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(57)【要約】
バッテリ、バッテリから取り出された電力を用いて１以
上の機能を実行する機能回路構成、および１以上の機能
から実行されるように指定された機能に関する機能回路
構成の要求電力を算定する電力算定回路を含む電子機器
が提供される。電子機器はさらに、バッテリから取得で
きる電力を測定するバッテリ・モニタ回路および電力算
定回路とバッテリ・モニタ回路とに結合して動作するバ
ッテリ・アドバイザ回路を含む。バッテリ・アドバイザ
回路は、機能回路構成が指定された機能を実行するため
にバッテリから取得できる電力が十分であるか否かを示
す忠告を提供する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子機器であって、
　バッテリと、
　前記バッテリから取り出された電力を用いて１以上の機能を実行する機能回路構成と、
　前記１以上の機能の中から実行されることを指定された機能に関して前記機能回路構成
の要求電力を算定する電力算定回路と、
　前記バッテリから取得できる電力を測定するバッテリ・モニタ回路と、
　前記電力算定回路と前記バッテリ・モニタ回路とに結合して動作し、前記バッテリから
取得できる前記電力が前記機能回路構成が前記指定された機能を実行するために十分であ
るか否かを示す忠告を提供するバッテリ・アドバイザ回路と
を備える電子機器。
【請求項２】
　前記電力算定回路は、前記指定された機能について事前に規定された継続時間の関数と
して該指定された機能の前記要求電力を算定することを特徴とする請求項１に記載の電子
機器。
【請求項３】
　前記継続時間は推定されることを特徴とする請求項１に記載の電子機器。
【請求項４】
　前記継続時間は、前記指定された機能に対して同一又は類似の機能の過去の継続時間の
評価に基づいて推定されることを特徴とする請求項３に記載の電子機器。
【請求項５】
　前記評価は、前記同一又は類似の機能の前記過去の継続時間の平均を含むことを特徴と
する請求項４に記載の電子機器。
【請求項６】
　前記電力算定回路は、前記指定された機能の前記要求電力を、該指定された機能に関す
る事前に規定された電力消費特性の関数として算定することを特徴とする請求項１に記載
の電子機器。
【請求項７】
　前記事前に規定された電力消費特性は、推定された電力消費率を含むことを特徴とする
請求項６に記載の電子機器。
【請求項８】
　前記推定された電力消費率は、前記指定された機能に対して同一又は類似の機能の過去
の電力消費率の評価に基づいて推定されることを特徴とする請求項７に記載の電子機器。
【請求項９】
　前記評価は、前記同一又は類似の機能の前記過去の電力消費率の平均を含むことを特徴
とする請求項８に記載の電子機器。
【請求項１０】
　前記事前に規定された電力消費特性は推定された消費電力を含むことを特徴とする請求
項６に記載の電子機器。
【請求項１１】
　前記推定された消費電力は、前記指定された機能に対して同一又は類似の機能の過去の
消費電力の評価に基づいて推定されることを特徴とする請求項１０に記載の電子機器。
【請求項１２】
　前記評価は前記同一又は類似の機能の前記過去の消費電力の平均を含むことを特徴とす
る請求項１１に記載の電子機器。
【請求項１３】
　前記１以上の機能に対して継続時間の情報と電力消費特性の情報との少なくとも一つを
記憶するメモリをさらに備える請求項１３に記載の電子機器。
【請求項１４】
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　前記指定された機能は映像ファイルの再生を含むことを特徴とする請求項１に記載の電
子機器。
【請求項１５】
　前記映像ファイルはストリーミング映像ファイルを含むことを特徴とする請求項１４に
記載の電子機器。
【請求項１６】
　前記電力算定回路は、前記映像ファイルに提供される継続時間に基づいて、該映像ファ
イルの再生に関して前記機能回路構成の前記要求電力を算定することを特徴とする請求項
１４に記載の電子機器。
【請求項１７】
　前記電力算定回路は、映像ファイルの再生の際の前記機能回路構成に関連する事前に規
定された電力消費率の情報にさらに基づいて、該映像ファイルの再生に関して前記機能回
路構成の前記要求電力を算定することを特徴とする請求項１６に記載の電子機器。
【請求項１８】
　前記指定された機能は音声ファイルの再生を含むことを特徴とする請求項１に記載の電
子機器。
【請求項１９】
　前記指定された機能は映像のキャプチャを含むことを特徴とする請求項１に記載の電子
機器。
【請求項２０】
　前記指定された機能はゲーム・プレイの提供を含むことを特徴とする請求項１に記載の
電子機器。
【請求項２１】
　前記電子機器は移動体電話であることを特徴とする請求項１に記載の電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般に電子機器に関し、より詳しくは種々の機能を実行できるバッテリ動作の
電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯用電子装置のような種々の種類の電子機器が数十年間で一般的に人気になってきて
いて、さらに人気は増加し続けている。通信分野において、デジタル電話、移動体電話、
ページャ、コミュニケータ、電子オーガナイザ、携帯情報端末（ＰＤＡ）、スマートフォ
ン等のような電子機器の進歩は、一見したところすべての人が１以上の異なる装置を所有
することを可能とする。
【０００３】
　多くの種類の電子機器、特に携帯用電子装置は、バッテリ電力で動作する。このような
バッテリ動作の電子装置は、当初は満容量に充電されているであろう交換可能および／ま
たは再充電可能なバッテリを含む。しかしながら、電子機器の使用の結果として、および
／または、不使用の際の漏洩電流によって、バッテリは充電を失う傾向にある。したがっ
て、電子機器の継続した使用を楽しむために、ユーザはしばしばバッテリの交換または再
充電をする。
【０００４】
　バッテリ電力の喪失により電子機器のユーザが著しく不便になることを回避するために
、従来からいくつかの種類のバッテリ・レベル・インジケータが電子機器に提供されてい
る。例えば、一般的に、ディスプレイに表示されるバッテリ・レベル・インジケータを移
動体電話は含む。強度（すなわち、充電のレベル）は一般的に対応する本数の「バー」に
よって表される。ディスプレイが表示するバーの本数が多いほど、バッテリの強度は強い
。このようなバッテリ・レベル・インジケータは、バッテリに残っているおおよその充電
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量（例えば、バッテリが満充電であるか、満充電の半分であるか、満充電の４分の１であ
るかどうかなど）を示すのに有用である。しかしながら、残りのバッテリ充電（ｒｅｍａ
ｉｎｉｎｇ　ｂａｔｔｅｒｙ　ｃｈａｒｇｅ）に基づいた、電子機器の動作時間がどれく
