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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　時間を計時するカレンダー機能付きの計時手段と、
　時刻情報を表示する時刻表示手段と、
　就業時刻を設定する就業時刻設定手段と、
　設定された就業時刻を示す情報を記憶する就業時刻記憶手段と、
　上記就業時刻記憶手段に記憶されている就業時刻を示す情報に基づいて、上記時刻表示
手段により表示されている時刻情報をカード挿入口から挿入されたタイムカードに記録す
る記録手段と、
　就業時刻を変更する期間及びその変更期間の変更した就業時刻を設定する就業時刻変更
設定手段と、
　上記就業時刻変更設定手段により設定された変更期間及び変更就業時刻を示す情報を記
憶する変更就業時刻情報記憶手段と、
　上記変更就業時刻情報記憶手段に記憶されている上記変更期間を示す情報と上記計時手
段により得られる時刻情報に基づいて、上記変更期間中、上記就業時刻記憶手段に記憶さ
れている就業時刻を示す情報を上記変更就業時刻情報記憶手段に記憶されている変更就業
時刻を示す情報に変更する就業時刻変更手段とを備え、
　上記就業時刻変更設定手段は、上記変更期間の開始日時及び終了日時を設定可能である
ことを特徴とするタイムレコーダ。
【請求項２】
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　上記就業時刻変更設定手段は、始業時刻／終業時刻／休憩の開始時刻及び終了時刻を進
める時間及び戻す時間を選択的に設定する設定項目を有することを特徴とする請求項１記
載のタイムレコーダ。
【請求項３】
　上記就業時刻変更設定手段は、印字段変更時刻を進める時間及び戻す時間を選択的に設
定する設定項目を有することを特徴とする請求項２に記載のタイムレコーダ。
【請求項４】
　上記就業時刻変更設定手段は、チャイム吹鳴曜日及び時刻を選択的に設定する設定項目
を有することを特徴とする請求項２又は請求項３の何れか１項に記載のタイムレコーダ。
【請求項５】
　上記就業時刻変更設定手段は、残業開始時刻を選択的に設定する設定項目を有すること
を特徴とする請求項２乃至請求項４の何れか１項に記載のタイムレコーダ。
【請求項６】
　上記就業時刻変更設定手段は、上記変更期間中の休日の曜日を変更設定する設定項目を
有することを特徴とする請求項２乃至請求項５の何れか１項に記載のタイムレコーダ。
【請求項７】
　上記就業時刻変更設定手段は、上記変更期間中の所定時間に低消費電力モードとする設
定項目を有することを特徴とする請求項１乃至請求項６の何れか１項に記載のタイムレコ
ーダ。
【請求項８】
　さらに、上記変更期間中であるか否かを示す表示手段を備えることを特徴とする請求項
１乃至請求項７の何れか１項に記載のタイムレコーダ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、タイムカードに出社時間や退社時間等を記録するタイムレコーダに関し、特
に、サマータイムに対応した設定機能を有するタイムレコーダに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、将来的な実施を見越して、欧米を中心に採用されているサマータイムによる
時刻自動変更設定機能を実装したタイムレコーダが提案されている（例えば、特許文献１
参照）。
【０００３】
　欧米型のサマータイムは、日照時間の長い夏季期間には時計表示を国全体あるいは地域
全体で一定時間進める制度であって、この制度が採用されることにより、サマータイム開
始時に時計表示を一定時間進め、サマータイム終了時に時計表示を一定時間戻すことにな
る。サマータイムが採用されている多くの国や地域では、サマータイム開始時には時計表
示を１時間進めるようにしているが、３０分進めるようにした地域もある。サマータイム
の採用によって、夜間の電力消費の抑制、余暇活動の促進、交通事故や犯罪率の低下とい
