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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バッテリー駆動可能な携帯電子機器と接続可能なデジタルカメラであって、該デジタル
カメラは、
　カメラ動作に必要な電力の供給源となる第１のバッテリーと、
　前記携帯電子機器との電気的接続を行う接続部と、
　前記接続部を介して接続された携帯電子機器に装着されている第２のバッテリーから電
源の供給を受け入れる電源入力端子と、
　手動操作可能な電源切替スイッチで構成され、前記第１のバッテリー及び前記第２のバ
ッテリーのうち何れか一方から電源が供給されるように電源を選択的に切り替える電源切
替手段と、
　前記電源切替手段によって選択される電源を検出する検出手段と、
　前記検出手段により、前記第２のバッテリーから当該デジタルカメラに電源を供給して
いる状態を検出した場合に、デジタルカメラの消費電力を低減する動作を連動させる制御
を行う制御手段と、
　を備えたことを特徴とするデジタルカメラ。
【請求項２】
　前記接続部を介して接続された携帯電子機器に対して前記第１のバッテリーから電源を
供給し得る電源出力端子を備えたことを特徴とする請求項１に記載のデジタルカメラ。
【請求項３】
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　前記接続部は、リモコン装置が接続されるリモコン接続部として兼用されることを特徴
とする請求項１又は２に記載のデジタルカメラ。
【請求項４】
　前記デジタルカメラの消費電力を低減する動作として、画像表示手段への電源供給の停
止、ストロボ回路への電源供給停止、及びクロック動作周波数を下げる処理のうち少なく
とも一つの動作を行うことを特徴とする請求項１乃至３の何れか１項に記載のデジタルカ
メラ。
【請求項５】
　前記制御手段は、前記検出手段により前記第２のバッテリーから当該デジタルカメラに
電源を供給している状態を検出し、且つ当該デジタルカメラが撮影モードに設定されてい
る場合に限り、撮像回路系への電源供給を行うことを特徴とする請求項１乃至４の何れか
１項に記載のデジタルカメラ。
【請求項６】
　前記検出手段により前記第２のバッテリーから当該デジタルカメラに電源を供給してい
る状態を検出した場合に、前記携帯電子機器側へ電源切替情報を通知する通信手段を備え
ていることを特徴とする請求項１乃至５の何れか１項に記載のデジタルカメラ。
【請求項７】
　前記第１のバッテリーの残量を判定するバッテリー残量判定手段と、前記バッテリー残
量判定手段により、前記第１のバッテリーの残量が所定の基準値以下であると判定された
場合に、前記第２のバッテリーから電源の供給を行うように前記電源切替手段を自動的に
切り替える制御を行う電源切替制御手段と、を備えたことを特徴とする請求項１乃至６の
何れか１項に記載のデジタルカメラ。
【請求項８】
　バッテリー駆動可能な携帯電子機器とデジタルカメラを接続することにより制御信号の
送受信が可能なデジタルカメラシステムであって、
　前記デジタルカメラは、
　カメラ動作に必要な電力の供給源となる第１のバッテリーと、
　前記携帯電子機器との電気的接続を行う第１の接続部と、
　前記第１の接続部を介して接続された携帯電子機器に装着されている第２のバッテリー
から電源の供給を受け入れる第１の電源入力端子と、
　手動操作可能な電源切替スイッチで構成され、前記第１のバッテリー及び前記第２のバ
ッテリーのうち何れか一方から電源が供給されるように電源を選択的に切り替える第１の
電源切替手段と、
　前記第１の接続部を介して接続された携帯電子機器に対して前記第１のバッテリーから
電源を供給し得る第１の電源出力端子と、を備え、
　前記携帯電子機器は、
　当該機器の動作に必要な電力の供給源となる第２のバッテリーと、
　前記デジタルカメラとの電気的接続を行う第２の接続部と、
　前記第２の接続部を介して接続されたデジタルカメラに装着されている前記第１のバッ
テリーから電源の供給を受け入れる第２の電源入力端子と、
　手動操作可能な電源切替スイッチで構成され、前記第１のバッテリー及び前記第２のバ
ッテリーのうち何れか一方から電源が供給されるように電源を選択的に切り替える第２の
電源切替手段と、
　前記第２の接続部を介して接続されたデジタルカメラに対して前記第２のバッテリーか
ら電源を供給し得る第２の電源出力端子と、を備え、
　前記第１の接続部及び前記第２の接続部を利用して前記第１の電源入力端子と前記第２
の電源出力端子が接続されるとともに、前記第１の電源出力端子と前記第２の電源入力端
子が接続される構造によって前記デジタルカメラ及び前記携帯電子機器の相互間で電源の
供給が可能に構成され、
　前記デジタルカメラ及び前記携帯電子機器を接続した状態において、前記第１のバッテ
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リーと前記第２のバッテリーは独立して配線されており、両バッテリー同士が電気的に接
続されることが無いように、何れか一方を択一的に選択する前記第１の電源切替手段及び
前記第２の電源切替手段により電源が切り替えられることを特徴とするデジタルカメラシ
ステム。
【請求項９】
　前記第１の電源切替手段及び前記第２の電源切替手段の設定状態が如何なる状態におい
ても、前記第１のバッテリーと前記第２のバッテリーとが電気的に接続されない回路構成
を有していることを特徴とする請求項８に記載のデジタルカメラシステム。
【請求項１０】
　前記デジタルカメラは、前記第１の電源切替手段によって選択される電源を検出する検
出手段と、
　前記検出手段により前記第２のバッテリーから当該デジタルカメラに電源を供給してい
る状態を検出した場合に、デジタルカメラの消費電力を低減する動作を行う第１の制御手
