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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動機とは別個に設けられ、移動機の電池持ち時間を算出する装置であって、
　移動機に備わる複数の機能各々をユーザがどの程度使用しているかを示す使用時間を含
む利用状況の情報を取得する取得部と、
　前記複数の機能各々に対する平均消費電流値を通常モード及び省電力モードの各々につ
いて記憶する記憶部と、
　ある機能に対する平均消費電流値と該機能の使用時間との積を前記複数の機能にわたっ
て加算した加算値を求め、前記移動機に備わる電池の容量値を前記加算値で除算して電池
持ち時間を算出することを、通常モード及び省電力モードの各々について行う算出部と、
　前記移動機の電池持ち時間を前記ユーザに示す表示部と
　を有し、前記取得部が複数の移動機を指定するユーザからの入力を受け付け、前記算出
部が前記複数の移動機の各々について電池持ち時間を通常モード及び省電力モードの各々
について算出し、前記表示部が各移動機の電池持ち時間を表示する、装置。
【請求項２】
　当該装置が、ネットワークを介して互いに通信することが可能な持ち時間算出部及びサ
ーバ部を含み、前記取得部及び前記表示部が前記持ち時間算出部に備わり、前記記憶部及
び前記算出部が前記サーバ部に備わっている、請求項１記載の装置。
【請求項３】
　前記取得部が、複数のモデルケースの内の何れかを指定するユーザからの入力を受け付



(2) JP 5108964 B2 2012.12.26

10

20

30

40

50

け、前記複数のモデルケースの各々は、前記複数の機能各々に対する使用時間を予め指定
している、請求項１記載の装置。
【請求項４】
　前記取得部が、前記複数の機能各々の使用時間の情報を前記移動機から取得する、請求
項1記載の装置。
【請求項５】
　前記移動機が、電池残量が閾値を超えると省電力モードに移行する機能を有する場合に
おいて、前記取得部が、前記移動機から前記閾値の情報を取得し、前記算出部は、電池残
量が閾値に至るまでは通常モードによる第１の電池持ち時間を算出し、閾値を超えた後は
省電力モードによる第２の電池持ち時間とを算出し、前記表示部は、前記第１及び第２の
電池持ち時間の和を表示する、請求項1記載の装置。
【請求項６】
　前記移動機が、電池の劣化を測定する測定部を備えていた場合において、前記取得部が
、電池の劣化を示す情報を取得し、前記算出部が、電池の劣化に応じた分だけ前記容量値
を小さく設定して前記電池持ち時間を算出する、請求項1記載の装置。
【請求項７】
　前記取得部が、前記複数の機能各々の使用時間の情報を、前記移動機が在圏したネット
ワーク毎に、前記移動機から取得し、前記算出部が、ネットワーク毎に電池持ち時間を算
出する、請求項1記載の装置。
【請求項８】
　移動機とは別個に設けられた装置が、移動機の電池持ち時間を算出するために実行する
方法であって、前記移動機の複数の機能各々に対する平均消費電流値が通常モード及び省
電力モードの各々について記憶部に記憶されており、当該方法は、
　移動機に備わる複数の機能各々をユーザがどの程度使用しているかを示す使用時間を含
む利用状況の情報を取得する取得ステップと、
　ある機能に対する平均消費電流値と該機能の使用時間との積を前記複数の機能にわたっ
て加算した値により、前記移動機に備わる電池の容量値を除算することで、電池持ち時間
を算出することを、通常モード及び省電力モードの各々について行う算出ステップと、
　前記移動機の電池持ち時間を前記ユーザに示す表示ステップと
　を有し、前記取得ステップにおいて複数の移動機を指定するユーザからの入力を受け付
