
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
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携帯型の情報処理装置において、
装置本体と、
前記装置本体に対して開閉自在に取り付けられた主表示装置と、
前記主表示装置が閉位置と開位置のどちらの状態においても表示面が露出される前記装置
本体上の所定位置に設けられた副表示装置と、
前記装置本体内に設けられ、時刻を刻む時計モジュールと、
前記副表示装置に時刻を含む時計情報を表示する時計表示手段であって、常時電源が供給
され、設定された現在時刻の値をカウントアップして前記副表示装置に表示すべき時刻の
値を順次生成するカウンタと、常時電源が供給され、前記カウンタによって得られる時刻
の値が前記副表示装置に表示されるように前記副表示装置を制御する表示制御部とを含む
時計表示手段と、
前記情報処理装置のＣＰＵによって実行されるプログラムによって、前記情報処理装置の
起動時に前記時計モジュールから時間情報を取得して当該取得した時間情報が示す現在時
刻の値を前記カウンタに設定する処理を実行する手段と、
前記情報処理装置の起動時に前記時計モジュールからオペレーティングシステムが取得し
た時間情報に基づいて当該オペレーティングシステムによって管理されているシステム時
間情報に関する変更操作が行われた場合、当該変更後のシステム時間情報を前記オペレー
ティングシステムから取得する手段と、



【請求項２】

【請求項３】

【請求項４】

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はパーソナルコンピュータなどの情報処理装置および同装置で使用される時計表示
制御方法に関する。
【０００２】
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前記オペレーティングシステムによって管理されている前記システム時間情報の変更が前
記副表示装置に表示される時計情報に反映されるように、前記オペレーティングシステム
から取得した変更後のシステム時間情報が示す現在時刻の値を前記カウンタに設定する手
段とを具備することを特徴とする情報処理装置。

前記変更後のシステム時間情報を前記オペレーティングシステムから取得する手段は、前
記オペレーティングシステムに対する前記システム時間情報の変更操作が行われたことを
検知する手段と、前記システム時間情報の変更操作が行われたことが検知されたとき、前
記オペレーティングシステムに変更後の新たなシステム時間情報を要求して前記オペレー
ティングシステムから前記変更後のシステム時間情報を取得する手段とを含むことを特徴
とする請求項１記載の情報処理装置。

携帯型の情報処理装置において、
装置本体と、
前記装置本体に対して開閉自在に取り付けられた主表示装置と、
前記主表示装置が閉位置と開位置のどちらの状態においても表示面が露出される前記装置
本体上の所定位置に設けられた副表示装置と、
前記装置本体内に設けられ、時刻を刻む時計モジュールと、
前記副表示装置に時刻を含む時計情報を表示する時計表示手段であって、常時電源が供給
され、設定された現在時刻の値をカウントアップして前記副表示装置に表示すべき時刻の
値を順次生成するカウンタと、常時電源が供給され、前記カウンタによって得られる時刻
の値が前記副表示装置に表示されるように前記副表示装置を制御する表示制御部とを含む
時計表示手段と、
前記情報処理装置のＣＰＵによって実行されるプログラムによって、前記情報処理装置の
起動時に前記時計モジュールから時間情報を取得して当該取得した時間情報が示す現在時
刻の値を前記カウンタに設定する処理を実行する手段と、
前記情報処理装置の起動時に前記時計モジュールからオペレーティングシステムが取得し
た時間情報に基づいて当該オペレーティングシステムによって管理されているシステム時
間情報に関する変更操作が行われた場合、当該変更後のシステム時間情報を前記オペレー
ティングシステムから取得する手段と、
前記オペレーティングシステムによって管理されている前記システム時間情報の変更が前
記副表示装置に表示される時計情報に反映されるように、前記オペレーティングシステム
から取得した変更後のシステム時間情報が示す現在時刻の値を前記カウンタに設定する手
段と、
前記オペレーティングシステムのシャットダウン時に、前記オペレーティングシステムに
よって管理されている前記システム時間情報を前記時計モジュールに設定する手段とを具
備することを特徴とする情報処理装置。

