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(57)【要約】
【課題】低消費電力状態において、電子機器の動作を停
止した場合でも、操作スイッチ等の入力部において消費
されてしまう消費電力を低減する。
【解決手段】操作部から入力される信号を、プルダウン
またはプルアップする操作入力部と、操作入力部を介し
て入力される信号に応じて予め決められた動作を実行す
る制御部と、供給される電力の状態に応じて、制御部に
上記予め決められた動作を実行させない制御をするとと
もに、操作入力部にプルダウンまたはプルアップさせな
い制御をする消費電力制御部とを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　操作子から入力される信号をプルダウンまたはプルアップする入力部と、
　前記入力部を介して入力される前記信号に応じて予め決められた動作を実行する制御部
と、
　供給される電力の状態に応じて、前記制御部に前記予め決められた動作を実行させない
制御をするとともに、前記入力部にプルダウンまたはプルアップさせない制御をする消費
電力制御部と、
　を備えることを特徴とする制御装置。
【請求項２】
　前記一次電源部により生成された起電力によって充電される二次電源部が前記一次電源
部によって充電中でない非充電状態であるか否か検出する充電検出部を備え、
　前記消費電力制御部は、
　前記充電検出部により前記二次電源部が非充電状態であると判定された場合、
　前記制御部に前記予め決められた動作を実行させない制御をするとともに、前記入力部
にプルダウンまたはプルアップさせない制御をする低消費電力状態に遷移させることを特
徴とする請求項１に記載の制御装置。
【請求項３】
　前記消費電力制御部は、
　前記低消費電力状態にある場合、前記充電検出部により前記二次電源部が前記非充電状
態でないと検出された場合、前記制御部に前記予め決められた動作を実行させる制御をす
るとともに、前記入力部にプルダウンまたはプルアップさせる制御をする通常動作状態に
遷移させることを特徴とする請求項２に記載の制御装置。
【請求項４】
　前記消費電力制御部が前記非充電状態でないと判定した場合、前記消費電力制御部によ
り通常動作状態への遷移は、前記入力部から出力される出力信号に基づいて行われること
を特徴とする請求項３に記載の制御装置。
【請求項５】
　前記二次電源部の電圧を検出する電圧検出部を備え、
　前記低消費電力状態にない場合、前記消費電力制御部による低消費電力状態への遷移は
、前記充電検出部により前記二次電源部が前記非充電状態でないと検出され、かつ前記検
出された二次電源部の電圧が予め決められた閾値以下の場合にのみ行われることを特徴と
する請求項２から請求項４の何れか１項に記載の制御装置。
【請求項６】
　前記消費電力制御部は、
　前記電力の状態が、前記非充電状態であって、且つ前記非充電状態が予め定められた時
間以上続いた場合、前記低消費電力状態に遷移させることを特徴とする請求項２から請求
項５の何れか１項に記載の制御装置。
【請求項７】
　前記消費電力制御部は、
　予め定められた操作に応じた信号が前記操作子から入力されている状態であり、前記電
力の状態が、前記非充電状態であって、且つ前記非充電状態が予め定められた時間以上続
いた場合、前記低消費電力状態に遷移させることを特徴とする請求項２から請求項６の何
れか１項に記載の制御装置。
【請求項８】
　前記制御部は、
　前記電力が供給されて前記制御部の動作に用いる基本クロックを発振して生成する発振
回路制御部を備え、
　前記消費電力制御部は、
　前記発振回路制御部が電力の供給に応じて発振する前記基本クロック、の発振が停止し
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た場合、前記制御部に前記予め決められた動作を実行させない制御をするとともに、前記
入力部にプルダウンまたはプルアップさせない制御をする低消費電力状態に遷移させるこ
とを特徴とする請求項１に記載の制御装置。
【請求項９】
　前記消費電力制御部は、
　前記低消費電力状態にある場合、前記電力の電位差が、前記発振回路制御部において基
本クロックを発振可能な下限電位差より予め定められた電位差分大きい電位差以上である
か否かを判定し、
　前記電力の電位差が、前記発振制御部において前記下限電圧より予め定められた電位差
分大きい電位差以上である場合、前記制御部に前記予め決められた動作を実行させる制御
をするとともに、前記入力部にプルダウンまたはプルアップさせる制御をする通常動作状
態に遷移させることを特徴とする請求項８に記載の制御装置。
【請求項１０】
　前記入力部は、
　前記操作子から入力される前記信号をプルダウンまたはプルアップする、プルダウンま
たはプルアップ部と、
　前記低消費電力状態の場合、前記制御部に出力する前記信号の信号レベルをＨｉｇｈレ
ベルまたはＬｏｗレベルにして出力する出力制御部と、
　を備えることを特徴とする請求項２から請求項９の何れか１項に記載の制御装置。
【請求項１１】
　前記入力部の前記出力制御部は、ＡＮＤ回路またはＮＡＮＤ回路を備え、
　前記プルダウンまたはプルアップ部を介して前記操作子から入力された前記信号が、前
記ＡＮＤ回路または前記ＮＡＮＤ回路の一方の入力端子に入力され、
　前記ＡＮＤ回路または前記ＮＡＮＤ回路の出力が前記入力部の出力に対応し、
　前記消費電力制御部は、
　前記低消費電力状態の場合、前記ＡＮＤ回路または前記ＮＡＮＤ回路の他方の前記入力
端子をＬｏｗレベルに制御することを特徴とする請求項１０に記載の制御装置。
【請求項１２】
　前記入力部の前記出力制御部は、ＮＯＲ回路またはＯＲ回路を備え、
　前記プルダウンまたはプルアップ部を介して前記操作子から入力された前記信号が前記
ＮＯＲ回路またはＯＲ回路の一方の入力端子に入力され、
　前記ＮＯＲ回路または前記ＯＲ回路の出力が前記入力部の出力に対応し、
　前記消費電力制御部は、
　前記低消費電力状態の場合、前記ＮＯＲ回路または前記ＯＲ回路の他方の前記入力端子
をＨｉｇｈレベルに制御することを特徴とする請求項１０または請求項１１に記載の制御
装置。
【請求項１３】
　前記入力部の前記プルダウンまたはプルアップ部は、ＭＯＳＦＥＴを用いてプルダウン
またはプルアップする前記プルダウンまたはプルアップ部であって、
　前記消費電力制御部は、
　前記低消費電力状態の場合、前記ＭＯＳＦＥＴをオフさせることを特徴とする請求項１
０から請求項１２の何れか１項に記載の制御装置。
【請求項１４】
　前記入力部の前記プルダウンまたはプルアップ部は、ＭＯＳＦＥＴおよび当該ＭＯＳＦ
ＥＴに直列に接続された抵抗素子を用いてプルダウンまたはプルアップする前記プルダウ
ンまたはプルアップ部であって、
　前記消費電力制御部は、
　前記低消費電力状態の場合、前記ＭＯＳＦＥＴをオフさせることを特徴とする請求項１
０から請求項１３の何れか１項に記載の制御装置。
【請求項１５】
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　前記操作子は、操作されることに応じて、操作子の一方の端子と他方の端子とが接続さ
れる導通状態と接続されない遮断状態とを切換えることを特徴とする請求項１から請求項
１４の何れか１項に記載の制御装置。
【請求項１６】
　請求項１に記載の制御装置を備えることを特徴とする電子機器。
【請求項１７】
　請求項１に記載の制御装置を備えることを特徴とする時計装置。
【請求項１８】
　操作子から入力される信号をプルダウンまたはプルアップする入力部と、
　前記入力部を介して入力される前記信号に応じて予め決められた動作を実行する制御部
と、
　を備える制御装置における制御方法であって、
　消費電力制御部が、供給される電力の状態に応じて、前記制御部に前記予め決められた
動作を実行させない制御をするとともに、前記入力部にプルダウンまたはプルアップさせ
ない制御をする手順を、
　備えることを特徴とする制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、制御装置、電子機器、時計装置、及び制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　太陽電池等の発電装置（一次電源）と二次電池（二次電源）とが内蔵された時計等の電
子機器は、発電装置が発電した電力が二次電池に充電されることで、電池交換の必要がな
く動作する。これらの電子機器は、発電装置が発電していない場合は、充電された２次電
池から供給される電力で動作している。そのため、発電装置が発電していない状態が長時
間続いた場合は、二次電池は、充電された電力を放電し続け、その放電が継続されると過
放電状態になる。二次電池は、過放電状態になった場合には、発電装置の発電が開始され
ても、すぐには電子機器が動作可能である電力容量まで充電されない。そのため、発電装
置の発電が開始されても、電子機器は、すぐには動作を開始できない。
【０００３】
　このため、電子機器において、容量が限られている二次電池の消費電力を抑えるために
、発電装置が発電していない状態を検出して、低消費電力状態に遷移させる技術がある。
　例えば、電子機器において、発電検出回路は、発電装置が発電していない非発電状態を
検出する。そして、非発電状態が所定時間以上継続された場合、電子機器において、通常
の動作を実行する動作電力状態から通常の動作を停止する低消費電力状態に遷移させるこ
とで、二次電池の電力消費を抑制することが開示されている（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０００－２３０９８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、電子機器は、外部入力として操作スイッチ（操作子）等から信号が入力
される入力部を備えている。そして、操作スイッチ等の入力部において、その操作スイッ
チの接続状態をプルダウンまたはプルアップして検出している。そのため、低消費電力状
態に遷移させて電子機器の動作を停止しても、操作スイッチ等の入力部において電力が消
費され、二次電池の電力が消費されてしまうという問題がある。例えば、時計における竜
頭スイッチは、遮断された状態（押し込み状態）または導通された状態（引き出し状態）
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が継続して続く。そのため、竜頭スイッチの操作状態によって、電源に対して電流が常に
流れてしまう可能性がある。
【０００６】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、その目的は、低消費電力状態にお
いて、電子機器の動作を停止した場合でも、操作スイッチ等の入力部において消費されて
しまう消費電力を低減し、電力消費を抑制する制御装置、電子機器、時計装置、及び制御
方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は上述した課題を解決するためになされたもので、本発明の一態様は、操作子か
ら入力される信号を、プルダウンまたはプルアップする入力部と、前記入力部を介して入
力される前記信号に応じて予め決められた動作を実行する制御部と、供給される電力の状
態に応じて、前記制御部に前記予め決められた動作を実行させない制御をするとともに、
前記入力部にプルダウンまたはプルアップさせない制御をする消費電力制御部とを備える
ことを特徴とする制御装置である。
【０００８】
　また、本発明の一態様は、上記の制御装置において、前記一次電源部により生成された
起電力によって充電される二次電源部が前記一次電源部によって充電中でない非充電状態
であるか否か検出する充電検出部を備え、
　前記消費電力制御部は、
　前記充電検出部により前記二次電源部が非充電状態であると判定された場合、
　前記制御部に前記予め決められた動作を実行させない制御をするとともに、前記入力部
にプルダウンまたはプルアップさせない制御をする低消費電力状態に遷移させることを特
徴とする。
【０００９】
　また、本発明の一態様は、上記の制御装置において、前記消費電力制御部は、前記低消
費電力状態にある場合、前記充電検出部により前記二次電源部が前記非充電状態でないと
検出された場合、前記制御部に前記予め決められた動作を実行させる制御をするとともに
、前記入力部にプルダウンまたはプルアップさせる制御をする通常動作状態に遷移させる
ことを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明の一態様は、上記の制御装置において、前記消費電力制御部が前記非充電
状態でないと判定した場合、前記消費電力制御部により通常動作状態への遷移は、前記入
力部から出力される出力信号に基づいて行われることを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明の一態様は、上記の制御装置において、前記二次電源部の電圧を検出する
電圧検出部を備え、前記低消費電力状態にない場合、前記消費電力制御部による低消費電
力状態への遷移は、前記充電検出部により前記二次電源部が前記非充電状態でないと検出
され、かつ前記検出された二次電源部の電圧が予め決められた閾値以下の場合にのみ行わ
れることを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明の一態様は、上記の制御装置において、前記消費電力制御部は、前記電力
の状態が、前記非充電状態であって、且つ前記非充電状態が予め定められた時間以上続い
た場合、前記低消費電力状態に遷移させることを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明の一態様は、上記の制御装置において、前記消費電力制御部は、予め定め
られた操作に応じた信号が前記操作子から入力されている状態であり、前記電力の状態が
、前記非充電状態であって、且つ前記非充電状態が予め定められた時間以上続いた場合、