け、前記算出ステップにおいて前記複数の移動機の各々について電池持ち時間を通常モー
ド及び省電力モードの各々について算出し、前記表示ステップにおいて各移動機の電池持
ち時間を表示する、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動機の電池持ち時間を算出する装置及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話に代表される移動機の多機能化とともに、ユーザによる移動機の使い方も多様
化してきている。これに対して、通信事業者は、様々な料金プランをユーザに提供するこ
とで、ユーザの便宜を図っている。
【０００３】
　ウェブサービスにより又は店頭において、携帯電話ユーザの月々の料金プランをシミュ
レーションするシステムが登場している。シミュレーションを行うことで、ユーザが移動
機を購入する際や、料金プランを決定又は変更する際に、自分の使用傾向に合った料金プ
ランを事前に知ることができる。移動機を購入する際及び料金プランを決定する際に、ユ
ーザにとって重要な関心事の1つは、移動機のバッテリがどの程度長く使用できるか、す
なわち「電池持ち時間」である。携帯電話の電池持ち時間の残量を算出する従来の技術に
ついては、例えば特許文献1に記載されている。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開2003－101466号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、移動機の動作モードは1つではなく、代表例として、通常モードと省電力モ
ードとがある。省電力モードは、例えば表示画面を暗くすることで消費電力を少なくする
ように動作するモードであり、待ち受けのアイドルモードとは異なる。これらの動作モー
ドは電池持ち時間に大きく影響するが、従来の電池持ち時間の算出法は、通常モードと省
電力モードを区別しておらず、通常モードを想定している。このため、従来の電池持ち時
間の算出法では、通常モードと省電力モードとを区別して電池持ち時間を知ることができ
ないという問題がある。
【０００６】
　また、近年の移動機は、複数のネットワークにおいて通信できるものも多い。この場合
、電池持ち時間は、ネットワークに応じて同じでないかもしれない。しかしながら、従来
の電池持ち時間の算出法では、在圏するネットワークを考慮することができないという問
題がある。
【０００７】
　このように、従来の方法の場合、移動機の電池持ち時間を正確に算出できないという問
題がある。
【０００８】
　本発明の課題は、ユーザによる移動機の使用状況に応じて、移動機の電池持ち時間を正
確に算出することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　一実施例による装置は、
　移動機に備わる複数の機能各々をユーザがどの程度使用しているかを示す使用時間を含
む利用状況の情報を取得する取得部と、
　前記複数の機能各々に対する平均消費電流値を通常モード及び省電力モードの各々につ
いて記憶する記憶部と、
　ある機能に対する平均消費電流値と該機能の使用時間との積を前記複数の機能にわたっ
て加算した加算値を求め、前記移動機に備わる電池の容量値を前記加算値で除算して電池
持ち時間を算出することを、通常モード及び省電力モードの各々について行う算出部と、
　前記移動機の電池持ち時間を前記ユーザに示す表示部と
　を有し、前記取得部が複数の移動機を指定するユーザからの入力を受け付け、前記算出
部が前記複数の移動機の各々について電池持ち時間を通常モード及び省電力モードの各々
について算出し、前記表示部が各移動機の電池持ち時間を表示する、装置である。