段と、
　前記検出手段により前記第２のバッテリーから当該デジタルカメラに電源を供給してい
る状態を検出した場合に、前記携帯電子機器側へ電源切替情報を通知する通信手段と、を
備え、
　前記携帯電子機器は、前記デジタルカメラから通知される前記電源切替情報に基づいて
当該携帯電子機器の消費電力を低減する動作を行う第２の制御手段を備えていることを特
徴とする請求項８又は９に記載のデジタルカメラシステム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はデジタルカメラ及びそのシステムに係り、特に、携帯電話機やＰＤＡ（Personal
 Digital Assistant）などの携帯電子機器と接続して使用できるデジタルカメラとそのシ
ステムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、携帯電話機とデジタルカメラを接続して使用可能なシステムが提案されている（実
用新案登録第３０７４０５４号、特開２０００－１９７１６１号）。この場合、電源の供
給に関しては、携帯電話機及びデジタルカメラのそれぞれにバッテリーを装着して、個別
に電源を供給している。また、実用新案登録第３０７４０５４号に開示されているプラグ
接続型のデジタルカメラの場合は、バッテリーを有しておらず、携帯電話機側からカメラ
の電源を供給するように構成されている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記従来のシステムでは携帯電話機又はデジタルカメラの何れかのバッテ
リーが消耗し、必要な電力を供給できない状態になった場合には、当然その機器は使用不
可能となる。
【０００４】
本発明はこのような事情に鑑みてなされたもので、携帯電話機その他の携帯電子機器と接
続して使用可能なデジタルカメラ及びそのシステムにおいて、携帯電話機又はデジタルカ
メラのうち何れか一方のバッテリーが無くなった場合でも、電源を共有して両方の機器を
使用可能にするデジタルカメラ及びそのシステムを提供することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　前記目的を達成するために、請求項１に記載の発明は、バッテリー駆動可能な携帯電子
機器と接続可能なデジタルカメラであって、該デジタルカメラは、カメラ動作に必要な電
力の供給源となる第１のバッテリーと、前記携帯電子機器との電気的接続を行う接続部と
、前記接続部を介して接続された携帯電子機器に装着されている第２のバッテリーから電
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源の供給を受け入れる電源入力端子と、手動操作可能な電源切替スイッチで構成され、前
記第１のバッテリー及び前記第２のバッテリーのうち何れか一方から電源が供給されるよ
うに電源を選択的に切り替える電源切替手段と、前記電源切替手段によって選択される電
源を検出する検出手段と、前記検出手段により、前記第２のバッテリーから当該デジタル
カメラに電源を供給している状態を検出した場合に、デジタルカメラの消費電力を低減す
る動作を連動させる制御を行う制御手段と、を備えたことを特徴としている。
【０００６】
本発明のデジタルカメラは、接続部を介して携帯電子機器と接続することが可能である。
デジタルカメラに装着されている第１のバッテリーが消耗し、第１のバッテリーによるカ
メラ駆動が困難な状態に陥った場合は、電源切替手段によって電源供給元を切り替え、携
帯電子機器側の第２のバッテリーからデジタルカメラに電源を供給する。これにより、デ
ジタルカメラが動作可能となる。電源切替手段は、手動操作可能な切替手段であってもよ
いし、制御信号によって自動的に切り替える切替手段であってもよい。
【０００９】
　請求項２に示したように、請求項１に記載のデジタルカメラにおいて、前記接続部を介
して接続された携帯電子機器に対して前記第１のバッテリーから電源を供給し得る電源出
力端子を備える態様が好ましい。このように、デジタルカメラ及び携帯電子機器が互いの
バッテリーを共有できる構成としたことにより、通常は、それぞれのバッテリーによって
独立した動作が可能であるが、何れか一方のバッテリーが無くなった場合には、他方のバ
ッテリーから電源を供給して動作可能となる。
【００１０】
　請求項３に記載の態様によれば、前記接続部は、リモコン装置が接続されるリモコン接
続部として兼用されることを特徴としている。
【００１２】
　前記デジタルカメラの消費電力を低減する動作としては、例えば、請求項４に示したよ
うに、画像表示手段への電源供給の停止、ストロボ回路への電源供給停止、及びクロック
動作周波数を下げる処理などがある。
【００１３】
　また、請求項５に示した態様によれば、請求項１乃至４の何れか１項に記載のデジタル
カメラにおいて、前記制御手段は、前記検出手段により前記第２のバッテリーから当該デ
ジタルカメラに電源を供給している状態を検出し、且つ当該デジタルカメラが撮影モード
に設定されている場合に限り、撮像回路系への電源供給を行うことを特徴としている。
【００１４】
撮像回路系には、光学像を電気信号に変換する撮像素子と、撮像素子から出力される画像
信号のサンプリング、色分離、ゲイン調整などを行うアナログ信号処理回路が含まれる。
【００１５】
　請求項６に示した態様は、請求項１乃至５の何れか１項に記載のデジタルカメラにおい
て、前記検出手段により前記第２のバッテリーから当該デジタルカメラに電源を供給して
いる状態を検出した場合に、前記携帯電子機器側へ電源切替情報を通知する通信手段を備
えていることを特徴としている。
【００１６】
　請求項７に示した態様によれば、請求項１乃至６の何れか１項に記載のデジタルカメラ
において、前記第１のバッテリーの残量を判定するバッテリー残量判定手段と、前記バッ
