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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子デバイスのディスプレイ・デバイスを作動する方法において、
　ディスプレイ制御パラメータのユーザ・セッティングを受け取るステップと
　受け取ったユーザ・セッティングに基づいて、環境光センサ値（ＡＬＳ）に加える重み
の設定を変更することにより前記ディスプレイ制御パラメータを制御するステップと、
とを備え、
　前記重みの変更は前記重みと前記ユーザセッティング間の関係により決定され、また、
　前記ディスプレイデバイスの物理的な明るさレベルは前記環境光センサ値に前記重みを
乗じた値に比例すると共に、また、前記ユーザセッティングから決定され、
　前記重み付けは、ユーザが選択した明るさレベル領域の中央部分（９５０）に比して上
端部分（９６０）と下端部分（９４０）とにおいては、前記環境光センサ値（ＡＬＳ）の
変化による明るさに対する効果を小さくする特性を有することを特徴とする
電子デバイスのディスプレイ・デバイスの作動方法。
【請求項２】
　前記ユーザ・セッティングとは、前記ユーザ・セッティングの設定を変更することであ
り、前記重みの変更とは前記ユーザ・セッティングの前記設定変更によって自動的に引き
起こされるものであり、
　また、前記ディスプレイ制御パラメータとは、ポータブル・デバイスのディスプレイの
バックライトの物理的な明るさレベルに関わるパラメータである、請求項１に記載の方法
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【請求項３】
　前記ディスプレイ制御パラメータは、前記ユーザ・セッティングおよび前記光センサ値
に比例する、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ディスプレイ制御パラメータはディスプレイのバックライトの物理的な明るさのレ
ベルである、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ディスプレイ制御パラメータが液晶ディスプレイ用である場合に、前記環境光セン
サ値（ＡＬＳ）は前記液晶ディスプレイに対してフィードバックセンサーとして機能し、
前記液晶ディスプレイの明るさレベルが、ディスプレイのバックライトの物理的な明るさ
のレベルである場合には、前記重み付けにより、前記ユーザセッティングから同じコント
ラストを保つことができる、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　実行されると、データ処理システムを作動させる方法を引き起こす実行可能プログラム
命令を含む機械可読媒体であって、前記方法は、
　ディスプレイ制御パラメータのユーザ・セッティングを受け取るステップと
　受け取ったユーザ・セッティングに基づいて、環境光センサ値（ＡＬＳ）に加える重み
の設定を変更することにより前記ディスプレイ制御パラメータを制御するステップと、
とを備え、
　前記重みの変更は前記重みと前記ユーザセッティング間の関係により決定され、また、
　前記ディスプレイデバイスの物理的な明るさレベルは前記環境光センサ値に前記重みを
乗じた値に比例すると共に、また、前記ユーザセッティングから決定される、ものであり
　前記重み付けは、ユーザが選択した明るさレベル領域の中央部分（９５０）に比して上
端部分（９６０）と下端部分（９４０）とにおいては、前記環境光センサ値（ＡＬＳ）の
変化による明るさに対する効果を小さくする特性を有する
ことを特徴とする機械可読媒体。
【請求項７】
　前記ユーザ・セッティングとは、前記ユーザ・セッティングの設定を変更することであ
り、前記重みの変更とは前記ユーザ・セッティングの前記設定変更によって自動的に引き
起こされるものであり、
　また、前記ディスプレイ制御パラメータとは、ポータブル・デバイスのディスプレイの
バックライトの物理的な明るさレベルに関わるパラメータである、請求項６に記載の媒体
。
【請求項８】
　前記ディスプレイ制御パラメータは、前記ユーザ・セッティングおよび前記光センサ値
に比例する、請求項６に記載の媒体。
【請求項９】
　ディスプレイ制御パラメータのユーザ・セッティングを受け取る手段と、
　受け取った前記ユーザ・セッティングに基づいて環境光センサ値（ＡＬＳ）に加える重
みの設定を変更することにより、前記ディスプレイ制御パラメータを制御する手段と、を
備え
　前記重みの変更は前記重みと前記ユーザセッティング間の関係により決定され、また、
　前記ディスプレイデバイスの物理的な明るさレベルは前記環境光センサ値に前記重みを
乗じた値に比例すると共に、また、前記ユーザセッティングから決定される、ものであり
　前記重み付けは、ユーザが選択した明るさレベル領域の中央部分（９５０）に比して上
端部分（９６０）と下端部分（９４０）とにおいては、前記環境光センサ値（ＡＬＳ）の
変化による明るさに対する効果を小さくする特性を有する
を備えることを特徴とするデータ処理デバイス。
【請求項１０】
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　電子デバイスのディスプレイの作動方法であって、
　ディスプレイ明るさレベルのユーザ選択の明るさレベルに対する変更を受け取るステッ
プと、
　前記変化に従って、前記ディスプレイ明るさレベルの制御に対する環境光センサ出力レ
ベルの環境光センサ（ＡＬＳ）出力重みの影響を変更するステップと、
を具備する作動方法であって、
　前記重みの影響の変更は前記重みと前記ユーザセッティング間の関係により決定され、
また、前記ディスプレイデバイスの物理的な明るさレベルは前記環境光センサ値に前記重
みを乗じた値に比例すると共に、また、前記ユーザセッティングから決定される、もので
あり
　前記重み付けは、ユーザが選択した明るさレベル領域の中央部分（９５０）に比して上
端部分（９６０）と下端部分（９４０）とにおいては、前記環境光センサ値（ＡＬＳ）の
変化による明るさに対する効果を小さくする特性を有する
ことを特徴とする、ディスプレイの作動方法。
【請求項１１】
　前記ユーザによる変更と重みの変更に基づいて前記明るさレベルを自動的に変更するス
テップと、前記環境光センサ出力レベルの変化に基づいて前記明るさレベルを変更するス
テップとをさらに含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記明るさレベルが、ポータブル・デバイスのディスプレイに関し、
　前記ディスプレイのデバイス・セッティングの変化に基づいて前記明るさレベルを変更
するステップ
をさらに含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ユーザの選択した明るさレベルの増加が、線形関係に従って前記環境光センサ出力
重みを自動的に減らす、請求項１０に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ユーザの選択した明るさレベルの変化が、「釣り鐘」形曲線関係に従って前記環境
光センサ出力重みを自動的に変更する、請求項１０に記載の方法。
【請求項１５】
　前記環境光センサ出力重みの範囲が、前記ユーザの選択した明るさレベルの範囲の下端
でより低く、中央部分でより高く、上端でより低い、前記ユーザの選択した明るさベルの
範囲に関するガウス形状曲線関係を有する、請求項１０に記載の方法。
【請求項１６】
　電子デバイスのディスプレイを動作させる作動方法であって、
　ユーザ・インターフェース特徴レベルを制御するユーザ入力を受け取るステップと、
　入力された前記ユーザ・インターフェース特徴レベルがそれに基づく光センサ（ＡＬＳ
）出力値の重みをセットするステップと、
　前記重みのセッティングは前記重みと前記ユーザ・インターフェース特徴レベル間の関
係により決定され、また、前記ディスプレイデバイスの物理的な明るさレベルは前記環境
光センサ値に前記重みを乗じた値に比例すると共に、また、前記ユーザセッティングから
決定される、ものであり
　前記重み付けは、ユーザが選択した明るさレベル領域の中央部分（９５０）に比して上
端部分（９６０）と下端部分（９４０）とにおいては、前記環境光センサ値（ＡＬＳ）の
変化による明るさに対する効果を小さくする特性を有する
ことを特徴とする、電子デバイスのディスプレイの作動方法。
【請求項１７】
　前記ユーザ入力が、ユーザ・セッティングに対する変化であり、前記変化が、前記重み
を自動的に変化させ、
 前記ユーザ・インターフェース特徴レベルが、ポータブル・デバイスのディスプレイの
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物理的な明るさレベルである、請求項１６に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子デバイスの分野に関し、具体的には、ポータブル・デバイスのディスプ
レイ・デバイスを動作させるシステムおよび方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　コンピュータおよびセル電話機などの電子ポータブル・デバイスおよび電子非ポータブ
ル・デバイスは、ますます一般的になりつつある。そのようなポータブル・デバイスは、
経時的により複雑になり、例えばＭＰ３プレイヤ機能、ウェブ・ブラウジング機能、携帯
情報端末（ＰＤＡ）の機能、および類似物を含む多数の特徴を組み込んできた。
【０００３】
　しかし、これらのポータブル・デバイスのバッテリ寿命は、限られている可能性がある
。しばしば、バッテリ電力の主な引き出しは、これらのポータブル・デバイスのディスプ
レイ・デバイスであり、具体的には、ディスプレイ・デバイスを照明するのに使用され得
るバックライトである。ディスプレイ・デバイスは、非ポータブル電子デバイスの電力の
大きい引出でもあり得る。バックライトは、その上にテキスト、ピクチャ、および／また
はイメージが表示される背景の光または色を提供することができる。多くの現在のポータ
ブル・デバイスで、ディスプレイを照明する例示的プロセス１０が、図１Ａに示されてい
る。このプロセスでは、動作１２に示されているように、ユーザが電子デバイスにキー入
力を入力するときに、バックライトがアクティブ化される（例えば、光を生成するために
オンにされる）。動作１４で、バックライトのアクティブ化に応答してタイマが開始され
、動作１６で、電子デバイスが、タイマのタイム・アウトが発生したかどうかを判定する
。動作１８で、電子デバイスがユーザ・キー入力を受け取る場合には、タイマが再開始し
（動作１４で）、このプロセスは、上で説明したように継続される。電子デバイスが、タ
イマがカウントしている間にユーザ入力を受け取らない場合には、タイム・アウトが発生
し、バックライトは、動作１９で非アクティブ化される。
【０００４】
　これらの電子デバイスのいくつかは、これらの電子デバイスに関連する環境またはコン
テキストを検出するのに使用される複数のセンサをも含む場合がある。例えば、米国特許
公開第２００５／０２１９２２８号に、近接センサおよび光センサを含む多数のセンサを
含むデバイスが記載されている。センサからの出力は、デバイス環境またはコンテキスト
を判定するために処理される。光センサは、環境光レベルを検出し、近接センサは、ユー
ザの耳または顔などの物体への近接を検出する。この場合に、デバイスのハウジング内の
２つの開口を必要とする２つの別々のセンサがある。これを、デバイス２０を示す図１Ｂ
に示す。デバイス２０は、デバイス２０の表面に取り付けられた近接センサ２２と、やは
りデバイス２０の表面に取り付けられた環境光センサ２４とを含む。これらのセンサのそ
れぞれが、互いに別個であり、表面の別々の開口が、センサごとに必要である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許公開２００５／０２１９２２８号
【発明の概要】
【０００６】
　本明細書で説明する様々な装置、ソフトウェア、および方法は、ユーザ入力を受け取り
、近接を感知し、環境光などの光を検出する装置のディスプレイを動作させることと、ユ
ーザ入力および環境光レベルに従って電子デバイスのディスプレイ制御パラメータを変化
