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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基本地域名及びそれと時差のある他の一つ又は複数の地域名とをそれぞれ表示する複数
の地域名表示部と、
　前記各地域名表示部に対応した位置で１日を時間マス目で表示する複数の時間マス目表
示部と、
　前記各地域名表示部で表示された地域名での設定時間帯に相当する前記各時間マス目表
示部の時間マス目を、設定時間帯外の他の時間マス目とは視覚的に異なる表示形態で表示
する設定時間帯表示部と、
　前記基本地域名での時刻を計数する時刻制御部とが備えられ、
　前記地域名表示部と前記時間マス目表示部とが行方向又は列方向に沿って配置された表
示形態を一組にして列方向又は行方向に所定間隔をおいて複数組が配置されているととも
に、
　前記所定間隔に該当する部位を表示領域として前記時間マス目表示部に沿って１日を時
間マス目で表示する時間移動マス目表示部と、前記時刻制御部から出力される時刻データ
を含む時刻制御信号に基づいて、前記基本地域名での現在時刻に対応する前記時間移動マ
ス目を時間経過方向に移動表示する表示移動手段とを備えた時刻移動表示部が設けられて
いる複数地域時間表示装置。
【請求項２】
　前記複数の地域名表示部のうち、少なくとも前記基本地域名を表示する前記地域名表示
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部に対応した位置には、前記時刻制御部から出力される時刻制御信号に基づいて表示地域
名での現在時刻を表示する時刻表示部が設けられている請求項１記載の複数地域時間表示
装置。
【請求項３】
　前記時刻移動表示部の前記表示移動手段の前記表示領域が、全ての前記時間マス目表示
部における時刻表示対象の時間マス目に亘る表示領域に構成されている請求項１又は２記
載の複数地域時間表示装置。
【請求項４】
　前記設定時間帯表示部の前記表示形態が、前記各地域名での設定時間帯に相当する前記
各時間マス目表示部の時間マス目を、設定時間帯外の他の時間マス目とは異なる色で表示
する構成である請求項１～３のいずれか１項に記載の複数地域時間表示装置。
【請求項５】
　前記設定時間帯表示部が、
　前記各時間マス目表示部の各時間マス目に対応して配設された発光色を変更可能な発光
素子と、
　前記各地域名での設定時間帯に相当する前記各時間マス目表示部の時間マス目を選定す
る時間マス目選定手段と、
　選定された前記時間マス目の前記発光素子の発光色を選定する表示色選定手段と、
　この表示色選定手段の選定発光色に対応する色制御信号を選定された前記時間マス目の
前記発光素子の駆動回路に出力する表示色制御部とから構成されている請求項１～４のい
ずれか１項に記載の複数地域時間表示装置。
【請求項６】
　前記時刻移動表示部が、
　前記所定間隔に該当する部位において前記時間マス目表示部の時間マス目と同じ寸法で
１日を前記時間移動マス目で表示する時間移動マス目表示部と、
　当該時間移動マス目表示部の前記各時間移動マス目に対応して配設された発光素子と、
　前記時刻制御部から出力される時刻制御信号に基づいて、前記基本地域名での現在時刻
に対応する前記時間移動マス目の前記発光素子の駆動回路に発光制御信号を出力する発光
表示制御部とから構成されている請求項１～５のいずれか１項に記載の複数地域時間表示
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、基準（ホーム）となる基本地域に所在する会社等から時差のある他
の地域に所在する会社等に連絡を入れる場合に便利な複数地域時間表示技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　基本地域に所在する会社等から時差のある他の地域に所在する会社等に連絡を入れる場
合、連絡先の現地時刻を知る必要がある。その場合、一般的には、グリニッジ標準時を基
準にして二地域間での時差を割り出し、その時差時間に基づいて基本地域での現在時刻か
ら連絡先の現地時刻を演算することになり、現地時刻を知り得るまでに煩雑な計算が必要
となる。
【０００３】
　そのため、従来では、世界の主要都市の名称並びに基準時差が記憶された基準時差記憶
手段、記憶された都市名データから複数の都市名を選択する都市選択手段、基礎となる都
市名での時刻情報を発生する基礎都市時刻情報発生手段、基準時差情報と基礎都市の時刻
情報とに基づいて他の都市の時刻並びに両都市間の時差を演算して出力する都市情報演算
手段、及び、基礎都市時刻情報発生手段、都市情報演算手段からの情報を受けて、選択さ
れた複数の都市夫々の名称並びに時刻及び各国間の時差を表示する表示手段とを具備する
世界時計が提案されている（例えば、特許文献１参照）。
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【０００４】
　また、基板に表示された世界地図上に、世界地図の都市に対応する時計表示部がそれぞ
れ配置され、時計表示制御回路から時刻制御信号が出力され、時計表示部にそれぞれ対応
して設けられた時計表示駆動回路が時刻制御信号を判別し、対応する時刻データに基づい
て、時計表示部に基準時間に対する時差を持つ時刻の表示を行う世界時計が提案されてい
る（例えば、特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００１－１９４４７４号公報
【特許文献２】特許第３０６５９２０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従来の世界時計では、表示手段又は時計表示部で基準となる基本都市の現在時刻と他の
都市の現在時刻を同時に表示するから、例えば、基本都市から他の都市に連絡を入れる必
要が生じたとき、連絡先である他の都市の現在時刻を瞬時にして知ることができるものの
、他の都市での連絡可能な業務時間帯が不明で、しかも、その業務時間帯の開始時間又は
終了時間までにどの位の時間的余裕があるかも不明であるため、その都度、他の都市での
連絡可能な業務時間帯を調べ、表示されている他の都市の現在時刻から演算して適切な連
絡時間を割り出す必要があり、その割り出しに手間取る不都合があった。
【０００７】
　本発明は、上述の実状に鑑みて為されたものであって、その主たる課題は、時差のある
基本地域と他の地域との間で商取引や連絡等を行う場合において、基本地域での設定時間