テリー残量判定手段により、前記第１のバッテリーの残量が所定の基準値以下であると判
定された場合に、前記第２のバッテリーから電源の供給を行うように前記電源切替手段を
自動的に切り替える制御を行う電源切替制御手段と、を備えたことを特徴としている。
【００１７】
　請求項８に記載の発明は、携帯電子機器とデジタルカメラからなるシステムを提供する
ものである。すなわち、本発明は、バッテリー駆動可能な携帯電子機器とデジタルカメラ
を接続することにより制御信号の送受信が可能なデジタルカメラシステムであって、前記
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デジタルカメラは、カメラ動作に必要な電力の供給源となる第１のバッテリーと、前記携
帯電子機器との電気的接続を行う第１の接続部と、前記第１の接続部を介して接続された
携帯電子機器に装着されている第２のバッテリーから電源の供給を受け入れる第１の電源
入力端子と、手動操作可能な電源切替スイッチで構成され、前記第１のバッテリー及び前
記第２のバッテリーのうち何れか一方から電源が供給されるように電源を選択的に切り替
える第１の電源切替手段と、前記第１の接続部を介して接続された携帯電子機器に対して
前記第１のバッテリーから電源を供給し得る第１の電源出力端子と、を備え、前記携帯電
子機器は、当該機器の動作に必要な電力の供給源となる第２のバッテリーと、前記デジタ
ルカメラとの電気的接続を行う第２の接続部と、前記第２の接続部を介して接続されたデ
ジタルカメラに装着されている前記第１のバッテリーから電源の供給を受け入れる第２の
電源入力端子と、手動操作可能な電源切替スイッチで構成され、前記第１のバッテリー及
び前記第２のバッテリーのうち何れか一方から電源が供給されるように電源を選択的に切
り替える第２の電源切替手段と、前記第２の接続部を介して接続されたデジタルカメラに
対して前記第２のバッテリーから電源を供給し得る第２の電源出力端子と、を備え、前記
第１の接続部及び前記第２の接続部を利用して前記第１の電源入力端子と前記第２の電源
出力端子が接続されるとともに、前記第１の電源出力端子と前記第２の電源入力端子が接
続される構造によって前記デジタルカメラ及び前記携帯電子機器の相互間で電源の供給が
可能に構成され、前記デジタルカメラ及び前記携帯電子機器を接続した状態において、前
記第１のバッテリーと前記第２のバッテリーは独立して配線されており、両バッテリー同
士が電気的に接続されることが無いように、何れか一方を択一的に選択する前記第１の電
源切替手段及び前記第２の電源切替手段により電源が切り替えられることを特徴としてい
る。
【００１８】
本発明によれば、携帯電子機器とデジタルカメラの接続可能なシステムにおいて、両者の
電源を互いに共有できる構成としたので、何れか一方のバッテリーが無くなった場合に、
他方のバッテリーより電源を供給して動作可能となる。
【００１９】
　請求項９に示した態様によれば、前記第１の電源切替手段及び前記第２の電源切替手段
の設定状態が如何なる状態においても、前記第１のバッテリーと前記第２のバッテリーと
が電気的に接続されない回路構成を有していることを特徴としている。
【００２０】
　請求項１０に示した態様によれば、前記デジタルカメラは、前記第１の電源切替手段に
よって選択される電源を検出する検出手段と、前記検出手段により前記第２のバッテリー
から当該デジタルカメラに電源を供給している状態を検出した場合に、デジタルカメラの
消費電力を低減する動作を行う第１の制御手段と、前記検出手段により前記第２のバッテ
リーから当該デジタルカメラに電源を供給している状態を検出した場合に、前記携帯電子
機器側へ電源切替情報を通知する通信手段と、を備え、前記携帯電子機器は、前記デジタ
ルカメラから通知される前記電源切替情報に基づいて当該携帯電子機器の消費電力を低減
する動作を行う第２の制御手段を備えていることを特徴としている。
【００２１】
【発明の実施の形態】
以下添付図面に従って本発明に係るデジタルカメラ及びそのシステムの好ましい実施の形
態について説明する。
【００２２】
図１に本発明の実施形態に係るデジタルカメラと携帯電話の接続状態を示す。デジタルカ
メラ１０は、本体上面にシャッターボタン１２を有し、シャッターボタン１２の押下操作
に応じて撮影された画像データはメモリカード１４等の記録媒体に記録される。記録媒体
には、スマートメディア（Solid-State Floppy Disk Card）、ＰＣカード、コンパクトフ
ラッシュ、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、メモリスティックなど種々の媒
体を用いることができる。使用される媒体に応じた信号処理手段とメディアインターフェ
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ースが適用される。リムーバブルメディアに限らず、デジタルカメラ１０に内蔵された記
録媒体（内部メモリ）であってもよい。
【００２３】
カメラ背面にはファインダー１６、電源スイッチ１７、液晶モニタ（ＬＣＤ）１８、モー
ド切替スイッチ１９、表示パネル２０、十字ボタン２１、メニュー／実行ボタン２２、キ
ャンセルボタン２３及び電源切替スイッチ２４（ＳＷ１）が設けられている。電源スイッ
チ１７は、デジタルカメラ１０の主電源をＯＮ／ＯＦＦするための操作部である。モード
切替スイッチ１９は、撮影モードと再生モードを選択的に切り替え可能なモード設定手段
である。表示パネル２０は、主としてモード情報や撮影可能枚数など文字や簡易な記号等
を表示する小型の液晶表示器で構成される。
【００２４】
十字ボタン２１は、左、右、上、下の四方向の指示を入力可能な多機能操作部であり、左