させるソフトウェアを使用する、データ処理システムなどのシステムとに関する。
【０００７】
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　本発明のいくつかの実施形態によれば、電子デバイスのディスプレイ・デバイスを動作
させる方法は、ディスプレイ制御パラメータのユーザ・セッティングを受け取ることと、
ユーザ・セッティングに基づいて、ディスプレイ制御パラメータの制御に対する環境光セ
ンサ（ＡＬＳ）値の影響を変更することとを含む。また、セッティングは、ユーザ・セッ
ティングの変化とすることができ、変更は、変化によって自動的に引き起こされるものと
することができる。さらに、ディスプレイ制御パラメータを、ポータブル・デバイスのデ
ィスプレイのバックライトの物理的な明るさレベルとすることができる。いくつかの場合
に、ディスプレイ制御パラメータを、ユーザ・セッティングおよび光センサ値に比例する
ものとすることができる。この方法は、さらに、ディスプレイ制御パラメータに従って電
子デバイスのディスプレイのバックライトの物理的な明るさレベルを表示することを含む
ことができる。
【０００８】
　さらに、本発明のいくつかの実施形態によれば、電子デバイスのディスプレイを動作さ
せる方法は、ディスプレイ明るさレベルのユーザが選択した明るさレベルへの変化を受け
取ることと、変化に従って、ディスプレイ明るさレベルの制御に対する環境光センサ出力
レベルの環境光センサ（ＡＬＳ, ambient litht sensor）出力重みの影響を変更すること
とを含むことができる。また、明るさレベルは、ポータブル・デバイスのディスプレイに
ついて自動的に変更することができ、この方法は、複数の環境光センサから複数の環境光
センサ出力レベルを受け取ることと、デバイス上の複数の環境光センサのそれぞれの位置
に依存して複数の環境光センサ出力のそれぞれに重みを付けることと、環境光センサ出力
レベルに重みを付けられた複数の環境光センサ出力の総計をセットすることとをも含むこ
とができる。また、物理的な明るさレベルを環境光センサ出力レベルに重みを乗じたもの
に比例するものとすることができることと、ユーザの選択した明るさレベルの増加が、線
形関係に従って環境光センサ出力重みを自動的に減らし、あるいは「釣り鐘」形曲線関係
に従って環境光センサ出力重みを自動的に変更することとも、考えられる。
【０００９】
　同様に、本発明の実施形態によれば、電子デバイスのディスプレイを動作させる方法は
、ディスプレイ明るさ出力レベルまたは環境光センサ出力レベルの変化を受け取ることと
、変化に従って変更することとを含み、ディスプレイ・コントラスト出力レベルは、ディ
スプレイ明るさ出力レベルおよび環境光センサ出力レベルに基づく。さらに、ディスプレ
イ明るさ出力レベルの増加は、ディスプレイ・コントラスト出力レベルの減少を自動的に
引き起こすことができ、かつ／またはセンサ出力レベルの増加は、ディスプレイ・コント
ラスト出力レベルの増加を自動的に引き起こすことができる。
【００１０】
　本発明のいくつかの実施形態によれば、電子デバイスのディスプレイを動作させる方法
は、ユーザ・インターフェース特徴レベルを制御するユーザ入力を受け取ることと、ユー
ザ・インターフェース特徴レベルが基づく光センサ（ＡＬＳ）出力値の重みをセットする
こととを含むことができる。いくつかの場合に、ユーザ入力は、ユーザ・セッティングに
対する変化とすることができ、変化は、自動的に重みを変化させることができる。
【００１１】
　最後に、いくつかの実施形態で、電子デバイスの近接センサを動作させる方法は、光セ
ンサ出力を受け取ることと、出力に従って、近接センサのオン／オフ・セッティングを変
更することとを含む。
【００１２】
　他の装置、データ処理システム、方法、および機械可読媒体（すなわちマシン可読媒体
）も、説明される。
【００１３】
　本発明を、限定ではなく例として、添付図面の図に示すが、添付図面では、類似する符
号が類似する要素を示す。
【図面の簡単な説明】
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【００１４】
【図１Ａ】ユーザ入力に応答し、ユーザ入力に応答してディスプレイのバックライトを制
御する従来技術の方法を示す流れ図である。
【図１Ｂ】２つの別々のセンサを含む従来技術のデバイスの例を示す図である。
【図２】本発明の一実施形態によるポータブル・デバイスを示す透視図である。
【図３】本発明の一実施形態によるポータブル・デバイスを示す透視図である。
【図４】本発明の一実施形態によるポータブル・デバイスを示す透視図である。
【図５Ａ】本発明の一実施形態による第１構成（例えば、開かれた構成）のポータブル・
デバイスを示す透視図である。
【図５Ｂ】本発明の一実施形態による第２構成（例えば、閉じられた構成）の図５Ａのポ
ータブル・デバイスを示す透視図である。
【図６】本発明の実施形態を実施できるシステムを示すブロック図である。
【図７Ａ】本発明の一実施形態による近接センサを示す概略側面図である。
【図７Ｂ】本発明の一実施形態による代替近接センサを示す概略側面図である。
【図７Ｃ】近接センサの放射器（エミッタ）以外の源からの光を検出することができる近
接センサを動作させる方法を示す流れ図である。
【図７Ｄ】関連する論理を有する近接センサの例を示す図である。
【図８】本発明の一実施形態による組み合わされた近接センサおよび環境光センサを示す
概略側面図である。
【図９Ａ】線形関係による環境光センサ（ＡＬＳ）重み範囲対ユーザの選択した明るさ範
囲の例を示すグラフである。
【図９Ｂ】「釣り鐘」形曲線関係によるＡＬＳ重み範囲対ユーザの選択した明るさ範囲の
例を示す図である。
【図９Ｃ】ＡＬＳ重みとユーザの選択した明るさとの間の「釣り鐘」形曲線関係のデバイ
スの物理的な明るさレベル範囲対ＡＬＳ出力レベル範囲の例を示す図である。
【図１０】本発明の一実施形態によるデジタル処理システムを示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明の様々な実施形態および態様を、下で述べる詳細を参照して説明するが、添付図
面は、様々な実施形態を示す。次の説明および図面は、本発明を例示するものであって、
本発明を限定するものと解釈してはならない。多数の具体的な詳細を、本発明の様々な実
施形態の完全な理解を提供するために説明する。しかし、ある種の場合に、周知の詳細ま
たは従来の詳細は、本発明の実施形態の簡潔な議論を提供するために説明しない。
【００１６】
　これに続く詳細な説明のいくつかの部分は、コンピュータ・メモリ内に格納されたデー
タに対する動作を含むアルゴリズムに関して提示される。アルゴリズムは、全般的に、所
望の結果につながる動作の自己完結的なシーケンスである。動作は、通常、物理的な量の
物理的な操作を必要とするか、これを伴う。必ずではないが通常、これらの量は、格納さ
れ、処理され、転送され、組み合わされ、比較され、かつ他の形で操作され得る電気信号
または磁気信号の形をとる。時々、主に一般的使用のために、これらの信号をビット、値
、要素、記号、文字、項、数、または類似物と称することが便利であることがわかってい
る。
【００１７】
　しかし、上記および類似する用語が、適当な物理的量に関連付けられなければならず、
単にこれらの量に適用される便利なラベルであることに留意されたい。次の議論から明白
なとおり、そうではないと特に述べられない限り、この説明全体を通じて、「受け取る」
、「変更する」、「処理する」、「計算する」、「判定する」、「表示する」、または類
似物などの用語を利用する議論が、システムのレジスタ、ストレージ・デバイス、および
メモリ内の物理的（電子）量として表されたデータを操作し、システムのメモリ、ストレ
ージ・デバイス、レジスタ、または他のそのような情報格納デバイス、伝送デバイス、も
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しくは表示デバイス内の物理的量として同様に表された他のデータに変換する、データ処
理デバイス、データ処理システム、または類似する電子デバイスのアクションおよびプロ
セスを指すことができることを了解されたい。
【００１８】
　本発明は、本明細書に記載の行為または動作のうちの１つまたは複数を実行する装置に
関することができる。この装置は、必要な目的のために特別に構成されることができ、あ
るいは、コンピュータ内に格納されたコンピュータ・プログラムによって選択的にアクテ
ィブ化されまたは再構成される汎用コンピュータを含むことができる。そのようなコンピ
ュータ・プログラムを、フロッピー（登録商標）・ディスク、光ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ
、および光磁気ディスクを含む任意のタイプのディスク、読取り専用メモリ（ＲＯＭ）、
ランダム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）、フラッシュ・メモリ、消去可能プログラマブル
ＲＯＭ（ＥＰＲＯＭ）、電気的消去可能プログラマブルＲＯＭ（ＥＥＰＲＯＭ）、磁気カ
ード、光カード、または電子命令を格納するのに適する、それぞれがバスに結合された任
意のタイプの媒体などであるがこれらに限定はされず、機械（例えば、コンピュータ）可
読記憶媒体に格納することができる。
【００１９】
　機械可読媒体は、機械（例えば、コンピュータ）によって可読の形の情報を格納し、ま
たは伝送するすべての機構を含む。例えば、機械可読媒体は、読取り専用メモリ（「ＲＯ
Ｍ」）、ランダム・アクセス・メモリ（「ＲＡＭ」）、磁気ディスク記憶媒体、光記憶媒
体、フラッシュ・メモリ・デバイス、電気的、光学的、音響的、および他の形の伝搬され
る信号（例えば、搬送波、赤外線信号、デジタル信号など）などを含む。
【００２０】
　本発明の少なくともある種の実施形態は、メディアを提示するメディア処理システムと
、メディアを格納するストレージ・デバイスとを含むことができ、さらに、アンテナ・シ
ステムおよびメディア処理システムに結合されたラジオ周波数（ＲＦ）トランシーバ（例
えば、セル電話機のＲＦトランシーバ）を含むことができる、ポータブル音楽メディア・
プレイヤおよび／またはポータブル・ビデオ・メディア・プレイヤなどのデジタル・メデ
ィア・プレイヤの一部とすることができる。ある種の実施形態で、リモート・ストレージ
・デバイスに格納されたメディアを、ＲＦトランシーバを介してメディア・プレイヤに送
信することができる。メディアは、例えば、音楽もしくは他のオーディオ、スチール写真
、または動画のうちの１つまたは複数とすることができる。
【００２１】
　ポータブル・メディア・プレイヤは、米国カリフォルニア州カパティーノのＡｐｐｌｅ
　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ，Ｉｎｃ．社のｉＰｏｄ（登録商標）もしくはｉＰｏｄ　Ｎａｎｏ（
登録商標）メディア・プレイヤのクリック・ホイール入力デバイス、タッチ・スクリーン
入力デバイス、押しボタンデバイス、可動ポインティング入力デバイス、または他の入力
デバイスなどのメディア選択デバイスを含むことができる。メディア選択デバイスは、ス
トレージ・デバイスおよび／またはリモート・ストレージ・デバイスに格納されたメディ
アを選択するのに使用することができる。ポータブル・メディア・プレイヤは、少なくと
もいくつかの実施形態で、入力デバイスを介して選択され、スピーカまたはイアフォン（
１つまたは複数）を介してのいずれかで、ディスプレイ・デバイス上で、またはディスプ
レイ・デバイスとスピーカもしくはイアフォン（１つまたは複数）との両方で提示される
メディアのタイトルまたは他のインジケータを表示するためにメディア処理システムに結
合されたディスプレイ・デバイスを含むことができる。ポータブル・メディア・プレイヤ
の例は、両方が参照によって本明細書に組み込まれている、公表された米国特許出願第２
００３／００９５０９６号および米国特許出願第２００４／０２２４６３８号に記載され
ている。
【００２２】
　本明細書で説明する本発明の実施形態は、例えば、エンターテイメント・システムもし
くは携帯情報端末（ＰＤＡ, personal digital assistant）、汎用コンピュータ・システ