帯と現在時刻及び他の地域において最も知りたい設定時間帯との関係を瞬時にして正確に
把握することのできる便利な複数地域時間表示装置を提供する点にある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の複数地域時間表示装置による第１の特徴構成は、基本地域名及びそれと時差の
ある他の一つ又は複数の地域名とをそれぞれ表示する複数の地域名表示部と、
　前記各地域名表示部に対応した位置で１日を時間マス目で表示する複数の時間マス目表
示部と、
　前記各地域名表示部で表示された地域名での設定時間帯に相当する前記各時間マス目表
示部の時間マス目を、設定時間帯外の他の時間マス目とは視覚的に異なる表示形態で表示
する設定時間帯表示部と、
　前記基本地域名での時刻を計数する時刻制御部とが備えられ、
　前記地域名表示部と前記時間マス目表示部とが行方向又は列方向に沿って配置された表
示形態を一組にして列方向又は行方向に所定間隔をおいて複数組が配置されているととも
に、
　前記所定間隔に該当する部位を表示領域として前記時間マス目表示部に沿って１日を時
間マス目で表示する時間移動マス目表示部と、前記時刻制御部から出力される時刻データ
を含む時刻制御信号に基づいて、前記基本地域名での現在時刻に対応する前記時間移動マ
ス目を時間経過方向に移動表示する表示移動手段とを備えた時刻移動表示部が設けられて
いる点にある。
【０００９】
　上記構成によれば、時差のある都市や国等の複数の地域のうち、基準（ホーム）となる
基本地域名と知りたい地域名とを地域名表示部に表示するとともに、各地域名表示部に対
応した位置にある１日を時間マス目で表示する複数の時間マス目表示部の時間マス目のう
ち、表示された地域名で最も必要とする業務時間帯や連絡時間帯等の設定すべき設定時間
帯に相当する時間マス目を、設定時間帯表示部によって設定時間帯外の他の時間マス目と
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は視覚的に異なる表示形態で表示する。
【００１０】
　そして、基本地域側の地域名表示部に対応する時間マス目表示部において表示されてい
る設定時間帯と、時差のある他の地域側の地域名表示部に対応する時間マス目表示部にお
いて表示されている設定時間帯とを見れば、設定時間帯という時間幅のある関係で時差を
一目で的確に把握することができる。
　しかも、時刻制御部から出力される時刻データを含む時刻制御信号に基づいて実行され
る時刻移動表示部の表示移動手段により、基本地域での現在時刻が時間マス目表示部に沿
って時間経過方向に移動表示されるから、この表示移動手段で移動表示されている基本地
域での現在時刻と視覚的に異なる表示形態で表示されている他の地域名での時間マス目と
を目視比較するだけで、最も知りたい相手側の設定時間帯までの待ち時間、或いは、使用
者が頭の中で考えている設定時間帯内の特定時間までの待ち時間など、相互の時間帯関係
を瞬時にして正確に把握することができる。
【００１１】
　したがって、基本地域での設定時間帯と現在時刻及び他の地域において最も知りたい設
定時間帯との時間関係を把握するために煩雑な演算処理を行う必要がなく、時差のある複
数地域間での商取引や連絡等に便利に使用することができる。
【００１２】
　本発明による第２の特徴構成は、前記複数の地域名表示部のうち、少なくとも前記基本
地域名を表示する前記地域名表示部に対応した位置には、前記時刻制御部から出力される
時刻制御信号に基づいて表示地域名での現在時刻を表示する時刻表示部が設けられている
点にある。
【００１３】
　上記構成によれば、時刻制御部から出力される時刻データを含む時刻制御信号に基づい
て時間マス目表示部に沿って時間経過方向に移動表示される時刻移動表示部の表示移動手
段を見ても、時間マス目との位置関係で基本地域での現在時刻を知ることができるが、少
なくとも基本地域名を表示する地域名表示部に対応した位置に設けられた時刻表示部を見
ることにより、基本地域での現在時刻を手早く便利に知ることができる。
【００１４】
　本発明による第３の特徴構成は、前記時刻移動表示部の前記表示移動手段の前記表示領
域が、全ての前記時間マス目表示部における時刻表示対象の時間マス目に亘る表示領域に
構成されている点にある。
【００１５】
　上記構成によれば、前記時刻移動表示部の表示移動手段の表示領域が、例えば、一つの
時間マス目表示部における時刻表示対象の時間マス目の近傍域に構成されている場合に比
して、全ての時間マス目表示部における時刻表示対象の時間マス目と表示移動手段との位
置関係が明確になり、地域間での時間関係の読み取りを迅速、容易に行うことができる。
【００１６】
　本発明による第４の特徴構成は、前記設定時間帯表示部の前記表示形態が、前記各地域
名での設定時間帯に相当する前記各時間マス目表示部の時間マス目を、設定時間帯外の他
の時間マス目とは異なる色で表示する構成である点にある。
【００１７】
　上記構成によれば、基本地域側の地域名表示部に対応する時間マス目表示部において色
表示されている設定時間帯と他の地域側の地域名表示部に対応する時間マス目表示部にお
いて色表示されている設定時間帯との識別機能が高まり、その分地域間での間の時差を一
目でより的確に把握することができる。
【００１８】
　本発明による第５の特徴構成は、前記設定時間帯表示部が、
　前記各時間マス目表示部の各時間マス目に対応して配設された発光色を変更可能な発光
素子と、
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　前記各地域名での設定時間帯に相当する前記各時間マス目表示部の時間マス目を選定す
る時間マス目選定手段と、
　選定された前記時間マス目の前記発光素子の発光色を選定する表示色選定手段と、
　この表示色選定手段の選定発光色に対応する色制御信号を選定された前記時間マス目の
前記発光素子の駆動回路に出力する表示色制御部とから構成されている点にある。
【００１９】
　上記構成によれば、時間マス目選定手段で各地域名での設定時間帯に相当する各時間マ
ス目表示部の時間マス目を選定し、その選定された時間マス目の発光素子の発光色を表示
色選定手段で選定すると、表示色制御部から色制御信号が選定された時間マス目の発光素
子の駆動回路に出力され、選定表示色で発光する発光素子によって設定時間帯に相当する
各時間マス目表示部の時間マス目が明確に表示される。
【００２０】
　本発明による第６の特徴構成は、前記時刻移動表示部が、
　前記所定間隔に該当する部位において前記時間マス目表示部の時間マス目と同じ寸法で