【発明の効果】
【００１０】
　一実施例によれば、ユーザによる移動機の使用状況に応じて、移動機の電池持ち時間を
正確に算出することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】電池持ち時間を算出する際に使用されるシステムの概略図。
【図２】基本形態における電池持ち時間算出装置の機能ブロック図。
【図３】利用状況の情報をユーザが入力するための入力画面を示す図（入力前）。
【図４】利用状況の情報をユーザが入力するための入力画面を示す図（入力後）。
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【図５】記憶部に記憶される平均消費電流値の一例を示す図。
【図６】基本形態における動作例を示すフローチャート。
【図７】機能分散を行う変形例を示す図。
【図８】変形例における動作例を示すフローチャート。
【図９】モデルケースによるユーザ入力支援を行う変形例を示す図。
【図１０】モデルケースの具体例を示す図。
【図１１】変形例における動作例を示すフローチャート。
【図１２】移動機の使用履歴情報を取り込む変形例において使用されるシステムの概略図
。
【図１３】移動機内部記憶部に記憶される情報を示す図。
【図１４】変形例における動作例を示すフローチャート。
【図１５】移動機の比較を行う変形例を示す図。
【図１６】変形例における動作例を示すフローチャート。
【図１７】移動機が動作モードの自動切替機能を有する場合の変形例を示す図。
【図１８】変形例における動作例を示すフローチャート。
【図１９】電池の劣化を考慮する変形例を示す図。
【図２０】変形例における動作例を示すフローチャート。
【図２１】在圏ネットワークを考慮する変形例を示す図。
【図２２】変形例における動作例を示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下に説明する実施例によれば、移動機の各機能の平均消費電流値が、（例えば、通常
モード及び省電力モードのような）動作モード毎に及びネットワーク毎に、システムの記
憶部に予め保存されている。各機能に対する使用時間をユーザがシステムに直接入力する
ことで、あるいはシステムが移動機の記憶部を参照することにより、システムは、例えば
1日当たりの使用傾向を把握し、その使用傾向に応じた移動機の電池持ち時間を算出する
ことができる。
【００１３】
　本実施例によれば、通常モードだけでなく、省電力モードにおける移動機の電池持ち時
間を推定又はシミュレーションすることが可能になる。この点、そのような推定が行われ
ていなかった従来の方法と大きく異なる。電池持ち時間を通常モードの場合と省電力モー
ドの場合に分けてユーザに示すことで、省電力モードの効果をよりいっそうユーザにアピ
ールすることもできる。本実施例によれば、電池の残量によって通常モードから省電力モ
ードに自動的に移行する機能を持つ移動機に対しても、電池持ち時間を算出することが可
能になる。また、長期間にわたって充放電を繰り返した結果、電池が劣化している場合、
その劣化の度合いを加味することで、移動機の電池持ち時間をより正確に算出することが
可能になる。電池の劣化度合いをユーザに示すことで、電池の交換あるいは移動機の交換
を薦めることも可能になる。さらに、各機能の平均消費電流値をネットワーク毎に予め調
査しておき、電池持ち時間をネットワーク毎に算出することで、より正確な電池持ち時間
を算出することが可能になる。
【００１４】
　以下の観点から実施例を説明する。
【００１５】
　1．基本形態
　2．機能分散
　3．モデルケースによるユーザ入力支援）
　4．移動機の使用履歴情報）
　5．移動機の比較
　6．動作モードの自動切替機能を有する移動機
　7．電池の劣化
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　8．在圏ネットワーク
【実施例１】
【００１６】
　＜1．基本形態＞
　図1は、電池持ち時間を算出する際に使用されるシステム又は装置の概略を示す。シス
テム又は装置は、移動機1と、電池持ち時間算出装置2と、サーバ3とを有する。
【００１７】
　移動機1は、電池により給電される通信端末又はユーザ装置であり、様々な機能を実行
することができる。移動機1は、例えば、携帯電話、情報端末、高機能携帯電話、スマー
トフォン、パーソナルディジタルアシスタント、携帯用パーソナルコンピュータ等である
が、これらに限定されない。
【００１８】
　電池持ち時間算出装置2は、後述の様々な方法により電池持ち時間を算出し、ユーザに
提供する。
【００１９】
　サーバ3は、必須ではないが、必要に応じて電池持ち時間の算出を支援する。この点に
ついては、「2．機能分散」において説明する。
【００２０】
　図2は、図1に示すシステムの基本形態における電池持ち時間算出装置2の機能ブロック
図を示す。電池持ち時間算出装置2は、取得部210、記憶部220、算出部230及び表示部240
を有する。
【００２１】
　取得部210は、移動機1に備わる様々な機能の各々を、ユーザがどの程度使用しているか
を示す使用時間を含む「利用状況の情報」を取得する。概して、「利用状況の情報」は、