った効果が期待できるとされている。
【０００４】
　ところで、日本国内では、２０１１年からの節電、ピーク電力削減に対応するために、
企業内サマータイムシフトとして、就業形態を繰り上げて実施している企業が多くある。
【０００５】
　これらの企業内サマータイムシフトは、国全体あるいは地域全体で実施されるのではな
く、節電の観点で各企業により小規模な範囲で就業時間を１時間又は３０分早めることに
より実施されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
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【特許文献１】特開平０１－５３２８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記特許文献１に記載されたタイムレコーダのように、従来提供されているサマータイ
ム設定機能を備えたタイムレコーダは、欧米型のサマータイムに対応し、設定されたサマ
ータイム開始のカレンダー時刻になると１時間時刻を自動的に進め、設定されたサマータ
イム終了のカレンダー時刻になると１時間時刻を自動的に戻すようにしている。
【０００８】
　しかしながら、日本国内で行われている企業内サマータイムシフトは、海外サマータイ
ムのように時刻自体を進めたり戻したりするのではなく、時刻はそのままで、就業規則の
開業時刻／終業時刻／休憩時間をシフトしているので、従来のサマータイム設定機能では
、他の時計時刻と異なった時刻となってしまい、混乱を招いてしまう。
【０００９】
　タイムレコーダ内に設定された開業時刻／終業時刻／休憩時間を変更すればよいのであ
るが、設定項目も多く煩わしいばかりでなく、従業員が出社する前の早朝や休日に管理者
が設定変更を行わなければならないという問題がある。
【００１０】
　また、複数のシフトを持ち、１つに通常シフト、もう一方にサマータイムシフトを設定
し、使用月度でシフトを自動変更、あるいは、シフト変更申請キーの操作により対応する
こと可能であるが、複数のシフトを持つことにより、メモリ容量の増加、月度のシフト指
定カードの発行、日々のシフト変更申請キー操作などが必要となってしまう。
【００１１】
　上述の如き従来の実情に鑑み、本願発明の目的は、日本国内で行われている企業内サマ
ータイムシフトに対応可能な就業時刻を自動的に変更する設定機能を備えたタイムレコー
ダを提供することを目的とする。
【００１２】
　本発明の他の目的、本発明によって得られる具体的な利点は、以下に説明される実施の
形態の説明から一層明らかにされる。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明では、タイムレコーダ本体にサマータイムシフト期間／変更時間／変更項目を設
定入力し記憶する機能を搭載することにより、日本国内で行われている企業内サマータイ
ムシフトに対応可能とする。
【００１４】
　すなわち、本発明は、タイムレコーダであって、時間を計時するカレンダー機能付きの
計時手段と、時刻情報を表示する時刻表示手段と、就業時刻を設定する就業時刻設定手段
と、設定された就業時刻を示す情報を記憶する就業時刻記憶手段と、上記就業時刻記憶手
段に記憶されている就業時刻を示す情報に基づいて、上記時刻表示手段により表示されて
いる時刻情報をカード挿入口から挿入されたタイムカードに記録する記録手段と、就業時
刻を変更する期間及びその変更期間の変更した就業時刻を設定する就業時刻変更設定手段
と、上記就業時刻変更設定手段により設定された変更期間及び変更就業時刻を示す情報を
記憶する変更就業時刻情報記憶手段と、上記変更就業時刻情報記憶手段に記憶されている
上記変更期間を示す情報と上記計時手段により得られる時刻情報に基づいて、上記変更期
間中、上記就業時刻記憶手段に記憶されている就業時刻を示す情報を上記変更就業時刻情
報記憶手段に記憶されている変更就業時刻を示す情報に変更する就業時刻変更手段とを備