前記低消費電力状態に遷移させることを特徴とする。
【００１４】
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　また、本発明の一態様は、上記の制御装置において、前記制御部は、前記電力が供給さ
れて前記制御部の動作に用いる基本クロックを発振して生成する発振回路制御部を備え、
前記消費電力制御部は、前記発振回路制御部が電力の供給に応じて発振する前記基本クロ
ック、の発振が停止した場合、前記制御部に前記予め決められた動作を実行させない制御
をするとともに、前記入力部にプルダウンまたはプルアップさせない制御をする低消費電
力状態に遷移させることを特徴とする。
【００１５】
　また、本発明の一態様は、上記の制御装置において、前記消費電力制御部は、前記低消
費電力状態にある場合、前記電力の電位差が、前記発振回路制御部において基本クロック
を発振可能な下限電位差より予め定められた電位差分大きい電位差以上であるか否かを判
定し、前記電力の電位差が、前記発振制御部において前記下限電圧より予め定められた電
位差分大きい電位差以上である場合、前記制御部に前記予め決められた動作を実行させる
制御をするとともに、前記入力部にプルダウンまたはプルアップさせる制御をする通常動
作状態に遷移させることを特徴とする。
【００１６】
　また、本発明の一態様は、上記の制御装置において、前記入力部は、前記操作子から入
力される前記信号をプルダウンまたはプルアップする、プルダウンまたはプルアップ部と
、前記低消費電力状態の場合、前記制御部に出力する前記信号の信号レベルをＨｉｇｈレ
ベルまたはＬｏｗレベルにして出力する出力制御部と、を備えることを特徴とする。
【００１７】
　また、本発明の一態様は、上記の制御装置において、前記入力部の前記出力制御部は、
ＡＮＤ回路またはＮＡＮＤ回路を備え、前記プルダウンまたはプルアップ部を介して前記
操作子から入力された前記信号が、前記ＡＮＤ回路または前記ＮＡＮＤ回路の一方の入力
端子に入力され、前記ＡＮＤ回路または前記ＮＡＮＤ回路の出力が前記入力部の出力に対
応し、前記消費電力制御部は、前記低消費電力状態の場合、前記ＡＮＤ回路または前記Ｎ
ＡＮＤ回路の他方の前記入力端子をＬｏｗレベルに制御することを特徴とする。
【００１８】
　また、本発明の一態様は、上記の制御装置において、前記入力部の前記出力制御部は、
ＮＯＲ回路またはＯＲ回路を備え、前記プルダウンまたはプルアップ部を介して前記操作
子から入力された前記信号が前記ＮＯＲ回路またはＯＲ回路の一方の入力端子に入力され
、前記ＮＯＲ回路または前記ＯＲ回路の出力が前記入力部の出力に対応し、前記消費電力
制御部は、前記低消費電力状態の場合、前記ＮＯＲ回路または前記ＯＲ回路の他方の前記
入力端子をＨｉｇｈレベルに制御することを特徴とする。
【００１９】
　また、本発明の一態様は、上記の制御装置において、前記入力部の前記プルダウンまた
はプルアップ部は、ＭＯＳＦＥＴを用いてプルダウンまたはプルアップする前記プルダウ
ンまたはプルアップ部であって、前記消費電力制御部は、前記低消費電力状態の場合、前
記ＭＯＳＦＥＴをオフさせることを特徴とする。
【００２０】
　また、本発明の一態様は、上記の制御装置において、前記入力部の前記プルダウンまた
はプルアップ部は、ＭＯＳＦＥＴおよび当該ＭＯＳＦＥＴに直列に接続された抵抗素子を
用いてプルダウンまたはプルアップする前記プルダウンまたはプルアップ部であって、前
記消費電力制御部は、前記低消費電力状態の場合、前記ＭＯＳＦＥＴをオフさせることを
特徴とする。
【００２１】
　また、本発明の一態様は、上記の制御装置において、前記操作子は、操作されることに
応じて、操作子の一方の端子と他方の端子とが接続される導通状態と接続されない遮断状
態とを切換えることを特徴とする。
【００２２】
　また、本発明の一態様は、上記の制御装置を備えることを特徴とする電子機器である。
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【００２３】
　また、本発明の一態様は、上記の制御装置を備えることを特徴とする時計装置である。
【００２４】
　また、本発明の一態様は、操作子から入力される信号をプルダウンまたはプルアップす
る入力部と、前記入力部を介して入力される前記信号に応じて予め決められた動作を実行
する制御部と、を備える制御装置における制御方法であって、消費電力制御部が、供給さ
れる電力の状態に応じて、前記制御部に前記予め決められた動作を実行させない制御をす
るとともに、前記入力部にプルダウンまたはプルアップさせない制御をする手順を、備え
ることを特徴とする制御方法である。
【発明の効果】
【００２５】
　この発明によれば、低消費電力状態において、電子機器の動作を停止した場合、操作ス
イッチ等の入力部に接続されているプルダウンまたはプルアップをしない制御をするため
、操作スイッチ等の入力部においてプルダウンまたはプルアップすることで消費されてし
まう消費電力を低減し、電力消費を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本第１実施形態による時計装置の構成を示す概略ブロック図である。
【図２】従来の操作入力部の一例を示す概略ブロック図である。
【図３】本第１実施形態における操作入力部の一例を示す概略ブロック図である。
【図４】本第１実施形態における消費電力制御処理を示すフローチャートである。
【図５】本第１実施形態における消費電力制御に応じた二次電池２の出力電圧の状態の一
例を示すグラフである。
【図６】本第２実施形態による時計装置の構成を示す概略ブロック図である。
【図７】本第２実施形態における操作入力部の一例を示す概略ブロック図である。
【図８】操作入力部の入出力端子及びプルダウンの制御状態を示す表である。
【図９】消費電力制御部における発振停止検出信号及びリセット信号の動作を示すタイミ
ングチャートである。
【図１０】第３実施形態による時計装置の構成を示す概略ブロック図である。
【図１１】第３実施形態による消費電力制御部の構成の一例を示す概略ブロック図である
。
【図１２】消費電力制御部の内部信号である現在モード信号ＭＤ、入力信号、出力信号の
関係をまとめたテーブルである。
【図１３】第３実施形態による時計装置の処理の流れを示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　＜第１実施形態＞
　以下、図面を参照して、本発明の第１実施形態による制御装置２００を備える時計装置
１００について説明する。図１は、この発明の第１実施形態による時計装置１００の構成
を示す概略ブロック図である。
　図１において、時計装置１００は、太陽電池１（一次電源部）、二次電池２（二次電源
部）、操作部６（操作子）、及び制御装置２００を備える。制御装置２００は、充電検出
部３、電池電圧検出部４、消費電力制御部５、操作入力部７（入力部）、及び制御部１０
を備える。また、制御部１０は、発振回路制御部８、及び時計制御部９を備える。例えば
、時計装置１００は、運針機構を有するアナログ表示式の時計である。
【００２８】
　太陽電池１は、光エネルギーを電気エネルギーに変換することで起電力を生成する発電
装置である。そのため、太陽電池１は、光が照射されて入力される光の量に応じて出力さ
れる電力は変化し、光が照射されない暗闇の場合は、電力を出力できない。太陽電池１は
、生成した起電力を充電検出部３を介して出力し、二次電池２に充電する。また、太陽電
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池１は、時計装置１００の各部に、その各部を動作させるための電力を供給する。
【００２９】
　二次電池２は、太陽電池１から充電検出部３を介して入力された太陽電池１の起電力に
より充電される。二次電池２は、制御装置２００の電池電圧検出部４に電力を出力すると
ともに、時計装置１００の各部に、その各部を動作させるための電力を供給する。
【００３０】
　充電検出部３は、太陽電池１により生成された起電力によって、二次電池２が充電中で
ない非充電状態であるか否かを検出する。例えば、太陽電池１の出力電圧（出力電位差）
と二次電池２の出力電圧（出力電位差）とを比較し、太陽電池１の出力電圧が二次電池２
の出力電圧以下の場合は、太陽電池１によって、二次電池２が充電中でない非充電状態で
あることを検出する。また、太陽電池１の出力電圧が二次電池２の出力電圧より高い場合
は、太陽電池１によって、二次電池２が非充電状態でない充電状態であることを検出する
。充電検出部３は、検出した非充電状態または充電状態の結果を、消費電力制御部５に出
力する。
【００３１】
　また、非充電状態である場合、太陽電池１の出力電圧が二次電池２の出力電圧以下であ
るため、充電検出部３は、二次電池２から太陽電池１に電流が流れることを防止する逆流
防止素子を備えている。
【００３２】
　電池電圧検出部４は、消費電力制御部５から入力される電池電圧を検出するためのサン
プリング信号に応じて、二次電池２の出力電圧を検出する。電池電圧検出部４は、二次電
池２の出力電圧が予め定められた閾値以下である状態を検出すると、検出した結果を消費
電力制御部５に出力する。
【００３３】
　操作部６は、使用者が時計装置１００を制御する際に操作する操作スイッチである。操
作部６は、操作スイッチからの信号を操作入力部７に出力する。操作部６は、操作される
ことに応じて、操作スイッチの一方の端子と他方の端子とが接続される導通状態と接続さ
れない遮断状態とを切換えてそれぞれの状態が維持される。例えば、竜頭スイッチであっ
て、押し込まれた状態の場合は遮断状態になり、引き出された場合は導通状態になり、次
の操作によって切換えられるまで、それぞれ遮断状態または導通状態の状態が維持される
。
【００３４】
　操作入力部７は、操作部６の操作スイッチから入力される信号を、プルダウンまたはプ
ルアップして時計制御部９に出力する。操作入力部７は、操作部６の操作スイッチが遮断
状態である場合、プルダウンまたはプルアップすることで信号レベルが確定される。
　また、操作入力部７は、消費電力制御部５からの制御信号に基づいて、プルダウンまた
はプルアップするか否かを切換えるとともに、プルダウンまたはプルアップしない場合、
ＨｉｇｈレベルまたはＬｏｗレベルの信号を時計制御部９に出力する。
【００３５】
　制御部１０は、発振回路制御部８、及び時計制御部９を備え、使用者が操作部６の操作
スイッチを操作することによって操作入力部７を介して入力される信号に応じて所定の時
計動作を実行する。
　発振回路制御部８は、時刻の計時に用いる基本クロック信号を発振して生成する。発振
回路制御部８は、生成した基本クロック信号を時計制御部９に供給する。また、発振回路
制御部８は、基本クロック信号を発振して生成する回路を動作させる電源電圧を供給する
定電圧回路を有している。そして、発振回路制御部８は、定電圧回路の動作が停止される
ことにより基本クロック信号の発振を停止し、定電圧回路の動作が開始されることにより
基本クロック信号の発振を開始する。そして、発振回路制御部８は、消費電力制御部５か
ら入力される発振回路制御信号に基づいて、発振回路制御部８の定電圧回路の動作が制御
され、基本クロック信号の発振と発振の停止とが制御される。
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【００３６】
　時計制御部９は、発振回路制御部８から供給される基本クロック信号に基づいて、時刻
を計時する計時動作、及び時刻を表示する運針動作の制御等を実行する。時計制御部９は
、使用者が操作部６を操作した場合、操作部６から入力される信号が操作入力部７を介し
て入力される。時計制御部９は、その入力された信号を検出し、検出した結果に基づいて
時計動作を制御する。また、時計制御部９は、消費電力制御部５に、操作部６から入力さ
れる信号を検出した結果に基づいた情報、及び計時動作に基づいた情報等を出力する。
【００３７】
　例えば、使用者が、竜頭スイッチを引き出す操作をした場合、時計制御部９は、運針動
作を停止させる制御を実行する。次に、使用者が、竜頭スイッチを回転することで時計の
針の位置を調整し時刻合わせをする。そして、竜頭スイッチを押し込み状態に戻す操作を
した場合、時計制御部９は、時刻を計時する計時動作に基づいて、停止させた運針動作を
開始する制御を実行して、調整された時計の針の位置から運針が開始される。
　また、発振回路制御部８から供給される基本クロック信号の発振が停止されると、時計
制御部９は、動作を停止する。
【００３８】
　消費電力制御部５は、電池電圧検出部４に、二次電池２の出力電圧を検出するためのサ
ンプリング信号を出力する。そして、消費電力制御部５には、充電検出部３による検出結
果、及び電池電圧検出部４による検出結果がそれぞれ入力される。この入力されたそれぞ
れの検出結果に基づいて、消費電力制御部５は、制御部１０及び操作入力部７に、それぞ
れの動作を制御する制御信号を出力する。そして、消費電力制御部５は、時計装置１００
に供給される電力の状態に応じて、制御部１０に所定の動作（予め決められた動作）を実
行させない制御をするとともに、操作入力部７にプルダウンまたはプルアップさせない制
御をする低消費電力状態に遷移させる。
【００３９】
　ここで、時計装置１００が供給される電力の状態とは、充電検出部３による検出結果、
または電池電圧検出部４による検出結果に基づく電力の状態である。また、低消費電力状
態とは、制御部１０の発振回路制御部８が基本クロック信号の発振を停止し、且つ時計制
御部９の動作が停止するとともに、操作入力部７において、操作部６から入力される信号
をプルダウンまたはプルアップしない状態である。
【００４０】
　消費電力制御部５は、入力された充電検出部３による検出結果に基づいて、太陽電池１
により生成された起電力によって二次電池２が充電中でない非充電状態であるか否かを判
定する。また、電池電圧検出部４による検出結果に基づいて、二次電池２の出力電圧が予
め定められた閾値以下であるか否かを判定する。
【００４１】
