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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バッテリを装備した携帯型情報処理端末であって、
　携帯型情報処理端末にて作動可能な動作パターン毎における前記バッテリの消費量を表
す消費量情報が予め記憶されたバッテリ消費量記憶手段と、
　前記バッテリの出力電圧値の変化状況を表すバッテリ出力変化情報が記憶されるバッテ
リ出力変化記憶手段と、
　前記バッテリの出力電圧値を検出すると共に、検出した出力電圧値の変化状況を前記バ
ッテリ出力変化情報として前記バッテリ出力変化記憶手段に記憶する電圧検出手段と、
　携帯型情報処理端末にて作動中の動作パターンを検出する動作パターン検出手段と、
　前記消費量情報と、前記バッテリ出力変化情報と、検出した前記出力電圧値及び前記動
作パターンと、に基づいて、現在時刻における前記バッテリの予測残値を算出するバッテ
リ残値算出手段と、
　前記バッテリ残値算出手段による算出結果を出力する出力手段と、
を備え、
　前記電圧検出手段は、前記バッテリの出力電圧値が変化した時刻を前記バッテリ出力変
化情報に含めて前記バッテリ出力変化記憶手段に記憶し、
　前記バッテリ残値算出手段は、前記バッテリ出力変化情報に含まれる現在における出力
電圧値に変化した時刻から、現在時刻までに消費された前記バッテリの消費量を算出し、
前記バッテリの予測残値を算出する、
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ことを特徴とする携帯型情報処理端末。
【請求項２】
　前記バッテリの予測残値は、当該バッテリの残容量、及び／あるいは、当該バッテリに
よる携帯型情報処理端末の駆動可能残時間である、
ことを特徴とする請求項１記載の携帯型情報処理端末。
【請求項３】
　前記消費量記憶手段は、前記動作パターンに応じた前記バッテリの各出力電圧値におけ
る予め設定された残り駆動時間を表す残時間情報を記憶し、
　前記バッテリ残値算出手段は、前記残時間情報に基づいて前記バッテリによる携帯型情
報処理端末の前記駆動可能残時間を算出する、
ことを特徴とする請求項２記載の携帯型情報処理端末。
【請求項４】
　予めユーザによって設定された目標時刻を記憶する目標時刻記憶手段を備えると共に、
　前記バッテリ残値算出手段は、算出された前記駆動可能残時間に基づいて前記バッテリ
による携帯型情報処理端末の駆動が前記目標時刻まで継続可能か否かを判断し、
　この判断結果を、前記出力手段が出力する、
ことを特徴とする請求項２又は３記載の携帯型情報処理端末。
【請求項５】
　前記バッテリ出力変化記憶手段に蓄積された前記バッテリ出力変化情報に基づいて、前
記消費量記憶手段に記憶されている情報を修正記憶する修正手段を備えた、
ことを特徴とする請求項１，２，３又は４記載の携帯型情報処理端末。
【請求項６】
　ユーザからの操作に応じて携帯型情報処理端末にて作動させる動作パターンを設定する
動作パターン設定手段を備え、
　前記バッテリ残値算出手段は、前記消費量情報と、前記バッテリ出力変化情報と、前記
電圧検出手段にて検出された前記出力電圧値と、前記動作パターン設定手段にて設定され
た動作パターンと、に基づいて、現在時刻における前記バッテリの予測残値を算出する、
ことを特徴とする請求項１，２，３，４又は５記載の携帯型情報処理端末。
【請求項７】
　バッテリを装備した携帯型情報処理端末に、
　前記バッテリの出力電圧値を検出すると共に、検出した出力電圧値の変化状況をバッテ
リ出力変化情報として記憶する電圧検出手段と、
　携帯型情報処理端末にて作動中の動作パターンを検出する動作パターン検出手段と、
　予め記憶された携帯型情報処理端末にて作動可能な動作パターン毎における前記バッテ
リの消費量を表す消費量情報と、記憶された前記バッテリ出力変化情報と、検出した前記
出力電圧値及び前記動作パターンと、に基づいて、現在時刻における前記バッテリの予測
残値を算出するバッテリ残値算出手段と、
　前記バッテリ残値算出手段による算出結果を出力する出力手段と、
を実現させると共に、
　前記電圧検出手段は、前記バッテリの出力電圧値が変化した時刻を前記バッテリ出力変
化情報に含めて記憶し、
　前記バッテリ残値算出手段は、前記バッテリ出力変化情報に含まれる現在における出力
電圧値に変化した時刻から、現在時刻までに消費された前記バッテリの消費量を算出し、
前記バッテリの予測残値を算出する、
プログラム。
【請求項８】
　前記バッテリの予測残値は、当該バッテリの残容量、及び／あるいは、当該バッテリに
よる携帯型情報処理端末の駆動可能残時間である、
ことを特徴とする請求項７記載のプログラム。
【請求項９】



