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(57)【要約】
【課題】　電源供給線の抵抗やコネクタの接触抵抗があ
っても正確な電源供給を行うことができ、更に、必要な
電源電圧の異なる複数の電子装置に対して１つの電源装
置で対応することのできる電子システムを提供する。
【解決手段】　電子装置５０と、該電子装置５０と接続
／取外し可能に設けられ接続時にケーブルを介して電源
供給を行う電源装置１０とを備えた電子システムである
。そして、電子装置５０には、電源の供給量に関する検
出を行って第１検出信号を出力する第１検出回路５１と
、電源装置と接続時に前記第１検出信号を電源装置１０
に送る制御信号端子Ｔ２とが設けられ、電源装置１０に
は、出力可変にされた電源回路１１と、第１検出信号に
基づき電源回路１１の出力制御を行う制御回路１２とが
設けられている構成とした。
【選択図】　　　　図１



(2) JP 2008-61342 A 2008.3.13

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子装置と、該電子装置と接続／取外し可能に設けられ接続時にケーブルを介して前記
電子装置へ電源供給を行う電源装置と、を備えた電子システムであって、
　前記電子装置から出力制御用の信号が前記電源装置に送られ、該電源装置は前記出力制
御用の信号に基づいて電源の出力制御を行うことを特徴とする電子システム。
【請求項２】
　電子装置と、該電子装置と接続／取外し可能に設けられ接続時にケーブルを介して前記
電子装置へ電源供給を行う電源装置と、を備えた電子システムであって、
　前記電子装置には、
　電源の供給量に関する検出を行って第１検出信号を出力する第１検出回路と、
　前記電源装置との接続時に前記第１検出信号を電源装置に送る制御信号端子とが設けら
れ、
　前記電源装置には、
　出力可変にされた電源回路と、
　前記第１検出信号に基づき前記電源回路の出力制御を行う制御回路とが設けられている
ことを特徴とする電子システム。
【請求項３】
　前記電源の供給量に関する検出とは、電源電圧および／又は電源電流の検出であること
を特徴とする請求項２記載の電子システム。
【請求項４】
　前記第１検出信号はアナログ信号であり、前記第１検出回路は検出値に応じて前記第１
検出信号を基準値から所定量変位させる構成であり、
　前記制御回路は、前記第１検出信号が基準値のときに電源出力を大きくさせ、前記検出
信号が基準値から一定量変位すると該変位量に応じて電源出力を小さくさせるように制御
動作することを特徴とする請求項２又は３に記載の電子システム。
【請求項５】
　前記電源装置には、
　出力電圧および／又は出力電流を検出して第２検出信号を出力する第２検出回路が設け
られ、
　前記制御回路は、前記第１検出信号の入力がない場合に、前記第２検出信号に基づき出
力制御を行うように構成されていることを特徴とする請求項２～４の何れかに記載の電子
システム。
【請求項６】
　前記制御回路は、前記第１および第２検出信号が基準値のときに電源出力を大きくさせ
、前記第１または第２検出信号が基準値から一定量変位すると該変位量に応じて電源出力
を小さくさせるように制御動作し、
　前記第１検出回路および前記第２検出回路は、検出電圧が各々の設定電圧を超えると前
記第１又は第２検出信号を基準値から変位させるように構成され、
　前記第２検出回路の設定電圧　＞　前記第１検出回路の設定電圧
　に設定されていることを特徴とする請求項５記載の電子システム。
【請求項７】
　前記制御回路は、前記第１および第２検出信号が基準値のときに電源出力を大きくさせ
、前記第１または第２検出信号が基準値から一定量変位すると該変位量に応じて電源出力
を小さくさせるように制御動作し、
　前記第１検出回路および前記第２検出回路は、検出電流が各々の設定電流を超えると前
記第１又は第２検出信号を基準値から変位させるように構成され、
　前記第２検出回路の設定電流　＞　前記第１検出回路の設定電流
　に設定されていることを特徴とする請求項５又は６に記載の電子システム。
【請求項８】
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　前記電源装置には、
　前記第１検出信号と前記第２検出信号とを加算する加算回路が設けられ、
　該加算回路の出力が前記制御回路に送られて出力制御が行われることを特徴とする請求
項６又は７に記載の電子システム。
【請求項９】
　前記電子装置には、
　電源の供給量に関する検出を行う第３検出回路と、
　前記第１検出回路の出力又は前記第３検出回路の出力を選択的に切り替えて前記電源装
置側に出力させる第１切替回路とが設けられ、
　前記電源装置には、
　電源の出力量に関する検出を行って検出信号を出力する第４検出回路と、
　前記電子装置からの検出信号または前記第４検出回路の検出信号を切り替えて前記制御
回路へ出力する第２切替回路と、
　前記電子装置からの検出信号の有無を検出して前記第２切替回路の切り替えを行う信号
検出回路とが設けられ、
　前記第１、第３、第４検出回路は、検出値が各々の設定値を越えると出力値を基準値か
ら変位させる構成であり、
　前記第１検出回路の設定値　＞　前記第４検出回路の設定値　＞　前記第３検出回路の
設定値
　に設定されていることを特徴とする請求項２～４の何れかに記載の電子システム。
【請求項１０】
　前記第１切替回路は、
　前記第３検出回路の出力が無いときには該第３検出回路側に接続を切り替え、
　前記第３検出回路の出力が生じたら所定の遅延時間経過後に前記第１検出回路側に接続
を切り替えるように構成され、
　前記第２切替回路は、
　前記信号検出回路が検出信号の有りを検出したときには前記電子装置からの検出信号側
に接続を切り替え、
　前記信号検出回路が検出信号の無しを検出したときには前記第４検出回路側に接続を切
り替えるように構成されていることを特徴とする請求項９記載の電子システム。
【請求項１１】
　前記電子装置には、
　入力される電源電圧を検出して各々値の異なる複数の設定電圧を基準にそれぞれ電圧検
出信号を出力する複数の電圧検出回路と、
　前記複数の電圧検出回路のうち何れかの電圧検出信号を選択的に切り替えて前記電源装
置に送る第３切替回路とが設けられ、
　前記電源装置には、
　供給電源の出力制御を行う制御回路と、
　出力電流を検出して各々値の異なる複数の設定電流を基準に電流検出信号を出力可能な
電流検出回路と、
　出力電圧に基づいて前記電流検出回路の前記設定電流を切り替える設定切替手段とが設
けられ、
　前記電子装置から入力された検出信号と前記電流検出回路の検出信号に基づき前記制御
回路の出力制御が行われることを特徴とする請求項１記載の電子システム。
【請求項１２】
　前記電子装置には、
　電源ライン上に直列に接続されて電源の入力を遮断可能なスイッチ回路と、
　該スイッチ回路より内部回路側の結節点で電源電圧を検出する第１電圧検出回路と、