　例えば、消費電力制御部５は、以下に示す何れかの条件に基づいて、時計装置１００を
低消費電力状態に遷移させる。
　（１）消費電力制御部５は、二次電池２が非充電状態である場合、時計装置１００を低
消費電力状態に遷移させる。
　（２）消費電力制御部５は、二次電池２が非充電状態であって、且つ二次電池２の出力
電圧が予め定められた閾値以下である場合、時計装置１００を低消費電力状態に遷移させ
る。
　（３）消費電力制御部５は、二次電池２が非充電状態であって、且つ二次電池２の非充
電状態が予め定められた時間以上続いた場合、時計装置１００を低消費電力状態に遷移さ
せる。
　（４）消費電力制御部５は、予め定められた操作に応じた信号が操作部６から入力され
ている状態であり、二次電池２が非充電状態であって、且つ二次電池２の非充電状態が予
め定められた時間以上続いた場合、時計装置１００を低消費電力状態に遷移させる。
　ここで、予め定められた操作に応じた信号が操作部６から入力されている状態とは、例
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えば、竜頭スイッチが引き出されている状態である。
【００４２】
　また、消費電力制御部５は、充電検出部３による検出結果に基づいて、低消費電力状態
にある場合に、非充電状態であるか否かを判定する。消費電力制御部５は、非充電状態で
ない場合、すなわち充電状態である場合、制御部１０に所定の動作（予め決められた動作
）を実行させる制御をするとともに、操作入力部７にプルダウンまたはプルアップさせる
制御をする通常動作状態に遷移させる。ここで、通常動作状態とは、発振回路制御部８が
基本クロック信号を発振して出力し、且つ時計制御部９が動作するとともに、操作入力部
７において、操作部６から入力される信号をプルダウンまたはプルアップする状態である
。
【００４３】
　なお、消費電力制御部５が、電池電圧検出部４による検出結果に基づいて、二次電池２
の出力電圧が予め定められた閾値以下であるか否かを判定する際において、予め定められ
た閾値は、時計制御部９が運針動作を実行できる下限の電圧に対して、予め定められた高
い電圧である。
【００４４】
　なお、上述した低消費電力状態に遷移させる条件において、非充電状態の経過時間を計
測する場合は、消費電力制御部５が、充電検出部３の検出結果に基づいて非充電状態であ
ることを判定した時点から計測を開始してもよい。または、消費電力制御部５が、充電検
出部３の検出結果に基づいて非充電状態であることを判定した結果を時計制御部９に出力
して、時計制御部９において計測してもよい。
【００４５】
　なお、非充電状態の経過時間と予め定められた時間とを比較して判定する場合は、消費
電力制御部５または時計制御部９において計測した経過時間の結果に基づいて、消費電力
制御部５が予め定められた時間と比較して判定してもよい。または、消費電力制御部５ま
たは時計制御部９において計測した経過時間の結果に基づいて、時計制御部９が予め定め
られた時間と比較して判定してもよい。
【００４６】
　なお、予め定められた操作に応じた信号が操作部６から入力されている状態を、低消費
電力状態に遷移させる条件とする場合は、操作入力部７から入力される信号を検出した時
計制御部９が、その検出結果に基づいて判定してもよい。または、操作入力部７から入力
される信号を検出した時計制御部９が、その検出結果を消費電力制御部５に出力する。そ
して、消費電力制御部５が、入力されたその検出結果に基づいて判定してもよい。
【００４７】
　次に、図２及び図３を用いて、操作部６及び操作入力部７について説明する。
　図２は、本第１実施形態が適用されていない従来の操作入力部７の一形態を示す概略ブ
ロック図である。図３は、本第１実施形態における操作入力部７の一形態を示す概略ブロ
ック図である。また、図２及び図３において、電源ＶＳＳは負電源であって、電源ＶＤＤ
はアースＧＮＤである。そして、操作部６及び操作入力部７には、電源ＶＳＳと電源ＶＤ
Ｄとの電圧（電位差）が供給されている。
【００４８】
　図２及び図３に示した操作部６は、スイッチ６１を備える。スイッチ６１の接続端子は
、一端が電源ＶＤＤに接続され、他端が操作入力部７の端子Ｉ１に接続される。また、ス
イッチ６１は、操作されることに応じて、スイッチ６１の接続端子の一端及び他端が接続
される導通状態と、接続されない遮断状態とを切換えて、それぞれの状態が維持される。
【００４９】
　次に、図２に示した操作入力部７について説明する。
　操作入力部７は、プルダウンまたはプルアップ部７０、及び出力制御部７２を備える。
プルダウンまたはプルアップ部７０は、操作部６から入力される信号をプルダウンまたは
プルアップする。図２に示すプルダウンまたはプルアップ部７０は、操作部６から入力さ
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れる信号をプルダウンする形態である。
【００５０】
　操作入力部７の端子Ｉ１から入力された信号は、プルダウンまたはプルアップ部７０を
介して出力制御部７２に入力され、出力制御部７２から端子ＯＴ１に出力される。また、
プルダウンまたはプルアップ部７０は、プルダウンするためのＮＭＯＳＦＥＴ（Ｎチャネ
ル型金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ）７１を備え、出力制御部７２は、バッファ
７３を備える。
　入力端子Ｉ１は、バッファ７３の入力端子に接続され、バッファ７３の出力端子は端子
ＯＴ１に接続される。また、ＮＭＯＳＦＥＴ７１は、ドレイン端子が端子Ｉ１とバッファ
７３の入力端子との接続点に接続され、ソース端子が電源ＶＳＳに接続され、ゲート端子
が電源ＶＤＤに接続される。
【００５１】
　ＮＭＯＳＦＥＴ７１は、電源ＶＤＤと電源ＶＳＳとの電圧が、ゲート－ソース間に印加
されることによりオン状態である。よって、ＮＭＯＳＦＥＴ７１は、ドレイン－ソース間
がオン抵抗をもって導通している状態であり、このオン抵抗に応じた電流が電源ＶＳＳに
流れてプルダウンされている。
【００５２】
　スイッチ６１が導通状態の場合、端子Ｉ１に電源ＶＤＤの電圧が入力され、ＮＭＯＳＦ
ＥＴ７１によるプルダウン、及びバッファ７３を介して電源ＶＤＤの電圧が端子ＯＴ１か
ら出力される。スイッチ６１が遮断状態の場合、端子Ｉ１から入力される信号の信号レベ
ルは、不定状態である。そのため、端子Ｉ１から入力される信号は、ＮＭＯＳＦＥＴ７１
によってプルダウンされることにより電源ＶＳＳの電圧になり、バッファ７３を介して端
子ＯＴ１から出力される。
【００５３】
　次に、図３に示した本第１実施形態の操作入力部７について説明する。なお、図３の各
部において、図２の各部に対応する部分には同一の符号を付け、その説明を適宜省略する
。
　図３に示した操作入力部７は、図２に示した操作入力部７と同様に、プルダウンまたは
プルアップ部７０、及び出力制御部７２を備える。プルダウンまたはプルアップ部７０の
備えるプルダウン用のＮＭＯＳＦＥＴ７１は、ゲート端子が、端子Ｉ２に接続される。ま
た、出力制御部７２は、ＡＮＤ回路７４を備える。ＡＮＤ回路７４は、入力端子の一端が
端子Ｉ１とＮＭＯＳＦＥＴ７１のドレイン端子との接続点に接続され、入力端子の他端が
端子Ｉ２に接続される。そして、ＡＮＤ回路７４の出力端子は、端子ＯＴ１に接続される
。
【００５４】
　図３に示したＮＭＯＳＦＥＴ７１は、端子Ｉ２に入力される信号レベルによって、ＮＭ
ＯＳＦＥＴ７１のオンとオフとが制御される。
　また、ＮＭＯＳＦＥＴ７１がオフされている状態であって、且つスイッチ６１が遮断状
態である場合、端子Ｉ１から入力される信号の信号レベルは、不定状態である。この信号
レベルが不定状態である信号が端子ＯＴ１から出力された場合、出力された信号が電源Ｖ
ＤＤと電源ＶＳＳとの中間電位になった際に、出力先の回路において貫通電流が発生し、
その回路が破壊に至ることがある。そのため、ＮＭＯＳＦＥＴ７１がオフされている状態
においては、端子Ｉ２からＡＮＤ回路７４にＬｏｗレベルの信号が入力されることで、Ｌ
ｏｗレベルの信号が端子ＯＴ１から出力されるように制御される。
【００５５】
　例えば、消費電力制御部５は、低消費電力状態の場合にＬｏｗレベルの信号を出力し、
また、通常動作状態の場合にＨｉｇｈレベルの信号を出力する。出力された信号は、操作
入力部７の端子Ｉ２に入力される。低消費電力状態の場合、端子Ｉ２にＬｏｗレベルの信
号が入力されることにより、ＮＭＯＳＦＥＴ７１がオフしてプルダウンされない状態にな
るとともに、ＡＮＤ回路７４にＬｏｗレベルの信号が入力されることで、Ｌｏｗレベルの
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信号が端子ＯＴ１から出力される。また、通常動作状態の場合、端子Ｉ２にＨｉｇｈレベ
ルの信号が入力されることにより、ＮＭＯＳＦＥＴ７１がオンしてプルダウンされる状態
になるとともに、ＡＮＤ回路７４にＨｉｇｈレベルの信号が入力される。これにより、端
子Ｉ１から入力された信号がＮＭＯＳＦＥＴ７１によりプルダウンされ、そのプルダウン
された信号が、端子ＯＴ１から出力される。
【００５６】
　次に、本第１実施形態の動作について説明する。
　図４は、本第１実施形態における消費電力制御処理の一例を示すフローチャートである
。また、図４は、充電検出部３による検出結果が非充電状態であって、且つ二次電池２の
出力電圧が予め定められた閾値以下である場合に、消費電力制御部５が時計装置１００を
低消費電力状態に遷移させる処理を示している。
　以下、図４が示すフローチャートを用いて、時計装置１００の消費電力制御処理を説明
する。
【００５７】
　まず、消費電力制御部５は、一定の時間間隔ごとに電池電圧を検出するためのサンプリ
ング信号を電池電圧検出部４に出力して、電池電圧検出部４に二次電池２の出力電圧を検
出させる。電池電圧検出部４は、消費電力制御部５から入力されるサンプリング信号に応
じて、二次電池２の出力電圧を検出する。電池電圧検出部４は、二次電池２の出力電圧が
予め定められた閾値以下である状態を検出すると、検出した結果を消費電力制御部５に出
力する（ステップＳ１０１）。
【００５８】
　次に、消費電力制御部５は、電池電圧検出部４による検出結果に基づいて、二次電池２
の出力電圧が所定値（予め定められた閾値）以下であるか否かを判定する（ステップＳ１
０２）。ステップ１０２において、二次電池２の出力電圧が所定値（予め定められた閾値
）以下（ＹＥＳ）であると判定された場合、ステップＳ１０３に処理を進める。また、二
次電池２の出力電圧が所定値（予め定められた閾値）より高い（ＮＯ）と判定された場合
、ステップ１０１に処理を戻す。
【００５９】
　次に、ステップ１０３において、消費電力制御部５は、充電検出部３が検出した結果に
基づいて、二次電池２が充電中でない非充電状態であるか否かを判定する。
　充電検出部３は、太陽電池１により生成された起電力よって、二次電池２が充電中でな
い非充電状態であるか否かを検出する。例えば、充電検出部３は、太陽電池１の出力電圧
（出力電位差）と二次電池２の出力電圧（出力電位差）とを比較し、太陽電池１の出力電
圧が二次電池２の出力電圧以下の場合は、太陽電池１によって、二次電池２が充電中でな
い非充電状態であることを検出する。また、充電検出部３は、太陽電池１の出力電圧が二
次電池２の出力電圧より高い場合は、太陽電池１によって、二次電池２が非充電状態でな
い充電状態であることを検出する。
【００６０】
　次に、消費電力制御部５は、充電検出部３による検出結果に基づいて、二次電池２が充
電中でない非充電状態であるか否かを判定する（ステップＳ１０４）。ステップ１０４に
おいて、二次電池２が充電中でない非充電状態（ＹＥＳ）であると判定された場合、ステ
ップＳ１０５に処理を進める。また、二次電池２が非充電状態でない充電中状態（ＮＯ）
であると判定された場合、ステップ１０１に処理を戻す。
【００６１】
　次に、ステップＳ１０４において、二次電池２が充電中でない非充電状態（ＹＥＳ）で
あると判定された場合、消費電力制御部５は、時計装置１００を低消費電力状態へ遷移さ
せるための制御信号を操作入力部７、及び制御部１０の各部に出力する（ステップＳ１０
５）。
【００６２】
　次に、ステップＳ１０６において、消費電力制御部５が出力した低消費電力状態へ遷移
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させるための制御信号に応じて、操作入力部７において、操作部６から入力される信号を
プルダウンまたはプルアップしない状態に制御される。
　また、消費電力制御部５が出力した低消費電力状態へ遷移させるための制御信号に応じ
て、操作入力部７からＨｉｇｈレベルまたはＬｏｗレベルの信号が時計制御部９に出力さ
れる。これにより、操作入力部７において、プルダウンあるいはプルアップしないことに
より、消費される電力が低減される。
【００６３】
　次に、消費電力制御部５が出力した低消費電力状態へ遷移させるための制御信号に応じ
て、制御部１０における各部の動作を停止させる制御が実行される。
　ステップＳ１０７において、消費電力制御部５が出力した低消費電力状態へ遷移させる
ための制御信号に応じて、時計制御部９の動作が停止される。例えば、時計制御部９にお
いて、入力された低消費電力状態へ遷移させるための制御信号に応じて、時刻を表示する
運針動作が停止される。
【００６４】
　　次に、ステップＳ１０８において、消費電力制御部５が出力した低消費電力状態へ遷
移させるための制御信号に応じて、発振回路制御部８の基本クロックの発振が停止される
。発振回路制御部８において、入力された低消費電力状態へ遷移させるための制御信号に
応じて、定電圧回路の動作が停止されることにより、基本クロック信号の発振が停止され
る。そして、発振回路制御部８の基本クロック信号の発振が停止されるため、時計制御部
９の計時動作が停止される。よって、時計装置１００は、時計制御部９及び発振回路制御
部８の動作が停止されるため、それぞれの動作のために消費される電力が低減される。
【００６５】