移動機の電池持ち時間に影響を及ぼす数値又は設定の状況を表す。例えば、「利用状況の
情報」は、通話時間、メール送信回数、メール受信回数、ワンセグのような動画の視聴時
間、ゲームを行った時間、音楽を聴いた時間、コンシェルジュサービスの利用回数、オー
トGPS機能の設定（ON／OFF）等の情報を含むが、これらに限定されない。さらに、「利用
状況の情報」は、移動機を特定する情報、通常モードから省電力モードに移行する残り電
池容量の閾値、電池の劣化量、ネットワーク種別等の情報を含んでもよい。「利用状況の
情報」は、ユーザが入力してもよいし、移動機1から取得されてもよい。
【００２２】
　図3、4は、「利用状況の情報」をユーザが入力するための入力画面の一例を示す。図3
は入力前の様子を示し、図4は入力後の様子を示す。図3に示すような入力画面を表示する
ことで、例えば携帯電話である移動機1のユーザに、1日当たりの使用時間、回数及び設定
状況等の「利用状況の情報」を入力することを促す。一例として、1日当たりの情報を入
力するように促されているが、単位の期間は1日でなくてもよい。
【００２３】
　図2の記憶部220は、概して、電池持ち時間を算出する際に使用される固定値を予め記憶
している。具体的には、記憶部220は、複数の機能各々に対する平均消費電流値を少なく
とも移動機の動作モード毎に記憶している。後述の変形例では、そのような平均消費電流
値が、ネットワーク毎に記憶されている。また、記憶部220は、移動機に備わる電池の容
量値も記憶している。移動機にどのような電池（電池パック）が搭載されているかは、オ
ペレータ等にとって既知である。なお、電池持ち時間を算出する際に使用される可変値（
利用状況の情報）については、上記の取得部201により取得される。動作モードは、典型
的には、通常モードと省電力モードであるが、2つより多い数の動作モードがあってもよ
い。省電力モードは、例えばスクリーンセーバのように通常モードの場合よりも画面を暗
くすることで、消費電力を節約するモードである。
【００２４】
　図5は、記憶部220に記憶される平均消費電流値の一例を示す。平均消費電流値は、ネッ
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トワーク側又はオペレータが所有している情報である。電池持ち時間算出装置2は、その
ようなオペレータのサーバにアクセスすることで、平均消費電流値の情報を取得すること
ができる。
【００２５】
　図2の算出部230は、電池持ち時間を動作モード毎に算出する。具体的には、算出部230
は、ある機能に対する平均消費電流値と、その機能の使用時間との積を、移動機に備わる
複数の機能全体にわたって加算した加算値を求め、移動機の電池の容量値を加算値で除算
することで、電池持ち時間を算出する。
【００２６】
　電池持ち時間＝電池の容量値÷Σ［機能に対する平均消費電流値×その機能の使用時間
］
Σは移動機に備わる複数の機能全体にわたる総和を示す。
【００２７】
　表示部240は、算出部230が算出した移動機の電池持ち時間を表示する。
【００２８】
　図6は、電池持ち時間を算出するための動作フローを示す。
【００２９】
　ステップS110において、取得部210が、「利用状況の情報」を入力することをユーザに
促し、これに応じてユーザが情報を入力する。例えば、ユーザが、各機能に対して使用時
間と移動機の機種を入力する。
【００３０】
　ステップS120において、算出部230は、電池持ち時間を算出する際に使用される固定値
（機能に対する平均消費電流値等）を記憶部220から取得する。
【００３１】
　ステップS130において、算出部230は、電池持ち時間を動作モード毎に算出する。上述
したように、電池持ち時間は、例えば次式にしたがって計算される。
【００３２】
　電池持ち時間＝電池の容量値÷Σ［機能に対する平均消費電流値×その機能の使用時間
］
一例として、電池の容量が800（mAh）であり、複数の機能各々の使用時間と平均消費電流
値が次のとおりであったとする。
【００３３】
　通話機能：使用時間＝20分／日，平均消費電流値＝150mA
　メール送信機能：10回／日，1回の平均消費量＝5mAh
　メール受信機能：15回／日，1回の平均消費量＝2mAh
　待受時間：1400分／日，平均消費電流値＝1．0mA
この場合、電池持ち時間は次のように計算できる。
【００３４】
　電池持ち時間（h）＝ 
　 　800（mAh）÷（20×150／60＋10×5＋15 ×2＋1400 ×1．0 ／60）×24≒125（h）
　図5に示されているように、平均消費電流値は動作モードに応じて異なるので、電池持
ち時間は、動作モード毎に計算される。
【００３５】
　図6のステップS140において、表示部240は、ステップS130における計算結果をユーザに
表示する。これにより、ユーザは、電池持ち時間を動作モード毎に知ることができる。
【００３６】
　＜2．機能分散＞
　図2に示す取得部210、記憶部220、算出部230及び表示部240の全てが電池持ち時間算出
装置2に備わっていることは必須でない。それらの処理部の内の1つ以上が他の場所に備わ