キー及び右キーは、それぞれ再生モード時に１コマ逆送りボタン、１コマ順送りボタンと
して機能し、上キー及び下キーは、再生ズーム機能や撮影時の電子ズーム機能における倍
率調整用のズームキーとして用いられる。また、十字ボタン２１は、メニュー／実行ボタ
ン２２の押下によって表示されるメニュー画面からメニュー項目を選択したり、各メニュ
ーにおける各種設定項目の選択を指示する操作ボタンとして機能する。メニュー／実行ボ
タン２２は、各モードの通常画面からメニュー画面へ遷移させる時、或いは、選択内容の
確定、処理の実行（確認）指示の時などに使用される。キャンセルボタン２３は、メニュ
ーから選んだ項目の取消（キャンセル）や一つ前の操作状態に戻る時などに使用される。
【００２５】
液晶モニタ１８は、撮影時に画角確認用の電子ファインダーとして使用できるとともに、
撮影した画像のプレビュー画やメモリカード１４から読み出した再生画像等を表示するこ
とができる。また、十字ボタン２１を使用したメニューの選択や各メニューにおける各種
設定項目の設定も液晶モニタ１８の表示画面を用いて行われる。更に、液晶モニタ１８に
は、撮影可能コマ数（動画については撮影可能時間）や再生コマ番号の表示、ストロボ発
光の有無、マクロモード表示、記録画質（クオリティー）表示、画素数表示等の情報も表
示される。
【００２６】
カメラ底面には、メモリカード１４を挿入するためのメディアスロット（不図示）と、充
電式バッテリー２６を装填するためのバッテリー挿入口（不図示）が設けられている。通
常、デジタルカメラ１０の電源切替スイッチ２４はＡ側に設定され、デジタルカメラ１０
はバッテリー２６から電源が供給されるが、必要に応じて電源切替スイッチ２４をＢ側に
切替操作することにより、携帯電話機４０側のバッテリー４２から電源の供給を受けるこ
とが可能である。
【００２７】
カメラ側面には、携帯電話機４０との電気的接続を得るためのコネクタ部２８と音声出力
端子（イヤホンジャック）２９が設けられている。
【００２８】
一方、携帯電話機４０にも、デジタルカメラ１０との電気的接続を得るためのコネクタ部
４４が設けられており、接続ケーブル５０の一方のプラグ５１を携帯電話機４０のコネク
タ部４４に差し込み、他方のプラグ５２をデジタルカメラ１０のコネクタ部２８に差し込
むことにより、デジタルカメラ１０と携帯電話機４０とが接続ケーブル５０を介して電気
的に接続される。
【００２９】
携帯電話機４０は、アンテナ４５、液晶表示部４６、操作キー４７及び電源切替スイッチ
４８（ＳＷ２）を有し、本体背面部に充電式バッテリー４２が装着される。通常、携帯電
話機４０の電源切替スイッチ４８はＤ側に設定され、携帯電話機４０はバッテリー４２か
ら電源が供給されるが、必要に応じて電源切替スイッチ４８をＣ側に切替操作することに
より、デジタルカメラ１０側のバッテリー２６から電源の供給を受けることが可能である
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。
【００３０】
図２は、デジタルカメラ１０と携帯電話機４０の接続関係を示す要部回路図である。デジ
タルカメラ１０におけるコネクタ部２８の第１ピンＰD1は、グランド（ＧＮＤ）に接続さ
れている。第２ピンＰD2は、バッテリー２６の正極及び電源切替スイッチ２４の接点Ａ端
子に接続される。第３ピンＰD3は、電源切替スイッチ２４の接点Ｂ端子に接続される。第
４ピンＰD4と第５ピンＰD5は、デジタルカメラ１０の内部回路５６に接続され、データ転
送ラインとして使用される。電源切替スイッチ２４の可動接片端子２４Ｃは、ＤＣ／ＤＣ
コンバータ５８に接続されており、可動接片端子２４Ｃに印加される電源電圧は、ＤＣ／
ＤＣコンバータ５８によって所要の電圧に変換された後、内部回路５６に供給される。
【００３１】
携帯電話機４０におけるコネクタ部４４の第１ピンＰC1は、グランド（ＧＮＤ）に接続さ
れる。第２ピンＰC2は、電源切替スイッチ４８の接点Ｃ端子に接続されている。第３ピン
ＰC3は、バッテリー４２の正極及び電源切替スイッチ４８の接点Ｄ端子に接続される。第
４ピンＰC4と第５ピンＰC5は、携帯電話機４０の内部回路６０に接続され、データ転送ラ
インとして使用される。電源切替スイッチ４８の可動接片端子４８ＥはＤＣ／ＤＣコンバ
ータ６２に接続されており、可動接片端子４８Ｅに印加される電源電圧は、ＤＣ／ＤＣコ
ンバータ６２によって所要の電圧に変換された後、内部回路６０に供給される。
【００３２】
多芯の接続ケーブル５０を用いてデジタルカメラ１０と携帯電話機４０を接続することに
より、両者の同番号ピン同士が接続される。デジタルカメラ１０の電源切替スイッチ２４
をＡ側に設定し、携帯電話機４０の電源切替スイッチ４８をＣ側に設定すると、デジタル
カメラ１０のバッテリー２６から携帯電話機４０側へ電源が供給される。この際、携帯電
話機４０のバッテリー４２は切り離される。
【００３３】
デジタルカメラ１０の電源切替スイッチ２４をＢ側に設定し、携帯電話機４０の電源切替
スイッチ４８をＤ側に設定すると、携帯電話機４０のバッテリー４２からデジタルカメラ
１０側へ電源が供給される。この際、デジタルカメラ１０のバッテリー２６は切り離され
る。
【００３４】
デジタルカメラ１０の電源切替スイッチ２４をＢ側に設定し、携帯電話機４０の電源切替
スイッチ４８をＣ側に設定したときは、両者のバッテリー２６、４２がともに切り離され
る。また、デジタルカメラ１０の電源切替スイッチ２４をＡ側に設定し、携帯電話機４０
の電源切替スイッチ４８をＤ側に設定したときは、デジタルカメラ１０の電源はバッテリ
ー２６から供給され、携帯電話機４０の電源はバッテリー４２から供給される関係になる
。
【００３５】
このように、電源切替スイッチ２４、４８の設定がどのような組み合わせになっても、バ
ッテリー２６、４２同士が電気的に接続されることが無いように構成されている。仮に、