らい残っているかに対する案内をバッテリ・レベル・インジケータはほとんど提供しない
。ユーザは過去の経験に基づいて、ユーザの頭で残りの動作時間を概算する必要がある。
【０００５】
　携帯用コンピュータはしばしばより高度なバッテリ・レベル・インジケータを含む。残
っているバッテリ充電の相対的な比率（例えば、バーの本数）の表示に加えて、多くの携
帯用コンピュータは残りのバッテリ充電に基づいたコンピュータの残りの動作時間の表示
も提供する。残りの動作時間の表示はバッテリ充電レベル単体よりも有用であるが、この
ようなバッテリ・レベル・インジケータにも問題が残っている。例えば、残りの動作時間
はコンピュータによって取り出される電流量に大きく依存する。コンピュータによって取
り出される電流量は、コンピュータが実行を要求される特定の機能に大きく依存する。例
えば、急激なグラフィックの変化、大量の演算、ハード・ドライブへのコンテンツ・アク
セス等を要求する機能は、単純な文書処理に比べて相当多くの電流を取り出す。したがっ
て、コンピュータのバッテリ・レベル・インジケータによって表示される残りの動作時間
は、コンピュータに実行される特定の機能に依存して変化する。
【０００６】
　このような従来のバッテリ・レベル・インジケータの表示は、新規機能が実行されるま
で、ユーザが残りの動作時間を知り得ない点で不都合となり得る。さらに、機能を完了す
るために残りの動作時間が十分であるかはユーザにとって必ずしも知る必要はないだろう
。例えば、ユーザは有料サービスを介してストリームキャスト映像（ｓｔｒｅａｍｃａｓ
ｔ　ｖｉｄｅｏ）を受信し視聴するために、移動体電話または携帯用コンピュータの使用
を望むかもしれない。ストリームキャストの開始前にバッテリ・レベル・インジケータに
表示された動作時間の残量は、移動体電話または携帯用コンピュータがストリームキャス
ト映像の再生を開始した後に大幅に変わり得る。実際に、例えば以前は３０分のストリー
ムキャストにとって十分なバッテリ電力を移動体電話または携帯用コンピュータは示して
いたにもかかわらず、ひとたびストリームキャストが開始されると１５分のストリームキ
ャストに十分なバッテリ電力しかないことを、ユーザが発見するかもしれない。したがっ
て、移動体電話または携帯用コンピュータのユーザは、ストリームキャストのために事前
に充電していたかもしれないのにもかかわらず、ストリームキャストの完了のための十分
な充電を保持していないかもしれない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　従来のバッテリ・レベル・インジケータに関連する前述の欠点を鑑みて、表示されたバ
ッテリ充電のレベルに基づいて、残りの動作時間をユーザが長く見積もるリスクを軽減ま
たは回避するバッテリ測定の技術への強い要望がある。さらに、移動体電話、携帯用コン
ピュータ、またはその他の種類の電子機器が機能（例えば、ストリームキャスト映像の視
聴）の完了前にバッテリ電力を使い果たすリスクを軽減または回避するバッテリ測定の技
術への強い要望がある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明のある形態によれば、バッテリ、前記バッテリから取り出された電力を用いて１
以上の機能を実行する機能回路構成、および前記１以上の機能の中から実行されることを
指定された機能に関して前記機能回路構成の要求電力を算定する電力算定回路を含む電子
機器が提供される。電子機器はさらに、前記バッテリから取得できる電力を測定するバッ
テリ・モニタ回路および前記電力算定回路と前記バッテリ・モニタ回路とに結合して動作
するバッテリ・アドバイザ回路を含む。バッテリ・アドバイザは、前記機能回路構成が前
記指定された機能を実行するために前記バッテリから取得できる前記電力が十分であるか
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否かを示す忠告を提供する。
【０００９】
　別の形態によれば、前記電力算定回路は、前記指定された機能について事前に規定され
た継続時間の関数として該指定された機能の前記要求電力を算定する。
【００１０】
　別の形態において、前記継続時間は推定される。
【００１１】
　さらに別の形態において、前記継続時間は、前記指定された機能に対して同一又は類似
の機能の過去の継続時間の評価に基づいて推定される。
【００１２】
　さらに別の形態によれば、前記評価は、前記同一又は類似の機能の前記過去の継続時間
の平均に基づく。
【００１３】
　さらに別の形態で、前記電力算定回路は、前記指定された機能の前記要求電力を、該指
定された機能に関する事前に規定された電力消費特性の関数として算定する。
【００１４】
　さらに別の形態によれば、前記事前に規定された電力消費特性は、推定された電力消費
率を含む。
【００１５】
　別の形態によれば、前記推定された電力消費率は、前記指定された機能に対して同一又
は類似の機能の過去の電力消費率の評価に基づいて推定される。
【００１６】
　別の形態で、前記評価は、前記同一又は類似の機能の前記過去の電力消費率の平均を含
む。
【００１７】
　別の形態において、前記事前に規定された電力消費特性は推定された消費電力を含む。
【００１８】
　別の形態によれば、前記推定された消費電力は、前記指定された機能に対して同一又は
類似の機能の過去の消費電力の評価に基づいて推定される。
【００１９】
　さらに別の形態によれば、前記評価は前記同一又は類似の機能の前記過去の消費電力の
平均を含むことを特徴とする請求項１１に記載の電子機器。
【００２０】
　さらに別の形態において、前記１以上の機能に対して継続時間情報と電力消費特性情報
との少なくとも一つを記憶するメモリをさらに備える。
【００２１】
　別の形態によれば、前記指定された機能は映像ファイルの再生を含む。
【００２２】
　別の形態において、前記映像ファイルはストリーミング映像ファイルを含む。
【００２３】
　さらに別の形態において、前記電力算定回路は、前記映像ファイルに提供される継続時
間に基づいて、該映像ファイルの再生に関して前記機能回路構成の前記要求電力を算定す
る。
【００２４】
　別の形態によれば、前記電力算定回路は、映像ファイルの再生の際の前記機能回路構成
に関連する事前に規定された電力消費率情報にさらに基づいて、該映像ファイルの再生に
関して前記機能回路構成の前記要求電力を算定する。
【００２５】
　さらに別の形態によれば、前記指定された機能は音声ファイルの再生を含む。
【００２６】
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　別の形態において、前記指定された機能は映像のキャプチャを含む。
【００２７】
　さらに別の形態で、前記指定された機能はゲーム・プレイの提供を含む。
【００２８】
　さらに別の形態によれば、前記電子機器は移動体電話である。
【００２９】
　そこで、前述のおよび関連する目的を達成するために、本発明は、以下に十分に記載さ
れ、特に請求項で指摘した機能を備える。後述の説明と添付の図面とは本発明の例示的な
