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(57)【要約】
　ポータブル電子デバイスにおいて、動作の間、電力を
消費するコンポーネント（２）は、熱を発生させ得る。
したがって、ポータブル電子デバイスの周囲の温度（Ｔ

Ｓ）を感知する温度センサ（１）は、正しい温度値を供
給しないかもしれない。少なくとも感知された周囲の温
度（ＴＳ）とコンポーネント（２）のうちの少なくとも
１つによって消費された電力に関連する情報（Ｐ１）と
に依って補償された周囲の温度（ＴＡ）を決定する補償
器（４）を提供することが提案される。
【選択図】　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動作の間、電力を消費するコンポーネント（２）と、
　ポータブル電子デバイスの周囲の温度（ＴＳ）を感知する温度センサ（１）と、
　少なくとも前記感知された周囲の温度（ＴＳ）と、前記コンポーネント（２）のうちの
少なくとも１つによって消費された前記電力に関連する情報（Ｐｉ）とに依って補償され
た周囲の温度（ＴＡ）を決定する補償器（４）と
　を備えるポータブル電子デバイス。
【請求項２】
　前記コンポーネント（２）は、ディスプレイ（２１）を含み、
　前記補償器（４）は、前記ディスプレイ（２１）により消費された前記電力に関連する
前記情報（Ｐ１）に依って前記補償された周囲の温度（ＴＡ）を決定するように適合され
る、請求項１に記載のポータブル電子デバイス。
【請求項３】
　前記ディスプレイ（２１）により消費された前記電力に関連する前記情報（Ｐｉ）は、
輝度と前記ディスプレイ（２１）が動作されている色分布とのうちの１つまたは複数の測
定を含む、請求項２に記載のポータブル電子デバイス。
【請求項４】
　前記ディスプレイ（２１）は、前記補償された周囲の温度（ＴＡ）を表示するように適
合される、請求項２または請求項３に記載のポータブル電子デバイス。
【請求項５】
　前記ポータブル電子デバイスを動作させる電力を供給するためのバッテリを備え、
　前記補償器（４）は、再充電の間、前記バッテリにより消費された前記電力に関連する
前記情報（Ｐｉ）に依って、前記補償された周囲の温度（ＴＡ）を決定するように適合さ
れる、請求項１乃至請求項４のいずれか１つに記載のポータブル電子デバイス。
【請求項６】
　再充電の間、前記バッテリにより消費された前記電力に関連する前記情報（Ｐｉ）は、
前記バッテリの充電レベルのうちの少なくとも１つの測定、および、前記バッテリの前記
充電レベルの微分を含む、請求項５に記載のポータブル電子デバイス。
【請求項７】
　前記コンポーネント（２）は、中央処理装置を含み、
　前記補償器（４）は、前記中央処理装置により消費された前記電力に関連する前記情報
（Ｐｉ）に依って、前記補償された周囲の温度（ＴＡ）を決定するように適合される、請
求項１乃至請求項６のいずれか１つに記載のポータブル電子デバイス。
【請求項８】
　前記中央処理装置により消費された前記電力に関連する前記情報（Ｐｉ）は、前記中央
処理装置の負荷と前記中央処理装置の周波数の内の１つまたは複数を含む、請求項７に記
載のポータブル電子デバイス。
【請求項９】
　前記コンポーネント（２）は、無線周波数トランシーバを含み、
　前記補償器（４）は、前記無線周波数トランシーバにより消費された前記電力に関連す
る前記情報（Ｐｉ）に依って、前記補償された周囲の温度（ＴＡ）を決定するように適合
される、請求項１乃至請求項８のいずれか１つに記載のポータブル電子デバイス。
【請求項１０】
　前記無線周波数トランシーバにより消費された前記電力に関連する前記情報（Ｐｉ）は
、前記無線周波数トランシーバにより受信した信号の信号強度を含む、請求項９に記載の
ポータブル電子デバイス。
【請求項１１】
　前記コンポーネント（２）は、前記ポータブル電子デバイス（２１）の位置を決定する
全地球測位モジュールを含み、
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　前記補償器（４）は、前記全地球測位モジュール（２１）により消費された前記電力に
関連する前記情報（Ｐ１）に依って前記補償された周囲の温度（ＴＡ）を決定するように
適合される、請求項１乃至請求項１０のいずれか１つに記載のポータブル電子デバイス。
【請求項１２】
　前記全地球測位モジュールにより消費された前記電力に関連する前記情報（Ｐｉ）は、