バッテリー２６とバッテリー４２が電気的に接続されるとショート状態となり、破壊、発
火等の危険が伴うため、このような危険を回避すべく、電源切替スイッチ２４、４８が如
何なる状態においても両者が直接接続されない構成が必要である。
【００３６】
図１及び図２では、電源切替スイッチ２４、４８を機械的スイッチで構成したが、これら
スイッチに代えて、半導体を使用したスイッチを用いることも可能であり、液晶モニタ１
８や液晶表示部４６に表示されるメニュー画面からの設定によって電源の供給経路を切り
替える態様も可能である。
【００３７】
図３は、他の実施形態を示す要部回路図である。図３中図２と共通する部分には同一の符
号を付し、説明を省略する。図３では、デジタルカメラ１０内に電源の供給元を検出する
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ための検出スイッチ６６（ＳＷ３）が付加されている。この検出スイッチ６６と電源切替
スイッチ２４は連動スイッチとなっており、検出スイッチ６６は外部（携帯電話機４０）
から電源の供給を受けている状態か否かを検出するために用いられる。検出スイッチ６６
の一方の接点Ｅ端子は、抵抗Ｒ1 を介してＤＣ／ＤＣコンバータ５８の出力端子に接続さ
れ、検出スイッチ６６の他方の接点Ｆ端子はグランドに接続されている。電源切替スイッ
チ２４がＢ側に設定されているとき（すなわち、携帯電話機４０のバッテリー４２から電
源の供給を受けているとき）は、検出スイッチ６６の可動接片が接点Ｆ端子に接触し、可
動接片端子６６Ｇがグランドに接続される。これにより、検出信号としてのＬ（Low ）信
号が内部回路５６に入力される。
【００３８】
他方、電源切替スイッチ２４がＡ側に設定されると、検出スイッチ６６の可動接片が接点
Ｅ端子に接続され、可動接片端子６６ＧにはＤＣ／ＤＣコンバータ５８の出力電圧Ｖccが
印加される。これにより、検出信号としてのＨ（High）信号が内部回路５６に入力される
。
【００３９】
検出スイッチ６６の目的は、携帯電話機４０からデジタルカメラ１０に電源供給している
状態を検知することにある。通常、デジタルカメラ１０の消費電力は、携帯電話機４０の
消費電力よりも大きく、バッテリー容量についてもデジタルカメラ１０のバッテリー２６
は携帯電話機４０のバッテリー４２に比べて容量が約２倍程度大きいものを使用している
。したがって、携帯電話機４０からデジタルカメラ１０に電源供給する状態は、携帯電話
機４０のバッテリー４２に大きな電流負荷がかかり、著しく電源電圧が低下する等の問題
が発生する。
【００４０】
そこで、本実施形態では、携帯電話機４０からデジタルカメラ１０に電源供給している状
態を検知した場合には、デジタルカメラ１０の消費電力を低減する動作（低消費電力モー
ドへの移行）を連動させるように制御する。例えば、▲１▼液晶モニタ１８の動作を停止
（バックライトＯＦＦ）する。▲２▼ストロボ回路への充電を停止する。▲３▼カメラ内
部のクロック動作周波数を下げる。これらの制御態様によって消費電力の低減を図る。
【００４１】
また、上記状態を検出した場合は、接続ケーブル５０のデータ転送ライン（第４ピン及び
第５ピン）を使用して、デジタルカメラ１０側から携帯電話機４０に対して電力低減の指
令を発行する。携帯電話機４０は、この指令を受けて電力消費を抑えるモード（いわゆる
低消費電力モード）に自動設定され、或いは、携帯電話機４０の電源をＯＦＦするように
制御される。このように、携帯電話機４０の消費電力を抑制してバッテリー４２の電力を
デジタルカメラ１０側に集中させることが好ましい。
【００４２】
図４は、図３に示したデジタルカメラ１０と携帯電話機４０の内部構成を示すブロック図
である。携帯電話機４０に装着されるバッテリー４２は、電源切替スイッチ４８（ＳＷ２
）に接続されるとともに、接続ケーブル５０を介してデジタルカメラ１０の電源切替スイ
ッチ２４（ＳＷ１）に接続される。同様に、デジタルカメラ１０に装着されるバッテリー
２６は、電源切替スイッチ２４に接続されるとともに、接続ケーブル５０を介して携帯電
話機４０の電源切替スイッチ４８に接続される。
【００４３】
既に説明したように、電源切替スイッチ２４、４８によって電源供給元となるバッテリー
２６、４２の接続が切り替えられる。携帯電話機４０の電源切替スイッチ４８によって選
択されたバッテリー２６又は４２の電圧は、携帯電話機４０内の電源ユニット６８に加え
られる。電源ユニット６８は、図３で説明したＤＣ／ＤＣコンバータ６２を含むブロック
であり、図４に示した電源ユニット６８に加えられたバッテリー電圧は、当該電源ユニッ
ト６８によって所要の電圧に変換された後、信号処理回路７０その他の各ブロックに供給
される。信号処理回路７０は、音声信号処理回路など携帯電話としての機能を実現するた
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めに必要な各種処理を行う回路ブロックである。
【００４４】
また、携帯電話機４０は、デジタルカメラ１０その他の外部機器との通信を行うための外
部インターフェース７１と、制御部としてのマイクロプロセッシングユニット（ＭＰＵ）
７２とを備えている。
【００４５】
一方、デジタルカメラ１０においても携帯電話機４０その他の外部機器との通信を行うた
めの外部インターフェース８１と、カメラ制御部としてのマイクロプロセッシングユニッ
ト（ＭＰＵ）８２とを備えている。外部インターフェース７１、８１は、それぞれ図１で
説明したコネクタ部４４、２８に相当するものである。外部インターフェース７１、８１
としては、シリアルポート、ＵＳＢ、ＩｒＤＡ、ＩＥＥＥ１３９４その他のシリアルイン
ターフェースやパラレルインターフェースなど各種のインターフェースを適用できる。
【００４６】