実施形態を説明する。しかしながら、これらの実施形態は、本発明の原理を採用する種々
の方法のほんの数例を示すものである。本発明のその他の目的、利点、および新規な機能
は、図面と併せて考慮した場合の以下の本発明の詳細な説明から明らかになるだろう。
【００３０】
　本明細書で「備える（ｃｏｍｐｒｉｓｅ）／備えている（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」と
いう用語が使用された場合に、記載された機能、整数、ステップ、または構成要素の存在
を特定するが、１以上のその他の機能、整数、ステップ、構成要素、またはこれらの組合
せの存在または追加を除外する意図はないことが強調されるべきである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　ここで、本発明を図面を参照しつつ説明する。以下を通して、同一の参照番号が同様の
要素を参照するのに使用される。
【００３２】
　本明細書で言及される「電子機器」という用語は、携帯用電子機器やバッテリ電力で動
作され得るその他の種類の電子機器を含む。「携帯用電子機器」という用語は、携帯用コ
ンピュータ、移動体電話、ページャ、コミュニケータ、電子オーガナイザ、携帯情報端末
（ＰＤＡ）、スマートフォン、または同様なもののようなすべての携帯用電子機器を含む
。本明細書で言及する「電子機器」はまた、デジタル音楽プレーヤ（例えば、ＣＤ、ＭＰ
３、ＡＣ－３、ＷＭＡファイルなど）、映像プレーヤ（例えば、ＤＶＤ、ＭＰＥＧ、ＷＭ
Ｖファイルなど）、写真プレーヤ（例えば、ＪＰＥＧなど）のような種々の形式のメディ
ア・プレーヤを含むがこれに限定されないパーソナル電子機器を含む。本出願において、
本発明は主に移動体電話の文脈で説明される。しかしながら、本発明は移動体電話に制限
することは意図されず、任意の種類の電子機器であり得ることが理解されよう。
【００３３】
　最初に図１を参照して、本発明に係る電子機器１０が示される。本明細書で記載される
例示的な実施形態において、電子機器はバッテリ動作の移動体電話１０である。移動帯電
話１０は、「レンガ（ｂｒｉｃｋ）」または「ブロック（ｂｌｏｃｋ）」型タイプの筐体
を有するように示されるが、折り畳み型やスライド型の筐体のようなその他のタイプの筐
体が、本発明の範囲から外れることなしに利用され得ることが理解されよう。
【００３４】
　移動体電話１０はディスプレイ１４とキーパッド１６とを含む。従来どおり、ディスプ
レイ１４は、動作状態、時刻、電話番号、コンタクト情報、種々のナビゲーション・メニ
ュー等のような情報をユーザに表示する。これにより、ユーザは移動体電話１０の種々の
機能を利用することができる。同様に、キーバッド１６は、種々のユーザ入力動作を提供
する点で、従来のものであってもよい。例えば、キーパッド１６は一般的に、電話番号、
番号リスト、コンタクト情報、メモ等のような英数字情報の入力を可能とする英数字キー
を含む。さらに、キーバッド１６は一般的に、通話の開始または応答のための「通話開始
（ｃａｌｌ　ｓｅｎｄ）」キー１８および通話の終了または通話を「切る（ｈａｎｇ　ｕ
ｐ）」ための「通話終了」キー２０のような、特別機能キーを含む。特別機能キーはまた
、例えば従来のように、様々な電話機能、プロファイル、設定などを選択するため、ディ
スプレイ１４に表示されるメニューを通じたナビゲーションのためのメニュー・ナビゲー
ション・キー２２ａ、２２ｂ、および２２ｃを含む。キーパッド１６に含まれるその他の
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キーは、音量キー２４、電源オンオフキー２６だけでなく、ウェブブラウザ起動キー、カ
メラ・キーなどのような、種々のその他のキーを含んでもよい。
【００３５】
　図１の特定の実施形態では、移動体電話１０はディスプレイ１４と分離したキーパッド
１６とを含む。別の実施形態では、ディスプレイ１４はそれ自体が１以上のキーを含むタ
ッチスクリーンを備えてもよい。さらに別の実施形態では、ディスプレイ１４は、非常に
限られたキーパッド１６を含むように、または、まったくキーパッド１６を含まないよう
に、電話１０の動作に使用されるすべてのまたは実質的にすべてのキーを含むタッチスク
リーンを備えてもよい。理解されようが、キーパッド１６またはタッチスクリーン／ディ
スプレイ１４に含まれるキーの特定の形や機能は、最も広い意味において本発明に直接関
係しない。移動体電話１０はさらに、今日の移動体電話では一般的に見られるカメラ機能
の一部であるカメラレンズ２７を含む。
【００３６】
　以下により詳細に説明されるように、移動体電話１０は、旧来の移動体電話機能に加え
て、種々の機能を実行できる多機能装置である。例えば、本発明に係る移動体電話１０は
メディア・プレーヤとしても機能する。より具体的には、音声ファイル（例えば、ＭＰ３
、ＷＭＡファイル、ＡＣ－３）、映像ファイル（例えば、ＭＰＥＧ、ＷＭＶファイルなど
）、静止画像（例えば、ＰＤＦファイル、ＪＰＥＧ、ＢＭＰファイルなど）のような様々
な種類のメディア・オブジェクトを再生できる。メディア・オブジェクトは移動体電話１
０内の不揮発性メモリにダウンロードされ記憶され得る。これに替えて、メディア・オブ
ジェクトは、例えば移動体電話網を通じたストリームキャスト・プロトコル（例えば、リ
アルタイム・ストリーミング・プロトコル（ＲＴＳＰ））の結果として、実質的にリアル
タイムに受信され表示されてもよい。移動体電話１０は、スピーカ２８を通じて、または
、適切なコネクタを介して移動体電話１０に差し込まれるであろうステレオ・ヘッドフォ
ンのようなアクセサリを通じて、音声ファイルを再生する。移動体電話１０は、例えばデ
ィスプレイ１４に映像またはその他の画像ファイルを再生できる。
【００３７】
　以下により十分に説明される理由のため、移動体電話１０は従来のバッテリ動作の電子
機器に関連する前述の欠点を克服できる。移動体電話１０は、例えば、映像の視聴、ゲー
ムのプレイ、映像のキャプチャ、アルバムの聴取、電話通話の実施などを含む１以上の機
能を移動体電話１０に実行させることができる機能回路構成を含む。機能回路構成を含む
移動体電話１０は、移動体電話１０内に同様に含まれるバッテリから取り出された電力で
動作する。移動体電話１０はさらに、機能回路構成の要求電力を算定する電力算定回路を
含む。特に、電力算定回路は、１以上の機能の中から指定された機能を移動体電話１０が
実行するためにバッテリから要求された電力を算定する。例えば、ユーザがストリーム映
像の視聴を選択した場合に、電力算定回路はストリーム映像の視聴の機能を完了するため
に移動体電話１０によって取り出されるバッテリ電力量を算定する。移動体電話１０に含
まれるバッテリ・モニタ回路はバッテリから取得できる電力を測定する。バッテリ・アド
バイザ回路は電力算定回路とバッテリ・モニタ回路とに結合して動作し、指定された機能
を機能回路構成が実行するためにバッテリから取得できる電力が十分であるか否かを示す