前記変更後のシステム時間情報を前記オペレーティングシステムから取得する手段は、前
記オペレーティングシステムに対する前記システム時間情報の変更操作が行われたことを
検知する手段と、前記システム時間情報の変更操作が行われたことが検知されたとき、前
記オペレーティングシステムに変更後の新たなシステム時間情報を要求して前記オペレー
ティングシステムから前記変更後のシステム時間情報を取得する手段とを含むことを特徴
とする請求項３記載の情報処理装置。



【従来の技術】
一般に、パーソナルコンピュータなどの情報処理装置においては、オペレーティングシス
テムによって様々なシステム情報が管理されている。システム情報の一つに、日時などの
時間情報がある。時間情報をオペレーティングシステムが管理することにより、ファイル
作成日時などに代表されるような各種データの時間管理を容易に行うことが出来る。
【０００３】
すなわち、オペレーティングシステムは、日付及び時刻とそのコンピュータが利用されて
いる地域（タイムゾーン）に関する時間情報を管理しており、現在時刻などを時計として
デスクトップ画面に表示したり、それら日付及び時刻を利用してファイル管理などを行っ
ている。オペレーティングシステムが管理する日付及び時刻は必要に応じてユーザが自由
に設定変更することができ、またユーザが地域を指定することで、その指定された地域に
あったシステムの時刻がオペレーティングシステムによって自動的に求められ管理される
。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、オペレーティングシステムによってディスプレイ画面上に表示される時刻
はシステムを起動した後でなければ見ることができない。また、ラップトップタイプまた
はノートブックタイプのパーソナルコンピュータにおいては、システムを起動してもディ
スプレイを閉じた状態では表示画面を見ることが出来ないため、当然画面上の時計を見る
ことも出来ない。
【０００５】
本発明は上述の事情を考慮してなされたものであり、オペレーティングシステムで管理さ
れているシステムの時刻と同じ時刻をいつでも確認することが可能な情報処理装置および
同装置で使用される時計表示制御方法を提供することを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
上述の課題を解決するため、本発明は、

具備することを特徴とする。
【０００７】
この情報処理装置においては、ディスプレイモニタとして使用される主表示装置とは別に
副表示装置が設けられており、

副表示装置に時計情報が表示される。特に、

オペレーティングシステムによって管理されている時間情報に関
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携帯型の情報処理装置において、装置本体と、前
記装置本体に対して開閉自在に取り付けられた主表示装置と、前記主表示装置が閉位置と
開位置のどちらの状態においても表示面が露出される前記装置本体上の所定位置に設けら
れた副表示装置と、前記装置本体内に設けられ、時刻を刻む時計モジュールと、前記副表
示装置に時刻を含む時計情報を表示する時計表示手段であって、常時電源が供給され、設
定された現在時刻の値をカウントアップして前記副表示装置に表示すべき時刻の値を順次
生成するカウンタと、常時電源が供給され、前記カウンタによって得られる時刻の値が前
記副表示装置に表示されるように前記副表示装置を制御する表示制御部とを含む時計表示
手段と、前記情報処理装置のＣＰＵによって実行されるプログラムによって、前記情報処
理装置の起動時に前記時計モジュールから時間情報を取得して当該取得した時間情報が示
す現在時刻の値を前記カウンタに設定する処理を実行する手段と、前記情報処理装置の起
動時に前記時計モジュールからオペレーティングシステムが取得した時間情報に基づいて
当該オペレーティングシステムによって管理されているシステム時間情報に関する変更操
作が行われた場合、当該変更後のシステム時間情報を前記オペレーティングシステムから
取得する手段と、前記オペレーティングシステムによって管理されている前記システム時
間情報の変更が前記副表示装置に表示される時計情報に反映されるように、前記オペレー
ティングシステムから取得した変更後のシステム時間情報が示す現在時刻の値を前記カウ
ンタに設定する手段とを