１日を前記時間移動マス目で表示する時間移動マス目表示部と、
　当該時間移動マス目表示部の前記各時間移動マス目に対応して配設された発光素子と、
　前記時刻制御部から出力される時刻制御信号に基づいて、前記基本地域名での現在時刻
に対応する前記時間移動マス目の前記発光素子の駆動回路に発光制御信号を出力する発光
表示制御部とから構成されている点にある。
                                                                                
【００２１】
　上記構成によれば、時間移動マス目表示部では、時間マス目表示部の側脇において当該
時間マス目表示部の時間マス目と同じ寸法の時間移動マス目で１日を表示するから、時間
マス目表示部の時間マス目と時間移動マス目表示部の時間移動マス目との対応関係が明確
になり、しかも、発光表示制御部から基本地域名での現在時刻に対応する時間移動マス目
の発光素子の駆動回路に発光制御信号が出力されると、時間マス目と同じ寸法の時間移動
マス目が点灯するから、地域間での時間関係の読み取りをより迅速、容易に行うことがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の第１実施形態の複数地域時間表示装置の正面図
【図２】時間移動マス目を表した正面図
【図３】複数地域時間表示装置の構成を示すブロック図
【図４】複数地域時間表示装置の発光素子制御系のブロック図
【図５】複数地域時間表示装置の全体動作を示すフローチャート
【図６】通常動作を示すフローチャート
【図７】時刻制御部の動作を示すフローチャート
【図８】設定時間帯表示部の動作を示すフローチャート
【図９】本発明の第２実施形態の複数地域時間表示装置の斜視図
【図１０】本発明の第３実施形態の複数地域時間表示装置の斜視図
【図１１】本発明の第４実施形態の複数地域時間表示装置の正面図
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　〔第１実施形態〕
　図１は、世界の時差のある地域としての国、都市の中から選択された複数の国又は都市
での業務時間帯（営業時間帯）、連絡時間帯等を、ホームとなる基本地域（基本国又は基
本都市）の現在時間を基準にして相互の時間帯関係を一目で把握できる形態で表示するマ
イクロコンピュータ内蔵の複数地域時間表示装置を示す。
【００２６】
　この複数地域時間表示装置の時間表示ケースの前面に形成された横長矩形状の平面的な
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表示面１の左側部位には、基本地域名及びそれと時差のある他の三つの地域名とをそれぞ
れユーザの人為的操作で表示する合計四つの地域名表示部２Ａ～２Ｄが列方向（上下方向
）に所定間隔をおいて形成されている。
【００２７】
　この第１実施形態に示す一例おいては、ユーザの人為的操作が筆記という行為であり、
最上段の第１列目の地域名表示部２Ａには、ホームとなる基本地域名の日本が記載表示さ
れ、第２列目の地域名表示部２Ｂには、他の一つ目の地域名であるロンドンが記載表示さ
れ、第３列目の地域名表示部２Ｃには、他の二つ目の地域名であるＮＹ（ニューヨーク）
が記載表示され、第４列目の地域名表示部２Ｄには、他の三つ目の地域名であるシドニー
が記載表示されている。
【００２８】
　時間表示ケースの表示面１における各地域名表示部２Ａ～２Ｄに対応した右側脇位置に
は、各地域名表示部２Ａ～２Ｄに表示された表示地域名での現在時刻を表示する時刻表示
部３Ａ～３Ｄが配設されている。
【００２９】
　時刻表示部３Ａ～３Ｄの各々は、左側の二つの７セグメントＬＥＤで時桁を表示し、右
側の二つの７セグメントＬＥＤで分桁を表示する。
【００３０】
　この時刻表示部３Ａ～３Ｄの時刻を修正する場合は、手動時刻修正操作による時刻制御
部２３からの時刻制御信号を時刻表示部３Ａ～３Ｄを構成する７セグメントＬＥＤの時刻
表示駆動回路１９に出力することにより、分桁を表示する右側の二つの７セグメントＬＥ
Ｄの表示数値を修正したのち、時桁を表示する左側の二つの７セグメントＬＥＤの表示数
値を修正する。
【００３１】
　また、時刻表示部３Ａ～３Ｄの時刻の初期設定は、世界の時差情報に基づいてユーザの
人為的操作で各別に行い、初期設定以降は、時刻制御部２３から出力される時刻制御信号
に基づいて更新表示される。
【００３２】
　この第１実施形態の図１に示す一例おいては、最上段の第１列目の時刻表示部３Ａに初
期設定される日本の現在時間が１６：３０であるとき、第２列目の時刻表示部３Ｂに初期
設定されるロンドンの現在時間は、日本との時差が－９時間であるため０７：３０となり
、第３列目の時刻表示部３Ｃに初期設定されるＮＹの現在時間は、日本との時差が－１４
時間であるため０２：３０となり、第４列目の時刻表示部３Ｄに初期設定されるシドニー
の現在時間は、日本との時差が＋１時間であるため１７：３０となる。
【００３３】
　時間表示ケースの表示面１における各時刻表示部３Ａ～３Ｄに対応した右側の広い透光
可能な表示領域には、１日を１時間単位の２４個の時間マス目４ａで水平方向に沿って表
示する四つの時間マス目表示部４Ａ～４Ｄのマス目表示ライン４ｂと、各マス目表示ライ
ン４ｂで区画された時間マス目４ａ内に左側から順番に１日の２４時間を現す０～２３（
又は１～２４）の数字とが印刷されている。
【００３４】
　各時間マス目表示部４Ａ～４Ｄでは、最左側の時間マス目４ａが０時表示用となり、最
右側の時間マス目４ａが２３時表示用となる。
【００３５】
　各地域名表示部２Ａ～２Ｄで表示された地域名での業務時間帯（営業時間帯）、連絡時
間帯など、ユーザが表示したい各地域での設定時間帯に相当する各時間マス目表示部４Ａ
～４Ｄの時間マス目４ａを、設定時間帯外の他の時間マス目４ａとは視覚的に異なる表示
色（表示形態の一例）で表示する設定時間帯表示部５が設けられている。
【００３６】
　この設定時間帯表示部５は、図３、図４に示すように、各時間マス目表示部４Ａ～４Ｄ
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の各時間マス目４ａに対応して表示面１の裏面側に配設された発光色を変更可能な発光素
子６と、各地域名での設定時間帯に相当する各時間マス目表示部４Ａ～４Ｄの時間マス目
４ａを選定する時間マス目選定手段７と、選定された時間マス目４ａの発光素子６の発光
色を選定する表示色選定手段８と、この表示色選定手段８で選定された選定発光色に対応
する色制御信号を選定された時間マス目４ａの発光素子６の駆動回路６Ａに出力する表示