え、上記就業時刻変更設定手段は、上記変更期間の開始日時及び終了日時を設定可能であ
ることを特徴とする。
【００１５】
　本発明に係るタイムレコーダにおいて、上記就業時刻変更設定手段は、始業時刻／終業
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時刻／休憩の開始時刻及び終了時刻を進める時間及び戻す時間を選択的に設定する設定項
目を有するものとすることができる。
【００１６】
　また、本発明に係るタイムレコーダにおいて、上記就業時刻変更設定手段は、印字段変
更時刻を進める時間及び戻す時間を選択的に設定する設定項目を有するものとすることが
できる。
【００１７】
　また、本発明に係るタイムレコーダにおいて、上記就業時刻変更設定手段は、チャイム
吹鳴曜日及び時刻を選択的に設定する設定項目を有するものとすることができる。
【００１８】
　また、本発明に係るタイムレコーダにおいて、上記就業時刻変更設定手段は、残業開始
時刻を選択的に設定する設定項目を有するものとすることができる。
【００１９】
　また、本発明に係るタイムレコーダにおいて、上記就業時刻変更設定手段は、上記変更
期間中の休日の曜日を変更設定する設定項目を有するものとすることができる。
【００２０】
　また、本発明に係るタイムレコーダにおいて、上記就業時刻変更設定手段は、上記変更
期間中の所定時間に低消費電力モードとする設定項目を有するものとすることができる。
【００２１】
　さらに、本発明に係るタイムレコーダにおいて、上記変更期間中であるか否かを示す表
示手段を備えるものとすることができる。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明では、就業時刻変更設定手段により設定される就業時刻を変更する期間、その変
更期間の変更した就業時刻を示す情報を変更就業時刻情報記憶手段に記憶し、上記変更就
業時刻情報記憶手段に記憶されている変更期間を示す情報と計時手段により得られる時刻
情報に基づいて、就業時刻変更手段により、上記変更期間中、就業時刻記憶手段に記憶さ
れている通常の就業時刻を示す情報を上記変更就業時刻記憶手段に記憶されている変更就
業時刻を示す情報に自動的に変更することができる。
【００２３】
　したがって、本発明によれば、日本国内で行われている企業内サマータイムシフトに対
応可能な就業時刻を自動的に変更する設定機能を備えたタイムレコーダを提供することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明を適用したタイムレコーダの外観斜視図である。
【図２】上記タイムレコーダの構成を示すブロック図である。
【図３】上記タイムレコーダ本体に備えられたＣＰＵにより構成される制御部の機能構成
を示すブロック図である。
【図４】上記タイムレコーダにおける通常期及び節電期の就業時刻の各設定例を模式的に
示す図である。
【図５】上記制御部による制御手順を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、本発明は
以下の例に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、任意に変更可能
であることは言うまでもない。
【００２６】
　本発明は、例えば図１に示すような構成のタイムレコーダ１００に適用される。
【００２７】
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　このタイムレコーダ１００において、タイムレコーダ本体１０の上面前側には、タイム
カード３０が挿入されるカード挿入口１１が設けられている。また、このレコーダ本体１
０の前面上部には、時刻などを表示する表示部１３０と操作部１４０が設けられている。
【００２８】
　そして、レコーダ本体１０は、図２のブロック図に示すように、制御部１１０、時刻印
字関連機能部１２０、表示部１３０、操作部１４０、電源回路１５０等を備えている。