(8) JP 5385152 B2 2014.1.8

10

20

30

40

50

ム、特殊目的コンピュータ・システム、別のデバイス内の組み込みデバイス、メディア・
プレイヤを含まないセル電話機、またはこれらのデバイスの態様もしくは機能を組み合わ
せるデバイス（例えば、１つのポータブル・デバイス内でＰＤＡ、エンターテイメント・
システム、およびセル電話機と組み合わされた、ｉＰｏｄ（登録商標）などのメディア・
プレイヤ）など、他のタイプのデータ処理システムの一部とすることができる。
【００２３】
　図２に、本発明の一実施形態によるポータブル・デバイス３０を示す。図２は、「キャ
ンディバー」スタイルを有する電話機構成の無線デバイスを示す。図２では、無線デバイ
ス３０は、ハウジング３２、ディスプレイ・デバイス３４、英数字キーパッドとすること
ができる入力デバイス３６、スピーカ３８、マイクロホン４０、およびアンテナ４２など
の様々な特徴を含むことができる。無線デバイス３０は、環境光センサ（ＡＬＳ）および
／または近接センサ４４ならびに加速度計４６をも含むことができる。図２の実施形態が
、より多数またはより少数のセンサを使用することができ、図２に示されたフォーム・フ
ァクタと異なるフォーム・ファクタを有することができることを了解されたい。また、上
で説明した特徴の特定の位置を、代替実施形態で変更できることを了解されたい。
【００２４】
　ディスプレイ・デバイス３４は、例えば、入力を受け入れる能力を含まない液晶ディス
プレイ（ＬＣＤ）またはＬＣＤをも含むタッチ入力スクリーンとすることができる。デバ
イス３４を、本明細書で説明するように動作させることができ、デバイス３４は、本明細
書で説明するようにバックライトを含むことができる。入力デバイス３６は、例えば、ボ
タン、スイッチ、ダイヤル、スライダ、キーもしくはキーパッド、ナビゲーション・パッ
ド、タッチ・パッド、タッチ・スクリーン、および類似物を含むことができる。
【００２５】
　ＡＬＳおよび／または近接センサ４４は、１つまたは複数のＡＬＳセンサ、近接センサ
、ならびに／あるいは組み合わされた近接センサおよびＡＬＳセンサを示すことができる
。センサ４４は、無線デバイス３０に対する相対的な物体の位置（例えば、Ｘ、Ｙ、Ｚの
うちの少なくとも１つ）、動きの方向、速度など、および／またはデバイス３０での環境
光環境を検出することができる。
【００２６】
　さらに、処理デバイス（図示せず）が、近接センサ（１つまたは複数）４４に結合され
る。処理デバイスを、ＡＬＳおよび／または近接センサ４４によって供給される環境光、
位置、および／または動きデータに基づいて、ポータブル・デバイス３０、ＡＬＳおよび
／または近接センサ４４に対する相対的な物体の位置および／または環境光環境を判定す
るのに使用することができる。ＡＬＳおよび／または近接センサは、環境光および／また
は物体位置を継続的にまたは周期的に監視することができる。近接センサは、それが検出
している物体のタイプを判定できる場合もある。本明細書で説明するＡＬＳは、ＡＬＳお
よび／またはディスプレイ・デバイスに入射する環境光および／または環境可視光の強度
、明るさ、振幅、またはレベルにおいて検出できる場合がある。図３に、図２に示された
ポータブル・デバイス３０に類似する、代替のポータブル・デバイス３０ａを示す。図３
に示されたポータブル・デバイス３０ａは、ＡＬＳおよび／または近接センサ４４ａ（図
３）がマイクロホン４０またはその近くに配置されるという点で、図２に示されたポータ
ブル・デバイス３０と異なるものとすることができる。
【００２７】
　図４に、本発明の一実施形態によるポータブル・デバイス５０を示す。ポータブル・デ
バイス５０は、ハウジング５２、ディスプレイ／入力デバイス５４、スピーカ５６、マイ
クロホン５８、およびオプションのアンテナ６０（ハウジングの外部で可視とすることが
でき、あるいはハウジング内に隠すことができる）を含むことができる。ポータブル・デ
バイス５０は、ＡＬＳおよび／または近接センサ６２ならびに加速度計６４をも含むこと
ができる。ポータブル・デバイス５０は、セル電話機、一体化されたＰＤＡおよびセル電
話機であるデバイス、一体化されたメディア・プレイヤおよびセル電話機であるデバイス
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、またはエンターテイメント・システム（例えばゲームを遊ぶための）とセル電話機との
両方であるデバイスとすることができ、あるいは、ポータブル・デバイス５０を、本明細
書で説明する他のタイプのデバイスとすることができる。一特定の実施形態では、ポータ
ブル・デバイス５０は、セル電話機、メディア・プレイヤ、およびＰＤＡを含むことがで
き、これらのすべてが、ハウジング５２内に含まれる。ポータブル・デバイス５０は、通
常の成人の手の中に収まるのに十分に小さく、成人の片手で持ち運べるのに十分に軽いフ
ォーム・ファクタを有することができる。用語「ポータブル」が、デバイスを成人ユーザ
の手（片手または両手）で簡単に持つことができることを意味し、例えば、ラップトップ
・コンピュータおよびｉＰｏｄが、ポータブル・デバイスであることを了解されたい。
【００２８】
　一実施形態で、ディスプレイ／入力デバイス５４は、ＬＣＤなどのディスプレイである
ことに加えて、マルチポイント・タッチ入力スクリーンを含むことができる。処理デバイ
ス（図示せず）を、ディスプレイ／入力デバイス５４に結合することができる。処理デバ
イスは、タッチ・パネル上の近接、ＡＬＳ、および／またはタッチを計算するのに使用す
ることができる。
【００２９】
　ＡＬＳおよび／または近接センサ６２ならびにディスプレイ／入力デバイス５４から獲
得されるデータを組み合わせて、ユーザの位置に関する情報（例えば、ユーザ、デバイス
、および／またはディスプレイの環境光環境に関する）および本明細書で説明するアクテ
ィビティに関する情報を集めることができる。ＡＬＳおよび／または近接センサ６２なら
びにディスプレイ／入力デバイス５４からのデータを使用して、例えば、ディスプレイ／
入力デバイス５４の照明またはバックライト・セッティングを変化させるなど、ポータブ
ル・デバイス５０の１つまたは複数のセッティングを変化させることができる。
【００３０】
　諸実施形態で、ディスプレイ／入力デバイス５４は、ポータブル・デバイス５０のハウ
ジング５２の一表面（例えば上面）の大きい部分、実質的にすべて、または少なくとも７
５％を占める。代替実施形態では、ディスプレイ／入力デバイスが、ポータブル・デバイ
ス５０のハウジング５２の一表面（例えば、上面）の７５％未満を占めることができる。
また、代替実施形態では、ポータブル・デバイス５０は、入力機能を有しないディスプレ
イを含むことができるが、このディスプレイは、それでも、ポータブル・デバイス５０の
一表面の大きい部分を占める。この場合に、ポータブル・デバイス５０は、ポータブル・
デバイス５０の一部から外にスライドするかスイングするＱＷＥＲＴＹキーボードまたは
他のタイプのキーボードなどの他のタイプの入力デバイスを含むことができる。
【００３１】
　図５Ａおよび５Ｂに、本発明の一実施形態によるポータブル・デバイス７０を示す。ポ
ータブル・デバイス７０は、ディスプレイ・ハウジング８９をキーパッド・ハウジング９
１に結合するヒンジ８７を含むセル電話機とすることができる。ヒンジ８７は、ユーザが
、セル電話機を開き、閉じることを可能にし、その結果、図５Ａおよび５Ｂに示された２
つの異なる構成のうちの少なくとも１つにすることができるようにする。一特定の実施形
態では、ヒンジ８７は、ディスプレイ・ハウジングをキーボード・ハウジングに回転可能
に結合することができる。具体的に言うと、ユーザは、図５Ａに示された開構成にするた
めにセル電話機を開くことができ、図５Ｂに示された閉構成にするためにセル電話機を閉
じることができる。キーパッド・ハウジング９１は、ユーザから入力（例えば、電話番号
入力または他の英数字入力）を受け取るキーパッド９５と、ユーザから音声入力を受け取
るマイクロホン９７とを含むことができる。ディスプレイ・ハウジング８９は、その内側
表面に、ディスプレイ９３（例えば、ＬＣＤ）、スピーカ９８、ならびにＡＬＳおよび／
または近接センサ８４を含むことができ、その外側表面に、ディスプレイ・ハウジング８
９は、スピーカ９６、温度センサ９４、ディスプレイ８８（例えば、もう１つのＬＣＤ）
、環境光センサ９２、ならびにＡＬＳおよび／または近接センサ８４Ａを含むことができ
る。したがって、この実施形態では、ディスプレイ・ハウジング８９は、その内側表面に
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第１のＡＬＳおよび／または近接センサを、その外側表面に第２のＡＬＳおよび／または
近接センサを含むことができる。第１のＡＬＳおよび／または近接センサを使用して、環
境光環境ならびに／あるいはユーザの頭または耳が第１のＡＬＳおよび／または近接セン
サからある距離以内にあることを検出し、この検出に応答してディスプレイ９３および８
８の照明セッティングを変化させる（いくつかの場合に自動的に）ことができる。
【００３２】
　少なくともある種の実施形態で、ポータブル・デバイス７０は、セル電話機、メディア
・プレイヤ、エンターテイメント・システム、ＰＤＡ、または本明細書に記載の他のタイ
プのデバイスなどの無線通信デバイスの機能のうちの１つまたは複数を提供するコンポー
ネントを含むことができる。実施形態の一実施態様で、ポータブル・デバイス７０は、Ｍ
Ｐ３音楽ファイルなどのＭＰ３ファイルを再生するメディア・プレイヤと一体化されたセ
ル電話機とすることができる。
【００３３】
　図２、３、４、５Ａ、および５Ｂに示されたデバイスなどの本明細書で説明される電子
デバイスまたはポータブル・デバイスが、「キャンディバー」スタイル、「フリップフォ
ン」スタイル、「スライディング」フォーム、およびまたは「スインギング」フォームを
有するフォーム・ファクタまたは構成を有することができることも考慮される。例えば、
「キャンディバー」スタイルを、無線デバイス３０について上で図２で説明することがで
きる。また、「フリップフォン」スタイルを、デバイス７０について上で図５Ａおよび５
Ｂで説明することができる。「スライディング」フォームは、デバイスのキーパッド部分
が、部分の１つのガイドまたはレールに沿ってスライドするなど、デバイスの別の部分（
例えば、ディスプレイを含む他の部分）から離れてスライドする場合を説明することがで
きる。「スインギング」フォームは、デバイスのキーパッド部分が、その部分を接続する
ヒンジの回りでスイングすることによるなど、デバイスの別の部分（例えば、ディスプレ
イを含む他の部分）から横にスイングする（上下にスイングする「フリップフォン」スタ
イルとは異なって）場合を説明することができる。
【００３４】
　図２、３、４、５Ａ、および５Ｂに示されたデバイスのそれぞれは、セル電話機などの
無線通信デバイスとすることができ、無線通信の機能を提供する複数のコンポーネントを
含むことができる。図６に、無線通信の機能を含む無線デバイス１００の実施形態を示す
。無線デバイス１００を、図２、３、４、５Ａ、および５Ｂに示されたデバイスのうちの
任意の１つに含めることができるが、図２～５Ｂのこれらのデバイスの代替実施形態は、
無線デバイス１００より多数またはより少数のコンポーネントを含むことができる。
【００３５】
　無線デバイス１００は、アンテナ・システム１０１を含むことができる。無線デバイス
１００は、アンテナ・システム１０１を介して音声信号、デジタル・データ信号、および
／またはメディア信号を送信し、かつ／または受信するために、アンテナ・システム１０
１に結合された１つまたは複数のデジタルおよび／またはアナログのラジオ周波数（ＲＦ
