
JP 5928908 B2 2016.6.1

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　充電可能な電池部を備え、外部装置から電力供給ケーブルを介して供給される供給電流
を前記電池部の充電と自身のシステム部への給電とに配分する電子機器であって、
　前記電力供給ケーブルを介して供給される前記供給電流を検出する供給電流検出手段と
、
　前記システム部で特定の動作が実行されているか否かを判定する判定手段と、
　前記判定手段によって前記特定の動作が実行されていると判定された場合、前記供給電
流検出手段によって前記電力供給ケーブルを介して供給される前記供給電流が最大でない
ことが検出されると、前記電池部への充電を一時的に停止する、充電制御手段と、
　前記充電制御手段によって前記電池部への充電が一時的に停止された状態で、前記電力
供給ケーブルを介して供給される前記供給電流を所定の一定電流に制限する供給電流制限
手段と、
　前記供給電流制限手段によって前記電力供給ケーブルを介して供給される前記供給電流
が前記所定の一定電流に制限された状態で、前記システム部の負荷変動に伴い不足する前
記システム部へ供給するシステム部供給電流を前記電池部から供給するシステム部供給電
流制御手段と、
を備える、
ことを特徴とする電子機器。
【請求項２】
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　前記特定の動作が終了すると、前記電力供給ケーブルを介して供給される前記供給電流
の制限を解除するとともに、前記電力供給ケーブルを介して供給される前記供給電流を、
前記電池部の充電と前記自身の前記システム部の駆動とに配分する復帰手段を更に備える
、
ことを特徴とする請求項１に記載の電子機器。
【請求項３】
　前記システム部への前記システム部供給電流を検出するシステム部供給電流検出手段を
更に備え、
　前記判定手段は、前記システム部供給電流検出手段によって検出された、前記システム
部への前記システム部供給電流が、第１の閾値以上となったことを契機に、前記特定の動
作が実行されていると判定する、
ことを特徴とする請求項１又は２に記載の電子機器。
【請求項４】
　前記判定手段は、前記電力供給ケーブルを介して供給される前記供給電流の変動が所定
の変動範囲を超えた場合に、前記特定の動作が実行されていると判定する、
ことを特徴とする請求項１又は２に記載の電子機器。
【請求項５】
　前記電池部の充電量を検出する充電量検出手段を更に備え、
　前記充電制御手段は、前記判定手段によって前記特定の動作が実行されていると判定さ
れると、前記充電量検出手段によって前記電池部の前記充電量が第２の閾値以上であるこ
とが検出された場合に、前記電池部への充電を一時的に停止する、
ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の電子機器。
【請求項６】
　前記充電制御手段は、前記充電量検出手段によって前記電池部の前記充電量が第３の閾
値以下であることが検出された場合に、前記電力供給ケーブルを介して供給される前記供
給電流の制限を解除するとともに、前記電力供給ケーブルを介して供給される前記供給電
流を、前記電池部の充電と前記自身の前記システム部の駆動とに配分する復帰手段を更に
備える、
ことを特徴とする請求項５に記載の電子機器。
【請求項７】
　充電可能な電池部を備える電子機器に対して、外部装置から電力供給ケーブルを介して
供給される供給電流を前記電池部の充電と自身のシステム部への給電とに配分する給電制
御方法であって、
　前記電力供給ケーブルを介して供給される前記供給電流を検出するステップと、
　前記システム部で特定の動作が実行されているか否かを判定するステップと、
　前記特定の動作が実行されていると判定された場合、前記電力供給ケーブルを介して供
給される前記供給電流が最大でないことが検出されると、前記電池部への充電を一時的に
停止するステップと、
　前記電池部への充電が一時的に停止された状態で、前記電力供給ケーブルを介して供給
される前記供給電流を所定の一定電流に制限するステップと、
　前記電力供給ケーブルを介して供給される前記供給電流が前記所定の一定電流に制限さ
れた状態で、前記システム部の負荷変動に伴い不足する前記システム部へ供給するシステ
ム部供給電流を前記電池部から供給するステップと、
を含む、
ことを特徴とする給電制御方法。
【請求項８】
　外部装置から電力供給ケーブルを介して供給される供給電流を、充電可能な電池部の充
電と自身のシステム部への給電とに配分する電子機器のコンピュータに、
　前記電力供給ケーブルを介して供給される前記供給電流を検出する供給電流検出機能、
　前記システム部で特定の動作が実行されているか否かを判定する判定機能、
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　前記判定機能によって前記特定の動作が実行されていると判定された場合、前記供給電
流検出機能によって前記電力供給ケーブルを介して供給される前記供給電流が最大でない
ことが検出されると、前記電池部への充電を一時的に停止する、充電制御機能、
　前記充電制御機能によって前記電池部への充電が一時的に停止された状態で、前記電力
供給ケーブルを介して供給される前記供給電流を所定の一定電流に制限する供給電流制限
機能、
　前記供給電流制限機能によって前記電力供給ケーブルを介して供給される前記供給電流
が前記所定の一定電流に制限された状態で、前記システム部の負荷変動に伴い不足する前
記システム部へ供給するシステム部供給電流を前記電池部から供給するシステム部供給電
流制御機能、
を実行させる、
ことを特徴とするプログラム。
 
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子機器の給電制御に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、充電可能なバッテリ（二次電池）を内蔵する電子機器、例えば、デジタルカメラ
、タブレット端末、スマートフォンなどにおいては、ＰＣ（パーソナルコンピュータ）と
互いのＵＳＢ端子同士をＵＳＢケーブルで接続することで、該ＵＳＢケーブルを介して、
上記バッテリへの充電や、電子機器本体（システム）への給電、あるいはデータ通信に用
いる技術が知られている。
【０００３】
　例えば、デジタルカメラとＰＣとをＵＳＢケーブルで接続し、ＰＣからの供給電流のう
ち、ＰＣとの間のデータ転送に要する電流を差し引いた分の電流でバッテリの充電を行う
技術が提案されている（例えば特許文献１参照）。
【０００４】
　また、デジタルカメラを互いに異なる機能を果たす複数の機能ブロックで構成し、ＵＳ