(3) JP 4650405 B2 2011.3.16

10

20

30

40

50

　前記バッテリ残値算出手段は、算出された前記駆動可能残時間に基づいて前記バッテリ
による携帯型情報処理端末の駆動が予め設定された目標時刻まで継続可能か否かを判断し
、
　この判断結果を、前記出力手段が出力する、
ことを特徴とする請求項８記載のプログラム。
【請求項１０】
　前記携帯型情報処理端末に、蓄積された前記バッテリ出力変化情報に基づいて当該携帯
型情報処理端末に記憶されている情報を修正記憶する修正手段を実現させる、
ための請求項７，８又は９記載のプログラム。
【請求項１１】
　前記携帯型情報処理端末に、ユーザからの操作に応じて携帯型情報処理端末にて作動さ
せる動作パターンを設定する動作パターン設定手段を実現させると共に、
　前記バッテリ残値算出手段は、前記消費量情報と、前記バッテリ出力変化情報と、前記
電圧検出手段にて検出された前記出力電圧値と、前記動作パターン設定手段にて設定され
た動作パターンと、に基づいて、現在時刻における前記バッテリの予測残値を算出する、
ことを特徴とする請求項７，８，９又は１０記載のプログラム。
【請求項１２】
　バッテリを装備した携帯型情報処理端末にてバッテリを管理する方法であって、
　前記バッテリの出力電圧値を検出すると共に、検出した出力電圧値の変化状況をバッテ
リ出力変化情報として記憶する電圧検出工程と、
　この電圧検出工程に前後して、携帯型情報処理端末にて作動中の動作パターンを検出す
る動作パターン検出工程と、
　予め記憶された携帯型情報処理端末にて作動可能な動作パターン毎における前記バッテ
リの消費量を表す消費量情報と、記憶された前記バッテリ出力変化情報と、検出した前記
出力電圧値及び前記動作パターンと、に基づいて、現在時刻における前記バッテリの予測
残値を算出するバッテリ残値算出工程と、
　前記バッテリ残値算出工程による算出結果を出力する出力工程と、
を有し、
　前記電圧検出工程は、前記バッテリの出力電圧値が変化した時刻を前記バッテリ出力変
化情報に含めて記憶し、
　前記バッテリ残値算出工程は、前記バッテリ出力変化情報に含まれる現在における出力
電圧値に変化した時刻から、現在時刻までに消費された前記バッテリの消費量を算出し、
前記バッテリの予測残値を算出する、
ことを特徴とするバッテリ管理方法。
【請求項１３】
　前記バッテリの予測残値は、当該バッテリの残容量、及び／あるいは、当該バッテリに
よる携帯型情報処理端末の駆動可能残時間である、
ことを特徴とする請求項１２記載のバッテリ管理方法。
【請求項１４】
　前記バッテリ残値算出工程は、算出された前記駆動可能残時間に基づいて前記バッテリ
による携帯型情報処理端末の駆動が予め設定された目標時刻まで継続可能か否かを判断し
、
　この判断結果を、前記出力工程にて出力する、
ことを特徴とする請求項１３記載のバッテリ管理方法。
【請求項１５】
　前記電圧検出工程にて蓄積された前記バッテリ出力変化情報に基づいて当該携帯型情報
処理端末に記憶されている情報を修正記憶する修正工程を有する、
ことを特徴とする請求項１２，１３又は１４記載のバッテリ管理方法。
【請求項１６】
　ユーザからの操作に応じて携帯型情報処理端末にて作動させる動作パターンを設定する
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動作パターン設定工程を有し、
　前記バッテリ残値算出工程は、前記消費量情報と、前記バッテリ出力変化情報と、前記
電圧検出工程にて検出された前記出力電圧値と、前記動作パターン設定工程にて設定され
た動作パターンと、に基づいて、現在時刻における前記バッテリの予測残値を算出する、
ことを特徴とする請求項１２，１３，１４又は１５記載のバッテリ管理方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯型情報処理端末にかかり、特に、バッテリを装備し当該バッテリを管理
する機能を有する携帯型情報処理端末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　昨今の携帯端末は、本来の電話機能の他にカメラやビデオ機能、音楽再生機能あるいは
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ機能等、様々な便利機能が追加実装され、端末のバッテリ消費量も年
々増加傾向にある。そのため、不意なバッテリ切れによってユーザに不都合が生じないよ
う、バッテリ電流やバッテリ電圧を測定して、バッテリ残量やバッテリ残時間を表示した
り、あるいは指定バッテリ電圧以下になった場合、消費電力を抑えるために使用できる機
能を限定する、などの機能が装備されている。
【０００３】
　例えば、下記特許文献１には、バッテリ残容量と、ある定められた回数分の単位時間あ
たりの消費電力の平均値から、該当動作モードの消費電力に更新して残時間を算出する、
という技術が開示されている。しかし、多くの機能の組み合わせから動作させることがで
きる昨今の携帯端末において動作したことがない動作モードを選択した場合には、測定す
る回数分の時間が経過しないと残時間を算出できない、という問題が生じ、さらには、実
動作以外は残時間を算出することができない、という問題があった。また、下記特許文献
２には、動作機能毎に予め登録したバッテリ消費量のみ使ってバッテリ残時間を算出する
技術が開示されている。しかし、バッテリ消費量が変動する電圧の変化による補正がなく
、適切な算出結果にならない、という問題があった。
【０００４】
【特許文献１】特開平９－１８１８０４号公報
【特許文献２】特開２００２－３２０３３６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　このため、本発明では、上記従来例の有する不都合を改善し、特に、より高精度にバッ