　このように、消費電力制御部５は、時計制御部９及び発振回路制御部８の動作を停止さ
せるとともに、操作入力部７において、操作部６から入力される信号に対してプルダウン
またはプルアップしない状態にさせることにより、時計装置１００を、低消費電力状態に
遷移させる。
【００６６】
　次に、消費電力制御部５は、充電検出部３による検出結果に基づいて、二次電池２が充
電中でない非充電状態であるか否かを判定する（ステップＳ１０９）。ステップＳ１０９
において、二次電池２が非充電状態でない充電状態（ＮＯ）であると判定された場合、ス
テップＳ１１０に処理を進める。また、二次電池２が充電中でない非充電状態（ＹＥＳ）
であると判定された場合、ステップＳ１０９の処理を繰り返し実行し、低消費電力状態が
継続される。
【００６７】
　次に、ステップＳ１０９において、二次電池２が非充電状態でない充電状態（ＮＯ）で
あると判定された場合、消費電力制御部５は、時計装置１００を通常動作状態へ遷移させ
るための制御信号を操作入力部７、及び制御部１０の各部に出力する（ステップＳ１１０
）。
【００６８】
　次に、ステップＳ１１１において、消費電力制御部５が出力した通常動作状態へ遷移さ
せるための制御信号に応じて、発振回路制御部８の基本クロックを発振させる。発振回路
制御部８において、入力された通常動作状態へ遷移させるための制御信号に応じて、定電
圧回路の動作が開始されることにより、基本クロック信号の発振が開始される。
【００６９】
　次に、ステップＳ１１２において、消費電力制御部５が出力した通常動作状態へ遷移さ
せるための制御信号に応じて、時計制御部９の動作が開始される。例えば、時計制御部９
において、入力された通常動作状態へ遷移させるための制御信号に応じて、時刻を表示す
る運針動作が開始される。
【００７０】
　次に、ステップＳ１１３において、消費電力制御部５が出力した低消費電力状態へ遷移
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させるための制御信号に応じて、操作入力部７において、操作部６から入力される信号に
対してプルダウンまたはプルアップする状態に制御される。
　また、消費電力制御部５が出力した低消費電力状態へ遷移させるための制御信号に応じ
て、操作部６から入力される信号をプルダウンまたはプルアップした信号が、操作入力部
７から時計制御部９に出力される。
【００７１】
　次に、ステップＳ１０１に処理を戻し、ステップＳ１０１からステップＳ１１３の処理
を実行する。
【００７２】
　図５は、本第１実施形態における消費電力制御に応じた二次電池２の出力電圧の状態の
一例を示すグラフである。図５の示すグラフの横軸は時刻ｔ、縦軸は電圧Ｖである。
　図５（ａ）は、低消費電力状態において制御部１０のみが停止（発振回路制御部８及び
時計制御部９を停止）される、本発明を適用していない場合の、二次電池２の出力電圧を
示す。また、図５（ｂ）、及び図５（ｃ）は、低消費電力状態において、制御部１０が停
止されるとともに、操作入力部７のプルダウンまたはプルアップをしない制御がされる場
合の、二次電池２の出力電圧を示す。なお、図５に示すグラフは、消費電力制御部５が、
充電検出部３による検出結果が非充電状態であって、且つ二次電池２の出力電圧が予め定
められた閾値以下である場合、時計装置１００を低消費電力状態に遷移させる場合につい
ての一例である。
【００７３】
　まず、図５（ａ）及び図５（ｂ）について説明する。
　時刻０から時刻Ｔ１までの期間ＳＴ１においては、通常動作状態である。また、期間Ｓ
Ｔ１は、太陽電池１に光が照射されない発電できない状態であり、二次電池２は非充電状
態である。期間ＳＴ１における図５（ａ）及び図５（ｂ）の動作状態による電力の消費に
は差がないため、図５（ａ）及び図５（ｂ）の二次電池２は同様に電力が消費され、二次
電池２の出力電圧は同様に低下する。
【００７４】
　時刻Ｔ１において、図５（ａ）及び図５（ｂ）の二次電池２の出力電圧は、電池電圧検
出部４が検出するために予め定められた閾値の電圧Ｖｃである。そのため、電池電圧検出
部４は、二次電池２の出力電圧が、予め定められた閾値の電圧Ｖｃ以下であることを検出
する。消費電力制御部５は、二次電池２の出力電圧が予め定められた閾値電圧Ｖｃ以下で
あり、且つ二次電池２が非充電状態であるため、通常動作状態から低消費電力状態に遷移
させる。
【００７５】
　時刻Ｔ１から時刻Ｔ２までの期間ＳＴ２においては、低消費電力状態であって、且つ二
次電池２は非充電状態である。期間ＳＴ２においては、低消費電力状態であるため、期間
ＳＴ１と比較して二次電池２の電力の消費は低減され、二次電池２の出力電圧の時刻が経
過するに従って電圧が低下する量は、期間ＳＴ１と比較して小さい。また、期間ＳＴ２に
おいては、図５（ａ）及び図５（ｂ）の低消費電力状態による電力の消費には差がある。
図５（ａ）に対して、図５（ｂ）の低消費電力状態は、操作入力部７のプルダウンまたは
プルアップをしない制御がされているため、操作入力部７で消費される電力分が更に低減
されている。そのため、時刻Ｔ２において、図５（ａ）の二次電池２の出力電圧Ｖ１に対
して図５（ｂ）の二次電池２の出力電圧Ｖ２の低下量は小さく、電圧Ｖ１＜電圧Ｖ２とな
る。
【００７６】
　次に、時刻Ｔ２において、太陽電池１に光が照射されて発電が開始されることによって
、二次電池２は非充電状態から充電状態になる。充電検出部３が非充電状態でないことを
検出し、検出した結果に基づいて、消費電力制御部５は、低消費電力状態から通常動作状
態に遷移させる。時刻Ｔ２以降の期間ＳＴ３においては、通常動作状態であって、且つ二
次電池２は充電状態である。期間ＳＴ３においては、二次電池２は充電状態であるため、
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二次電池２の出力電圧は、時刻が経過するにつれて充電されて充電フル電圧Ｖｆになるま
で上昇する。
【００７７】
　ここで、期間ＳＴ２における低消費電力状態から、時刻Ｔ２において、充電状態になっ
たことに応じてすぐに通常動作が開始できている。それは、二次電池２の出力電圧が、動
作限界電圧Ｖｍ以下に低下していないことにより、過放電状態でないためである。つまり
、二次電池２の出力電圧が、動作限界電圧Ｖｍよりも予め定められた高い電圧である閾値
電圧Ｖｃ以下になること（時刻Ｔ１）に応じて低消費電力状態に遷移させること、及び期
間ＳＴ２における低消費電力状態で、二次電池２の電力の消費を低減させることで、二次
電池２が過放電状態にならないようにしている。
　また、閾値電圧Ｖｃを高くしていくと、二次電池２によって通常動作が持続できる時間
が減少していくため、閾値電圧Ｖｃをあまり高く設定することは使用者にとって有益では
ない。そのため、低消費電力状態において、二次電池２の電力の消費をより低減させるこ
とは、二次電池２が過放電状態にならないことに有効である。
【００７８】
　時刻Ｔ２において、図５（ａ）の二次電池２の出力電圧Ｖ１と、図５（ｂ）の二次電池
２の出力電圧Ｖ２との関係が電圧Ｖ１＜電圧Ｖ２であることは、図５（ａ）に対して図５
（ｂ）の方が、二次電池２の出力電圧が、動作限界電圧Ｖｍに至るまでの経過時間がより
長いことを意味している。
【００７９】
　次に、図５（ｃ）について説明する。図５（ｃ）は、図５（ｂ）の期間ＳＴ２を時刻Ｔ
２以降も継続した場合の二次電池２の出力電圧を示している。図５（ｂ）の二次電池２の
出力電圧は、時刻Ｔ２において電圧Ｖ２であるが、時刻Ｔ２以降も期間ＳＴ２を継続させ
た場合に、二次電池２の出力電圧は、電圧Ｖ２より低下していく。図５（ｂ）の二次電池
２の出力電圧が電圧Ｖ１に低下するまで、期間ＳＴ２を継続させた場合の二次電池２の出
力電圧を、図５（ｃ）は示している。時刻Ｔ３における、図５（ｃ）の二次電池２の出力
電圧Ｖ３が、時刻Ｔ２における図５（ａ）の二次電池２の出力電圧Ｖ１と同等の電圧であ
る。よって、図５（ｃ）において、図５（ａ）と比較して、期間ＳＴ２が長時間継続した
場合、二次電池２の出力電圧が動作限界電圧Ｖｍまで低下するまでの期間が延長されるこ
とを示している。
【００８０】
　このように、本第１実施形態によれば、低消費電力状態において、時計装置１００の動
作を停止するとともに、更に操作スイッチ等の入力部に接続されているＮＭＯＳＦＥＴ７
１に対してプルダウンまたはプルアップをしない制御をするため、操作スイッチ等の入力
部においてプルダウンまたはプルアップすることで消費されてしまう消費電力を低減し、
電力消費を抑制することができる。
【００８１】
　なお、本第１実施形態において、操作入力部７の出力制御部７２が、ＡＮＤ回路７４を
備える例を図３に示したが、ＡＮＤ回路７４に代えて、ＮＡＮＤ回路を備えてもよい。例
えば、出力制御部７２がＮＡＮＤ回路を備える場合、プルダウンまたはプルアップ部７０
を介して操作部６から入力された信号が、当該ＮＡＮＤ回路の一方の入力端子に入力され
、消費電力制御部５からの制御信号が他方の入力端子に入力されてもよい。そして、低消
費電力状態の場合、消費電力制御部５は、制御信号をＬｏｗレベルに制御することで、Ｎ
ＡＮＤ回路の出力信号、すなわち操作入力部７から制御部１０に出力する信号をＨｉｇｈ
レベルにさせ、信号レベルが不定状態になることを防止してもよい。
　また、操作入力部７の出力制御部７２は、これに限らず、ＯＲ回路、ＮＯＲ回路、また
は、各種の論理回路を組み合わせた回路を備えてもよい。そして、低消費電力状態の場合
、消費電力制御部５は、出力制御部７２の備える各種論理回路に対応して、Ｌｏｗレベル
またはＨｉｇｈレベルの制御信号を入力することで、操作入力部７から制御部１０に出力
する信号をＬｏｗレベルまたはＨｉｇｈレベルにさせ、信号レベルが不定状態になること
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を防止してもよい。
【００８２】
　なお、本第１実施形態において、操作入力部７のプルダウンまたはプルアップ部７０が
、プルダウンまたはプルアップするＭＯＳＦＥＴを備える例を図３に示した。これに限ら
ず、例えば、操作入力部７のプルダウンまたはプルアップ部７０は、プルダウンまたはプ
ルアップする抵抗器と、当該抵抗器に直列に接続され、該接続の導通と遮断とを切換える
トランジスタ回路とを備えてもよい。これにより、消費電力制御部５は、当該トランジス
タ回路のオン（導通）とオフ（遮断）とを制御することに応じて、プルダウンまたはプル
アップするか否かを制御してもよい。
【００８３】
　なお、本第１実施形態における時計装置１００は、アナログ表示式の時計を例に説明し
たが、デジタル表示式の時計であってもよい。また、本第１実施形態における時計装置１
００について説明したが、時計装置１００に代えて、発電部１及び二次電池２から電源電
圧が供給されて所定の動作（予め決められた動作）を実行する電子機器であってもよい。
【００８４】
＜第２実施形態＞
　以下、図面を参照して、本発明の第２実施形態による制御装置２００を備える時計装置
１００について説明する。図６は、この発明の第２実施形態による時計装置１００の構成
を示す概略ブロック図である。本第２実施形態においては、制御装置２００は、制御部１
０の動作に用いる基本クロックの発振の停止、及び供給される電力の電圧（電位差）を検
出し、検出した結果に基づいて、操作入力部７においてプルダウンまたはプルアップさせ
るか否かを制御する。なお、図６において図１と対応する各部には同じ符号を付け、その
説明を適宜省略する。
【００８５】
　図６において、時計装置１００は、太陽電池１（一次電源部）、二次電池２（二次電源
部）、逆流防止回路３１、操作部６（操作子）、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）２５
、及び制御装置２００を備えている。例えば、時計装置１００は、ＬＣＤ２５に時刻を表
示するデジタル表示式の時計である。また、逆流防止回路３１は、太陽電池１の出力電圧
（出力電位差）が二次電池２の出力電圧（出力電位差）以下の非充電状態である場合に、
太陽電池１と二次電池２の間の導通を遮断する。これにより、逆流防止回路３１は、二次
電池２から太陽電池１に電流が逆流するのを防止する。なお、この逆流防止回路３１は、
図１の充電検出部３が備えている逆流防止素子と対応している。
【００８６】
　制御装置２００は、消費電力制御部５、操作入力部７（入力部）、制御部１０、過充電
防止回路１５、照度検出回路１６、降圧回路１７、及び電池残量検出回路２０を備えてい
る。過充電防止回路１５は、太陽電池１から二次電池２への過充電を防止する回路であり
、二次電池２の出力電圧が予め設定されている電圧以上になった場合、太陽電池１からの
充電を停止させる。照度検出回路１６は、太陽電池１に照射される光の照度を検出し、検
出した照度を示す信号を制御部１０に出力する。降圧回路１７は、時計装置１００の各部
に電力を供給するそれぞれの電源回路に、二次電池２の出力電圧を降圧して供給する。電
池残量検出回路２０は、二次電池２の出力電圧を検出し、電池残量を示す信号を制御部１
０に出力する。
【００８７】
　制御部１０は、発振回路制御部８、ＬＣＤ昇圧電源回路１８、ロジック定電圧回路１９
、時計制御部９、及び表示駆動回路２４を備えている。
　発振回路制御部８は、発振定電圧回路８１、水晶発振回路８２、及び分周回路８３を備
えている。発振定電圧回路８１は、降圧回路１７から供給される電力から定電圧の電力を
生成して水晶発振回路８２に供給する。発振回路制御部８は、この発振定電圧回路８１か
ら供給される電力により、時刻の計時に用いる基本クロック信号を発振して生成する。つ
まり、発振回路制御部８は、発振定電圧回路８１から電力の供給が停止されることにより
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基本クロック信号の発振を停止し、発振定電圧回路８１から電力の供給が開始されること
により基本クロック信号の発振を開始する。
【００８８】
　そして、発振回路制御部８は、生成した基本クロック信号を時計制御部９に出力する。
