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(57)【要約】
【課題】本発明は、エネルギー消費量を削減することが
できるスタンバイモードを備えた電子装置を提供する。
【解決手段】マイクロコントロールユニットと、電圧変
換ユニットと、画面ロック回路と、省電力トリガ回路と
、を備える。電圧変換回路は、マイクロコントロールユ
ニットに接続され、電源から出力された電圧を適切な電
圧に変換した後、マイクロコントロールユニットに供給
し、画面ロック回路は、マイクロコントロールユニット
に接続され、スイッチを含み、スイッチは、電子装置の
画面のロック又は解除を制御し、省電力トリガ回路は、
マイクロコントロールユニット、電圧変換回路及び画面
ロック回路に接続され、電子装置がスタンバイモードを
実行した後、省電力トリガ回路は、スイッチから出力さ
れた信号を受信した後、電圧変換ユニットに送信し、電
源を切断する。
【選択図】図１



(2) JP 2013-196693 A 2013.9.30

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スタンバイモードを備えた電子装置は、マイクロコントロールユニットと、電圧変換ユ
ニットと、画面ロック回路と、省電力トリガ回路と、を備え、
　前記電圧変換回路は、前記マイクロコントロールユニットに電気的に接続され、電源か
ら出力された電圧を適切な電圧に変換した後、前記マイクロコントロールユニットに供給
するために用いられ、
　前記画面ロック回路は、前記マイクロコントロールユニットに電気的に接続され、且つ
スイッチを含み、
　前記スイッチは、前記電子装置の画面のロック又はロック解除を制御するために用いら
れ、
　前記省電力トリガ回路は、前記マイクロコントロールユニット、前記電圧変換回路及び
前記画面ロック回路にそれぞれ電気的に接続され、
　前記電子装置がスタンバイモードを実行した後、前記省電力トリガ回路は、前記スイッ
チから出力された信号を受信した後前記電圧変換ユニットに送信し、前記マイクロコント
ロールユニットに供給された電源を切断することを特徴とするスタンバイモードを備えた
電子装置。
【請求項２】
　前記省電力トリガ回路は、第三抵抗及びダイオードを備え、
　前記第三抵抗は、前記マイクロコントロールユニットの制御端子と前記電圧変換ユニッ
トのイネーブル端との間に接続され、
　前記ダイオードの陽極は、前記マイクロコントロールユニットの状態端子と前記電圧変
換ユニットのイネーブル端との間に接続されることを特徴とする請求項１に記載のスタン
バイモードを備えた電子装置。
【請求項３】
　前記画面ロック回路は、電圧供給回路を備え、
　前記電圧供給回路は、電源電圧端と接地との間に直列接続された第一抵抗及び第二抵抗
を備え、
　前記第一抵抗と前記第二抵抗との接続ノードは、電圧出力端として、前記マイクロコン
トロールユニットの制御端子に接続され、
　前記画面ロック回路のスイッチは、スライドスイッチであり、可動接触片及び第一、第
二、第三固定接点を備え、
　前記可動接触片を操作することによって、前記第一、第二固定接点又は前記第二、第三
固定接点は電気的にそれぞれ接続され、前記第一固定接点は遮断され、前記第二固定接点
は、前記マイクロコントロールユニットの制御端子及び前記接続ノードに接続され、前記
第三固定接点は接地されることを特徴とする請求項１又は２に記載のスタンバイモードを
備えた電子装置。
【請求項４】
　前記マイクロコントロールユニットの状態端子は、前記電子装置が動作状態にあるとき
とき、高レベル電圧を出力し、前記電子装置がスタンバイ状態にあるとき、低レベル電圧
を出力し、
　前記イネーブル端が高レベル電圧になったとき、前記電圧変換回路は、動作状態になり
、前記イネーブル端が低レベル電圧になったとき、前記電圧変換回路は、スタンバイ状態
になり、
