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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子機器であって、
　給電装置から無線で電力を受ける第１の受電手段と、
　前記第１の受電手段と、前記電子機器に接続された外部装置が有する、前記給電装置か
ら無線で電力を受ける第２の受電手段と、のどちらか一方の受電手段を用いて前記給電装
置から電力を受けるように前記電子機器の動作を制御し、前記給電装置によって行われる
給電を制御するためのデータを前記給電装置に供給するようにする制御手段と、を有し、
　前記制御手段は、前記第１の受電手段を用いて前記給電装置から電力を受ける場合に、
前記給電装置によって行われる給電を前記電子機器のモードに応じて制御するためのデー
タを、前記給電装置に送信し、第２の受電手段を有する外部装置が前記電子機器に接続さ
れ、前記第２の受電手段を用いて前記給電装置から電力を受ける場合に、前記第２の受電
手段で電力を受けるように前記給電装置からの電力供給を制御するためのデータを前記給
電装置に送信することを特徴とする電子機器。
【請求項２】
　前記電子機器が所定のモードである場合、前記制御手段は、前記給電装置の駆動周波数
を変更するためのデータ及び前記給電装置の駆動電流を変更するためのデータの少なくと
も一つを前記給電装置に供給するようにす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】
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　前記電子機器が所定のモードである場合、前記制御手段は、前記給電装置によって行わ
れる給電を停止させるためのデータを前記給電装置に供給するようにすることを特徴とす
る請求項２に記載の電子機器。
【請求項４】
　前記電子機器が前記所定のモードでない場合、前記制御手段は、前記給電装置から前記
第１の受電手段が受けた電力が所定値以上になるようにするためのデータを前記給電装置
に供給するようにすることを特徴とする請求項２または３に記載の電子機器。
【請求項５】
　前記電子機器が前記所定のモードでない場合、前記制御手段は、外部装置と前記電子機
器とが接続された場合であっても、前記給電装置から前記第１の受電手段が受けた電力が
前記所定値以上になるようにするためのデータを前記給電装置に供給するようにすること
を特徴とする請求項４に記載の電子機器。
【請求項６】
　前記所定のモードは、静止画撮影モード、動画記録モード、音声入力モード、音声出力
モード及び方位検出モードの少なくとも一つのモードであることを特徴とする請求項２ま
たは３に記載の電子機器。
【請求項７】
　前記制御手段は、前記第１の受電手段を用いて前記給電装置から電力を受ける場合であ
って、前記電子機器が第１モードである場合、前記第１の受電手段で第１の電力を受ける
ように、前記給電装置によって行われる給電を制御するための第１のデータを前記給電装
置に送信し、前記電子機器が前記第１モードと異なる第２モードである場合、前記第１の
受電手段で前記第１の電力とは異なる第２の電力を受けるように、前記給電装置によって
行われる給電を制御するための前記第１のデータと異なる第２のデータを前記給電装置に
送信し、
　前記第２の受電手段を有する外部装置が前記電子機器に接続され、前記第２の受電手段
を用いて前記給電装置から電力を受ける場合は、前記電子機器が前記第１モードである場
合にも前記第２モードである場合にも、前記第２の受電手段で第３の電力を受けるように
、前記給電装置によって行われる給電を制御するための第３のデータを前記給電装置に送
信することを特徴とする請求項１に記載の電子機器。
【請求項８】
　前記制御手段は、
　前記第２の受電手段を有する前記外部機器が前記電子装置に接続されていない第１の状
態において第１の受電手段を用いて前記給電装置から電力を受け、
　前記第２の受電手段を有する前記外部装置が前記電子装置に接続された第２の状態にお
いて前記第２の受電手段を用いて前記給電装置から電力を受け、
　前記第２の受電手段を有さない外部機器が前記電子装置に接続された第３の状態におい
て、第１受電手段を用いて給電装置から電力を受けるように、電子機器の動作を制御する
ことを特徴とする請求項１に記載の電子装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線により供給される電力を受電する電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、コネクタで接続することなく電磁誘導によって電力を供給する給電装置と、給電
装置から電磁誘導によって電力供給を受ける電子機器とを含むシステムが知られている。
このようなシステムにおいて、給電装置から電力を受け取るための２次コイルを有する電
子機器が２次コイルによって給電装置から受け取った電力を用いて電池の充電を行うこと
が知られている（特許文献１）。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－２９０９２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来、給電装置から電力を受け取るための２次コイルは、電子機器の特定の位置に設け
られる。このため、電子機器が２次コイルを用いて給電装置から電力を受け取る際、電子
機器の内部の回路が給電装置からの給電によって影響を受ける場合があった。これにより
、電子機器が２次コイルを用いて給電装置から電力を受け取る際に、電子機器が内部の回
路を駆動させている場合、給電装置からの電力供給によって電子機器が正常に動作を行え
なくなるような事態が発生していた。
【０００５】
　また、電子機器に外部装置が装着された場合、電子機器に装着された外部装置によって
給電装置と電子機器との距離が離れてしまい、電子機器において、２次コイルが給電装置
から受け取る電力が低下してしまう場合があった。これにより、電子機器において、給電
装置から供給される電力によって電子機器を動作させることができなくなるような事態や
給電装置から供給される電力によって電池の充電が行えなくなるような事態が発生してい
た。
【０００６】
　そこで、本発明は、給電装置から電子機器への電力供給により電子機器の動作が阻害さ
れることなく、電子機器が給電装置から給電されるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る電子機器は、電子機器であって、給電装置から無線で電力を受ける第１の
受電手段と、前記第１の受電手段と、前記電子機器に接続された外部装置が有する、前記
給電装置から無線で電力を受ける第２の受電手段と、のどちらか一方の受電手段を用いて
前記給電装置から電力を受けるように前記電子機器の動作を制御し、前記給電装置によっ
て行われる給電を制御するためのデータを前記給電装置に供給するようにする制御手段と
、を有し、前記制御手段は、前記第１の受電手段を用いて前記給電装置から電力を受ける
場合に、前記給電装置によって行われる給電を前記電子機器のモードに応じて制御するた
めのデータを、前記給電装置に送信し、第２の受電手段を有する外部装置が前記電子機器
に接続され、前記第２の受電手段を用いて前記給電装置から電力を受ける場合に、前記第
２の受電手段で電力を受けるように前記給電装置からの電力供給を制御するためのデータ
を前記給電装置に送信することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、給電装置から電子機器への電力供給により電子機器の動作が阻害され
ることなく、電子機器が給電装置から給電されるようにすることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】実施例１における給電システムの一例を示した図である。
【図２】実施例１における給電システムのブロック図の一例を示した図である。
【図３】実施例１における受電処理の一例を示すフローチャートである。
【図４】実施例１における選択テーブルの一例を示した図である。
【図５】実施例１における第１のパラメータ選択テーブルの一例を示した図である。
【図６】実施例１における第２のパラメータ選択テーブルの一例を示した図である。
【図７】実施例１における給電システムのブロック図の一例を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
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　［実施例１］
　以下、本発明の実施例１について、図面を参照して詳細に説明する。実施例１に係る充
電システムは、図１に示すように給電装置３００、電子機器１００及び外部装置２００を
有する。
【００１１】
　実施例１における充電システムにおいて、例えば、図１の（ａ）のように電子機器１０
０が給電装置３００の上に置かれた場合、給電装置３００は、給電アンテナ３０５を介し
て電子機器１００に無線給電を行う。また、給電装置３００と電子機器１００との距離が
所定の範囲内に存在する場合において、受電アンテナ１１８を有する電子機器１００は、
受電アンテナ１１８を介して給電装置３００から出力される電力を無線により受電する。
さらに、電子機器１００は、受電アンテナ１１８を介して給電装置３００から受電した電
力によって、電子機器１００に装着されている電池１１９の充電を行う。また、給電装置
３００と電子機器１００との距離が所定の範囲内に存在しない場合、電子機器１００は、
受電アンテナ１１８を有している場合であっても、給電装置３００から電力を受電するこ
とができない。
【００１２】