【００２９】
　このレコーダ本体１０の制御部１１０は、ＲＯＭ１１１に記録された制御プログラムに
従って動作して、カレンダー情報、時刻情報、就業時刻などの各種設定情報、サマータイ
ム期間情報、変更時間情報、変更項目情報、設定情報、打刻情報などをＲＡＭ１１２に保
存しておくＣＰＵ等から構成されている。
【００３０】
　また、上記時刻印字関連機能部１２０は、上記カード挿入口１１に挿入されたタイムカ
ード３０に時刻情報を印字するプリンタヘッド１２１、上記カード挿入口１１に挿入され
たタイムカード３０を所定位置まで引き込むカード送りモータ１２２、上記プリンタヘッ
ド１２１を印字位置に移動させるヘッド送りモータ１２３、上記カード挿入口１１に挿入
されたタイムカード３０を検知するカードセンサー１２４、上記プリンタヘッド１２１を
検知するヘッドセンサー１２５などからなる。
【００３１】
　この時刻印字関連機能部１２０は、上記カードセンサー１２４やヘッドセンサー１２５
による検知出力を上記制御部１１０に供給し、上記制御部１１０により制御されて時刻印
字を行う。
【００３２】
　さらに、上記ＣＰＵ等から構成された上記制御部１１０は、その機能構成を図３のブロ
ック図に示すように、水晶振動子１１７により得られる高精度のクロック信号に基づいて
時間を計時して時刻情報を生成する本体側計時部１１０Ａ、及び、この本体側計時部１１
０Ａにより生成した時刻情報に基づいてカレンダー情報を生成するカレンダー処理部１１
０Ｂとして機能し、上記本体側計時部１１０Ａにより生成した時刻情報及び上記カレンダ
ー処理部１１０Ｂにより生成したカレンダー情報を上記ＲＡＭ１１２に保存する。
【００３３】
　すなわち、上記制御部１１０は、時間を計時するカレンダー機能付きの計時手段として
機能する。
【００３４】
　また、上記制御部１１０は、上記操作部１４０の操作キーによる操作入力を受け付けて
、各種設定情報を生成する設定情報生成部１１０Ｃとして機能し、生成した設定情報を上
記ＲＡＭ１１２に保存する。
【００３５】
　そして、上記制御部１１０は、上記操作部１４０の操作キーによる操作入力を受け付け
て、通常期における就業時刻を設定する就業時刻設定手段として機能し、設定された就業
時刻を示す情報を上記設定情報生成部１１０Ｃにより生成して上記ＲＡＭ１１２に保存す
る。上記ＲＡＭ１１２は、設定された就業時刻を示す情報を記憶する就業時刻記憶手段と
して機能する。
【００３６】
　また、上記制御部１１０は、上記操作部１４０の操作キーによる操作入力を受け付けて
、就業時刻を変更する期間（例えば、節電期間すなわちサマータイムシフト期間）、及び
、その変更期間の変更した就業時刻を設定する就業時刻変更設定手段として機能し、設定
された変更期間及び変更就業時刻を示す情報を上記設定情報生成部１１０Ｃにより生成し
て上記ＲＡＭ１１２に保存する。上記制御部１１０は、上記操作部１４０の操作キーによ
る操作入力を受け付けて、変更期間の開始日時及び終了日時、始業時刻／終了業時刻／休
憩の開始時刻及び終了時刻を進める時間及び戻す時間を選択的に設定する設定項目を有す
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る就業時刻変更設定手段として機能する。また、上記就業時刻変更設定手段は、印字段変
更時刻を進める時間及び戻す時間を選択的に設定する設定項目を有するものとすることが
できる。上記ＲＡＭ１１２は、設定された変更期間及び変更就業時刻を示す情報を記憶す
る変更就業時刻情報記憶手段として機能する。
【００３７】
　通常、印字段変更時刻は、始業時刻から終業時刻までの間の通常勤務時間領域を除く非
勤務時間領域において、早出、残業等の超過勤務時間領域にも掛からない時刻が設定され
、例えば、１日を２４時間で設定する場合、始業時刻０９：００、終業時刻１７：００と
した場合、非勤務時間領域の中間位置に当る０１：００が印字段変更時刻として設定され