ＢケーブルでＰＣと接続されると、ＰＣから供給可能な電力量の確認を行ない、その確認
結果に基づいてＰＣからの供給電力を所定の機能ブロックに供給することでＰＣからの供
給電力を有効活用する技術が提案されている（例えば特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－２３７９７１号公報
【特許文献２】特開２００１－１００８６８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、ＰＣのＵＳＢ端子から電子機器への利用可能な電流は、例えば、最大５００
ｍＡなどに制限されている。ここで、図８は、従来技術による、ＵＳＢケーブルを用いた
電子機器への給電状況の一例を示す概念図である。図において、横軸は時間、縦軸はＰＣ
からの供給電流、すなわちＵＳＢケーブルに流れる電流を示している。ＵＳＢケーブルで
接続された当初、時刻ｔ０～ｔ１では、システム部（電子機器の回路や、駆動部など）に
は、負荷変動に伴って変化する電流が常に供給され、バッテリには、５００ｍＡのうちの
余剰の電流が供給される。そして、時刻ｔ１で、ある程度バッテリが充電され、充電電流
が減少し、バッテリが満充電に近づくに従って充電電流が減少していき、時刻ｔ６で、バ
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ッテリが満充電になると、充電が停止され（充電電流がゼロとなり）、システム電流のみ
となる。すなわち、ＵＳＢケーブルの電流は、図示の実線Ｌ１で示すような変化となる。
【０００７】
　このように、上記特許文献１、２を含む従来技術では、システム部に供給される電流と
充電電流との合計が、ＵＳＢ端子で利用可能な電流５００ｍＡ以下となると（時刻ｔ１以
降）、システム部の負荷変動に伴う電流の変化及び充電電流の変化が、図示の実線Ｌ１で
示すように、ＵＳＢ端子、及びＵＳＢケーブルを流れる電流の変化として現れる。特に、
時刻ｔ２～ｔ３における静止画取り込み、あるいは時刻ｔ４～ｔ５における動画取り込み
のように、システム部において上記ズームレンズやフォーカスレンズを、モータにより駆
動する際に、あるいは、高度な画像処理が実行される際に、比較的変動の大きな電流が流
れることになる。このシステム部の負荷変動に伴う電流の変化が、ＵＳＢケーブルに流れ
る電流の変化となるため、ＵＳＢケーブルがＥＭＩ（Electro-Magnetic Interference ）
やノイズの発生源となるという問題があった。
【０００８】
　そこで本発明は、電子機器の給電制御に関し、給電するケーブルから発生するＥＭＩや
ノイズを低減することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前記目的を果たすため、本発明の電子機器の一様態は、充電可能な電池部を備え、外部
装置から電力供給ケーブルを介して供給される供給電流を前記電池部の充電と自身のシス
テム部への給電とに配分する電子機器であって、前記電力供給ケーブルを介して供給され
る前記供給電流を検出する供給電流検出手段と、前記システム部で特定の動作が実行され
ているか否かを判定する判定手段と、前記判定手段によって前記特定の動作が実行されて
いると判定された場合、前記供給電流検出手段によって前記電力供給ケーブルを介して供
給される前記供給電流が最大でないことが検出されると、前記電池部への充電を一時的に
停止する、充電制御手段と、前記充電制御手段によって前記電池部への充電が一時的に停
止された状態で、前記電力供給ケーブルを介して供給される前記供給電流を所定の一定電
流に制限する供給電流制限手段と、前記供給電流制限手段によって前記電力供給ケーブル
を介して供給される前記供給電流が前記所定の一定電流に制限された状態で、前記システ
ム部の負荷変動に伴い不足する前記システム部へ供給するシステム部供給電流を前記電池
部から供給するシステム部供給電流制御手段と、を備える、
ことを特徴とする。
【００１０】
　前記目的を果たすため、本発明の給電制御方法の一様態は、充電可能な電池部を備える
電子機器に対して、外部装置から電力供給ケーブルを介して供給される供給電流を前記電
池部の充電と自身のシステム部への給電とに配分する給電制御方法であって、前記電力供
給ケーブルを介して供給される前記供給電流を検出するステップと、前記システム部で特
定の動作が実行されているか否かを判定するステップと、前記特定の動作が実行されてい
ると判定された場合、前記電力供給ケーブルを介して供給される前記供給電流が最大でな
いことが検出されると、前記電池部への充電を一時的に停止するステップと、前記電池部
への充電が一時的に停止された状態で、前記電力供給ケーブルを介して供給される前記供
給電流を所定の一定電流に制限するステップと、前記電力供給ケーブルを介して供給され
る前記供給電流が前記所定の一定電流に制限された状態で、前記システム部の負荷変動に
伴い不足する前記システム部へ供給するシステム部供給電流を前記電池部から供給するス
テップと、を含む、ことを特徴とする。
【００１１】
　前記目的を果たすため、本発明のプログラムの一様態は、外部装置から電力供給ケーブ
ルを介して供給される供給電流を、充電可能な電池部の充電と自身のシステム部への給電
とに配分する電子機器のコンピュータに、前記電力供給ケーブルを介して供給される前記
供給電流を検出する供給電流検出機能、前記システム部で特定の動作が実行されているか
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否かを判定する判定機能、前記判定機能によって前記特定の動作が実行されていると判定
された場合、前記供給電流検出機能によって前記電力供給ケーブルを介して供給される前
記供給電流が最大でないことが検出されると、前記電池部への充電を一時的に停止する、
充電制御機能、前記充電制御機能によって前記電池部への充電が一時的に停止された状態
で、前記電力供給ケーブルを介して供給される前記供給電流を所定の一定電流に制限する
供給電流制限機能、前記供給電流制限機能によって前記電力供給ケーブルを介して供給さ
れる前記供給電流が前記所定の一定電流に制限された状態で、前記システム部の負荷変動
に伴い不足する前記システム部へ供給するシステム部供給電流を前記電池部から供給する
システム部供給電流制御機能、を実行させる、ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　この発明によれば、給電するケーブルから発生するＥＭＩやノイズを低減することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】第１実施形態によるデジタルカメラ１０に対してＵＳＢケーブルを用いて充電す