　前記電子装置がスタンバイ状態になったとき、前記マイクロコントロールユニットから
低レベル電圧が出力され、
　前記可動接触片によって前記第二、第三固定接点を電気的に接続した場合、前記電圧変
換ユニットのイネーブル端は、前記第三抵抗及び前記第二、第三固定接点によって接地さ
れ、前記電圧変換ユニットは、前記マイクロコントロールユニットに電力を供給しないこ
とを特徴とする請求項３に記載のスタンバイモードを備えた電子装置。
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【請求項５】
　前記マイクロコントロールユニットの状態端子は、前記電子装置が動作状態にあるとき
、高レベル電圧を出力し、前記電子装置がスタンバイ状態にあるとき低レベル電圧を出力
し、
　前記イネーブル端が高レベル電圧になったとき、前記電圧変換回路は、動作状態になり
、前記イネーブル端が低レベル電圧になったとき、前記電圧変換回路は、スタンバイ状態
になり、
　前記電子装置がスタンバイ状態になったとき、前記可動接触片によって前記第一、第二
固定接点を電気的に接続した場合、前記電圧変換ユニットのイネーブル端は、前記第三抵
抗及び前記第一抵抗によって電源電圧端に電気的に接続されて高レベル電圧を得て、前記
電圧変換ユニットは、前記マイクロコントロールユニットに電力を供給することを特徴と
する請求項３に記載のスタンバイモードを備えた電子装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子装置に関し、特にスタンバイモードを備えた電子装置に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話、デジタルフォトフレームなどのような電子装置は、マイクロコントロールユ
ニット（ＭＣＵ）を備えている。これらの電子装置は、スタンバイモードのとき、マイク
ロコントロールユニットに電力を供給し、マイクロコントロールユニットを動作する必要
がない場合も電力を供給しているため、これでは電力の浪費である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明の目的は、前記課題を解決するために、エネルギー消費量を削減することができ
るスタンバイモードを備えた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】
【０００４】
　前記目的を達成するため、本発明に係るスタンバイモードを備えた電子装置は、マイク
ロコントロールユニットと、電圧変換ユニットと、画面ロック回路と、省電力トリガ回路
と、を備える。前記電圧変換回路は、前記マイクロコントロールユニットに電気的に接続
され、電源から出力された電圧を適切な電圧に変換した後、前記マイクロコントロールユ
ニットに供給するために用いられ、前記画面ロック回路は、前記マイクロコントロールユ
ニットに電気的に接続され、且つスイッチを含み、前記スイッチは、前記電子装置の画面
のロック又は解除を制御するために用いられ、前記省電力トリガ回路は、前記マイクロコ
ントロールユニット、前記電圧変換回路及び前記画面ロック回路にそれぞれ電気的に接続
され、前記電子装置がスタンバイモードを実行した後、前記省電力トリガ回路は、前記ス
イッチから出力された信号を受信した後、前記電圧変換ユニットに送信し、前記マイクロ
コントロールユニットに供給された電源を切断する。
【発明の効果】
【０００５】
　本発明の電子装置１は、省電力トリガ回路によって、マイクロコントロールユニットに
対する電力の供給を制御するため、エネルギー消費量を削減することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】本発明の実施形態に係るスタンバイモードを備えた電子装置の回路図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