る。上記制御部１１０が、上記印字段変更時刻を進める時間及び戻す時間を選択的に設定
する設定項目を有する就業時刻変更設定手段として機能することにより、タイムカードの
印字段を変更する時刻の設定ミスを解消するとともに、設定作業の負担軽減を図ることが
できる。
【００３８】
　さらに、上記制御部１１０は、上記ＲＡＭ１１２に記憶されている上記変更期間を示す
情報と上記本体側計時部１１０Ａにより得られる時刻情報に基づいて、上記変更期間中、
上記ＲＡＭ１１２に記憶されている就業時刻を示す情報を上記ＲＡＭ１１２に記憶されて
いる変更就業時刻を示す情報に変更する就業時刻変更手段として機能する。
【００３９】
　また、上記制御部１１０は、時刻情報や設定情報を例えば液晶パネルなどからなる表示
部１３０に表示させる表示制御部１１０Ｄとして機能する。
【００４０】
　また、上記制御部１１０は、上記表示部１３０に表示されている時刻情報を打刻情報と
して上記時刻印字関連機能部１２０の上記タイムカード３０に印字する制御を行う時刻印
字制御部１１０Ｅとして機能する。そして、この制御部１１０は、上記カードセンサー１
２４の検知出力に基づいて上記カード挿入口１１にタイムカード３０が挿入されたと判断
すると、打刻情報を生成して、上記タイムカード３０をカード送り駆動モータ１２２によ
り所定位置まで引き込み、上記プリンタヘッド１２１をヘッド送りモータ１２３により印
字位置に移動して、上記表示部１３０に表示されている時刻情報を上記タイムカード３０
に印字し、その後に上記タイムカード３０を上記カード送り駆動モータ１２２により排出
させる。
【００４１】
　ここで、上記制御部１１０の表示制御部１１０Ｄは、上記本体側計時部１１０Ａにより
得られる時刻情報を上記表示部１３０により表示しており、上記制御部１１０の時刻印字
制御部１１０Ｅは、通常期には、上記ＲＡＭ１１２に記憶されている通常期の就業時刻を
示す情報（始業時刻、終業時刻、残業開始時刻、締日等）に基づいて、上記カード挿入口
１１からタイムカード３０が挿入された時に上記表示部１３０に表示されている時刻情報
を上記時刻印字関連機能部１２０により上記タイムカード３０に印字する制御を行う。通
常期の就業時刻の設定例を図４の（Ａ）に示す。この図４の（Ａ）に示す通常期の就業時
刻の設定例では、 始業時刻＝９時００分、休憩開始時刻＝１２時００分、休憩終了時刻
＝１３時００分、終業時刻＝１７時１５分となっている。
【００４２】
　また、上記制御部１１０の時刻印字制御部１１０Ｅは、節電期すなわちサマータイムシ
フト期間には、上記ＲＡＭ１１２に記憶されているサマータイムシフト期間を示す情報と
上記本体側計時部１１０Ａにより得られる時刻情報に基づいて、上記サマータイムシフト
期間中、上記ＲＡＭ１１２に記憶されている就業時刻を示す情報を上記ＲＡＭ１１２に記
憶されているサマータイムシフト期間における変更就業時刻を示す情報に変更し、サマー
タイムシフト期間の就業時刻を示す情報（始業時刻、終業時刻、残業開始時刻、締日等）
に基づいて、上記カード挿入口１１からタイムカード３０が挿入された時に上記表示部１
３０に表示されている時刻情報を上記時刻印字関連機能部１２０により上記タイムカード
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３０に印字する制御を行う。サマータイムシフト期間の就業時刻の設定例を図４の（Ｂ）
に示す。この図４の（Ｂ）に示す通常期の就業時刻の設定例では、 始業時刻＝８時３０
分、休憩開始時刻＝１２時００分、休憩終了時刻＝１３時００分、終業時刻＝１６時４５
分となっている。この例では、休憩開始時刻及び休憩終了時刻に変更はなく、始業時刻と
終業時刻が変更されている。
【００４３】
　このタイムレコーダ１００では、タイムレコーダ本体１０に備えられた制御部１１０が
ＲＯＭ１１１に記録された制御プログラムに従って動作し、上記操作部１４０の操作キー
による操作入力を受け付けることにより、上記制御部１１０が就業時刻を設定する就業時