る場合の構成を示す概念図である。
【図２】第１実施形態によるデジタルカメラ１０の構成を示すブロック図である。
【図３】第１実施形態によるデジタルカメラ１０の動作を説明するためのフローチャート
である。
【図４】第１実施形態による、ＵＳＢケーブル４０を用いた電子機器への給電状況の一例
を示す概念図である。
【図５】第２実施形態によるデジタルカメラ１０の構成を示すブロック図である。
【図６】第２実施形態によるデジタルカメラ１０の動作を説明するためのフローチャート
である。
【図７】第２実施形態による、ＵＳＢケーブル４０を用いた電子機器への給電状況の一例
を示す概念図である。
【図８】従来技術による、ＵＳＢケーブルを用いた電子機器への給電状況の一例を示す概
念図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施の形態を、図面を参照して説明する。
【００１５】
Ａ．第１実施形態
　まず、本発明の第１実施形態について説明する。
Ａ－１．第１実施形態の構成
　図１は、本発明の第１実施形態によるデジタルカメラ１０に対してＵＳＢケーブルを用
いて充電する場合の構成を示す概念図である。図１において、デジタルカメラ１０は、Ｐ
Ｃ３０とＵＳＢケーブル４０によって接続されている。ＵＳＢケーブル４０は、デジタル
カメラ１０の図示しないＵＳＢ端子とＰＣ３０の図示しないＵＳＢ端子とを接続している
。ＰＣ３０側からは、例えば、最大５００ｍＡの電流がデジタルカメラ１０に供給可能と
なっている。
【００１６】
　図２は、本発明の第１実施形態によるデジタルカメラ１０の構成を示すブロック図であ
る。図において、デジタルカメラ１０は、撮像レンズ１１、絞り兼用シャッタ１２、ＣＣ
Ｄ１３、ＴＧ（Timing Generator）１４、ユニット回路１５、画像処理部１６、レンズ駆
動部１７、ＣＰＵ１８、ＤＲＡＭ１９、メモリ２０、フラッシュメモリ２１、表示部２２
、キー入力部２３、カードＩ／Ｆ２４、メモリ・カード２５、ＵＳＢ充電制御部２６、及
びバッテリ２７を備えている。
【００１７】
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　撮像レンズ１１は、ズームレンズ１１ａ、フォーカスレンズ１１ｂを含み、レンズ駆動
部１７が接続されている。レンズ駆動部１７は、ズームレンズ１１ａを駆動するズームレ
ンズ駆動部１７ａと、フォーカスレンズ１１ｂを駆動するフォーカスレンズ駆動部１７ｂ
とから構成されている。ズームレンズ駆動部１７ａは、ＣＰＵ１８からの制御信号に従っ
てズームレンズ１１ａを光軸方向に駆動させるズームモータ、ズームモータを駆動させる
ズームモータドライバからなる。また、フォーカスレンズ駆動部１７ｂは、ＣＰＵ１８か
らの制御信号に従ってフォーカスレンズ１１ｂを光軸方向に駆動させるフォーカスモータ
、該フォーカスモータを駆動させるフォーカスモータドライバからなる。
【００１８】
　上記フォーカスモータ、及びズームモータ（図示略）は、ステッピングモータであって
、ＣＰＵ１８から送られる制御信号によってステップ駆動することによりズームレンズ１
１ａ、フォーカスレンズ１１ｂを光軸上で精密に移動させる。また、上記フォーカスモー
タ、及びズームモータ（図示略）、あるいはズームレンズ１１ａ、フォーカスレンズ１１
ｂの駆動機構には、ズームレンズ１１ａ、フォーカスレンズ１１ｂの位置を検出する検出
機構（エンコーダなど）が設けられており、ズームレンズ１１ａ、フォーカスレンズ１１
ｂの位置が常にフィードバックされている。
【００１９】
　絞り兼用シャッタ１２は、図示しない駆動回路を含み、駆動回路によってＣＰＵ１８か
ら送られてくる制御信号に従って動作する。該絞り兼用シャッタ１２は、ズームレンズ１
１ａ及びフォーカスレンズ１１ｂから入ってくる光の量を制御する。ＣＣＤ（撮像素子）
１３は、ズームレンズ１１ａ、フォーカスレンズ１１ｂ、及び絞り兼用シャッタ１２を介
して投影された被写体の光を電気信号に変換し、撮像信号としてユニット回路１５に出力
する。該ＣＣＤ１３は、ＴＧ１４によって生成されたタイミング信号に従って駆動される
。
【００２０】
　ユニット回路１５は、ＣＣＤ１３から出力される撮像信号を相関二重サンプリングして
保持するＣＤＳ（Correlated Double Sampling）回路、そのサンプリング後の撮像信号の
自動利得調整を行うＡＧＣ（Automatic Gain Control）回路、その自動利得調整後のアナ
ログの撮像信号をデジタル信号に変換するＡ／Ｄ変換器から構成されている。該ユニット
回路１５は、ＴＧ１４によって生成されたタイミング信号に従って駆動される。ＣＣＤ１
３の撮像信号は、ユニット回路１５を経てデジタル信号として画像処理部１６に送られる
。
【００２１】
　画像処理部１６は、ユニット回路１５から送られてきた画像データの画像処理（画素補
間処理、γ補正、輝度色差信号の生成、ホワイトバランス処理、露出補正処理等）、画像
データの圧縮・伸張（例えば、ＪＰＥＧ形式やＭ－ＪＰＥＧ形式又はＭＰＥＧ形式の圧縮
・伸張）の処理、撮像画像のトリミングや撮像画像のデジタルズームなどの処理などを行
う。該画像処理部１６は、ＴＧ１４によって生成されたタイミング信号に従って駆動され
る。
【００２２】
　ＣＰＵ１８は、デジタルカメラ１０の各部を制御するワンチップマイコンである。特に
、本第１実施形態では、ＣＰＵ１８は、ズーム／ワイド操作時のズームレンズ１１ａを駆
動するズームレンズ駆動部１７ａの制御や、オートフォーカスのためのフォーカスレンズ
１１ｂを駆動するフォーカスレンズ駆動部１７ｂの制御、画像処理部１６による撮像画像
に対する画像処理、画像処理後の撮像画像の表示部２２への表示（ライブビュー表示）、
ＵＳＢ充電制御部２６の動作（詳細は後述）などを制御する。
【００２３】
　ＤＲＡＭ１９は、ＣＣＤ１３によって撮像された後、ＣＰＵ１８に送られてきた画像デ
ータを一時記憶するバッファメモリとして使用されるとともに、ＣＰＵ１８のワーキング
メモリとして使用される。上記ＣＰＵ１８は、ＤＲＡＭ１９に保存された撮像画像に対し
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て上述した処理を施すよう制御する。メモリ２０は、ＣＰＵ１８によるデジタルカメラ１
０の各部の制御に必要なプログラム、及び各部の制御に必要なデータが記録されており、
ＣＰＵ１８は、このプログラムに従って処理を行う。フラッシュメモリ２１や、メモリ・
カード２５は、ＣＣＤ１３によって撮像された画像データなどを保存しておく記録媒体で
ある。
【００２４】
　表示部２２は、カラー液晶表示器とその駆動回路を含み、撮像待機状態にあるときには