　図１の（ｂ）では、外部装置２００が装着されている電子機器１００が給電装置３００
の上に置かれている。このような充電システムにおいて、給電装置３００は、給電アンテ
ナ３０５を介して電子機器１００及び外部装置２００に無線給電を行う。また、給電装置
３００と電子機器１００との距離が所定の範囲内に存在する場合において、受電アンテナ
１１８を有する電子機器１００は、受電アンテナ１１８を介して給電装置３００から出力
される電力を無線により受電する。さらに、電子機器１００は、受電アンテナ１１８を介
して給電装置３００から受電した電力によって、電子機器１００に装着された電池１１９
及び外部装置２００に装着された電池２０３の少なくとも一つの充電を行う。また、給電
装置３００と電子機器１００との距離が所定の範囲内に存在しない場合、電子機器１００
は、受電アンテナ１１８を有している場合であっても、給電装置３００から電力を受電す
ることができない。
【００１３】
　また、図１の（ｂ）のような充電システムにおいて、給電装置３００と外部装置２００
との距離が所定の範囲内に存在する場合、受電アンテナ２０２を有する外部装置２００は
、給電装置３００から供給される電力を受電アンテナ２０２を介して無線により受電する
。さらに、受電アンテナ２０２を有する外部装置２００は、受電アンテナ２０２を介して
無線で給電装置３００から受電した電力により電池２０３の充電を行い、受電アンテナ２
０２を介して給電装置３００から受電した電力を電子機器１００に供給することができる
。また、給電装置３００と外部装置２００との距離が所定の範囲内に存在しない場合、外
部装置２００は、受電アンテナ２０２を有していたとしても、給電装置３００から電力を
受電することができない。
【００１４】
　また、外部装置２００が受電アンテナ２０２を有していない場合、外部装置２００は、
給電装置３００から送信される電力を受電できない。そのため、外部装置２００は、給電
装置３００から電子機器１００が受電した電力が供給された場合に、外部装置２００に含
まれている電池２０３を充電する。
【００１５】
　なお、所定の範囲とは、電子機器１００や外部装置２００が給電装置３００から電力を
受電することができる範囲である。
【００１６】
　なお、給電装置３００は、電子機器１００及び外部装置２００に対して、並行して電力
を無線で供給することができるものとする。なお、給電装置３００の上に電子機器１００
及び外部装置２００の少なくとも一つが置かれた場合、給電装置３００は、電子機器１０
０及び外部装置２００の少なくとも一つに給電するようにしたが、これに限られないもの
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とする。例えば、給電装置３００に電子機器１００及び外部装置２００の少なくとも一つ
が立て掛けられている場合に、給電装置３００が電子機器１００及び外部装置２００の少
なくとも一つに給電を行うようにしてもよい。
【００１７】
　次に、図２を参照して、電子機器１００の構成の一例について説明を行う。
【００１８】
　なお、電子機器１００の一例として、デジタルスチルカメラを挙げ、以下、説明を行う
。
【００１９】
　電子機器１００は、接続部１０１、接続部１０２、接続部１０３、接続部１０４、接続
部１０５、システム制御部１０６、撮像回路１０７、ＡＤ変換回路１０８、測距回路１０
９、測光回路１１０及びフラッシュ調光回路１１１を有する。さらに、電子機器１００は
、オーディオ回路１１２、ビデオ回路１１３、記録部１１４、表示部１１５及び不揮発性
メモリ１１６を有する。さらに、電子機器１００は、地磁気センサ１１７、受電アンテナ
１１８、電池１１９、電源制御回路１２０、通信回路１２１、駆動回路１２２、切替回路
１２３及び操作部１２４を有する。
【００２０】
　接続部１０１は、外部装置２００を接続するための端子を有する。電子機器１００と外
部装置２００とが接続されている場合、接続部１０１は、外部装置２００を制御するため
の制御信号及び電力を電子機器１００から外部装置２００に供給するために用いられる。
さらに、電子機器１００と外部装置２００とが接続されている場合、接続部１０１は、電
子機器１００を制御するための制御信号及び電力を外部装置２００から電子機器１００に
供給するために用いられる。
【００２１】
　接続部１０２は、縦位置撮影用アダプタを接続するための端子を有する。
【００２２】
　接続部１０３は、外付けフラッシュを接続するための端子を有する。
【００２３】
　接続部１０４は、無線ＬＡＮ通信を行う機能を電子機器１００に実現させるための無線
ＬＡＮユニットを接続するための端子を有する。
【００２４】
　接続部１０５は、ＧＰＳ通信を行う機能を電子機器１００に実現させるためのＧＰＳユ
ニットを接続するための端子を有する。
【００２５】
　システム制御部１０６は、不揮発性メモリ１１６に格納されているコンピュータプログ
ラムに応じて、電子機器１００を制御する。また、システム制御部１０６は、操作部１２
４から入力されるユーザの指示に応じて、電子機器１００を制御する。
【００２６】
　撮像回路１０７は、被写体の光学像からアナログデータを生成するための回路である。
撮像回路１０７は、不図示の光学レンズによって結像された被写体の光学像からアナログ
データを生成する撮像素子等を有する。撮像回路１０７によって生成されたアナログデー
タは、ＡＤ変換回路１０８に供給される。
【００２７】
　ＡＤ変換回路１０８は、ＡＤ変換を行うことよって、撮像回路１０７から供給されるア
ナログデータをデジタルデータに変換する。ＡＤ変換回路１０８によって生成されたデジ
タルデータは、システム制御部１０６に含まれる不図示の画像処理部に供給され、デジタ
ルデータは画像処理部によって画像処理が行われる。画像処理部によって画像処理が行わ
れたデジタルデータは、記録部１１４に供給され、記録部１１４によって、記録媒体１１
４ａに記録される。
【００２８】
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　測距回路１０９は、被写体までの距離を測定する回路である。システム制御部１０６は
、測距回路１０９によって測定された被写体までの距離に応じて、測距演算処理を行い、
不図示の光学レンズの位置を制御する。測距回路１０９は、電子機器１００に合焦（Ａｕ
ｔｏ　Ｆｏｃｕｓ）処理を行わせるために用いられる。
【００２９】
　測光回路１１０は、被写体の照度を測定する回路である。システム制御部１０６は、測
光回路１１０によって測定された被写体の照度に応じて、測光演算処理を行い、被写体の
明るさやシャッタースピードを制御する。測光回路１１０は、電子機器１００に自動露出
（Ａｕｔｏ　Ｅｘｐｏｓｕｒｅ）処理を行わせるために用いられる。
【００３０】
　フラッシュ調光回路１１１は、不図示のフラッシュ装置による発光量を計測する回路で
ある。システム制御部１０６は、フラッシュ調光回路１１１によって計測されたフラッシ
ュの発光量に応じて、フラッシュ調光演算処理を行う。
【００３１】
　オーディオ回路１１２は、音声データを入出力するための回路である。オーディオ回路
１１２は、例えば、マイクやスピーカなどから構成される。オーディオ回路１１２は、記
録媒体１１４ａから記録部１１４によって読み出された音声データをスピーカから出力す
ることができる。また、オーディオ回路１１２は、マイクを介して入力されたアナログの
音声から音声データを生成し、記録部１１４に供給する。記録部１１４は、オーディオ回
路１１２から供給される音声データを記録媒体１１４ａに記録する。
【００３２】
　ビデオ回路１１３は、記録媒体１１４ａから記録部１１４によって読み出された映像デ
ータ及びシステム制御部１０６の画像処理部によって画像処理が行われた映像データのい
ずれか一つから表示部１１５に表示させるための表示データを生成する。また、ビデオ回
路１１３は、あらかじめ不揮発性メモリ１１６に記録されている映像データから表示部１
１５や外部のディスプレイに表示させるための表示データを生成する。ビデオ回路１１３
で生成された表示データは、表示部１１５や電子機器１００に接続される外部のディスプ
レイに供給される。
【００３３】
　記録部１１４は、オーディオ回路１１２から供給される音声データを記録媒体１１４ａ
に記録する。また、記録部１１４は、システム制御部１０６の画像処理部から供給される
映像データを記録媒体１１４ａに記録する。また、記録部１１４は、記録媒体１１４ａに
記録されている映像データをビデオ回路１１３に供給する。また、記録部１１４は、記録
媒体１１４ａに記録されている音声データをオーディオ回路１１２に供給する。
【００３４】
　記録媒体１１４ａは、電子機器１００に着脱可能な外部のメモリであっても、電子機器
１００に内蔵されたメモリであっても良いものとする。また、記録媒体１１４ａは、コン
パクトフラッシュ（登録商標）カード（ＣＦカード）であっても、ＳＤカードであっても
よく、ハードディスクデバイスであっても良いものとする。
【００３５】
　表示部１１５は、ビデオ回路１１３から供給される表示データを表示する。表示部１１
５は、例えば、液晶ディスプレイである。
【００３６】
　不揮発性メモリ１１６は、システム制御部１０６によって実行されるコンピュータプロ
グラムやシステム制御部１０６によって行われる演算のためのパラメータ等を格納する。
また、不揮発性メモリ１１６は、電子機器１００によって行われる動作のためのフラグ等
を格納する。また、不揮発性メモリ１１６は、電子機器１００のＩＤなどの識別情報や電
子機器１００が給電装置３００から受電することができる電力を示す情報等を格納するも
のとする。また、不揮発性メモリ１１６には、図４に示される選択テーブル、図５に示さ
れる第１のパラメータ選択テーブル及び図６に示される第２のパラメータ選択テーブルが