前記全地球測位モジュールにより受信した位置信号の信号強度を含む、請求項１１に記載
のポータブル電子デバイス。
【請求項１３】
　前記補償器（４）は、前記コンポーネント（２）のうちの前記少なくとも１つと前記温
度センサ（１）との間の熱経路（ＨＰ）の熱伝導率に依って、前記補償された周囲の温度
（ＴＡ）を決定するように適合される、請求項１乃至請求項１２のいずれか１つに記載の
ポータブル電子デバイス。
【請求項１４】
　熱キャパシタンスを備え、
　前記補償器（４）は、前記熱キャパシタンスのうちの少なくとも１つの熱容量に依って
、前記補償された周囲の温度（ＴＡ）を決定するように適合される、請求項１乃至請求項
１３のいずれか１つに記載のポータブル電子デバイス。
【請求項１５】
　前記補償器（４）は、前記コンポーネント（２）のうちの前記少なくとも１つから前記
温度センサ（１）への熱伝播を時間の関数として決定するモデルを備える、請求項１乃至
請求項１４のいずれか１つに記載のポータブル電子デバイス。
【請求項１６】
　前記ポータブル電子デバイス内の場所で熱（Ｔ１）を感知する少なくとも１つの他の温
度センサ（３）を備え、
　前記補償器（４）は、前記少なくとも１つの他の温度センサ（３）により感知された前
記温度（Ｔ１）に依って前記補償された周囲の温度（ＴＡ）を決定するように適合される
、請求項１乃至請求項１５のいずれか１つに記載のポータブル電子デバイス。
【請求項１７】
　温度センサ（１）によって、ポータブル電子デバイスの周囲の温度（ＴＳ）を感知する
ことと、
　少なくとも前記感知された周囲の温度（ＴＳ）に依って、および前記ポータブル電子デ
バイスのうちの少なくとも１つのコンポーネント（２）によって消費された電力に関連す
る情報（Ｐｉ）に依って補償された周囲の温度（ＴＡ）を決定することとを備える
　前記ポータブル電子デバイスを動作させる方法。
【請求項１８】
　前記補償された周囲の温度（ＴＡ）は、前記ポータブル電子デバイスのディスプレイ（
２１）により消費された前記電力に関連する情報（Ｐｉ）に依って決定される、請求項１
７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記補償された周囲の温度（ＴＡ）は、前記ポータブル電子デバイスの中央処理装置に
より消費された前記電力に関連する情報（Ｐｉ）に依って決定される、請求項１７または
請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記補償された周囲の温度（ＴＡ）は、前記ポータブル電子デバイスの無線周波数送信
機により消費された前記電力に関連する情報（Ｐｉ）に依って決定される、請求項１７乃
至請求項１９のいずれか１つに記載の方法。
【請求項２１】
　前記補償された周囲の温度（ＴＡ）は、前記ポータブル電子デバイスの全地球測位モジ
ュールにより消費された前記電力に関連する情報（Ｐｉ）に依って決定される、請求項１
７乃至請求項２０のいずれか１つに記載の方法。
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【請求項２２】
　前記補償された周囲の温度（ＴＡ）は、前記コンポーネント（２）のうちの前記少なく
とも１つから放出され、および、熱経路（ＨＰ）を介して、前記感知された周囲の温度（
ＴＳ）で前記温度センサ（１）に伝播された熱の影響を表す温度値によって調整された前
記感知された周囲の温度（ＴＳ）を表す、請求項１７乃至請求項２１のいずれか１つに記
載の方法。
【請求項２３】
　周波数ｆ＞０Ｈｚの前記感知された周囲の温度（ＴＳ）の周波数寄与は、前記感知され
た周囲の温度（ＴＳ）に依って調整される、請求項１７乃至請求項２２の１つに記載の方
法。
【請求項２４】
　ポータブル電子デバイスのプロセッサで実行される場合、
　前記ポータブル電子デバイスの温度センサ（１）によって感知された前記ポータブル電
子デバイスの周囲の温度（ＴＳ）を表す信号を受信することと、
　前記ポータブル電子デバイスのうちの少なくとも１つのコンポーネント（２）により消
費された電力に関連する情報（Ｐｉ）を受信することと、
　少なくとも前記感知された周囲の温度（ＴＡ）と前記少なくとも１つのコンポーネント
（２）によって消費された前記電力に関連する前記情報（ＰＳ）に依って補償された周囲
の温度（ＴＡ）を決定することとの
　ステップを実施するコンピュータプログラムコード手段を備えるポータブル電子デバイ
スを動作させるコンピュータプログラムエレメント。