図４に示したデジタルカメラ１０のＭＰＵ８２は、モード切替スイッチ１９及び各種の操
作部８４からの指示信号に基づいて、対応する回路の動作を制御するとともに、液晶モニ
タ１８における表示の制御、ストロボ発光制御、オートフォーカス（ＡＦ）制御、自動露
出（ＡＥ）制御、撮影動作制御及び記録処理の制御など各種の制御を行う。なお、操作部
８４のブロックは、図１で説明したシャッターボタン１２、十字ボタン２１、メニュー／
実行ボタン２２、キャンセルボタン２３などの各種操作キーを含む。
【００４７】
図４に示すように、デジタルカメラ１０の電源切替スイッチ２４によって選択されたバッ
テリー２６又は４２の電圧は、カメラ内の電源ユニット８５に加えられる。電源ユニット
８５は、図３で説明したＤＣ／ＤＣコンバータ５８を含むブロックである。図４に示した
電源ユニット８５に加えられたバッテリー電圧は、当該電源ユニット８５によって所要の
電圧に変換された後、電源制御スイッチＳＷ11～17（以下、電源ＳＷ11～17と表記する。
）を介して各回路ブロックに供給される。
【００４８】
電源切替スイッチ２４に連動する検出スイッチ６６の検出信号は、ＭＰＵ８２に入力され
、ＭＰＵ８２は受入する検出信号に基づいて、電源供給元のバッテリー２６又は４２を判
別する。携帯電話機４０のバッテリー４２から電源が供給されている状態であることを検
出した場合、ＭＰＵ８２はバッテリー４２の電圧値を監視する。こうして、ＭＰＵ８２は
、検出スイッチ６６からの検出信号及びバッテリー４２の電圧値を示す情報（電圧ａ）に
基づいて、電源ＳＷ11～17の作動を制御するとともに、分周回路８６の分周比率を制御す
る。
【００４９】
電源ＳＷ11は、液晶モニタ１８及びＬＣＤコントローラ８８を含む表示系回路に対する電
源の供給／遮断（ＯＮ／ＯＦＦ）を切り替えるためのスイッチである。電源ＳＷ12は、ス
トロボ回路８９に対する電源の供給／遮断を切り替えるためのスイッチである。なお、ス
トロボ回路８９は、コンデンサ、充電回路、発光制御回路等を含むブロックである。電源
ＳＷ13は、撮像素子９０及び撮像信号処理回路９１を含む撮像系回路に対する電源の供給
／遮断を切り替えるためのスイッチである。電源ＳＷ14は、画像出力部（ビデオ端子）９
３に映像信号を出力するための映像信号生成回路９４に対する電源の供給／遮断を切り替
えるためのスイッチである。電源ＳＷ15は、音声入力部（マイク）９６及び音声信号処理
回路９７を含む音声入力ユニットに対する電源の供給／遮断を切り替えるためのスイッチ
である。電源ＳＷ16は、音声出力部（スピーカ）９９から音声を出力するための音声出力
回路１００に対する電源の供給／遮断を切り替えるためのスイッチである。電源ＳＷ17は
、デジタルシグナルプロセッサ（ＤＳＰ）１０２に対する電源の供給／遮断を切り替える
ためのスイッチである。
【００５０】
分周回路８６は、ＭＰＵ８２からの制御信号により、分周比率を１／１、１／２、１／４
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、１／８、１／１６…等に切り替える回路であり、水晶発振器１０４からのクロック信号
を指定された分周比で分周して得たクロック信号をＤＳＰ１０２へ提供する。
【００５１】
デジタルカメラ１０の動作を概説すると、撮影レンズ１０６を通過した光は、シャッター
兼用絞り機構１０８によって光量が調節された後、撮像素子９０に入射する。撮像素子９
０には、ＣＣＤイメージセンサ、ＣＭＯＳイメージセンサなど種々のデバイスを適用でき
る。撮像素子９０の受光面には、多数のフォトセンサが平面的に配列されており、該受光
面に結像された被写体像は、各フォトセンサによって入射光量に応じた量の信号電荷に変
換される。
【００５２】
撮像素子９０の各フォトセンサに蓄積された信号電荷は、図示せぬ駆動回路から与えられ
るパルスに基づいて信号電荷に応じた電圧信号（画像信号）として順次読み出され、撮像
信号処理回路９１に送られる。撮像信号処理回路９１は、サンプリングホールド回路、色
分離回路、ゲイン調整回路等のアナログ信号処理回路、及びＡ／Ｄコンバータを含む。撮
像信号処理回路９１において相関二重サンプリング（ＣＤＳ）処理並びにＲ，Ｇ，Ｂの各
色信号に色分離処理されるとともに、各色信号の信号レベルのゲイン調整が行われた後、
Ａ／Ｄコンバータによりデジタル信号に変換される。
【００５３】
撮像信号処理回路９１から出力されたデジタル画像信号は、ＤＳＰ１０２に送られる。Ｄ
ＳＰ１０２は、輝度・色差信号生成回路、ガンマ補正回路、シャープネス補正回路、ホワ
イトバランス補正回路等の画像信号処理部、圧縮伸長処理部、ファイル化処理部、暗号化
／復号化処理部、メモリ制御部、記録／再生処理部等の各種信号処理部を備えた信号処理
ブロックである。撮像信号処理回路９１からＤＳＰ１０２に送られた画像データは、ＤＳ
Ｐ１０２において輝度信号（Ｙ信号）及び色差信号（Ｃr,Ｃb 信号）に変換されるととも
に、ガンマ補正等の所定の処理が施された後、内部メモリ１１０に記憶される。
【００５４】
撮影画像を表示出力する場合、内部メモリ１１０から画像データが読み出され、ＤＳＰ１
０２を介して表示用の所定方式に従った映像信号に変換される。こうして得られた映像信
号は、ＬＣＤコントローラ８８を介して液晶モニタ１８に出力される。撮像素子９０から
取り込んだ画像信号によって内部メモリ１１０内の画像データが定期的に書き換えられ、
その画像データから生成される映像信号が液晶モニタ１８に供給されることにより、液晶
モニタ１８には撮影した映像（ライブ画像）が表示される。この映像を携帯電話機４０側
に伝送して、携帯電話機４０の液晶表示部４６に表示させることも可能である。
【００５５】
操作部８４の中のシャッターボタン１２が押下されることにより、撮影開始の指示信号が
発せられる。ＭＰＵ８２は、この指示信号を検知して記録用の撮像動作を実行する。すな