常時電源が供給されるカウンタおよび表示制御部を含む時
計表手段により、 情報処理装置の起動時に時
計モジュールから時間情報を取得して当該取得した時間情報が示す現在時刻の値をカウン
タに設定する仕組みと、



する変更操作が行われたときにその変更結果を 副
表示装置に表示される時計情報に反映する仕組みを設けているので、常にシステムの時刻
と副表示装置に表示される時刻とを合わせることが可能となる。したがって、オペレーテ
ィングシステムの起動の有無や主表示装置が閉じられているか否かなどに影響を受けるこ
となく、システムの時刻と同じ時刻をいつでも確認することが可能となる。
【０００８】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施形態を説明する。まず、図１および図２を参照して、
本発明の一実施形態に係る情報処理装置の構成について説明する。ここでは、ノートブッ
ク型パーソナルコンピュータとして実現した場合を想定する。
【０００９】
図１は本コンピュータのディスプレイユニットを開いた状態における正面図である。本コ
ンピュータは、コンピュータ本体１１と、ディスプレイユニット１２とから構成されてい
る。ディスプレイユニット１２には、ＬＣＤパネル１２１が組み込まれている。ＬＣＤパ
ネル１２１は本コンピュータのディスプレイモニタとして使用される主表示装置である。
ディスプレイユニット１２は、コンピュータ本体１１に対して開位置と閉位置との間を回
動自在に取り付けられている。コンピュータ本体１１は薄い箱形の筐体を有しており、そ
の上面にはキーボード１１１、タッチパッド１１２、および左右２つのボタン１１３ａ，
１１３ｂなどが配置されている。
【００１０】
コンピュータ本体１１上面上の奥手側には、本コンピュータを電源オン／オフするための
パワーボタン１１４が設けられている。さらに、コンピュータ本体１１上面上の手前側に
は、複数の操作ボタン１１５とサブＬＣＤ１１６が設けられている。
【００１１】
複数の操作ボタン１１５はそれぞれハードウェアから構成された外部入力ボタンであり、
特定のプログラムの起動やオーディオ再生制御等のための専用ボタンとして使用される。
サブＬＣＤ１１６は本コンピュータの各種ステータスを表示するために設けられた副表示
装置であり、ここには、オーディオ再生の状態を示す情報の他、例えば外部ＡＣ電源の接
続の有無、ハードディスクドライブのアクセスの有無などの、様々なシステムステータス
を表示することができる。さらに、本実施形態ではこのサブＬＣＤ１１６を用いてシステ
ム時刻を示す時計情報を表示する。
【００１２】
ディスプレイユニット１２を閉じた場合、キーボード１１、タッチパッド１１２、左右２
つのボタン１１３ａ，１１３ｂについてはディスプレイユニット１２によって覆われるが
、複数の操作ボタン１１５とサブＬＣＤ１１６については外部に露出されたままとなる。
これにより、ディスプレイユニット１２を閉じた状態においても、ユーザは複数の操作ボ
タン１１５を操作したり、サブＬＣＤ１１６の表示を見ることが出来る。
【００１３】
図２には、本コンピュータのシステム構成が示されている。本コンピュータには、図示の
ように、ＣＰＵ２０１、ホストブリッジ２０２、主メモリ２０３、グラフィクスコントロ
ーラ２０４、通信デバイス２０５、ＰＣＩ－ＩＳＡブリッジ２０６、Ｉ／Ｏコントローラ
２０７、ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）２０８、ＣＤ－ＲＯＭドライブ２０９、ＢＩ
ＯＳ－ＲＯＭ２１０、エンベデッドコントローラ／キーボードコントローラＩＣ（ＥＣ／
ＫＢＣ）２１１、および電源コントローラ２１３等が設けられている。
【００１４】
ＣＰＵ２０１は本コンピュータの動作を制御するために設けられたものであり、ハードデ
ィスクドライブ（ＨＤＤ）２０８から主メモリ２０３にロードされたオペレーティングシ
ステムおよびアプリケーションプログラム／ユーティリティプログラムを実行する。また
、ＣＰＵ２０１は、ＢＩＯＳ－ＲＯＭ２１０に格納されたＢＩＯＳも実行する。
【００１５】
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オペレーティングシステムから取得して