っていてもよい。
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【００３７】
　図7は、電池持ち時間算出装置2及びサーバ3の間で機能分散を行う変形例のシステムを
示す。図2に示す例と同様に、電池持ち時間算出装置2は、取得部210及び表示部240を備え
る。説明済みの要素と同様な要素については、同じ参照番号が付されており、重複的な説
明は省略される。図2に示す場合とは異なり、記憶部220及び算出部230がサーバ3に備わっ
ている。さらに、電池持ち時間算出装置2及びサーバ3の間でネットワークを介して情報を
やり取りするために、電池持ち時間算出装置2に移動機側送受信部252が備わっており、サ
ーバ3にサーバ側送受信部253が備わっている。通常、記憶部220が保存すべき情報量はか
なり多いことが予想されるので、電池持ち時間算出装置2を簡易化する等の観点からは、
ネットワークを介してアクセスできるサーバ3に記憶部220を備えることが好ましい。さら
に、算出部230は記憶部220に記憶されている情報を使って電池持ち時間を算出するので、
記憶部220とともにサーバ3に備わっていることが好ましい。あるいは、算出部230が電池
持ち時間算出装置2に備わり、記憶部220のみがサーバ3に備わっていてもよい。この場合
、算出部230は必要な情報をサーバ3からネットワークを介して取得する必要がある。
【００３８】
　図8は、本変形例により電池持ち時間を算出するための動作フローを示す。ステップS11
0、S120、S130及びS140における動作は、概して図6において説明したものと同様であるが
、ステップS120及びS130がサーバ3において行われる点が主に異なる。
【００３９】
　ステップS110において、取得部210が、「利用状況の情報」を入力することをユーザに
促し、これに応じてユーザが情報を入力する。
【００４０】
　ステップS116において、電池持ち時間算出装置2は、ユーザが入力した情報をサーバ3へ
送信する。
【００４１】
　ステップS118において、サーバ3は、受信したデータを算出部230に渡す。
【００４２】
　ステップS120において、算出部230は、電池持ち時間を算出する際に使用される固定値
を記憶部220から取得する。
【００４３】
　ステップS130において、算出部230は、電池持ち時間を動作モード毎に算出する。
【００４４】
　ステップS132において、算出結果を電池持ち時間算出装置2に送信する。
【００４５】
　ステップS140において、表示部240は、ステップS130における計算結果をユーザに表示
する。
【００４６】
　＜3．モデルケースによるユーザ入力支援＞
　移動機に備わっている機能は多数存在する。したがって、これらの全ての機能について
、ユーザが使用時間等を手入力しなければならないとすると、手間がかかってしまうとい
う問題が懸念される。本変形例は、このような問題に対処するためのものである。
【００４７】
　図9は、本変形例において使用される電池持ち時間算出装置の概略図を示す。概して、
図9に示す構成は、図2に示す構成と同様であるが、図2における取得部210が、図9ではモ
デルケース入力部212に置換されている点が異なる。説明済みの要素と同様な要素につい
ては、同じ参照番号が付されており、重複的な説明は省略される。取得部210もモデルケ
ース入力部212も、ユーザの「利用状況の情報」を取得する点では共通する。しかしなが
ら、モデルケース入力部212は、ユーザが指定したモデルケースの情報を算出部230に通知
する点で異なる。モデルケースとは、移動機の様々な機能各々について、予め想定されて
いる数値をまとめて指定するものである。
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【００４８】
　図10は、4つのモデルケース1－4の具体例を示す。図示の数値は単なる一例に過ぎず、
他の数値が使用されてもよい。ユーザが、モデルケース1－4の内の何れか1つを選択する
ことで、選択されたモデルケースにおいて想定されている数値群が、算出部230及び表示
部240に通知される。ユーザは、様々な機能各々の使用時間を1つ1つ手入力する代わりに
、自身の利用傾向に最も近いモデルケースを選択することで、「利用状況の情報」を電池
持ち時間算出装置2に簡易に提供することができる。
【００４９】
　なお、モデルケースにおいて指定されている数値がそのまま算出部230等に通知されて
もよいし、モデルケースにおいて示されている数値をユーザが編集してもよい。例えば、
モデルケース2を選択したユーザが、ワンセグ利用時間を13分／日から30分／日に変更し
、ワンセグ利用時間についての変更後の数値と、他の機能についての変更されていない数
値とが、算出部230等に通知されてもよい。
【００５０】
　図11は、電池持ち時間を算出するための動作フローを示す。
【００５１】
　ステップS112において、ユーザが、複数のモデルケースの内の何れかを選択し、かつ移
動機の機種を選択する。これにより、選択されたモデルケースにおいて想定されている数
値群が、算出部230及び表示部240に通知される。
【００５２】