色制御部９とから構成されている。
【００３７】
　設定時間帯表示部５の各発光素子６は、赤色発光ダイオードチップＬＥＤＲと緑色発光
ダイオードチップＬＥＤＧ及び青色発光ダイオードチップＬＥＤＢとが透明樹脂で封止さ
れた発光色を変更可能なＬＥＤから構成されている。
【００３８】
　発光素子６の各発光ダイオードチップＬＥＤＲ～ＬＥＤＢごとに与えられる色制御信号
（パルス信号）を色成分ごとに駆動電流値に変換して発光素子６の駆動回路６Ａに与える
ことにより、発光素子６は色制御信号に対応した色で発光する。
【００３９】
　そのため、発光素子６の各発光ダイオードチップＬＥＤＲ～ＬＥＤＢに対する色制御信
号による色成分ごとの駆動電流値の出力比を変更することにより、発光素子６は色々な色
の発光が可能となる。
　例えば、発光素子６の発光色を青、緑、シアン、赤、マゼンタ、黄、白の７色に設定す
ることができる。
【００４０】
　時間表示ケースの表示面１における各時間マス目表示部４Ａ～４Ｄの上下両側脇に存在
する透光可能な表示領域には、図１～図４に示すように、時刻制御部２３から出力される
時刻データを含む時刻制御信号に基づいて、基本地域名での現在時刻を時間マス目表示部
４Ａ～４Ｄに沿って時間経過方向（左側から右側）にバー状に移動表示する表示移動手段
１１Ａを備えた時刻移動表示部１１が設けられている。
【００４１】
　この時刻移動表示部１１は、各時間マス目表示部４Ａ～４Ｄの上下両側脇における表示
面１の裏面側に時間マス目表示部４Ａ～４Ｄの時間マス目４ａと同じ長さ寸法で１日を１
時間単位の２４個の時間移動マス目１２ａで表示する時間移動マス目表示部１２と、当該
時間移動マス目表示部１２の各時間移動マス目１２ａに配設された発光素子１３と、前記
時刻制御部２３から出力される時刻制御信号に基づいて、基本地域名での現在時刻に対応
する時間移動マス目１２ａの発光素子１３の駆動回路１３Ａに発光制御信号を出力する発
光表示制御部１４とから構成されている。
【００４２】
　時刻移動表示部１１の各発光素子１３は、赤色発光ダイオードＬＥＤＲと緑色発光ダイ
オードＬＥＤＧ及び青色発光ダイオードＬＥＤＢとのうちの一つから統一構成され、発光
制御信号（パルス信号）を駆動電流値に変換して発光素子１３の駆動回路１３Ａに与える
ことにより、発光素子１３は所定の色で発光する。
　また、発光素子１３の駆動回路１３Ａに対する駆動電流の供給を停止すると、発光素子
１３は消灯状態になる。
【００４３】
　時間移動マス目表示部１２の時間移動マス目１２ａは、第１列目の時間マス目表示部４
Ａの上側部位と時間マス目表示部４Ａ～４Ｄの隣接間部位と第４列目の時間マス目表示部
４Ｄの下側部位との合計五箇所に形成されている。
【００４４】
　そして、列方向に一直線状に位置する五つの時間移動マス目１２ａが時間表示単位の一
組を構成し、基本地域名での現在時刻に相当する五つの時間移動マス目１２ａの発光素子
１３が同時に点灯制御され、その点灯表示される五つの時間移動マス目１２ａが時刻制御
部２３の時刻制御信号に基づいて時間マス目表示部４Ａ～４Ｄに沿って時間経過方向にバ
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ー状に移動表示される。
【００４５】
　また、同時に点灯表示される五つの時間移動マス目１２ａをもって、時刻移動表示部１
１の表示移動手段１１Ａである時刻バーが構成され、この時刻バーの表示域が、全ての時
間マス目表示部４Ａ～４Ｄにおける時刻表示対象の時間マス目４ａに亘る表示域に構成さ
れている。
【００４６】
　尚、時刻移動表示部１１の各発光素子１３を、赤色発光ダイオードチップＬＥＤＲと緑
色発光ダイオードチップＬＥＤＧ及び青色発光ダイオードチップＬＥＤＢとが透明樹脂で
封止された発光色を変更可能なＬＥＤから構成して、ユーザにおいて発光色を選択できる
ように構成してもよい。
【００４７】
　また、当該第１実施形態では、地域名表示部２Ａ～２Ｄの一つと時刻表示部３Ａ～３Ｄ
の一つ及び時間マス目表示部４Ａ～４Ｄの一つとが行方向（水平方向）に沿って配置され
た表示形態を一組にして列方向（上下方向）に４組が配置されている。
【００４８】
　複数地域時間表示装置には、プログラムに従って時刻表示部３Ａ～３Ｄの時刻表示駆動
回路１９、設定時間帯表示部５の各発光素子６の駆動回路６Ａ，時刻移動表示部１１の各
発光素子１３の駆動回路１３Ａ等の各種制御並びに演算を行う制御部（ＣＰＵ）、基準パ
ルスを発生する発振回路２０、この発振回路２０から出力される基準パルスを所定周波数
のパルスに分周する分周回路２１、分周回路２１からのパルスに基づいて各種タイミング
信号や時刻表示を更新するために１秒毎の時計タイミング信号を生成して制御部（ＣＰＵ
）に出力する計時計数回路２２、制御部（ＣＰＵ）の制御並びに演算のプログラム等が記
憶されたＲＯＭ、時刻移動表示情報や設定時間帯表示部５の発光色の選定色情報等の各種
情報を記憶するＲＡＭ、入力手段としてのモード切替スイッチＳＷ１、設定スイッチＳＷ
２、←スイッチ（左行スイッチ）ＳＷ３、→スイッチ（右行スイッチ）ＳＷ４、↑スイッ
チ（上行スイッチ）ＳＷ５、↓スイッチ（下行スイッチ）ＳＷ６が装備されている。
【００４９】
　そして、時刻制御部２３と、設定時間帯表示部５の時間マス目選定手段７、表示色選定
手段８、表示色制御部９と、時刻移動表示部１１の発光表示制御部１４は、前記発振回路
２０、分周回路２１、計時計数回路２２、制御部（ＣＰＵ）、ＲＯＭ、ＲＡＭ、モード切
替スイッチＳＷ１、設定スイッチＳＷ２、←スイッチＳＷ３、→スイッチＳＷ４、↑スイ
ッチＳＷ５、↓スイッチＳＷ６をもって構成されている。
【００５０】
　次に、複数地域時間表示装置の動作について、図５～図８のフローチャートを参照して
説明する。
　通常動作モードでは、図６のフローチャートに示すように、計時計数回路２２から制御
部（ＣＰＵ）に出力される１秒毎の時計タイミング信号に基づいて計時処理（ステップＳ
２０１）し、基本地域名での現在時間を計数するとともに、制御部（ＣＰＵ）から各時刻
表示部３Ａ～３Ｄの時刻表示駆動回路１９に時刻制御信号を出力し、各時刻表示部３Ａ～
３Ｄの７セグメントＬＥＤで表示されている各地域の現在の時間数値を更新表示する（ス
テップＳ２０２～２０５）。
【００５１】
　そして、ステップＳ２０６において、基本地域名での現在時間の時桁が更新されるか否
かを判断し、更新されない（ＮＯ）と判断した場合には、ステップＳ２０７，２０８に移
行せずに復帰し、現在の時間移動マス目１２ａに設けられている発光素子１３の点灯状態
を維持する。