ホストブリッジ２０２はＣＰＵ２０１のローカルバスとＰＣＩバス１との間を双方向で接
続するブリッジデバイスである。グラフィクスコントローラ２０４は本コンピュータのデ
ィスプレイモニタとして使用されるＬＣＤパネル１２１を制御する。通信デバイス２０５
はＰＣＩデバイスの１つであり、例えばインターネットなどのコンピュータネットワーク
への接続のために使用される。Ｉ／Ｏコントローラ２０７もＰＣＩデバイスの１つであり
、ここにはハードディスクドライブ（ＨＤＤ）２０８およびＣＤ－ＲＯＭドライブ２０９
を制御するためのＩＤＥコントローラなどが内蔵されている。
【００１６】
ＰＣＩ－ＩＳＡブリッジ２０６はＰＣＩバス１とＩＳＡバス２を双方向で接続するブリッ
ジデバイスであり、ここにはリアルタイムクロック（ＲＴＣ）２０６ａの他、例えばシス
テムタイマ、ＤＭＡコントローラ、割り込みコントローラなどの各種システムデバイスも
内蔵されている。リアルタイムクロック（ＲＴＣ）２０６ａは時刻を刻む時計モジュール
であり、例えば、年、月、日、曜、時、分、秒などの時間情報を管理する。このリアルタ
イムクロック（ＲＴＣ）２０６ａの時間情報は、オペレーティングシステムが管理する日
時および時刻の基準として用いられる。リアルタイムクロック（ＲＴＣ）２０６ａは独自
の電池により常に動作している。
【００１７】
ＢＩＯＳ－ＲＯＭ２１０にはＢＩＯＳが格納されている。このＢＩＯＳは本システム内の
ハードウェアコンポーネントを制御するためのプログラムである。このＢＩＯＳには、リ
アルタイムクロック（ＲＴＣ）２０６ａから時間情報を読み取る機能や、エンベデッドコ
ントローラ／キーボードコントローラＩＣ（ＥＣ／ＫＢＣ）２１１を制御してサブＬＣＤ
１１６に表示される時刻を修正する機能なども含まれている。
【００１８】
エンベデッドコントローラ／キーボードコントローラＩＣ（ＥＣ／ＫＢＣ）２１１は、電
力管理のためのエンベデッドコントローラとキーボード１１１を制御するためのキーボー
ドコントローラとが集積された１チップマイクロコンピュータである。このエンベデッド
コントローラ／キーボードコントローラＩＣ（ＥＣ／ＫＢＣ）２１１は、電源コントロー
ラ２１３と共同して、ユーザによるパワーボタン１１４の操作に応じて本コンピュータを
パワーオン／パワーオフする機能を有している。さらに、本実施形態では、このエンベデ
ッドコントローラ／キーボードコントローラＩＣ（ＥＣ／ＫＢＣ）２１１には、サブＬＣ
Ｄ１１６に時計情報を表示するための機能部として、サブＬＣＤ１１６の表示制御を行う
ＬＣＤ制御ユニット、およびＢＩＯＳ等によって設定される時刻情報をカウントアップし
てサブＬＣＤ１１６に表示すべき時刻の値を順次生成するカウンタなども設けている。
【００１９】
エンベデッドコントローラ／キーボードコントローラＩＣ（ＥＣ／ＫＢＣ）２１１および
サブＬＣＤ１１６には常に動作電源が供給されており、本コンピュータが電源オフ状態で
あってもサブＬＣＤ１１６に常に時計を表示しておくことが出来る。
【００２０】
次に、図３を参照して、オペレーティングシステムによって管理されている時刻とサブＬ
ＣＤ１１６に表示される時刻とを同期させるための仕組みについて説明する。
【００２１】
オペレーティングシステム（ＯＳ）３０１はリアルタイムクロック（ＲＴＣ）２０６ａと
共同して日付及び時刻をシステム時間情報として管理しており、現在時刻をＬＣＤパネル
１２１の表示画面上に図示のように表示することが出来る。また、オペレーティングシス
テム（ＯＳ）３０１は地域（タイムゾーン）別にその地域に対応した時刻管理を行う機能
を備えている。オペレーティングシステム（ＯＳ）３０１が管理する日付及び時刻は、日