また、分周回路８３は、水晶発振回路８２により生成された基本クロック信号を分周して
出力する。分周回路８３において分周されたクロック信号は、降圧回路１７、ＬＣＤ昇圧
電源回路１８、及びロジック定電圧回路１９に、それぞれの出力電圧を生成するためのク
ロック信号として入力される。更に、この分周されたクロック信号は、消費電力制御部５
に入力される。
【００８９】
　ＬＣＤ昇圧電源回路１８は、ＬＣＤ２５及び表示駆動回路２４を駆動するために必要な
電圧を、降圧回路１７から供給される電力から生成する。そして、ＬＣＤ昇圧電源回路１
８は、生成した電圧の電力をＬＣＤ２５及び表示駆動回路２４に供給する。ロジック定電
圧回路１９は、主に時計制御部９を駆動するために必要なロジック系の電圧を、降圧回路
１７から供給される電力から生成する。そして、ロジック定電圧回路１９は、生成した電
圧の電力を時計制御部９及びその他のロジック系回路に供給する。
【００９０】
　表示駆動回路２４は、ＬＣＤ２５の表示動作を駆動する駆動回路である。時計制御部９
は、発振回路制御部８から供給される基本クロック信号に基づいて計時した時刻を、表示
駆動回路２４を介してＬＣＤ２５に表示する。また、時計制御部９には、照度検出回路１
６により検出された照度を示す信号が入力される。例えば、時計制御部９は、検出された
照度に基づいて、ＬＣＤ２５の表示内容または表示輝度を変更する。また、時計制御部９
は、電池残量検出回路２０から入力される電池残量を示す信号に基づいて、例えば、二次
電池２の電池残量を示す表示を、表示駆動回路２４を介してＬＣＤ２５に表示する。
【００９１】
　消費電力制御部５は、発振停止検出回路５１、及びリセット回路５２を備えている。発
振停止検出回路５１は、発振回路制御部８の分周回路８３から分周されたクロック信号が
入力され、入力されたクロック信号に基づいて発振回路制御部８が発振動作を停止してい
るか否かを検出する。例えば、発振停止検出回路５１は、発振回路制御部８が発振動作を
停止していることを検出した場合、発振停止検出信号をＬｏｗレベルに制御してリセット
回路５２に出力する。一方、発振停止検出回路５１は、発振回路制御部８が発振動作を停
止していないことを検出した場合、発振停止検出信号をＨｉｇｈレベルに制御してリセッ
ト回路５２に出力する。
【００９２】
　リセット回路５２は、発振停止検出回路５１及び二次電池２の出力電圧に基づいて、リ
セット信号を制御する。例えば、リセット回路５２は、発振停止検出回路５１から入力さ
れた発振停止検出信号がＬｏｗレベルになった場合、リセット信号をＨｉｇｈレベルに制
御する（リセット）。また、リセット回路５２は、リセット信号をＨｉｇｈレベルに制御
している状態において、発振停止検出信号がＨｉｇｈレベルであって、且つ二次電池２の
出力電圧が所定の閾値（第２の閾値）以上になった場合、リセット信号をＨｉｇｈレベル
からＬｏｗレベルに制御する（リセット解除）。ここで、所定の閾値（第２の閾値）は、
発振回路制御部８において基本クロックを発振可能な下限電圧（電位差）より予め定めら
れた電圧（電位差）分大きい電圧（電位差）である。
【００９３】
　そして、消費電力制御部５は、このリセット回路５２により制御されるリセット信号を
時計制御部９及び操作入力部７に出力する。つまり、消費電力制御部５は、リセット回路
５２からＨｉｇｈレベルのリセット信号を時計制御部９及び操作入力部７に出力すること
により、時計装置１００を低消費電力状態に遷移させる。一方、消費電力制御部５は、リ
セット回路５２からＬｏｗレベルのリセット信号を時計制御部９及び操作入力部７に出力
することにより、時計装置１００を低消費電力状態から通常動作状態に遷移させる。



(18) JP 2012-145558 A 2012.8.2

10

20

30

40

50

【００９４】
　時計制御部９は、入力されたリセット信号がＬｏｗレベルの場合、リセットが解除され
ている状態であり時計装置１００を制御する動作を実行する（通常動作状態）。一方、時
計制御部９は、入力されたリセット信号がＨｉｇｈレベルの場合、リセットされることに
より動作を停止する（低消費電力状態）。また、操作入力部７は、入力されたリセット信
号がＬｏｗレベルの場合、操作部６から入力される信号をプルダウンまたはプルアップす
る状態に制御する（通常動作状態）。一方、操作入力部７は、入力されたリセット信号が
Ｈｉｇｈレベルの場合、操作部６から入力される信号をプルダウンまたはプルアップしな
い状態に制御する（低消費電力状態）。
【００９５】
　すなわち、消費電力制御部５は、発振回路制御部８における基本クロックの発振が停止
した場合、制御部１０の時計制御部９に所定の動作（予め決められた動作）を実行させな
い制御をするとともに、操作入力部７において、操作部６から入力される信号をプルダウ
ンまたはプルアップさせない制御をする低消費電力状態に遷移させる。また、消費電力制
御部５は、時計装置１００が低消費電力状態にある場合、二次電池２の出力電圧が第２の
閾値以上であるか否かを判定する。そして、消費電力制御部５は、二次電池２の出力電圧
が第２の閾値以上であると判定した場合、制御部１０の時計制御部９に所定の動作（予め
決められた動作）を実行させる制御をするとともに、操作入力部７において、操作部６か
ら入力される信号をプルダウンまたはプルアップさせる制御をする通常動作状態に遷移さ
せる。
【００９６】
　次に、図７を用いて、本第２実施形態の操作入力部７の詳細について説明する。図７は
、本第２実施形態における操作入力部７の一形態を示す概略ブロック図である。また、図
７において、電源ＶＤＤは正電源であって、電源ＶＳＳはＧＮＤである。そして、操作部
６及び操作入力部７には、電源ＶＤＤと電源ＶＳＳとの電圧（電位差）が供給されている
。なお、図７において図２及び図３と対応する各部には同じ符号を付け、その説明を適宜
省略する。
【００９７】
　図７に示した操作入力部７は、図３に示した操作入力部７と同様に、プルダウンまたは
プルアップ部７０、及び出力制御部７２を備えている。図３との相違点として、図７のプ
ルダウンまたはプルアップ部７０においては、操作部６からの入力に対して２種類のプル
ダウン回路が並列に接続されている。具体的には、図７においては、２つのＮＭＯＳＦＥ
Ｔ７５,７６のそれぞれのドレイン端子が抵抗Ｒ１、及び抵抗Ｒ２をそれぞれ介して端子
Ｉ１に接続されている。また、出力制御部７２は、ＮＯＲ回路７８を備えている。ＮＯＲ
回路７８は、入力端子の一端が、抵抗Ｒ１及び抵抗Ｒ２のそれぞれの一端と端子Ｉ１との
接続点に接続され、入力端子の他端が端子Ｉ２に接続されている。そして、ＮＯＲ回路７
８の出力端子は、端子ＯＴ１及びＮＭＯＳＦＥＴ７６のゲート端子に接続されている。
【００９８】
　また、図７のＮＭＯＳＦＥＴ７５,７６のソース端子は、図３のＮＭＯＳＦＥＴ７１と
同様にそれぞれ電源ＶＳＳに接続されているが、ゲート端子の接続は異なる。図７のＮＭ
ＯＳＦＥＴ７５のゲート端子は反転バッファ７７の出力端子に接続され、反転バッファ７
７の入力端子は端子Ｉ２に接続されている。また、ＮＭＯＳＦＥＴ７６のゲート端子はＮ
ＯＲ回路７８の出力端子に接続されている。
【００９９】
　つまり、この図７に示す操作入力部７においては、端子Ｉ２に入力される信号レベルが
反転されたレベルによって、ＮＭＯＳＦＥＴ７５のオンとオフとが制御され、抵抗Ｒ１に
よってプルダウンさせるか否かが制御される。また、端子Ｉ２に入力される信号レベルと
端子Ｉ１に入力される信号レベルとに基づいたＮＯＲ回路７８の出力レベルによって、Ｎ
ＭＯＳＦＥＴ７６のオンとオフとが制御され、抵抗Ｒ２によってプルダウンさせるか否か
が制御される。
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【０１００】
　例えば、抵抗Ｒ１と抵抗Ｒ２との抵抗値は、「抵抗Ｒ１＞抵抗Ｒ２」の関係である。ま
た、端子Ｉ２には消費電力制御部５のリセット回路５２からリセット信号が入力されてい
る。よって、リセット信号がＬｏｗレベルに制御されている場合、すなわちリセットが解
除されている通常動作状態の場合、ＮＭＯＳＦＥＴ７５はオンに制御され、ＮＭＯＳＦＥ
Ｔ７６は端子Ｉ１に入力される信号レベルによってオンとオフとが制御される。ここで、
本第２実施形態においては、操作部６の備えるスイッチ６１が、押された状態の場合にス
イッチ６１の一方の端子と他方の端子とが接続状態になり、また、押されていない状態の
場合に遮断状態になる、プッシュスイッチ型である場合として説明する。例えば、操作部
６においてプッシュスイッチ型のスイッチ６１が押されず接続が遮断状態である場合、端
子Ｉ１にＬｏｗレベルの信号が入力されＮＭＯＳＦＥＴ７６はオンに制御される。また、
操作部６においてスイッチ６１が押されて接続が導通状態である場合、端子Ｉ１にＨｉｇ
ｈレベルの信号が入力されＮＭＯＳＦＥＴ７６はオフに制御される。
【０１０１】
　つまり、通常動作状態において、操作部６においてプッシュスイッチ型のスイッチ６１
が押されていない場合、操作部６から入力される信号は、抵抗Ｒ１と抵抗Ｒ２との合成抵
抗値によりプルダウンされている状態となる。また、操作部６においてスイッチ６１が押
されている場合、操作部６から入力される信号は、抵抗Ｒ１と抵抗Ｒ２との合成抵抗値よ
りも高い抵抗値となる抵抗Ｒ１のみによりプルダウンされている状態となる。よって、こ
の図７に示す操作入力部７は、通常動作において、スイッチ６１が押されている状態の場
合、スイッチ６１が押されていない状態に対してプルダウンにより消費される電力が低減
される。
【０１０２】
　一方、リセット信号がＨｉｇｈレベルに制御されている場合、すなわちリセットされて
いる低消費電力状態の場合、操作部６のスイッチ６１の状態に係らずＮＭＯＳＦＥＴ７５
、及びＮＭＯＳＦＥＴ７６は共にオフに制御される。つまり、低消費電力状態においては
、スイッチ６１の状態に係らずプルダウンさせない制御をすることにより、プルダウンに
より電力が消費されることを抑制する。また、この場合、スイッチ６１の状態に係らずＮ
ＯＲ回路７８の出力がＬｏｗレベルに制御されているため、プルダウンされていないこと
により端子ＯＴ１から出力される信号が不定状態となることを防止している。
【０１０３】
　以上、図７を用いて本第２実施形態の操作入力部７の一形態を説明したが、この図７に
おいてＭＯＳＦＥＴ用いてプルダウンのオンとオフを制御する構成は、ＦＥＴ以外のトラ
ンジスタ回路を用いてプルダウンのオンとオフを制御する構成としてもよい。また、プル
ダウンまたはプルアップ部７０においてプルダウンする回路は、プルアップする回路とし
てもよい。
【０１０４】
　図８は、図７を用いて説明した操作入力部７の入出力端子及びプルダウンの制御状態を
示す表である。上述したように、端子Ｉ２に入力されるリセット信号がＨｉｇｈレベルに
制御されている場合、スイッチ６１の状態に係らずプルダウンがオフ（ＯＦＦ）され、端
子ＯＴ１の出力がＬｏｗレベルに制御されることを図８は示している。一方、端子Ｉ２に
入力されるリセット信号がＬｏｗレベルに制御されている場合、スイッチ６１の状態によ
って、プルダウン及び端子ＯＴ１の出力が制御されることを図８は示している。
【０１０５】
　図９は、消費電力制御部５における発振停止検出信号及びリセット信号の動作を示すタ
イミングチャートである。図９を用いて、消費電力制御部５における消費電力制御の動作
の一例について説明する。
【０１０６】
　時刻ｔ０から時刻ｔ１までの期間ＳＴ１においては、時計装置１００は通常動作状態で
ある。発振回路制御部８は、基本クロック信号を発振し、発振停止検出信号はＨｉｇｈレ
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ベルに制御される。また、リセット信号はＬｏｗレベルに制御され、リセットが解除され
ている。時刻ｔ２において、二次電池２の出力電圧が発振動作下限電圧Ｖｍ２以下に低下
することにより発振定電圧回路８１の出力電圧が低下し、発振回路制御部８において基本
クロック信号の発振が停止する。ここで、発振動作下限電圧Ｖｍ２は、発振回路制御部８
において基本クロックを発振可能な下限電圧である。
【０１０７】
　そして、消費電力制御部５の発振停止検出回路５１は、発振回路制御部８における発振
が停止したことを検出し、発振停止検出信号をＨｉｇｈレベルからＬｏｗレベルに制御す
る。そして、リセット回路５２は、時刻ｔ１において発振停止検出信号がＬｏｗレベルに
なることに応じて、リセット信号をＬｏｗレベルからＨｉｇｈレベルに制御する（時刻ｔ
２）。つまり、時刻ｔ１から時刻ｔ２において、消費電力制御部５は、時計装置１００を
通常動作状態から低消費電力状態に遷移させる。
【０１０８】
　時刻ｔ２から時刻ｔ４までの期間ＳＴ２においては、時計装置１００は低消費電力状態
である。時刻ｔ３において、二次電池２の出力電圧が発振動作下限電圧Ｖｍ２より高くな
るに応じて発振定電圧回路８１の出力電圧が回復し、発振回路制御部８は、基本クロック
信号の発振を開始する。
【０１０９】
　時刻ｔ４において、二次電池２の出力電圧が第２の閾値Ｖｃ２（発振回路制御部８にお
いて基本クロックを発振可能な下限電圧より予め定められた電圧分大きい電圧）以上にな
るに応じて、リセット回路５２は、リセット信号をＨｉｇｈレベルからＬｏｗレベルに制
御してリセットを解除する。すなわち、時刻ｔ４において、消費電力制御部５は、時計装
置１００を低消費電力状態から通常動作状態に遷移させる。そして、時刻ｔ４以降の期間
ＳＴ３においては、時計装置１００は通常動作状態である。
【０１１０】
　このように、本第２実施形態によれば、消費電力制御部５は、発振回路制御部８におけ
る基本クロックの発振が停止したことに応じて、リセット信号を制御して低消費電力状態
にさせる。そして、消費電力制御部５は、リセット信号を制御することにより、第１実施
形態と同様に、時計装置１００の動作を停止するとともに、更に操作スイッチ等の入力部
に接続されているプルダウンまたはプルアップさせない制御をする。よって、制御装置２