テリ残値を算出し、不意なバッテリ切れを抑制し、ユーザにとって利便性の高い携帯型情
報処理端末を提供する、ことをその目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　そこで、本発明の一形態である携帯型情報処理端末は、
　バッテリを装備し、
　携帯型情報処理端末にて作動可能な動作パターン毎における前記バッテリの消費量を表
す消費量情報が予め記憶されたバッテリ消費量記憶手段と、
　バッテリの出力電圧値の変化状況を表すバッテリ出力変化情報が記憶されるバッテリ出
力変化記憶手段と、
　バッテリの出力電圧値を検出すると共に、検出した出力電圧値の変化状況をバッテリ出
力変化情報としてバッテリ出力変化記憶手段に記憶する電圧検出手段と、
　携帯型情報処理端末にて作動中の動作パターンを検出する動作パターン検出手段と、
　消費量情報と、バッテリ出力変化情報と、検出した出力電圧値及び動作パターンと、に
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基づいて、現在時刻におけるバッテリの予測残値を算出するバッテリ残値算出手段と、
　バッテリ残値算出手段による算出結果を出力する出力手段と、
を備えたことを特徴としている。
【０００７】
　そして、電圧検出手段は、バッテリの出力電圧値が変化した時刻をバッテリ出力変化情
報に含めてバッテリ出力変化記憶手段に記憶する、ことを特徴としている。また、バッテ
リ残値算出手段は、バッテリ出力変化情報に含まれる現在における出力電圧値に変化した
時刻から、現在時刻までに消費されたバッテリの消費量を算出し、バッテリの予測残値を
算出する、ことを特徴としている。
【０００８】
　また、特に、バッテリの予測残値は、当該バッテリの残容量、及び／あるいは、当該バ
ッテリによる携帯型情報処理端末の駆動可能残時間である。そして、消費量記憶手段は、
動作パターンに応じたバッテリの各出力電圧値における予め設定された残り駆動時間を表
す残時間情報を記憶し、バッテリ残値算出手段は、残時間情報に基づいてバッテリによる
携帯型情報処理端末の駆動可能残時間を算出する、ことを特徴としている。
【０００９】
　上記発明によると、まず、携帯型情報処理端末には、予め設定された動作パターン毎に
おけるバッテリの消費量情報が記憶されている。そして、携帯型情報処理端末が作動する
と、バッテリの出力電圧値が検出され、この出力電圧値の変化状況がバッテリ出力変化情
報として記憶される。具体的には、出力電圧値の値が変化すると、その時刻が記憶され、
つまり、出力電圧値の時系列変化が記憶されることとなる。その後、携帯型情報処理端末
では、現在のバッテリの出力電圧値と、作動している動作パターンとを検出し、これらの
情報と、予め記憶されているバッテリの消費量情報、さらには、記憶された出力電圧値の
時系列変化情報に基づいて、バッテリの残容量や駆動可能な残時間を算出して、出力する
。具体的には、バッテリの出力電圧値が現在の値になった時刻を読み出し、この時刻から
現在時刻までに、作動している動作パターンにて消費された容量を算出することで、より
正確な現時点におけるバッテリの残容量を算出することができる。従って、端末のバッテ
リ残値をより高精度に予測することができ、ユーザはバッテリ切れをより正確に認識する
ことができる。その結果、不意なバッテリ切れを避けることができ、ユーザにとって利便
性が向上しうる。
【００１０】
　また、予めユーザによって設定された目標時刻を記憶する目標時刻記憶手段を備えると
共に、バッテリ残値算出手段は、算出された駆動可能残時間に基づいてバッテリによる携
帯型情報処理端末の駆動が目標時刻まで継続可能か否かを判断し、この判断結果を、出力
手段が出力する、ことを特徴としている。これにより、上述したように算出された現在時
刻におけるバッテリ残値に基づいて、所定の時刻までバッテリが持つか否かが自動的に算
出され、その結果が出力される。従って、ユーザを希望する時刻までバッテリが持つか否
かを当該ユーザが容易に認識することができ、さらなる利便性の向上を図ることができる
。
【００１１】
　また、バッテリ出力変化記憶手段に蓄積されたバッテリ出力変化情報に基づいて、消費
量記憶手段に記憶されている情報を修正記憶する修正手段を備えた、ことを特徴としてい
る。これにより、実際のバッテリの変化に応じて、消費量記憶手段に記憶される消費量情
報や残時間情報などが自動的に修正される。従って、バッテリの劣化などに対応してより
正確なバッテリ残値を算出することができる。
【００１２】
　また、ユーザからの操作に応じて携帯型情報処理端末にて作動させる動作パターンを設
定する動作パターン設定手段を備え、バッテリ残値算出手段は、消費量情報と、バッテリ
出力変化情報と、電圧検出手段にて検出された出力電圧値と、動作パターン設定手段にて
設定された動作パターンと、に基づいて、現在時刻におけるバッテリの予測残値を算出す
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る、ことを特徴としている。これにより、ユーザが設定した動作パターンにおいて、バッ
テリの残値を算出することができる。従って、ユーザは、現時点における動作パターン毎
のバッテリの駆動可能時間などを容易に認識することができ、例えば、目標とする時間ま
でバッテリを持たせるなどの設定を容易に行うことができる。
【００１３】
　また、本発明の他の形態であるプログラムは、
　バッテリを装備した携帯型情報処理端末に、
　バッテリの出力電圧値を検出すると共に、検出した出力電圧値の変化状況をバッテリ出
力変化情報として記憶する電圧検出手段と、
　携帯型情報処理端末にて作動中の動作パターンを検出する動作パターン検出手段と、
　予め記憶された携帯型情報処理端末にて作動可能な動作パターン毎におけるバッテリの