　前記スイッチ回路より電源入力端子側で電源電圧を検出する第２電圧検出回路と、
　前記第１電圧検出回路の検出信号または前記第２電圧検出回路の検出信号を切り替えて
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前記電源装置側へ出力する信号切替回路と、
　が設けられていることを特徴とする請求項１記載の電子システム。
【請求項１３】
　前記信号切替回路は、
　前記スイッチ回路がオンのときに前記第１電圧検出回路側に切り替り、
　前記スイッチ回路がオフのときに前記第２電圧検出回路側に切り替るように構成されて
いることを特徴とする請求項１２記載の電子システム。
【請求項１４】
　前記電源装置には、前記電子装置から送られてくる検出信号に基づき電源の出力制御を
行う制御回路が設けられ、
　前記制御回路は、前記第２電圧検出回路の検出信号が入力された場合に、前記第１電圧
検出回路の検出信号が入力された場合よりも電源電圧を低く制御するように構成されてい
ることを特徴とする請求項１２又は１３に記載の電子システム。
【請求項１５】
　外部の電源装置から電源供給を受けて動作する電子装置であって、
　電源の供給量に関する検出を行って検出信号を出力する検出回路と、
　電源電圧を入力する電源入力端子および前記検出信号を前記電源装置へ出力するための
制御信号端子を含む接続コネクタと、
　を備えていることを特徴とする電子装置。
【請求項１６】
　外部の電子装置に接続してケーブルを介して電源供給を行う電源装置であって、
　出力可変にされた電源回路と、
　該電源回路の出力制御を行う制御回路と、
　前記電源回路からの電源出力を行う電源出力端子および出力制御用の信号を外部から入
力する制御信号端子を含む接続コネクタとを備え、
　前記制御回路は、前記制御信号端子の信号に基づいて前記電源回路の出力制御が可能に
構成されていることを特徴とする電源装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、ケーブルを介して電源供給を行う電源装置と、この電源供給を受けて機能
動作する電子装置、並びに、この電子装置と電源装置とを組み合わせた電子システムに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　例えばＡＣアダプタなどの電源装置から電源の供給を受けて機能動作する電子装置があ
る。一般的なＡＣアダプタでは内部で出力電圧や出力電流の検出を行って電源出力量の制
御が行われる。
【０００３】
　ケーブルを介して電源供給を行う場合、ケーブルの配線抵抗や接続コネクタの接触抵抗
により供給電圧は幾分低下する。そのため、比較的正確な電源電圧を必要とする電子装置
では、ＡＣアダプタの出力電圧を必要な電圧より少し高い値に設定しておき、電子装置内
でレギュレータ回路等により入力電源を降圧して正確で安定した内部電源を内部回路に供
給するように構成されるのが一般である。
【０００４】
　例えば、携帯電話などＡＣアダプタからの電源でリチウムイオン電池などの２次電池を
充電するシステム等においては、定電圧モードでの充電に正確な電圧が必要であることか
ら、携帯電話の内部で上記のような電圧制御が行われるのが一般的である。
【０００５】
　また、本願発明に関連する従来技術として、例えば特許文献１には、出力電圧の設定を
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行うアダプタを介することで、種々の出力電圧に切り替えて電源供給を可能とした電源装
置についての開示がある。
【特許文献１】特開２００２－３１５２１７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ケーブルの配線抵抗やコネクタの接触抵抗があってもＡＣアダプタから内部回路への正
確な電圧供給が可能となれば、正確な電源電圧を必要とする場合でも内部にレギュレータ
回路等を設けて電圧制御を行う必要がなくなるという利点が得られる。
【０００７】
　また、ＡＣアダプタなどの電源装置では、電源供給線を細くしてケーブルの柔軟性を高
くする要求がなされたり、接続コネクタを小型化する要求がなされることがあり、これら
の要求を満たそうとすると、ケーブルの配線抵抗やコネクタの接触抵抗が増加して正確な
電圧供給が難しくなるという問題が生じる。
【０００８】
　この発明の目的は、電源供給線の抵抗やコネクタの接触抵抗があっても正確な電源供給
を行うことのできる電源装置および電子装置を提供することにある。
【０００９】
　この発明のその他の目的は、必要な電圧や電流の異なる複数の電子装置に対して、１つ
の電源装置でそれぞれに適した電源供給を行うことができる電源装置および電子装置を提
供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、上記目的を達成するため、電子装置（５０：図１）と、該電子装置と接続／
取外し可能に設けられ接続時にケーブルを介して前記電子装置へ電源供給を行う電源装置
（１０）とを備えた電子システムであって、前記電子装置（５０）から出力制御用の信号
が前記電源装置に送られ、該電源装置（１０）は前記出力制御用の信号に基づいて電源の
出力制御を行う構成とした。
【００１１】
　具体的には、前記電子装置（５０）には、電源の供給量に関する検出（電源電圧や電源
電流の検出）を行って第１検出信号を出力する第１検出回路（５１）と、前記電源装置と
の接続時に前記第１検出信号を電源装置に送る制御信号端子とが設けられ、前記電源装置
には、出力可変にされた電源回路（１１）と、前記第１検出信号に基づき前記電源回路の
出力制御を行う制御回路（１２）とが設けられている構成とすると良い。
【００１２】
　このような手段によれば、電源電圧や電源電流の検出を電子装置の内部で検出し、この
検出に基づき電源の出力制御が行われるので、ケーブルの配線抵抗やコネクタの接触抵抗
があってもその影響を排した正確な値の電源供給を行うことが出来る。従って、電子装置
側で正確な電源電圧を必要とする場合でも、電子装置の内部にレギュレータ回路等を設け
て安定した内部電源を生成する必要がなくなる。
【００１３】
　さらに具体的には、前記第１検出信号はアナログ信号であり、前記第１検出回路（５１
）は検出値に応じて前記第１検出信号を基準値から所定量変位させる構成であり、前記制
御回路（１２）は、前記第１検出信号が基準値のときに電源出力を大きくさせ、前記検出
信号が基準値から一定量変位すると該変位量に応じて電源出力を小さくさせるように制御
動作する構成とすると良い。
【００１４】
　このような手段によれば、従来の電源出力用の電源回路とほぼ同様の構成により電源装
置を構成することが出来る。また、検出信号が基準値からアナログ的に変位する信号なの
で、電子装置内で電源電圧の検出や電源電流の検出など２種類の検出を行った場合でも、