忠告を提供する。このような手法で、移動体電話１０は、表示されたバッテリ充電のレベ
ルに基づいて、残りの動作時間をユーザが長く見積もるリスクを軽減する。さらに、移動
体端末１０は、ストリーム映像の視聴の完了前にバッテリ電力を使い果たすリスクを軽減
する。
【００３８】
　図２Ａおよび図２Ｂを例として参照して、図２Ａは移動体電話網を通じて商用サービス
経由で入手できるストリームキャスト映像の視聴にユーザが興味を持っている場合の移動
体電話１０のディスプレイ１４を説明する。図２Ａに示されるように、視聴のために入手
できる範囲の映像の種々の選択肢がユーザに提供される。ユーザは例えば、ナビゲーショ
ン・キーを介して、選択を強調表示することによって、ストリームキャストのための映像
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を一つ選択してもよい。以下に十分に記載される本発明によれば、移動体電話１０はその
後、ストリームキャスト・サーバとのストリームキャストのセットアップを開始する。ス
トリームキャストのセットアップ・プロトコルの一部として、移動帯電話１０は、実行時
間（すなわち継続期間）、符号化方法（例えば、ＭＰＥＧ、ＷＭＶファイルなど）のよう
な選択映像に関する情報を受信する。このような情報を用いて、移動体電話１０は、バッ
テリで取得できる充電がストリームキャスト映像の視聴の機能の実行のために十分である
か否かを比較する。例えば、移動体電話１０は、バッテリ充電に関して残っている時間と
ストリームキャスト映像の継続期間とを比較してもよい。バッテリ充電に関して残ってい
る時間がストリームキャスト映像の継続期間よりも短い場合には、バッテリから取得でき
る電力は、機能回路構成が指定された機能を実行するために十分ではない。したがって、
移動体電話１０は図２Ｂに示すようなディスプレイ１４上の忠告を提示する。忠告は、ユ
ーザがストリームキャスト全体の視聴をするには十分ではなさそうであることを指摘する
。ユーザがストリームキャスト映像を視聴し続ける場合には、移動体電話１０に結合され
るバッテリ充電器を使用することをユーザは忠告される。それに替えて、ユーザは映像視
聴を停止または中止してもよい。
【００３９】
　その結果、本発明は、ストリームキャスト映像が完了する前にバッテリ電力が使い果た
されることになるようなストリームキャスト映像の選択をユーザが回避することを支援す
る。ストリーミングが完全に開始されるまでは（例えば、３分間のような少なくとも所定
の時間が生じるまでは）ストリームキャスト映像のための充電をユーザが行わないシステ
ムでは、ユーザは不完全な映像視聴のために充電されることを回避する。以下にさらに記
載されるように、電力算定回路は、機能によって異なる特性に基づいて、または、継続期
間に加えて、選択された機能を実行するために要求された電力量を算定してもよい。例え
ば、計測された消費電力（ｐｏｗｅｒ　ｃｏｎｓｕｍｐｔｉｏｎ）、推定された（ｅｓｔ
ｉｍａｔｅｄ）消費電力、推定された継続期間などが同様に考慮されてもよい。
【００４０】
　図３は移動体電話１０の機能ブロック図を表す。移動体電話１０の構成は本明細書で記
載されるバッテリ忠告動作を除いて、一般的に従来どおりである。好適には、バッテリ忠
告動作は主として移動体電話１０内のアプリケーション・ソフトウェアを介して実現され
る。しかしながら、このような動作は、本発明の範囲から外れることなく、主としてソフ
トウェア、ハードウェア、ファームウェア、またはこれらの組合せを介して実行され得る
ことは当業者にとって明らかであるだろう。本明細書で言及される「回路（ｃｉｒｃｕｉ
ｔ）」および「回路構成（ｃｉｒｃｕｉｔｒｙ）」という用語は、ソフトウェア、ハード
ウェア、ファームウェア、またはこれらの任意の組合せを言及する。
【００４１】
　移動体電話１０は、移動体電話１０の機能と動作との全体的な制御を実行するように構
成された主制御回路４０を含む。制御回路４０は、ＣＰＵ、マイクロコントローラ、マイ
クロプロセッサなどを含むが、本明細書においては集合的に単にＣＰＵ４２と言及する。
ＣＰＵ４２は、移動体電話１０内の従来の移動体電話機能４５の動作を実行するために、
制御回路４０内のメモリ（不図示）に、および／または、分離したメモリ４４に、記憶さ
れたコードを実行する。しかしながら、これに加えて、ＣＰＵ４２は本発明に係るバッテ
リ忠告動作を実行するために、メモリ４４に記憶されたコードを実行する。
【００４２】
　図３は、従来の移動体電話機能４５に加えて１以上の機能を移動体電話１０が実行する
ためにどのように構成されるかを説明する。例えば、ＣＰＵ４２は、上記で概説したよう
に、様々な種類のメディア（例えば、映像ファイルや音声ファイル）のメディア・プレー
ヤ４６として動作するようにプログラムされる。さらに、移動体電話がカメラ機能４８と
して動作できるようにＣＰＵ４２がプログラムされてもよい。比較的よく知られているこ
とであるが、移動体電話１０は写真を撮り、および／または、映像クリップのキャプチャ
し及びこれをメモリ４４へ保存する機能を含む。さらに、移動体電話１０がゲーム装置４
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９として（すなわち、ゲーム機能として）動作できるようにＣＰＵ４２がプログラムされ
てもよい。ゲームはメモリ４４に記憶されてもよいし、および／または、一般的には既知
の商用サービスを介して移動体電話網を通じて取得されてもよい。
【００４３】
　図４乃至６に関して以下により詳細に説明されるように、メモリ４４はまた、好適には
バッテリ忠告動作に使用される種々の電力消費特性とデータとを含む。例えば、メモリ４
４は様々な種類（例えば、ゲーム・プレイ、映像視聴、映像キャプチャ、音声の聴取、電
話通話など）の継続時間を記憶し保持するのに使用されてもよい。いくつかの機能は、メ
モリ４４に記憶された任意の映像ファイルまたは音声ファイルの既知の継続期間のような
、設定され、そして正確に規定された継続期間を有してもよい。ユーザがメモリ４４に記
憶された任意の映像ファイルの視聴または任意の音声ファイルの聴取を選択した場合に、
移動体電話１０はすでに知られているように、それぞれのファイルから正確な継続時間を
抽出してもよい。これに替えて、いくつかの機能はメモリ４４に記憶された推定された継
続期間を有しても良い。例えば、移動体電話１０のユーザが、電話機１０のゲーム機能に
含まれるゲームをプレイするごとに、特定のゲームの改訂された（ｒｅｖｉｓｅｄ）平均
継続時間を計算し、改訂された平均をメモリ４４に記憶する。このような平均継続時間は
移動体電話１０で利用可能な様々なゲームごとに記憶されてもよい。同様に、移動体電話
１０は映像をキャプチャするためのカメラを備えてもよい。移動体電話１０はユーザによ
って実行される映像キャプチャの平均継続期間に基づいて、映像キャプチャ機能の推定さ
れた継続期間を計算するように構成される。そして、平均継続期間はメモリ４４に映像キ
ャプチャ機能の所定の継続期間として記憶される。
【００４４】