００は、操作スイッチ等の入力部においてプルダウンまたはプルアップすることで消費さ
れてしまう消費電力を低減し、電力消費を抑制することができる。
【０１１１】
　なお、本第２実施形態において、操作入力部７の出力制御部７２が、ＮＯＲ回路７８を
備える例を図３に示したが、ＮＯＲ回路７８に代えて、ＯＲ回路を備えてもよい。例えば
、出力制御部７２がＯＲ回路を備える場合、プルダウンまたはプルアップ部７０を介して
操作部６から入力された信号が、当該ＯＲ回路の一方の入力端子に入力され、消費電力制
御部５からのリセット信号が他方の入力端子に入力されてもよい。そして、低消費電力状
態の場合、消費電力制御部５は、リセット信号をＨｉｇｈレベルに制御することで、ＯＲ
回路の出力信号、すなわち操作入力部７から制御部１０に出力する信号をＨｉｇｈレベル
にさせ、信号レベルが不定状態になることを防止してもよい。また、この場合、ＯＲ回路
の出力信号を、反転バッファを介してＮＭＯＳＦＥＴ７６のゲート端子に入力することに
より、消費電力制御部５は、ＮＭＯＳＦＥＴ７６のオンとオフを同様に制御することでき
る。また、操作入力部７の出力制御部７２は、これに限らず、ＡＮＤ回路、ＮＡＮＤ回路
、または、各種の論理回路を組み合わせた回路を備えてもよい。そして、低消費電力状態
の場合、消費電力制御部５は、出力制御部７２の備える各種論理回路に対応して、Ｌｏｗ
レベルまたはＨｉｇｈレベルの制御信号を入力することで、操作入力部７から制御部１０
に出力する信号をＬｏｗレベルまたはＨｉｇｈレベルにさせ、信号レベルが不定状態にな
ることを防止してもよい。
【０１１２】
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　なお、本第２実施形態において、操作入力部７のプルダウンまたはプルアップ部７０は
、第１実施形態と同様にＭＯＳＦＥＴのオン抵抗によりプルダウンまたはプルアップする
構成としてもよい。また、図７を用いて、操作部６からの入力信号に対して２種類のプル
ダウン抵抗が並列に接続されている例を説明したが、この形態に限られるものではない。
例えば、第１実施形態と同様に１種類のプルダウンまたはプルアップであってもよいし、
または２種類よりも多い複数のプルダウンまたはプルアップであってもよい。
【０１１３】
　また、本第２実施形態における時計装置１００は、デジタル表示式の時計を例に説明し
たが、アナログ表示式の時計であってもよい。また、本実施形態における時計装置１００
について説明したが、時計装置１００に代えて、発電部１及び二次電池２から電源電圧が
供給されて所定の動作（予め決められた動作）を実行する電子機器であってもよい。
【０１１４】
　＜第３実施形態＞
　続いて、本発明の第３実施形態による制御装置２００ｃを備える時計装置１００ｃにつ
いて説明する。図１０は、この発明の第３実施形態による時計装置１００ｃの構成を示す
概略ブロック図である。第１実施形態の時計装置１００（図１）と、第３実施形態の時計
装置１００ｃ（図１０）とを比べると、消費電力制御部５（図１）が消費電力制御部５ｃ
（図１０）に変更され、操作入力部７が操作入力部７ｃに変更されたものになっている。
　なお、図１０において図１と対応する各部には同一の符号を付し、その説明は適宜省略
する。
【０１１５】
　まず、第３実施形態の概要について説明する。第３実施形態において、時計装置１００
ｃの消費電力制御部５ｃは、低消費電力モードにおいて、二次電池２の充電状態を検出し
た場合、プルダウン抵抗を端子Ｉ１と電源ＶＳＳとの間に挿入し、操作部６の状態を判定
する。消費電力制御部５ｃは、操作部６のスイッチ６１の状態が導通状態（例えば、操作
部６が竜頭スイッチならＯＦＦ（押し込み）状態、サイドスイッチならＯＮ（入力）状態
）の場合、低消費電力モードから通常モードへ復帰を可能とし、それ以外の場合は、低消
費電力モードから通常モードへ復帰を可能としない。
　これにより、消費電力制御部５ｃは、不必要に低消費電力モードから通常モードへ復帰
しないようにし、復帰による二次電池２の電力消費を抑えることができる。
【０１１６】
　続いて、操作入力部７ｃについて説明する。操作入力部７ｃの回路構成は、図３に示し
た第１実施形態の操作入力部７の回路構成と同一であるので、その説明を省略する。但し
、操作入力部７ｃの端子ＯＴ１が、消費電力制御部５ｃと時計制御部９とに接続される点
が異なっている。
【０１１７】
　また、操作入力部７ｃは、第１実施形態における操作入力部７と同様の機能を持つが以
下の点で異なる。操作入力部７ｃは、操作部６から入力された操作スイッチからの信号と
、消費電力制御部５ｃから入力されたプルダウン指示信号ＳＩＧ１０６に基づいて、スイ
ッチ状態信号ＳＩＧ１０７を生成する。そして、操作入力部７ｃは、生成したスイッチ状
態信号ＳＩＧ１０７を消費電力制御部５ｃと時計制御部９とへ出力する。
【０１１８】
　具体的には、例えば、操作部６のスイッチ６１が遮断状態（開放状態）の場合において
、入力されたプルダウン指示信号ＳＩＧ１０６によらず、操作入力部７ｃは、スイッチ状
態信号ＳＩＧ１０７をＬｏｗレベル状態（以下、Ｌ状態と称す）にする。これにより、操
作入力部７ｃは、スイッチ６１が開放状態の場合には、スイッチ状態信号ＳＩＧ１０７を
Ｌ状態にすることにより、低消費電力モードから通常モードへ復帰させないようにする。
【０１１９】
　一方、操作部６のスイッチ６１が導通状態において、入力されたプルダウン指示信号Ｓ
ＩＧ１０６がＨｉｇｈレベル状態（以下、Ｈ状態と称す）、操作入力部７ｃは、スイッチ
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状態信号ＳＩＧ１０７をＨ状態にする。ここで、Ｈ状態のプルダウン指示信号ＳＩＧ１０
６は、通常モードへ切り替える旨の信号である。これにより、操作入力部７ｃは、プルダ
ウン指示信号ＳＩＧ１０６がＨ状態で、かつスイッチ６１が導通状態の場合に、スイッチ
状態信号ＳＩＧ１０７をＨ状態にすることにより、消費電力制御部５ｃに低消費電力モー
ドから通常モードへ復帰させることを可能とする。
【０１２０】
　他方、操作部６のスイッチ６１が導通状態の場合において、入力されたプルダウン指示
信号ＳＩＧ１０６がＬ状態、操作入力部７ｃは、スイッチ状態信号ＳＩＧ１０７をＬ状態
にする。ここで、Ｌ状態のプルダウン指示信号ＳＩＧ１０６は、低消費電力モードへ切り
替える旨の信号である。これにより、操作入力部７ｃは、操作部６のスイッチ６１が導通
状態であっても、プルダウン指示信号ＳＩＧ１０６がＬ状態の場合には、低消費電力モー
ドから通常モードへ復帰させないようにする。
【０１２１】
　以上により、操作入力部７ｃは、ＳＩＧ１０６がＨ状態で、かつスイッチ６１が導通状
態の場合のみ、スイッチ状態信号ＳＩＧ１０７をＨ状態にすることにより、消費電力制御
部５ｃに低消費電力モードから通常モードへ復帰させることを可能とする。
　これにより、操作入力部７ｃは、消費電力制御部５ｃによる不必要な低消費電力モード
から通常モードへの復帰を防止し、通常モードへの復帰による二次電池の電力消費を抑え
ることができる。
【０１２２】
　続いて、消費電力制御部５ｃの処理の概要について説明する。消費電力制御部５ｃは、
操作入力部７ｃから入力されたスイッチ状態信号ＳＩＧ１０７と、充電検出部３から入力
された充電状態検出信号ＳＩＧ１００と、電池電圧検出部４から入力された電圧検出信号
ＳＩＧ１０１とに基づいて、通常モードか低消費電力モードかを指示するモード指示信号
ＳＩＧ１０３を生成する。そして、消費電力制御部５ｃは、生成したモード指示信号ＳＩ
Ｇ１０３を時計制御部９に出力する。
【０１２３】
　また、消費電力制御部５ｃは、低消費電力モードにおいて、充電検出部３から二次電池
２の充電状態を示すＨ状態の充電検出信号ＳＩＧ１００を受信した場合、Ｈ状態のプルダ
ウン信号を操作入力部７ｃに出力する。これにより、操作入力部７ｃは、ＮＭＯＳＦＥＴ
のプルダウン抵抗を端子Ｉ１と電源ＶＳＳとの間に挿入し（プルダウン抵抗ＯＮし）、操
作部６の状態を判定することができる。
【０１２４】
　また、消費電力制御部５ｃは、通常モードにおいて、電池電圧検出部４から二次電池２
の電圧が予め決められた閾値以下であることを示すＬ状態の電圧検出信号ＳＩＧ１０１を
受信し、かつ充電検出部３から二次電池２の非充電状態を示すＬ状態の充電検出信号ＳＩ
Ｇ１００を受信した場合、Ｌ状態のプルダウン信号を操作入力部７ｃに出力する。これに
より、操作入力部７ｃは、ＮＭＯＳＦＥＴのプルダウン抵抗を端子Ｉ１と電源ＶＳＳとの
間からはずす（プルダウン抵抗ＯＦＦする）。
【０１２５】
　以下、消費電力制御部５ｃの構成の一例を図１１を用いて説明する。図１１は、第３実
施形態による消費電力制御部５ｃの構成の一例を示す概略ブロック図である。消費電力制
御部５ｃは、インバータ１１１と、インバータ１１２と、インバータ１１３と、ＡＮＤ回
路１１４と、ＮＡＮＤ回路１１５と、ＡＮＤ回路１１６と、ＯＲ回路１１７と、記憶部１
２０とを備える。
【０１２６】
　インバータ１１１は、入力端子が充電検出部３とＮＡＮＤ回路１１５の片方の入力端子
に、出力端子がＡＮＤ回路１１４の３つの入力端子のうちインバータ１１２の出力端子と
インバータ１１３の出力端子が接続されていない入力端子にそれぞれ接続されている。
　インバータ１１２は、入力端子が記憶部１２０とＡＮＤ回路１１６の片方の入力端子に
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、出力端子がＡＮＤ回路１１４の３つの入力端子のうちインバータ１１１の出力端子とイ
ンバータ１１３の出力端子が接続されていない入力端子にそれぞれ接続されている。
【０１２７】
　インバータ１１３は、入力端子が電池電圧検出部４に、出力端子がＡＮＤ回路１１４の
３つの入力端子のうちインバータ１１１の出力端子とインバータ１１２の出力端子が接続
されていない入力端子にそれぞれ接続されている。
　ＡＮＤ回路１１４は３つの入力端子を有し、各入力端子がインバータ１１１～１１３の
出力端子それぞれに、出力端子がＯＲ回路１１７の片方の入力端子に接続されている。
【０１２８】
　ＮＡＮＤ回路１１５は、一方の入力端子が操作入力部７ｃに、もう一方の入力端子が充
電検出部３とインバータ１１１の入力端子とを接続する線にそれぞれ接続され、出力端子
がＡＮＤ回路１１６の片方の入力端子に接続されている。
　ＡＮＤ回路１１６は、一方の入力端子がＮＡＮＤ回路１１５の出力端子に、もう一方の
入力端子が記憶部１２０とインバータ１１２の入力端子とを接続する線にそれぞれ接続さ
れ、出力端子がＯＲ回路１１７の片方の入力端子に接続されている。
【０１２９】
　ＯＲ回路１１７は、一方の入力端子がＡＮＤ回路１１６の出力端子に、もう一方の入力
端子がＡＮＤ回路１１４の出力端子にそれぞれ接続され、出力端子が時計制御部９と記憶
部１２０とに接続されている。
　記憶部１２０は、ＯＲ回路１１７の出力端子とインバータ１１２の入力端子とＡＮＤ回
路１１６の片方の入力端子とに接続されている。
【０１３０】
　ここで、充電状態検出信号ＳＩＧ１００は、Ｈ状態で太陽電池１から二次電池２へ充電
をしている充電状態を示し、Ｌ状態で太陽電池１から二次電池２へ充電をしていない非充
電状態を示す。また、電圧検出信号ＳＩＧ１０１は、Ｈ状態で二次電池２が予め決められ
た比較電圧よりも高い場合を示し、Ｌ状態で二次電池２が予め決められた比較電圧以下で
あることを示す。また、モード指示信号ＳＩＧ１０３は、Ｈ状態で低消費電力モードを指
示することを示し、Ｌ状態で通常モードを指示することを示す。
【０１３１】
　続いて、図１１における消費電力制御部５ｃの処理の概要について説明する。消費電力
制御部５ｃは、ＡＮＤ回路１１６の出力信号ＳＩＧ＿Ａ１とＡＮＤ回路１１４の出力信号
ＳＩＧ＿Ａ２とを選択する選択回路を構成している。すなわち、消費電力制御部５ｃは、
記憶部１２０から読み出した現在のモードを表す現在モード信号ＭＤに基づいて、出力信
号ＳＩＧ＿Ａ１と出力信号ＳＩＧ＿Ａ２の２つの出力信号から１つの出力信号をモード指
示信号ＳＩＧ１０３として選択し、選択したモード指示信号ＳＩＧ１０３を時計制御部９
に出力する。
【０１３２】
　記憶部１２０には、現在のモードを示す現在モード信号ＭＤが予め記憶されており、記
憶部１２０は、不図示のクロック信号に同期して、記憶されている現在モード信号ＭＤを
インバータ１１２とＡＮＤ回路１１６とに出力する。
【０１３３】
　次に、図１１における消費電力制御部５ｃの処理の詳細について、低消費電力モード下
にある場合と、通常モード下にある場合とを分けて説明する。
　まず、低消費電力モード下にある場合、インバータ１１２は、記憶部１２０からＨ状態
にある現在モード信号ＭＤを受信する。ここで、Ｈ状態にある現在モード信号ＭＤは、低
消費電力モードを示している。インバータ１１２は、受信した入力されたＨ状態の現在モ
ード信号ＭＤを反転してＬ状態の信号を生成し、生成したＬ状態の信号をＡＮＤ回路１１
４に出力する。
【０１３４】
　ＡＮＤ回路１１４は、インバータ１１２からＬ状態の信号が入力されるので、他の入力
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信号によらず、Ｌ状態の出力信号ＳＩＧ＿Ａ２を生成し、生成したＬ状態の出力信号ＳＩ
Ｇ＿Ａ２をＯＲ回路１１７に出力する。
　ＯＲ回路１１７は、ＡＮＤ回路１１４からＬ状態の出力信号ＳＩＧ＿Ａ２が入力される
ので、もう一方の入力である出力信号ＳＩＧ＿Ａ１の状態を、モード指示信号ＳＩＧ１０
３の状態とし、そのモード指示信号ＳＩＧ１０３を時計制御部９に出力する。ゆえに、消
費電力制御部５ｃは、現在モード信号ＭＤがＨ状態、時計制御部９に出力するモード指示
信号ＳＩＧ１０３として、出力信号ＳＩＧ＿Ａ１を選択する。ここで、Ｈ状態の現在モー
ド信号ＭＤは、現在のモードが低消費電力モードであることを示す。
【０１３５】
　ＮＡＮＤ回路１１５は、操作入力部７ｃから入力されるスイッチ状態信号ＳＩＧ１０７
と充電検出部３から入力される充電状態検出信号ＳＩＧ１００とに基づいて、出力信号を
生成する。