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　以下、図面を参照して、本発明の実施形態について説明する。
【０００８】
　図１を参照すると、スタンバイモードを備えた電子装置１は、マイクロコントロールユ
ニット１０と、電圧変換ユニット２０と、画面ロック回路３０と、省電力トリガ回路４０
と、を備える。
【０００９】
　電圧変換ユニット２０は、マイクロコントロールユニット１０に電気的に接続され、電
源から出力された電圧を適切な電圧に変換した後、マイクロコントロールユニット１０に
供給するために用いられる。本実施形態において、電圧変換ユニット２０は、５Ｖの電源
電圧を３．３Ｖに変換した後、マイクロコントロールユニット１０に供給する。画面ロッ
ク回路３０は、マイクロコントロールユニット１０に電気的に接続され、且つスイッチＫ
１を含む。スイッチＫ１は、電子装置１の画面のロック又はロック解除を制御するために
用いられる。省電力トリガ回路４０は、マイクロコントロールユニット１０、電圧変換回
路２０及び画面ロック回路３０にそれぞれ電気的に接続される。省電力トリガ回路４０は
、電子装置１がスタンバイモードを実行した後、スイッチＫ１から出力された信号を受信
した後、この信号を電圧変換ユニット２０に送信する。これにより、マイクロコントロー
ルユニット１０に供給された電源を切断する。
【００１０】
　具体的に説明すると、図１に示したように、マイクロコントロールユニット１０は、電
源端子Ｖｃｃと、状態端子Ｐｏｗｅｒ－Ｅｎと、制御端子Ｈｏｌｄと、を備える。電圧変
換ユニット２０は、入力端Ｖｉｎと、出力端Ｖｏｕｔと、イネーブル端Ｅｎと、を備える
。入力端Ｖｉｎは、電源電圧端Ｖｄｄに接続され、出力端Ｖｏｕｔは、マイクロコントロ
ールユニット１０の電源端子Ｖｃｃに接続される。電源電圧端Ｖｄｄに供給される電圧は
、５Ｖである。本実施形態において、電源電圧端Ｖｄｄは、電池又はアダプタの正極に接
続され、且つ電源電圧を供給するために用いられる。イネーブル端Ｅｎが高レベル電圧に
なったとき、電圧変換回路２０は、動作状態になる。イネーブル端Ｅｎが低レベル電圧に
なったとき、電圧変換回路２０は、スタンバイ状態になる。画面ロック回路３０は、電圧
供給回路３０１を備える。電圧供給回路３０１は、電源電圧端Ｖｄｄと接地との間に直列
接続された第一抵抗Ｒ１及び第二抵抗Ｒ２を備える。第一抵抗Ｒ１と第二抵抗Ｒ２との接
続ノードＮ１は、電圧出力端とする。接続ノードＮ１は、マイクロコントロールユニット
１０の制御端子Ｈｏｌｄに接続される。画面ロック回路３０のスイッチＫ１は、スライド
スイッチであり、可動接触片Ｔ１及び三つの固定接点Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３を備える。可動接
触片Ｔ１を操作することによって、固定接点Ｓ１、Ｓ２又は固定接点Ｓ２、Ｓ３を電気的
にそれぞれ接続させることができる。本実施形態において、可動接触片Ｔ１は、手動で切
り替える。他の実施形態において、可動接触片Ｔ１は、プログラムによって制御されるこ
とができる。
【００１１】
　本実施形態において、固定接点Ｓ１は、遮断され、固定接点Ｓ２は、マイクロコントロ
ールユニット１０の制御端子Ｈｏｌｄ及び接続ノードＮ１に接続されており、固定接点Ｓ
３は接地されている。可動接触片Ｔ１によって、固定接点Ｓ１、Ｓ２を電気的に接続した
場合、マイクロコントロールユニット１０の制御端子Ｈｏｌｄは、第一抵抗Ｒ１によって
電源電圧端Ｖｄｄに電気的に接続されて高レベル電圧を得る。制御端子Ｈｏｌｄが高レベ
ル電圧になると、マイクロコントロールユニット１０は、電子装置１のロックを解除する
。可動接触片Ｔ１によって固定接点Ｓ２、Ｓ３を電気的に接続した場合、マイクロコント
ロールユニット１０の制御端子Ｈｏｌｄは、接地され、制御端子Ｈｏｌｄが低レベル電圧