【発明の詳細な説明】
【関連出願の相互参照】
【０００１】
　本願は、その全てを参照することによりその開示がここに組み込まれている、２０１２
年７月２日出願の欧州特許出願第１２００４８９７．０号の優先権を主張する。
【技術分野】
【０００２】
　本発明は、ポータブル電子デバイス、ポータブル電子デバイスを動作させるための方法
、ポータブル電子デバイスを動作させるためのコンピュータプログラムエレメントに関す
る。
【背景技術】
【０００３】
　モバイル電話またはポータブルコンピューティングデバイスのようなポータブル電子デ
バイスについて、周囲の温度の精密な測定を行うことが望ましい。該ポータブル電子デバ
イスは、一般的に、動作の間、熱を発生するプロセッサおよび／またはディスプレイを備
える。
【発明の開示】
【０００４】
　この問題は、請求項１の特徴にしたがって、ポータブル電子デバイスによって解決され
る。
【０００５】
　ポータブル電子デバイスは、ポータブル電子デバイスの周囲の温度を感知するための温
度センサを備え、該温度センサは、例えば、デバイスの筐体における開口部または他の手
段を通して周囲に晒されることにより、一般的にポータブル電子デバイスの環境に対して
十分な結合を提供している。しかしながら、１つの実施形態において、モバイル電話また
はポータブル電子コンピューティングデバイスであってもよい、ポータブル電子デバイス
は、一般的に、例えばプロセッサおよび／またはディスプレイのような、電力を消費し、
これにより、動作の間、熱を放出するコンポーネントを含むとすると、温度センサによっ
て感知された周囲の温度は、このようなコンポーネントから温度センサに移動する熱のた
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めに影響され得る。このことは、温度センサによって感知された温度が、もはや実際の周
囲の温度を反映せず、デバイスの自己加熱によって混乱させられた実際の周囲の温度を反
映することをもたらす。これにより、本ポータブル電子デバイスは、好ましくは実際の周
囲の温度をよりよく反映する、補償された周囲の温度を決定する補償器を備える。この補
償された周囲の温度は、温度センサによって供給されるような感知された周囲の温度に基
づいて、および、少なくともデバイスの１つの熱を放出する電子コンポーネントで発生さ
せられた熱を、このコンポーネントによって消費された電力に関連している情報を介して
考慮することにより、実際の周囲の温度の推定を表す。
【０００６】
　その結果、感知された周囲の温度は、好ましくは、対象となるコンポーネントから温度
センサに伝えられた熱に帰する温度値により修正されてもよい。好ましくは、主要な熱源
として作用するデバイスの全てのコンポーネントは、補償処理に必要とされる、すなわち
、全てのこれらのコンポーネントの電力消費に関連する情報は、感知された周囲の温度を
補償することに含まれている。主要な熱源の決定は、熱源を互いに比較し、利用可能な熱
源の中で最も多くの熱を発生させたｎ熱源を選択することにより、相対的に見て達成され
る。異なるアプローチにおいて、温度センサに最も影響力を持つｎ熱源が、主要な熱源と
して選択される。このアプローチにおいて、ほんのわずかな熱しか発生しないが温度セン
サに熱的によく結合されている熱源が、温度を感知することに最も影響を及ぼし得るとす
ると、温度センサに伝播された熱源の熱は、選択のための基本的な基準である。両方のア
プローチにとって、しきい値は、選択を考えたものであってよく、両方のアプローチにお
いて、ｎは、少なくとも１つまたは複数であってよい。
【０００７】
　好ましい実施形態では、ポータブル電子デバイスのディスプレイは、補償された周囲の
温度の一因になり得る少なくとも１つのコンポーネントであり得て、ディスプレイの電力
消費に関連する情報は、補償のために使用されてもよい。今日では、スマートフォンまた
はタブレットコンピュータのディスプレイが、大寸法であるとすると、ディスプレイは、
動作の間の主要な熱源を表し得て、このようにして、温度センサによって周囲の温度の測
定に影響を及ぼす。
【０００８】
　一般的に、関連するコンポーネントにおいて消費された電力は、測定されてもよく、補
償された周囲の温度を決定することの一因になる。しかしながら、代わりにまたは付加的
に、関連するコンポーネントによって消費された電力を評価することを表すまたは考える