　同様に、移動体電話１０は、移動体電話１０によって実行された種々の異なる機能のた
めに要求された平均電力量の経過を追うように構成されてもよい。例えば、ユーザが特定
のゲームを選択するごとに、移動体電話１０は消費電力を測定し、ユーザが特定のゲーム
をプレイするごとにバッテリから消費された平均電力量を表す平均消費電力を計算するた
めに、測定された消費電力を使用する。従来の技術を使用して、例えば、単位時間ごとの
流出電流を測定することによって、消費電力は測定される。これに加えてまたはこれに替
えて、移動体電話１０は、動作した電流流出率（ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｃｕｒｒｅｎｔ　
ｄｒａｉｎ　ｒａｔｅ）のようなその他の電力消費特性をメモリ４４に記憶し保持するよ
うに構成されてもよい。また、指定された比率は例えば実効値または平均値に基づいてい
てもよい。特定の例として、移動体電話１０は、ＭＰＥＧで符号化された映像ファイルを
復号化する場合に特定の電流流出率で電流を取り出し、ＷＭＶ形式で符号化された映像フ
ァイルを復号化する場合に異なる特定の電流流出率で電流を取り出すことが知られている
。
【００４５】
　コンピュータプログラミングおよび具体的には移動体電話のアプリケーション・プログ
ラムの分野の当業者は、本明細書で提供される記載を考慮して、移動体電話１０を本明細
書に記載の機能を動作させ実行させるようにどのようにプログラムすればよいかが明らか
であると考えるだろう。したがって、簡単のために具体的なプログラム・コードの詳細は
省略する。また、バッテリ忠告動作は本発明の好適な実施形態に関してＣＰＵ４２とメモ
リ４４のアプリケーション・ソフトウェアとによって実行されてもよいが、このような機
能は本発明の範囲を外れることなく、専用のハードウェア、ファームウェア、ソフトウェ
ア、またはこれらの組合せにより実行され得るだろう。
【００４６】
　図３を参照し続けて、移動体電話１０は無線回路６２に結合されたアンテナ６０を含む
。無線回路６２は従来のアンテナ６０を介した信号の送信および受信のための高周波送信
器および高周波受信器を含む。移動体電話１０はさらに、無線回路６２によって送信／受
信された音声信号を処理するための音声処理回路６４を含む。さらに、音声処理回路６４
はメディア・オブジェクトの再生の間に、制御回路４０によって提供される音声信号を処
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理する働きをする。前述のスピーカ２８と、従来の移動体電話１０を介してユーザが聞い
て話せるようなマイク６８とが音声処理回路６４に結合される。さらに、音声処理回路６
４に結合されたヘッドフォン・ジャック７０が提供される。これにより、ヘッドセット３
０が移動体電話１０に接続できるようになる。したがって、メディア・プレーヤとして機
能する場合に、移動体電話１０は音声信号処理回路６４を介してスピーカ２８および／ま
たはヘッドセット３０に音声を導いてもよい。無線回路６２と音声処理回路６４とは全体
的な動作を実行するために制御回路４０にそれぞれ結合される。
【００４７】
　また、移動体電話１０は制御回路４０に結合された前述のディスプレイ１４とキーパッ
ド１６とを含む。ディスプレイ１４のすべてまたは一部がタッチスクリーンを備える場合
には、このような動作は図３のタッチスクリーン１４ａによって表されてもよい。さらに
、移動体電話１０はＩ／Ｏインタフェース７２を含む。Ｉ／Ｏインタフェース７２は、例
えば移動体電話１０の底面の多要素コネクタのような、多くの一般的な移動体電話Ｉ／Ｏ
インタフェースのいずれか一つの形であればよい。典型のように、Ｉ／Ｏインタフェース
７２は移動体電話１０とバッテリ充電器とを結合するのに使用されてもよい。バッテリ充
電器は移動体電話に動作電力を供給するために、移動体電話に含まれるバッテリ７４を充
電する。これに加えてまたはこれに替えて、Ｉ／Ｏインタフェース７２は、有線パーソナ
ル・ハンズフリー・アダプタ（不図示）やＢｌｕｅｔｏｏｔｈによるハンズフリー・アダ
プタと使用されるＢｌｕｅｔｏｏｔｈアダプタ（これも不図示）を移動体電話１０に接続
する働きをしてもよい。さらに、Ｉ／Ｏインタフェース７２はデータ・ケーブルなどを介
してパーソナル・コンピュータやその他の装置に移動体電話１０を接続する働きをしても
よい。さらに別に、Ｉ／Ｏインタフェース７２は、マルチメディア・プレーヤ機能の一部
としてメディア・オブジェクトの視聴／聴取を強化するために、音声増幅器、スピーカ、
および／または映像ディスプレイを含むドッキング・ステーションに移動体電話１０を接
続する働きをしてもよい。
【００４８】
　本発明の例示的な実施形態によれば、移動体電話１０は所与の時間にバッテリ７４から
取得できる電力または充電を測定するバッテリ・モニタ７６を含む。一般的には、このよ
うな電力レベルは推定の充電状態の観点から従来技術を用いて計測される。本発明に関し
てバッテリ・モニタ７６で用いられる特定の技術は、本発明の範囲を外れることなく、任
意の既存の技術でよい。計測された残りの充電に基づいて、バッテリ・モニタ７６は種々
の形式を呈し得る出力を提供する。例えば、出力は充電の残量を表してもよい。これに加
えてまたはこれに替えて、バッテリ・モニタ７６の出力はバッテリ７４が充電を使い果た
す前の推定の残り時間として表されてもよい。このような推定は、従来技術を用いてバッ
テリ・モニタ７６によって検出され得る電流消費率と対比した充電の残量に基づいてもよ
い。または、バッテリ・モニタ７６はバッテリ７４に残っているアンペア時間量などの観
点であってもよい。以下により詳細に説明されるように、バッテリ・モニタ７６の出力は
、移動体電話１０に同様に含まれるバッテリ・アドバイザ７７に提供される。
【００４９】
　さらに、移動体電話１０は、実行されるように指定された機能を検出する働きをする機
能検出器／電力算定回路７８を含む。例えば、機能検出器／電力算定回路７８はキーパッ
ド１６を介してユーザにより指定された実行されることになる特定の機能を決定する。指
定された機能は上記で図２Ａおよび図２Ｂを参照して説明したストリームキャスト映像の
視聴であってもよい。または、指定された機能は移動帯電話機能４５を介した通話開始、
メディア・プレーヤ機能２６を介したアルバムや音声トラックのプレイリストの聴取、カ
メラ機能４８を介した映像シーケンスのキャプチャ、ゲーム機能４９を介した特定のゲー
ムのプレイなどであってもよい。最も広い意味で、本発明は任意の特定の機能に制限され
ない。さらに、ほとんどの場合でユーザはキーパッド１６を介して実行されることになる
機能を指定するだろう。しかしながら、その他の方法が機能を指定するのに使用されても
よい。さらに、ユーザによって機能が指定される必要はなく、替わりに例えば移動帯電話
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１０自身内のプログラムされたアクティビティを介して機能が自動的に指定されてもよい
。
【００５０】