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記録される。なお、図４の選択テーブル、図５の第１のパラメータ選択テーブル及び図６
の第２のパラメータ選択テーブルについては後述する。また、不揮発性メモリ１１６には
、接続部１０１、接続部１０２、接続部１０３、接続部１０４及び接続部１０５の少なく
とも一つに接続される外部装置に関するデバイス情報が記録される。
【００３７】
　地磁気センサ１１７は、地磁気を検出することによって方位を検出するためのセンサで
ある。地磁気センサ１１７によって検出された方位を示す方位情報は、システム制御部１
０６に供給される。システム制御部１０６は、地磁気センサ１１７から供給される方位情
報を用いて、方位を示すアイコンや映像データを表示部１１５に表示される映像データに
重畳させて表示するようにしてもよい。また、システム制御部１０６は、地磁気センサ１
１７から供給される方位情報と、記録媒体１１４ａに記録される映像データや音声データ
とを関連付けるようにしてもよいものとする。
【００３８】
　受電アンテナ１１８は、給電装置３００から供給される電力を受電するためのアンテナ
である。電子機器１００は、受電アンテナ１１８を介して、給電装置３００から供給され
る電力を受電する。受電アンテナ１１８によって給電装置３００から受電される電力は、
駆動回路１２２に供給される。なお、受電アンテナ１１８は、ヘリカルアンテナであって
も、ループアンテナであってもよく、メアンダラインアンテナ等の平面状のアンテナであ
ってもよいものとする。システム制御部１０６は、受電アンテナ１１８に流れる電流を調
整することによって、受電アンテナ１１８と給電アンテナ３０５との間の磁界による結合
や電界による結合を制御することができる。
【００３９】
　電池１１９は、電子機器１００に着脱可能な電池である。また、電池１１９は、充電可
能な二次電池であり、例えば、リチウムイオン電池等である。電池１１９は、電子機器１
００全体に電力を供給することができる。
【００４０】
　電源制御回路１２０は、電子機器１００が充電モードである場合、駆動回路１２２から
切替回路１２３を介して供給される直流電力から所望の電圧を生成する回路である。この
場合、さらに、電源制御回路１２０は、生成した所望の電圧を電子機器１００に供給する
。なお、電源制御回路１２０は、電子機器１００の動作モードに応じて、所望の電圧を電
子機器１００に供給する。電源制御回路１２０は、例えば、スイッチングレギュレータま
たは、リニアレギュレータを有するものであるものとする。
【００４１】
　また、電源制御回路１２０は、電子機器１００が充電モードである場合、駆動回路１２
２から切替回路１２３を介して供給される直流電力を用いて、電池１１９の充電を行う。
さらに、電源制御回路１２０は、電子機器１００が充電モードである場合、駆動回路１２
２から切替回路１２３を介して供給される直流電力を用いて、外部装置２００に含まれる
電池２０３の充電を行うことができる。なお、電源制御回路１２０は、定電圧定電流方式
により電池１１９及び電池２０３の少なくとも一つの充電を行う。また、電源制御回路１
２０は、電子機器１００に装着される電池１１９の残容量を示す情報を定期的に検出し、
システム制御部１０６に通知し、外部装置２００に装着される電池２０３の残容量を示す
情報を定期的に検出し、システム制御部１０６に通知する。また、電源制御回路１２０は
、電池１１９の充電を行っている場合に、電池１１９が満充電になった場合、システム制
御部１０６に通知し、電池２０３の充電を行っている場合に、電池２０３が満充電になっ
た場合、システム制御部１０６に通知する。
【００４２】
　また、電源制御回路１２０は、電子機器１００が充電モード以外のモードである場合、
電池１１９から供給される電力及び外部装置２００から接続部１０１を介して供給される
電力の少なくとも一つから所望の電圧を生成し、電子機器１００に供給する。
【００４３】
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　通信回路１２１は、受電アンテナ１１８及び駆動回路１２２を介して給電装置３００と
通信を行うための回路である。なお、通信回路１２１は、受電アンテナ１１８及び駆動回
路１２２を介して給電装置３００に情報やコマンドを送信する。また通信回路１２１は、
受電アンテナ１１８及び駆動回路１２２を介して給電装置３００から送信された情報やコ
マンドを受信する。通信回路１２１によって受信された情報やコマンドは、システム制御
部１０６に供給され、システム制御部１０６は、通信回路１２１から供給される情報やコ
マンドに応じて、電子機器１００を制御する。なお、通信回路１２１は、給電装置３００
と予め定められた通信プロトコルに応じて、通信を行う。なお、予め定められた通信プロ
トコルとは、例えば、ＲＦＩＤ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ＩＤｅｎｔｉｆｉｃ
ａｔｉｏｎ）等のＩＳＯ／ＩＥＣ　１８０９２規格に準拠した通信プロトコルである。ま
た、予め定められた通信プロトコルは、Ｆｅｌｉｃａ（登録商標）やＭＩＦＡＲＥ（登録
商標）等のようなＩＣタグとタグリーダとによる通信プロトコルであってもよい。また、
予め定められた通信プロトコルは、負荷変調を用いる通信プロトコルであってもよい。
【００４４】
　駆動回路１２２は、受電アンテナ１１８から供給される電力を直流電力を生成し、生成
した直流電力を切替回路１２３を介して電源制御回路１２０に供給する。さらに、駆動回
路１２２は、生成した直流電力を接続部１０１を介して外部装置２００に供給することも
できる。なお、駆動回路１２２は、受電アンテナ１１８から供給される電力から直流電力
を生成するための整流用のダイオードを有するものとする。
【００４５】
　また、駆動回路１２２は、インピーダンスマッチングを行う整合回路及び給電装置３０
０の共振周波数と同じ周波数で受電アンテナ１１８を共振させるための共振回路を有する
。システム制御部１０６は、駆動回路１２２を制御することによって、給電装置３００と
電子機器１００とを共振させることができる。なお、システム制御部１０６は、駆動回路
１２２に含まれるコイル、コンデンサ及び抵抗などの素子を制御することによって、給電
装置３００の共振周波数と同じ周波数で受電アンテナ１１８が共振するように制御する。
また、システム制御部１０６は、受電アンテナ１１８の周波数を制御することによって、
受電アンテナ１１８と給電アンテナ３０５との間の磁界による結合や電界による結合を制
御することができる。
【００４６】
　切替回路１２３は、駆動回路１２２と電源制御回路１２０とを接続するためのスイッチ
である。さらに、切替回路１２３は、駆動回路１２２と接続部１０１とを接続するための
スイッチである。
【００４７】
　システム制御部１０６は、切替回路１２３をオンにすることによって、駆動回路１２２
と電源制御回路１２０とを接続するように制御し、切替回路１２３をオフにすることによ
って、駆動回路１２２と電源制御回路１２０とを切断するように制御する。切替回路１２
３がオンである場合、電源制御回路１２０には、給電装置３００から受電アンテナ１１８
によって受電された電力が供給される。切替回路１２３がオフである場合、電源制御回路
１２０には、給電装置３００から受電アンテナ１１８によって受電された電力は、供給さ
れない。
【００４８】
　また、接続部１０１を介して外部装置２００と電子機器１００とが接続されている場合
、システム制御部１０６は、切替回路１２３をオンにすることによって、駆動回路１２２
と外部装置２００とを接続するように制御する。接続部１０１を介して外部装置２００と
電子機器１００とが接続されている場合、切替回路１２３をオフにすることによって、駆
動回路１２２と外部装置２００とを切断するように制御する。
【００４９】
　切替回路１２３は、リレースイッチでもよく、電子機器１００にあらかじめ含まれてい
るスイッチを利用するものであってもよい。
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【００５０】
　操作部１２４は、電子機器１００を操作するためのユーザインターフェースを提供する
。操作部１２４は、電子機器１００を操作するための電源ボタン及び電子機器１００の動
作モードを切り換えるモード切換ボタン等を有し、各ボタンはスイッチ、タッチパネル等
により構成される。システム制御部１０６は、操作部１２４を介して入力されたユーザの
指示に従って電子機器１００を制御する。なお、操作部１２４は、不図示のリモートコン
トローラから受信したリモコン信号に応じて電子機器１００を制御するものであってもよ
い。
【００５１】
　電子機器１００は、電池１１９から供給される電力によって動作する電子機器であれば
、デジタルスチルカメラ、カメラ付き携帯電話、デジタルビデオカメラやスマートフォン
等のモバイル機器であってもよい。また、電子機器１００は、音声データや映像データの
再生を行うプレイヤ等の再生装置やテレビのような表示装置であってもよい。また、電子
機器１００は、電池１１９から供給される電力によって駆動する車のような移動装置であ
ってもよい。
【００５２】
　また、電子機器１００は、電池１１９が装着されていない場合に、給電装置３００から
供給される電力によって動作する電子機器であってもよいものとする。
【００５３】
　次に、図２を参照して、外部装置２００の構成の一例について説明を行う。
【００５４】
　なお、外部装置２００の一例として、電子機器１００のアクセサリを挙げ、以下、説明
を行う。
【００５５】
　外部装置２００は、接続部２０１、受電アンテナ２０２、電池２０３、通信回路２０４