他の情報が、補償された周囲の温度の決定の一因となってもよい。ディスプレイの上記の
実施形態において、ディスプレイの輝度は、ディスプレイがより明るく動作されると、よ
り多くの電力を消費するので、使用された電力関連情報を構成してもよい。一方で、ディ
スプレイが消費する正確な電力を測定するのは困難であるが、しかしながら、ディスプレ
イの輝度の測定は、例えば、輝度調整設定の形態で、容易に利用可能であってもよい。代
替的にまたはディスプレイが動作される輝度に加えて、ディスプレイの色および特にディ
スプレイが動作される色分布は、ディスプレイによって消費される電力を表す測定として
採用されてもよい。例えば、ディスプレイが、異なる色の小さなエリアだけで主として黒
いエリアを示す場合、ディスプレイにより消費される電力は、表示されたものが明るい色
で十分に動作される場合より、少ない。明るい色は、ディスプレイの相対的に高い電力消
費のインジケータとして採用されてもよい。これにより、色分布は、ディスプレイによっ
て消費される電力の測定として採用されてもよい。
【０００９】
　別の実施形態において、ポータブル電子デバイスのエネルギー供給、例えば、バッテリ
、が、少なくともその再充電の間、放熱するコンポーネントを表してもよい。それゆえに
、エネルギー供給は、ポータブル電子デバイスにおいて電力の消費としてみなされること
ができる。電源により消費される電力は、測定され、補償の目的のために使用されてもよ
い。しかしながら、別のアプローチにおいて、消費された電力の測定として充電レベルが
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、一般にユーザに表示されるように、どのような方法でも利用可能であり得るとすると、
エネルギー供給の充電レベルに関する情報が、代わりに使用されてもよい。別のアプロー
チにおいて、充電レベルの微分が、充電レベルの代わりにまたはそれに加えて使用されて
もよい。
【００１０】
　好ましい実施形態では、ポータブル電子デバイスの中央処理装置（ＣＰＵ）は、補償さ
れた周囲の温度の一因になり得る少なくとも１つのコンポーネントに含まれてもよく、中
央処理装置の電力消費に関連する情報は、補償のために使用されてもよい。１つの実施形
態において、中央処理装置の電力消費は、補償の目的で測定され、使用されてもよい。別
の実施形態において、負荷に関する数字が、中央処理装置の電力消費を表してもよい。こ
のような負荷に関する数字は、例えば、現在の負荷またはある期間にわたっての平均負荷
であってもよい。負荷は、一般的に、中央処理装置が実行する計算作業の量として理解さ
れてもよい。負荷は、例えば、ＣＰＵ利用としても示される作動中の処理の数、および／
またはＣＰＵキューで待機の処理の数によって表されてもよい。ＣＰＵ負荷データは、ポ
ータブル電子デバイスの動作システムによってしばしば供給され、そのようにして、容易
にアクセス可能である。別の実施形態において、周波数が、中央処理装置によって発生さ
せられた熱に影響を持つとすると、中央処理装置が動作される周波数―同様に、クロック
レートとしても示される―が、考慮されてもよい。好ましい実施形態において、負荷およ
び周波数は、感知された温度を補償するための情報の一因となる。例えば、周波数に、負
荷を乗算してもよく、結果は、補償モデルに入力されてもよい。
【００１１】
　別の好ましい実施形態において、ポータブル電子デバイスの無線周波数トランシーバ（
ＲＦ）は、補償された周囲の温度の一因になり得る少なくとも１つのコンポーネントに含
まれてよく、トランシーバの電力消費に関連する情報が、補償のために使用されてもよい
。とりわけ、モバイル電話、および特にスマートフォンのような、電話機能および／また
はワイヤレスデータ送信を含むデバイスにおいて、無線周波数トランシーバは、基礎をな
すワイヤレスネットワークインフラストラクチャの基地局にオーディオ信号および／また
はデータを送信および受信するために提供されます。無線周波数トランシーバは、その電
力消費が、周囲の温度の測定に影響を与えるコンポーネントとしてみなされてもよい。こ
のようなトランシーバによって消費される電力は、トランシーバの熱影響を補償するため
の情報として役に立つかもしれない。例えば、トランシーバは、それぞれＧＳＭ（登録商
標）、ＵＭＴＳまたはＬＴＥのような、それぞれモバイル通信の規格の第２、第３または
第４世代を指す２Ｇ、３Ｇ、または４Ｇトランシーバのうちの１つであってもよい。他の