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それらの各検出信号を和算して電源装置側に出力することで、これら２種類の検出に基づ
く出力制御を実現できる。すなわち、負荷抵抗が小さいときには電流検出により所定の電
源電流を保つような制御がなされ、負荷抵抗が大きくなって電源電圧が上昇してきたら電
圧検出により所定の電源電圧が保たれるような制御も可能となる。
【００１５】
　また、必要な電源電圧や電源電流の異なる複数種類の電子装置に対して、一種類の電源
装置でそれぞれに適した電源供給を行うことが出来るという利点も得られる。例えば、或
る電子装置において、電源電圧が４Ｖの近傍で検出信号が基準値から変位するような検出
信号を出力させることで、この電子装置に４Ｖの電源電圧を供給することが出来るし、別
の電子装置において、電源電圧が６Ｖの近傍で検出信号が基準値から変位するような検出
信号を出力させることで、この電子装置に６Ｖの電源電圧を供給することが出来るように
なる。
【００１６】
　好ましくは、前記電源装置（１０Ａ：図３）には、出力電圧および／又は出力電流を検
出して第２検出信号を出力する第２検出回路（１４）が設けられ、前記制御回路（１２）
は、前記第１検出信号（Ｓ１）の入力がない場合に、前記第２検出信号（Ｓ２）に基づき
出力制御を行うように構成すると良い。
【００１７】
　このような構成により、電源装置と電子装置との接続が取り外されたときに、検出信号
が無くなって電源装置の出力制御が不安定になり出力電圧が異常に上昇すると云ったよう
な不都合を回避することが出来る。
【００１８】
　具体的には、前記制御回路（１２）は、前記第１および第２検出信号が基準値のときに
電源出力を大きくさせ、前記第１または第２検出信号が基準値から一定量変位すると該変
位量に応じて電源出力を小さくさせるように制御動作し、前記第１検出回路および前記第
２検出回路は、検出電圧が各々の設定電圧を超えると前記第１又は第２検出信号を基準値
から変位させるように構成され、"前記第２検出回路の設定電圧（Ｖ２）＞前記第１検出
回路の設定電圧（Ｖ１）"のように設定すると良い。
【００１９】
　さらに、前記第１検出回路および前記第２検出回路は、検出電流が各々の設定電流を超
えると前記第１又は第２検出信号を基準値から変位させるように構成され、 "前記第２検
出回路の設定電流（Ｉ２）＞前記第１検出回路の設定電流（Ｉ１）"のように設定すると
良い。
【００２０】
　また、前記電源装置には、前記第１検出信号と前記第２検出信号とを加算する加算回路
（１５）を設け、該加算回路の出力が前記制御回路に送られて出力制御が行われるように
構成すると良い。
【００２１】
　このような構成とすることで、電源装置と電子装置との接続および接続の取外し時に、
検出信号の切り替えを適宜自動的に行うことが出来る。すなわち、上記の第１と第２の検
出回路の構成では、検出の基準値となる設定電圧や設定電流が小さい方が、先に検出信号
を大きく変位し、それにより電源出力が抑えられるように出力制御が行われる。従って、
電源装置と電子装置とが接続されているときには、設定電圧や設定電流が小さく設定され
た電子装置側の検出信号による出力制御が行われ、電源装置と電子装置との接続が断たれ
て電子装置側の検出信号の入力がなくなった場合に初めて電源装置側の検出信号による出
力制御が行われることとなる。
【００２２】
　さらに好ましくは、前記電子装置（５０Ｂ）には、電源の供給量に関する検出を行う第
３検出回路（５３）と、前記第１検出回路（５１ａ）の出力又は前記第３検出回路（５３
）の出力を選択的に切り替えて前記電源装置側に出力させる第１切替回路（５４）とが設



(7) JP 2008-61342 A 2008.3.13

10

20

30

40

50

けられ、前記電源装置（１０Ｂ）には、電源の出力量に関する検出を行って検出信号を出
力する第２検出回路（１４ａ）と、前記電子装置からの検出信号または前記第２検出回路
（１４ａ）の検出信号を切り替えて前記制御回路（１２）へ出力する第２切替回路（１６
）と、前記電子装置からの検出信号の有無を検出して前記第２切替回路（１６）の切り替
えを行う信号検出回路（１７）とが設けられ、前記第１～第３検出回路は、検出値が各々
の設定値を越えると出力値を基準値から変位させる構成であり、"前記第１検出回路の設
定値（Ｖ１）＞前記第２検出回路の設定値（Ｖ２）＞前記第３検出回路の設定値（Ｖ３）
"のように設定すると良い。
【００２３】
　また具体的には、前記第１切替回路（５４）は、前記第３検出回路の出力が無いときに
は該第３検出回路側に接続を切り替え、前記第３検出回路の出力が生じたら所定の遅延時
間経過後に前記第１検出回路側に接続を切り替えるように構成され、前記第２切替回路（
１６）は、前記信号検出回路（１７）が検出信号の有りを検出したときには前記電子装置
からの検出信号側に接続を切り替え、前記信号検出回路（１７）が検出信号の無しを検出
したときには前記第２検出回路（１４ａ）側に接続を切り替えるように構成すると良い。
【００２４】
　このような構成とすることで、電源装置と電子装置との接続および接続の取外し時に、
検出信号の切り替えを適宜自動的に行うことが出来る。さらに、第２検出回路の設定値が
第１検出回路の設定値より低くなるため、接続取外し時の出力電圧を接続時の供給電圧よ
りも低い電圧に設定することが出来る。そのため、電源装置のコネクタが間違って他の回
路に誤接続されたりショートした場合でも、回路の破壊等を防ぐことが出来る。
【００２５】
　また、本願発明に係る電子システムは、前記電子装置（５０Ｃ：図５）に、入力される
電源電圧を検出して各々値の異なる複数の設定電圧を基準にそれぞれ電圧検出信号を出力
する複数の電圧検出回路（５１ｖａ～５１ｖｃ）と、前記複数の電圧検出回路のうち何れ
かの電圧検出信号を選択的に切り替えて前記電源装置に送る第３切替回路（５６）とを設
け、前記電源装置（１０Ｃ）に、供給電源の出力制御を行う制御回路（１２）と、出力電
流を検出して各々値の異なる複数の設定電流を基準に電流検出信号を出力可能な電流検出
回路（１８）と、出力電圧に基づいて前記電流検出回路の前記設定電流を切り替える設定
切替手段（１９，２０）とを設け、前記電子装置（５０Ｃ）から入力された検出信号と前
記電流検出回路の検出信号に基づき前記制御回路（１２）の出力制御が行われるように構
成すると良い。
【００２６】
　このような手段によれば、電子装置側で入力電圧の切替制御が可能になるとともに、入
力電圧の切り替えを行ったときに、それに応じて電源装置側で出力電流の最大値を自動的
に切り替えることが出来る。それにより、例えば、小電圧のときには大電流まで出力させ
るが、大電圧のときには小電流しか出力できないようにするなどして、回路等に与える負
担が過大にならない電源出力を行うことが出来る。
【００２７】
　また、本願発明に係る電子システムは、前記電子装置（５０Ｄ）に、電源ライン上に直
列接続されて電源の入力を遮断可能なスイッチ回路（ＳＷ１）と、該スイッチ回路より内