消費量を表す消費量情報と、記憶されたバッテリ出力変化情報と、検出した出力電圧値及
び前記動作パターンと、に基づいて、現在時刻におけるバッテリの予測残値を算出するバ
ッテリ残値算出手段と、
　バッテリ残値算出手段による算出結果を出力する出力手段と、
を実現させる、ことを特徴としている。
【００１４】
　そして、バッテリの予測残値は、当該バッテリの残容量、及び／あるいは、当該バッテ
リによる携帯型情報処理端末の駆動可能残時間である。また、バッテリ残値算出手段は、
算出された駆動可能残時間に基づいてバッテリによる携帯型情報処理端末の駆動が予め設
定された目標時刻まで継続可能か否かを判断し、この判断結果を、出力手段が出力する、
ことを特徴としている。
【００１５】
　また、上記プログラムは、携帯型情報処理端末に、蓄積されたバッテリ出力変化情報に
基づいて当該携帯型情報処理端末に記憶されている情報を修正記憶する修正手段を実現さ
せる、ことを特徴としている。さらに、携帯型情報処理端末に、ユーザからの操作に応じ
て携帯型情報処理端末にて作動させる動作パターンを設定する動作パターン設定手段を実
現させると共に、バッテリ残値算出手段は、消費量情報と、バッテリ出力変化情報と、電
圧検出手段にて検出された出力電圧値と、動作パターン設定手段にて設定された動作パタ
ーンと、に基づいて、現在時刻におけるバッテリの予測残値を算出する、ことを特徴とし
ている。
【００１６】
　また、本発明の他の形態であるバッテリを装備した携帯型情報処理端末によるバッテリ
管理方法は、
　バッテリの出力電圧値を検出すると共に、検出した出力電圧値の変化状況をバッテリ出
力変化情報として記憶する電圧検出工程と、
　この電圧検出工程に前後して、携帯型情報処理端末にて作動中の動作パターンを検出す
る動作パターン検出工程と、
　予め記憶された携帯型情報処理端末にて作動可能な動作パターン毎におけるバッテリの
消費量を表す消費量情報と、記憶されたバッテリ出力変化情報と、検出した出力電圧値及
び動作パターンと、に基づいて、現在時刻におけるバッテリの予測残値を算出するバッテ
リ残値算出工程と、
　バッテリ残値算出工程による算出結果を出力する出力工程と、
を有することを特徴としている。
【００１７】
　そして、上記バッテリの予測残値は、当該バッテリの残容量、及び／あるいは、当該バ
ッテリによる携帯型情報処理端末の駆動可能残時間である。また、バッテリ残値算出工程
は、算出された駆動可能残時間に基づいてバッテリによる携帯型情報処理端末の駆動が予
め設定された目標時刻まで継続可能か否かを判断し、この判断結果を、出力工程にて出力
する、ことを特徴としている。
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【００１８】
　また、上記バッテリ管理方法は、電圧検出工程にて蓄積されたバッテリ出力変化情報に
基づいて当該携帯型情報処理端末に記憶されている情報を修正記憶する修正工程を有する
、ことを特徴としている。さらに、ユーザからの操作に応じて携帯型情報処理端末にて作
動させる動作パターンを設定する動作パターン設定工程を有し、バッテリ残値算出工程は
、消費量情報と、バッテリ出力変化情報と、電圧検出工程にて検出された出力電圧値と、
動作パターン設定工程にて設定された動作パターンと、に基づいて、現在時刻におけるバ
ッテリの予測残値を算出する、ことを特徴としている。
【００１９】
　上記構成のプログラムや方法の発明であっても、上述した携帯型情報処理端末と同様に
作用するため、上記本発明の目的を達成することができる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明は、以上のように構成され機能するので、これによると、携帯型情報処理端末の
現時点におけるバッテリの残値をより高精度に予測して算出することができ、ユーザはバ
ッテリ切れをより正確に認識することができるため、不意なバッテリ切れを避けることが
でき、利便性の向上を図ることができる、という従来にない優れた効果を有する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　本発明の携帯型情報処理端末は、現時点におけるバッテリの残値をより正確に算出する
構成を有することに特徴を有する。以下、実施例にて、その詳細な構成及び動作を説明す
る。なお、実施例では、携帯型情報処理端末の一例として携帯電話機を挙げて説明するが
、ＰＤＡやノートパソコン、電子辞書、ポータブルオーディオプレーヤーなど、いかなる
情報処理端末であってもよい。
【実施例１】
【００２２】
　本発明の第１の実施例を、図１乃至図１０を参照して説明する。図１乃至図３は、携帯
電話機の構成を示す図であり、図４乃至図５は、記憶されているデータを示す図である。
図６乃至図７は、携帯電話機の画面の表示例を示す図であり、図８乃至図１０は、携帯電
話機の動作を示す図である。
【００２３】
　［構成］
　本実施例における携帯電話機１は、図１の外観図に示すように、表示部であるメインＬ
ＣＤ画面１１と、操作部であるキーボード１２と、マイク１３と、スピーカ１４と、を備
えている。また、図２のブロック図に示すように、携帯電話機１は、その内部には、携帯
電話機１自体の動作を制御するＣＰＵである制御部２と、所定の情報を記憶するフラッシ
ュメモリである記憶部３と、を備えている。以下、特に、制御部２及び記憶部３について
説明する。
【００２４】
　図２に示すように、制御部２には、所定のプログラムが組み込まれることにより、マイ
ク１３から入力される音声やスピーカ１４から出力する音声を処理する音声処理部２１と
、キーボード１２にて入力されたキーを判別するキーコード認識部２２と、メインＬＣＤ
画面の表示状態を制御する画面制御部２３と、が構築されている。そして、画面制御部２
３には、バッテリの状態を管理するバッテリ管理処理部２４が構築されている。また、記