実施形態において、トランシーバは、ＷＬＡＮまたはＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）ト
ランシーバ、もしくは、別の近距離通信（ＮＦＣ）トランシーバのうちの１つであっても
よい。トランシーバに関する電力は、送信および受信電力のうちの１つまたは複数であっ
てもよく、１つの実施形態において、測定されてもよい。別の実施形態において、トラン
シーバによって受信した信号―遠隔基地局からの信号のような―の信号強度が、例えば、
無線周波数トランシーバによって消費される電力に関連する情報として採用されてもよい
。信号強度は、一般に、どのような方法でも、トランシーバによって提供されるパラメー
タである。この実施形態は、検出された信号強度が高いほど、トランシーバを介して信号
を送信するために、より低い電力が要求されるという仮定に基づいている。検出された信
号強度が小さいほど、トランシーバを介して信号を送信するために、より多くの電力が要
求される。
【００１２】
　別の好ましい実施形態では、ポータブル電子デバイスのビーマは、補償された周囲の温
度の一因になり得る少なくとも１つのコンポーネントに含まれてよく、ビーマの電力消費
に関連する情報は、補償のために使用されてもよい。特に、スマートフォンまたはタブレ
ットコンピュータは、スマートフォン／タブレットコンピュータから、ポータブル電子デ
バイスの外側のシルバースクリーンまたは他の表面に、コンテンツを投射するための光源
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として理解されるビーマを装備していてもよい。このようなビーマは、動作の間の主要な
熱源を表してもよく、このように、温度センサによる周囲の温度の測定に影響を及ぼす。
【００１３】
　別の好ましい実施形態において、ポータブル電子デバイスの全地球測位モジュールまた
は他のセンサモジュールは、補償された周囲の温度の一因になり得る少なくとも１つのコ
ンポーネントに含まれてもよく、それぞれ全地球測位モジュールまたは他のセンサモジュ
ールの電力消費に関連する情報は、補償のために使用されてもよい。今日では、スマート
フォンまたはタブレットコンピュータのＧＰＳ受信機または他の全地球測位モジュールは
、衛星から受信された信号に基づいてデバイス位置を決定するのに利用可能であるとする
と、このような全地球測位モジュールは、動作されている場合熱源の一因となり得て、こ
のように、周囲の温度の測定に影響を及ぼすかもしれない。無線周波数トランシーバのた
めの電力消費に関する情報の決定に類似して、大半の全地球測位モジュールによって提供
された信号強度情報は、信号強度が小さいほど、全地球測位モジュールにおいてデバイス
の位置を導き出すために、より多くの計算電力が要求されるという仮定の下、全地球測位
システムの電力消費のインジケータとして採用されてもよい。
【００１４】
　これらの熱源の電力消費に関する情報が補償のために使用されてもよいように、周囲の
温度の測定に影響を与える熱源とみなされてもよい他のコンポーネントは、実施形態で、
カメラ、スピーカ、フラッシュ光などの１つまたは複数を含んでもよい。 
　ポータブル電子デバイスの１つまたは複数のコンポーネントの電力に関する情報に加え
て、補償された周囲の温度はまた、１つまたは複数のコンポーネントと温度センサとの間
の熱経路の熱伝導率に基づいて決定されてもよいことが好ましい。コンポーネントによっ
て発生させられたわずかな熱よりむしろ、温度センサに効率よく到達する熱流束を考慮す
るので、この測定は、補償された周囲の温度の決定をさらにいっそう精密にし得る。
【００１５】
　別の実施形態では、１つまたは複数のコンポーネントの電力に関する情報に加えて、補
償された周囲の温度は、ポータブル電子デバイスにおける１つまたは複数の熱キャパシタ
ンスの熱容量に基づいて決定されてもよい。このような熱キャパシタンスは、熱エネルギ
ーを格納することが可能であるポータブル電子デバイスの何らかのエレメントによって表
されてもよい。例えば、ポータブル電子デバイスの筐体またはそのパーツは、熱キャパシ
タンスとみなされてもよい。熱キャパシタンスは、必ずしも電力を消費しないけれども、
電力を消費するコンポーネントによって加熱され得る。熱キャパシタンスは、いくらかの
間、供給された熱エネルギーを格納してもよい。温度センサにおける温度が、熱キャパシ
タンスの温度より低い場合にとりわけ、このような熱が、熱伝導経路を介して温度センサ