　ステップS120において、算出部230は、電池持ち時間を算出する際に使用される固定値
を記憶部220から取得する。
【００５３】
　ステップS130において、算出部230は、電池持ち時間を動作モード毎に算出する。
【００５４】
　ステップS140において、表示部240は、ステップS130における計算結果をユーザに表示
する。
【００５５】
　＜4．移動機の使用履歴情報＞
　モデルケースを用いてユーザによる手入力の負担を軽減する上記の変形例と同様に、本
変形例も「利用状況の情報」を、算出部230等に簡易に通知できるようにする。
【００５６】
　図12は、本変形例において使用されるシステムの概略図を示す。概して、図2に示す例
と同様であるが、移動機内部記憶部202、移動機内部機能204、移動機内部機能終了判定部
206及び移動機内部算出部208が移動機1の側に示されている点が異なる。説明済みの要素
と同様な要素については、同じ参照番号が付されており、重複的な説明は省略される。
【００５７】
　移動機内部記憶部202は、ユーザが移動機を利用した際の利用履歴の情報を蓄積する。
利用履歴の情報は、本願における「利用状況の情報」の基礎として使用することが可能で
ある。すなわち、移動機に備わる様々な機能の各々をユーザが利用する毎に、「利用状況
の情報」が、移動機内部記憶部202において更新される。
【００５８】
　図13は、移動機内部記憶部202に格納される情報を示す。通常、利用履歴の情報は、機
能を使った時間の情報（例えば、発着信日時、送受信日時等）とともに保存されるが、図
13には「利用状況の情報」として使用される部分が抽出されている。
【００５９】
　移動機内部機能開始判定部204は、移動機に備わる何らかの機能を使い始めたことを日
時の情報とともに判定する。
【００６０】
　移動機内部機能終了判定部206は、何らかの機能をユーザが使い終わったことを日時の
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情報とともに判定する。
【００６１】
　移動機内部算出部208は、移動機内部開始判定部204及び移動機内部終了判定部206にお
いて判定された情報に基づいて、「利用状況の情報」を抽出し、移動機内部記憶部202に
提供する。
【００６２】
　図14は、本変形例により電池持ち時間を算出するための動作フローを示す。ステップS1
20、S130及びS140における動作は、概して図6において説明したものと同様である。
【００６３】
　ステップS111において、移動機内部機能開始判定部204は、何らかの機能をユーザが使
い始めたことを日時とともに判定する。例えば、通話を開始した場合、通話機能を使い始
めたことと、発信又は着信履歴等の情報が取得される。また、電子メールを送信又は受信
した場合、移動機内部機能開始判定部204は、メールの送信又は受信が行われたこと等を
判定する。
【００６４】
　ステップS112において、移動機内部機能終了判定部206は、何らかの機能をユーザが使
い終わったことを日時とともに判定する。例えば、通話を終了した場合、通話機能を使い
終わったこと等の情報が取得される。
【００６５】
　ステップS113において、移動機内部算出部208は、移動機内部機能開始判定部204及び移
動機内部機能終了判定部206において、使用したことが判定された機能の利用履歴の情報
を追加し、「利用状況の情報」を更新する。例えば、ユーザが通話を行った場合、発着信
の履歴の情報が利用履歴の情報として追加され、通話時間の情報により「利用状況の情報
」が更新される。また、ユーザがメールを送信又は受信した場合、メールの送信回数又は
受信回数が更新（インクリメント）される。
【００６６】
　ステップS115において、電池持ち時間算出装置2の取得部210は、移動機内部記憶部202
にアクセスし、「利用状況の情報」を取得する。
【００６７】
　ステップS120において、算出部230は、電池持ち時間を算出する際に使用される固定値
を記憶部220から取得する。
【００６８】
　ステップS130において、算出部230は、電池持ち時間を動作モード毎に算出する。
【００６９】
　ステップS140において、表示部240は、ステップS130における計算結果をユーザに表示
する。
【００７０】
　＜5．移動機の比較＞
　図15は、本変形例において使用される電池持ち時間算出装置の概略図を示す。概して、
図15に示す構成は、図2に示す構成と同様であるが、図15において条件指定部214が示され
ている点が異なる。説明済みの要素と同様な要素については、同じ参照番号が付されてお
り、重複的な説明は省略される。
【００７１】
　条件指定部214は、取得部210が取得した情報に基づいて電池持ち時間を算出する対象の
移動機を、ユーザに指定させる。対象の移動機の数は幾つでもよい。例えば、ユーザが購
入を検討している複数の移動機を指定し、購入する機種を決定する際に、電池持ち時間を
考慮することが考えられる。
【００７２】
　図16は、本変形例により電池持ち時間を算出するための動作フローを示す。ステップS1
10、S120における動作は、概して図6において説明したものと同様である。