、ＣＣＤ１３によって撮像された撮像画像をライブビュー画像として表示し、記録画像の
再生時には、フラッシュメモリ２１や、メモリ・カード２５から読み出され、伸張された
記録画像を表示する。キー入力部２３は、シャッタスイッチ、ズームスイッチ、モードキ
ー、ＳＥＴキー、十字キー等の複数の操作キーを含み、ユーザのキー操作に応じた操作信
号をＣＰＵ１８に出力する。カードＩ／Ｆ２４には、デジタルカメラ１０本体の図示しな
いカードスロットを介してメモリ・カード２５が着脱自在に装着されている。
【００２５】
　ＵＳＢ充電制御部２６は、ＵＳＢケーブル４０を介して供給される電流を、システム部
を動作させるために給電したり、バッテリ２７の充電量に応じてバッテリ２７を充電する
ために給電したりする。より具体的には、ＵＳＢ充電制御部２６は、ＵＳＢケーブル４０
を介して供給される電流を制限する機能や、バッテリ２７の充電量を監視する機能、ＵＳ
Ｂケーブル４０を介して供給される電流のシステム部とバッテリ２７とへ分配する機能、
システム部への電流供給を、ＵＳＢケーブル４０を介して供給される電流とするか、バッ
テリ２７から供給するかを制御する機能などを備えている。
【００２６】
　特に、本第１実施形態では、上記ズームレンズ１１ａ、フォーカスレンズ１１ｂを、フ
ォーカスモータ、及びズームモータ（図示略）により駆動する際に、あるいは、画像処理
部１６で高度な画像処理が実行される際に、システム電流として、比較的変動の大きな電
流が流れることになる。すなわち、システム部において比較的変動の大きな電流が流れる
アプリケーションや処理（静止画の取り込み処理や、動画の取り込み処理）、あるいは駆
動部は、設計段階で分かっている。
【００２７】
　そこで、本第１実施形態では、システム部において比較的変動の大きな電流が流れる、
アプリケーションや処理（静止画の取り込み処理や、動画の取り込み処理）が実行される
とき、あるいは駆動部（上記ズームレンズ１１ａ、フォーカスレンズ１１ｂを駆動するフ
ォーカスモータ、及びズームモータ）が駆動されるとき、ＣＰＵ１８は、ＵＳＢ充電制御
部２６に対して充電制御信号を送出する。
【００２８】
　ＵＳＢ充電制御部２６は、ＣＰＵ１８から充電制御信号が供給されていないときには、
通常通り、ＵＳＢケーブル４０を介して供給される電流（５００ｍＡ）のうち、負荷変動
に伴って変化する電流をシステム部に供給し、余剰の電流をバッテリ２７に供給するとい
う制御を行う。一方、ＣＰＵ１８から充電制御信号が供給されているときには、ＵＳＢ充
電制御部２６は、バッテリ２７への充電を停止し、ＵＳＢケーブル４０を介して供給され
る電流値を一定にし、システム部における負荷変動の電流量をバッテリ２７から供給する
という制御を行う。
【００２９】
Ａ－２．第１実施形態の動作
　次に、上述した第１実施形態の動作について説明する。
　図３は、本第１実施形態によるデジタルカメラ１０の動作を説明するためのフローチャ
ートである。まず、ＵＳＢ充電制御部２６は、ＵＳＢケーブル４０でＰＣ３０に接続され
たか否かを判断する（ステップＳ１０）。そして、ＵＳＢケーブル４０でＰＣ３０に接続
されていない場合には（ステップＳ１０のＮＯ）、当該処理を終了する。一方、ＵＳＢケ
ーブル４０でＰＣ３０に接続された場合には（ステップＳ１０のＹＥＳ）、ＵＳＢ充電制
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御部２６は、バッテリ２７が満充電であるか否かを判断する（ステップＳ１２）。そして
、バッテリ２７が満充電でない場合には（ステップＳ１２のＮＯ）、ＵＳＢ充電制御部２
６は、ＵＳＢケーブル４０を介して、負荷変動に伴って変化する電流をシステム部に供給
し、余剰の電流を充電電流としてバッテリ２７に供給する（ステップＳ１４）。一方、バ
ッテリ２７が満充電である場合には（ステップＳ１２のＹＥＳ）、ＵＳＢ充電制御部２６
は、ＵＳＢケーブル４０を介して、負荷変動に伴って変化する電流をシステム部のみに供
給する（ステップＳ１６）。
【００３０】
　次に、ＣＰＵ１８は、システム部において比較的変動の大きな電流が流れるアプリケー
ションや処理（静止画の取り込み処理や、動画の取り込み処理）が実行されたか、あるい
は駆動部（上記ズームレンズ１１ａ、フォーカスレンズ１１ｂを駆動するフォーカスモー
タ、及びズームモータ）が駆動されたか、すなわち特定の動作が実行されるか否かを判断
する（ステップＳ１８）。ここで、特定の動作が実行されない場合には（ステップＳ１８
のＮＯ）、ＣＰＵ１８は、ステップＳ１０に戻り、上述した処理を繰り返す。
【００３１】
　一方、特定の動作が実行された場合には（ステップＳ１８のＹＥＳ）、ＣＰＵ１８は、
ＵＳＢ充電制御部２６に対して充電制御信号を送出する。ＵＳＢ充電制御部２６は、ＣＰ
Ｕ１８から充電制御信号を受信すると、ＵＳＢケーブル４０を介して供給される電流が最
大（５００ｍＡ）であるか否かを判断する（ステップＳ２０）。ＵＳＢケーブル４０を介
して供給される電流が最大（５００ｍＡ）である場合には（ステップＳ２０のＹＥＳ）、
ＵＳＢケーブル４０に流れる電流にシステム部での負荷変動に伴う変化は生じないので、
ステップＳ１０に戻り、上述した処理を繰り返す。
【００３２】
　一方、ＵＳＢケーブル４０を介して供給される電流が最大（５００ｍＡ）でない場合に
は（ステップＳ２０のＮＯ）、ＵＳＢケーブル４０に流れる電流にシステム部での負荷変
動に伴う変化が生じる。この場合、まず、ＵＳＢ充電制御部２６は、バッテリ２７を充電
中であるか否かを判断する（ステップＳ２２）。そして、バッテリ２７を充電中である場
合には（ステップＳ２２のＹＥＳ）、バッテリ２７の充電を停止する（ステップＳ２４）
。すなわち、ＵＳＢ充電制御部２６は、ＵＳＢケーブル４０を介して供給されている、バ
ッテリ２７を充電するための充電電流を遮断する。
【００３３】
　次に、ＵＳＢ充電制御部２６は、ＵＳＢケーブル４０から安定供給可能な最大（一定）
電流（例えば、３００ｍＡ）を、システム部に供給し（ステップＳ２６）、さらに、充電
を停止したバッテリ２７から、システム部に対して負荷変動の電流量を供給する（ステッ
プＳ２８）。この結果、ＵＳＢケーブル４０には、特定の動作に対するシステム部の負荷
変動に依存することのない、比較的に安定した電流が流れるので、ＵＳＢケーブルから発
生するＥＭＩやノイズを低減することができる。
【００３４】
　次に、ＣＰＵ１８は、特定の動作が終了したか否かを判断する（ステップＳ３０）。こ
こで、特定の動作が終了していない場合には（ステップＳ３０のＮＯ）、ＣＰＵ１８は、
ＵＳＢ充電制御部２６に対して充電制御信号の送出を継続する。ＵＳＢ充電制御部２６は
、ＣＰＵ１８から充電制御信号を継続して受信することになるので、ステップＳ２８に戻