に伝えられ得る。
【００１６】
　好ましくは、補償された周囲の温度を決定するために考慮されるのは、主要な熱キャパ
シタンスのみである。一般的に、どのくらい多くのコンポーネント、熱経路、または熱キ
ャパシタンスが、ポータブル電子デバイスにおいて利用可能であるか、これらのどれが、
補償の一因となるのに選択されるのかは、ポータブル電子デバイスの設計しだいである。
【００１７】
　別の好ましい実施形態で、デバイスに配置された少なくとも１つの他の温度センサの感
知された温度は、このような温度センサが、どのような方法でもデバイスにおいて利用可
能である場合とりわけ、補償された周囲の温度を決定するために使用されてもよい。この
ような温度センサは、特定の場所での温度、または、例えばデバイスの中央処理装置もし
くはバッテリのような特定のコンポーネントの温度を測定するためにポータブル電子デバ
イスに配置された温度センサを含んでもよい。
【００１８】
　好ましくは、ポータブル電子デバイスは、モバイル電話の１つであってもよく、とりわ
け、スマートフォン、ハンドヘルドコンピュータ、電子リーダ、タブレットコンピュータ
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、ゲームコントローラ、ポインティングデバイス、写真またはビデオカメラ、コンピュー
タ周辺装置であってもよい。
【００１９】
　本発明の別の観点によれば、方法は、ポータブル電子デバイスを動作させるために提供
される。ポータブル電子デバイスの周囲の温度は、温度センサによって感知され、補償さ
れた周囲の温度は、少なくとも感知された周囲の温度に依って、および、ポータブル電子
デバイスの少なくとも１つのコンポーネントにより消費された電力に関連する情報に依っ
て決定される。
【００２０】
　好ましい実施形態によると、周波数ｆ＞０Ｈｚの感知された周囲の温度の周波数寄与は
、感知された周囲の温度に依って調整される。
【００２１】
　本発明のさらなる観点によると、コンピュータプログラムエレメントが、ポータブル電
子デバイスを動作させるために提供されており、好ましくはコンピュータ記憶媒体に格納
されているそのコンピュータプログラムエレメントは、ポータブル電子デバイスの処理装
置上で実行される場合全て、ポータブル電子デバイスの温度センサによって感知されたポ
ータブル電子デバイスの周囲の温度を表す信号を受信するための、ポータブル電子デバイ
スの少なくとも１つのコンポーネントによって消費された電力に関連する情報を受信する
ための、少なくとも感知された周囲の温度、および、ポータブル電子デバイスの少なくと
も１つのコンポーネントによって消費された電力に関連する情報に依って補償された周囲
の温度を決定するためのコンピュータプログラムコード手段を備える。
【００２２】
　一般的に、方法、ポータブル電子デバイス、およびコンピュータプログラムエレメント
のいずれかにおいて、代替的に、温度センサは、周囲の温度を感知するために提供されな
い、および／または、配置されなくてもよいが、デバイスのコンポーネントもしくはデバ
イス内の場所の温度を感知するために提供および／または配置されてもよい。重ねて、（
他の）コンポーネントによって発生させられた熱は、このような測定に影響を与え得る。
これにより、補償器が、少なくとも感知された温度および（他の）コンポーネントのうち
の少なくとも１つによって消費された電力に関連する情報に依って補償された温度を決定
するために提供されることが、なお好ましい。
【００２３】
　他の有利な実施形態は、以下の説明においてと同様に、従属請求項において列挙される
。
【００２４】
記述された実施形態は、同じく、デバイス、方法、コンピュータプログラムエレメントに
関係している。共同作用効果は、詳細に記載しないかもしれないが、実施形態の異なる組
み合わせから生じ得る。
【００２５】
　さらには、方法に関する本発明の全ての実施形態は、記述されたようなステップの順序
で実行されてもよいことは留意されるべきである。しかしながら、これは、ステップの唯
一の本質的な順序でなくてもよく、方法ステップの全ての異なる順序は、特許請求の範囲
の範囲に含まれ、方法の請求項により開示されるだろう。
【００２６】
　詳細な説明は、本発明の実施形態に言及する。このような説明は、添付の図面に言及す
る。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】図形ａ）において本発明の実施形態にしたがったモバイル電話、図形ｂ）におい