刻設定手段として機能し、通常期の就業時刻を示す各種設定情報（始業時刻、終業時刻、
残業開始時刻、締日等）を生成してＲＡＭ１１２に保存しておく。そして、通常期には、
上記制御部１１０は、上記ＲＡＭ１１２に保存されている上記通常期の就業時刻を示す各
種設定情報（始業時刻、終業時刻、残業開始時刻、締日等）に基づいて、上記カード挿入
口１１からタイムカード３０が挿入された時に上記表示部１３０に表示されている時刻情
報を上記時刻印字関連機能部１２０により上記タイムカード３０に印字する制御動作を行
う。
【００４４】
　また、このタイムレコーダ１００では、上記操作部１４０の操作キーによる操作入力を
受け付けることにより、上記制御部１１０が就業時刻を変更する期間、その変更期間の変
更した就業時刻を設定する就業時刻変更設定手段として機能し、就業時刻を変更する期間
として節電期すなわちサマータイムシフト期間の開始日時及び終了日時の情報を生成して
ＲＡＭ１１２に保存しておくとともに、就業時刻を示す情報（始業時刻、終業時刻、残業
開始時刻、締日等）をサマータイムシフト期間用に変更するための変更就業時刻を示す情
報を生成してＲＡＭ１１２に保存しておく。そして、節電期すなわちサマータイムシフト
期間には、上記制御部１１０は、上記ＲＡＭ１１２に保存されている変更就業時刻を示す
情報により変更した節電期間すなわちサマータイムシフト期間の就業時刻を示す情報（始
業時刻、終業時刻、残業開始時刻、締日等）に基づいて、上記カード挿入口１１からタイ
ムカード３０が挿入された時に上記表示部１３０に表示されている時刻情報を上記時刻印
字関連機能部１２０により上記タイムカード３０に印字する制御動作を行う。
【００４５】
　このタイムレコーダ１００の制御部１１０は、例えば、図５のフローチャートに示す手
順に従って、通常期と節電期の制御動作を行う。
【００４６】
　すなわち、上記制御部１１０は、通常期の制御動作では、上記ＲＡＭ１１２に記憶され
ている通常期の就業時刻を示す情報（始業時刻、終業時刻、残業開始時刻、締日等）に基
づいて、上記カード挿入口１１からタイムカード３０が挿入された時に上記表示部１３０
に表示されている時刻情報を上記時刻印字関連機能部１２０により上記タイムカード３０
に印字する制御動作を行いながら（ステップＳ１）、上記ＲＡＭ１１２に記憶されている
変更期間（例えば、節電期間すなわちサマータイムシフト期間）及びその変更就業時刻を
示す情報と、上記本体側計時部１１０Ａ及びカレンダー処理部１１０Ｂにより得られる現
在日時情報に基づいて、サマータイムシフト期間の開始日時になったか否かを判定してい
る（ステップＳ２）。
【００４７】
　そして、サマータイムシフト期間の開始日時になったら、上記制御部１１０は、上記Ｒ
ＡＭ１１２に記憶されているサマータイムシフト期間として設定された変更期間及び変更
就業時刻を示す情報に基づいて、上記ＲＡＭ１１２に記憶されている通常期の就業時刻を
示す情報により示される始業時刻、終業時刻、残業開始時刻、締日等を設定・選択された
項目を設定された時間分移動し、節電期間すなわちサマータイムシフト期間の就業時刻を
示す情報（始業時刻、終業時刻、残業開始時刻、締日等）に変更する変更処理を行い（ス
テップＳ３）、通常期の制御動作を終了して、節電期の制御動作状態に移行する。
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【００４８】
　また、節電期の制御動作では、上記制御部１１０は、節電期間すなわちサマータイムシ
フト期間中であることを例えばＬＥＤによる発光表示あるいは上記表示部１３０に表示し
（ステップＳ４）、上記ステップＳ３の変更処理により変更された上記ＲＡＭ１１２に記
憶されているサマータイムシフト期間の就業時刻を示す情報（始業時刻、終業時刻、残業
開始時刻、締日等）に基づいて、上記カード挿入口１１からタイムカード３０が挿入され
た時に上記表示部１３０に表示されている時刻情報を上記時刻印字関連機能部１２０によ