）トランシーバ１０２をも含むことができる。トランシーバ１０２は、１つまたは複数の
赤外線（ＩＲ）トランシーバ、ＷＨＹＦＩトランシーバ、Ｂｌｕｅ　Ｔｏｏｔｈ（商標）
トランシーバ、および／または無線セルラ・トランシーバを含むことができる。
【００３６】
　無線デバイス１００は、デジタルＲＦトランシーバを制御し、音声信号、デジタル・デ
ータ信号、および／またはメディア信号を管理するために、デジタル処理デバイスまたは
デジタル処理システム１０３をも含むことができる。デジタル処理システム１０３は、例
えばマイクロプロセッサまたはコントローラなどの汎用処理デバイスとすることができる
。デジタル処理システム１０３は、ＡＳＩＣ（application specific integrated circui
t,　特定用途向け集積回路）、ＦＰＧＡ（フィールドプログラマブル・ゲート・アレイ）
、またはＤＳＰ（digital signal processor, デジタル信号プロセッサ）などの特殊目的
処理デバイスとすることもできる。デジタル処理システム１０３は、当技術分野で既知の
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とおり、無線デバイス１００の他のコンポーネントとインターフェースするために、他の
デバイスをも含むことができる。例えば、デジタル処理システム１０３は、無線デバイス
１００の他のコンポーネントとインターフェースするために、アナログ－デジタル変換器
およびデジタル－アナログ変換器を含むことができる。デジタル処理システム１０３は、
メディア処理システム１０９を含むことができ、このメディア処理システム１０９も、オ
ーディオ・データのファイルなどのメディアを管理するために汎用処理デバイスまたは特
殊目的処理デバイスを含むことができる。
【００３７】
　無線デバイス１００は、無線デバイス１００用のデータおよび／またはオペレーティン
グ・プログラムを格納するために、デジタル処理システムに結合されたストレージ・デバ
イス１０４（例えば、メモリ）をも含むことができる。ストレージ・デバイス１０４は、
例えば、任意のタイプのソリッドステート・メモリ・デバイスまたは磁気メモリ・デバイ
スとすることができる。
【００３８】
　無線デバイス１００は、ユーザ入力（例えば、電話番号、名前、住所、メディア選択、
ユーザ・セッティング、ユーザの選択した明るさレベルなど）を受け入れるために、デジ
タル処理システム１０３に結合された１つまたは複数の入力デバイス１０５（例えば、ユ
ーザ・インターフェース・コントロールまたはＩ／Ｏデバイス）をも含むことができる。
入力デバイス１０５は、例えば、キーパッド、タッチ・パッド、タッチ・スクリーン、デ
ィスプレイ・デバイスと組み合わされたポインティング・デバイス、または類似する入力
デバイスのうちの１つまたは複数とすることができる。
【００３９】
　無線デバイス１００は、テキスト、イメージ、および／またはビデオを表示するために
、デジタル処理システム１０３に結合された少なくとも１つのディスプレイ・デバイス１
０６をも含むことができる。デバイス１０６は、メッセージ、電話呼情報、ユーザ・セッ
ティング、ユーザの選択した明るさレベル、連絡先情報、写真、映画、および／または入
力デバイス１０５を介して選択されたメディアのタイトルもしくは他のインジケータなど
の情報を表示することができる。ディスプレイ・デバイス１０６は、例えば、ＬＣＤディ
スプレイ・デバイスとすることができる。一実施形態で、ディスプレイ・デバイス１０６
および入力デバイス１０５を、同一デバイス内で一緒に一体化することができる（例えば
、ＬＣＤディスプレイ・デバイスなどのディスプレイ・デバイスと一体化された、マルチ
タッチ入力パネルなどのタッチ・スクリーンＬＣＤ）。一緒に一体化されたタッチ入力パ
ネルおよびディスプレイの例が、公開された米国特許出願第２００６００９７９９１号に
示されている。ディスプレイ・デバイス１０６は、ある種の情況の下でディスプレイ・デ
バイス１０６を照明するためにバックライト１０６ａを含むことができる。デバイス１０
６および／またはバックライト１０６ａを、本明細書で説明するディスプレイ・パラメー
タをセットしまたは変更するためなど、本明細書で説明するように動作させることができ
る。無線デバイス１００が、複数のディスプレイを含むことができることを了解されたい
。ディスプレイ１０６およびバックライト１０６ａの上の説明は、図２～５および９～１
０について言及されるものを含めて、本明細書で説明する他のディスプレイにあてはまる
。
【００４０】
　無線デバイス１００は、デジタルＲＦトランシーバ１０２、デジタル処理システム１０
３、ストレージ・デバイス１０４、入力デバイス１０５、マイクロホン１０５Ａ、オーデ
ィオ変換器１０８、メディア処理システム１０９、センサ（１つまたは複数）１１０、お
よびディスプレイ・デバイス１０６を含むシステムのコンポーネントに動作電力を供給す
るためにバッテリ１０７をも含むことができる。バッテリ１０７は、例えば、再充電可能
または再充電不能なリチウム・バッテリまたはニッケル水素バッテリとすることができる
。
【００４１】
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　無線デバイス１００は、デジタル処理システム１０３に結合された１つまたは複数のセ
ンサ１１０をも含むことができる。センサ（１つまたは複数）１１０は、例えば、近接セ
ンサ、加速度計、タッチ入力パネル、環境光センサ、環境雑音センサ、温度センサ、ジャ
イロスコープ、ヒンジ検出器、位置判定デバイス、方位判定デバイス、動きセンサ、音セ
ンサ、ラジオ周波数電磁波センサ、および他のタイプのセンサならびにその組合せのうち
の１つまたは複数を含むことができる。センサ（１つまたは複数）１１０によって獲得さ
れるデータに基づいて、例えば、バックライト１０６ａのアクティブ化、非アクティブ化
、変化、制御、および／または変更など、様々な応答をデジタル処理システムによって実
行することができる（いくつかの場合に自動的に）。実行できる他の応答は、入力デバイ
ス１０５のセッティングの変化を含む。
【００４２】
　また、いくつかの実施形態で、センサ、ディスプレイ、トランシーバ、デジタル処理シ
ステム、プロセッサ、処理論理、メモリ、および／またはストレージ・デバイスは、１つ
または複数のプリント回路基板（ＰＣＢ）上に配置された１つまたは複数の集積回路を含
むことができる。
【００４３】
　図７Ａおよび７Ｂに、本発明の実施形態による例示的な近接センサを示す。代替実施形
態では、図７Ａおよび７Ｂに示された近接センサではなく、容量性センサまたはソナー様
センサなどの他のタイプの近接センサを使用できることを了解されたい。図７Ａでは、近
接センサ１２０は、放射器（エミッタ）１２２、検出器１２４、およびウィンドウ１２６
を含む。放射器（エミッタ）１２２は、赤外線（ＩＲ）帯の光を生成し、例えば、発光ダ
イオード（ＬＥＤ）とすることができる。検出器１２４は、光強度の変化を検出するよう
に構成され、例えば、フォトトランジスタとすることができる。ウィンドウ１２６は、透
明材料または半透明材料から形成することができる。一実施形態で、ウィンドウ１２６は
、例えば、通常は電子デバイスのマイクロホンまたはスピーカと共に見られるメッシュな
どの音響メッシュである。他の実施形態では、ウィンドウ１２６を、ＭｉｃｒｏＰｅｒｆ
、メッシュ内に巻き付けられたＩＲ透過ストランド、またはコールドミラーとすることが
できる。
【００４４】
　動作中に、放射器（エミッタ）１２２からの光は、物体がウィンドウ１２６の上に存在
するときに、物体１２８に当たり、散乱する（例えば、物体によって反射される）。放射
器からの光は、既知の周波数を有する方形波パルスで放たれ、これによって、検出器１２
４が、環境光と、ユーザの頭もしくは耳またはユーザのポケットの中の材料などの物体に
よって検出器１２４に戻って反射された放射器１２２からの光とを区別できるようになる
。散乱された光の少なくとも一部が、検出器１２４に向かって反射される。光強度の増加
が、検出器１２４によって検出され、これが、処理デバイスまたは処理システム（図７Ａ
には図示せず）によって、物体が検出器１２４から短い距離の中に存在することを意味す
ると解釈される。物体が存在しないか、物体が検出器１２４からある距離を超える場合に
は、放たれた光のうちの不十分な量またはより少ない量が、検出器１２４に向かって戻っ
て反射され、これは、処理システム（図７Ａには図示せず）によって、物体が存在しない
か相対的に長い距離にあることを意味すると解釈される。どの場合にも、近接センサは、
光を反射する物体と検出器１２４との間の距離に関連する反射された光の強度を測定して
いる。
【００４５】
　図７Ｂでは、近接センサの放射器１２２および検出器１２４が、反射された光の検出を
改善するために、お互いに向かって内側に角度を付けられているが、図７Ｂの近接センサ
は、それ以外の点では図７Ａの近接センサに似た形で動作する。
【００４６】
　本発明の一実施形態の近接センサは、近接の感知と、近接センサの放射器以外の源から
の、環境光などの電磁放射の検出との両方の能力を含む。近接センサの放射器と検出器と
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の両方に関するＩＲ光の使用は、ＩＲ光が環境光のほとんどの源（日光、白熱灯、ＬＥＤ
光源、ろうそくなど、およびある程度まで蛍光燈さえ）に実質的に存在するので、有利で
ある可能性がある。したがって、検出器は、ほとんどの環境でＩＲ以外の波長の環境光レ
ベルを一般に表す環境ＩＲ光を検出することができ、この環境ＩＲ光レベルを使用して、
ＩＲ以外の波長の環境光レベルを効果的かつ適度に正確に表すことができる。
【００４７】
　近接感知と光検出との両方の能力を含む近接センサを動作させる方法を、図７Ｃに示し
、そのような近接センサの、ブロック図の形の例を図７Ｄに示す。図７Ｃの方法は、図７
Ｄに示された近接センサまたは他の近接センサを使用することができる。この方法は、電
磁放射（例えば、ＩＲ光）が近接センサの放射器から放たれる動作１３５を含む。放射器
は、検出器が環境放射と放射器からの放射との間で区別することを可能にする既知の所定
のパターン（例えば、既知の所定のパルス幅および周波数の方形波パルスのトレーン）で
放射を放つことができる。動作１３７では、近接センサの検出器は、検出器が近接感知モ
ードで動作しているときに、放射器からの光を検出し、測定する。検出器に結合されたプ
ロセッサが、検出器からの信号を処理して、放射器からの放射の既知の所定のパターンを
識別し、放射器からの放射の量を測定することができる。動作１３９では、検出器は、放
射器以外の源からの放射（例えば、環境ＩＲ光）を感知するモードで使用され、この動作
は、様々な形で実施することができる。例えば、放射器から放たれた光を、放射器の上に
置かれたシャッタ（機械式シャッタまたは電気シャッタのいずれか）によって使用不能に
することができ、あるいは、放射器の電源をオフにすることができる（これによって、放
射器からの放射の放出を停止する）。その代わりに、放射器以外の源からの光を抽出する
ために、既知の信号処理技法を使用して、検出器で受け取られる放射器の放たれた光の影
響を除去することができる。動作１３５、１３７、および１３９を、図７Ｃに示されたシ
ーケンスとは異なるシーケンスで実行できることを了解されたい。
【００４８】
　図７Ｄに、近接の感知および測定と環境光レベルの検出および測定との能力を含む範囲
感知ＩＲ近接センサ１４５の実施形態を示す。近接センサ１４５は、ＩＲ放射器１４７（
例えば、ＩＲ　ＬＥＤ）およびＩＲ検出器１４９を含む。オプションのシャッタ（例えば
、ＬＣＤ電子シャッタ）を、放射器１４７の上に配置することができる。ＩＲ放射器１４