、駆動回路２０５及び切替回路２０６を有する。
【００５６】
　接続部２０１は、電子機器１００を接続するための端子を有する。電子機器１００と外
部装置２００とが接続されている場合、接続部２０１は、電子機器１００を制御するため
の制御信号及び電力を外部装置２００から電子機器１００に供給するために用いられる。
さらに、電子機器１００と外部装置２００とが接続されている場合、接続部２０１は、外
部装置２００を制御するための制御信号及び電力を電子機器１００から外部装置２００に
供給するために用いられる。
【００５７】
　受電アンテナ２０２は、給電装置３００から供給される電力を受電するためのアンテナ
である。外部装置２００は、受電アンテナ２０２を介して、給電装置３００から供給され
る電力を受電する。受電アンテナ２０２によって給電装置３００から受電される電力は、
駆動回路２０５に供給される。なお、受電アンテナ２０２は、ヘリカルアンテナであって
も、ループアンテナであってもよく、メアンダラインアンテナ等の平面状のアンテナであ
ってもよいものとする。システム制御部１０６は、受電アンテナ２０２に流れる電流を調
整することによって、受電アンテナ２０２と給電アンテナ３０５との間の磁界による結合
や電界による結合を制御することができる。
【００５８】
　電池２０３は、外部装置２００に着脱可能な電池である。また、電池２０３は、充電可
能な二次電池であり、例えばリチウムイオン電池等である。電池２０３は、電子機器１０
０に電力を供給することができる。
【００５９】
　通信回路２０４は、受電アンテナ２０２及び駆動回路２０５を介して給電装置３００と
通信を行うための回路である。なお、通信回路２０４は、受電アンテナ２０２及び駆動回
路２０５を介して給電装置３００に情報やコマンドを送信する。また、通信回路２０４は
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、受電アンテナ２０２及び駆動回路２０５を介して給電装置３００から送信された情報や
コマンドを受信する。通信回路２０４によって受信された情報やコマンドは、システム制
御部１０６に供給され、システム制御部１０６は、通信回路２０４から供給される情報や
コマンドに応じて、電子機器１００を制御する。なお、通信回路２０４は、通信回路１２
１と同様に、給電装置３００と予め定められた通信プロトコルに応じて、通信を行う。
【００６０】
　駆動回路２０５は、受電アンテナ２０２から供給される電力に応じて直流電力を生成し
、生成した直流電力を切替回路２０６及び接続部２０１を介して電源制御回路１２０に供
給する。なお、駆動回路２０５は、受電アンテナ２０２から供給される電力から直流電力
を生成するための整流用のダイオードを有するものとする。
【００６１】
　また、駆動回路２０５は、インピーダンスマッチングを行う整合回路及び給電装置３０
０の共振周波数と同じ周波数で受電アンテナ２０２を共振させるための共振回路を有する
。システム制御部１０６は、駆動回路２０５を制御することによって、給電装置３００と
外部装置２００とを共振させることができる。なお、システム制御部１０６は、駆動回路
２０５に含まれるコイル、コンデンサ及び抵抗などの素子を制御することによって、給電
装置３００の共振周波数と同じ周波数で受電アンテナ２０２が共振するように制御する。
また、システム制御部１０６は、受電アンテナ２０２の周波数を制御することによって、
受電アンテナ２０２と給電アンテナ３０５との間の磁界による結合や電界による結合を制
御することができる。
【００６２】
　切替回路２０６は、駆動回路２０５と電源制御回路１２０とを接続するためのスイッチ
である。
【００６３】
　システム制御部１０６は、切替回路２０６をオンにすることによって、駆動回路２０５
と電源制御回路１２０とを接続するように制御し、切替回路２０６をオフにすることによ
って、駆動回路２０５と電源制御回路１２０とを切断するように制御する。接続部１０１
を介して外部装置２００と電子機器１００とが接続されている場合において、切替回路１
２３がオンである場合、電源制御回路１２０には、給電装置３００から受電アンテナ２０
２によって受電された電力が供給される。接続部１０１を介して外部装置２００と電子機
器１００とが接続されている場合において、切替回路１２３がオフである場合、電源制御
回路１２０には、給電装置３００から受電アンテナ２０２によって受電された電力は供給
されない。なお、接続部１０１を介して外部装置２００と電子機器１００とが接続されて
いない場合、切替回路２０６がオンである場合であっても、給電装置３００から受電アン
テナ２０２によって受電された電力は供給されない。
【００６４】
　なお、外部装置２００は、電子機器１００のアクセサリ以外のものであっても良いもの
とする。また、外部装置２００は、電子機器１００によって行われる撮影に用いられるも
のであってもよい。また、外部装置２００は、電子機器１００によって行われる動作に関
連するものであってもよい。
【００６５】
　次に、図２を参照して、給電装置３００の構成の一例について説明を行う。
【００６６】
　給電装置３００は、システム制御部３０１、変換回路３０２、給電回路３０３、通信回
路３０４及び給電アンテナ３０５を有する。
【００６７】
　システム制御部３０１は、不図示の不揮発性メモリに格納されているコンピュータプロ
グラムに応じて、給電装置３００を制御する。
【００６８】
　変換回路３０２は、不図示のＡＣ電源から供給されるＡＣ電源を直流電源に変換する回
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路である。変換回路３０２によってＡＣ電源から変換された直流電源は、給電装置３００
に供給される。
【００６９】
　給電回路３０３は、給電アンテナ３０５を介して外部に出力するための電力を生成し、
生成した電力を給電アンテナ３０５に供給する。また、給電回路３０３は、インピーダン
スマッチングを行う整合回路を有する。さらに、給電回路３０３は、電子機器１００の受
電アンテナ１１８及び外部装置２００の受電アンテナ２０２の少なくとも一つ共振周波数
と同じ周波数で給電アンテナ３０５を共振させるための共振回路を有する。システム制御
部３０１は、給電回路３０３を制御することによって、給電装置３００と、電子機器１０
０及び外部装置２００のいずれか一つとを共振させることができる。なお、システム制御
部３０１は、給電回路３０３に含まれるコイル、コンデンサ及び抵抗などの素子を制御す
ることによって、電子機器１００及び外部装置２００の少なくとも一つの共振周波数と同
じ周波数で給電アンテナ３０５が共振するように制御する。また、システム制御部３０１
は、給電アンテナ３０５の周波数を制御することによって、受電アンテナ１１８と給電ア
ンテナ３０５との間の磁界による結合や電界による結合を制御することができる。また、
システム制御部３０１は、給電アンテナ３０５の周波数を制御することによって、受電ア
ンテナ２０２と給電アンテナ３０５との間の磁界による結合や電界による結合を制御する
ことができる。
【００７０】
　このため、システム制御部３０１は、給電アンテナ３０５の周波数を制御することで、
受電アンテナ１１８を介して電子機器１００に電力を供給させるようにするが、受電アン
テナ２０２を介して電子機器１００に電力を供給させないようにすることもできる。また
、システム制御部３０１は、給電アンテナ３０５の周波数を制御することで、受電アンテ
ナ１１８を介して電子機器１００に電力を供給させないようにするが、受電アンテナ２０
２を介して電子機器１００に電力を供給させるようにすることもできる。また、システム
制御部３０１は、給電アンテナ３０５の周波数を制御することで、受電アンテナ１１８を
介して電子機器１００に電力を供給させるようにし、受電アンテナ２０２を介して電子機
器１００に電力を供給させるようにすることもできる。また、システム制御部３０１は、
給電アンテナ３０５の周波数を制御することで、受電アンテナ１１８を介して電子機器１
００に電力を供給させないようにし、受電アンテナ２０２を介して電子機器１００に電力
を供給させないようにすることもできる。
【００７１】
　通信回路３０４は、給電アンテナ３０５及び給電回路３０３を介して電子機器１００及
び外部装置２００の少なくとも一つと通信を行うための回路である。なお、通信回路３０
４は、給電アンテナ３０５及び給電回路３０３を介して電子機器１００及び外部装置２０
０の少なくとも一つに情報やコマンドを送信する。また、通信回路３０４は、給電アンテ
ナ３０５及び給電回路３０３を介して電子機器１００及び外部装置２００の少なくとも一
つから送信された情報やコマンドを受信する。通信回路３０４によって受信された情報や
コマンドは、システム制御部３０１に供給される。システム制御部３０１は、通信回路３
０４から供給される情報やコマンドに応じて、給電装置３００を制御する。なお、通信回
路３０４は、電子機器１００及び外部装置２００の少なくとも一つと予め定められた通信
プロトコルに応じて、通信を行う。なお、予め定められた通信プロトコルとは、例えば、
ＲＦＩＤ等のＩＳＯ／ＩＥＣ　１８０９２規格に準拠した通信プロトコルである。また、
予め定められた通信プロトコルは、Ｆｅｌｉｃａ（登録商標）やＭＩＦＡＲＥ（登録商標
）等のようなＩＣタグとタグリーダとによる通信プロトコルであってもよい。また、予め
定められた通信プロトコルは、負荷変調を用いる通信プロトコルであってもよい。
【００７２】
　給電アンテナ３０５は、外部に電力を出力するためのアンテナである。なお、給電アン
テナ３０５は、ヘリカルアンテナであっても、ループアンテナであってもよく、メアンダ
ラインアンテナ等の平面状のアンテナであってもよいものとする。システム制御部３０１