り、バッテリ２７からシステム部に対する負荷変動分の電流供給を継続する。
【００３５】
　一方、特定の動作が終了した場合には（ステップＳ３０のＹＥＳ）、ＣＰＵ１８は、Ｕ
ＳＢ充電制御部２６に対して充電制御信号の送出を停止する。ＵＳＢ充電制御部２６は、
ＣＰＵ１８からの充電制御信号が停止することになるので、ステップＳ１０に戻り、上述
した処理を繰り返す。すなわち、特定の動作が終了した場合には、その時点でバッテリ２
７が満充電でなければ、ステップＳ１４で、ＵＳＢケーブル４０を介して、負荷変動に伴
って変化する電流がシステム部に供給され、余剰の電流が充電電流としてバッテリ２７に
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供給される。一方、バッテリ２７が満充電であれば、ステップＳ１６で、ＵＳＢ充電制御
部２６は、ＵＳＢケーブル４０を介して、負荷変動に伴って変化する電流をシステム部の
みに供給する。
【００３６】
　図４は、本第１実施形態による、ＵＳＢケーブル４０を用いた電子機器への給電状況の
一例を示す概念図である。図４において、上段は従来技術による給電状況であり、下段は
本第１実施形態による給電状況であり、それぞれ、横軸は時間、縦軸はＰＣ３０からの供
給電流、すなわちＵＳＢケーブル４０に流れる電流を示している。ＵＳＢケーブル４０で
接続された当初、時刻ｔａ０～ｔａ１では、システム部（電子機器の回路や、駆動部など
）には、負荷変動に伴って変化する電流が常に供給され、バッテリ２７には、５００ｍＡ
のうちの余剰の電流が供給される。
【００３７】
　そして、時刻ｔａ１からシステム部の負荷変動に伴って充電電流が減少し、時刻ｔａ２
で、特定の動作（例えば、静止画の取り込み）が実行されると、ＵＳＢ充電制御部２６は
、バッテリ２７の充電を停止（充電電流を遮断）し、時刻ｔａ２～ｔａ３において特定の
動作が実行されている間、ＵＳＢケーブル４０を介して供給される電流値を一定（例えば
、３００ｍＡ）にし、システム部の負荷変動に伴い不足する電流をバッテリ２７から供給
する。そして、時刻ｔａ３で、特定の動作が終了すると、ＵＳＢ充電制御部２６は、ＵＳ
Ｂケーブル４０を介して、負荷変動に伴って変化する電流をシステム部に供給し、余剰の
電流を充電電流としてバッテリ２７に供給するという通常の動作に復帰する。
【００３８】
　次に、時刻ｔａ４で、再び特定の動作（例えば、動画取り込み）が実行されると、ＵＳ
Ｂ充電制御部２６は、再び、バッテリ２７の充電を停止（充電電流を遮断）し、時刻ｔａ
４～ｔａ５において特定の動作が実行されている間、ＵＳＢケーブル４０を介して供給さ
れる電流値を一定（３００ｍＡ）にし、システム部の負荷変動に伴い不足する電流をバッ
テリ２７から供給する。そして、時刻ｔａ５で、特定の動作が終了すると、ＵＳＢ充電制
御部２６は、ＵＳＢケーブル４０を介して、負荷変動に伴って変化する電流をシステム部
に供給し、余剰の電流を充電電流としてバッテリ２７に供給するという通常の動作に復帰
する。このように、本第１実施形態では、図４の実線Ｌ２で示すように、ＵＳＢケーブル
４０を流れる電流の変化を低減することができるので、ＵＳＢケーブル４０から発生する
ＥＭＩやノイズを低減することが可能となる。
【００３９】
　上述した第１実施形態によれば、システム部において比較的変動の大きな電流が流れる
特定の動作が実行されるときに、バッテリへの充電を一時的に停止し、ＵＳＢケーブル４
０を介して供給される電流値を一定にし、システム部の負荷変動に伴い不足する電流をバ
ッテリ２７から供給するようにしたので、ＵＳＢケーブル４０を介して供給される電流を
、システム部の負荷変動に依存することなく安定させることができ、ＵＳＢケーブル４０
から発生するＥＭＩやノイズを低減することができる。
【００４０】
　また、上述した第１実施形態によれば、撮影機能を有するデジタルカメラやスマートフ
ォンなどにおいては、ＵＳＢケーブル４０から発生するＥＭＩやノイズを低減することが
できるので、撮影画像の画質を向上させることができる。
【００４１】
　また、上述した第１実施形態によれば、特定の動作が実行されていると判定された場合
、ＵＳＢケーブル４０を介して供給される電流が最大でないことが検出された場合に、バ
ッテリ２７への充電を一時的に停止するようにしたので、バッテリ２７が過放電になるこ
とを防止することができる。
【００４２】
　また、上述した第１実施形態によれば、特定の動作が終了すると、ＵＳＢケーブル４０
を介して供給される電流の制限を解除するとともに、ＵＳＢケーブル４０を介して供給さ



(10) JP 5928908 B2 2016.6.1

10

20

30

40

50

れる電流を、バッテリ２７の充電とシステム部の駆動とに配分すべく通常動作に復帰する
ようにしたので、バッテリ２７が過放電になることを防止することができる。
【００４３】
Ｂ．第２実施形態
　次に、本発明の第２実施形態について説明する。
Ｂ－１．第２実施形態の構成
　図５は、本発明の第２実施形態によるデジタルカメラ１０の構成を示すブロック図であ
る。なお、図において、図２に対応する部分には同一の符号を付けて説明を省略する。図
において、本第２実施形態によるデジタルカメラ１０は、上述した第１実施形態のデジタ
ルカメラ１０の構成に加えて、供給電流検出部２８を備えている。供給電流検出部２８は
、ＵＳＢ充電制御部２６からシステム部に供給される電流値を検出し、検出結果をＣＰＵ
１８に供給する。ＣＰＵ１８は、供給電流検出部２８からの検出結果に基づいて、システ
ム部への供給電流値が第１の閾値（例えば、３２０ｍＡ；特定の動作以外における最大電
流値よりやや大きく、特定の動作に伴う電流を確実に検出可能な電流値）以上であるかを
判断し、システム部への供給電流値が第１の閾値以上である場合に、ＵＳＢ充電制御部２
６に充電制御信号を送出する。
【００４４】
　ＵＳＢ充電制御部２６は、ＣＰＵ１８から充電制御信号が供給されていないときには、
通常通り、ＵＳＢケーブル４０を介して給電される電流（５００ｍＡ）のうち、負荷変動
に伴って変化する電流をシステム部に供給し、余剰の電流をバッテリ２７に供給するとい
う制御を行う。一方、ＵＳＢ充電制御部２６は、ＣＰＵ１８から充電制御信号が供給され
たときには、ＵＳＢ電流が最大でない場合で、かつバッテリ２７の充電量が第２の閾値（
例えば、８０％）以上である場合に、バッテリ２７への充電を停止し、システム部におけ
る負荷変動の電流量をバッテリ２７から供給するという制御を行う。また、ＵＳＢ充電制
御部２６は、バッテリ２７の充電量が第３の閾値（例えば、７０％）以下になると、バッ
テリ２７への充電を優先すべく、通常通りの制御に戻す。
【００４５】
Ｂ－２．第２実施形態の動作