７およびＩＲ検出器１４９を、マイクロコントローラ１５１に結合することができ、この
マイクロコントローラ１５１は、オプションのシャッタを閉じ、開くのいずれかを行うこ
とによって、またはＩＲ放射器１４７への電力をオンおよびオフに切り替えることによっ
て、近接感知モードと環境光感知モードとの間での切替を制御することができる。ＩＲ検
出器１４９からの出力を、マイクロコントローラ１５１からマイクロプロセッサ１５３に
供給することができ、このマイクロプロセッサ１５３は、近接センサ１４５からのデータ
から、少なくとも１つの近接値を判定し、少なくとも１つの環境光レベル値を判定する。
代替実施形態では、マイクロプロセッサを、介在するマイクロコントローラなしでＩＲ放
射器１４７およびＩＲ検出器１４９に結合することができ、このマイクロプロセッサは、
マイクロコントローラの機能を実行することができる（例えば、マイクロプロセッサが、
近接感知モードと環境光感知モードとの間の切替を制御することができる）。マイクロプ
ロセッサ１５３を、入力デバイス（例えば、キーボード）、出力デバイス（例えば、ディ
スプレイ）、メモリ・デバイス、他のセンサ、または無線トランシーバ・システムなどの
他のコンポーネント１５５に結合することができる。例えば、マイクロプロセッサ１５３
を、図６に示された無線デバイス１００のメイン・プロセッサとすることができる。ＩＲ
放射器上のシャッタが使用されず、ＩＲ検出器１４９が環境光レベルを測定している間に
ＩＲ放射器１４７からのＩＲ放出がＩＲ検出器１４９で受け取られる実施形態では、マイ
クロプロセッサ１５３（またはマイクロコントローラ１５１）は、ＩＲ放射器１４７以外
の源からのＩＲ光レベルを表すＩＲ検出器１４９からの信号を抽出するために、ＩＲ放射
器１４７からのＩＲ光の既知の所定のパターンをフィルタリングして除くことができる。
【００４９】
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　図８は、本発明の一実施形態による組み合わされた近接センサおよび環境光センサの概
略側面図である。図８は、センサへの物体の近接およびセンサでの環境光レベルまたは強
度を検出するためなど、放射器８２２、検出器８２４、およびカバリング８２６を含む組
み合わされたセンサ８２０を示す。図８は、近接および／または環境光を判定するために
センサ８２０のコンポーネント（例えば、放射器８２２、検出器８２４、論理８３０、お
よびそのコンポーネント）の出力を制御し、受け取り、スケーリングし、減算し、かつ／
または判定するプロセッサおよび／または処理論理などの論理８３０をも示す。図８は、
放射器８２２の放射について非反射的または非透過的であるフェンスなどのフェンス８１
０をも示す。フェンス８１０は、放射器と検出器との間に配置され、上にカバリング８２
６まで延びる、フェンス、壁、またはバリヤとすることができる。フェンス８１０は、オ
プションである。カバリング８２６は、上で図７Ａから７Ｄについて説明したカバリング
１２６に似たカバリングであってもなくてもよく、放射器８２２は、放射器１２２に似た
放射器であってもなくてもよい。
【００５０】
　放射器８２２は、放たれた放射８７０を放って図示されており、放たれた放射８７０は
、カバリング８２６によって、屈折された放射８７２として屈折される可能性がある。放
射器８２２は、赤外（ＩＲ）光放射器またはＩＲ光トランスミッタとすることができ、変
調周波数で変調されたＩＲ光を放つことができる。また、放射８７０は、反射された放射
８７４によって示されるように物体８８８によって反射される可能性があり、この反射さ
れた放射８７４を、検出器８２４によって受け取ることができる。物体８８８は、近接Ｄ
およびＩＲ光反射性の表面または材料を有する物体とすることができ、物体１２８に似た
物体とすることができる。
【００５１】
　図８は、センサ８５０、センサ８５２、およびフィルタ８５６を含む検出器８２４を示
す。センサ８５０は、放射器８２２からの電磁放射および環境放射８７２を検出するよう
に構成されたセンサと説明することができる。センサ８５２は、センサ８５２がセンサ８
５２と放射８７０、８７４、および８７２との間に配置されたフィルタ８５６によってカ
バーされ、またはそのフィルタ８５６を有することを除いて、センサ８５０について上で
説明したとおりのセンサとすることができる。フィルタ８５６は、白熱電球および蛍光燈
からのＩＲ光ならびに放射８７０および８７４を通すが白熱電球および蛍光燈からの可視
光を通さないなど、ＩＲ光の帯域フィルタであるが、可視光を通さないものと説明するこ
とができる。したがって、センサ８５２は、放射８７０、放射８７４、および／または放
射８７２からの環境ＩＲ放射からの電磁放射を検出することができるが、放射８７２から
の可視光を受け取り、またはこれを感知することはできない。
【００５２】
　論理８３０は、放射器ＩＲ光を変調し、かつ／または放射器をオンおよびオフに切り替
えることができる。放射８７２からのＩＲ光を、論理８３０によって、センサ８５２の出
力からフィルタリングして除くか区別することができる。ある時間期間中に放たれたＩＲ
について検出し、別の時間期間中に環境ＩＲについて検出することによって放たれたＩＲ
を環境ＩＲから区別することを、ＴＤＭ、タイムスライシングおよびマルチプレクシング
、ならびに／あるいは波形フィルタの使用として説明することができる。検出器８２４お
よび／または論理８３０は、組み合わされたセンサ８２０への物体の近接を感知するのに
使用され得、環境放射８７２の可視光強度を判定することができる。
【００５３】
　用語「実質的に」は、本明細書で注記される特定の値、またはいくつかの場合に、その
値から１％、２％、または５％以内の範囲を指すものとすることができる。本明細書で記
述されるときに、用語「処理論理」は、デバイス、プロセッサ、回路網、ソフトウェア、
メモリ、および／または上記のいずれかもしくはすべての組合せを記述することができる
。同様に、用語「センサ」は、処理論理に関する上の説明を含むことができる。また、用
語「検出する」およびその派生形の使用は、用語「感知する」およびその派生形の使用に
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ついて本明細書で説明されるものに似たものとすることができ、逆も同様である。
【００５４】
　本発明の実施形態と共に使用されるセンサのうちの少なくともいくつかが、アナログ値
を表すデータを判定しまたは供給することができることを了解されたい。言い換えると、
データは、量子を有する離散値であり、ある値から次の値に不連続にジャンプするのでは
なく、連続的にまたは実質的に連続的に変化することのできる可能な値のセットのうちの
いずれか１つとすることのできる値を表す。さらに、データによって表される値は、事前
に決定されない場合がある。例えば、環境光センサなどの光センサは、アナログ値である
光強度を表すデータを判定しまたは提供することができる。他のタイプのセンサについて
、センサによって判定されまたは提供されるデータが、アナログ値を表す場合がある。
【００５５】
　さらに、本明細書で説明するセンサの少なくともある実施形態が、電子デバイス、ディ
スプレイ・デバイス、データ処理デバイス、またはデータ処理システムのプロセッサまた
は処理論理に近接データおよび／またはＡＬＳデータ（例えば、光レベル）を提供できる
ことを了解されたい。これは、近接センサ出力データ（例えば、物体の近接を検出するた
め）および／またはＡＬＳ出力レベル・データもしくはＡＬＳ出力値データ（例えば、環
境光環境または可視光強度のレベルを識別するため）をソフトウェア・アプリケーション
（例えば、プロセッサ上で実行される命令）に送ることを含むことができる。「デバイス
」、「電子デバイス」、「ポータブル・デバイス」、「データ処理システム」、「データ
処理デバイス」、または「システム」への本明細書での言及は、ポータブル・デバイス（
ラップトップ・コンピュータまたは図２～１０について説明されるデバイスなど）、非ポ
ータブル・デバイス（デスクトップ・コンピュータなど）、あるいは言及されるデバイス
のプロセッサまたはソフトウェア・アプリケーション（例えば、プロセッサによって実行
される命令）を記述することができる。したがって、ソフトウェアまたはプロセッサは、
データに基づいて、デバイスまたはデータ処理システムのセッティングを変更すべきかど
うかを判定することができる。例えば、プロセッサ、ソフトウェア、または処理論理は、
１つまたは複数のＡＬＳ出力からのデータをしきい値と比較して、光値（例えば、可視光
の量）を判定することができる。具体的に言うと、比較を使用して、本明細書で説明され
るように、ディスプレイ照明器またはデバイス（例えば、バックライト）の少なくとも１
つのセッティングまたはディスプレイ制御パラメータをいつどれだけ変更するかを決定す
ることができる（例えば、調整すること、増やすこと、減らすこと、オンにすること、オ
フにすること、現状のままにすることによって）。例えば、次の説明は、本明細書で説明
するディスプレイおよびバックライトにあてはまる。
【００５６】
　上で注記したように、ディスプレイ（例えば、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ））および／
またはディスプレイ・デバイスのバックライトは、ポータブル・デバイスの最大のバッテ
リ引出または消耗の１つを表す可能性があり、非ポータブル・デバイスの大きい電力消耗
を表す場合もある。これらの場合に、バックライトが明るければ明るいほど、より多くの
バッテリ・エネルギまたはバッテリ電力が、バックライトの明るさレベルを維持するのに
消費される。したがって、いくつかの実施形態では、ディスプレイ・デバイスのバックラ
イトがバッテリに対して有するバッテリ引出またはバッテリ消耗の影響または量を減らす
ことが有益である場合がある。しかし、明るい環境光環境を克服するためにまたはバック
ライトの明るさもしくは高コントラストを維持することをユーザが望むときに、諸期間中
に明るいバックライトまたは高コントラスト・バックライトを有することが望まれる可能
性がある。したがって、バッテリ寿命を延ばし、バッテリ引出を減らすために、ユーザの
、デバイスの、またはディスプレイに入射する、環境光環境を克服するのに十分に高い最
大レベルまたは最大値でディスプレイまたはバックライト明るさ（例えば、強度または照
明）またはコントラストを駆動するか使用するのみであることが役立つ可能性がある。例
えば、いくつかの場合に、ユーザが戸外の日のあたる所にいる場合に、明るいもしくは高
められたバックライト明るさまたは高コントラストが、ユーザが明るく照明された部屋ま
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たは暗く照明された部屋にいる場合より望ましいか役立つ（ディスプレイ上に表示された
テキスト、イメージ、および／またはビデオを見るためなど）可能性がある。
【００５７】
　実施形態によれば、電子デバイスのディスプレイ・デバイスを、ユーザ・セッティング
および／または環境光センサ出力に基づくかこれを考慮してディスプレイ・デバイスのバ
ックライトを照明すること（例えば、生成すること、変更すること、または表示すること
）によって「動作させる」ことができる。いくつかの実施形態で、受け取られたユーザ・
セッティングに基づいて、および／または１つもしくは複数の環境光センサによって獲得
されたデータに基づいて、デジタル処理システム（例えば、電子デバイス）が、（いくつ
かの場合に自動的に）ソフトウェア・アプリケーションによって実施されるアルゴリズム
に従ってなど、バックライトの１つもしくは複数のディスプレイ制御パラメータをアクテ
ィブ化し、非アクティブ化し、変化させ、制御し、かつ／または変更することができる。