　指定された機能の検出に加えて、機能検出器／電力算出回路７８はまた、指定された機
能を実行するための、移動体電話１０内の機能回路構成の要求電力を算定する。具体的に
は、機能検出器／電力算定回路７８は指定された機能を検出して、その後、再生されるこ
とになる音声／映像ファイルから取得できる電力消費特性、機能検出器／電力算定回路７
８によって計算されメモリ４４に記憶された平均の時間・消費・比率などのような経験に
よるデータに基づく電力消費特性、所与の指定された機能などに関連し移動体電話網を通
じて取得できる電力消費特性に基づいて、指定された機能を実行するための要求電力を解
明する。
【００５１】
　上記で言及したように、メモリ４４は様々な種類の機能（例えば、ゲーム・プレイ、映
像視聴、映像キャプチャ、音声聴取、電話通話など）の継続時間を記憶し保持するのに使
用されてもよい。いくつかの機能はメモリ４４に記憶された映像または音声ファイルの既
知の継続期間のような、設定および正確に規定された継続期間を有していてもよい。任意
の映像ファイルの視聴またはメモリ４４に記憶された任意の音声ファイル若しくはプレイ
リストの聴取をユーザが選択した場合に、移動体電話１０は、周知のように、例えばそれ
ぞれのファイルから正確な継続期間を抽出してもよい。
【００５２】
　また、上記で言及したように、いくつかの機能はメモリ４４に記憶された推定された継
続期間を代わりに有してもよい。移動体電話１０は、機能検出器／電力算定器７８に連動
して、移動体電話１０で実行されるかもしれないそれぞれの機能のためにメモリ４４に電
力消費特性のテーブル・エントリを生成するクロック８０を含む。移動体電話１０のユー
ザが特定の機能（例えば、電話機１０のゲーム機能に含まれるゲームのプレイ）を要求す
るごとに、機能検出器／電力算定器７８は計測された時間に基づいて特定の機能（例えば
、特定のゲーム）の改訂された平均継続時間を計算し、改訂された平均をメモリ４４に記
憶する。このような平均継続時間は移動体電話１０で利用できる異なる機能（例えばゲー
ム）ごとに保存されてもよい。同様に、移動体電話１０は映像をキャプチャするカメラを
装備してもよい。機能検出器／電力算定器７８は、ユーザによって過去に実行された映像
キャプチャの平均継続期間に基づいて、映像キャプチャの推定された継続期間を計算する
ように構成される。そして、平均継続期間は、映像キャプチャ機能についての事前に規定
された継続期間としてメモリ４４に記憶される。
【００５３】
　さらに、上記で言及したように、機能検出器／電力算定器７８は、移動体電話１０によ
って実行された種々の異なる機能のために要求された平均電力量の経過を追うように構成
されてもよい。例えば、ユーザが特定のゲームを選択するごとに、機能検出器／電力算定
器７８はバッテリ・モニタ７６と連動して消費電力を測定し、ユーザが特定のゲームをプ
レイするごとにバッテリ７４から消費された平均電力量を表す平均消費電力を計算するた
めに、測定された消費電力を使用する。従来の技術を使用して、例えば、単位時間ごとの
流出電流を測定することによって、消費電力は測定される。これに加えてまたはこれに替
えて、機能検出器／電力算定器７８は、動作した電流流出率のようなその他の電力消費特
性をメモリ４４に記憶し保持するように構成されてもよい。また、指定された比率は例え
ば実効値または平均値に基づいていてもよい。特定の例として、移動体電話１０は、ＭＰ
ＥＧで符号化された映像ファイルを復号化する場合に特定の電流流出率で電流を取り出し
、ＷＭＶ形式で符号化された映像ファイルを復号化する場合に異なる特定の電流流出率で
電流を取り出すことが知られている。
【００５４】
　本発明は、種々の方法のうちの任意の方法に従って指定された機能を実行するための消
費電力を算定する機能検出器／電力算定回路７８を想定するが、簡単のために本明細書で



(12) JP 2009-530734 A 2009.8.27

10

20

30

40

50

はそのうちのいくつかだけを記載する。
【００５５】
　機能検出器／電力算定器７８は指定された機能を実行するための要求電力を示す出力を
バッテリ・アドバイザ７７に提供する。バッテリ・アドバイザ７７は、バッテリから取得
できる電力が移動体電話１０内の機能構成回路が指定された機能を実行するのに十分か否
かを示す忠告を提供するために、機能検出器／電力算定器７８の出力をバッテリ・モニタ
７６の出力と比較するように構成される。したがって、例えば、バッテリ・モニタ７６が
バッテリ７４に４５分の充電が残っていることを示し、指定された機能が機能検出器／電
力算定器７８によって言及されるように２０分の平均継続期間を有する場合には、バッテ
リ・モニタ７６は指定された機能を実行するのに十分な電力がバッテリから取得できると
結論付ける。一方、バッテリ・モニタ７６がバッテリ７４に１０分の充電が残っているこ
とを示し、指定された機能の平均継続期間がまだ２０分であると機能検出器／電力算定器
７８に示された場合には、バッテリ・モニタ７６は例えば図２Ｂのようにディスプレイ１
４に忠告を出す。
【００５６】
　図４を参照して、例えば、時刻ｔに開始するストリームキャスト映像の視聴をユーザが
選択したと仮定する。バッテリの放電曲線は簡単のために時間に対して線形で表されるが
、バッテリ・モニタ７６の出力はバッテリ充電の推定の残り時間である残り時間ｅｓｔが
時刻ｔｅｍｐｔｙから時刻ｔを引いたものに等しいことを示し得ることが理解されよう。
図２Ａおよび図２Ｂに関連して上記で概説したような既知の技術にしたがってストリーム
キャスト映像を選択すると、移動体電話１０は、例えば、ストリームキャスト映像の継続
期間と符号化方法とに関する情報を受信する。機能検出器／消費電力算定器７８はストリ
ームキャスト映像のセットアップの先頭（ｂｅｇｉｎｎｉｎｇ）からこのような情報を取
得し、バッテリ・アドバイザ７７に情報を提供するように構成される。続いて、バッテリ
・アドバイザ７７は推定の残り時間とこれとを比較して、必要に応じて忠告を提供する。
図４に表された例では、（ｔｅｍｐｔｙ－ｔ）よりも短い継続期間を有する映像番組１．
ｍｐｇをユーザが選択した場合に、移動体電話１０がバッテリ電力を使い果たすことなく
ストリームキャスト映像の視聴である選択機能を実行できることが当業者には理解されよ
う。一方、（ｔｅｍｐｔｙ－ｔ）よりも長い継続期間を有する映像番組２．ｍｐｇをユー
ザが選択した場合に、移動体電話１０はバッテリ電力を使い果たす前にストリームキャス
ト映像全体の視聴である選択機能を実行できないだろう。
【００５７】
　図５は本発明に係る移動体電話１０のより高度な実施形態を説明する。本実施形態では
、機能検出器／消費電力算定器７８は選択機能に関連したバッテリ充電消費の比率の変化
を考慮に入れる。例えば、図５は、移動体電話が指定された機能を実行した結果として生
じるだろう追加の電力充電消費の関数として、時間に関してバッテリ放電曲線の傾きがど
のように変化するかを説明する。理解されようが、いくつかの機能はそれ以外の機能より
も多くのバッテリ電力を利用する。例えば、急激なグラフィックの変化、多くの演算など