(10) JP 5108964 B2 2012.12.26

10

20

30

40

50

【００７３】
　ステップS110において、取得部210が、「利用状況の情報」を入力することをユーザに
促し、これに応じてユーザが情報を入力する。
【００７４】
　ステップS112において、条件指定部214が、対象とする機種が何であるかをユーザに選
択させる。対象とする機種は、1つ以上である。
【００７５】
　ステップS120において、算出部230は、電池持ち時間を算出する際に使用される固定値
を記憶部220から取得する。
【００７６】
　ステップS130において、算出部230は、電池持ち時間を動作モード毎にかつ機種毎に算
出する。
【００７７】
　ステップS140において、表示部240は、ステップS130における計算結果を機種毎にユー
ザに表示する。これにより、ユーザは、指定した1つ以上の機種各々の電池持ち時間を知
ることができ、その電池持ち時間の情報は、例えば購入する機種を決定する際の判断材料
として使用可能である。
【００７８】
　＜6．動作モードの自動切替機能を有する移動機＞
　複数の動作モードで動作する移動機によっては、電池の容量値が閾値に達するまでは通
常モードで動作し、閾値未満になった場合は省電力モードで動作するものがある。このよ
うな移動機の場合、電池持ち時間は、通常モードにおける電池持ち時間と、省電力モード
における電池持ち時間との和により表現されるべきである。本変形例は、このような移動
機に対する電池持ち時間を算出する。
【００７９】
　図17は、本変形例において使用されるシステムの概略図を示す。概して、図17に示す構
成は、図2に示す構成と同様であるが、図17において移動機1の側に移動機内部判定部207
が示されている点が異なる。説明済みの要素と同様な要素については、同じ参照番号が付
されており、重複的な説明は省略される。
【００８０】
　移動機内部判定部207は、移動機1において使用している電池の容量値をモニタし、電池
の容量値が閾値に達するまでは通常モードで動作し、閾値未満になった場合は省電力モー
ドで動作するように、不図示の処理部に制御信号を通知する。
【００８１】
　取得部210は、移動機内部判定部207から、閾値の情報を取得する。なお、各機能の「利
用状況の情報」は、ユーザからの入力により、モデルケースにより、又は移動機内部記憶
部（図17には図示せず）から取得部210により取得される。
【００８２】
　記憶部220は、電池持ち時間を算出する際に使用される固定値を予め記憶している。
【００８３】
　算出部230は、電池持ち時間を動作モード毎に算出し、それらを加算することで、全体
的な電池持ち時間を算出する。具体的には、算出部230は、ある機能に対する平均消費電
流値と、その機能の使用時間との積を、移動機に備わる複数の機能全体にわたって加算し
た加算値を求め、移動機の電池の容量値を加算値で除算する。このような処理を動作モー
ド毎に行い、各動作モードの電池持ち時間を加算することで、全体的な電池持ち時間が算
出される。
【００８４】
　電池持ち時間＝（通常モードにおける電池の容量値）÷Σ［機能に対する通常モードに
おける平均消費電流値×その機能の使用時間］＋（省電力モードにおける電池の容量値）
÷Σ［機能に対する省電力モードにおける平均消費電流値×その機能の使用時間］
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　省電力モードにおける電池の容量値は、取得部210が移動機内部判定部207から取得した
閾値により知ることができる。
【００８５】
　表示部240は、算出部230が算出した移動機の電池持ち時間を表示する。
【００８６】
　図18は、本変形例により電池持ち時間を算出するための動作フローを示す。ステップS1
10、S120における動作は、概して図6において説明したものと同様である。
【００８７】
　ステップS110において、取得部210が、「利用状況の情報」を入力することをユーザに
促し、これに応じてユーザが情報を入力する。
【００８８】
　ステップS112において、取得部210が移動機内部判定部207から閾値の情報を取得する。
【００８９】
　ステップS120において、算出部230は、電池持ち時間を算出する際に使用される固定値
を記憶部220から取得する。
【００９０】
　ステップS134において、算出部230は、閾値以上の電池の容量値及び閾値未満の電池の
容量値を用いて、電池持ち時間を算出する。
【００９１】
　ステップS140において、表示部240は、ステップS130における計算結果をユーザに表示
する。
【００９２】
　＜7．電池の劣化＞
　電池の充放電を繰り返すと、電池の容量値は徐々に劣化して行く。このため、充放電を
繰り返しながら長期間使用された移動機に対する電池持ち時間は、新品の移動機に対する
電池持ち時間より短くなる。本変形例は、このような電池の劣化を考慮して電池持ち時間
を算出する。
【００９３】
　図19は、本変形例において使用されるシステムの概略図を示す。概して、図2に示す例
と同様であるが、移動機内部電池劣化計測部201及び移動機内部記憶部202が移動機1の側
に示されている点が異なる。説明済みの要素と同様な要素については、同じ参照番号が付
されており、重複的な説明は省略される。
【００９４】
　移動機内部電池劣化計測部201は、電池がどの程度劣化したかを計測する。劣化の情報
は、取得部210により取得される。
【００９５】
　移動機内部記憶部202は、ユーザが移動機を利用した際の利用履歴及び「利用状況の情
報」を蓄積する。
【００９６】
　図20は、本変形例により電池持ち時間を算出するための動作フローを示す。
【００９７】
　ステップS115において、取得部210が、移動機内部記憶部202の情報（利用状況の情報）
を取得する。なお、ユーザが「利用状況の情報」を取得部210に入力してもよい。
【００９８】
　ステップS117において、移動機内部電池劣化計測部201が計測した電池劣化量の情報を
、取得部210が取得する。
【００９９】
　ステップS120において、算出部230は、電池持ち時間を算出する際に使用される固定値
を記憶部220から取得する。
【０１００】