わち、ＭＰＵ８２は、シャッターボタン１２の「半押し（Ｓ1 ＝ＯＮ）」操作に応動して
取り込んだ画像データから焦点評価演算やＡＥ演算などの各種演算を行い、その演算結果
に基づいて図示せぬレンズ駆動部を制御して撮影レンズ１０６を合焦位置に移動させる一
方、シャッター兼用絞り機構１０８を制御するとともに、撮像素子９０の電荷蓄積時間を
制御する。
【００５６】
そして、ＭＰＵ８２は、シャッターボタン１２の「全押し（Ｓ2 ＝ＯＮ）」操作に伴う撮
影開始信号の受け付けに応動して撮像系回路を制御し、記録用の画像データの取り込みを
開始するとともに、ＤＳＰ１０２内の圧縮伸長回路にコマンドを送る。これにより圧縮伸
長回路は、内部メモリ１１０上の画像データをＪＰＥＧその他の所定の形式に従って圧縮
する。圧縮された画像データは、メモリカードソケット１１２に装着されているメモリカ
ード１４に記録される。
【００５７】
モード切替スイッチ１９によって再生モードが選択された場合には、メモリカード１４か
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ら画像データが読み出され、読み出された画像データは、ＤＳＰ１０２内の圧縮伸長回路
によって伸長処理された後、液晶モニタ１８に再生出力される。また、メモリカード１４
に保存された画像を携帯電話機４０側に転送し、携帯電話機４０の電子メール送信機能等
によって外部に送信することも可能である。
【００５８】
上記の如く構成されたデジタルカメラ１０の動作について説明する。図５はデジタルカメ
ラ１０の制御手順を示すフローチャートである。カメラ本体の電源スイッチ１７がＯＮ操
作され、電源がＯＮすると（ステップＳ５１０）、ＭＰＵ８２は、まず、検出スイッチ６
６からの検出信号に基づいて電源切替状態（携帯電話機４０側から電源の供給を受けてい
る状態）か否かを判断する（ステップＳ５１２）。電源の供給元がデジタルカメラ１０の
バッテリー２６である場合（ＮＯ判定時）は、ステップＳ５１４に進み、電源ＳＷ11～17
を全てＯＮする。
【００５９】
他方、ステップＳ５１２において、携帯電話機４０のバッテリー４２から電源の供給を受
けていると判定した場合（ＹＥＳ判定時）には、ステップＳ５２０に進む。ステップＳ５
２０では、電源ＳＷ17をＯＮし、これ以外の電源ＳＷ11～16はＯＦＦ状態とする。次いで
、バッテリー４２の電圧値（電圧ａ）を読み込み、電圧ａが予め定められている判定基準
値ａ1 以下であるか否かを判断する（ステップＳ５２２）。判定基準値ａ1 は、バッテリ
ー４２からの電源供給によってデジタルカメラ１０を動作させるに足る電圧として規定さ
れるものであり、電圧値がａ1 以下になるとカメラ動作として異常をきたす下限電圧とし
て設定されている。
【００６０】
ステップＳ５２２において、電圧ａが判定基準値ａ1 以下である旨の判定を得た場合（Ｙ
ＥＳ判定時）はステップＳ５２４に進み、分周比を１ステップ下げる設定を行った後、ス
テップＳ５２２に戻る。クロック周波数の分周比を１ステップ下げると消費電流が低減さ
れるため、電圧ａが上昇する。
【００６１】
ステップＳ５２２において、電圧ａが判定基準値ａ1 を上回る旨の判定を得た場合（ＮＯ
判定時）は、ステップＳ５３０に進む。ステップＳ５３０では、撮影モードに設定されて
いるか否かの判定を行う。この判定は、モード切替スイッチ１９の設定状態に基づいて判
別される。撮影モードが選択されている場合（ＹＥＳ判定時）には撮影を可能にすべく、
電源ＳＷ13をＯＮする（ステップＳ５３２）。
【００６２】
他方、ステップＳ５３０において、ＮＯ判定を得た場合（再生モードその他の撮影を行わ
ない動作モードが選択されている場合）には、電源ＳＷ13をＯＦＦ状態として撮像系回路
への電源供給を行わないように制御する（ステップＳ５３４）。ステップＳ５３２又はス
テップＳ５３４の後は、ステップＳ５２２に戻る。その後は、操作キーの操作を監視して
、操作指示に応じた動作が行われる。
【００６３】
上記した本実施形態に係るデジタルカメラ１０及び携帯電話機４０によれば、双方のバッ
テリー２６、４２を互いに共有できる構成にしたので、何れか一方のバッテリーが無くな
った場合でも、他方のバッテリーから電源の供給を受けてその機器を使用することが可能
になる。これにより、使用可能時間の長時間化を達成できる。
【００６４】
上記説明の電源切替スイッチ（ＳＷ１、ＳＷ２）は、利用者が手動操作するスイッチで構
成したが、電源切替スイッチを電子スイッチで構成し、電源の切り替え自動的に制御する
態様も可能である。図６にその制御手順を示す。
【００６５】
デジタルカメラ１０本体の電源がＯＮした後（ステップＳ６１０）、バッテリー２６の電
圧をＭＰＵ８２のＡ／Ｄ変換ポートに入力して電圧を測定する（ステップＳ６１２）。測
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定された電圧値が規定電圧以上であるか否かを判別し（ステップＳ６１４）、規定電圧以
上であれば、外部から電源供給を行う必要がないため、デジタルカメラ１０内の電源切替
スイッチＳＷ１はＡ側設定のまま保持される（ステップＳ６１６）。
【００６６】
その一方、ステップＳ６１４で規定電圧に満たない場合には、外部からの電源供給が必要
であると判断して、電源切替スイッチＳＷ１をＢ側に切り替える（ステップＳ６２０）。
次いで、電源の切替状態を示す制御信号（電源切替制御信号）を携帯電話機４０側に送る
処理を行い（ステップＳ６２２）、省電力動作モードに入る（ステップＳ６２４）。この
とき、携帯電話機４０のＭＰＵ７２は、デジタルカメラ１０から通知される電源切替制御
信号に基づいて電源切替スイッチＳＷ２をＤ側に設定するとともに、携帯電話機４０を省
電力動作モードにセットする。こうして、携帯電話機４０のバッテリー４２からデジタル