例えば、バックライトは、物理的な明るさレベル、コントラスト・レベル、ガンマ・レベ
ル、および色較正レベルなど、様々な「ディスプレイ制御パラメータ」を有する可能性が
ある。これらのレベルを、ユーザ・セッティングまたはレベルに従って選択し、要求し、
またはセットすることができる。さらに、これらのパラメータを、ユーザ・セッティング
または選択に基づいてまたはこれに従って重みを付けることができるセンサ出力によって
セットし、変更し、または制御することができる。具体的に言うと、電子デバイスは、デ
ィスプレイ制御パラメータのユーザ・セッティングを受け取ることができ、ユーザ・セッ
ティングに基づいて、ディスプレイ制御パラメータの制御に対する光センサ値の影響を変
更することができる。その結果、デバイスは、ユーザ・セッティングおよびＡＬＳ値に基
づいて（例えば、それに従って、それによって引き起こされて、またはそれに起因して）
ディスプレイ制御パラメータをセットするか変更する（例えば、変化させること、制御す
ること、または調整することによって）ことができる。さらに、ＡＬＳ値は、受け取られ
たユーザ・セッティングまたは選択に基づいてまたはこれに従って重み付けされる重み付
けされた値とすることができる。重み付けの量は、ＡＬＳ値に対するＡＬＳ重みとして記
述することができる。パラメータは、デバイス、プロセッサ、および／またはソフトウェ
アによるなど、自動的に変更することができる。代替案では、パラメータを、変更を引き
起こすためのユーザ選択を受け取ることによるなど、非自動的に変更することができる。
例えば、変更を行う必要があると判定したときに、デバイス、プロセッサ、および／また
はソフトウェアが、変更を確認するか選択するようにユーザに促すことができる。ユーザ
の確認または選択を受け取ったときに、変更が行われる（例えば、変更は、ユーザ選択ま
でオプションである）。
【００５８】
　環境光レベル・データを、環境光センサによって供給することができ、この環境光レベ
ル・データは、そのセンサの周囲の光強度のレベルを示す。環境光データを、デバイス上
の異なる位置に配置された複数の環境光センサから入手することもできる。調整可能なバ
ックライト明るさは、電子デバイス上の１つまたは複数のＡＬＳの出力に基づいてまたは
これに従ってバックライト明るさを変更することによって提供することができる。複数の
出力に、デバイス上の各センサの位置に依存してまたはこれに基づいて重みを付けること
ができる。例えば、ある環境光センサが、デバイスのある側面にあり、もう１つの環境光
センサが、デバイスのもう１つの側面にある場合がある。デバイスの、ユーザを指す（お
よび／またはディスプレイから離れる）面上のＡＬＳセンサは、ディスプレイまたはディ
スプレイのカバーに直接にあたる光を最もよく表すので、このまたはこれらのＡＬＳセン
サにより大きい重みを与えることができる。例えば、それぞれ図２～５Ａのセンサ４４、
４４ａ、６２、８４を参照されたい。その代わりに、地面に面するセンサは、ディスプレ
イに入射する光と反対に面するので、これらにより小さい重みを与えることができる。例
えば、これらのセンサを、それぞれ図２～５Ａのセンサ４４、４４ａ、６２、８４が取り
付けられまたは配置される面と反対の表面にあるセンサとすることができる。ユーザを指
し、ディスプレイから離れ、または地面に向くのいずれでもないセンサに、ユーザを指す
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（および／またはディスプレイから離れる）センサに与えられる重みと地面に向いて指す
センサに与えられる重みとの間の重みを与えることができる。例えば、これらのセンサを
、それぞれ図２～５Ａのセンサ４４、４４ａ、６２、８４が取り付けられまたは配置され
る面の横またはそれに垂直な表面にあるセンサとすることができる。センサがどこを指し
ているかの定義が、電子デバイスの一部の方位、スライド、開閉に起因して変化する場合
があるとも考えられる。例えば、図５Ａでは（例えば、デバイスが開かれているかオンで
あるとき）、センサ８４が、ユーザを指しているものとすることができるが、センサ８４
が取り付けられているのと反対の表面にあるセンサ（例えば、センサ８４Ａおよび９２）
は、地面に向かって指しているものとすることができる。その代わりに、図５Ｂで（例え
ば、デバイスが閉じられているかオフであるとき）、センサ８４Ａが、ユーザを指してい
るものとすることができ、センサ８４Ａおよび９２が取り付けられているのと反対の表面
にあるセンサは、地面に向かって指しているものとすることができる。この場合に、セン
サ８４は、デバイスの内側表面に向かって指しており、考慮されないものとすることがで
き、あるいは、０の重みを有することができる。
【００５９】
　いくつかの実施形態によれば、ディスプレイのバックライト明るさレベルを、１）環境
光センサ・データ、２）環境光センサ・データが明るさに対して有する全体的な制御また
は重みのパーセンテージ、および３）ユーザが要求したシステム・バックライト・レベル
に従ってまたはこれらを考慮することによって決定することができる。さらに、電子デバ
イスのセッティングまたはモードが、バックライト・レベルの明るさに対する影響を有す
る場合もある。
【００６０】
　実施形態によれば、ディスプレイ制御パラメータは、ＡＬＳ重みとＡＬＳ値との両方（
例えば、重みと値との積）に依存する（例えば、それによって制御され、それに関係付け
られ、それを考慮し、またはそれに従う）。ディスプレイ制御パラメータは、定数だけオ
フセットされまたはそれに依存し（例えば、それによって重みを付けられ）てもそうでな
くてもよい。
【００６１】
　図９Ａは、線形関係による環境光センサ（ＡＬＳ）重み範囲対ユーザの選択した明るさ
範囲の例を示すグラフである。例えば、いくつかの実施形態で、ＡＬＳ値は、ディスプレ
イ制御パラメータの（例えば、物理的な明るさレベルおよび／またはコントラスト・レベ
ルの）最大パーセンテージを制御することだけを許可される。これは、ディスプレイ制御
パラメータが７５％未満に下がらないようにすることが望まれる場合とすることができる
。この例を、図９Ａの線９１０によって表すことができる。線９１０は、ユーザが１．０
または１００％の明るさを選択する場合に、ＡＬＳ重みがディスプレイ制御パラメータの
要因ではないが、ユーザが明るさ減少を選択するときに、重みが、ディスプレイ制御パラ
メータを変更することに対する２５％の影響を有するところまで増加することを示す。例
えば、線９１０の実施から生じるディスプレイ制御パラメータを、式（ａ）として一般化
することができる。
　（ａ）ディスプレイ制御パラメータ＝Ｋ＋（ＡＬＳ重み×ＡＬＳ値）
【００６２】
　ここで、ディスプレイ制御パラメータは、定数Ｋに（ＡＬＳ重みとＡＬＳ値との積）を
加えたものである。いくつかのケースは、ＡＬＳ出力重みが、ユーザの選択した明るさレ
ベル増加の範囲に逆に関係する可能性があることを考慮するものである。さらに、この関
係を、比例または線形とすることができる（例えば、環境光センサ出力重みの範囲が、ユ
ーザの選択した明るさレベルの範囲に線形に反比例する場合）。
【００６３】
　また、ＡＬＳ重みおよびユーザ明るさを、それぞれ正規化することができる（例えば、
０と１．０との間の範囲内のユーザ明るさ値およびＡＬＳ重みを提供する）。これらの正
規化された値は、図９Ａに示されたものなど、受け取られたユーザ・セッティング、入力
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、または選択された明るさレベルに基づくものとすることができる。例えば、上の例で、
式（ａ）によれば、定数Ｋは７５％であり、最大ＡＬＳ重みは２５％である。したがって
、ＡＬＳ値に依存して、ディスプレイ制御パラメータは、ＡＬＳ値が増えるときに線形に
増加しながら、７５％と１００％との間で変化する。例えば、ＡＬＳ値が１．０である最
も明るい太陽光では、このパラメータは１００％になる（例えば、明るい太陽光の環境光
環境で）。その代わりに、ＡＬＳ値が０．２である暗い部屋（例えば、暗く照明された部
屋）の中の環境光環境で、このパラメータは８０％になる。したがって、ＡＬＳ重みを、
ディスプレイ制御パラメータに対する光センサ値の影響、スケーリング、係数、制御、ま
たは調整と説明することができる。特筆すべきことに、ディスプレイ制御パラメータを、
ディスプレイのバックライトの物理的な明るさレベルとすることができ、ユーザ・セッテ
ィングを、バックライトの要求された物理的な明るさレベルとすることができる。
【００６４】
　線９１０は、最大重みパーセントから０まで減少して示されているが、この線が、より
高い負の傾きを有することができ、あるいは、この線を下にシフトできることが考えられ
る。例えば、重み値は、グラフの軸に沿って最大値を有するが、最小値を、１００％未満
のユーザの選択した明るさのパーセントとすることができ、この線が、図示と同一の傾き
を有することができ（したがって、最大重み値がその線について図示されたものより小さ
くなる）、あるいは、より負の傾きを有することができる（同一の最大重み値のために）
。線９１０は、直線として図示されているが、曲線の関係または線形未満の関係を９１０
の代わりに使用することができ、ここで、重みは、線形関係ではなく、ユーザの選択した
明るさレベルに逆に関係付けられることを了解されたい。
【００６５】
　また、いくつかの場合に、ディスプレイ・パラメータまたは物理的な明るさレベルは、
ユーザ・セッティング、ＡＬＳレベル、およびＡＬＳ重み以外の要因に起因して、デバイ
ス、プロセッサ、またはアプリケーションによって要求されるレベルなど、システムの要
求したバックライト・レベルを乗じられる。例えば、システムの要求したレベルを、異な
るセンサの出力に起因してデバイス、プロセッサ、またはアプリケーションによって要求
されまたは選択された、完全に明るいレベル（例えば、１００％明るさデバイス・セッテ
ィング）、減光されたディスプレイ・レベル（例えば、ディスプレイ・セッティングに関
する１０％の明るさ）、またはオフのディスプレイ・レベル（例えば、０％明るさデバイ
ス・セッティング）のディスプレイに関するデバイス・セッティングとすることができる
。具体的に言うと、近接センサおよび／または光センサは、デバイスが閉じられ、オフで
あり、使用中ではなく、ポケットの中にあり、または人の顔もしくは耳の隣にあることを
示すことができる。したがって、オフのディスプレイ・レベルを選択することができる。
その代わりに、デバイスが、減光されたディスプレイが選択された後にある時間期間にわ
たってアイドルであったか使用されなかった場合がある。式（ａ）のパラメータに１０％
の減光されたレベルを乗じることによって、減光が、今や８％バックライト・レベルにな
る。その代わりに、１００％レベルで、式（ａ）のパラメータが、明るさレベルになり、
オフのディスプレイ・レベルでは、式（ａ）に関わりなく０％の明るさがある。
【００６６】
　実施形態によれば、バックライトの明るさまたはディスプレイ・パラメータに影響する
、システムの要求したレベルまたはデバイス・セッティングを、デバイス上で実行され、
かつ／またはディスプレイ・デバイス上で表示されるアプリケーションのタイプに関係付
けることができる。例えば、アプリケーションのタイプ（およびめいめいの明るさ）は、
主テキスト内容ディスプレイ（低）、主イメージまたはピクチャ内容ディスプレイ（高）
、主ビデオ内容ディスプレイ（高）、主カラー内容ディスプレイ（通常／中）、および／
または主白黒内容ディスプレイ（低）を含むことができる。めいめいの明るさを、含まれ
るタイプに依存する総計にすることができるなど（例えば、白黒テキストはイメージ、ビ
デオ、またはカラー・ディスプレイより低い明るさを使用する）、これらのタイプの組合
せも考えられる。