になると、マイクロコントロールユニット１０は電子装置１をロックする。
【００１２】
　本実施形態において、マイクロコントロールユニット１０の状態端子Ｐｏｗｅｒ－Ｅｎ
は、電子装置１が動作状態にあるとき、高レベル電圧を出力し、電子装置１がスタンバイ
状態にあるとき、低レベル電圧を出力する。電子装置１が各種異なる状態にあるとき、状
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態端子Ｐｏｗｅｒ－Ｅｎから出力された電圧は、プログラムによって制御される。
【００１３】
　省電力トリガ回路４０は、第三抵抗Ｒ３及びダイオードＤ１を備える。第三抵抗Ｒ３は
、マイクロコントロールユニット１０の制御端子Ｈｏｌｄと電圧変換ユニット２０のイネ
ーブル端Ｅｎとの間に接続される。ダイオードＤ１の陽極は、マイクロコントロールユニ
ット１０の状態端子Ｐｏｗｅｒ－Ｅｎと電圧変換ユニット２０のイネーブル端Ｅｎとの間
に接続される。
【００１４】
　電子装置１が正常な動作状態にあるとき、マイクロコントロールユニット１０の状態端
子Ｐｏｗｅｒ－Ｅｎは、ダイオードＤ１によって、高レベル電圧を電圧変換ユニット２０
のイネーブル端Ｅｎに出力する。これにより、電圧変換ユニット２０を動作状態にして、
電源電圧端Ｖｄｄの電圧を適切な電圧に変換した後、マイクロコントロールユニット１０
に電力を供給する。この時、可動接触片Ｔ１によって固定接点Ｓ２、Ｓ３を電気的に接続
させた場合、マイクロコントロールユニット１０の制御端子Ｈｏｌｄは接地され、マイク
ロコントロールユニット１０は電子装置１をロックする。これにより、画面ロック回路３
０の正常な動作に影響を与えない。
【００１５】
　電子装置１がスタンバイ状態になったとき、マイクロコントロールユニット１０から低
レベル電圧が出力される。可動接触片Ｔ１によって固定接点Ｓ２、Ｓ３を電気的に接続し
た場合、電圧変換ユニット２０のイネーブル端Ｅｎは、第三抵抗Ｒ３及び固定接点Ｓ２、
Ｓ３によって接地され、電圧変換ユニット２０は、マイクロコントロールユニット１０に
電力を供給しない。従って、エネルギー消費量を削減することができる。可動接触片Ｔ１
によって固定接点Ｓ１、Ｓ２を電気的に接続した場合、電圧変換ユニット２０のイネーブ
ル端Ｅｎは、第三抵抗Ｒ３及び第一抵抗Ｒ１によって、電源電圧端Ｖｄｄに電気的に接続
されて高レベル電圧を得る。これにより、電圧変換ユニット２０は、マイクロコントロー
ルユニット１０に電力を供給する。
【００１６】
　本発明の電子装置１は、省電力トリガ回路４０のスイッチＫ１によって、マイクロコン
トロールユニット１０に対する電力供給を制御するため、エネルギー消費量を削減するこ
とができる。
【００１７】
　以上、本発明を実施形態に基づいて具体的に説明したが、本発明は、上述の実施形態に
限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において、種々の変更が可能である
ことは勿論であって、本発明の保護範囲は、以下の特許請求の範囲から決まる。
【符号の説明】
【００１８】
１０　マイクロコントロールユニット
２０　電圧変換ユニット
３０　画面ロック回路
４０　省電力トリガ回路
３０１　電圧供給回路
Ｖｃｃ　電源端子
Ｐｏｗｅｒ－Ｅｎ　状態端子
Ｈｏｌｄ　制御端子
Ｖｉｎ　入力端
Ｖｏｕｔ　出力端
Ｅｎ　イネーブル端
Ｖｄｄ　電源電圧端
Ｋ１　スイッチ
Ｔ１　可動接触片
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Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３　固定接点
Ｒ１　第一抵抗
Ｒ２　第二抵抗
Ｒ３　第三抵抗
Ｎ１　接続ノード
Ｄ１　ダイオード
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