て関係付けられた熱ブロック図、図形ｃ）において付随する補償器を図示する。
【図２】本発明の実施形態にしたがって補償効果を図示する経時的な異なる温度信号の図
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表を示す。
【詳細な説明】
【００２８】
　図１ａ）は、本発明の実施形態にしたがってモバイル電話を図示する図形を示す。モバ
イル電話は、温度センサ１およびモバイル電話の動作の間、熱を発生する幾つかのコンポ
ーネント２を含む。温度センサ１は、感知された周囲の温度ＴＳを提供する。
【００２９】
　温度センサ１自身は、実際の周囲の温度ＴＲを提供しないかもしれない、しかし内部の
温度センサ１を混乱させるデバイスの自己加熱のために実際の周囲の温度ＴＲからずれて
いる感知された周囲の温度ＴＳを提供し得る。別の理由は、実際の周囲の温度ＴＲが変化
している場合、温度センサ１の温度応答を遅くする遅いダイナミック（dynamic）であっ
てもよい。
【００３０】
　１つの実施形態において、統合されている温度センサの信号が、どのように、より的確
に周囲の温度を決定するために補償されるかについて、方法を記述する。好ましくは、こ
の補償器は、動作の間、熱源として作用するデバイスにおける電子コンポーネントの電力
消費の情報、および／または、温度を使用し、好ましくは、影響が、温度センサの温度セ
ンサ信号から補償されることができるように、周囲の温度を感知するための温度センサに
対する時間においての熱伝播を算定する。
【００３１】
　モバイル電話のディスプレイは、参照番号２１により示されている。ディスプレイ２１
は、電気エネルギーを消費し、その間熱を発生させるコンポーネントのうちの１つであっ
てよい。他の熱を発生するコンポーネントは、デバイスでの利用可能性を条件とし、中央
処理装置、モバイル電話のバッテリ、無線周波数トランシーバ、全地球測位モジュール、
ビーマ等であってもよい。
【００３２】
　実際の周囲の温度ＴＲは、補償された周囲の温度ＴＡを決定することによってポータブ
ル電子デバイスにより推定されることが望ましい。
【００３３】
　図形１ｂ）に切り替えると、図形１ａ）のモバイル電話の「熱」ブロック図が示されて
いる。熱を発生するコンポーネント２は、温度センサ１に接続されており、および、熱流
束が伝播される熱経路ＨＰによって互いに接続されている。本実施形態では、別の温度セ
ンサ３が提供されており、他の温度センサ３が、デバイスの中央処理装置、または、いず
れかの他のコンポーネントもしくはロケーションの温度Ｔ１を感知するためのセンサとし
て作用してもよい。
【００３４】
　好ましくは、温度センサ１に伝播する熱流束は、図形１ｃ）に示されるように補償器４
によって温度センサ１で決定され、補償されてもよい。補償器４は、ハードウェア、ソフ
トウェア、またはその組み合わせによって表されるエンティティであってよく、感知され
た周囲の温度ＴＳ、感知された温度Ｔ１、感知された周囲の温度ＴＳに影響を与えるのに
最も重要であると識別されている３つのコンポーネント２の電力消費に関連する情報Ｐ１

、Ｐ２、Ｐ３を受信する。補償器４は、その出力において補償された周囲の温度ＴＡを供
給する。
【００３５】
　一般的に、補償器４は、例えば、図形１ｂ）で示されているような、モバイルデバイス
の動的熱モデルを使用してもよい。動的熱モデルは、微分方程式システムによって数学的
に記述されてもよい。モデルは、周囲によく結合されている温度センサを備え、および、
モバイルデバイスで利用可能であってもよい１つまたは複数の光学温度センサを備えても
よいのと同様に、１つの実施形態において、１つまたは複数の、好ましくは最も適切な熱
源を備えてもよく、別の実施形態において、付加的に、１つまたは複数の、好ましくは最



(10) JP 2015-534038 A 2015.11.26

10

20

30

40

50

も適切な熱伝導率を備えてもよく、別の実施形態において、付加的に１つまたは複数の、
好ましくは最も適切な熱キャパシタンスを備えてもよい。
【００３６】
　補償された周囲の温度ＴＡは、補償器４として、次の数式１）を使用することにより、
これらの入力から推定されてもよい。
【数１】

【００３７】
　ｕ（ｋ）は、時間ステップｋにおける入力を示し、ｙ（ｋ）は、出力ＴＡを示し、ｘ（