　具体的には、ＮＡＮＤ回路１１５は、スイッチ状態信号ＳＩＧ１０７がＨ状態の場合に
、Ｌ状態の出力信号を生成し、生成したＬ状態の出力信号をＡＮＤ回路１１６に出力する
。ここで、Ｈ状態のスイッチ状態信号ＳＩＧ１０７は、スイッチ６１が導通状態かつプル
ダウン指示信号がＨ状態であることを示す。
【０１３６】
　その場合、ＡＮＤ回路１１６は、ＮＡＮＤ回路１１５から入力された出力信号がＬ状態
であるので、Ｌ状態の出力信号ＳＩＧ＿Ａ１を生成し、生成したＬ状態の出力信号ＳＩＧ
＿Ａ１をＯＲ回路１１７に出力する。
　その結果、ＯＲ回路１１７に入力される出力信号ＳＩＧ＿Ａ１も出力信号ＳＩＧ＿Ａ２
もＬ状態となり、ＯＲ回路１１７はＬ状態のモード指示信号ＳＩＧ１０３を生成し、Ｌ状
態のモード指示信号ＳＩＧ１０３を時計制御部９に出力する。これにより、消費電力制御
部５ｃは、通常モードへの遷移を時計制御部９に指示することができる。
　また、記憶部１２０に記憶されている現在モード信号ＭＤをＬ状態のモード指示信号Ｓ
ＩＧ１０３で更新することにより、現在モード信号ＭＤを通常モードを表すＬ状態にする
。
【０１３７】
　一方、ＮＡＮＤ回路１１５は、スイッチ状態信号ＳＩＧ１０７がＬ状態の場合（スイッ
チ６１が開放状態またはＬ状態のプルダウン指示信号ＳＩＧ１０６の場合）、あるいは充
電状態検出信号ＳＩＧ１００がＬ状態の場合（非充電状態の場合）、Ｈ状態の出力信号を
生成し、生成したＨ状態の出力信号をＡＮＤ回路１１６に出力する。
　その場合、ＡＮＤ回路１１６は、ＮＡＮＤ回路１１５から入力された出力信号がＨ状態
であり、低消費モード下にあるために記憶部１２０から入力される現在モード信号ＭＤが
Ｈ状態であるので、Ｈ状態の出力信号ＳＩＧ＿Ａ１を生成し、生成したＨ状態の出力信号
ＳＩＧ＿Ａ１をＯＲ回路１１７に出力する。
【０１３８】
　その結果、ＯＲ回路１１７に入力される出力信号ＳＩＧ＿Ａ１がＨ状態であるので、Ｏ
Ｒ回路１１７はＨ状態のモード指示信号ＳＩＧ１０３を生成し、Ｈ状態のモード指示信号
ＳＩＧ１０３を時計制御部９に出力する。これにより、消費電力制御部５ｃは、低消費電
力モードへの遷移を時計制御部９に指示することができるが、現在低消費電力モード下に
あるのでモード遷移は発生せず、時計制御部９は低消費電力モードを維持する。
【０１３９】
　続いて、現在、通常モード下にある場合における消費電力制御部５ｃの処理について説
明する。ＡＮＤ回路１１６は、記憶部１２０から現在モード信号ＭＤを読み出す。現在、
通常モード下にあるため現在モード信号ＭＤはＬ状態であるので、ＡＮＤ回路１１６は、
もう一方の入力端子に入力される信号によらず、Ｌ状態の出力信号ＳＩＧ＿Ａ１を生成し
、生成したＬ状態の出力信号ＳＩＧ＿Ａ１をＯＲ回路１１７に出力する。
【０１４０】
　ＯＲ回路１１７は、ＡＮＤ回路１１６からＬ状態の出力信号ＳＩＧ＿Ａ１が入力される
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ので、もう一方の入力である出力信号ＳＩＧ＿Ａ２の状態を、モード指示信号ＳＩＧ１０
３の状態とし、そのモード指示信号ＳＩＧ１０３を時計制御部９に出力する。ゆえに、消
費電力制御部５ｃは、現在モード信号ＭＤがＬ状態の場合、時計制御部９に出力するモー
ド指示信号ＳＩＧ１０３として、出力信号ＳＩＧ＿Ａ２を選択する。ここで、Ｌ状態の現
在モード信号ＭＤは、現在のモードが通常モードであることを示す。
【０１４１】
　現在、通常モード下にあるため、インバータ１１２は、記憶部１２０からL状態の現在
モード信号ＭＤを受信する。ここで、L状態の現在モード信号ＭＤは、通常モードである
ことを示している。インバータ１１２は、入力されたＬ状態の現在モード信号ＭＤを反転
してＨ状態の信号を生成し、生成したＨ状態の信号をＡＮＤ回路１１４に出力する。
　ＡＮＤ回路１１４は、インバータ１１２から入力された信号がＨ状態であるので、ＡＮ
Ｄ回路１１４の出力は、その他の入力であるインバータ１１１の出力信号とインバータ１
１３の出力信号とに依存する。
【０１４２】
　ここで、インバータ１１１は、充電検出部３から入力された充電状態検出信号ＳＩＧ１
００を反転し、反転により得られた充電状態検出信号ＳＩＧ１００の反転信号をＡＮＤ回
路１１４に出力する。また、インバータ１１２は、電池電圧検出部４から入力された電圧
検出信号ＳＩＧ１０１を反転し、反転により得られた電圧検出信号ＳＩＧ１０１の反転信
号をＡＮＤ回路１１４に出力する。
【０１４３】
　このことから、ＡＮＤ回路１１４は、充電状態検出信号ＳＩＧ１００がＬ状態の場合、
かつ電圧検出信号ＳＩＧ１０１がＬ状態の場合にのみ、Ｈ状態の出力信号ＳＩＧ＿Ａ２を
生成する。すなわち、ＡＮＤ回路１１４は、非充電状態の場合かつ二次電池２の電圧が予
め決められた閾値以下の場合にのみ、Ｈ状態の出力信号ＳＩＧ＿Ａ２を生成する。
　そして、ＡＮＤ回路１１４は、生成したＨ状態の出力信号ＳＩＧ＿Ａ２をＯＲ回路１１
７に出力する。
【０１４４】
　その結果、ＯＲ回路１１７は、ＡＮＤ回路１１４から入力された出力信号ＳＩＧ＿Ａ２
がＨ状態なので、低消費電力モードを指示するＨ状態のモード指示信号ＳＩＧ１０３を生
成し、生成したＨ状態のモード指示信号ＳＩＧ１０３を時計制御部９に出力する。
　これにより、通常モード下において、消費電力制御部５ｃは、非充電状態かつ二次電池
２の電圧が予め決められた閾値以下の場合、通常モードから低消費電力モードへの遷移を
時計制御部９に指示することができる。
【０１４５】
　また、ＯＲ回路１１７は、生成したＨ状態のモード指示信号ＳＩＧ１０３で、記憶部１
２０に記憶されている現在モード信号を更新する。これにより、ＯＲ回路１１７は、現在
モード信号を低消費電力モードを示すＨ状態にすることができる。
【０１４６】
　一方、ＡＮＤ回路１１４は、充電状態検出信号ＳＩＧ１００がＨ状態の場合（充電状態
の場合）、または電圧検出信号ＳＩＧ１０１がＨ状態の場合（二次電池２の電圧が予め決
められた閾値を超える場合）、Ｌ状態の出力信号ＳＩＧ＿Ａ２を生成する。そして、ＡＮ
Ｄ回路１１４は、生成したＬ状態の出力信号ＳＩＧ＿Ａ２をＯＲ回路１１７に出力する。
【０１４７】
　その結果、ＯＲ回路１１７は、ＡＮＤ回路１１４から入力された出力信号ＳＩＧ＿Ａ２
がＬ状態なので、通常モードを指示するＬ状態のモード指示信号ＳＩＧ１０３を生成し、
生成したＬ状態のモード指示信号ＳＩＧ１０３を時計制御部９に出力する。
　これにより、消費電力制御部５ｃは、通常モードへの遷移を時計制御部９に指示するこ
とができるが、現在通常モード下にあるのでモード遷移は発生せず、時計制御部９は通常
モードを維持する。
【０１４８】
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　図１２は、消費電力制御部５ｃの内部信号である現在モード信号ＭＤ、入力信号、出力
信号の関係をまとめたテーブルである。同図において、現在モード信号ＭＤと、充電状態
検出信号ＳＩＧ１００と、電圧検出信号ＳＩＧ１０１と、スイッチ状態信号ＳＩＧ１０７
と、モード指示信号１０３とが関連付けられて示されている。
【０１４９】
　同図において、現在モード信号ＭＤがＨ状態である場合には、電圧検出信号ＳＩＧ１０
１によらず、充電状態検出信号ＳＩＧ１００がＨ状態で、スイッチ状態信号ＳＩＧ１０７
がＨ状態のみ、モード指示信号ＳＩＧ１０３がＬ状態であることが示されている。
　すなわち、現在のモードが低消費電力モードである場合には、充電状態かつスイッチ６
１が導通状態かつプルダウン指示信号がＨ状態の場合のみ、消費電力制御部５ｃは時計制
御部９に通常モードへの遷移を指示することが示されている。
【０１５０】
　また、現在モード信号ＭＤがＨ状態である場合であって、充電状態検出信号ＳＩＧ１０
０と電圧検出信号ＳＩＧ１０１とスイッチ状態信号ＳＩＧ１０７との組み合わせが上記以
外の場合には、モード指示信号ＳＩＧ１０３がＨ状態であることが示されている。
　すなわち、現在のモードが低消費電力モードである場合であって、充電状態かつスイッ
チ６１が導通状態かつプルダウン指示信号がＨ状態の場合以外の場合には、消費電力制御
部５ｃは時計制御部９に低消費電力モードへの遷移を指示することが示されている。その
場合、既に低消費電力モードであるので、時計制御部９は低消費電力モードを維持する。
【０１５１】
　また、同図において、現在モード信号ＭＤがＬ状態である場合には、スイッチ状態信号
ＳＩＧ１０７によらず、充電状態検出信号ＳＩＧ１００がＬ状態で、電圧検出信号ＳＩＧ
１０１がＬ状態のみ、モード指示信号ＳＩＧ１０３がＨ状態であることが示されている。
　すなわち、現在のモードが通常電力モードである場合には、非充電状態かつ二次電池２
の電圧が予め決められた閾値以下の場合（二次電池２の電圧低下の場合）のみ、消費電力
制御部５ｃは時計制御部９に低消費電力モードへの遷移を指示することが示されている。
【０１５２】
　また、現在モード信号ＭＤがＬ状態である場合であって、充電状態検出信号ＳＩＧ１０
０と電圧検出信号ＳＩＧ１０１とスイッチ状態信号ＳＩＧ１０７との組み合わせが上記以
外の場合には、モード指示信号ＳＩＧ１０３がＬ状態であることが示されている。
　すなわち、現在のモードが通常モードである場合であって、非充電状態かつ二次電池２
の電圧が予め決められた閾値以下の場合（二次電池２の電圧低下の場合）以外の場合には
、消費電力制御部５ｃは時計制御部９に通常モードへの遷移を指示することが示されてい
る。その場合、既に通常モードであるので、時計制御部９は通常モードを維持する。
【０１５３】
　図１３は、第３実施形態による時計装置１００ｃの処理の流れを示すフローチャートで
ある。まず、消費電力制御部５ｃは、現在のモードが低消費電力モードか否か判定する（
ステップＳ２０１）。現在のモードが通常モードである場合（ステップＳ２０１　ＮＯ）
、消費電力制御部５ｃは、二次電池２の電圧が予め決められた閾値以下であるか否か判定
する（ステップＳ２０２）。
【０１５４】
　二次電池２の電圧が予め決められた閾値以下でない場合（ステップＳ２０２　ＮＯ）、
消費電力制御部５ｃは、ステップＳ２０１の処理に戻る。一方、二次電池２の電圧が予め
決められた閾値以下である場合（ステップＳ２０２　ＹＥＳ）、消費電力制御部５ｃは、
二次電池２が充電状態であるか否か判定する（ステップＳ２０３）。二次電池２が充電状
態である場合（ステップＳ２０３　ＹＥＳ）、消費電力制御部５ｃは、ステップＳ２０１
の処理に戻る。
【０１５５】
　一方、二次電池２が充電状態でない場合（ステップＳ２０３　ＮＯ）、消費電力制御部
５ｃは、時計制御部９に低消費電力モードを指示する（ステップＳ２０４）。そして、消
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費電力制御部５ｃは、Ｌ状態のプルダウン信号を操作入力部７ｃに出力し、プルダウン抵
抗をＯＦＦする（ステップＳ２０５）。そして、消費電力制御部５ｃは、発振回路制御部
８に発振回路を停止させる（ステップＳ２０６）。
【０１５６】
　ステップＳ２０１に戻って、現在のモードが低消費電力モードである場合（ステップＳ
２０１　ＹＥＳ）、消費電力制御部５ｃは、二次電池２が充電状態であるか否か判定する
（ステップＳ２０７）。二次電池２が充電状態でない場合（ステップＳ２０７　ＮＯ）、
消費電力制御部５ｃは、ステップＳ２０１の処理に戻る。
　一方、二次電池２が充電状態である場合（ステップＳ２０７　ＹＥＳ）、消費電力制御
部５ｃは、消費電力制御部５ｃは、Ｈ状態のプルダウン信号を操作入力部７ｃに出力し、
プルダウン抵抗をＯＮする（ステップＳ２０８）。次に、消費電力制御部５ｃは、スイッ
チ６１が導通状態か否か判定する（ステップＳ２０９）。
【０１５７】
　スイッチ６１が導通状態でない場合（ステップＳ２０９　ＮＯ）、消費電力制御部５ｃ
は、ステップＳ２０４の処理に進む。一方、スイッチ６１が導通状態である場合（ステッ
プＳ２０９　ＹＥＳ）、消費電力制御部５ｃは、時計制御部９に通常モードを指示する（
ステップＳ２１０）。そして、消費電力制御部５ｃは、発振回路制御部８に発振回路の駆
動を指示する（ステップＳ２１１）。以上で、本フローチャートの処理を終了する。
【０１５８】
　以上、時計装置１００ｃの消費電力制御部５ｃは、低消費電力モードにおいて、二次電
池２の充電状態を検出した場合、プルダウン抵抗を端子Ｉ１と電源ＶＳＳとの間に挿入し
、操作部６の状態を判定する。消費電力制御部５ｃは、操作部６のスイッチ６１の状態が
導通状態（例えば、操作部６が竜頭スイッチならＯＦＦ（押し込み）状態、サイドスイッ
チならＯＮ（入力）状態）の場合、低消費電力モードから通常モードへ復帰を可能とし、
それ以外の場合は、低消費電力モードから通常モードへ復帰を可能としない。
【０１５９】
　これにより、消費電力制御部５ｃは、操作部６のスイッチ６１の状態が導通状態の場合
にのみ、低消費電力モードから通常モードへ復帰を可能とするので、不必要な低消費電力
モードから通常モードへの復帰を無くすことができる。その結果、消費電力制御部５ｃは
、二次電池２の電力消費を抑えることができる。
【０１６０】
　また、本実施形態における時計装置１００ｃは、第１実施形態と同様に、低消費電力状
態において、時計装置１００ｃの動作を停止するとともに、更に操作入力部７ｃに接続さ
れているプルダウンまたはプルアップ部７０をプルダウンまたはプルアップしない制御を
するため、操作入力部７ｃにおいてプルダウンまたはプルアップすることで消費されてし
まう消費電力を低減し、電力消費を抑制することができる。
【０１６１】
　なお、本実施形態において、第１実施形態と同様に、操作入力部７ｃの出力制御部７２
が、ＡＮＤ回路７４を備えるが、ＡＮＤ回路７４に代えて、ＮＡＮＤ回路を備えてもよい
。例えば、出力制御部７２がＮＡＮＤ回路を備える場合、プルダウンまたはプルアップ部
７０を介して操作部６から入力された信号が、当該ＮＡＮＤ回路の一方の入力端子に入力
され、消費電力制御部５ｃから入力されるプルダウン信号が他方の入力端子に入力されて
もよい。そして、低消費電力状態の場合、消費電力制御部５は、制御信号をＬｏｗレベル