(19) JP 5385152 B2 2014.1.8

10

20

30

40

50

【００６７】
　さらなる洗練は、ＡＬＳ値が明るさに対して有することのできる最大制御がどれほどで
あるかを調整することを考慮することを含む。例えば、線９２０は、制御の最大量が１５
％である実例を示す。したがって、ＡＬＳは、８５％と１００％との間で明るさを調整す
ることができる。１５％の制御の変化以外は、線９１０に関する上の説明が、線９２０に
あてはまり、制御パラメータ、明るさ、ユーザ・セッティング、ＡＬＳ値、およびＡＬＳ
重みがあてはまる。
【００６８】
　したがって、デバイスが、ユーザからより高い全体的なバックライト・レベルの入力ま
たは要求を受け取る場合に、ＡＳＬが最終的なバックライト・レベルに対して有する制御
の量が、減らされる。その代わりに、デバイスが、ユーザからより低いレベルのセッティ
ングまたは要求を受け取る場合に、ＡＬＳレベルは、ユーザがディスプレイ・イメージま
たはテキストを見ることを可能にするのにちょうど十分なだけの高さのバックライト・レ
ベルをユーザに与えるために、より多くの制御を与えられ、したがって、バッテリ寿命を
保つ。言い換えると、図９Ａに示されているように、ユーザ・セッティングまたは選択さ
れた明るさの変化は、ＡＬＳ重みの変化を引き起こし、このＡＬＳ重みの変化は、ディス
プレイ制御パラメータまたは明るさを制御すること（例えば、変更すること、変化させる
こと、または調整すること）に対するＡＬＳ値の影響を変更する。その結果、アプリケー
ションまたはプロセッサは、ディスプレイ・デバイスに、ディスプレイ制御パラメータに
従ってもしくはこれに基づいてまたは上記で説明されるように、バックライトの物理的な
明るさレベルを表示させることができる。具体的に言うと、バックライトの物理的な明る
さは、ユーザの選択した明るさレベル、環境光センサ重み、および環境光センサ値に基づ
き、ここで、ユーザの選択した明るさレベルの変化は、環境光センサ出力重みの変化を引
き起こす。したがって、明るさレベルを、重みの変化、環境光センサ出力レベルの変化、
ユーザの選択した明るさレベルの変化、および／またはディスプレイに関するデバイス・
セッティングの変化に基づいて変更することができる。
【００６９】
　いくつかの実施形態によれば、ＡＬＳ重みとユーザの選択した明るさとの間の関係は、
ユーザ選択可能な範囲の両端の間でより高い重みを有する関係に関するものなど、線形で
ないものとすることができる。例えば、図９Ｂに、「釣り鐘」形曲線関係によるＡＬＳ重
み範囲対ユーザの選択した明るさ範囲の例を示す。図９Ｂは、ユーザの選択した明るさレ
ベルの変化によって引き起こされるＡＬＳ重みの変更を表す、ガウシアン形状の曲線とす
ることができる「釣り鐘」形曲線９３０を示す。図９Ｂでは、ユーザの選択した明るさ範
囲が、下端９４０、中央部分９５０、および上端９６０を含む。また、ＡＬＳ重み範囲は
、線９１０に関する図９ＡのＡＬＳ重み範囲が２５％まで動くのみであるのと比較して、
１０％から５０％まで動く。図９Ｂが、選択された明るさが中央の５０％明るさすなわち
中央部分９５０からいずれかの方向に離れて動くときに、より少ない重みを徐々に割り当
てることを了解されたい。また、曲線９３０が、特定の形状を示すが、中央部分のＡＬＳ
重みが下端および上端のＡＬＳ重みより大きい限り、下端、中央部分、および上端につい
て選択される値を変更できることを了解されたい。例えば、下端、中央部分、および上端
の値のすべてを、互いに関して増やし、減らし、または増やすと同時に減らすことができ
る。例えば、曲線を、単純に上もしくは下にシフトすることができ、または、曲線の両端
を、中央部分を同一にしたままで増やすか減らすことができ、ならびに／あるいは、中央
部分を増やすか減らすことができる。例えば、より少なくまたはより多く明白な曲線をは
め込むことができる。さらに、曲線９３０は、５０％ユーザ明るさでピークを有するが、
この曲線を、ユーザ明るさに関して左右にシフトできることを了解されたい。
【００７０】
　実施形態によれば、ディスプレイのバックライト明るさは、ユーザの選択した明るさ、
ＡＬＳ重み、およびＡＬＳ値（例えば、重みと値との積にユーザの選択した明るさを加え
たもの）に依存し、これによって制御され、これに関係付けられ、これを考慮し、または
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これに従う。明るさは、ユーザの選択した明るさに（１－ＡＬＳ重み）を乗じたものに依
存してもしなくてもよく、ここで、重みは正規化されている。
【００７１】
　曲線９３０を実施することから生じる物理的な明るさレベルを、ＡＬＳ値を正規化する
（例えば、式（ａ）の実施に関して上で説明したものなど、０と１．０との間の範囲内の
ＡＬＳ可視光値を提供する）ことによって、式（ｂ）として一般化することができる。
　（ｂ）明るさ＝（ＡＬＳ値×ＡＬＳ重み）＋（ユーザ明るさ×（１－ＡＬＳ重み））
【００７２】
　ここで、ＡＬＳ重みおよびユーザ明るさ（例えば、ユーザの選択した明るさ）も、正規
化される（例えば、図９Ｂに示されたものなどの受け取られたユーザ・セッティング、入
力、または選択された明るさレベルに基づいて０と１．０との間の範囲内のユーザ明るさ
値およびＡＬＳ重みを提供する）。その結果は、ＡＬＳ値が、中央部分と比較して、ユー
ザの選択した明るさの下端および上端で、ＡＬＳ重みが減るにつれて明るさに対するより
少ない影響を有することである。
【００７３】
　図９Ｃに、ＡＬＳ重みとユーザの選択した明るさとの間の「釣り鐘」形曲線関係に関す
るデバイスの物理的な明るさレベル範囲対ＡＬＳ出力レベル範囲の例を示す。具体的に言
うと、例えば、曲線９３０について、図９Ｃは、図９Ｂの上端９６０付近など、１．０の
ユーザの選択した明るさを表す線９７０を示す。図９Ｃは、０．５すなわち最大値の半分
のユーザの選択した明るさに関するデバイス明るさを表す線９８０をも示す。また、図９
Ｃは、最大の明るさの０．１すなわち１０％のユーザの選択した明るさを表す線９９０を
示す。線９７０が、ユーザが最大の明るさを選択したので最大のデバイス明るさを有し、
上端９６０で図９Ｂの１０％ＡＬＳ重みに対応する１０％だけしか変化しないことを了解
されたい。同様に、線９９０は、ユーザが最小の明るさを選択したので最低のデバイス明
るさを有し、図９Ｂの下端９４０のＡＬＳ重みに従って１０％だけしか変化しない。しか
し、線９８０について、デバイス明るさは、線９７０と９９０との間にあるが、図９Ｂの
０．５のユーザ明るさでのＡＬＳ重みによって示されるように、ＡＬＳレベルに伴ってデ
バイス明るさの５０％の変化という広い範囲を有する。図９Ｂおよび９Ｃに示されたケー
スでは、ユーザが非常に減光された明るさを選択するときに、ＡＬＳレベルに起因する変
化が最小限になり、これが、ユーザが低い明るさを選択することによってバッテリ寿命を
延ばすことを可能にするという利益を提供することができる。その代わりに、最高のユー
ザの選択した明るさについて、ＡＬＳレベルによるデバイス明るさ影響の変化は、やはり
、表示されるデバイス上で内容を見る最大の機会を有するために、バックライトを明るく
保つことができることの利益をユーザに提供するために最小とすることができる。その代
わりに、ユーザの選択した明るさの両端の間でデバイス明るさに対するＡＬＳ値の影響ま
たは重みのより大きい変化を可能にすることは、デバイス、プロセッサ、またはソフトウ
ェアが環境光環境を克服するのみのためにディスプレイ・バックライトの明るさを最小に
することを許すことによって、延ばされたバッテリを提供するという利益を可能にするこ
とができる。
【００７４】
　用語「範囲」の使用は、本明細書に記載の値、重み、またはレベルの範囲を表すことが
できる。いくつかの場合に、ＡＬＳ重み範囲とＡＬＳレベル範囲（または値範囲）との間
の関係は、重みと値（またはレベル）との間の比例、線形、逆、「釣り鐘」形曲線、およ
び／またはガウシアン形状曲線の関係とすることができる（例えば、図９Ａ～９Ｃを参照
されたい）。
【００７５】
　近接センサに関する追加情報は、そのすべてが参照によってその全体を本明細書に組み
込まれている、米国特許出願第１１／２４１８３９号、名称「ＰＲＯＸＩＭＩＴＹ　ＤＥ
ＴＥＣＴＯＲ　ＩＮ　ＨＡＮＤＨＥＬＤ　ＤＥＶＩＣＥ」、米国特許出願第１１／２４０
７８８号、名称「ＰＲＯＸＩＭＩＴＹ　ＤＥＴＥＣＴＯＲ　ＩＮ　ＨＡＮＤＨＥＬＤ　Ｄ
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ＥＶＩＣＥ」、２００５年６月２３日に出願した米国特許出願第１１／１６５９５８号、
名称「ＭＥＴＨＯＤＳ　ＡＮＤ　ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ　ＦＯＲ　ＲＥＭＯＴＥＬＹ　ＤＥ
ＴＥＣＴＩＮＧ　ＰＲＥＳＥＮＣＥ」、２００３年６月２４日に発行された米国特許第６
５８３６７６号、名称「ＰＲＯＸＩＭＩＴＹ／ＴＯＵＣＨ　ＤＥＴＥＣＴＯＲ　ＡＮＤ　
ＣＡＬＩＢＲＡＴＩＯＮ　ＣＩＲＣＵＩＴ」、および２００６年１１月１５日に出願した
米国特許出願第１１／６００３４４号、名称「ＩＮＴＥＧＲＡＴＥＤ　ＰＲＯＸＩＭＩＴ
Ｙ　ＳＥＮＳＯＲ　ＡＮＤ　ＬＩＧＨＴ　ＳＥＮＳＯＲ」に見ることができる。
【００７６】
　さらに、実施形態によれば、ＡＬＳ値または強度は、複数のＡＬＳセンサの値または強
度を表すことができる。例えば、デバイス、プロセッサ、またはソフトウェア・アプリケ
ーションは、複数のセンサから複数の環境光センサ出力レベルを受け取ることができる。
上で注記したように、複数の出力に、デバイス上の各センサの位置に依存してまたはこれ
に基づいて重みを付けることができる。例えば、デバイスのユーザを指す面上のＡＬＳセ
ンサは、ディスプレイまたはディスプレイのカバーに直接にあたる光を最もよく表す可能
性があるので、これに、より大きい重みを与えることができる。代替案では、地面に面す
るセンサは、ディスプレイに入射する光から離れて面するので、これに、より小さい重み
を与えることができる。その後、複数のセンサ出力に、それぞれ重み付け係数を乗じ（例
えば、スケーリングし）、一緒に加算して、デバイス全体にあたる全環境光を表す。その
全環境光を、１が完全な太陽光を表し０が完全な暗黒を表す（例えば、照明された部屋が
１と０との間であり、明るく照明された部屋は柔らかくまたは暗く照明された部屋より高
い）０から１までの数になるように正規化される。したがって、ＡＬＳ光値に関する上記
の説明が、ＡＬＳ出力レベルまたは値（例えば、環境可視光について）に重み付けされた
ＡＬＳ出力の総計がセットされる場合など、本明細書で説明する複数のＡＬＳセンサの正
規化された値にあてはまることが企図されている。
【００７７】
　また、いくつかの実施形態によれば、ディスプレイ・コントラスト出力レベル（例えば
、ディスプレイ制御パラメータ）を、（いくつかの場合に自動的に）ディスプレイ明るさ
出力レベルおよび／またはＡＬＳ出力レベルの変化または変更（自動的であれなかれ）に
従って変更することができる。例えば、コントラスト・レベルを、ディスプレイへの出力
レベルとすることができ、ディスプレイ明るさ出力レベルならびにＡＬＳ出力レベルに基
づくものとすることができる。したがって、いくつかの場合に、ディスプレイ明るさレベ
ルおよびＡＬＳ出力レベルのうちの一方または両方の変化が、コントラスト出力レベルの
対応するまたは関係付けられた変化を引き起こす。コントラスト出力レベルおよび明るさ
出力レベルが、両方とも、ディスプレイのバックライトのコンポーネントであるなど、同
一のディスプレイに出力されることを了解されたい。さらに、いくつかの場合に、ディス
プレイ明るさ出力レベルの増加は、線形または非線形の逆の関係によるなど、ディスプレ
イ・コントラスト出力レベルの減少を自動的に引き起こすことができる。また、センサ出
力レベルの増加は、線形または非線形の関係によるなど、ディスプレイ・コントラスト出
力レベルの増加を自動的に引き起こすことができる。したがって、センサ出力レベルが同
一のままであり、明るさレベルが増える場合に、コントラスト・レベルは減る。その代わ
りに、明るさレベルが同一のままであり、出力レベルが増える場合に、コントラスト・レ
ベルを増やすことができる。明るさレベルが増え、センサ出力レベルが増える場合に、コ
ントラスト・レベルの等しい変更または変化を引き起こすために、その結果は、増加およ
び減少がお互いを打ち消すので、コントラスト・レベルの変化なしであることをも了解さ
れたい。最後に、デバイス、プロセッサ、またはソフトウェアによって受け取られるディ
スプレイ明るさ出力レベルおよびＡＬＳ出力レベルに関する上記の説明が、コントラスト
出力レベル実施形態に関する議論にあてはまることを了解されたい。同様に、機械アクセ
ス可能媒体および機械またはプロセッサ上で実行される命令に関する本明細書の議論が、
上のコントラスト出力レベル実施形態にあてはまる。また、ディスプレイ出力レベル（例
えば、変化）、ＡＬＳ出力レベル（例えば、変化）、および／またはディスプレイ・コン
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トラスト出力レベル（例えば、変化）を、メモリまたはストレージ・デバイスに格納する
ことができる。最後に、明るさレベル（およびディスプレイ・パラメータ）ならびにＡＬ
Ｓレベルまたは値に関する前の議論が、コントラスト出力レベル実施形態に関して上で説