　ステップＳ２０６において更新される（ＹＥＳ）と判断した場合には、ＲＡＭに記憶さ
れている時間移動マス目番号のうち、前時間に対応する縦一列の時間移動マス目番号を読
み出し、この読み出された時間移動マス目番号の時間移動マス目に設けられている発光素
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子１３の駆動回路１３Ａに対して制御部（ＣＰＵ）から消灯制御信号を出力する（ステッ
プＳ２０７）とともに、ＲＡＭに記憶されている現時間に対応する縦一列の時間移動マス
目番号を読み出し、この読み出された時間移動マス目番号の時間移動マス目に設けられて
いる発光素子１３の駆動回路１３Ａに対して制御部（ＣＰＵ）から点灯制御信号を出力す
る（ステップＳ２０８）。
【００５２】
　そのため、点灯表示される五つの時間移動マス目１２ａをもって構成される表示移動手
段１１Ａである時刻バーが時間マス目表示部４Ａ～４Ｄに沿って１時間だけ時間経過方向
（右側）に移動表示される。
【００５３】
　通常動作モード（ステップＳ１０１）中に時間設定モード（ステップＳ１０８）又は時
間マス目の時刻帯設定モード（ステップＳ１０６）に切替える場合には、図５のフローチ
ャートに示すように、ステップＳ１０２において、モード切替スイッチＳＷ１の操作の有
無を判断し、操作が無い場合は通常動作モードを維持する。
【００５４】
　モード切替スイッチＳＷ１の操作による割り込みがあると、ステップＳ１０３に移行し
、
基本地域名に対応する第１列目の時刻表示部３Ａの７セグメントＬＥＤの時刻表示駆動回
路１９に対して制御部（ＣＰＵ）から点滅制御信号を出力し、この第１列目の時刻表示部
３Ａの７セグメントＬＥＤを点滅表示するとともに、設定スイッチＳＷ２の操作の有無に
よって時刻設定モードに移行するか否かを判断する。
【００５５】
　設定スイッチＳＷ２の操作があると、ステップＳ１０８の時刻設定処理に移行するので
あるが、このとき、ステップＳ１０７において、設定スイッチＳＷ２が操作された時点か
ら設定時間（当該実施形態では２０秒に設定）経過するまで、←スイッチＳＷ３、→スイ
ッチＳＷ４、↑スイッチＳＷ５、↓スイッチＳＷ６に対する操作の有無を判断し、無操作
と判断した場合には、通常動作モードに復帰する。
【００５６】
　また、ステップＳ１０３でモード切替スイッチＳＷ１が再度操作されると、時刻設定モ
ードではないと判断し、第１列目の時刻表示部３Ａの７セグメントＬＥＤの時刻表示駆動
回路１９に対する制御部（ＣＰＵ）からの点滅制御信号の出力を停止するとともに、第１
列目の時間マス目表示部４Ａの時間マス目４ａのうち、０時表示用の時間マス目４ａに設
けられている発光素子６の駆動回路６Ａに対して制御部（ＣＰＵ）から点滅制御信号を出
力し、この第１列目の時間マス目表示部４Ａにおける０時表示用の時間マス目４ａを点滅
表示し、ステップＳ１０６の時間マス目４ａの時間帯設定処理に移行する。
【００５７】
　このとき、ステップＳ１０５において、時間マス目４ａの時間帯設定処理である時間マ
ス目の時間帯設定モードに移行した時点から設定時間（当該実施形態では２０秒に設定）
経過するまで、←スイッチＳＷ３、→スイッチＳＷ４、↑スイッチＳＷ５、↓スイッチＳ
Ｗ６に対する操作の有無を判断し、無操作と判断した場合には、通常動作モードに復帰す
る。
【００５８】
　時刻設定モードでは、図７のフローチャートに示すように、第１列目の時刻表示部３Ａ
の７セグメントＬＥＤが点滅表示している状態で設定スイッチＳＷ２が操作されると、ス
テップＳ３０１において、第１列目の時刻表示部３Ａでの時刻設定モードであると判断さ
れ、ステップＳ３０２において、↑スイッチＳＷ５又は↓スイッチＳＷ６の操作によって
、分桁を表示する右側の二つの７セグメントＬＥＤの表示数値を修正し、設定スイッチＳ
Ｗ２の操作で確定する。
【００５９】
　分桁の修正が完了するとステップＳ３０３の時桁修正に移行し、↑スイッチＳＷ５又は
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↓スイッチＳＷ６の操作によって、時桁を表示する左側の二つの７セグメントＬＥＤの表
示数値を修正し、設定スイッチＳＷ２の操作で確定するとともに、第１列目の時刻表示部
３Ａの時刻設定モードから第２列目の時刻表示部３Ｂの時刻設定モードに移行する。
【００６０】
　この第２列目の時刻表示部３Ｂの時刻修正は、ステップＳ３０４～３０６において、上
述の第１列目の時刻表示部３Ａでの時刻修正操作手順（ステップＳ３０１～３０３）と同
じ手順で行い、第２列目の時刻表示部３Ｂの時刻設定モードから第３列目の時刻表示部３
Ｃの時刻設定モードに移行する。
【００６１】
　この第３列目の時刻表示部３Ｃの時刻修正も、ステップＳ３０７～３０９において、上
述の第１列目の時刻表示部３Ａでの時刻修正操作手順（ステップＳ３０１～３０３）と同
じ手順で行い、第３列目の時刻表示部３Ｃの時刻設定モードから第４列目の時刻表示部３
Ｄの時刻設定モードに移行する。
【００６２】
　この第４列目の時刻表示部３Ｄの時刻修正も、ステップＳ３１０～３１２において、上
述の第１列目の時刻表示部３Ａでの時刻修正操作手順（ステップＳ３０１～３０３）と同
じ手順で行い、第４列目の時刻表示部３Ｄの時刻設定モードから通常動作モードに復帰す
る。
【００６３】
　尚、ステップ３０１において、第１列目の時刻表示部３Ａの７セグメントＬＥＤが点滅
表示し、且つ、設定スイッチＳＷ２が操作される前に、モード切替スイッチＳＷ１が再操
作されると、第１列目の時刻表示部３Ａでの時刻設定モードではないと判断され、第１列
目の時刻表示部３Ａの時刻設定モードからステップＳ３０４の第２列目の時刻表示部３Ｂ
での時刻設定モードに移行する。
【００６４】
　このステップ３０４において、第２列目の時刻表示部３Ｂの７セグメントＬＥＤが点滅
表示し、且つ、設定スイッチＳＷ２が操作される前に、モード切替スイッチＳＷ１が再操
作されると、第２列目の時刻表示部３Ｂでの時刻設定モードではないと判断され、第２列
目の時刻表示部３Ｂの時刻設定モードからステップＳ３０７の第３列目の時刻表示部３Ｃ
での時刻設定モードに移行する。
【００６５】
　このステップ３０７において、第３列目の時刻表示部３Ｃの７セグメントＬＥＤが点滅
表示し、且つ、設定スイッチＳＷ２が操作される前に、モード切替スイッチＳＷ１が再操
作されると、第３列目の時刻表示部３Ｃでの時刻設定モードではないと判断され、第３列
目の時刻表示部３Ｃの時刻設定モードからステップＳ３１０の第４列目の時刻表示部３Ｄ
での時刻設定モードに移行する。