部回路側の結節点で電源電圧を検出する第１電圧検出回路（５１ｆ）と、前記スイッチ回
路より電源入力端子側で電源電圧を検出する第２電圧検出回路（５１ｅ）と、前記第１電
圧検出回路の検出信号または前記第２電圧検出回路の検出信号を切り替えて前記電源装置
側へ出力する信号切替回路（５９）とを設けるように構成すると良い。
【００２８】
　このような手段によれば、電源装置に接続したままスイッチ回路をオフさせることで電
子装置側で電源の供給を遮断させることが出来る。また、このとき、第１電圧検出回路か
らは電源入力が遮断されることで検出信号の出力が停止されるが、代わりに第２電圧検出
回路からの検出信号が電源装置側に出力されて、電源の出力制御を安定化させることが出
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来る。
【００２９】
　具体的には、前記信号切替回路（５９）は、前記スイッチ回路がオンのときに前記第１
電圧検出回路側に切り替り、前記スイッチ回路がオフのときに前記第２電圧検出回路側に
切り替るように構成すると良い。
【００３０】
　また、"第２電圧検出回路の設定電圧（Ｖｗ）＞第１電圧検出回路の設定電圧（Ｖｎ）"
のように設定することで、自動的に上記のように検出信号の切り替りを実現することも出
来る。
【００３１】
　さらに、好ましくは、電源装置の出力制御を行う制御回路（１２）は、前記第２電圧検
出回路（５１ｅ）の検出信号が入力された場合に、前記第１電圧検出回路（５１ｆ）の検
出信号が入力された場合よりも電源電圧を低く制御するように設定電圧を設定すると良い
。
【００３２】
　このような構成によれば、スイッチ回路の切り替わりと連動させて検出信号の切替制御
を行う必要があるが、電源入力を遮断したときの出力電圧を低く設定できるという利点が
得られる。
【００３３】
　なお、この項目の説明において、実施形態との対応関係を示す符号を括弧書きで記した
が、本発明はこれに限定されるものではない。
【発明の効果】
【００３４】
　以上説明したように、本発明に従うと、電源線の抵抗やコネクタの接触抵抗があっても
電源装置から電子装置へ正確な電源供給を行うことが出来るという効果がある。
【００３５】
　また、必要な電源電圧や電源電流の異なる複数の電子装置に対して、１つの電源装置で
それぞれに適した電源供給を行うことが出来るという効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３６】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
［第１の実施の形態］
　図１は、本発明の第１実施形態の電子システムの基本構成を示したブロック図である。
　この実施形態の電子システムは、外部から電源供給を受けて機能動作する電子装置とし
てのセット機器５０と、該セット機器５０に接続／取外し可能にされて接続時に電源供給
を行う電源装置としてのＡＣアダプタ１０とを備えたものである。
【００３７】
　ＡＣアダプタ１０とセット機器５０とは、少なくとも３端子Ｔ０～Ｔ２のコネクタを介
して接続可能にされている。３端子のうち２端子は電源電圧を入力する電源端子Ｔ０，Ｔ
１、１端子はセット機器５０からＡＣアダプタ１０へ電源の出力制御用の信号を出力する
ための制御信号端子Ｔ２である。
【００３８】
　また、ＡＣアダプタ１０は、電源回路が搭載されるアダプタ本体部と、本体部から延び
る電源供給用のケーブルを有し、このケーブルの先端に上記の電源端子Ｔ０，Ｔ１と制御
信号端子Ｔ２を有する接続コネクタが設けられている。ケーブル内には、電源供給線ｈ１
とグランド線ｈ２と制御信号線ｈ３とが配線され、これらの配線ｈ１～ｈ３には寄生的な
配線抵抗Ｒ１～Ｒ３が付加されている。
【００３９】
　ＡＣアダプタ１０は、図１に示すように、交流電源を入力してトランジスタのスイッチ
ング動作により制御された電力出力を行うＳＷ電源回路１１と、このＳＷ電源回路１１の
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スイッチング動作の周波数やオン期間を変化させて出力制御を行う制御回路１２と、セッ
ト機器５０から送られた出力制御用の検出信号を受信する受信バッファ等の検出受信回路
１３とを備えている。
【００４０】
　セット機器５０は、セット機器５０としての機能動作を行う機能回路等（図示略）に加
えて、例えば回路中で正確な電源電圧や電源電流が必要な電源ライン上の結節点において
電圧検出を行う検出回路５１と、該検出回路５１の検出信号を電力増幅して制御信号端子
Ｔ２を介してＡＣアダプタ１０に送信する例えば電圧ホロワなどの信号発信回路（図示略
）等を備えている。
【００４１】
　図２は、検出回路の出力特性のグラフを示す。
　検出回路５１は、例えば、電源電圧を分割抵抗で分割して得た分割電圧を基準電圧と比
較し、その電圧差を誤差アンプで増幅した検出信号を出力するものである。誤差アンプは
、分割電圧が基準電圧より小さいときには出力電圧を基準値（例えば電圧値ゼロ）とし、
分割電圧が基準電圧と同等や高くなると出力電圧を高くするように動作する。
【００４２】
　これにより、検出回路５１から出力される検出信号は、図２（ａ）に示すように、検出
電圧Ｖが設定電圧Ｖｓより所定電圧低い値になるまでは基準値を維持し、検出電圧Ｖが設
定電圧Ｖｓより所定電圧低い値を超えたときに検出信号の電圧値を上昇させ、設定電圧Ｖ
ｓを上回ればその分検出信号の電圧を高くするように動作する。
　この設定電圧Ｖｓは、分割抵抗の抵抗値を適宜選定することにより、任意の値に設定可
能であり、この実施形態では必要な電源電圧の値に設定されている。
【００４３】
　なお、上記の検出回路５１に、電源電流の検出回路を含めるようにすることも出来る。
この電源電流の検出回路は、検出電流が流れる経路上に小さな抵抗値の抵抗器を設け、こ
の抵抗器の両端に発生した変換電圧を基準電圧と比較し、この電圧差を誤差アンプで増幅
して検出信号として出力させるように構成できる。ここで、誤差アンプは、変換電圧が基
準電圧より小さいときには出力電圧を基準値（例えば電圧値ゼロ）とし、変換電圧が基準
電圧と同等や高くなると出力電圧を高くするように動作させる。
【００４４】
　これにより、電源電流の検出回路から出力される検出信号は、図２（ｂ）に示すように
、検出電流Ｉが設定電流Ｉｓより所定電流小さい値になるまでは基準値を維持し、検出電
流Ｉが設定電流Ｉｓより所定電流小さい値を超えたときに検出信号の電圧値を上昇させ、
設定電流Ｉｓを上回ればその分検出信号の電圧を高くするように動作する。この設定電流
Ｉｓは、電流電圧変換用の抵抗器の値を適宜選定することにより、任意の値に設定可能で
ある。
【００４５】
　検出回路５１に、上記の電源電圧の検出回路と電源電流の検出回路との両方を含めた場
合には、これら両方の検出信号の電圧値を和算して１つの信号として出力するように構成
すれば良い。このような検出信号とすることで、図２（ａ），（ｂ）に示すように、電源