ｋ）は、内部の状態ベクトルを示している。Ａは、ｎ×ｎ行列、Ｂは、ｎ×ｍ行列、Ｃは
、１×ｎ行列、Ｄは、１×ｍ行列である。ｎは、モデルの複雑性に依拠する状態の数であ
り、ｍは、入力の数である。一般的な入力は、例えば、ディスプレイの輝度、バッテリ充
電レベルの時間微分、中央処理装置負荷、または、他の電力管理情報であってもよい。ポ
ータブル電子デバイスの高温のスポットにおける追加の温度センサは、補償結果を改善し
得る。
【００３８】
　これにより、１つの実施形態において、ポータブル電子デバイスは、熱源をともなう、
および、オプション的に熱キャパシタンスおよび／または熱伝導率をともなう、熱システ
ムとしてモデルが作られる。このモデルから、数式１）の状態空間説明にしたがって、時
間‐離散補償器が導き出される、これは、以下のソフトウェアコードを使用することによ
りポータブル電子デバイスのマイクロプロセッサで容易に実施されることができる。

【数２】

【００３９】
　補償された周囲の温度ＴＡは、ディスプレイ２１に表示されても良い。
【００４０】
　図２によると、時間ｔが離散時間ステップｋ＊Δｔによって表される、時間ｔにわたっ
た温度Ｔ図表において、ポータブル電子デバイスの周囲におけるサンプルの実際の温度特
徴指標ＴＲは、直線で示されている。破線は、モバイルデバイスの温度センサによって感
知されるような対応する周囲の温度ＴＳを表している。内部の加熱のために、温度センサ
が、実際の周囲の温度ＴＲより高い周囲の温度ＴＳを検出することは、図２における図表
から明らかである。例えば、間隔Ｉ１は、時間間隔を表しており、モバイルデバイスは、
平均負荷で動作される。しかしながら、間隔Ｉ２において、モバイルデバイスが、例えば
、大量の計算リソースおよびディスプレイリソースを要求するビデオゲームを実行するこ
とにより、少なくとも一時的に高い負荷で動作されることが仮定される。このことが、実
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際の周囲の温度ＴＲからよりさらにずれている感知された周囲の温度ＴＳをもたらす。間
隔Ｉ２の終端で、実際の周囲の温度ＴＲは、例えば、モバイルデバイスのユーザが、地下
室に入るために、下がる。感知された周囲の温度ＴＳは、実際の周囲の温度ＴＲにおける
温度低下にただゆっくりとついていく。
【００４１】
　他方、一点鎖線は、ポータブル電子デバイスの熱モデルに基づいている図表１ｃ）に図
示されたような補償器を使用することにより決定される補償された周囲の温度ＴＡを図示
する。ポータブル電子デバイスの動作の開始から、実際の周囲の温度ＴＲからの補償され
た周囲の温度ＴＡのずれは、最小限にされ、少なくとも補償された周囲の温度ＴＡは、感
知された周囲の温度ＴＳより低いことが分かる。多量の熱を放出するモバイルデバイスの
高い負荷動作でさえ、補償された周囲の温度ＴＡにそれほど影響を与えない。
【００４２】
　間隔Ｉ３では、補償された周囲の温度ＴＡは、非常に早く、実際の周囲の温度ＴＲにお
ける低下と並ぶ。この効果は、補償器において、感知された周囲の温度ＴＳの動的寄与の
温度に依る補償を実施することにより起こり得る。動的寄与は、周波数ｆ＞０Ｈｚのスペ
クトル範囲における何らかの寄与として理解される。間隔Ｉ２の終端における階段関数の
ような高速で変化する周囲の温度の場合、補償器は、補償された周囲の温度ＴＡが、実際
の周囲の温度ＴＲにおいて、したがって、感知された周囲の温度ＴＳにおいて、変化する
のにより早く応答するように、モバイルデバイスの熱動力を加速することが可能である。
感知された周囲の温度信号の動力のこのような温度に依る補償について、米国特許公開第
２０１１／０３０７２０８号が言及される。
【００４３】
　本発明の本実施形態は、デバイスの動作の間、内部の熱源として作用する電子コンポー
ネントによって引き起こされる障害を補償することによって、ポータブル電子デバイスに
おける補償された周囲の温度を推定する補償器から利益を得る。補償された周囲の温度は
、ほんのわずかで、または許容差無しで、実際の周囲の温度を反映する。
【００４４】
　ここに本発明の好ましい実施形態が、示され、説明されているが、本発明は、それに制
限されない、しかし、他の点では、以下の特許請求の範囲の範囲内で、様々に体現され、
実践されてもよいことが、はっきりと理解されるべきである。
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