に制御することで、操作入力部７ｃから制御部１０に出力する信号であるＮＡＮＤ回路の
出力信号をＨｉｇｈレベルにさせ、信号レベルが不定状態になることを防止してもよい。
　また、操作入力部７ｃの出力制御部７２は、これに限らず、ＯＲ回路、ＮＯＲ回路、ま
たは、各種の論理回路を組み合わせた回路を備えてもよい。そして、低消費電力状態の場
合、消費電力制御部５ｃは、出力制御部７２の備える各種論理回路に対応して、Ｌｏｗレ
ベルまたはＨｉｇｈレベルの制御信号を入力することで、操作入力部７から制御部１０に
出力する信号をＬｏｗレベルまたはＨｉｇｈレベルにさせ、信号レベルが不定状態になる
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ことを防止してもよい。
【０１６２】
　なお、本実施形態において、第１実施形態と同様に、操作入力部７ｃのプルダウンまた
はプルアップ部７０が、プルダウンまたはプルアップするＭＯＳＦＥＴを備える例を示し
たが、これに限ったものではない。例えば、操作入力部７ｃのプルダウンまたはプルアッ
プ部７０は、プルダウンまたはプルアップする抵抗器と、当該抵抗器に直列に接続され、
該接続の導通と遮断とを切換えるトランジスタ回路とを備えてもよい。これにより、消費
電力制御部５は、当該トランジスタ回路のオン（導通）とオフ（遮断）とを制御すること
に応じて、プルダウンまたはプルアップするか否かを制御してもよい。
【０１６３】
　なお、本実施形態における時計装置１００ｃは、アナログ表示式の時計を例に説明した
が、デジタル表示式の時計であってもよい。また、本第１実施形態における時計装置１０
０ｃについて説明したが、時計装置１００に代えて、発電部１及び二次電池２から電源電
圧が供給されて所定の動作（予め決められた動作）を実行する電子機器であってもよい。
【０１６４】
　以上、第１実施形態、第２実施形態、及び第３実施形態において説明してきたように、
制御装置（２００又は２００ｃ）の消費電力制御部（５又は５ｃ）は、二次電池２から供
給される電力の状態に応じて、制御部１０に所定の動作（予め決められた動作）を実行さ
せない制御をするとともに、操作入力部７にプルダウンまたはプルアップさせない制御を
する。よって、制御装置２００は、二次電池２から供給される電力の状態に応じて時計装
置１００における電力消費を抑制することができる。
【０１６５】
　また、二次電池２から供給される電力の状態として、二次電池２が太陽電池１によって
充電中でない非充電状態である場合、消費電力制御部（５又は５ｃ）は、制御部１０に所
定の動作（予め決められた動作）を実行させない制御をするとともに、操作入力部（７又
は７ｃ）にプルダウンまたはプルアップさせない制御をする低消費電力状態に遷移させる
。これにより、例えば、時計装置（１００又は１００ｃ）が太陽電池１に光が照射されな
い暗闇の中にあって、起電力を生成できないことにより二次電池２を充電できない状態で
ある場合、消費電力制御部５は、時計装置（１００又は１００ｃ）の動作を停止させると
ともに、操作入力部（７又は７ｃ）にプルダウンまたはプルアップさせない制御をする。
よって、制御装置２００は、二次電池２が非充電状態である場合、時計装置（１００又は
１００ｃ）における電力消費を抑制することができる。
【０１６６】
　一方、二次電池２が非充電状態でない場合、消費電力制御部（５又は５ｃ）は、制御部
１０に所定の動作（予め決められた動作）を実行させる制御をするとともに、操作入力部
７にプルダウンまたはプルアップさせる制御をする通常動作状態に遷移させる。これによ
り、太陽電池１が起電力を生成して二次電池２を充電している状態である場合は、消費電
力制御部（５又は５ｃ）は、時計装置（１００又は１００ｃ）に所定の動作（予め決めら
れた動作）をさせるとともに、操作入力部７にプルダウンまたはプルアップさせる制御を
する。よって、制御装置２００は、二次電池２が非充電状態でない場合、時計装置（１０
０又は１００ｃ）を通常動作させることができる。
【０１６７】
　また、二次電池２が非充電状態であって、且つ二次電池２の出力電圧（電位差）が予め
定められた閾値以下である場合、消費電力制御部（５又は５ｃ）は、時計装置（１００又
は１００ｃ）を低消費電力状態に遷移させる。これにより、太陽電池１が起電力を生成で
きない状態であって、且つ二次電池２の出力電圧が低下している場合、消費電力制御部（
５又は５ｃ）は、時計装置（１００又は１００ｃ）を低消費電力状態に遷移させる。よっ
て、制御装置２００は、二次電池２が非充電状態であって、且つ出力電圧が低下している
場合、時計装置（１００又は１００ｃ）における電力消費を抑制することができる。
【０１６８】
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　また、二次電池２が非充電状態であって、且つ非充電状態が予め定められた時間以上続
いた場合、消費電力制御部（５又は５ｃ）は、時計装置（１００又は１００ｃ）を低消費
電力状態に遷移させる。これにより、太陽電池１が起電力を生成できない状態が継続して
いる場合、例えば、時計装置（１００又は１００ｃ）において太陽電池１に光が照射され
ない暗闇の状態が予め定められた時間以上継続しているような場合、消費電力制御部（５
又は５ｃ）は、時計装置（１００又は１００ｃ）を低消費電力状態に遷移させる。よって
、制御装置２００は、二次電池２が非充電状態であって、且つ非充電状態が予め定められ
た時間以上続いた場合、時計装置（１００又は１００ｃ）における電力消費を抑制するこ
とができる。
【０１６９】
　また、予め定められた操作に応じた信号が操作部６から入力されている状態であり、二
次電池２が非充電状態であって、且つ非充電状態が予め定められた時間以上続いた場合、
消費電力制御部（５又は５ｃ）は、時計装置（１００又は１００ｃ）を低消費電力状態に
遷移させる。これにより、例えば、時計装置（１００又は１００ｃ）が工場から出荷され
てお店または購入者の手に渡るまでの間、竜頭スイッチが引き出された状態で箱の中に入
れられていることにより暗闇の状態が継続しているような場合、消費電力制御部（５又は
５ｃ）は、時計装置（１００又は１００ｃ）を低消費電力状態に遷移させる。よって、制
御装置２００は、予め定められた操作に応じた信号が操作部６から入力されている状態で
あり、二次電池２が非充電状態であって、且つ非充電状態が予め定められた時間以上続い
た場合、時計装置（１００又は１００ｃ）における電力消費を抑制することができる。
【０１７０】
　また、制御装置２００は、電力が供給されて制御部１０の動作に用いる基本クロックを
発振して生成する発振回路制御部８を備え、消費電力制御部（５又は５ｃ）は、発振回路
制御部８が電力の供給に応じて発振する前記基本クロック、の発振が停止した場合、制御
部１０に所定の動作（予め決められた動作）を実行させない制御をするとともに、操作入
力部７にプルダウンまたはプルアップさせない制御をする低消費電力状態に遷移させる。
これにより、例えば、二次電池２から供給される出力電圧（電位差）が、発振回路制御部
８において基本クロックを発振可能な下限電圧（電位差）以下になることにより、発振回
路制御部８における基本クロックの発振が停止した場合、消費電力制御部（５又は５ｃ）
は、時計装置（１００又は１００ｃ）の動作を停止させるとともに、操作入力部７にプル
ダウンまたはプルアップさせない制御をする。よって、制御装置２００は、発振回路制御
部８における基本クロックの発振が停止した場合、時計装置（１００又は１００ｃ）にお
ける電力消費を抑制することができる。
【０１７１】
　また、低消費電力状態にある場合、二次電池２から供給される出力電圧（電位差）が、
発振回路制御部８において基本クロックを発振可能な下限電圧（電位差）より予め定めら
れた電圧（電位差）分大きい電圧（電位差）以上であるか否かを判定し、当該出力電圧（
電位差）が、発振制御部８において基本クロックを発振可能な下限電圧（電位差）より予
め定められた電圧（電位差）分大きい電圧（電位差）以上である場合、制御部１０に所定
の動作（予め決められた動作）を実行させる制御をするとともに、操作入力部７にプルダ
ウンまたはプルアップさせる制御をする。よって、制御装置２００は、二次電池２から供
給される出力電圧（電位差）が、発振制御部８において基本クロックを発振可能な下限電
圧（電位差）より所定の電圧（電位差）分大きい場合、時計装置（１００又は１００ｃ）
を通常動作させることができる。
【０１７２】
　また、図３及び図７を用いて説明したように、本実施形態において操作入力部７にプル
ダウンまたはプルアップさせる制御をする回路は、特殊な回路を必要としないため、特殊
な回路を用いた場合と比較してコスト及び部品面積の増加を抑制できる。
【０１７３】
　なお、各実施形態において、一次電源部に太陽電池１を用いる例について説明したが、
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太陽電池１に代えて他の発電機能を有する一次電源部を用いてもよい。また、二次電源部
に二次電池２を用いる例について説明したが、二次電池２に代えてコンデンサを用いても
よい。
【０１７４】
　なお、各実施形態における時計装置（１００又は１００ｃ）は、発電部１及び二次電池
２を内部に備えている時計装置（１００又は１００ｃ）について説明したが、発電部１及
び二次電池２が自装置の外部に備えられていて、自装置は、その外部に備えられた発電部
１及び二次電池２から電力が供給される形態でもよい。
【０１７５】
　なお、各実施形態において、発電部１及び二次電池２から供給される電力に代えて、一
次電池から供給される電力に応じて低電力状態に遷移させる制御装置２００、及び時計装
置（１００又は１００ｃ）、或いは電子機器に適用してもよい。
【０１７６】
　また、各実施形態において時計装置（１００又は１００ｃ）を例にして説明したが、時
計装置（１００又は１００ｃ）に限らず所定の動作（予め決められた動作）を実行する電
子機器であってもよい。例えば、時計装置（１００又は１００ｃ）に代えて、電子計算機
、電子辞書、携帯電話、携帯型ゲーム機、または携帯型コンピュータ等の電子機器であっ
てもよいし、電子機器を遠隔操作するための電子式の遠隔操作装置であってもよい。
【０１７７】
　なお、図１又は図１０の制御装置（２００又は２００ｃ）における充電検出部３、電池
電圧検出部４、消費電力制御部（５又は５ｃ）、操作入力部（７又は７ｃ）、発振回路制
御部８、及び時計制御部９、または図６の制御装置２００における消費電力制御部５、操
作入力部７、発振回路制御部８、及び時計制御部９の各部は専用のハードウェアにより実
現されるものであってもよく、また、メモリ及びＣＰＵ（中央演算装置）により構成され
、図１または図６の制御装置２００の各部の機能を実現するためのプログラムをメモリに
ロードして実行することによりその機能を実現させるものであってもよい。
【０１７８】
　また、上述の図１、図６又は図１０の制御装置（２００又は２００ｃ）における各部の
機能を実現するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、こ
の記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行すること
により、上述の各部の処理を行ってもよい。なお、ここでいう「コンピュータシステム」
とは、ＯＳや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。
【０１７９】
　また、「コンピュータシステム」は、ＷＷＷシステムを利用している場合であれば、ホ
ームページ提供環境（あるいは表示環境）も含むものとする。
　また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気
ディスク、ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハー
ドディスク等の記憶装置のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」
とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送
信する場合の通信線のように、短時間の間、動的にプログラムを保持するもの、その場合
のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定
時間プログラムを保持しているものも含むものとする。また上記プログラムは、前述した
機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシ
ステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良
い。
【０１８０】
　以上、この発明の実施形態を図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施
形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も含まれる。
【符号の説明】
【０１８１】
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　１　太陽電池
　２　二次電池
　３　充電検出部
　４　電池電圧検出部
　５、５ｃ　消費電力制御部
　６　操作部
　７、７ｃ　操作入力部
　８　発振回路制御部
　９　時計制御部
　１０　制御部
　１７　降圧回路
　５１　発振停止検出回路
　５２　リセット回路
　８１　発振定電圧回路
　８２　水晶発振回路
　８３　分周回路
　６１　スイッチ
　７０　プルダウンまたはプルアップ部
　７１、７５、７６　ＮＭＯＳＦＥＴ
　７２　出力制御部
　７３　バッファ
　７４　ＡＮＤ回路
　７７　反転バッファ
　７８　ＮＯＲ回路
　１００、１００ｃ　時計装置
　２００、２００ｃ　制御装置
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