憶部３には、バッテリデータ記憶部３１が形成されている。
【００２５】
　そして、図３に示すように、バッテリ管理処理部２４には、さらに、制御部２１に組み
込まれたプログラムによって、管理設定処理部２４１と、バッテリ電圧読取処理部２４２
と、動作パターン検出処理部２４３と、バッテリ残値算出処理部２４４と、が構築されて
いる。これら各処理部２４１～２４４は、必要に応じて処理内容をメインＬＣＤ画面１１
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に表示する機能を備えている。また、バッテリデータ記憶部３１には、設定記憶部３１１
と、バッテリ出力変化記憶部３１２と、バッテリ消費量記憶部３１３と、が形成されてい
る。以下、各処理部２４１～２４４、及び、各記憶部３１１～３１３について、さらに詳
述する。
【００２６】
　まず、管理設定処理部２４１は、キーボード１２からユーザにて入力された情報に基づ
いて、バッテリ管理に関する各種設定を行い、設定情報を設定記憶部３１１に記憶する機
能を有する。例えば、図７（ｂ）のバッテリ設定画面に示すように、バッテリ管理機能を
有効／無効にする設定や、バッテリの劣化によるデフォルトデータとの差分を補正する補
正モードを有効／無効にする設定を行う機能を有する。また、管理設定処理部２４１は、
図７（ｂ）のバッテリ設定画面に示すように、バッテリ管理機能を有効にしたときに、ユ
ーザが希望する携帯電話機１のバッテリが持続する目標日時（目標時刻）の入力を受け付
けて、当該目標日時情報を設定記憶部３１１（目標時刻記憶手段）に記憶する機能を有す
る。さらに、管理設定処理部２４１は、図６のバッテリ情報警告画面や図７（ｃ）のバッ
テリ情報画面に示すように、ユーザから携帯電話機１にて作動させる予定の動作パターン
のパターン番号の入力を受け付けて、当該動作パターンにてバッテリの残値を算出するよ
う設定を行う機能を有する（動作パターン設定手段）。
【００２７】
　ここで、バッテリ消費量記憶部３１３（バッテリ消費量記憶手段）は、図４に示すよう
に、携帯電話機１が作動可能な全機能、つまり、動作パターンに対して、各動作パターン
作動時のバッテリ消費量を表す消費量情報が記憶されている。この消費量情報は、例えば
、予め実験により測定された値や理論演算によって算出された値、さらには、後述するよ
うに、これまでのバッテリ残値の算出結果に基づいて修正記録された値である。例えば、
図４には、携帯電話機にて作動可能な動作パターンであるメイン機能（例えば、待ち受け
やカメラや音楽再生機能等）が８種類存在し、また、同様に動作パターンであるサブ機能
（バックライト設定のように各メイン機能共通に設定できる機能）が複数種類存在してい
る場合を示している。具体的には、メイン機能である動作パターンをＰ１からＰ８パター
ンにバッテリ消費量により分類し、バッテリ充電完了時のバッテリ電圧ＢＴ１０からバッ
テリがなくなるＢＴ０まで０．１Ｖ単位（一定電圧毎）に分割し、各電圧の各動作パター
ンにおけるバッテリ消費量を登録している。なお、分割した電圧は、メモリや読み込み精
度により、可能な限り細かくしてもよく、逆に、分割幅を広くしてもよい。同様に、サブ
機能としてＰ１００からＰ１０５等にバッテリ消費量単位に分類し登録している。また、
図４中の最大消費量は、バッテリの最大容量を表している。なお、各動作パターンの残容
量情報は、後述するように、バッテリ残値の算出結果に基づいて修正記録されうる。
【００２８】
　また、バッテリ消費量記憶部３１３のバッテリ残時間欄には、上述した動作パターン毎
に、各出力電圧値における携帯電話機１の残り駆動時間を表す残時間情報が記憶されてい
る。例えば、動作パターンＰ１にてバッテリ出力電圧がＢＴ７（４．１Ｖ）である場合に
は、残り１６０時間の駆動が可能であると記憶されている。但し、このバッテリ残時間は
、現在のバッテリ残容量と、動作パターン及び当該動作パターンにおける消費量が判れば
算出可能な情報である。なお、この残時間情報も、後述するように、これまでのバッテリ
残値の算出結果に基づいて修正記録されうる。
【００２９】
　次に、バッテリ電圧読取処理部２４２（電圧検出手段）は、現在のバッテリの出力電圧
値を検出する。また、動作パターン検出処理部２４３（動作パターン検出手段）は、携帯
電話機１にて作動中の動作パターン、つまり、上述したメイン機能やサブ機能のうちどの
機能が作動しているか、を検出する。そして、上記バッテリ電圧読取処理部２４２と動作
パターン検出処理部２４３は、検出した動作パターン（複数の場合は動作パターンの組み
合わせ）や、一定の電圧間隔毎に作動した日時データを、バッテリ出力変化情報としてバ
ッテリ出力変化記憶部３１２（バッテリ出力変化記憶手段）に記憶する。ここで、バッテ
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リ出力変化記憶部３１２の内に記憶されるバッテリ出力変化情報の一例を図５に示す。こ
の図に示すように、充電完了からバッテリ断までを１サイクルとして、動作パターンやそ
の消費量、各出力電圧値に変化したときの日時情報など、バッテリの変化状況が記憶され
る。具体的には、充電完了した８月１日１２時３０分より動作パターンＰ５＋Ｐ１００＋
Ｐ１０２で２時間動作し、次にＰ６＋Ｐ１０３で１時間、Ｐ２＋Ｐ１０２＋Ｐ１０２で１
時間、そして、Ｐ７＋Ｐ１００＋Ｐ１０７で３．７時間、連続で使用した結果、バッテリ
がなくなったことを示す。そして、各バッテリ電圧毎に対応して記載されている時刻は、
そのバッテリ電圧になった時刻を記憶したものである。また、消費量欄は、図４に示すバ
ッテリ消費量情報より作動している各動作パターンのバッテリ消費量を合計したものであ
り、動作機能欄は実際に動作した機能を読み出した結果をメモリしたものである。なお、
このバッテリ変化情報は、次回の充電時には、既存データを履歴として格納し、後述する