時およびタイムゾーン設定プログラム３０２を用いて必要に応じてユーザが自由に設定変
更することができ、またユーザが地域（タイムゾーン）を指定することで、その指定され
た地域にあったシステム時刻がオペレーティングシステム（ＯＳ）３０１によって自動的
に求められ管理される。
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【００２２】
日時およびタイムゾーン設定プログラム３０２によって時刻や地域の変更が指示されると
、オペレーティングシステム（ＯＳ）３０１は即座にシステムの時間情報を変更する。こ
れにより、表示画面上に表示される現在時刻も即座に変更されることになる。
【００２３】
またオペレーティングシステム（ＯＳ）３０１によって管理されている時間情報が変更さ
れると、そのことがサブＬＣＤ時計設定プログラム３０３によって検知される。サブＬＣ
Ｄ時計設定プログラム３０３は常駐終了型プログラム（ＴＳＲ）として実現されており、
例えばオペレーティングシステム（ＯＳ）３０１に対して予めイベント発生の予約登録を
行っておくことなどによって、時間情報が変更されたことを示すイベントをオペレーティ
ングシステム（ＯＳ）３０１から受け取ることが出来る。もちろん、日時およびタイムゾ
ーン設定プログラム３０２からオペレーティングシステム（ＯＳ）３０１に発行される時
間情報の変更指示をフックする仕組みを利用して、時間情報が変更されたことを検知する
ようにしてもよい。
【００２４】
サブＬＣＤ時計設定プログラム３０３はオペレーティングシステム（ＯＳ）３０１から変
更後の新たな時間情報を取得し、その取得した時間情報が示す現在のシステム時刻をＢＩ
ＯＳを通じてエンベデッドコントローラ／キーボードコントローラＩＣ（ＥＣ／ＫＢＣ）
２１１にセットすることにより、サブＬＣＤ１１６に表示される時計情報の現在時刻を、
変更後のシステム時刻に合わせて修正する。
【００２５】
次に、図４を参照して、本コンピュータの起動時からシャットダウン時までに行われる一
連の時刻表示制御の流れについて説明する。
【００２６】
（１）時刻情報の取得
パワーボタン１１４が押されると本コンピュータがパワーオンされ、本コンピュータを起
動するためのブート処理が実行される。このブート処理においては、ＢＩＯＳ３０４はリ
アルタイムクロック（ＲＴＣ）２０６ａから時刻情報を取得して、その時刻情報が示す現
在時刻をエンベデッドコントローラ／キーボードコントローラＩＣ（ＥＣ／ＫＢＣ）２１
１にセットすることにより、サブＬＣＤ１１６に表示させる。また、リアルタイムクロッ
ク（ＲＴＣ）２０６ａの時刻情報はＯＳ３０１によっても取得され、その時刻情報が示す
現在時刻がＯＳ３０１によって表示画面上に表示される。
【００２７】
（２）日時／タイムゾーンの設定・変更
ユーザは日時およびタイムゾーン設定プログラム３０２を起動し、現在時刻や地域情報の
変更操作を行う。この変更操作で指定された新たな現在時刻や地域情報は日時およびタイ
ムゾーン設定プログラム３０２からＯＳ３０１に通知される。
【００２８】
（３）システム時刻の変更
ＯＳ３０１は日時およびタイムゾーン設定プログラム３０２からの通知に基づいて自身が
管理しているシステム時間情報を変更する。これにより、例えば表示画面上の時計は変更
前の時刻「１２：００」から変更後の時刻「１３：００」に修正される。
【００２９】
（４）システム時間情報の変更を示すイベント通知
ＯＳ３０１は自身が管理しているシステム時間情報を変更すると、イベント通知処理部４
０１を通じて、システム時間情報を変更したことを示すイベントをサブＬＣＤ時計設定プ