明したディスプレイ明るさ出力レベルおよび環境光センサ出力レベルにあてはまることを
了解されたい。
【００７８】
　実施形態によれば、ディスプレイ制御パラメータのユーザ・セッティングを受け取るこ
とと、（いくつかの場合に自動的に）ユーザ・セッティングに基づいて、ディスプレイ制
御パラメータの制御に対するＡＬＳの影響を変更することとに関する上の概念は、ポータ
ブル・デバイスおよび非ポータブル・デバイスにあてはまる。したがって、いくつかの場
合に、ポータブル・デバイス（セル電話機、ＭＰ－３プレイヤ、またはラップトップ・コ
ンピュータなど）のバックライトのパラメータを、そのデバイスが移動される環境光セッ
ティング（例えば、室内から戸外の光へおよびその逆）に依存して変更することができる
。その代わりに、いくつかの場合に、非ポータブル・デバイス（デスクトップ・コンピュ
ータなど）のバックライトのパラメータを、デバイスの位置で変化する環境光セッティン
グに依存して（例えば、オンにすること、オフにすること、またはデバイスがある部屋の
室内照明のレベルを調整すること（ディマ・スイッチを使用することなど）によって）変
更することができる。
【００７９】
　いくつかの実施形態によれば、１つまたは複数のセンサから受け取られるＡＬＳ出力値
を、近接センサのオン／オフ・セッティングまたは状況を（いくつかの場合に自動的に）
セットし、変更し、または変化させることによって、電子デバイスの近接センサを動作さ
せるのに使用することができる。セッティングまたは変化は、ＡＬＳの出力レベルまたは
レベルの変化によるものなど、パワー・アップ、ターン・オン、パワー・ダウン、ターン
・オフなどを行うための近接センサのセッティングのセットまたは変更とすることができ
る。いくつかの例で、しきい値限度を超える光センサ出力レベルに対する変化（例えば、
環境光レベルの変化）のときに、近接センサが、パワー・アップし、ターン・オンし、パ
ワー・ダウンし、あるいはターン・オフする。出力レベルの変化は、環境光レベルの変化
のレートおよびしきい値を超える環境光レベルの変化の量とすることができる。例えば、
変化を、本明細書で説明する、１つまたは複数のＡＬＳセンサによって判定される可視光
またはＩＲ光のすばやい（例えば、短い時間期間にわたる）または劇的な（例えば、レベ
ルの広い範囲にまたがる）変化とすることができる。複数のセンサについて、センサ出力
を、本明細書で説明するように乗算し、または重みを付けることができる。さらに、ＡＬ
Ｓセンサ出力を、近接センサにパワー・アップさせるための変化のレートまたは変化しき
い値の量と比較することができる。
【００８０】
　したがって、ＡＬＳセンサ出力を、本明細書で説明するように電子デバイス、プロセッ
サ、またはソフトウェア・アプリケーションによって受け取ることができ、これらは、Ａ
ＬＳレベルがしきい値を超えることに応答して近接センサのパワー・アップまたはターン
・オンを引き起こす。このプロセスが、近接センサによって（例えば、ＩＲ放射器、セン
サ、および処理論理によるものなど）消費される電力またはバッテリ・エネルギの使用の
節約または削減を可能にすることを了解されたい。
【００８１】
　また、いくつかの場合に、ＡＬＳセンサ出力を、加速度計出力、「ロック」ボタン（例
えば、デバイスのセッティングを保持するため）、および電子デバイスをオンにするため
の「オン」ボタンなどの他のセンサ出力と組み合わせて使用することができる。近接セン
サをオンにすることに関して上で説明した概念は、別のセンサ出力に加えてＡＬＳセンサ
出力がしきい値を超える場合にのみデバイスをオンにすることによって電力またはバッテ
リ消費を節約するか減らすためなど、ここでもあてはまる。これが、不注意の「バンプ」
、「ロック」ボタン、「オン」ボタン押下げがデバイスをオンにし、ユーザの意図しない
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ときにバッテリ電力を消費することの発生または可能性を下げることを了解されたい。
【００８２】
　図１０に、本発明の実施形態によるデバイスのもう１つの例を示す。このデバイスは、
バス４０６を介して互いに結合される、マイクロプロセッサ４０２などのプロセッサおよ
びメモリ４０４（例えば、ストレージ・デバイス）を含むことができる。デバイス４００
は、オプションで、マイクロプロセッサ４０２に結合されるキャッシュ４０８を含むこと
ができる。このデバイスは、オプションで、バス４０６を介して他のコンポーネントに結
合されるディスプレイ・コントローラおよびディスプレイ・デバイス４１０をも含むこと
ができる。１つまたは複数の入出力コントローラ４１２も、入出力デバイス４１４（例え
ば、ユーザ・インターフェース・コントロールまたは入力デバイス）のインターフェース
を提供し、ユーザ・アクティビティを感知するための１つまたは複数のセンサ４１６のイ
ンターフェースを提供するためにバス４０６に結合される。バス４０６は、当技術分野で
周知のとおり、様々なブリッジ、コントローラ、および／またはアダプタを介して互いに
接続された１つまたは複数のバスを含むことができる。入出力デバイス４１４は、キーパ
ッド、キーボード、またはタッチ入力パネルなどのカーソル制御デバイスを含むことがで
きる。さらに、入出力デバイス４１４は、有線ネットワーク用または無線ネットワーク用
（例えば、ＲＦトランシーバ）のいずれかであるネットワーク・インターフェースを含む
ことができる。センサ４１６は、例えば、近接センサまたは環境光センサを含む、本明細
書で説明するセンサのうちの任意の１つとすることができる。デバイス４００の少なくと
もある種の実施態様で、マイクロプロセッサ４０２は、１つまたは複数のセンサ４１６か
らデータを受け取ることができ、本明細書で説明する形で、そのデータの分析を実行する
ことができる。例えば、データを、人工知能プロセスを介してまたは本明細書で説明する
他の形で分析することができる。その分析の結果として、マイクロプロセッサ４０２は、
その後（いくつかの場合に自動的に）デバイスの１つまたは複数のセッティングの調整を
引き起こすことができる。
【００８３】
　実施形態によれば、「ユーザ・セッティング」を、デバイス、プロセッサ、またはソフ
トウェア・アプリケーションによって、ユーザから受け取られる（例えば、要求される）
明るさもしくはコントラストのレベル、セッティング、もしくは選択とすることができる
。したがって、ユーザ・セッティングは、タッチ入力パネルによって受け取られるタッチ
に関係付けられるデータ、入力デバイスから受け取られるデータ、および／または電子デ
バイスのユーザ・インターフェースから受け取られるデータを記述することができる。い
くつかの場合に、ユーザ・セッティングは、ユーザ明るさレベル・セッティングの範囲内
の明るさレベルを選択するためなど、ユーザの選択した明るさレベルとすることができる
。
【００８４】
　また、実施形態によれば、光センサの出力を、センサによって送られ、デバイス、プロ
セッサ、またはソフトウェア・アプリケーションによって受け取られる環境光（例えば、
可視環境光）の値またはレベルとすることができる。例えば、光センサ「値」を、ＡＬＳ
によって受け取られるかＡＬＳに入射する環境光のレベルまたは強度に基づいてＡＬＳに
よって出力される読み、電子信号レベル、または振幅などのＡＬＳレベルまたは出力とす
ることができる。
【００８５】
　次に、ディスプレイ制御パラメータの「制御」は、パラメータまたはパラメータのレベ
ルのセッティング、変化、影響、判定、変更、または調整を記述することができる。
【００８６】
　さらに、本明細書での用語「重み」、「重み付けされた」、または「重み付け」の使用
は、信号または値の振幅または強度（例えば、検出されまたは感知された強度または振幅
）を乗算し、増やし、または減らすためにメモリ、論理、処理論理、レジスタ、またはソ
フトウェアに格納された重み値またはスカラを使用することを記述することができる。重
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み付けされた値は、重みによってスケーリングされ、乗算され、駆動され、増やされ、増
幅され、または減衰された値として記述することができる。いくつかの場合に、重み付け
は、センサまたはフォトダイオードの出力に「利得」を適用するためのソフトウェアの使
用を記述することができる。
【００８７】
　また、用語「自動的に」は、変更されまたは変化させされた結果に向けられたユーザ入
力またはアクションを受け取ることなく、何かが変更され、変化させられ、またはセット
される場合など、因果関係を記述することができる。例えば、ディスプレイ制御パラメー
タもしくは明るさレベル以外の何かに関してユーザから受け取られたセッティング、入力
、もしくは選択は、他のものの変更の結果としてパラメータまたはレベルの追加の変化を
も引き起こす（例えば自動的に）こともできる。いくつかの場合に、「自動的に」は、受
け取られたユーザ・セッティングまたは選択に従う、副次的結果であるか主結果に加えら
れた結果を記述することができる。例えば、ユーザから受け取られるディスプレイ制御パ
ラメータまたは明るさレベルに対するセッティング、入力、または選択は、そのパラメー
タまたはレベルの変化（例えば、パラメータもしくはレベルに関するユーザ・セッティン
グ、入力、または選択判断基準に従う）を引き起こすだけではなく、パラメータもしくは
レベルに影響する別の重みもしくは値を変更する（例えば、自動的に）ことの結果として
そのパラメータまたはレベルの追加の変化を引き起こすこともできる。
【００８８】
　いくつかの実施形態によれば、上で説明した概念（例えば、図９Ａ～９Ｃに関して）を
、実行されたときに機械またはプロセッサ（例えば、デジタル処理システム１０３、マイ
クロプロセッサ１５３、またはプロセッサ４０２など）に１つまたは複数のアクションを
（例えば自動的にまたはそうではなく）実行させる命令を含む機械アクセス可能媒体（例
えば、ストレージ・デバイス１０４、メモリ４０４、またはそれに格納された実行可能プ
ログラム／ソフトウェア命令など）を使用して実施することができる。アクションは、本
明細書で説明したデータ処理システム、ポータブル・デバイス、電子デバイス、ディスプ
レイ、ディスプレイ制御パラメータ、バックライト制御パラメータ、バックライト明るさ
、またはバックライト・コントラストを動作させるためなど、本明細書で説明した受け取
ること、変更すること、制御すること、生成すること、表示すること、関係付けること、
処理すること、プロセス、および／または他のアクションを含むことができる。
【００８９】
　また、ユーザ・セッティング、選択、選択された明るさレベル、または入力は、セッテ
ィング、選択、レベル、または入力の変化に従ってＡＬＳ出力重み、ディスプレイ制御パ
ラメータ、またはディスプレイ明るさレベルを（いくつかの場合に自動的に）変更するも
のなど、セッティング、選択、レベル、または入力の変化を記述することができる。この
場合に、重みのセッティングは、ＡＬＳ出力値の重みの現在のセッティングを変化させる
ことを含んでも含まなくてもよい。いくつかの場合に、そのようなユーザ選択は、ユーザ
・インターフェース特徴値を制御するためのユーザ入力とすることができ、ユーザ・イン
ターフェース特徴レベルがそれに基づくＡＬＳ出力値の重みは、ユーザ入力の結果として
、それに依存して、またはそれに起因して自動的にセットしまたは調整することができる
。
【００９０】
　最後に、本明細書で説明したユーザ・セッティング、ディスプレイ制御パラメータ、光
センサ値、光センサ出力レベル（例えば、値）、ユーザの選択した明るさレベル、ディス
プレイ明るさレベル、ＡＬＳ出力重み、ＡＬＳ出力レベル、デバイス・セッティング、お
よび／またはシステムの要求したレベルを、メモリまたはデータ・ストレージ・デバイス
（例えば、デバイス１０４、メモリ４０４、システム１０３、プロセッサ１５３、プロセ
ッサ４０２、および類似物）などの機械アクセス可能媒体に格納できることを了解された
い。いくつかの場合に、上で注記した格納された値、選択、またはレベルなどに、デバイ
スまたはプロセッサによってアクセスして、ディスプレイ制御パラメータまたは明るさレ
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ベル（例えば、ディスプレイのバックライトによって表示される）を決定するか計算する
ことができる。
【００９１】
　以上この明細書では、本発明を、その特定の例示的実施形態を参照して説明した。これ
に対して、添付の特許請求の範囲に示された本発明のより広義の趣旨および範囲から逸脱
せずに様々な変更を行えることは、明白である。したがって、本明細書および図面は、制
限的な意味ではなく例示的な意味で考えられなければならない。
【符号の説明】
【００９２】
１００　無線デバイス；　１０１　アンテナ・システム；　１０２　トランシーバ；　
１０３　デジタル処理システム；　１０４　ストレージ・デバイス；　
１０５　入力デバイス；　１０５Ａ　マイクロホン；　
１０６　ディスプレイ・デバイス；　１０６Ａ　バックライト；　
１０７　バッテリ；　１０８　オーディオ変換器；　
１０９　メディア処理システム；　１１０　センサ；　１５３　プロセッサ。　

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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