【００６６】
　さらに、ステップ３１０において、第４列目の時刻表示部３Ｄの７セグメントＬＥＤが
点滅表示し、且つ、設定スイッチＳＷ２が操作される前に、モード切替スイッチＳＷ１が
再操作されると、第４列目の時刻表示部３Ｄでの時刻設定モードではないと判断され、第
４列目の時刻表示部３Ｄの時刻設定モードから通常動作モードに復帰する。
【００６７】
　設定時間帯表示部５の時間帯設定モードでは、図８のフローチャートに示すように、第
１列目の時間マス目表示部４Ａにおける０時表示用の時間マス目４ａが点滅表示している
状態で設定スイッチＳＷ２が操作されると、ステップＳ４０１において、第１列目の時間
マス目表示部４Ａでの時間帯設定モードであると判断され、ステップＳ４０２に移行する
。このステップＳ４０２では、→スイッチＳＷ４を操作し、行き過ぎた場合には←スイッ
チＳＷ３を操作して設定時間帯の表示開始位置の時間マス目４ａを選択し、設定スイッチ
ＳＷ２を操作して確定すると、表示開始位置の時間マス目４ａの時間マス目番号をＲＡＭ
に記憶して表示開始マス目の選定を完了する。
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【００６８】
　この表示開始マス目の選定が完了するとステップＳ４０３に移行する。このステップＳ
４０３では、→スイッチＳＷ４を操作し、行き過ぎた場合には←スイッチＳＷ３を操作し
て設定時間帯の表示終了位置の時間マス目４ａを選択し、設定スイッチＳＷ２を操作して
確定すると、表示終了位置の時間マス目４ａの時間マス目番号をＲＡＭに記憶し、表示終
了マス目の選定を完了してステップＳ４０４に移行する。
【００６９】
　ステップＳ４０４においては、ＲＡＭに記憶された表示開始位置の時間マス目番号から
表示終了位置の時間マス目番号までの範囲に該当する時間マス目４ａが設定時間帯として
確定され、この確定された設定時間帯の時間マス目４ａに設けられている発光素子６の駆
動回路６Ａに対して制御部（ＣＰＵ）から点灯制御信号を出力し、設定時間帯として確定
された時間マス目４ａの発光素子６の駆動回路６Ａに駆動電流を供給して点灯表示し、ス
テップＳ４０５に移行する。
【００７０】
　このステップＳ４０５において、ＲＯＭには、発光素子６の複数の発光色に対応する発
光素子６の各発光ダイオードチップＬＥＤＲ～ＬＥＤＢに対する複数の出力比の異なる駆
動電流値が設定時間帯表示部５での発光色の色情報として記憶されているため、↑スイッ
チＳＷ５又は↓スイッチＳＷ６を操作すると、ＲＡＭに記憶されている各発光ダイオード
チップＬＥＤＲ～ＬＥＤＢに対する複数の出力比の異なる駆動電流値を色制御信号として
操作順に読み出し、その色制御信号である駆動電流値の出力比に対応する駆動電流を設定
時間帯として確定された時間マス目４ａの発光素子６の駆動回路６Ａに供給する。
【００７１】
　これによって、設定時間帯として確定された時間マス目４ａの発光素子６の発光色が操
作順に変化し、希望の発光色になった時点で設定スイッチＳＷ２を操作すると、発光素子
６の発光色が確定し、確定した発光素子６の発光色に対応する色制御信号が設定時間帯の
時間マス目番号と対応してＲＡＭに記憶される。
【００７２】
　この表示色の選定が完了すると、ステップＳ４０６において、設定時間帯として確定さ
れた時間マス目４ａを選定された表示色で点灯維持したのち、第１列目の時間マス目表示
部４Ａにおける時間帯設定モードからステップＳ４１１の第２列目の時間マス目表示部４
Ｂにおける時間帯設定モードに移行する。
【００７３】
　この第２列目の時間マス目表示部４Ｂにおける時間帯設定モードでは、ステップＳ４１
１～４１６において、上述の第１列目の時間マス目表示部４Ａでの設定時間帯の設定操作
手順（ステップＳ４０１～４０６）と同じ手順で第２列目の時間マス目表示部４Ｂでの設
定時間帯を設定操作し、ステップＳ４２１の第３列目の時間マス目表示部４Ｃにおける時
間帯設定モードに移行する。
【００７４】
　この第３列目の時間マス目表示部４Ｃにおける時間帯設定モードも、ステップＳ４２１
～４２６において、上述の第１列目の時間マス目表示部４Ａでの設定時間帯の設定操作手
順（ステップＳ４０１～４０６）と同じ手順で第３列目の時間マス目表示部４Ｃでの設定
時間帯を設定操作し、ステップＳ４３１の第４列目の時間マス目表示部４Ｄにおける時間
帯設定モードに移行する。
【００７５】
　この第４列目の時間マス目表示部４Ｄにおける時間帯設定モードも、ステップＳ４３１
～４３６において、上述の第１列目の時間マス目表示部４Ａでの設定時間帯の設定操作手
順（ステップＳ４０１～４０６）と同じ手順で第４列目の時間マス目表示部４Ｄでの設定
時間帯を設定操作し、第４列目の時間マス目表示部４Ｄにおける時間帯設定モードから通
常動作モードに復帰する。
【００７６】
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　尚、ステップＳ４０１において、第１列目の時間マス目表示部４Ａにおける０時表示用
の時間マス目４ａが点滅表示し、且つ、設定スイッチＳＷ２が操作される前に、モード切
替スイッチＳＷ１が再操作されると、第１列目の時間マス目表示部４Ａでの時間帯設定モ
ードではないと判断され、第１列目の時間マス目表示部４Ａにおける時間帯設定モードか
らステップＳ４１１の第２列目の時間マス目表示部４Ｂにおける時間帯設定モードに移行
する。
【００７７】
　このステップＳ４１１において、第２列目の時間マス目表示部４Ｂにおける０時表示用
の時間マス目４ａが点滅表示し、且つ、設定スイッチＳＷ２が操作される前に、モード切
替スイッチＳＷ１が再操作されると、第２列目の時間マス目表示部４Ｂでの時間帯設定モ
ードではないと判断され、第２列目の時間マス目表示部４Ｂにおける時間帯設定モードか
らステップＳ４２１の第３列目の時間マス目表示部４Ｃにおける時間帯設定モードに移行
する。
【００７８】
　このステップＳ４２１において、第３列目の時間マス目表示部４Ｃにおける０時表示用
の時間マス目４ａが点滅表示し、且つ、設定スイッチＳＷ２が操作される前に、モード切
替スイッチＳＷ１が再操作されると、第３列目の時間マス目表示部４Ｃでの時間帯設定モ
ードではないと判断され、第３列目の時間マス目表示部４Ｃにおける時間帯設定モードか
らステップＳ４３１の第４列目の時間マス目表示部４Ｄにおける時間帯設定モードに移行
する。
【００７９】
　このステップＳ４３１において、第４列目の時間マス目表示部４Ｄにおける０時表示用
の時間マス目４ａが点滅表示し、且つ、設定スイッチＳＷ２が操作される前に、モード切