ログラム３０３に発行する。このイベントにより、サブＬＣＤ時計設定プログラム３０３
はシステム時間情報が変更されたことを検知する。
【００３０】
（５）（６）システム時間情報の要求・取得
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サブＬＣＤ時計設定プログラム３０３は、時間情報取得部４０２からＯＳ３０１に対して
システム時間情報の取得要求を発行する。これにより、ＯＳ３０１から変更後の新たなシ
ステム時間情報を取得することが出来る。
【００３１】
（７）時間情報変更指示
サブＬＣＤ時計設定プログラム３０３は、変更後の新たなシステム時間情報が示す現在時
刻を時間情報変更指示部４０３を通じてＢＩＯＳ３０４に通知して、サブＬＣＤ１１６に
表示されている現在時刻の変更を指示する。
【００３２】
（８）ＢＩＯＳ３０４は、変更後の新たなシステム時間情報が示す現在時刻をエンベデッ
ドコントローラ／キーボードコントローラＩＣ（ＥＣ／ＫＢＣ）２１１のカウンタにセッ
トすることにより、サブＬＣＤ１１６に表示されている現在時刻をシステム時刻に一致さ
せる。これにより、サブＬＣＤ１１６に表示されている現在時刻は、例えば変更前の時刻
「１２：００」から変更後の時刻「１３：００」に修正される。
【００３３】
（９）システム時間情報の設定
ユーザ操作によってＯＳ３０１のシャットダウンが要求されると、ＯＳ３０１はシャット
ダウン処理の過程で、現在のシステム時間情報をリアルタイムクロック（ＲＴＣ）２０６
ａに設定する。次回のシステム起動時にはリアルタイムクロック（ＲＴＣ）２０６ａから
読み込んだ時刻がサブＬＣＤ１１６に表示されるが、これはシステム時刻と一致する。
【００３４】
このように、システム時間情報の変更の度にＯＳ３０１から新たなシステム時間情報を取
得してサブＬＣＤ１１６の時計表示に反映させる仕組みを設けることにより、サブＬＣＤ
１１６への時計表示のために行うリアルタイムクロック（ＲＴＣ）２０６ａからの時間情
報の読み込みはシステム起動時のみに行うだけで済むようになるので、システムパフォー
マンスに影響を与えることなく、サブＬＣＤ１１６に表示される時計の時刻をシステム時
刻と一致させることが出来る。
【００３５】
次に、図５のフローチャートを参照して、サブＬＣＤ時計設定プログラム３０３によって
実行されるサブＬＣＤ１１６の時計設定処理について説明する。
【００３６】
まず、サブＬＣＤ時計設定プログラム３０３は、ＯＳ３０１からのイベントの有無により
、システム時間情報が変更されたかどうかを判別する（ステップｓ１０１）。ＯＳ３０１
からイベントが発行された場合は、サブＬＣＤ時計設定プログラム３０３はシステム時間
情報が変更されたと認識し（ステップＳ１０１のＹＥＳ）、ＯＳ３０１に対してシステム
時間情報の取得要求を発行して、ＯＳ３０１から新たなシステム時間情報を取得する（ス
テップＳ１０２）。
【００３７】
次いで、サブＬＣＤ時計設定プログラム３０３は、ＢＩＯＳ３０４に対してサブＬＣＤ１
１６の時計情報の時刻の変更を指示する（ステップＳ１０３）。この変更指示には、ＯＳ
３０１から取得した新たなシステム時間情報が示す現在時刻の値が含まれている。そして
、ＢＩＯＳ３０４が、エンベデッドコントローラ／キーボードコントローラＩＣ（ＥＣ／
ＫＢＣ）２１１に現在時刻をセットすることにより、サブＬＣＤ１１６の時計情報の時刻
が変更される（ステップＳ１０４）。なお、エンベデッドコントローラ／キーボードコン
トローラＩＣ（ＥＣ／ＫＢＣ）２１１への現在時刻のセットはサブＬＣＤ時計設定プログ