(12) JP 5939780 B2 2016.6.22

10

20

30

40

50

は、給電アンテナ３０５に流れる電流を調整することによって、受電アンテナ１１８と給
電アンテナ３０５との間の磁界による結合や電界による結合を制御することができる。ま
た、システム制御部３０１は、給電アンテナ３０５に流れる電流を調整することによって
、受電アンテナ２０２と給電アンテナ３０５との間の磁界による結合や電界による結合を
制御することができる。
【００７３】
　電子機器１００と給電装置３００との距離が所定の範囲内に存在する場合、給電装置３
００は、給電アンテナ３０５を介して、電子機器１００に電力を供給する。電子機器１０
０と給電装置３００との距離が所定の範囲内に存在しない場合、給電装置３００は、給電
アンテナ３０５を介して、電子機器１００に電力を供給できない。
【００７４】
　また、外部装置２００と給電装置３００との距離が所定の範囲内に存在する場合、給電
装置３００は、給電アンテナ３０５を介して、外部装置２００に電力を供給する。外部装
置２００と給電装置３００との距離が所定の範囲内に存在しない場合、給電装置３００は
、給電アンテナ３０５を介して、外部装置２００に電力を供給できない。
【００７５】
　実施例１において、電子機器１００によって行われる処理は、給電装置３００が電磁界
結合によって電子機器１００及び外部装置２００の少なくとも一つに対して無線給電を行
うシステムにおいても適用できるものとする。
【００７６】
　また、実施例１において、電子機器１００によって行われる処理は、給電装置３００が
電磁誘導によって電子機器１００及び外部装置２００の少なくとも一つに対して無線給電
を行うシステムにおいても適用できるものとする。
【００７７】
　また、実施例１において、電子機器１００によって行われる処理は、給電装置３００が
電界結合により電子機器１００及び外部装置２００の少なくとも一つに対して無線給電を
行うシステムにおいても適用できるものとする。この場合、給電アンテナ３０５の代わり
に給電のための電極を給電装置３００に設け、受電アンテナ１１８の代わりに受電のため
の電極を電子機器１００に設け、受電アンテナ２０２の代わりに受電のための電極を外部
装置２００に設けるものとする。
【００７８】
　また、実施例１において、給電装置３００は、電子機器１００及び外部装置２００の少
なくとも一つに対して無線で電力を供給し、電子機器１００及び外部装置２００の少なく
とも一つは、給電装置３００から無線で電力を受電するものとした。しかし、「無線」を
「非接触」、「無接点」や「近接」と言い換えてもよいものとする。
【００７９】
　（受電処理）
　次に、実施例１において、電子機器１００によって行われる受電処理について、図３の
フローチャートを用いて説明する。受電処理は、システム制御部１０６が不揮発性メモリ
１１６に格納されているコンピュータプログラムを実行することにより実現することがで
きる。図３に示す受電処理は、電子機器１００が受電を行えるようになった場合に電子機
器１００で行われる処理である。なお、操作部１２４を介して電子機器１００に受電を行
わせるための指示がシステム制御部１０６に入力された場合に、システム制御部１０６は
、図３の受電処理を行うものとする。また、電池１１９の残容量が特定の残容量以下であ
ることが検出された場合、システム制御部１０６は、図３の受電処理を行ってもよい。
【００８０】
　Ｓ１０１において、システム制御部１０６は、電子機器１００と給電装置３００との距
離が所定の範囲内に存在するか否かを判定する。例えば、システム制御部１０６は、受電
アンテナ１１８が所定の電力を給電装置３００から受電したか否かに応じて、電子機器１
００と給電装置３００との距離が所定の範囲内に存在するか否かを判定する。この場合、
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受電アンテナ１１８が所定の電力を給電装置３００から受電した場合、システム制御部１
０６は、電子機器１００と給電装置３００との距離が所定の範囲内に存在すると判定する
。この場合、受電アンテナ１１８が所定の電力を給電装置３００から受電していない場合
、システム制御部１０６は、電子機器１００と給電装置３００との距離が所定の範囲内に
存在しないと判定する。なお、システム制御部１０６は、電子機器１００が給電装置３０
０の上に置かれたか否かに応じて、電子機器１００と給電装置３００との距離が所定の範
囲内に存在するか否かを判定してもよいものとする。
【００８１】
　システム制御部１０６によって、電子機器１００と給電装置３００との距離が所定の範
囲内に存在すると判定された場合（Ｓ１０１でＹＥＳ）、本フローチャートは、Ｓ１０１
からＳ１０２に進む。システム制御部１０６によって、電子機器１００と給電装置３００
との距離が所定の範囲内に存在しないと判定された場合（Ｓ１０１でＮＯ）、本フローチ
ャートは終了する。
【００８２】
　Ｓ１０２において、システム制御部１０６は、接続部１０１、接続部１０２、接続部１
０３、接続部１０４及び接続部１０５の少なくとも一つに装置が接続されているか否かを
判定する。システム制御部１０６によって、接続部１０１、接続部１０２、接続部１０３
、接続部１０４及び接続部１０５の少なくとも一つに装置が接続されていると判定された
場合（Ｓ１０２でＹＥＳ）、本フローチャートは、Ｓ１０２からＳ１０３に進む。システ
ム制御部１０６によって、接続部１０１、接続部１０２、接続部１０３、接続部１０４及
び接続部１０５に装置が接続されていないと判定された場合（Ｓ１０２でＮＯ）、本フロ
ーチャートは、Ｓ１０２からＳ１１５に進む。
【００８３】
　Ｓ１０３において、システム制御部１０６は、システム制御部１０６内のメモリに記録
されている変数Ｐａｃｃの値を「１」に設定する。変数Ｐａｃｃは、電子機器１００に装
置が接続されているか否かを示す値である。変数Ｐａｃｃが「１」に設定されている場合
、システム制御部１０６は、電子機器１００に装置が接続されていることを検出する。ま
た、変数Ｐａｃｃが「０」に設定されている場合、システム制御部１０６は、電子機器１
００に装置が接続されていないことを検出する。変数Ｐａｃｃが「１」に設定された場合
、本フローチャートは、Ｓ１０３からＳ１０４に進む。
【００８４】
　Ｓ１０４において、システム制御部１０６は、Ｓ１０２において電子機器１００に接続
されていると判定された装置が、給電装置３００から電力を受電するための手段を有する
か否かを判定する。
【００８５】
　給電装置３００から電力を受電するための手段とは、例えば、給電装置３００から電力
を受電するための受電アンテナである。この場合、システム制御部１０６は、電子機器１
００に接続された装置に問い合わせることによって、電子機器１００に接続された装置が
受電アンテナを有するか否かを判定するものとする。電子機器１００に接続された装置が
受電アンテナを有する場合、システム制御部１０６は、Ｓ１０２において電子機器１００
に接続されていると判定された装置が、給電装置３００から電力を受電するための手段を
有すると判定する。また、電子機器１００に接続された装置が受電アンテナを有していな
い場合、システム制御部１０６は、Ｓ１０２において電子機器１００に接続されていると
判定された装置が、給電装置３００から電力を受電するための手段を有していないと判定
する。なお、システム制御部１０６は、電子機器１００に接続された装置が、図２に示さ
れている外部装置２００であるか否かに応じて、Ｓ１０２において電子機器１００に接続
されていると判定された装置が受電アンテナを有するか否かを判定してもよい。
【００８６】
　システム制御部１０６によって、Ｓ１０２において電子機器１００に接続されていると
判定された装置が、給電装置３００から電力を受電するための手段を有すると判定された
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場合（Ｓ１０４でＹＥＳ）、本フローチャートは、Ｓ１０４からＳ１０５に進む。システ
ム制御部１０６によって、Ｓ１０２において電子機器１００に接続されていると判定され
た装置が、給電装置３００から電力を受電するための手段を有していないと判定された場
合（Ｓ１０４でＮＯ）、本フローチャートはＳ１０４からＳ１１３に進む。
【００８７】
　Ｓ１０５において、システム制御部１０６は、システム制御部１０６内のメモリに記録
されている変数Ｐｃｈｇの値を「１」に設定する。変数Ｐｃｈｇは、電子機器１００に接
続されている装置が給電装置３００から電力を受電することができるか否かを示す値であ
る。変数Ｐｃｈｇが「１」に設定されている場合、システム制御部１０６は、電子機器１
００に接続されている装置が給電装置３００から電力を受電することができることを検出
する。また、変数Ｐｃｈｇが「０」に設定されている場合、システム制御部１０６は、電
子機器１００に接続されている装置が給電装置３００から電力を受電することができない
ことを検出する。変数Ｐｃｈｇが「１」に設定された場合、本フローチャートは、Ｓ１０
５からＳ１０６に進む。
【００８８】
　Ｓ１０６において、システム制御部１０６は、電子機器１００の動作モードが所定のモ
ードであるか否かを判定する。所定のモードとは、例えば、撮像回路１０７を用いて静止
画を撮影する静止画撮影モード、撮像回路１０７を用いて動画を記録する動画記録モード
及び地磁気センサ１１７を用いて電子機器１００に関する方位を検出する方位検出モード
の少なくとも一つである。
【００８９】
　なお、所定のモードは、あらかじめ、システム制御部１０６によって設定されるもので
あってもよく、操作部１２４を操作することでユーザによって設定可能なものであっても
よい。なお、所定のモードは、受電アンテナ１１８が給電装置３００から電力を受電する
場合、給電装置３００からの電力の供給による電子機器１００の動作や回路への影響を少
なくするために設定されるものであればよいものとする。このため、所定のモードは、上
述の静止画撮影モードや方位検出モード以外のモードであってもよい。また、所定のモー
ドは、ライブビュー撮影モード、測距回路１０９を用いた測距モード、測光回路１１０を
用いた測光モード及びフラッシュ調光回路１１１を用いたフラッシュ調光モードの少なく
とも一つであってもよいものとする。また、所定のモードは、オーディオ回路１１２を用
いた音声入力モード、オーディオ回路１１２を用いた音声出力モード及びビデオ回路１１
３を用いて動画を記録するビデオモードの少なくとも一つであっても良いものとする。