(12) JP 5108964 B2 2012.12.26

10

20

30

40

50

　ステップS132において、算出部230は、電池持ち時間を動作モード毎に算出する。この
場合において、電池劣化量に応じて、電池の容量値をいくらか小さく設定し、電池持ち時
間が算出される。電池持ち時間は次式にしたがって算出される。
【０１０１】
　電池持ち時間＝電池の容量値÷Σ［機能に対する平均消費電流値×その機能の使用時間
］
一例として、「1．基本形態」において説明したのと同様に、新品の電池の容量が800（mA
h）であり、複数の機能各々の使用時間と平均消費電流値が次のとおりであったとする。
【０１０２】
　通話機能：使用時間＝20分／日，平均消費電流値＝150mA
　メール送信機能：10回／日，1回の平均消費量＝5mAh
　メール受信機能：15回／日，1回の平均消費量＝2mAh
　待受時間：1400分／日，平均消費電流値＝1．0mA
この場合、基本形態における例で計算した電池持ち時間は次のような値であった。
【０１０３】
　電池持ち時間（h）＝ 
　 　800（mAh）÷（20×150／60＋10×5＋15 ×2＋1400 ×1．0 ／60）×24≒125（h）
。
【０１０４】
　本変形例の場合、電池劣化量に応じて、電池の容量値が、800（mAh）より小さな値に設
定される。例えば、800（mAh）の代わりに、500（mAh）に設定される。その結果、電池持
ち時間は、次のように短くなる。
【０１０５】
　電池持ち時間（h）＝ 
　 　500（mAh）÷（20×150／60＋10×5＋15 ×2＋1400 ×1．0 ／60）×24≒78（h）。
【０１０６】
　ステップS142において、表示部240は、ステップS132における計算結果を電池劣化量と
ともにユーザに表示する。
【０１０７】
　＜8．在圏ネットワーク＞
　移動機によっては、複数のネットワークにおいて動作することが可能である。そのよう
な移動機の場合、電池の持ち時間は、ネットワークに応じて異なることが予想される。本
変形例は、このようなネットワークの相違を考慮して電池持ち時間を算出する。
【０１０８】
　図22は、本変形例において使用されるシステムの概略図を示す。概して、図2に示す例
と同様であるが、移動機内部記憶部202及び移動機内部NW判定部203が移動機1の側に示さ
れている点が異なる。説明済みの要素と同様な要素については、同じ参照番号が付されて
おり、重複的な説明は省略される。
【０１０９】
　移動機内部記憶部202は、ユーザが移動機を利用した際の利用履歴及び「利用状況の情
報」を蓄積する。
【０１１０】
　移動機内部NW判定部203は、移動機1が在圏しているネットワークが何であるかを判定し
、判定結果を移動機内部記憶部202に通知する。判定結果は、「利用状況の情報」として
、移動機内部記憶部202に保存される。すなわち、移動機の各機能の使用時間等の情報が
、ネットワーク毎に管理される。
【０１１１】
　図22は、本変形例により電池持ち時間を算出するための動作フローを示す。
【０１１２】
　ステップS112において、移動機内部NW判定部203は、移動機が在圏しているネットワー
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クを判別し、移動機内部記憶部202に通知する。
【０１１３】
　ステップS114において、移動機内部記憶部202の情報（利用状況の情報）が更新される
。上述したように、「利用状況の情報」はネットワーク毎に管理される。
【０１１４】
　ステップS115において、取得部210が、移動機内部記憶部202の情報（利用状況の情報）
を取得する。
【０１１５】
　ステップS120において、算出部230は、電池持ち時間を算出する際に使用される固定値
を記憶部220から取得する。
【０１１６】
　ステップS130において、算出部230は、電池持ち時間を動作モード毎に算出する。
【０１１７】
　ステップS140において、表示部240は、ステップS130における計算結果を、ネットワー
クを示しつつユーザに表示する。
【０１１８】
　以上本発明は特定の実施例を参照しながら説明されてきたが、それらは単なる例示に過
ぎず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理
解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの
数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。発明の理解を促すため
具体的な数式を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数式は単なる一
例に過ぎず適切な如何なる数式が使用されてもよい。実施例又は項目の区分けは本発明に
本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されて
よいし、ある項目に記載された事項が、別の実施例又は項目に記載された事項に（矛盾し
ない限り）適用されてよい。特に、図2、図7、図9、図12、図15、図17、図19及び図21の
内の任意の2つにおいて、一方の図に示されている要素が、他方の図に示されていなかっ
たとしても、その要素が、他方の図に示されている移動機や電池持ち時間算出装置の構成
要素になり得ないと解釈してはならない。その要素は、矛盾しない限り、他方の図に示さ
れている移動機や電池持ち時間算出装置の構成要素であってもよい。説明の便宜上、本発
明の実施例に係る装置は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハ
ードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。ソフトウェ
アは、ランダムアクセスメモリ（RAM）、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ（ROM）
、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク（HDD）、リムーバブルディスク、CD－ROM
、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に用意されてもよい。本発明は
上記実施例に限定されず、本発明の精神から逸脱することなく、様々な変形例、修正例、
代替例、置換例等が本発明に包含される。
【符号の説明】
【０１１９】
　1　移動機
　2　電池持ち時間算出装置
　3　サーバ
　201　移動機内部電池劣化計測部
　202　移動機内部記憶部
　203　移動機内部NW判定部
　204　移動機内部機能
　206　移動機内部機能終了判定部
　207　移動機内部判定部
　208　移動機内部算出部
　210　取得部
　212　モデルケース入力部
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　214　条件指定部
　220　記憶部
　230　算出部
　240　表示部
　252　移動機側送受信部
　254　サーバ側送受信部

【図１】

【図２】

【図３】
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