電圧Ｖ或いは電源電流Ｉが設定電圧Ｖｓや設定電流Ｉｓの近傍になるまでは検出信号は基
準値のまま変化せず、電源電圧Ｖ或いは電源電流Ｉの何れかが設定電圧Ｖｓや設定電流Ｉ
ｓの近傍を超えると検出信号の電圧が上昇するように動作する。
【００４６】
　ＡＣアダプタ１０の制御回路１２は、入力される検出信号が所定電圧より小さいときに
は、ＳＷ電源回路１１の出力を増大させ、検出信号が所定電圧より大きくなるとＳＷ電源
回路１１のスイッチング素子のオン期間を短くしたり、スイッチング周波数を長くしたり
制御して、ＳＷ電源回路１１の出力を低減させる。
【００４７】
　従って、上記検出回路５１の検出動作と上記制御回路１２の制御動作により、ＡＣアダ
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プタ１０の出力制御が行われて、検出回路５１の検出点で設定電圧Ｖｓの電圧が正確に供
給されることとなる。また、セット機器５０の負荷抵抗が低くなって出力電流が大きくな
り検出回路５１の設定電流Ｉｓに達すると、電源電流の検出回路の出力の作用により検出
回路５１の検出点で設定電流Ｉｓの電圧が正確に供給されることとなる。
【００４８】
　以上のように、この実施の形態の電子システムによれば、セット機器５０側で電圧や電
流の検出を行って、その検出信号に基づきＡＣアダプタ１０の出力制御を行う構成なので
、ＡＣアダプタ１０のケーブルの配線抵抗Ｒ１～Ｒ３が比較的に大きくなったり、接続コ
ネクタの接触抵抗が比較的に大きくなった場合でも、これらの影響を排した正確な電源電
圧や電源電流をセット機器５０に供給することが出来る。従って、正確な電圧や電流を必
要とする内部回路があっても、セット機器５０にレギュレータ回路を設けることなく、Ａ
Ｃアダプタ１０からの供給電源を直接的に内部回路に供給することが出来る。
【００４９】
　なお、検出信号が伝送される制御信号線ｈ３にも配線抵抗Ｒ３や端子接触抵抗が生じる
が、検出信号の電流は電源供給線ｈ１の電流に比べて非常に小さな値に設定できるので、
これらの影響は無視できるレベルまで低減することが出来る。
【００５０】
　また、この実施の形態の電子システムによれば、セット機器５０の検出回路５１の設定
電圧Ｖｓや設定電流Ｉｓの値を異ならせることで、ＡＣアダプタ１０に異なる電源電圧や
電源電流の供給を行わせることが出来るので、異なる電源電圧等を必要とする複数種類の
電子装置に対応して、１つのＡＣアダプタ１０でそれぞれに適した電源供給を行わせるこ
とが出来るという効果も得られる。
【００５１】
　なお、この実施形態において、セット機器５０からＡＣアダプタ１０に送る出力制御用
の信号は、上記の検出信号に限られず、電源出力の増減要求が示される信号であれば種々
のパターンの信号を適用できる。例えば、検出電圧や検出電流が設定値より低いときにハ
イレベルとなり、設定値より高くなったときにロウレベルとなるアナログ信号を出力する
ように構成することもできる。この場合、ＳＷ電源回路１１の制御回路１２を検出信号の
電圧が低いときに出力を低くし、検出信号の電圧が高くなった場合に出力を高くするよう
に構成すれば良い。
【００５２】
［第２の実施の形態］
　図３は、本発明の第２実施形態の電子システムの構成を示したブロック図である。
　第２実施形態の電子システムは、第１実施形態の構成に加えて、ＡＣアダプタ１０Ａ側
にも出力電圧や出力電流の検出回路１４を設け、セット機器５０ＡとＡＣアダプタ１０Ａ
との接続が外されたときに、ＡＣアダプタ１０Ａ側の検出信号Ｓ２を用いてＳＷ電源回路
１１の制御が行われるようにしたものである。
【００５３】
　そのため、このＡＣアダプタ１０Ａには、上記の検出回路１４と、この検出回路１４の
検出信号Ｓ２とセット機器５０Ａからの検出信号Ｓ１とを和算して制御回路１２に出力す
る加算回路１５とが設けられている。
【００５４】
　検出回路１４は、図２に示した検出回路５１の出力特性と同様に、検出電圧および検出
電流が設定値（Ｖ２，Ｉ２）より低いときには検出信号Ｓ２の電圧を基準値（例えば電圧
ゼロ）に保ち、設定値の近傍を超えると検出信号Ｓ２の電圧を上昇させるように構成され
ている。
　ここで、検出回路１４の設定電圧Ｖ２や設定電流Ｉ２は、セット機器５０の検出回路の
設定電圧Ｖ１や設定電流Ｉ１と比較して、"Ｖ２＞Ｖ１"、"Ｉ２＞Ｉ１"に設定されている
。
【００５５】
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　加算回路１５は、２つのアナログ信号の電圧値をそれぞれ加算して出力する回路である
。具体的には、オペアンプを用いて電圧を加算する回路としても良いし、或いは、加算値
にはさほど精度を要さないのでオペアンプを用いずに抵抗器のみで電圧を加算するタイプ
の回路を適用しても良い。
【００５６】
　このようなＡＣアダプタ１０Ａとセット機器５０Ａによれば、両者が接続されている状
態において、ＡＣアダプタ１０Ａの出力電圧が大きくなっていくと、設定電圧や設定電流
の小さいセット機器５０Ａ側の検出回路５１ａの検出信号Ｓ１が先に出力を上昇させ、こ
れが加算回路１５を介して制御回路１２に出力される。そして、この検出信号Ｓ１により
出力電圧が抑えられるような制御がなされて、出力電圧は検出回路５１ａの設定電圧Ｖ１
の近傍で安定する。
【００５７】
　このとき、ＡＣアダプタ１０Ａの出力電圧は、ＡＣアダプタ１０Ａ側の検出回路１４の
設定電圧Ｖ２より低い値で維持されるので、この検出回路１４の検出信号Ｓ２は殆どゼロ
となり、加算回路１５の出力に影響を与えない。それゆえ、ＡＣアダプタ１０Ａとセット
機器５０Ａが接続されている状態では、セット機器５０Ａ側の検出信号Ｓ１が優先的に用
いられて出力制御が行われることとなる。
【００５８】
　一方、ＡＣアダプタ１０Ａとセット機器５０Ａとの接続が外された場合には、セット機
器５０Ａからの検出信号Ｓ１は無くなるので、ＡＣアダプタ１０Ａの出力電圧は上昇し、
設定電圧Ｖ２の近傍になったときにＡＣアダプタ１０Ａ側の検出回路１４の出力が上昇す
る。そして、この検出信号Ｓ２が加算回路１５を介して制御回路１２に出力され出力制御
がなされる。そして、ＡＣアダプタ１０Ａの出力電圧が設定電圧Ｖ２の近傍で安定する。
【００５９】
　負荷抵抗の小さな回路が接続されて電源電流で制御が行われている場合にも、同様の作
用動作により、セット機器５０Ａが接続されている状態では、セット機器５０Ａ側の検出
信号Ｓ１が優先的に用いられて出力制御が行われ、セット機器５０Ａが接続されていない
状態では、検出回路１４の検出信号Ｓ２が用いられて出力制御が行われることとなる。
【００６０】
　以上のように、この実施の形態の電子システムによれば、セット機器５０Ａの接続の有
無により検出信号Ｓ１，Ｓ２の切り替えが適宜行われて出力制御がなされることとなり、
セット機器５０Ａとの接続が外されて検出信号Ｓ１の入力が断たれたときでも、ＡＣアダ
プタ１０Ａの出力が異常上昇したり不安定になったりするのを防止できるという効果が得