【００９０】
　システム制御部１０６によって、電子機器１００の動作モードが所定のモードであると
判定された場合（Ｓ１０６でＹＥＳ）、本フローチャートは、Ｓ１０６からＳ１０７に進
む。システム制御部１０６によって、電子機器１００の動作モードが所定のモードでない
と判定された場合（Ｓ１０６でＮＯ）、本フローチャートは、Ｓ１０６からＳ１１６に進
む。
【００９１】
　Ｓ１０７において、システム制御部１０６は、システム制御部１０６内のメモリに記録
されている変数Ｐｍｏｄｅの値を「１」に設定する。変数Ｐｍｏｄｅは、電子機器１００
が所定のモードであるか否かを示す値である。変数Ｐｍｏｄｅが「１」に設定されている
場合、システム制御部１０６は、電子機器１００の動作モードが所定のモードであること
を検出する。また、変数Ｐｍｏｄｅが「０」に設定されている場合、システム制御部１０
６は、電子機器１００の動作モードが所定のモードでないことを検出する。変数Ｐｍｏｄ
ｅが「１」に設定された場合、本フローチャートは、Ｓ１０７からＳ１０８に進む。
【００９２】
　Ｓ１０８において、システム制御部１０６は、給電装置３００から無線により供給され
る電力を受電するために用いる受電アンテナの選択を行う。システム制御部１０６は、シ
ステム制御部１０６内のメモリに記録されている変数Ｐａｃｃ及び変数Ｐｃｈｇに応じて
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、不揮発性メモリ１１６に記録されている図４の選択テーブルを参照することによって、
受電アンテナの選択を行う。なお、図４の選択テーブルは、変数Ｐａｃｃと、変数Ｐｃｈ
ｇと、選択する受電アンテナとを関連させたテーブルである。
【００９３】
　例えば、変数Ｐａｃｃが「０」に設定され、かつ、変数Ｐｃｈｇが「０」に設定されて
いる場合、システム制御部１０６は、給電装置３００から供給される電力を受電するため
に電子機器１００の受電アンテナ１１８を選択する。このとき、システム制御部１０６は
、外部装置２００の受電アンテナ２０２を選択しない。この場合、システム制御部１０６
は、切替回路１２３をオンにすることによって、受電アンテナ１１８を介して給電装置３
００から供給される電力が電源制御回路１２０に供給されるようにする。さらに、システ
ム制御部１０６は、切替回路２０６をオフにすることによって、外部装置２００の受電ア
ンテナ２０２を介して給電装置３００から供給される電力が電源制御回路１２０に供給さ
れないようにしてもよい。
【００９４】
　また、例えば、変数Ｐａｃｃが「０」に設定され、かつ、変数Ｐｃｈｇが「１」に設定
されている場合、システム制御部１０６は、給電装置３００から供給される電力を受電す
るために電子機器１００の受電アンテナ１１８を選択する。このとき、システム制御部１
０６は、外部装置２００の受電アンテナ２０２を選択しない。この場合、システム制御部
１０６は、切替回路１２３をオンにすることによって、受電アンテナ１１８を介して給電
装置３００から供給される電力が電源制御回路１２０に供給されるようにする。さらに、
システム制御部１０６は、切替回路２０６をオフにすることによって、外部装置２００の
受電アンテナ２０２を介して給電装置３００から供給される電力が電源制御回路１２０に
供給されないようにしてもよい。
【００９５】
　また、例えば、変数Ｐａｃｃが「１」に設定され、かつ、変数Ｐｃｈｇが「０」に設定
されている場合、システム制御部１０６は、給電装置３００から供給される電力を受電す
るために電子機器１００の受電アンテナ１１８を選択する。このとき、システム制御部１
０６は、電子機器１００に接続されている外部装置２００の受電アンテナ２０２を選択し
ない。この場合、システム制御部１０６は、切替回路１２３をオンにすることによって、
受電アンテナ１１８を介して給電装置３００から供給される電力が電源制御回路１２０に
供給されるようにする。さらに、システム制御部１０６は、切替回路２０６をオフにする
ことによって、外部装置２００の受電アンテナ２０２を介して給電装置３００から供給さ
れる電力が電源制御回路１２０に供給されないようにする。
【００９６】
　また、例えば、変数Ｐａｃｃが「１」に設定され、かつ、変数Ｐｃｈｇが「１」に設定
されている場合、システム制御部１０６は、給電装置３００から供給される電力を受電す
るために外部装置２００の受電アンテナ２０２を選択する。このとき、システム制御部１
０６は、電子機器１００の受電アンテナ１１８を選択しない。この場合、システム制御部
１０６は、切替回路２０６をオンにすることによって、外部装置２００の受電アンテナ２
０２を介して給電装置３００から供給される電力が電源制御回路１２０に供給されるよう
にする。さらに、システム制御部１０６は、切替回路１２３をオフにすることによって、
受電アンテナ１１８を介して給電装置３００から供給される電力が電源制御回路１２０に
供給されないようにする。
【００９７】
　受電アンテナ１１８及び受電アンテナ２０２の少なくとも一つがシステム制御部１０６
によって選択された場合、本フローチャートは、Ｓ１０８からＳ１０９に進む。
【００９８】
　Ｓ１０９において、システム制御部１０６は、給電装置３００を制御するための制御パ
ラメータの選択を行う。なお、制御パラメータとは、例えば、給電アンテナ３０５の駆動
を制御するためのパラメータであり、給電アンテナ３０５の駆動電流を示す情報と、給電
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アンテナ３０５の駆動周波数を示す情報とが含まれる。
【００９９】
　例えば、システム制御部１０６は、システム制御部１０６内のメモリに記録されている
変数Ｐｍｏｄｅに応じて、不揮発性メモリ１１６内の図５の第１のパラメータ選択テーブ
ルを参照することによって、制御パラメータの選択を行う。なお、図５の第１のパラメー
タ選択テーブルは、変数Ｐｍｏｄｅと、制御パラメータとを関連させたテーブルである。
【０１００】
　変数Ｐｍｏｄｅが「０」に設定されている場合、システム制御部１０６は、給電装置３
００の給電による電子機器１００の回路や動作への影響よりも、給電装置３００から電子
機器１００への給電が優先されるようにするための第１の制御パラメータを選択する。こ
の場合、システム制御部１０６は、駆動電流が「１．０［Ａ］」であり、かつ、駆動周波
数が「２００［ｋＨｚ］」である第１の制御パラメータを選択する。なお、第１の制御パ
ラメータは、Ｓ１０８において選択された受電アンテナ１１８及び受電アンテナ２０２の
いずれか一つによって給電装置３００から受電される電力が最大になるように給電装置３
００を制御するためのパラメータである。
【０１０１】
　また、変数Ｐｍｏｄｅが「１」に設定されている場合、システム制御部１０６は、給電
装置３００の給電を停止させるための第２の制御パラメータを選択する。なお、第２の制
御パラメータは、給電を停止させるように給電装置３００を制御するためのパラメータで
ある。これは、電子機器１００の回路や電子機器１００によって行われる動作に対して、
給電装置３００から電子機器１００への電力供給による影響を与えないようにするためで
ある。そのため、電子機器１００は、電子機器１００の動作モードが所定のモードである
場合、給電装置３００からの給電によって電子機器１００の動作は阻害されないようにす
ることができる。
【０１０２】
　給電装置３００が第２の制御パラメータを取得した場合、給電装置３００は、電子機器
１００への給電を停止する。なお、第２の制御パラメータは、給電アンテナ３０５の駆動
周波数を電子機器１００の動作を阻害しない周波数に変更し、給電アンテナ３０５により
生成される電磁界の強度が小さくなるようにするものであってもよいものとする。
【０１０３】
　また、例えば、システム制御部１０６は、システム制御部１０６内のメモリに記録され
ている変数Ｐｃｈｇ及び変数Ｐｍｏｄｅに応じて、不揮発性メモリ１１６内の図６の第２
のパラメータ選択テーブルを参照することにより、制御パラメータの選択を行ってもよい
。なお、図６の第２のパラメータ選択テーブルは、変数Ｐｃｈｇと、変数Ｐｍｏｄｅと、
制御パラメータとを関連させたテーブルである。
【０１０４】
　変数Ｐｃｈｇが「０」に設定され、かつ、変数Ｐｍｏｄｅが「０」に設定されている場
合、給電装置３００から電子機器１００への給電が優先されるようにするための第３の制
御パラメータを選択する。この場合、システム制御部１０６は、給電装置３００の給電に
よる電子機器１００の回路や動作への影響よりも、給電装置３００から電子機器１００へ
の給電が優先されるようにする。そのため、システム制御部１０６は、駆動電流が「１．
５［Ａ］」であり、かつ、駆動周波数が「２００［ｋＨｚ］」である第３の制御パラメー
タを選択する。第３の制御パラメータは、電子機器１００に装置が接続された場合に受電
アンテナ１１８が給電装置３００から受電する電力が、電子機器１００に装置が接続され
ていない場合よりも低下しないようにするためのパラメータである。
【０１０５】
　電子機器１００に装置が接続される場合、電子機器１００と給電装置３００との距離は
、電子機器１００に装置が接続されていない場合における電子機器１００と給電装置３０
０との距離よりも大きくなる場合がある。電子機器１００と給電装置３００との距離が大
きくなれば大きくなるほど、外部装置２００から受電アンテナ１１８が受電する電力は少
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なくなり、受電アンテナ１１８を介して給電装置３００から電子機器１００に供給される
電力は低下する。このため、システム制御部１０６は、第３の制御パラメータを用いるこ
とによって、給電アンテナ３０５により生成される電磁界の強度を大きくする。これによ
り、電子機器１００に装置が接続されている場合に受電アンテナ１１８が給電装置３００
から受電する電力が、電子機器１００に装置が接続されていない場合に受電アンテナ１１
８が給電装置３００から受電する電力よりも低下しないようにする。したがって、システ
ム制御部１０６は、電子機器１００に装置が接続されている場合であっても、受電アンテ
ナ１１８が給電装置３００から受電する電力を低下させないようにする。そのため、装置
と電子機器１００とが接続されている場合（Ｓ１０２でＹＥＳ）であっても、電子機器１
００は、給電装置３００から供給される電力によって電子機器１００の動作に必要な電力
を電子機器１００の内部の回路に供給することができる。また、装置と電子機器１００と