ように、同一動作パターンの比較データとして使用したり、バッテリ劣化等による動作時
間短縮分を算出し、以降の残時間算出時に補正に利用する。
【００３０】
　次に、バッテリ残値算出処理部２４４（バッテリ残値算出手段、出力手段）は、現在時
刻におけるバッテリの残りの予測値（予測残値）、つまり、バッテリの残容量や、残駆動
可能時間（残時間）を算出し、メインＬＣＤ画面１１に出力する機能を有する。なお、算
出結果の出力は、メインＬＣＤ画面１１に限定されず、サブ画面でもよく、あるいは、音
やランプ点灯などによる出力であってもよい。
【００３１】
　具体的に、バッテリ残値算出処理部２４４は、読み出した現在時刻におけるバッテリ出
力電圧値と、動作パターンと、当該バッテリ出力電圧値及び動作パターンに対応するバッ
テリ消費量記憶部３１３に記憶された消費量情報及びバッテリ出力変化記憶部３１２に記
憶されたバッテリ出力変化情報と、に基づいて、バッテリ残容量とバッテリ残時間を算出
する。その算出例を図７（ａ）に示すバッテリ情報画面を参照して説明する。なお、図７
（ａ）は、図６（ａ）に示す機能画面からＭＥＮＵキーを長押しすることにより、かかる
画面へと遷移する。このとき、上述したように現時点におけるバッテリの出力電圧値や携
帯電話機１にて作動中の動作パターンが検出され、バッテリ残容量とバッテリ残時間が算
出される。なお、ここでは、現在の時刻が１８：００であり、現在のバッテリの出力電圧
値が３．８Ｖであり、さらに、作動中の動作パターンが、Ｐ７，Ｐ１００，Ｐ１０７であ
ることとする。
【００３２】
　まず、図７（ａ）の最上行の「バッテリ情報」は画面のタイトルであり、その下にバッ
テリの詳細情報を表示するものである。１行目の「Battery　partial」は、現在表示中の
バッテリアイコンとアイコンの説明であり、２行目の「残容量」が、現在時刻における算
出されたバッテリの残容量である。その算出方法としては、まず、例えば、携帯電話機１
が動作するバッテリ電圧範囲が４．３Ｖから３．３Ｖの１．０Ｖの場合、現在検出された
電圧が３．８Ｖである場合に、（４．３Ｖ－３．８Ｖ）／１．０Ｖ×１００＝５０％、と
算出する。続いて、図５のバッテリ出力変化情報より、３．８Ｖになった時間が１７時４
６分であることから、現在の時刻である１８：００まで１４分間経過したことを検出する
。そして、この１４分間に作動した動作パターンＰ７＋Ｐ１００＋Ｐ１０７の１時間あた
りのバッテリ消費量が２０３であることから、１４／６０×２０３＝４７を算出する。つ
まり、この算出された４７という値は、現在の出力電圧値３．８Ｖになったときから、現
在時刻までに消費されたバッテリ消費量を表している。以上から、図４に示す最大容量１
０００に対し、０．１Ｖあたりのバッテリ消費量１００より、残容量３．８Ｖの５０％か
ら３．７Ｖの４０％に向けて１０％のバッテリ消費の中で、４７／１００×１００＝４７
％が消費したことを算出し、残容量（５０―（４７／１０））＝４５．３％を算出するこ
とができる。この値が現時点でのバッテリの残容量の割合であり、図７（ａ）の２行目に
示すように表示される。なお、３行目の「有効日時」は、複数存在するアイコンの中で現
在表示している「Battery　partial」が表示した時刻１７時１６分を表示するものである
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。
【００３３】
　また、４行目の「残時間」は、上述したように算出したバッテリ残容量から残時間を算
出した結果を表示している。例えば、バッテリ残容量は上述したように４５．３％である
と算出されているため、最大消費量１０００×４５．３％＝４５３という容量を、作動中
の動作パターンの消費量で除算して、４５３／２０３＝２．２時間が残時間として得られ
る。なお、残時間は、現状動作中の動作パターンと、図４に示す各動作パターンに対応す
るバッテリ残時間情報とに基づいて、最も近いバッテリ消費量と動作パターンから残時間
を算出してもよい。また、５行目の「動作パターン」は、上述したように検出された現状
動作中の機能を表示している。
【００３４】
　また、バッテリ残値算出処理部２４４は、図７（ａ）に示すバッテリ情報画面において
、動作パターン欄にカーソルを合わせて左右キーを押すことにより各パターンにカーソル
を移動し、別の動作パターン番号に変更したり、削除したり編集することができる。そし
て、図７（ｂ）の現在の動作パターンであるＰ７＋Ｐ１００＋Ｐ１０４から、図７（ｃ）
に示すように動作パターンＰ１に変更した場合に、この変更設定された動作パターンと、
現在の出力電圧値と、記憶されている消費量情報やバッテリ出力変化情報と、に基づいて
、上述同様に、バッテリ残値であるバッテリ容量や残時間を算出する。すると、図７（ｃ
）の例では、上記算出された残時間である２．２Ｈから９４Ｈに延びることがわかり、ユ
ーザは実際に動作させることなく、現在のバッテリ残量と携帯電話機１に登録されている
動作パターンをいろいろ組み合わせ設定し、各動作パターンにおける残時間を知ることが
できる。なお、動作パターンは、必ずメイン機能を入力し、設定されたメイン機能に対し
、設定可能なサブ機能のみ表示、選択できるようにしたものである。本機能により、ユー
ザは携帯端末が有する登録された動作パターンを任意に組み合わせ設定することにより、
残時間の最大あるいは最小になる機能を動作させることなく知ることができるので、例え
ば音楽再生機能で音楽を継続して聴いても帰宅するまでバッテリが持つか、あるいは現状
使用中の動作パターンの中で、メイン機能はそのまま使用し、サブ機能のみ変更すること
によりバッテリが持つか等、容易に知ることができる。
【００３５】
　また、バッテリ残値算出処理部２４４は、上述したようなバッテリ残容量及び残時間の
算出を一定の時間間隔毎に常時実行し、算出した残時間に基づいて、ユーザが設定した目