られる。
【００６１】
　なお、上記実施形態では、検出信号Ｓ１，Ｓ２の切り替えを行うのに、各検出回路の設
定電圧や設定電流の値を適宜な関係に選定し、両方の検出信号Ｓ１，Ｓ２を加算して制御
回路１２に出力するように構成したが、その他、上記の加算回路１５の代りに切替回路を
設けるようにしても良い。さらに、制御信号端子Ｔ２に電子装置５０Ａの検出回路５１ａ
が接続されているか否かをインピーダンス等により検出し、接続が検出されれば検出信号
Ｓ１を制御回路１２に出力し、接続が検出されなければ検出回路１４の検出信号Ｓ２を制
御回路１２に出力するように切替回路の信号線を選択的に切り替えさせる。このような構
成とした場合、上記のようにＡＣアダプタ１０Ａ側の検出回路１４の設定値は任意の値に
設定することが可能となる。
【００６２】
［第３の実施の形態］
　図４は、本発明の第３実施形態の電子システムの構成を示したブロック図である。
　第３実施形態の電子システムは、第２実施形態と同様に、セット機器５０Ｂの接続があ
るときと無いときとで制御回路１２に供給する検出信号を切り替えるものであるが、この
実施形態では、さらに接続が無いときの出力電圧を、接続が有るときの出力電圧よりも低
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く設定できるようにしたものである。
【００６３】
　そのため、この実施形態のセット機器５０Ｂには、内部回路に必要な電源電圧や電源電
流（Ｖ１＝１０Ｖ，Ｉ１）の設定値を基準に検出信号を出力する第１検出回路５１ａに加
えて、電源線の電圧を検出して低い設定電圧Ｖ３（例えば２Ｖ）を基準に検出信号を出力
する補助検出回路５３と、検出回路５１ａの検出信号と補助検出回路５３の検出信号との
何れかを選択的に出力する第１切替回路５４と、第１切替回路５４の切替タイミングに遅
延を与える時定数回路５５とが設けられている。
【００６４】
　さらに、この実施形態のＡＣアダプタ１０Ｂには、出力電圧の検出を行う第２検出回路
１４ａに加えて、セット機器５０Ｂからの検出信号の有無を検出する信号検出回路１７と
、検出信号の有無に応じてセット機器５０Ｂ側の検出信号Ｓ１とＡＣアダプタ１０Ｂ側の
検出信号Ｓ２との切替を行う第２切替回路１６とが設けられ、この第２切替回路１６の出
力が制御回路１２に出力されて出力制御がなされるようになっている。
【００６５】
　上記の第１検出回路５１ａと第２検出回路１４ａと補助検出回路５３は、図２で説明し
たように、それぞれ設定電圧Ｖ１～Ｖ３が定められ、検出電圧が設定電圧より小さいとき
には検出出力を基準値（例えば電圧値ゼロ）とし、検出電圧が設定電圧の近傍になると出
力を上げて、検出電圧が設定電圧を超えるとそれに応じて出力を高くするという出力特性
を有するものである。
【００６６】
　そして、第１検出回路５１ａの設定電圧Ｖ１は電源電圧として必要な例えば１０Ｖに設
定され、第２検出回路１４ａの設定電圧Ｖ２は待機電圧として適切な３Ｖに設定されてい
る。また、補助検出回路５３の設定電圧Ｖ３は第２検出回路１４ａの設定電圧Ｖ２よりも
低い例えば２Ｖに設定されている。
【００６７】
　次に、上記構成のＡＣアダプタ１０Ｂとセット機器５０Ｂの動作について説明する。
　先ず、ＡＣアダプタ１０Ｂとセット機器５０Ｂとが接続されていない状態では、セット
機器５０Ｂ側からの検出信号Ｓ１は無いので、信号検出回路１７は第２切替回路１６の接
続を第２検出回路１４ａ側に切り替える。それにより、第２検出回路１４ａの検出信号Ｓ
２が制御回路１２に出力されて、出力電圧は第２検出回路１４ａの設定電圧Ｖ２（＝３Ｖ
）に制御される。
【００６８】
　また、セット機器５０Ｂの第１切替回路５４は、電源電圧の入力がなく検出回路５１ａ
，５３の検出出力も無いリセット時には、補助検出回路５３側の接続に切り替えられてい
る。この状態で、セット機器５０Ｂが接続されると、先ず、補助検出回路５３に３Ｖの電
源電圧が印加されるので、補助検出回路５３の検出出力が上昇して、この検出信号が第１
切替回路５４を介してＡＣアダプタ１０Ｂに出力される。
【００６９】
　ＡＣアダプタ１０Ｂ側では、セット機器５０Ｂからの検出信号Ｓ１の入力により、信号
検出回路１７が一定電圧以上の信号入力を検出して第２切替回路１６をセット機器５０Ｂ
側に切り替える。すると、補助検出回路５３の検出信号Ｓ１が制御回路１２に入力される
。
【００７０】
　同時に、セット機器５０Ｂの第１切替回路５４は、補助検出回路５３の検出出力が上昇
したことに基づき時定数回路５５を動作させるとともに、時定数回路５５からの信号によ
り短い遅延時間の経過後に、検出信号の出力を第１検出回路５１ａ側に切り替える。それ
により、第１検出回路５１ａの出力が第１切替回路５４と第２切替回路１６を介して制御
回路１２に出力されることとなり、出力電圧は第１検出回路５１ａの設定電圧Ｖ１（＝１
０Ｖ）まで上昇して安定的に出力制御される。
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【００７１】
　また、この１０Ｖの出力状態でセット機器５０ＢがＡＣアダプタ１０Ｂから外されたと
きには、第１検出回路５１ａや補助検出回路５３の出力が無くなって、第１切替回路５４
はリセット状態にされるとともに、信号検出回路１７が動作して第２切替回路１６がセッ
ト機器５０Ｂ側の接続から第２検出回路１４ａ側の接続に切り替わる。そして、それによ
り、出力電圧は第２検出回路１４ａの設定電圧Ｖ２（＝３Ｖ）まで下げられる。
【００７２】
　以上のように、この実施形態のＡＣアダプタ１０Ｂとセット機器５０Ｂによれば、両者
の接続の有無により検出信号Ｓ１，Ｓ２の切り替えが適宜行われて、ＡＣアダプタ１０Ｂ
の出力を常に安定させることが出来るとともに、両者の接続が外されたときにＡＣアダプ
タ１０Ｂの出力電圧を低い電圧に設定することが出来るという効果がある。例えば、接続
が外されたときに、消費電力を一番低くする電圧に設定することで、ＡＣアダプタ１０Ｂ
の待機電力も良好なものとすることが出来る。
【００７３】
［第４の実施の形態］
　図５は、本発明の第４実施形態の電子システムの構成を示したブロック図である。図６
には、この電子システムにおける供給電源の電気特性のグラフを示す。
　第４実施形態の電子システムは、セット機器５０Ｃ側に３つの電圧検出回路５１ｖａ～
５１ｖｃを設け、これらの何れかの検出信号を選択的に切り替えてＡＣアダプタ１０Ｃ側
に帰還させるとともに、この帰還する検出信号に対応させてＡＣアダプタ１０Ｃ側で出力
電流の制限値を自動的に切り替えるようにしたものである。
【００７４】
　そのため、この実施形態のセット機器５０Ｃは、３つの電圧検出回路５１ｖａ～５１ｖ
ｃに加えて、これら３つの検出信号の何れかを切り替えて制御信号端子Ｔ２へ出力する第
３切替回路５６と、切替タイミングを生成する切替電流検出回路５７を備えている。
【００７５】
　電圧検出回路５１ｖａ～５１ｖｃは、例えば設定電圧が、"Ｖａ＝３Ｖ" 、"Ｖｂ＝４Ｖ