を伴う機能は、文書処理のようなその他のより静的な機能よりも多くのバッテリ電力を利
用する。例えば、ＭＰＥＧ形式のストリームキャスト映像の受信および復号化は、所定の
バッテリ充電消費率を有するであろう。さらに、別の形式、例えばＷＭＶ形式のファイル
の受信および復号化は、異なる所定のバッテリ充電消費率を有してもよく、それぞれはメ
モリ４４に記憶されることが理解されよう。
【００５８】
　図５の実施形態では、機能検出器／消費電力算定器７８は、情報がバッテリ・アドバイ
ザ７７に提供されるように、指定された継続機能の平均のまたは指定された継続期間を、
指定された機能の充電消費率と組み合わせるように構成されてもよい。そして、平均のま
たは指定された期間をバッテリ・モニタ７６からの残り時間の推定と単純に比較するので
はなく、指定された機能の充電消費とバッテリの充電の残量との比較に基づいて、バッテ
リ・アドバイザ７７はより正確な忠告を提供できる。このような場合は、バッテリ・モニ
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タ７６は、同時に充電を消耗するかもしれない任意のその他の機能に起因する、バッテリ
の任意のオーバーヘッドの電流流出の充電消費と併せて、実行されることになる指定され
た機能の充電消費を考慮に入れることができる。
【００５９】
　当業者には、バッテリ・モニタ７６が幅広い種々の種類の１以上の異なる充電消費特性
に基づいて、忠告を提供するように構成され得ることを理解されよう。最も広い意味で、
本発明はいかなる特定された比較に制限されることを意図しない。
【００６０】
　ここで図６を参照して、本発明の基本動作を説明するフローチャートが示される。ステ
ップ１００から開始して、機能検出器／消費電力算定器７８は実行されることになる機能
をユーザが要求したか否かを判定する。繰り返すと、機能は移動体電話１０内の回路構成
によって実行されるであろういかなる種類の機能であり得る。要求された機能は任意の機
能でありえ、ストリームキャスト映像の視聴、メモリ４４に記憶された映像の視聴、通話
の開始、ストリーム音声の聴取、メモリ４４に記憶された音声の聴取、移動体電話１０内
のカメラを用いた映像の一コマのキャプチャ、移動体電話１０のゲームのプレイなどを含
むがこれに制限されない。機能検出器／消費電力算定器７８は、例えば、特定の機能の要
求を指し示す、ユーザによってキーパッド１６で入力された一連のキー動作を検出するこ
とによって、機能が実行されることを要求されたか否かを判定する。これに加えて、また
はこれに替えて、制御回路４０は単に、特定の機能がユーザやその他の者によって要求さ
れた場合に、機能検出器／消費電力算定器７８に通知するように構成されてもよい。
【００６１】
　機能検出器／消費電力検出器７８がステップ１００において要求された機能を検出しな
い場合は、移動体電話１０は図示するようにステップ１００を繰り返し続ける。ステップ
１００において機能検出器／消費電力算定器７８が要求された機能を検出する場合は、移
動体電話１０はステップ１１０に進む。ステップ１１０で、機能検出器／消費電力算定器
７８は要求された機能を実行するための、移動体電話１０の要求消費電力を算定する。上
述したように、要求消費電力は、特定の要求された機能に関連した種々の異なる電力消費
特性に基づいてもよい。電力消費特性は、要求された機能の継続期間、電力消費率、総充
電消費などに基づいてもよい。これらの値はメモリ４４に記憶され、判定され要求された
機能に基づいて機能検出器／電力消費算定器７８によってアクセスされてもよい。これに
替えて、これらの値は要求された機能を実行するために利用される特定のデータ（例えば
、再生を要求されたメディア・ファイルに含まれる継続期間および符号化タイプ情報）の
一部として提供されてもよい。これらの値は実効値であってもよく、または、平均や、上
述のように機能が要求されるごとに機能検出器／消費電力算定器７８によって実行される
その他の計算に基づく値であってもよい。
【００６２】
　ステップ１１０に続いて、ステップ１１２で、バッテリ・アドバイザ７７は、バッテリ
・モニタ７６によって提供される取得できるバッテリ充電と、機能検出器／消費電力算定
器７８によって提供された要求消費電力とを比較する。ステップ１１２における比較に基
づいて、ステップ１１４で、バッテリ・アドバイザ７７は、バッテリ７４のバッテリ充電
が選択機能の要求消費電力を満たすのに十分であるか否かを判定する。バッテリ・アドバ
イザ７７は、図４および図５に関連して上述した手法を用いて、または本発明の広範にわ
たる範囲から外れることのないその他の手法を用いて、このような判定を行うように構成
され得る。
【００６３】
　ステップ１１４においてバッテリ７４のバッテリ充電が十分でないとバッテリ・アドバ
イザ７７が判定した場合に、ステップ１１６で、バッテリ・アドバイザ７７は図２Ｂに示
す表示と同一のことを示す忠告を提供する。しかしながら、本発明の範囲から外れること
なく、他の種類の表示または提示が提供されてもよいことが理解されよう。ステップ１１
６に続いて、ユーザは要求した機能を開始するかどうかを選択してもよい。一方、ステッ
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に、ステップ１１６において、バッテリ充電が十分であることを示すために、バッテリ・
アドバイザ７７は忠告の表示を飛ばして進む。これに替えて、バッテリ・アドバイザ７７
は、バッテリ充電が要求された機能を実行するのに十分であることの提示を表示してもよ
い。その後、要求された機能は開始されるであろう。
【００６４】
　上記の観点において、本発明は、表示されたバッテリ充電のレベルに基づいて、残りの
動作時間をユーザが長く見積もるリスクを低減または回避するバッテリ・モニタを提供す
ることが当業者に理解されよう。さらに、本発明は、移動体電話、携帯用コンピュータ、
またはその他の種類の電子機器が、機能（例えば、ストリームキャスト映像の視聴）の完
了前にバッテリ電力を使い果たすリスクを低減または回避するバッテリ・モニタを提供す
る。
【００６５】
　本発明は特定の好適な実施形態に関連して示され説明されたが、本明細書の読解と理解
とによって当業者が均等物と変形とを思い当たることは明らかである。本発明はこれらの
すべての均等物と変形とを含み、添付の請求項の範囲にのみ制限される。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】本発明の実施形態における例示的な電子機器としての移動体電話の概略図である
。
【図２Ａ】本発明の実施形態における図１の移動体電話の例示的なグラフィカル・ユーザ
・インタフェース・スクリーンの表示を説明する図である。
【図２Ｂ】本発明の実施形態における図１の移動体電話の例示的なグラフィカル・ユーザ
・インタフェース・スクリーンの表示を説明する図である。
【図３】本発明の実施形態における図１の移動体電話の関連する部分の概略ブロック図で
ある。