ラム３０３が自身で行っても良い。
【００３８】
以上のように、本実施形態によれば、ディスプレイモニタとして使用されるＬＣＤパネル
１２１とは別にサブＬＣＤ１１６が設けられており、そのサブＬＣＤ１１６に時計情報が
表示される。これにより、ＯＳ３０１の起動の有無やＬＣＤパネル１２１の開閉状態とは
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関係なく、常に時計情報をユーザに呈示することが出来る。またＯＳ３０１によって管理
されているシステム時間情報の変更操作がユーザによって行われたときにその変更結果を
サブＬＣＤ１１６に表示される時計情報に反映する仕組みを設けているので、常にシステ
ム時刻とサブＬＣＤ１１６に表示される時刻とを合わせることが可能となる。
【００３９】
なお、以上の例ではサブＬＣＤ１１６に現在時刻を表示する場合についてのみ説明したが
、年月日などの日付情報を併せて表示するようにしてもよい。この場合でも、システム時
間情報との同期を取ることが出来る。
【００４０】
また、本実施形態の時計制御機能は全てコンピュータプログラムによって実現されている
ので、そのコンピュータプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記憶してお
くことにより、その記録媒体を通じて本プログラムを、副表示装置に時計を表示する機能
を持つコンピュータに導入するだけで、本実施形態と同様の効果を容易に実現することが
可能となる。
【００４１】
また、本発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱
しない範囲で種々に変形することが可能である。更に、上記実施形態には種々の段階の発
明が含まれており、開示される複数の構成要件における適宜な組み合わせにより種々の発
明が抽出され得る。例えば、実施形態に示される全構成要件から幾つかの構成要件が削除
されても、発明が解決しようとする課題の欄で述べた課題が解決でき、発明の効果の欄で
述べられている効果が得られる場合には、この構成要件が削除された構成が発明として抽
出され得る。
【００４２】
【発明の効果】
以上詳述した如く本発明によれば、オペレーティングシステムで管理されているシステム
の時刻と同じ時刻をいつでも確認することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態に係るコンピュータのディスプレイ開放状態における外観を
示す図。
【図２】同実施形態のコンピュータのシステム構成を示すブロック図。
【図３】同実施形態のコンピュータにおけるシステム時刻とサブＬＣＤに表示される時刻
とを同期させるための仕組みを説明するためのブロック図。
【図４】同実施形態のコンピュータの起動時からシャットダウン時までに行われる一連の
時刻表示制御の流れを説明するための図。
【図５】同実施形態のコンピュータにおけるサブＬＣＤの時計設定処理の手順を示すフロ
ーチャート。
【符号の説明】
１１…コンピュータ本体
１２…ディスプレイユニット
１１５…操作ボタン
１１６…サブＬＣＤ
１２１…ＬＣＤパネル
２０１…ＣＰＵ
２０６ａ…リアルタイムクロック
２１１…ＥＣ／ＫＢＣ
３０１…オペレーティングシステム
３０２…日時およびタイムゾーン設定プログラム
３０３…サブＬＣＤ時計設定プログラム
３０４…ＢＩＯＳ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】
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