り上記タイムカード３０に印字する制御動作を行ながら（ステップＳ５）、上記ＲＡＭ１
１２に記憶されている変更期間（例えば、節電期間すなわちサマータイムシフト期間）及
びその変更就業時刻を示す情報と、上記本体側計時部１１０Ａ及びカレンダー処理部１１
０Ｂにより得られる現在日時情報に基づいて、サマータイムシフト期間の終了日時になっ
たか否かを判定している（ステップＳ６）。
【００４９】
　そして、サマータイムシフト期間の終了日時になったら、上記制御部１１０は、上記Ｒ
ＡＭ１１２に記憶されているサマータイムシフト期間として設定された変更期間及び変更
就業時刻を示す情報に基づいて、上記ＲＡＭ１１２に記憶されている節電期間すなわちサ
マータイムシフト期間の就業時刻を示す情報により示される始業時刻、終業時刻、残業開
始時刻、締日等を設定・選択された項目を設定された時間分戻し、通常期間の就業時刻を
示す情報（始業時刻、終業時刻、残業開始時刻、締日等）に変更する変更処理を行い（ス
テップＳ７）、節電期の制御動作を終了して通常期の制御動作状態に移行する。
【００５０】
　このタイムレコーダ１００では、上記操作部１４０の操作キーによる操作入力を上記制
御部１１０が受け付けて、上記制御部１１０の就業時刻変更設定手段としての機能により
設定される就業時刻を変更する期間、その変更期間の変更した就業時刻を示す情報を上記
ＲＡＭ１１２に記憶し、上記ＲＡＭ１１２に記憶されている変更期間を示す情報と上記制
御部１１０の計時手段としての機能により得られる時刻情報に基づいて、上記制御部１１
０の就業時刻変更手段としての機能により、上記変更期間中、上記ＲＡＭ１１２に記憶さ
れている通常の就業時刻を示す情報を上記ＲＡＭ１１２に記憶されている変更就業時刻を
示す情報に自動的に変更することができる。
【００５１】
　すなわち、このタイムレコーダ１００は、日本国内で行われている企業内サマータイム
シフトに対応可能な就業時刻を自動的に変更する設定機能を備えたものとなっている。
【００５２】
　このタイムレコーダ１００において、上記制御部１１０は、チャイム吹鳴曜日及び時刻
を選択的に設定する設定項目を有する就業時刻変更設定手段として機能することができる
。
【００５３】
　これにより、節電期にチャイム吹鳴曜日及び時刻を選択的に設定することで、休日の曜
日を節電期に他の設定項目とともに一斉に変更して、例えば、節電期に土曜日及び日曜日
の休日を平日に変更し、木曜日及び金曜曜日の平日を休日に変更することができる。また
、例えば、節電期に土曜日及び日曜日の吹鳴を有りに変更して、木曜日及び金曜曜日の吹
鳴を無しに変更することができる。
【００５４】
　さらに、上記制御部１１０は、節電期において、所定時間例えば１５時前後３０分に低
消費電力モードとする設定項目を有する就業時刻変更設定手段として機能するものとする
ことができる。
【００５５】
　一般に、１５時前後３０分がピーク電力になるので、この時間に時計歩進のみの表示を
消灯するなどの低消費電力モードとすることにより、節電対策となる。
【符号の説明】
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【００５６】
　１０　タイムレコーダ本体、１１　カード挿入口、３０　タイムカード、１００　タイ
ムレコーダ、１１０　制御部、１１０Ａ　側計時部、１１０Ｂ　カレンダー処理部、１１
０Ｃ　設定情報生成部、１１０Ｄ　表示制御部、１１０Ｅ　時刻印字制御部、１１１　Ｒ
ＯＭ、１１２　ＲＡＭ、１１７　水晶振動子、１２０　時刻印字関連機能部、１２１　プ
リンタヘッド、１２２　カード送りモータ、１２３　ヘッド送りモータ、１２４　カード
センサー、１２５　ヘッドセンサー、１３０　表示部、１４０　操作部、１５０　電源回
路

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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