【図４】本発明の実施形態において、バッテリ忠告が出されない例とバッテリ忠告が出さ
れる例をグラフを使って表現する図である。
【図５】本発明の別の実施形態において、バッテリ忠告が出されない例とバッテリ忠告が
出される例をグラフを使って表現する図である。
【図６】本発明の実施形態における動的なバッテリ・アドバイザを提供する電子機器をプ
ログラムするのに適している例示的なフローチャートである。
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【図１】 【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【手続補正書】
【提出日】平成19年8月17日(2007.8.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子機器であって、
　バッテリと、
　前記バッテリから取り出された電力を用いて１以上の機能を実行する機能回路構成と、
　前記１以上の機能の中から実行されることを指定された機能に関して前記機能回路構成
の要求電力を算定する電力算定回路であって、該指定された機能の電力消費特性を推定す
ることによって該指定された機能の要求電力を算定する電力算定回路と、
　前記バッテリから取得できる電力を測定するバッテリ・モニタ回路と、
　前記電力算定回路と前記バッテリ・モニタ回路とに結合して動作し、前記バッテリから
取得できる前記電力が前記機能回路構成が前記指定された機能を実行するために十分であ
るか否かを示す忠告を提供するバッテリ・アドバイザ回路と
を備える電子機器。
【請求項２】
　前記推定された電力消費特性は、推定された継続時間であることを特徴とする請求項１
に記載の電子機器。
【請求項３】
　前記継続時間は、前記指定された機能に対して同一又は類似の機能の過去の継続時間の
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評価に基づいて推定されることを特徴とする請求項２に記載の電子機器。
【請求項４】
　前記評価は、前記同一又は類似の機能の前記過去の継続時間の平均を含むことを特徴と
する請求項３に記載の電子機器。
【請求項５】
　前記推定された電力消費特性は、推定された電力消費率を含むことを特徴とする請求項
１に記載の電子機器。
【請求項６】
　前記推定された電力消費率は、前記指定された機能に対して同一又は類似の機能の過去
の電力消費率の評価に基づいて推定されることを特徴とする請求項５に記載の電子機器。
【請求項７】
　前記評価は、前記同一又は類似の機能の前記過去の電力消費率の平均を含むことを特徴
とする請求項６に記載の電子機器。
【請求項８】
　前記推定された電力消費特性は推定された消費電力を含むことを特徴とする請求項１に
記載の電子機器。
【請求項９】
　前記推定された消費電力は、前記指定された機能に対して同一又は類似の機能の過去の
消費電力の評価に基づいて推定されることを特徴とする請求項８に記載の電子機器。
【請求項１０】
　前記評価は前記同一又は類似の機能の前記過去の消費電力の平均を含むことを特徴とす
る請求項９に記載の電子機器。
【請求項１１】
　前記１以上の機能に対して前記推定された電力消費特性の情報を記憶するメモリをさら
に備える請求項１３に記載の電子機器。
【請求項１２】
　前記指定された機能は映像ファイルのストリーミングを含むことを特徴とする請求項１
に記載の電子機器。
【請求項１３】
　前記電力算定回路は、前記映像ファイルに提供される継続時間に基づいて、該映像ファ
イルのストリーミングに関して前記機能回路構成の前記要求電力を算定することを特徴と
する請求項１２に記載の電子機器。
【請求項１４】
　前記電力算定回路は、映像ファイルのストリーミングの際の前記機能回路構成に関連す
る推定された電力消費率の情報にさらに基づいて、該映像ファイルのストリーミングに関
して前記機能回路構成の前記要求電力を算定することを特徴とする請求項１３に記載の電
子機器。
【請求項１５】
　前記指定された機能は音声ファイルのストリーミングを含むことを特徴とする請求項１
に記載の電子機器。
【請求項１６】
　前記指定された機能は映像のキャプチャを含むことを特徴とする請求項１に記載の電子
機器。
【請求項１７】
　前記指定された機能はリアルタイムのゲーム・プレイの提供を含むことを特徴とする請
求項１に記載の電子機器。
【請求項１８】
　前記電子機器は移動体電話であることを特徴とする請求項１に記載の電子機器。
【手続補正書】
【提出日】平成20年10月7日(2008.10.7)
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子機器であって、
　バッテリと、
　前記バッテリから取り出された電力を用いて１以上の機能を実行する機能回路構成と、
　前記１以上の機能の中から実行されることを指定された機能に関して前記機能回路構成
の要求電力を算定する電力算定回路であって、該指定された機能の電力消費特性を推定す
ることによって該指定された機能の要求電力を算定する電力算定回路と、
　前記バッテリから取得できる電力を測定するバッテリ・モニタ回路と、
　前記電力算定回路と前記バッテリ・モニタ回路とに結合して動作し、前記バッテリから
取得できる前記電力が前記機能回路構成が前記指定された機能を実行するために十分であ
るか否かを示す忠告を提供するバッテリ・アドバイザ回路と
を備える電子機器。
【請求項２】
　前記推定された電力消費特性は、推定された継続時間であることを特徴とする請求項１
に記載の電子機器。
【請求項３】
　前記継続時間は、前記指定された機能に対して同一又は類似の機能の過去の継続時間の
評価に基づいて推定されることを特徴とする請求項２に記載の電子機器。
【請求項４】
　前記評価は、前記同一又は類似の機能の前記過去の継続時間の平均を含むことを特徴と
する請求項３に記載の電子機器。
【請求項５】
　前記推定された電力消費特性は、推定された電力消費率を含むことを特徴とする請求項
１に記載の電子機器。
【請求項６】
　前記指定された機能は映像ファイルのストリーミングを含むことを特徴とする請求項１
に記載の電子機器。
【請求項７】
　前記電力算定回路は、前記映像ファイルに提供される継続時間に基づいて、該映像ファ
イルのストリーミングに関して前記機能回路構成の前記要求電力を算定することを特徴と
する請求項６に記載の電子機器。
【請求項８】
　前記電力算定回路は、映像ファイルのストリーミングの際の前記機能回路構成に関連す
る推定された電力消費率の情報にさらに基づいて、該映像ファイルのストリーミングに関
して前記機能回路構成の前記要求電力を算定することを特徴とする請求項７に記載の電子
機器。
【請求項９】
　前記指定された機能は音声ファイルのストリーミングを含むことを特徴とする請求項１
に記載の電子機器。
【請求項１０】
　前記電子機器は移動体電話であることを特徴とする請求項１に記載の電子機器。
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