標時刻までバッテリ駆動が可能な否かを判断し、その判断結果を出力する機能を有する。
そして、目標日時までバッテリが持たないと判断されると、例えば、図６（ｂ）のような
バッテリ情報警告画面が表示される。そして、このバッテリ情報警告画面においては、ユ
ーザは、携帯電話機１にて作動させる機能である動作パターンを変更して設定することが
できる。例えば、図６（ｂ）のカーソル箇所に示すように、動作パターンＰ７からＰ１に
変更することで、実際に作動する動作パターンは変更されないが、仮に動作パターンＰ１
を作動させたときのバッテリ残時間が算出される。つまり、上述同様に、ここで設定され
た動作パターンと、現在の出力電圧値と、記憶されている消費量情報やバッテリ出力変化
情報と、に基づいて、バッテリ残値であるバッテリ容量や残時間が算出される。
【００３６】
　また、バッテリ残値算出処理部２４４は、上述した設定処理部２４１にて図７（ｂ）に
示すように「補正モード」を有効設定した場合に、実際にバッテリ出力変化記憶部３１２
に蓄積されたバッテリの状況を表す図５に示すバッテリ出力変化情報に基づいて、バッテ
リ消費量記憶部３１３に記憶された図４に示す消費量情報等を修正記憶する機能を有する
（修正手段）。つまり、設定された同一の動作パターンにおいてデフォルトで登録されて
いる消費量情報や残時間情報などのデータと、実測したデータとの差分をチェックし、差
分があればデフォルトデータである図４に示すデータを補正する機能を有する。具体的に
は、Ｐ８の動作パターンでＢＴ５からＢＴ４までの消費時間がデフォルトで０．２Ｈであ
るのに対し、実測が０．１５Ｈであった場合、以降の算出したバッテリ残時間を０．１５
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／０．２＝０．７５倍にデフォルトデータを補正することで、バッテリの劣化に対応して
補正することができる。
【００３７】
　［動作］
　次に、上記構成の携帯電話機１の動作を、図８乃至図１０のフローチャートを参照して
説明する。まず、携帯電話機１は、各画面処理（ステップＳ１）において、例えば、図７
（ｂ）に示すバッテリ設定画面で設定されたバッテリ管理機能が有効か否かをチェックす
る（ステップＳ２）。そして、無効の場合には（ステップＳ２でＮｏ）、既存のバッテリ
電圧を定期に読み出し、バッテリの残容量状況を表す該当のアイコンを画面上に表示する
バッテリ電圧定期処理を実行する（ステップＳ３）。一方、有効の場合（ステップＳ２で
Ｙｅｓ）、バッテリ電圧を読み込むと共に（電圧検出工程）、動作パターンを抽出し（動
作パターン検出工程）、図５に示すバッテリ出力変化情報を作成すると共に、バッテリの
残値を算出するバッテリ管理処理へ遷移する（ステップＳ４、バッテリ残値算出工程、出
力工程）。ここで、バッテリ管理処理の詳細な動作について、図９及び図１０を参照して
説明する。
【００３８】
　図９は、バッテリ管理処理（ステップＳ４）の詳細を示すフローチャートである。まず
、バッテリ電圧処理では（ステップＳ２０、電圧検出工程）では、現在のバッテリ電圧読
み込み処理と、図５に示すように各電圧に達した時刻をメモリする。続いて、動作パター
ン検出処理（ステップＳ２１、動作パターン検出工程）では、動作中のメイン機能とサブ
機能を抽出し、図５に示すようにメモリする。ここで、この動作パターン検出処理（ステ
ップＳ２１）のさらなる詳細な動作を、図１０のフローチャートに示す。まず、動作中の
メイン機能を抽出し、図４のメイン動作パターンＰ１からＰ８の中から該当機能を抽出す
るメインパターン処理を実行する（ステップＳ３０）。同様にサブ機能として有効な機能
を抽出し、サブパターンをＰ１００からＰ１０５から抽出するサブパターン処理を実行す
る（ステップＳ３１）。そして、抽出した動作パターンと、図４より組み合わせのバッテ
リ消費量を算出し、現在時刻と図５のデータより、残時間を算出する残時間処理（ステッ
プＳ３２（ステップＳ２２））を実行し、処理を終了する（ステップＳ３３）。
【００３９】
　続いて、図９のステップＳ２２に示すバッテリ残時間処理（バッテリ残値算出工程）に
戻って説明する。バッテリ残時間処理（ステップＳ２２）では、バッテリ電圧処理（ステ
ップＳ２０）と動作パターン検出処理（ステップＳ２１）にて検出した出力電圧値と動作
パターンに基づいて、上述したように残容量と残時間を算出し、抽出した動作パターンと
合わせて図７（ａ）に示すようなバッテリ情報表示画面に表示する（出力工程）。このと
き、後述する図７（ｂ）に示すバッテリ設定画面にてバッテリを持たせたい目標日時が現
在時刻以降設定されているかをチェックし（ステップＳ２３）、設定されている場合には
（ステップＳ２３でＹｅｓ）、かかる目標日時までバッテリが待つか否かを調べる（ステ
ップＳ２４）。算出した残時間からバッテリが目標日時まで持つ場合には（ステップＳ２
４でＹｅｓ）、各画面処理へ戻る（ステップＳ１）。一方、バッテリが目標日時まで持た
ない場合には（ステップＳ２４でＮｏ）、図６（ｂ）に示すバッテリ情報警告画面を表示
するバッテリ情報警告画面処理へ遷移する（ステップＳ２５）。その後、Ｂａｃｋキーが
押されるなど、バッテリ情報警告画面を終了するか否かをチェックし（ステップＳ２６）
、終了の場合、バッテリ管理終了処理へ遷移する（ステップＳ２７）。なお、このバッテ
リ情報警告画面にて、動作パターンの修正設定が行われた場合には（動作パターン設定工
程）、変更された動作パターンに基づいて残時間を算出し（バッテリ残値算出工程）、こ
の新たに算出された残時間を表示する（出力工程）。
【００４０】
　次に、図８のステップＳ５に戻って説明する。ここでは、図６（ａ）に示す機能画面に
おいて、バッテリ管理処理（ステップＳ４）の結果を表示するバッテリ情報表示画面（図
７（ａ））へ遷移させるために、ＭＥＮＵキーが長押しされたかチェックする（ステップ