　次に、上述した第２実施形態の動作について説明する。
　図６は、本第２実施形態によるデジタルカメラ１０の動作を説明するためのフローチャ
ートである。まず、ＵＳＢ充電制御部２６は、ＵＳＢケーブル４０でＰＣ３０に接続され
たか否かを判断する（ステップＳ４０）。そして、ＵＳＢケーブル４０でＰＣ３０に接続
されていない場合には（ステップＳ４０のＮＯ）、当該処理を終了する。一方、ＵＳＢケ
ーブル４０でＰＣに接続された場合には（ステップＳ４０のＹＥＳ）、ＵＳＢ充電制御部
２６は、バッテリ２７が満充電であるか否かを判断する（ステップＳ４２）。そして、バ
ッテリ２７が満充電でない場合には（ステップＳ４２のＮＯ）、ＵＳＢ充電制御部２６は
、ＵＳＢケーブル４０を介して、負荷変動に伴って変化する電流をシステム部に供給し、
余剰の電流を充電電流としてバッテリ２７に供給する（ステップＳ４４）。一方、バッテ
リ２７が満充電である場合には（ステップＳ４２のＹＥＳ）、ＵＳＢ充電制御部２６は、
ＵＳＢケーブル４０を介して、負荷変動に伴って変化する電流をシステム部のみに供給す
る（ステップＳ４６）。
【００４６】
　次に、ＣＰＵ１８は、供給電流検出部２８により検出されたシステム部への供給電流が
第１の閾値（例えば、３２０ｍＡ）以上であるか否かを判断する（ステップＳ４８）。そ
して、システム部への供給電流が第１の閾値以上でない場合には（ステップＳ４８のＮＯ
）、ＣＰＵ１８は、システム部において比較的変動の大きな電流が流れる、アプリケーシ
ョンや処理（静止画の取り込み処理や、動画の取り込み処理）が実行されていない、ある
いは駆動部（上記ズームレンズ１１ａ、フォーカスレンズ１１ｂを駆動するフォーカスモ
ータ、及びズームモータ）が駆動されていない、いわゆる特定の動作が実行されないと判
断し、ステップＳ４０に戻り、上述した処理を継続する。したがって、この場合、ＣＰＵ
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１８は、ＵＳＢ充電制御部２６に充電制御信号を送出しない。
【００４７】
　一方、システム部への供給電流が第１の閾値（例えば、３２０ｍＡ）以上である場合に
は、ＣＰＵ１８は、システム部において比較的変動の大きな電流が流れる、特定の動作が
実行される可能性があると判断する。この場合、ＣＰＵ１８は、まず、バッテリ２７の充
電量が第２の閾値（例えば、８０％）以上であるか否かを判断する（ステップＳ５０）。
なお、バッテリ２７の充電量は、定期的にＵＳＢ充電制御部２６からＣＰＵ１８に送出さ
れてもよいし、ＣＰＵ１８からの要求に応じてＵＳＢ充電制御部２６からＣＰＵ１８に供
給されてもよい。ここで、バッテリ２７の充電量が第２の閾値（例えば、８０％）以上で
ない場合には（ステップＳ５０のＮＯ）、ＣＰＵ１８は、バッテリ２７が十分に充電され
ていないと判断し、ステップＳ４０に戻り、上述した処理を継続する。すなわち、バッテ
リ２７への充電電流の供給、及びシステム部への電流供給を継続する。また、この場合も
、ＣＰＵ１８は、ＵＳＢ充電制御部２６に充電制御信号を送出しない。
【００４８】
　一方、バッテリ２７の充電量が第２の閾値（例えば、８０％）以上である場合には（ス
テップＳ５０のＹＥＳ）、ＣＰＵ１８は、バッテリ２７がある程度充電されており、一時
的な中断は問題ないと判断する。この場合、ＣＰＵ１８は、ＵＳＢ充電制御部２６に充電
制御信号を送出する。
【００４９】
　ＵＳＢ充電制御部２６は、ＣＰＵ１８から充電制御信号を受信すると、ＵＳＢケーブル
４０を介して供給される電流が最大（５００ｍＡ）であるか否かを判断する（ステップＳ
５２）。ＵＳＢケーブル４０を介して供給される電流が最大（５００ｍＡ）である場合に
は（ステップＳ５２のＹＥＳ）、ＵＳＢケーブル４０に流れる電流にシステム部での負荷
変動に伴う変化は生じないので、ステップＳ４０に戻り、上述した処理を繰り返す。
【００５０】
　一方、ＵＳＢケーブル４０を介して供給される電流が最大（５００ｍＡ）でない場合に
は（ステップＳ５２のＮＯ）、ＵＳＢケーブル４０に流れる電流にシステム部での負荷変
動に伴う変化が生じる。この場合、まず、ＵＳＢ充電制御部２６は、バッテリ２７を充電
中であるか否かを判断する（ステップＳ５４）。そして、バッテリ２７を充電中である場
合には（ステップＳ５４のＹＥＳ）、バッテリ２７の充電を停止する（ステップＳ５６）
。すなわち、ＵＳＢ充電制御部２６は、ＵＳＢケーブル４０を介して供給されている、バ
ッテリ２７を充電するための充電電流を遮断する。
【００５１】
　次に、ＵＳＢ充電制御部２６は、ＵＳＢケーブル４０から安定供給可能な最大（一定）
電流（例えば、３００ｍＡ）を、システム部に供給し（ステップＳ５８）、さらに、充電
を停止したバッテリ２７から、システム部に対して負荷変動の電流量を供給する（ステッ
プＳ６０）。この結果、ＵＳＢケーブル４０には、特定の動作に対するシステム部の負荷
変動に依存することのない、比較的に安定した電流が流れるので、ＵＳＢケーブル４０か
ら発生するＥＭＩやノイズを低減することができる。
【００５２】
　次に、ＣＰＵ１８は、バッテリ２７の充電量が第３の閾値（例えば、７０％）以下であ
るか否かを判断する（ステップＳ６２）。ここで、バッテリ２７の充電量が第３の閾値以
下でない場合、すなわち、ある程度、充電されている場合には（ステップＳ６２のＮＯ）
、ＣＰＵ１８は、ＵＳＢ充電制御部２６に対して充電制御信号の送出を継続する。ＵＳＢ
充電制御部２６は、ＣＰＵ１８から充電制御信号を継続して受信することになるので、ス
テップＳ６０で、バッテリ２７からシステム部に対する負荷変動分の電流供給を継続する
。
【００５３】
　一方、バッテリ２７の充電量が第３の閾値（例えば、７０％）以下になった場合には（
ステップＳ６２のＹＥＳ）、バッテリ２７の充電量が不十分になる可能性があるので、Ｃ
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ＰＵ１８は、ＵＳＢ充電制御部２６に対して充電制御信号の送出を停止する。ＵＳＢ充電
制御部２６は、ＣＰＵ１８からの充電制御信号が停止することになるので、ステップＳ４
０に戻り、上述した処理を繰り返す。すなわち、バッテリ２７の充電量が第３の閾値（例
えば、７０％）以下になった場合には、ステップＳ４４で、ＵＳＢケーブル４０を介して
、負荷変動に伴って変化する電流がシステム部に供給され、余剰の電流が充電電流として
バッテリ２７に供給される。一方、バッテリ２７が満充電になれば、ステップＳ４６で、
ＵＳＢ充電制御部２６は、ＵＳＢケーブル４０を介して、負荷変動に伴って変化する電流
をシステム部のみに供給される。
【００５４】
　図７は、本第２実施形態による、ＵＳＢケーブル４０を用いた電子機器への給電状況の