"、Ｖｃ＝５Ｖ"などと異なる電圧値に設定され、検出した電源電圧がこの設定電圧の近傍
を超えると検出信号を基準値（例えば電圧値ゼロ）から上昇させるものである。
【００７６】
　なお、この３つの電圧検出回路５１ｖａ～５１ｖｃを切り替える構成は、実際に検出信
号を出力する３つの電圧検出回路を形成するとともに、それら３つの検出信号線の接続を
切り替えるように構成しても良いし、或いは、検出信号を出力する電圧検出回路自体は１
つのみ形成し、検出電圧を分割する分割抵抗を３種類設けて、検出電圧を異なる分割比で
分割して基準電圧と比較させることで、上記の３種類の設定電圧での検出動作を実現する
ようにしても良い。
【００７７】
　切替電流検出回路５７は、電源電流を検出し、検出した電流値が小さなセット解除電流
（例えば０．０５Ａなど）以下になったら切替信号を出力するものである。なお、セット
解除電流の近傍で動作が不安定にならないように、セット解除電流になって切替信号を出
力したら、次に、それより少し大きなセット電流値（例えば０．１Ａなど）を超えるまで
は次の切替信号を出力しないようにヒステリシスを設けると良い（図６のセット／セット
解除を参照）。
【００７８】
　また、ＡＣアダプタ１０Ｃは、ＳＷ電源回路１１やその制御回路１２に加えて、制限電
流に達したことを検出する電流検出回路１８と、電流検出回路の制限電流の設定値を切り
替える設定切替回路２０と、設定切替回路２０に切替タイミングを与えるための電圧検出
回路１９とを備えている。
【００７９】
　電流検出回路１８は、検出電流が設定電流の近傍を超えると検出信号を基準値（例えば
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電圧値ゼロ）から上昇させるものである。この電流検出回路１８の切替可能な設定電流は
、"Ｉａ＝１Ａ"、"Ｉｂ＝０．７Ａ"、"Ｉｃ＝０．５Ａ"などに設定され、これらの設定電
流が上記の電圧検出回路５１ｖａ～５１ｖｃの切り替わりに応じて切り替えられるように
なっている。
【００８０】
　電圧検出回路１９は、出力電圧をアナログ値で表す検出電圧を設定切替回路２０に出力
し、設定切替回路２０はその電圧がセット機器５０Ｃの３種類の設定電圧Ｖａ～Ｖｃの何
れかの近傍かを判別して、それに対応する設定電流に切り替える信号を電流検出回路１８
に出力する。
【００８１】
　制御回路１２は、セット機器５０Ｃ側の検出信号とＡＣアダプタ１０Ｃ内の電流検出回
路１８の検出信号とを受けて、何れかの検出信号が一定値を超えるまで、ＳＷ電源回路１
１の出力を増大させ、一定値を超えるとＳＷ電源回路１１の出力を低減させるように制御
動作を行う。
【００８２】
　従って、検出回路５１ｖａ（設定電圧Ｖａ＝３Ｖ）が選択され、電流検出回路１８が設
定電流Ｉａ＝１Ａに選択されている状態では、図６の特性線Ｐ１に示すような、設定電流
１Ａに達するまでは設定電圧３Ｖの定電圧出力で、設定電流１Ａに達したら設定電流１Ａ
での定電流出力となる電気特性が得られる。
【００８３】
　また、設定電圧と設定電流とが"４Ｖ／０．７Ａ"，"５Ｖ／０．５Ａ"と変化することで
、それらの設定電圧と設定電流との定電圧出力と定電流出力が行われる特性線Ｐ２，Ｐ３
の電気特性が得られる。
【００８４】
　図７には、この電子システムの電源制御の切替え動作の一例を説明するフローチャート
を示す。
　上記構成の電子システムによれば、出力の変化に合わせて次のような切替動作が行われ
る。例えば、先ず、検出回路５１ｖａが選択されて"３Ｖ／１Ａ（設定電圧／設定電流）"
の特性で定電圧動作の行われているとする（ステップＪ１）。そして、負荷抵抗が増して
電流値が減少する場合を考える。電流値が減少していく間、切替電流検出回路５７はその
電流値を検出し、セット解除電流に達したか否かを判別する。そして、達していれば切替
回路５６の選択を切り替えるが、達していなければ切替回路５６の選択を切り替えること
はない（ステップＪ２）。
【００８５】
　また、この間、ＡＣアダプタ１０Ｃ側でも、電圧検出回路１９と電流検出回路１８とが
出力電圧と出力電流を検出し（ステップＪ３）、設定切替回路２０にて出力電圧が設定電
圧Ｖａ～Ｖｃの何れかに近いかが判別されて、設定電圧に変化があったと判定されたら、
それに応じた設定電流Ｉａ～Ｉｃの切替が行われ、設定電圧に変化がないと判定されれば
、設定電流Ｉａ～Ｉｃの切替は行われない。
　そして、切替が行われたか否かにより動作が分岐され（ステップＪ４）、切り替わりが
なければこれらステップＪ２～Ｊ４の動作が繰り返される。
【００８６】
　一方、出力電流がセット解除電流（図６参照）まで低下して設定電圧Ｖｂへの切り替え
が行われた場合には、それにより出力電圧は設定電圧Ｖｂに上昇するため、電圧検出回路
１９にそれが検出されて、この検出に基づき電流検出回路１８も設定電流Ｉｂに切り替え
られる（ステップＪ５）。
　そして、これらの切替により、上記の設定電圧Ｖｂと設定電流Ｉｂ"４Ｖ／０．７Ａ"の
特性で出力が行われることになる（ステップＪ６）。
【００８７】
　次いで、同様に、負荷抵抗が増して電流値が減少していくことで、上記のステップＪ２
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～Ｊ５の動作と同様の電流検出や設定電圧および設定電流の切り替えがステップＪ７～Ｊ
１０で行われ、それにより設定電圧Ｖｃと設定電流Ｉｃ "５Ｖ／０．５Ａ"の特性の電源
出力が行われることになる（ステップＪ１１）。
【００８８】
　以上のように、この実施形態の電子システムによれば、セット機器５０Ｃ側の設定電圧
の切り替えに応じてＡＣアダプタ１０Ｃ側の制限電流の切り替えを連動して行わせること
が出来る。それにより、例えば、出力電圧が低いときには大きい電流まで出力する一方、
出力電圧が高いときには小さい電流しか出力しないようにするなど、電源回路の負担を一
定に制限しつつ最大の出力を行わせることが可能となる。
【００８９】
　なお、上記実施形態では、電源電流が小さくなったときに、自動的に設定電圧が上がる
ように切替動作を行わせているが、切替回路５６による設定電圧の切り替えは種々の条件
により行わせることが出来る。例えば、セット機器５０Ｃのマイクロコンピュータ（図示
略）により、セット機器５０Ｃの動作モードに応じて切り替えるようにしたり、複数種類
の２次電池がセットされるセット機器の場合にセットされた２次電池の種類に応じて切り
替えたり、ユーザの操作入力に基づいて切り替えるようにしても良い。
【００９０】
［第５の実施の形態］
　図８は、本発明の第５実施形態の電子システムの構成を示したブロック図である。図９
には、この第５実施形態の電子システムにおける出力電源の電気特性のグラフを示す。
　第５実施形態の電子システムは、セット機器５０Ｄに、異常を検出した場合や内部回路
を停止した際に電源入力を遮断するスイッチ回路ＳＷ１を設けたものである。さらに、こ