(12) JP 4650405 B2 2011.3.16

10

20

30

40

50

Ｓ５）。そして、ＭＥＮＵキーが長押しされた場合には（ステップＳ５でＹｅｓ）、図７
（ａ）に示すバッテリ情報画面を表示するバッテリ情報表示処理へ遷移する（ステップＳ
６）。このバッテリ情報表示処理では、先ず、現在表示しているバッテリアイコンやアイ
コン説明並びにバッテリアイコン表示が有効になった時刻を図５のバッテリ出力変化情報
から読み出し、有効日時に表示する。また、バッテリ情報表示処理では（ステップＳ８）
、上述したバッテリ管理処理（ステップＳ４）にて算出された残容量や残時間並びに動作
パターンを表示する（出力工程）。
【００４１】
　その後、バッテリ情報表示を終了するか否かをチェックし（ステップＳ９）、終了でな
ければ（ステップＳ９でＮｏ）、バッテリ設定が選択されたか否かをチェックする（ステ
ップＳ１０）。そして、ＭＥＮＵキーが押されるなどバッテリ設定が選択された場合には
（ステップＳ１０でＹｅｓ）、図７（ｂ）に示すバッテリ設定画面を表示してバッテリ設
定処理へ遷移する（ステップＳ１１）。このバッテリ設定画面では、上述したように、バ
ッテリ管理機能の有効／無効の設定及び目標日時の設定と、バッテリの劣化によるデフォ
ルトデータとの差分を補正する補正モードの有効／無効の設定を行うことができる。この
とき、特に補正が必要な動作パターンを設定することもできる。
【００４２】
　その後、バッテリ設定が終了か否かをチェックし（ステップＳ１２）、Ｂａｃｋキーが
押されるなど終了であれば（ステップＳ１２でＹｅｓ）、バッテリ情報表示処理へ戻る（
ステップＳ６）。一方、図７（ａ）に示すバッテリ情報画面で、動作パターン編集処理か
否かをチェックし（ステップＳ１３）、動作パターンが書き換えられるよう選択された場
合には（ステップＳ１３でＹｅｓ）、図７（ｃ）に示すバッテリ情報表示画面の動作パタ
ーン編集処理へ遷移する（ステップＳ１４）。ここで、動作パターンの修正設定が行われ
た場合には（動作パターン設定工程）、変更された動作パターンに基づいて残時間を算出
し（バッテリ残値算出工程）、この新たに算出された残時間を表示する（出力工程）。そ
の後、動作パターン編集処理が終了の場合（ステップＳ１５でＹｅｓ）、バッテリ情報表
示処理へ遷移する（ステップＳ６）。
【００４３】
　なお、ステップＳ１１にてバッテリ設定を行い、補正モードを有効にした場合には、図
５に示すようにバッテリ出力変化情報が蓄積された後の任意のタイミング、例えば、次回
の充電時に、上記バッテリ出力変化情報を別のエリアに履歴として格納し、設定された同
一動作パターンの比較データとして使用したり、バッテリ劣化等による動作時間短縮分を
算出し、図４の消費量情報等を修正し（修正工程）、以降の残容量や残時間の算出時に利
用する。例えば、所定の動作パターンの所定の電圧値におけるデフォルトで登録した消費
量情報や残時間情報と、実測したデータとの差分をチェックし、差分があれば、かかる差
分に応じてデフォルトデータ（図４に示す消費量情報等）を補正する。これにより、バッ
テリの劣化などに対応して、後のバッテリ管理処理時にはより正確な残時間等を算出する
ことができる。なお、差分が大きい場合には、バッテリが劣化した旨を、ユーザに通知す
るよう表示出力してもよい。
【００４４】
　以上のように、本実施例における携帯電話機によると、現在のバッテリの出力電圧値と
、作動している動作パターンとを検出し、これらの情報と、予め記憶されているバッテリ
の消費量情報、さらには、記憶された出力電圧値の時系列変化情報に基づいて、バッテリ
の残容量や駆動可能な残時間を算出して、出力することができる。具体的には、バッテリ
の出力電圧値が現在の値になった時刻を読み出し、この時刻から現在時刻までに、作動し
ている動作パターンにて消費された容量を算出することで、より正確なバッテリの残容量
を算出することができる。従って、携帯電話機のバッテリ残値をより高精度に予測するこ
とができ、ユーザはバッテリ切れをより正確に認識することができる。その結果、不意な
バッテリ切れを避けることができ、ユーザにとって利便性が向上しうる。
【００４５】
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　また、所定の時刻までバッテリが持つか否かが自動的に算出され、その結果が出力され
るため、ユーザを希望する時刻までバッテリが持つか否かを当該ユーザが容易に認識する
ことができ、さらなる利便性の向上を図ることができる。
【００４６】
　さらに、実際のバッテリの劣化等による変化に応じて、登録されている消費量情報や残
時間情報などが自動的に修正されるため、バッテリの劣化などに対応してより正確なバッ
テリ残値を算出することができる。また、ユーザにバッテリの劣化を通知することもでき
、バッテリの交換を促すことができる。
【００４７】
　また、ユーザは、任意に動作パターンを設定してバッテリの残値を算出することができ
るため、様々な状況におけるバッテリの持続時間を知ることができる。例えば、目標とす
る時間までバッテリを持たせるなどの設定を容易に行うことができ、さらなる利便性の向
上を図ることができる。
【産業上の利用可能性】
【００４８】
　本発明は、携帯電話機、ＰＨＳ（Personal Handyphone System）、ＰＤＡ（Personal D
ata Assistance，Personal Digital Assistants：個人向け携帯型情報通信機器）等の携
帯型情報処理端末に利用することができ、産業上の利用可能性を有する。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】携帯電話機の外観を示す図である。
【図２】携帯電話機の構成を示すブロック図である。
【図３】図２に開示したバッテリ管理処理部とバッテリデータ記憶部３１の構成を示す機
能ブロック図である。
【図４】図３に開示したバッテリ消費量記憶部内のデータの一例を示す図である。
【図５】図３に開示したバッテリ出力変化記憶部内のデータの一例を示す図である。
【図６】携帯電話機に表示される画面例を示す図である。
【図７】携帯電話機に表示される画面例を示す図である。
【図８】携帯電話機の動作を示すフローチャートである。
【図９】図８に示すバッテリ管理処理の詳細な動作を示すフローチャートである。
【図１０】図９に示す動作パターン検出処理の詳細な動作を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００５０】
１　携帯電話機
２　制御部
３　記憶部
１１　メインＬＣＤ画面
１２　キーボード
１３　マイク
１４　スピーカ
２１　音声処理部
２２　キーコード認識部
２３　画面制御部
２４　バッテリ管理処理部
３１　バッテリデータ記憶部
２４１　管理設定処理部
２４２　バッテリ電圧読取処理部
２４３　動作パターン検出処理部
２４４　バッテリ残値算出処理部
３１１　設定記憶部
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３１２　バッテリ出力変化記憶部
３１３　バッテリ消費量記憶部
 

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(16) JP 4650405 B2 2011.3.16

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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