カメラ１０に電源が供給される。
【００６７】
ステップＳ６１６又はステップＳ６２４の後はステップＳ６３０に進む。ステップＳ６３
０においてタイマーカウンターをスタートさせ、カウント値が規定値に達したら、ステッ
プＳ６１２に戻る。こうして、一定のサイクルで上記した電源の切替判断処理を繰り返し
実行する。
【００６８】
図６では、デジタルカメラ１０の制御について説明したが、携帯電話機４０においても同
様である。携帯電話機４０のＭＰＵ７２は、バッテリー４２の電圧を監視し、バッテリー
４２が所定の規定電圧に満たないことを検知した場合には、電源切替スイッチ４８の接続
をＣ側に切り替える処理を行い、デジタルカメラ１０側のバッテリー２６から電源の供給
を受けるように制御する。そして、電源の切替状態を示す制御信号（電源切替制御信号）
をデジタルカメラ１０側に通知する。
【００６９】
次に、上記した実施形態の変形例を説明する。図７及び図８は、本発明の他の実施形態を
示す要部回路図である。これらの図面中、図２に示した例と同一又は類似の部分には同一
の符号を付し、その説明は省略する。図７及び図８に示した例では、デジタルカメラ１０
のコネクタ部２８がリモコン装置２００の接続部として兼用されている。
【００７０】
デジタルカメラ１０に携帯電話機４０が接続される状態（図７）と、リモコン装置２００
が接続される状態（図８）を自動判別するための手段として、コネクタ部２８に検出ピン
ＰDkが設けられている。検出ピンＰDkの検出信号ラインは、プルアップ抵抗Ｒ2 を介して
ＤＣ／ＤＣコンバータ５８のＶcc出力端子に接続されており、検出信号はデジタルカメラ
１０の内部回路５６に入力される。
【００７１】
携帯電話機４０側のコネクタ部４４にも検出ピンＰCkが設けられており、この検出ピンＰ
Ckは、携帯電話機４０内部において接続されていない状態（非接続端子）となっている。
このため、図７のように接続ケーブル５０を介してデジタルカメラ１０と携帯電話機４０
を接続すると、検出ピンＰDkの検出信号は「Ｈ（High）」信号となる。
【００７２】
その一方、図８に示したリモコン装置２００のコネクタ部２１０に設けられている検出ピ
ンＰRkは、リモコン装置２００内部でグランドに接続されている。したがって、図８のよ
うに接続ケーブル５０を介してデジタルカメラ１０とリモコン装置２００を接続すると、
検出ピンＰDkがグランドに接続されて検出信号は「Ｌ（Low ）」信号となる。
【００７３】
デジタルカメラ１０は、検出信号が「Ｌ」の場合にはリモコン装置２００が接続されたも
のと判断する一方、検出信号が「Ｈ」の場合には携帯電話機４０が接続された状態、又は
接続無しの状態と判断する。携帯電話機４０の接続状態と接続無しの状態を判別するには
、デジタルカメラ１０側から通信信号を出力して、その返信の有無によって判別する。
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リモコン装置２００におけるコネクタ部２１０の第１ピンＰR1は、検出ピンＰRkとともに
グランド（ＧＮＤ）に接続されている。第２ピンＰR2は、電源入力端子に相当し、リモコ
ン装置２００内のＤＣ／ＤＣコンバータ２１２に接続されている。第３ピンＰR3は、非接
続端子となっている。第４ピンＰR4と第５ピンＰR5は、内部回路２１４に接続され、デー
タ転送ラインとして使用される。
【００７５】
第２ピンＰR2に印加される電源電圧は、ＤＣ／ＤＣコンバータ２１２によって所要の電圧
に変換された後、内部回路２１４に供給される。リモコン装置２００に設けられている操
作部２１６が操作されると、その操作に応じた指令信号がデータ転送ライン（第４ピンと
第５ピン）を介してデジタルカメラ１０側に伝達される。デジタルカメラ１０は、リモコ
ン装置２００から受信した指令信号に応じた動作を行う。こうして、リモコン装置２００
を利用したデジタルカメラ１０の遠隔操作が実現される。
【００７６】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、携帯電子機器と接続可能なデジタルカメラにおいて
、接続される外部の携帯電子機器のバッテリーからカメラ動作に必要な電源の供給を受け
ることができる構造にしたので、デジタルカメラのバッテリーが消耗した場合でも、電子
機器側のバッテリーに切り替えてデジタルカメラを長時間使用することが可能である。
【００７７】
また、本発明の他の態様によれば、デジタルカメラ側のバッテリーから外部の携帯電子機
器に対して電源を供給できる構造にしたので、携帯電子機器のバッテリーが消耗した場合
でも、デジタルカメラ側のバッテリーに切り替えて携帯電子機器を長時間使用することが
可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態に係るデジタルカメラと携帯電話機の接続状態を示す図
【図２】本例のデジタルカメラと携帯電話機の接続関係を示す要部回路図
【図３】本発明の他の実施形態を示す要部回路図
【図４】図３に示したデジタルカメラと携帯電話機の内部構成を示すブロック図
【図５】本例のデジタルカメラの制御手順を示すフローチャート
【図６】電源の自動切替に関する制御手順を示すフローチャート
【図７】デジタルカメラに携帯電話機が接続された状態を示す要部回路図
【図８】デジタルカメラにリモコン装置が接続された状態を示す要部回路図
【符号の説明】
１０…デジタルカメラ、１８…液晶モニタ、２４…電源切替スイッチ、２６…バッテリー
、２８…コネクタ部、４０…携帯電話機、４２…バッテリー、４４…コネクタ部、４６…
液晶表示部、４８…電源切替スイッチ、６６…検出スイッチ、７２…ＭＰＵ、８２…ＭＰ
Ｕ、９０…撮像素子、２００…リモコン装置
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