替スイッチＳＷ１が再操作されると、第４列目の時間マス目表示部４Ｄでの時間帯設定モ
ードではないと判断され、第４列目の時間マス目表示部４Ｄにおける時間帯設定モードか
ら通常動作モードに復帰する。
【００８０】
　尚、当該第１実施形態では、地域名表示部２Ａ～２Ｄにユーザが地域名を直接書き込む
ように構成したが、国名や都市名等の地域名が印刷されているラベルを地域名表示部２Ａ
～２Ｄに貼り付けてもよく、さらに、ＲＯＭに国名や都市名等の地域名のデータを記憶さ
せておき、地域名選定スイッチの操作でＲＯＭから地域名を読み出し、地域名表示部２Ａ
～２Ｄを構成する液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）に選定された地域名を表示し、且つ、その
選定された地域名をＲＡＭに記憶するように構成してもよい。
【００８１】
　また、当該第１実施形態では、四つの地域名表示部２Ａ～２Ｄを設けたが、少なくとも
基本地域名及びそれと時差のある他の一つの地域名とをそれぞれ表示する２つの地域名表
示部２Ａ，２Ｂがあればよい。
【００８２】
　また、当該第１実施形態では、設定時間帯表示部５の各発光素子６を、赤色発光ダイオ
ードチップＬＥＤＲと緑色発光ダイオードチップＬＥＤＧ及び青色発光ダイオードチップ
ＬＥＤＢとが透明樹脂で封止された発光色を変更可能なＬＥＤから構成して、時間マス目
表示部４Ａ～４Ｄの時間マス目４ａを複数色で色分け表示したが、赤色発光ダイオードＬ
ＥＤＲと緑色発光ダイオードＬＥＤＧ及び青色発光ダイオードＬＥＤＢとのうちの一つを
使用する場合には、色の濃淡で区別して表示してもよく、さらに、点灯と消灯の二状態で
区別して表示してもよい。
【００８３】
　また、当該第１実施形態では、各地域名表示部２Ａ～２Ｄに表示された表示地域名での
現在時刻を表示する時刻表示部３Ａ～３Ｄの全てを手動操作で初期設定するように構成し
たが、基本地域名の現在時間を表示する時刻表示部３Ａの初期設定が完了したとき、この
時刻表示部３Ａの表示時間を基準にして、ＲＯＭに記憶されている地域名データと時差デ
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ータとに基づいて他の時刻表示部３Ｂ～３Ｄの時刻を自動修正してもよい。
【００８４】
　モード切替スイッチＳＷ１、設定スイッチＳＷ２、←スイッチＳＷ３、→スイッチＳＷ
４、↑スイッチＳＷ５、↓スイッチＳＷ６は、時間表示ケースの背面、横側面、上面、前
面の何れの位置に配置してもよい。
　尚、スイッチの種類、数は複数地域時間表示装置の表示形態、操作形態に応じて種々変
更可能である。
【００８５】
　〔第２実施形態〕
　図９は複数地域時間表示装置の別実施形態を示し、軸芯が上下方向となる円筒状の時間
表示ケース２５における上下中間部に形成された円筒状表示面１に、複数の地域名表示部
２Ａ～２Ｄの一つと、時刻表示部３Ａ～３Ｄの一つ、及び、１日を１時間単位の２４個の
時間マス目４ａで表示する時間マス目表示部４Ａ～４Ｄの一つとが行方向（円周方向）に
沿って配置された表示形態を一組にして列方向（上下方向）に４組が配置されている。
【００８６】
　各時間マス目表示部４Ａ～４Ｄの上下隣接間における表示面１の裏面側に時間マス目表
示部４Ａ～４Ｄの時間マス目４ａと同じ長さ寸法で１日を１時間単位の２４個の時間移動
マス目１２ａで表示する時間移動マス目表示部１２が円周方向に沿って形成されている。
【００８７】
　時間移動マス目表示部１２の時間移動マス目１２ａのうち、列方向に一直線状に位置す
る三つの時間移動マス目１２ａが時間表示単位の一組を構成し、基本地域名での現在時刻
に相当する五つの時間移動マス目１２ａの発光素子１３が同時に点灯制御され、その点灯
表示される五つの時間移動マス目１２ａが時刻制御部２３の時刻制御信号に基づいて時間
マス目表示部４Ａ～４Ｄに沿って時間経過方向にバー状に移動表示される。
【００８８】
　尚、その他の構成は、第１実施形態で説明した構成と同一であるから、同一の構成箇所
には、第１実施形態と同一の番号を付記してそれの説明は省略する。
【００８９】
　また、軸芯が上下方向となる円筒状の時間表示ケース２５における上下中間部の円筒状
表示面に、複数の地域名表示部２Ａ～２Ｄの一つと、時刻表示部３Ａ～３Ｄの一つ、及び
、１日を１時間単位の２４個の時間マス目４ａで表示する時間マス目表示部４Ａ～４Ｄの
一つとが列方向（上下方向）に沿って配置された表示形態を一組にして、行方向（円周方
向）に４組を配置して構成してもよい。
【００９０】
　〔第３実施形態〕
　図１０は複数地域時間表示装置の別実施形態を示し、軸芯が水平方向となる円筒状の時
間表示ケース２６の前面側に形成された横長円弧状の表示面１に、複数の地域名表示部２
Ａ～２Ｄの一つと、時刻表示部３Ａ～３Ｄの一つ、及び、１日を１時間単位の２４個の時
間マス目４ａで表示する時間マス目表示部４Ａ～４Ｄの一つとが行方向（軸芯方向）に沿
って配置された表示形態を一組にして列方向（円周方向）に４組が配置されている。
【００９１】
　また、各時間マス目表示部４Ａ～４Ｄの上下両側脇における表示面１の裏面側に時間マ
ス目表示部４Ａ～４Ｄの時間マス目４ａと同じ長さ寸法で１日を１時間単位の２４個の時
間移動マス目１２ａで表示する時間移動マス目表示部１２が行方向に沿って形成されてい
る。
【００９２】
　そして、列方向に一直線状に位置する五つの時間移動マス目１２ａが時間表示単位の一
組を構成し、基本地域名での現在時刻に相当する五つの時間移動マス目１２ａの発光素子
１３が同時に点灯制御され、その点灯表示される五つの時間移動マス目１２ａが時刻制御
部２３の時刻制御信号に基づいて時間マス目表示部４Ａ～４Ｄに沿って時間経過方向にバ
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ー状に移動表示される。
【００９３】
　また、同時に点灯表示される五つの時間移動マス目１２ａをもって、時刻移動表示部１
１の表示移動手段１１Ａである時刻バーが構成され、この時刻バーの表示域が、全ての時
間マス目表示部４Ａ～４Ｄにおける時刻表示対象の時間マス目４ａに亘る表示域に構成さ
れている。
【００９４】
　尚、その他の構成は、第１実施形態で説明した構成と同一であるから、同一の構成箇所
には、第１実施形態と同一の番号を付記してそれの説明は省略する。
【００９５】
　〔第４実施形態〕
　図１１は複数地域時間表示装置の別実施形態を示し、時間表示ケースの前面に形成され
た縦長矩形状の平面的な表示面１の上側部位には、基本地域名及びそれと時差のある他の