が接続されている場合（Ｓ１０２でＹＥＳ）であっても、電子機器１００は、給電装置３
００から供給される電力によって電池１１９の充電を行うことができる。
【０１０６】
　また、変数Ｐｃｈｇが「０」に設定され、かつ、変数Ｐｍｏｄｅが「１」に設定されて
いる場合、システム制御部１０６は、電子機器１００の回路や動作に給電装置３００から
の給電による影響を与えないようにするための第４の制御パラメータを選択する。この場
合、システム制御部１０６は、駆動電流が「１．５［Ａ］」であり、かつ、駆動周波数が
「３００［ｋＨｚ］」である第４の制御パラメータを選択する。第４の制御パラメータは
、給電装置３００からの給電によって電子機器１００の動作を阻害しないようにするため
のパラメータである。
【０１０７】
　電子機器１００が所定のモードである場合、給電アンテナ３０５が所定の周波数で駆動
するとき、電子機器１００に含まれる回路やユニットは、給電アンテナ３０５の駆動周波
数や給電アンテナ３０５によって生成される電磁界によって影響を受ける場合がある。こ
の場合、電子機器１００の回路やユニットは、正常に動作しなくなったり、電子機器１０
０によって行われている動作が阻害される場合がある。このため、システム制御部１０６
は、第４の制御パラメータを用いることによって、給電アンテナ３０５の駆動周波数を電
子機器１００の動作を妨げない周波数に変更し、給電アンテナ３０５により生成される電
磁界の強度が大きくならないようにする。これにより、電子機器１００は、電子機器１０
０によって行われている動作を給電装置３００からの給電によって妨げないようにするこ
とができる。なお、第４の制御パラメータに含まれる駆動周波数は「３００［ｋＨｚ］」
であるが、電子機器１００の動作に影響を与える可能性がある周波数と異なる駆動周波数
であれば、「３００［ｋＨｚ］」以外の周波数であっても良いものとする。
【０１０８】
　また、変数Ｐｃｈｇが「１」に設定され、かつ、変数Ｐｍｏｄｅが「０」に設定されて
いる場合、システム制御部１０６は、給電装置３００から電子機器１００への給電が優先
されるようにするための第５の制御パラメータを選択する。この場合、システム制御部１
０６は、給電装置３００から電子機器１００への給電が優先されるようにする。この場合
、システム制御部１０６は、駆動電流が「１．０［Ａ］」であり、かつ、駆動周波数が「
４００［ｋＨｚ］」である第５の制御パラメータを選択する。なお、第５の制御パラメー
タは、Ｓ１０８において選択された受電アンテナ２０２によって給電装置３００から受電
される電力が最大になるようにするためのパラメータである。変数Ｐｃｈｇが「１」に設
定され、かつ、変数Ｐｍｏｄｅが「０」に設定されている場合、電子機器１００は、電子
機器１００に接続される外部装置２００の受電アンテナ２０２を用いて給電装置３００か
ら供給される電力を受電する。電子機器１００が受電アンテナ２０２を用いて給電装置３
００から電力を受電する場合、電子機器１００の内部の回路やユニットは、給電装置３０
０からの電力供給による影響を受けにくい。このため、給電装置３００から受電アンテナ
２０２を介して電子機器１００が電力供給される場合、電子機器１００によって行われる
動作は、給電装置３００からの給電により阻害されない。
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【０１０９】
　また、変数Ｐｃｈｇが「１」に設定され、かつ、変数Ｐｍｏｄｅが「１」に設定されて
いる場合、システム制御部１０６は、変数Ｐｃｈｇが「１」に設定され、かつ、変数Ｐｍ
ｏｄｅが「０」に設定されている場合と同様に、第５の制御パラメータを選択する。変数
Ｐｃｈｇが「１」に設定され、かつ、変数Ｐｍｏｄｅが「１」に設定されている場合も、
電子機器１００は、電子機器１００に接続される外部装置２００の受電アンテナ２０２を
用いて給電装置３００から供給される電力を受電する。このため、給電装置３００から受
電アンテナ２０２を介して電子機器１００が電力供給される場合であっても、電子機器１
００の内部の回路やユニットは、給電装置３００からの電力供給による影響を受けにくい
。これにより、給電装置３００から受電アンテナ２０２を介して電子機器１００が電力供
給される場合、電子機器１００の動作モードが所定のモードであっても、電子機器１００
によって行われる動作は、給電装置３００からの給電により阻害されない。
【０１１０】
　Ｓ１０９において、システム制御部１０６によって選択された制御パラメータがシステ
ム制御部１０６内のメモリに記録された場合、本フローチャートは、Ｓ１０９からＳ１１
０に進む。
【０１１１】
　Ｓ１１０において、システム制御部１０６は、Ｓ１０９において選択された制御パラメ
ータを給電装置３００に送信するように通信回路１２１を制御する。通信回路１２１によ
って、制御パラメータが給電装置３００に送信された場合、本フローチャートは、Ｓ１１
０からＳ１１１に進む。
【０１１２】
　給電装置３００は、電子機器１００から送信される制御パラメータを受信した場合、制
御パラメータに応じて、給電アンテナ３０５から出力する電力を制御する。例えば、給電
装置３００が第２の制御パラメータを受信した場合、給電装置３００は、給電を停止する
。例えば、給電装置３００が、第１の制御パラメータを受信した場合、給電装置３００は
、給電アンテナ３０５により生成される電磁界の強度及び給電アンテナ３０５の共振周波
数を第１の制御パラメータに応じて、制御する。この場合、給電装置３００のシステム制
御部３０１は、給電アンテナ３０５に流れる電流が駆動電流「１．０［Ａ］」になるよう
に制御し、給電アンテナ３０５の共振周波数が駆動周波数「２００［ｋＨｚ］」になるよ
うに制御する。
【０１１３】
　Ｓ１１１において、システム制御部１０６は、Ｓ１０９において選択された受電アンテ
ナを介して給電装置３００から受電される電力を用いて充電を行うように電源制御回路１
２０を制御する。
【０１１４】
　例えば、電子機器１００と外部装置２００とが接続されている場合、電源制御回路１２
０は、電池１１９及び電池２０３の少なくとも一つを充電し、電池１１９の残容量及び電
池２０３の残容量を検出する。この場合、電源制御回路１２０は、電池１１９及び電池２
０３のうち、電池１１９を優先して充電を行ってもよく、電池１１９及び電池２０３に対
して並行して充電してもよい。また、電源制御回路１２０は、電池１１９及び電池２０３
のうち残容量の少ない方を優先して充電を行ってもよく、電池１１９及び電池２０３のう
ち残容量の多い方を優先して充電を行ってもよい。
【０１１５】
　また、例えば、電子機器１００と外部装置２００とが接続されていない場合、電源制御
回路１２０は、電池１１９を充電し、電池１１９の残容量を検出する。
【０１１６】
　電子機器１００の動作モードが電源オフモード以外のモードである場合、システム制御
部１０６は、さらに、Ｓ１０９において選択された受電アンテナを介して給電装置３００
から受電される電力を電子機器１００に供給するように電源制御回路１２０を制御する。
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【０１１７】
　例えば、電子機器１００が再生モードである場合、システム制御部１０６は、Ｓ１０９
において選択された受電アンテナを介して給電装置３００から受電される電力を記録部１
１４、記録媒体１１４ａ及び表示部１１５に供給するよう電源制御回路１２０を制御する
。
【０１１８】
　また、電子機器１００が撮影モードである場合、システム制御部１０６は、Ｓ１０９に
おいて選択された受電アンテナを介して給電装置３００から受電される電力を撮像回路１
０７及びＡＤ変換回路１０８に供給するように電源制御回路１２０を制御する。さらに、
この場合、システム制御部１０６は、Ｓ１０９において選択された受電アンテナを介して
給電装置３００から受電される電力を測距回路１０９、測光回路１１０及びフラッシュ調
光回路１１１に供給するように電源制御回路１２０を制御する。さらに、この場合、シス
テム制御部１０６は、Ｓ１０９において選択された受電アンテナを介して給電装置３００
から受電される電力をオーディオ回路１１２、ビデオ回路１１３、記録部１１４及び記録
媒体１１４ａに供給するように電源制御回路１２０を制御する。
【０１１９】
　また、電子機器１００が方位検出モードである場合、システム制御部１０６は、Ｓ１０
９において選択された受電アンテナを介して給電装置３００から受電される電力を地磁気
センサ１１７に供給するように電源制御回路１２０を制御する。
【０１２０】
　電源制御回路１２０によって充電が開始された場合、本フローチャートは、Ｓ１１１か
らＳ１１２に進む。
【０１２１】
　Ｓ１１２において、システム制御部１０６は、電源制御回路１２０による充電が完了し
たか否かを検出する。
【０１２２】
　例えば、電源制御回路１２０によって、電池１１９及び電池２０３の充電が行われてい
る場合、システム制御部１０６は、電池１１９及び電池２０３が満充電であるか否かを検
出する。この場合、電池１１９及び電池２０３が満充電であると検出された場合、システ
ム制御部１０６は、電源制御回路１２０による充電が完了したことを検出する。また、電
池１１９及び電池２０３の少なくとも一つが満充電でないと検出された場合、システム制
御部１０６は、電源制御回路１２０による充電が完了していないことを検出する。
【０１２３】
　また、例えば、電源制御回路１２０によって、電池１１９の充電が行われている場合、
システム制御部１０６は、電池１１９が満充電であるか否かを検出する。この場合、電池
１１９が満充電であると検出された場合、システム制御部１０６は、電源制御回路１２０
による充電が完了したことを検出する。また、電池１１９が満充電でないと検出された場
合、システム制御部１０６は、電源制御回路１２０による充電が完了していないことを検
出する。
【０１２４】
　システム制御部１０６によって、電源制御回路１２０による充電が完了したことが検出
された場合（Ｓ１１２でＹＥＳ）、システム制御部１０６は、充電を停止するように電源
制御回路１２０を制御し、本フローチャートは終了する。
【０１２５】
　システム制御部１０６によって、電源制御回路１２０による充電が完了していないこと
が検出された場合（Ｓ１０２でＮＯ）、本フローチャートは、Ｓ１０２からＳ１１７に進
む。
【０１２６】
　Ｓ１１３において、システム制御部１０６は、システム制御部１０６内のメモリに記録
されている変数Ｐｃｈｇの値を「０」に設定する。変数Ｐｃｈｇが「０」に設定された場