一例を示す概念図である。図７において、上段は従来技術による給電状況であり、下段は
本第２実施形態による給電状況であり、それぞれ、横軸は時間、縦軸はＰＣ３０からの供
給電流、すなわちＵＳＢケーブル４０に流れる電流を示している。ＵＳＢケーブル４０で
接続された当初、時刻ｔｂ０～ｔｂ１では、システム部（電子機器の回路や、駆動部など
）には、負荷変動に伴って変化する電流が常に供給され、バッテリ２７には、５００ｍＡ
のうちの余剰の電流が供給される。
【００５５】
　そして、時刻ｔｂ１からシステム部の負荷変動に伴って充電電流が減少し、時刻ｔｂ２
で、システム部への供給電流が第１の閾値（３２０ｍＡ）以上となると、ＣＰＵ１８は、
特定の動作（例えば、静止画の取り込み）が実行されたと推定し、かつバッテリ２７の充
電量が第２の閾値（８０％）以上である場合には、ＣＰＵ１８は、バッテリ２７がある程
度充電されており、一時的な中断は問題ないと判断する。この場合、ＵＳＢ充電制御部２
６は、バッテリ２７の充電を停止（充電電流を遮断）し、時刻ｔｂ２～ｔｂ３における特
定の動作が実行されている間、ＵＳＢケーブル４０を介して供給される電流値を一定（３
００ｍＡ）にし、システム部の負荷変動に伴い不足する電流をバッテリ２７から供給する
。この場合、時刻ｔｂ３で、特定の動作が終了するが、バッテリ２７の充電量が第３の閾
値（７０％）以下である場合には、図示のように、ＵＳＢ充電制御部２６は、ＵＳＢケー
ブル４０を介して、負荷変動に伴って変化する電流をシステム部に供給し、余剰の電流を
充電電流としてバッテリ２７に供給するという通常の動作に復帰する。一方、時刻ｔｂ３
で、バッテリ２７の充電量が第３の閾値（７０％）以下でない場合には、ＵＳＢ充電制御
部２６は、そのままバッテリ２７の充電停止とＵＳＢケーブル４０を介して供給される電
流値の一定化を継続する。そして、システム部の負荷変動に伴い不足する電流をバッテリ
２７から供給する。
【００５６】
　そして、時刻ｔｂ４で、再び、システム部への供給電流が第１の閾値（３２０ｍＡ）以
上となると、ＣＰＵ１８は、特定の動作（例えば、動画の取り込み）が実行されたと推定
し、かつバッテリ２７の充電量が第２の閾値（８０％）以上である場合には、ＣＰＵ１８
は、バッテリ２７がある程度充電されており、一時的な中断は問題ないと判断する。この
場合、ＵＳＢ充電制御部２６は、バッテリ２７の充電停止とＵＳＢケーブル４０を介して
供給される電流値の一定化を継続した状態で、時刻ｔｂ４～ｔｂ５における特定の動作が
実行されている間、システム部の負荷変動に伴い不足する電流をバッテリ２７から供給す
る。
【００５７】
　その後、時刻ｔｂ５で、バッテリ２７の充電量が第３の閾値（７０％）以下になると、
ＵＳＢ充電制御部２６は、ＵＳＢケーブル４０を介して、負荷変動に伴って変化する電流
をシステム部に供給し、余剰の電流を充電電流としてバッテリ２７に供給するという通常
の動作に復帰する。このように、本第２実施形態では、図７の実線Ｌ３で示すように、Ｕ
ＳＢケーブル４０を流れる電流の変化を低減することができるので、ＵＳＢケーブル４０
から発生するＥＭＩやノイズを低減することが可能となる。
【００５８】
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　上述した第２実施形態によれば、システム部への供給電流が第１の閾値以上となったこ
とを契機に、特定の動作が実行されることが想定されると判断し、バッテリへの充電を一
時的に停止することで、ＵＳＢケーブル４０を介して供給される電流値を安定化し、シス
テム部の負荷変動に伴い不足する電流をバッテリから供給するようにしたので、ＵＳＢケ
ーブル４０に流れる電流を、システム部の負荷変動に依存することなく安定させることが
でき、ＵＳＢケーブル４０から発生するＥＭＩやノイズを低減することができる。
【００５９】
　また、上述した第２実施形態によれば、撮影機能を有するデジタルカメラやスマートフ
ォンなどにおいては、ＵＳＢケーブル４０から発生するＥＭＩやノイズを低減することが
できるので、撮影画像の画質を向上させることができる。
【００６０】
　また、上述した第２実施形態によれば、システム部への供給電流が第１の閾値以上とな
ったことを契機に、特定の動作が実行されていると判定するようにしたので、特定の動作
であると予測できなかったような動作にも柔軟に対応することができる。
【００６１】
　また、上述した第２実施形態によれば、特定の動作が実行されていると判定された場合
、バッテリ２７の充電量が第２の閾値（８０％）以上であることが検出された場合に、バ
ッテリへの充電を一時的に停止するようにしたので、バッテリ２７が過放電になることを
防止することができる。
【００６２】
　また、上述した第２実施形態によれば、バッテリ２７の充電量が第３の閾値（７０％）
以下であることが検出された場合に、ＵＳＢケーブル４０を介して供給される電流の制限
を解除するとともに、ＵＳＢケーブル４０を介して供給される電流を、バッテリ２７の充
電とシステム部の駆動とに配分すべく通常動作に復帰するようにしたので、バッテリ２７
が過放電になることを防止することができる。
【００６３】
　なお、上述した第２実施形態においては、システム部への供給電流を監視することで、
特定の動作が実行されると想定（予想）したが、これに限らず、直接、ＵＳＢケーブルに
流れる電流を監視し、ＵＳＢケーブルに流れる電流の変動が所定の変動範囲を超えた場合
に、特定の動作が実行されると想定（予想）してもよい。この場合、ＵＳＢケーブル４０
からの供給電流の変動が所定の変動範囲を超えた場合に、特定の動作が実行されていると
判定するようにしたので、特定の動作であると予測できなかったような動作にも柔軟に対
応することができる。
　また、第２実施形態では、ステップＳ６２で、バッテリ２７の充電量が第３の閾値（例
えば、７０％）以下になった時点で、ステップＳ４０に戻って通常の制御に戻すようにし
たが、これに限らず、バッテリ２７からシステム部への供給電流が第１の閾値（３２０ｍ
Ａ）より小さくなった時点で、ステップＳ４０に戻って通常の制御に戻すようにしてもよ
い。但し、この場合、システム部への供給電流が第１の閾値を境に変動すると、制御が不
安定となるため、第１の閾値より小さくなってから所定の時間が経過した時点で、通常の
制御に戻すようにすればよい。
【００６４】
　また、上述した第１実施形態、及び第２実施形態においては、ＵＳＢケーブルが供給す
る電流の最大値を５００ｍＡとする例を示したが、ＵＳＢケーブルが供給する電流の最大
値は、５００ｍＡに限らずＵＳＢケーブルの規格に応じた最大値としてもよい。また、電
力供給ケーブルは、ＵＳＢケーブルに限らず、電子機器に電力を供給することができるケ