三つの地域名とをそれぞれ表示する合計四つの地域名表示部２Ａ～２Ｄが行方向（横方向
）に所定間隔をおいて形成されている。
【００９６】
　時間表示ケースの表示面１における各地域名表示部２Ａ～２Ｄに対応した下側脇位置に
は、各地域名表示部２Ａ～２Ｄに表示された表示地域名での現在時刻を表示する時刻表示
部３Ａ～３Ｄが行方向（横方向）に配設されている。
【００９７】
　時間表示ケースの表示面１における各時刻表示部３Ａ～３Ｄに対応した下側の広い透光
可能な表示領域には、１日を１時間単位の２４個の時間マス目４ａで列方向（上下方向）
に沿って表示する四つの時間マス目表示部４Ａ～４Ｄと、この時間マス目表示部４Ａ～４
Ｄの左側部位において時間マス目４ａと同じ寸法の時間表示マス目２５ａで一日を１～２
４の数字で表示する時間表示マス目部２５とが形成されている。
【００９８】
　また、時間表示ケースの前面の最上部には、モード切替スイッチＳＷ１、設定スイッチ
ＳＷ２、←スイッチＳＷ３、→スイッチＳＷ４、↑スイッチＳＷ５、↓スイッチＳＷ６が
横方向に配設されている。
【００９９】
　尚、その他の構成は、第１実施形態で説明した構成と同一であるから、同一の構成箇所
には、第１実施形態と同一の番号を付記してそれの説明は省略する。
【０１００】
　〔その他の実施形態〕
　（１）上述の各実施形態では、各地域名表示部２Ａ～２Ｄに対応した右側脇位置に、各
地域名表示部２Ａ～２Ｄに表示された表示地域名での現在時刻を表示する時刻表示部３Ａ
～３Ｄを配設したが、基本地域名を表示する地域名表示部２Ａに対応した位置にのみ基本
地域名での現在時刻を表示する時刻表示部３Ａを設けてもよい。
　さらに、各地域名表示部２Ａ～２Ｄに対応した右側脇位置に配置されている時刻表示部
３Ａ～３Ｄの全てを取り除いた形態で実施してもよい。
【０１０１】
　（２）上述の各実施形態では、設定時間帯表示部５において、各地域名表示部２Ａ～２
Ｄで表示された地域名での設定時間帯に相当する各時間マス目４ａを、設定時間帯外の他
の時間マス目４ａとは視覚的に異なる表示形態で表示するに、上述の各実施形態では、複
数色で色分け表示する方法と、色の濃淡で区別して表示する方法、及び、点灯と消灯の二
状態で表示する方法とを例示したが、それ以外に、設定時間帯に相当する各時間マス目４
ａに矢印等の記号や文字、模様等を表示してもよい。
【０１０２】
　（３）上述の各実施形態では、設定時間帯表示部５及び時刻移動表示部１１を発光ダイ
オードＬＥＤを用いて構成したが、この設定時間帯表示部５及び時刻移動表示部１１を液
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晶ディスプレイ（ＬＣＤ）に表示するように構成してもよい。
　さらに、複数の地域名表示部２Ａ～２Ｄと時刻表示部３Ａ～３Ｄ及び時間マス目表示部
４Ａ～４Ｄの時間マス目４ａと時刻移動表示部１１の時間移動マス目１２ａとを液晶ディ
スプレイ（ＬＣＤ）に表示するように構成してもよい。
【０１０３】
　（４）平面的な表示面１に、複数の地域名表示部２Ａ～２Ｄと時刻表示部３Ａ～３Ｄ及
び時間マス目表示部４Ａ～４Ｄの時間マス目４ａと時刻移動表示部１１の時間移動マス目
１２ａとを配置するにあたって、地域名表示部と時刻表示部及び時間マス目表示部とが円
周方向に沿って配置された表示形態を一組にして半径方向に複数組を配置してもよい。
【０１０４】
　（５）上述の各実施形態では、複数地域時間表示装置を置物型に構成したが、携帯型に
構成してもよく、更に、腕時計型に構成してもよい。
【０１０５】
　（６）上述の各実施形態では、時間マス目表示部４Ａ～４Ｄの時間マス目４ａを１時間
単位に設定したが、この時間マス目４ａを０．５時間単位又は２時間単位等に設定しても
よい。
　また、時刻移動表示部１１の時間移動マス目１２ａを１時間単位に設定したが、この時
間移動マス目１２ａを０．５時間単位又は２時間単位等に設定してもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１０６】
　以上説明したように、時差のある基本地域と他の地域との間で商取引や連絡等を行う場
合において、基本地域での設定時間帯及び現在時刻と他の地域において最も知りたい設定
時間帯との関係を瞬時にして正確に把握することのできる便利な複数地域時間表示装置を
提供することができる。
【符号の説明】
【０１０７】
　２Ａ　　　第１列目の地域名表示部
　２Ｂ　　　第２列目の地域名表示部
　２Ｃ　　　第３列目の地域名表示部
　２Ｄ　　　第４列目の地域名表示部
　３Ａ　　　第１列目の時刻表示部
　３Ｂ　　　第２列目の時刻表示部
　３Ｃ　　　第３列目の時刻表示部
　３Ｄ　　　第４列目の時刻表示部
　４Ａ　　　第１列目の時間マス目表示部
　４Ｂ　　　第２列目の時間マス目表示部
　４Ｃ　　　第３列目の時間マス目表示部
　４Ｄ　　　第４列目の時間マス目表示部
　４ａ　　　時間マス目
　５　　　　設定時間帯表示部
　６　　　　発光素子
　６Ａ　　　駆動回路
　７　　　　時間マス目選定手段
　８　　　　表示色選定手段
　９　　　　表示色制御部
　１１　　　時刻移動表示部
　１１Ａ　　表示移動手段
　１２　　　時間移動マス目表示部
　１２ａ　　時間移動マス目
　１３　　　発光素子
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　１３Ａ　　駆動回路
　１４　　　発光表示制御部
　２３　　　時刻制御部
【要約】
【課題】時差のある基本地域と他の地域との間で商取引や連絡等を行う場合において、基
本地域での設定時間帯及び現在時刻と他の地域において最も知りたい設定時間帯との関係
を瞬時にして正確に把握する。
【解決手段】基本地域名及びそれと時差のある地域名とを表示する複数の地域名表示部２
Ａ～２Ｄと、１日を時間マス目４ａで表示する複数の時間マス目表示部４Ａ～４Ｂと、地
域名での設定時間帯に相当する各時間マス目表示部４Ａ～４Ｂの時間マス目４ａを、他の
時間マス目４ａとは異なる表示形態で表示する設定時間帯表示部と、基本地域名での時刻
を計数する時刻制御部とが備えられているとともに、時刻制御部から出力される時刻デー
タを含む時刻制御信号に基づいて、基本地域名での現在時刻を時間マス目表示部４Ａ～４
Ｂに沿って時間経過方向に移動表示する時刻移動表示部１１が設けられている。
【選択図】図１

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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