のスイッチ回路ＳＷ１の両端側にそれぞれ電圧検出回路５１ｅ，５１ｆを設けて、これら
の出力を選択的に切り替えてＡＣアダプタ１０Ｄへ出力するようにしたものである。
【００９１】
　そのため、この実施形態のセット機器５０Ｄは、上記のスイッチ回路ＳＷ１や２つの電
圧検出回路５１ｅ，５１ｆに加えて、スイッチ回路ＳＷ１のオン・オフ制御を行う制御回
路５８と、ＡＣアダプタ１０Ｄ側へ出力する検出信号の切り替えを行う信号切替回路５９
とを備えている。
【００９２】
　スイッチ回路ＳＷ１は、電源線に直列に接続され、例えば図示しないセット機器５０Ｄ
のマイクロコンピュータや異常検出回路から出力された停止信号に基づき、異常検出時や
内部回路の停止時にオフされて、内部回路への電源入力を遮断するものである。内部回路
の停止時にオフする場合には、電源電流を検出して電源電流が非常に小さな切替電流Ｉｍ
ｉｎ（図９参照）を下回った場合に、電源電流検出回路から停止信号を出力させるように
構成しても良い。また、この場合、電源電流が切替電流Ｉｍｉｎの近傍で動作が不安定に
ならないように、一旦、停止信号を出力したら、少し大きなオン電流Ｉｒｅｔになるまで
停止信号が解除されないようにヒステリシスを持たせるようにすると良い。
【００９３】
　信号切替回路５９は、例えは停止信号に基づいて、スイッチ回路ＳＷ１がオンのときに
は内部回路側の電圧検出回路５１ｆの検出信号を選択し、スイッチ回路ＳＷ１のオフのと
きには電源端子Ｔ１側の電圧検出回路５１ｅの検出信号を選択してＡＣアダプタ１０Ｄ側
に送るようになっている。
【００９４】
　また、２つの電圧検出回路５１ｅ，５１ｆは、それぞれ検出電圧が設定電圧Ｖｎ，Ｖｗ
の近傍を超えたときに出力を基準値から上昇させるように構成されている。また、電圧検
出回路５１ｆの設定電圧Ｖｎは内部回路に必要な電源電圧の値に設定され、電源端子Ｔ１
側の電圧検出回路５１ｅの設定電圧Ｖｆは、ＡＣアダプタ１０Ｄの消費電力を最も小さく
する待機用電圧の値に設定されている。
【００９５】
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　上記のような構成によれば、図９に示すように、スイッチ回路ＳＷ１がオンされる通常
状態では、内部回路側の電圧検出回路５１ｆの検出信号がＡＣアダプタ１０Ｄ側に出力さ
れて、内部回路に必要な設定電圧Ｖｎの電源供給がなされる。
【００９６】
　一方、スイッチ回路ＳＷ１がオフされる停止状態では、電源端子Ｔ１側の電圧検出回路
５１ｅの検出信号がＡＣアダプタ１０Ｄ側に出力されて、電圧の低い設定電圧Ｖｗの電源
出力がなされることとなる。
【００９７】
　従って、この実施形態の電子システムによれば、スイッチ回路ＳＷ１により電源入力を
遮断して異常回避や無駄な電力消費を無くすことが出来るとともに、スイッチ回路ＳＷ１
がオフされたときにＡＣアダプタ１０Ｄ側に出力する検出信号が切り替えられるので、検
出信号の帰還が無くなってＡＣアダプタ１０Ｄの出力が異常上昇したり不安定になったり
するような不具合を回避することが出来る。
【００９８】
　また、電源入力を遮断したときにＡＣアダプタ１０Ｄの出力電圧は消費電力を一番小さ
くする電圧に制御されるので、セット機器５０Ｄの動作停止時の待機電力を最小にできる
という効果も得られる。
【００９９】
　なお、この第５実施形態では、電源端子Ｔ１側の電圧検出回路５１ｅの設定電圧Ｖｗを
低く設定していたため、信号切替回路５９により信号を切り替えて出力するようにしてい
るが、この設定電圧Ｖｗを電圧検出回路５１ｆの設定電圧Ｖｎよりも高く設定するように
すれば、信号切替回路５９を設けずに、両方の検出信号を電圧で加算してＡＣアダプタ１
０Ｄへ出力するように構成することで、上述のものと同様の検出信号の切替制御を行うこ
とが出来る。
【０１００】
　２つの検出信号がある場合には、設定電圧の低い方の検出信号が先に作用するため、上
記のような設定電圧Ｖｎ，Ｖｗの構成によれば、スイッチ回路ＳＷ１がオンのときは設定
電圧Ｖｎの低い電圧検出回路５１ｆの検出信号で出力制御が行われ、スイッチ回路ＳＷ１
がオフのときは電源端子Ｔ１側の電圧検出回路５１ｅの検出信号で出力制御が行われるこ
とになるからである。
【０１０１】
　以上、本発明の最良の実施形態を説明してきたが、本発明は、上記第１～第５の実施形
態に限られるものではなく、発明の趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更可能である。例えば
、電源装置としてＡＣアダプタを例示したが、ＡＣ入力の電源装置に制限されるものでは
ない。また、第１～第５実施形態の各特徴的な構成を適宜複合させて１つの電子システム
に適用しても良い。
【図面の簡単な説明】
【０１０２】
【図１】本発明の第１実施形態の電子システムの基本構成を示したブロック図である。
【図２】図１の検出回路の出力特性を示すグラフである。
【図３】本発明の第２実施形態の電子システムの構成を示したブロック図である。
【図４】本発明の第３実施形態の電子システムの構成を示したブロック図である。
【図５】本発明の第４実施形態の電子システムの構成を示したブロック図である。
【図６】図５の電子システムにおける供給電源の電気特性を示すグラフである。
【図７】図５の電子システムの電源制御の切替え動作の一例を説明するフローチャートで
ある。
【図８】本発明の第５実施形態の電子システムの構成を示したブロック図である。
【図９】図８の電子システムにおける出力電源の電気特性を示すグラフである。
【符号の説明】
【０１０３】
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　１０，１０Ａ～１０Ｄ　ＡＣアダプタ
　１１　　ＳＷ電源回路
　１２　　制御回路
　１３　　検出受信回路
　１４　　ＡＣアダプタ側の検出回路
　１４ａ　第２検出回路
　１５　　加算回路
　１６　　第２切替回路
　１７　　信号検出回路
　１８　　電流検出回路
　１９　　電圧検出回路
　２０　　設定切替回路
　５０，５０Ａ～５０Ｄ　電子装置
　５１　　検出回路
　５１ａ　第１検出回路
　５１ｖａ～５１ｖｃ　電圧検出回路
　５１ｅ，５１ｆ　電圧検出回路
　５３　　補助検出回路
　５４　　第１切替回路
　５６　　第３切替回路
　５９　　信号切替回路
　ｈ１　　電源供給線
　ｈ２　　グランド線
　ｈ３　　検出信号線
　Ｒ１～Ｒ３　配線抵抗
　Ｔ０，Ｔ１　電源端子
　Ｔ２　　制御信号端子
　ＳＷ１　スイッチ回路
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【図３】
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【図５】

【図６】

【図７】
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【図８】
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