ーブルであればどのようなものであってもよい。
【００６５】
　以上、この発明のいくつかの実施形態について説明したが、この発明は、これらに限定
されるものではなく、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲を含むものであ
る。
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　以下に、本願出願の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
【００６６】
（付記１）
　付記１に記載の発明は、充電可能な電池部を備え、外部装置から電力供給ケーブルを介
して供給される供給電流を前記電池部の充電と自身のシステム部への給電とに配分する電
子機器であって、前記システム部で特定の動作が実行されているか否かを判定する判定手
段と、前記判定手段によって特定の動作が実行されていると判定されると、前記電池部へ
の充電を一時的に停止する充電制御手段と、前記充電制御手段によって前記電池部への充
電が一時的に停止された状態で、前記電力供給ケーブルを介して供給される電流を所定の
一定電流に制限する供給電流制限手段と、前記供給電流制限手段によって前記電力供給ケ
ーブルを介して供給される電流が所定の一定電流に制限された状態で、前記システム部の
負荷変動に伴い不足する前記システム部への供給電流を前記電池部から供給するシステム
部供給電流制御手段と、を備えることを特徴とする電子機器である。
【００６７】
（付記２）
　付記２に記載の発明は、前記電力供給ケーブルを介して供給される電流を検出する供給
電流検出手段を更に備え、前記充電制御手段は、前記判定手段によって特定の動作が実行
されていると判定された場合、前記供給電流検出手段によって前記電力供給ケーブルを介
して供給される電流が最大でないことが検出されると、前記電池部への充電を一時的に停
止する、ことを特徴とする付記１に記載の電子機器である。
【００６８】
（付記３）
　付記３に記載の発明は、前記特定の動作が終了すると、前記電力供給ケーブルを介して
供給される電流の制限を解除するとともに、前記電力供給ケーブルを介して供給される電
流を、前記電池部の充電と自身のシステム部の駆動とに配分する復帰手段を更に備える、
ことを特徴とする付記１または２に記載の電子機器である。
【００６９】
（付記４）
　付記４に記載の発明は、前記システム部への供給電流を検出する供給電流検出手段を更
に備え、前記判定手段は、前記供給電流検出手段によって検出された、前記システム部へ
の供給電流が、第１の閾値以上となったことを契機に、前記特定の動作が実行されている
と判定する、ことを特徴とする付記１に記載の電子機器である。
【００７０】
（付記５）
　付記５に記載の発明は、前記判定手段は、前記電力供給ケーブルからの供給電流の変動
が所定の変動範囲を超えた場合に、前記特定の動作が実行されていると判定する、ことを
特徴とする付記１に記載の電子機器である。
【００７１】
（付記６）
　付記６に記載の発明は、前記電池部の充電量を検出する充電量検出手段を更に備え、前
記充電制御手段は、前記判定手段によって特定の動作が実行されていると判定されると、
前記充電量検出手段によって前記電池部の充電量が第２の閾値以上であることが検出され
た場合に、前記電池部への充電を一時的に停止する、ことを特徴とする付記４または５に
記載の電子機器である。
【００７２】
（付記７）
　付記７に記載の発明は、前記充電制御手段は、前記充電量検出手段によって前記電池部
の充電量が第３の閾値以下であることが検出された場合に、前記電力供給ケーブルを介し
て供給される電流の制限を解除するとともに、前記電力供給ケーブルを介して供給される
電流を、前記電池部の充電と自身のシステム部の駆動とに配分する復帰手段を更に備える
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、ことを特徴とする付記６に記載の電子機器である。
【００７３】
（付記８）
　付記８に記載の発明は、充電可能な電池部を備える電子機器に対して、外部装置から電
力供給ケーブルを介して供給される供給電流を前記電池部の充電と自身のシステム部への
給電とに配分する給電制御方法であって、前記システム部で特定の動作が実行されている
か否かを判定するステップと、前記特定の動作が実行されていると判定されると、前記電
池部への充電を一時的に停止するステップと、前記電池部への充電が一時的に停止された
状態で、前記電力供給ケーブルを介して供給される電流を所定の一定電流に制限するステ
ップと、前記電力供給ケーブルを介して供給される電流が所定の一定電流に制限された状
態で、前記システム部の負荷変動に伴い不足する前記システム部への供給電流を前記電池
部から供給するステップと、を含むことを特徴とする給電制御方法である。
【００７４】
（付記９）
　付記９に記載の発明は、外部装置から電力供給ケーブルを介して供給される供給電流を
、充電可能な電池部の充電と自身のシステム部への給電とに配分する電子機器のコンピュ
ータに、前記システム部で特定の動作が実行されているか否かを判定する判定機能、前記
判定機能によって特定の動作が実行されていると判定されると、前記電池部への充電を一
時的に停止する充電制御機能、前記充電制御機能によって前記電池部への充電が一時的に
停止された状態で、前記電力供給ケーブルを介して供給される電流を所定の一定電流に制
限する供給電流制限機能、前記供給電流制限機能によって前記電力供給ケーブルを介して
供給される電流が所定の一定電流に制限された状態で、前記システム部の負荷変動に伴い
不足する前記システム部への供給電流を前記電池部から供給するシステム部供給電流制御
機能、を実行させることを特徴とするプログラムである。
【符号の説明】
【００７５】
　１０　デジタルカメラ
　３０　ＰＣ（パーソナルコンピュータ）
　４０　ＵＳＢケーブル
　１１　撮像レンズ
　１１ａ　ズームレンズ
　１１ｂ　フォーカスレンズ
　１２　絞り兼用シャッタ
　１３　ＣＣＤ
　１４　ＴＧ（Timing Generator）
　１５　ユニット回路
　１６　画像処理部
　１７　レンズ駆動部
　１７ａ　ズームレンズ駆動部
　１７ｂ　フォーカスレンズ駆動部
　１８　ＣＰＵ
　１９　ＤＲＡＭ
　２０　メモリ
　２１　フラッシュメモリ
　２２　表示部
　２３　キー入力部
　２４　カードＩ／Ｆ
　２５　メモリ・カード
　２６　ＵＳＢ充電制御部
　２７　バッテリ
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　２８　供給電流検出部
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