(20) JP 5939780 B2 2016.6.22

10

20

30

40

50

合、本フローチャートは、Ｓ１１３からＳ１１４に進む。
【０１２７】
　Ｓ１１４において、システム制御部１０６は、電子機器１００に接続された装置により
、給電装置３００から受電アンテナ１１８を介して電子機器１００に供給される電力が所
定値以上低下するか否かを検出する。この場合、システム制御部１０６は、電子機器１０
０に接続されている装置に関するデバイス情報を不揮発性メモリ１１６から読み出す。さ
らに、システム制御部１０６は、読み出されたデバイス情報を用いて、受電アンテナ１１
８を用いて給電装置３００から受電される電力が電子機器１００に接続された装置によっ
て影響を受けるか否かを検出する。
【０１２８】
　例えば、電子機器１００に接続されている装置に関するデバイス情報には、装置の形状
を示す情報や、装置の機能を示す情報等が記録される。また、電子機器１００に接続され
ている装置に関するデバイス情報には、電子機器１００に装置が接続された場合に優先的
に受電アンテナ１１８を用いて給電装置３００からの受電を行うか否かを指示する情報が
含まれていてもよい。
【０１２９】
　電子機器１００に接続された装置によって、給電装置３００から受電アンテナ１１８を
介して電子機器１００に供給される電力が所定値以上低下すると検出された場合（Ｓ１１
４でＹＥＳ）、本フローチャートは、Ｓ１１４からＳ１０６に進む。
【０１３０】
　電子機器１００に接続された装置によって、給電装置３００から受電アンテナ１１８を
介して電子機器１００に供給される電力が所定値以上低下しないと検出された場合（Ｓ１
１４でＮＯ）、本フローチャートは、Ｓ１１４からＳ１１５に進む。
【０１３１】
　Ｓ１１５において、システム制御部１０６は、システム制御部１０６内のメモリに記録
されている変数Ｐａｃｃの値を「０」に設定する。変数Ｐａｃｃが「０」に設定された場
合、本フローチャートは、Ｓ１１５からＳ１０５に進む。
【０１３２】
　Ｓ１１６において、システム制御部１０６は、システム制御部１０６内のメモリに記録
されている変数Ｐｍｏｄｅの値を「０」に設定する。変数Ｐｍｏｄｅが「０」に設定され
た場合、本フローチャートは、Ｓ１１６からＳ１０８に進む。
【０１３３】
　Ｓ１１７において、システム制御部１０６は、Ｓ１０２において接続部１０１、接続部
１０２、接続部１０３、接続部１０４及び接続部１０５の少なくとも一つに接続されたと
判定された装置が電子機器１００から取り外されたか否かを検出する。接続部１０１、接
続部１０２、接続部１０３、接続部１０４及び接続部１０５の少なくとも一つに接続され
た装置が電子機器１００から取り外された場合（Ｓ１１７でＹＥＳ）、本フローチャート
は、Ｓ１１７からＳ１０１に戻る。接続部１０１、接続部１０２、接続部１０３、接続部
１０４及び接続部１０５のいずれか一つに接続された装置が電子機器１００から取り外さ
れていない場合（Ｓ１１７でＮＯ）、本フローチャートは、Ｓ１１７からＳ１１８に進む
。
【０１３４】
　Ｓ１１８において、システム制御部１０６は、電子機器１００の動作モードが変更され
たか否かを検出する。システム制御部１０６によって、電子機器１００の動作モードが変
更されていないと検出された場合（Ｓ１１８でＮＯ）、本フローチャートは、Ｓ１１８か
らＳ１１１に戻る。この場合、システム制御部１０６は、継続して充電を行うように電源
制御回路１２０を制御する。システム制御部１０６によって、電子機器１００の動作モー
ドが変更されたと検出された場合（Ｓ１１８でＹＥＳ）、本フローチャートは、Ｓ１１８
からＳ１０６に戻る。この場合、システム制御部１０６は、再び、変更された後の電子機
器１００の動作モードに応じて、受電アンテナ２０２及び受電アンテナ１１８のいずれか
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一つを選択するようにする。さらに、システム制御部１０６は、給電装置３００に送信す
るための制御パラメータを選択する。
【０１３５】
　このように実施例１に係る電子機器１００は、電子機器１００の動作モードに応じて、
制御パラメータを選択するようにした。
【０１３６】
　電子機器１００の動作モードが所定のモードである場合（Ｓ１０６でＹＥＳ）、電子機
器１００は、電子機器１００の回路や電子機器１００によって行われる動作が阻害される
ことなく、給電装置３００から電子機器１００に電力供給されるようにすることができる
。
【０１３７】
　この場合に、電子機器１００は、第２の制御パラメータ及び第４の制御パラメータのい
ずれか一つを用いて、給電装置３００からの給電を制御することができる。電子機器１０
０が第２の制御パラメータを用いて給電装置３００を制御した場合、電子機器１００は、
電子機器１００に含まれる回路や電子機器１００によって行われる動作を妨げないように
するために給電装置３００の給電を停止することができる。電子機器１００が第４の制御
パラメータを用いて給電装置３００を制御した場合、電子機器１００は、電子機器１００
に含まれる回路や電子機器１００によって行われる動作を妨げないようにしながら、給電
装置３００から電力が供給されるようにすることができる。
【０１３８】
　電子機器１００の動作モードが所定のモードでない場合（Ｓ１０６でＮＯ）、電子機器
１００は、第１の制御パラメータ及び第３の制御パラメータのいずれか一つを用いて、給
電装置３００からの給電を制御することができる。電子機器１００が第１の制御パラメー
タを用いて給電装置３００を制御した場合、電子機器１００は、所定の動作や充電を行う
ための電力を電子機器１００に供給するように給電装置３００の給電を制御することがで
きる。
【０１３９】
　また、実施例１に係る電子機器１００は、電子機器１００に接続された装置が給電装置
３００から供給される電力を受電する手段を有するか否かに応じて、制御パラメータを選
択するようにした。
【０１４０】
　電子機器１００に接続されている装置が、給電装置３００から電力を受電する手段を有
する場合（Ｓ１０４でＹＥＳ）、電子機器１００は、給電装置３００から電力を受電する
ために電子機器１００に接続された装置の受電アンテナを選択する。この場合、電子機器
１００は、第５の制御パラメータを用いて、給電装置３００の給電を制御することができ
る。電子機器１００が第５の制御パラメータを用いて給電装置３００を制御した場合、電
子機器１００は、電子機器１００に含まれる回路や電子機器１００によって行われる動作
を妨げないようにしながら、給電装置３００から電力が供給されるようにすることができ
る。この場合、電子機器１００が所定のモードであっても、電子機器１００は、電子機器
１００の回路や電子機器１００によって行われる動作を妨げないようにしながら、電子機
器１００に必要な電力を供給するように給電装置３００の給電を制御することができる。
【０１４１】
　電子機器１００に接続されている装置が、給電装置３００から電力を受電する手段を有
していない場合（Ｓ１０４でＮＯ）、電子機器１００は、給電装置３００から電力を受電
するために受電アンテナ１１８を選択する。この場合、電子機器１００は、電子機器１０
０の動作モードに応じて、第１の制御パラメータ、第２の制御パラメータ、第３の制御パ
ラメータ及び第４の制御パラメータのいずれか一つを用いて、給電装置３００の給電を制
御することができる。
【０１４２】
　したがって、実施例１に係る電子機器１００は、電子機器１００の動作モードや電子機
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器１００に接続される装置に応じて、給電装置３００から電子機器１００への電力供給を
制御することができる。
【０１４３】
　電子機器１００が電話による通話手段を有する場合、所定のモードは、通信回線を用い
る通話モードであってもよい。また、電子機器１００が通信回路１２１以外の通信手段を
有する場合、所定のモードは、通信回路１２１以外の通信手段を用いた通信モードであっ
てもよい。
【０１４４】
　また、操作部１２４がタッチパネルを有する場合、所定のモードは、操作部１２４のタ
ッチパネルを用いて電子機器１００を操作するための操作モードであってもよい。この場
合、操作部１２４のタッチパネルは、静電容量方式に対応するものであってもよく、電磁
誘導方式に対応するものであってもよい。また、この場合、操作部１２４のタッチパネル
は、静電容量方式や電磁誘導方式以外の方式に対応するものであってもよい。
【０１４５】
　また、実施例１における充電システムにおける外部装置２００は、図２のような構成を
有するものとして説明を行った。しかし、実施例１に係る充電システムにおける外部装置
２００は、図７に示すような構成を有するものであっても良いものとする。図７に示すよ
うな構成を持つ外部装置２００が電子機器１００に接続された場合であっても、システム
制御部１０６によって図３に示される受電処理は行われるものとする。図７に示される外
部装置２００は、給電装置から供給される電力を受電する手段を有していない装置である
。図７に示される外部装置２００が電子機器１００に接続された場合にシステム制御部１
０６によって図３の受電処理が行われた場合、受電アンテナ１１８が給電装置３００から
供給される電力を受電するために選択される。さらに、図７に示される外部装置２００が
電子機器１００に接続された場合にシステム制御部１０６によって図３の受電処理が行わ
れた場合、システム制御部１０６は、第５の制御パラメータを給電装置３００に送信しな
いようにする。
【０１４６】
　実施例１における電子機器１００は、電子機器１００の動作や回路を保護するための第
１のモードに設定された場合、Ｓ１０９において、図５に示される第１のパラメータ選択
テーブルを用いて制御パラメータを選択する処理を行うようにしてもよい。なお、電子機
器１００が第１のモードである場合、電子機器１００は、図６に示される第２のパラメー
タ選択テーブルを用いて制御パラメータを選択する処理を行わないようにする。また、電
子機器１００は、給電装置３００から電子機器１００への給電を優先するための第２のモ
ードに設定された場合、Ｓ１０９において、図６に示される第２のパラメータ選択テーブ
ルを用いて制御パラメータを選択する処理を行うようにしてもよい。なお、電子機器１０
０が第２のモードである場合、電子機器１００は、図５に示される第１のパラメータ選択
テーブルを用いて制御パラメータを選択する処理を行わないようにする。
【０１４７】
　この場合、実施例１における電子機器１００は、電子機器１００に接続される電池１１
９及び電池２０３のいずれか一つの残容量に応じて、電子機器１００を第１の受電モード
に設定するか、第２の受電モードに設定するかを制御するようにしてもよい。そのため、
電池１１９の残容量と電池２０３の残容量との和が、所定の残容量以上でないことを検出
した場合、システム制御部１０６は、電子機器１００を第２のモードに設定する。この場
合、システム制御部１０６は、Ｓ１０９において、図６に示される第２のパラメータ選択
テーブルを用いて制御パラメータを選択する処理を行うようにする。また、電池１１９の
残容量と電池２０３の残容量との和が、所定の残容量以上であることを検出した場合、シ
ステム制御部１０６は、電子機器１００を第１のモードに設定する。この場合、システム
制御部１０６は、Ｓ１０９において、図５に示される第２のパラメータ選択テーブルを用
いて制御パラメータを選択する処理を行うようにする。
【０１４８】
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　なお、外部装置２００と電子機器１００とが接続されていない場合、電子機器１００は
、電池１１９の残容量が、所定の残容量以上であることを検出した場合、電子機器１００
を第１のモードに設定する。また、外部装置２００と電子機器１００とが接続されていな
い場合、電子機器１００は、電池１１９の残容量が、所定の残容量以上でないことを検出
した場合、電子機器１００を第２のモードに設定する。
【０１４９】
　また、Ｓ１１１において、システム制御部１０６は、給電装置３００から受電される電
力を用いて充電を行うように電源制御回路１２０を制御するようにした。しかし、Ｓ１１
１において、システム制御部１０６は、給電装置３００から受電される電力を用いて、充
電を行うことなく電子機器１００の動作モードに応じた動作を行うようにしてもよい。こ
の場合、Ｓ１１２において、システム制御部１０６は、電子機器１００の動作が完了した
か否かを検出し、電子機器１００の動作が完了した場合、図３の受電処理を終了するよう
にする。また、電子機器１００の動作が完了していない場合、システム制御部１０６は、
Ｓ１１７の処理を行うようにする。
【０１５０】
　（他の実施例）
　本発明に係る電子機器は、実施例１で説明した電子機器に限定されるものではない。ま
た、本発明に係る給電装置も実施例１で説明した給電装置に限定されるものではない。ま
た、本発明に係る外部装置も実施例１で説明した外部に限定されるものではない。例えば
、本発明に係る電子機器、給電装置及び外部装置は、複数の装置から構成されるシステム
により実現することも可能である。
【０１５１】
　また、実施例１で説明した電子機器によって行われる処理及び電子機器の機能は、コン
ピュータプログラムにより実現することも可能である。また、実施例１で説明した電子機
器によって行われる処理及び電子機器の機能は、コンピュータプログラムにより実現する
ことも可能である。この場合、本発明に係るコンピュータプログラムは、コンピュータ（
ＣＰＵ等を含む）で実行可能であり、実施例１で説明した様々な機能を実現することにな
る。
【０１５２】
　本発明に係るコンピュータプログラムは、コンピュータ上で稼動しているＯＳ（Ｏｐｅ
ｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）などを利用して、実施例１で説明した様々な処理及び機能
を実現してもよいことは言うまでもない。
【０１５３】
　また、実施例１で説明した給電装置によって行われる処理及び給電装置の機能は、コン
ピュータプログラムにより実現することも可能である。また、実施例１で説明した給電装
置によって行われる処理及び給電装置の機能は、コンピュータプログラムにより実現する
ことも可能である。この場合、本発明に係るコンピュータプログラムは、コンピュータで
実行可能であり、実施例１で説明した様々な機能を実現することになる。
【０１５４】
　本発明に係るコンピュータプログラムは、コンピュータ上で稼動しているＯＳ（Ｏｐｅ
ｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）などを利用して、実施例１で説明した様々な処理及び機能
を実現してもよいことは言うまでもない。
【０１５５】
　本発明に係るコンピュータプログラムは、コンピュータ読取可能な記録媒体から読み出
され、コンピュータで実行されることになる。コンピュータ読取可能な記録媒体には、ハ
ードディスク装置、光ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、メモリカード、ＲＯＭ等を用
いることができる。また、本発明に係るコンピュータプログラムは、通信インターフェー
スを介して外部装置からコンピュータに提供され、当該コンピュータで実行されるように
してもよい。
【符号の説明】
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【０１５６】
　１００　電子機器
　２００　外部装置
　３００　給電装置

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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【図７】
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