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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　指針により時刻を示す表示部を有する時計と、電子機器とを備える時刻修正システムで
あって、
　前記電子機器は、
　現在時刻を取得する取得部と、
　前記時計の前記表示部が示す時刻の入力を受け付ける入力部と、
　前記入力部が入力を受け付けた時刻と前記取得部が取得した現在時刻との差分から前記
時計の時刻を補正するための時刻補正量を算出する時刻補正量算出部と、
　前記時刻補正量算出部が算出した前記時刻補正量を光信号として前記時計に送信する送
信部と、
　を備え、
　前記時計は、
　前記電子機器から前記時刻補正量を受信する受信部と、
　前記光が変換される電力により蓄電される蓄電部と、
　前記指針を駆動する駆動部と、
　前記受信部が受信した前記時刻補正量に基づいて前記指針が示す時刻を修正する制御部
と、
　を備え、
　前記制御部は、前記蓄電部における蓄電期間と前記受信部における受信期間とを、互い



(2) JP 6510981 B2 2019.5.8

10

20

30

40

50

に繰り返すように制御し、前記受信期間において前記時刻補正量を受信することを特徴と
する時刻修正システム。
【請求項２】
　前記電子機器の前記送信部は、前記時刻補正量とともに前記現在時刻を送信し、
　前記時計の前記受信部は、前記時刻補正量とともに前記現在時刻を受信し、
　前記時計は、現在時刻を計時する計時部を備え、
　前記時計の前記制御部は、前記受信部が受信した現在時刻に基づいて、前記計時部が計
時する現在時刻を修正することを特徴とする請求項１に記載の時刻修正システム。
【請求項３】
　前記電子機器は、前記時計の前記指針の駆動を停止させる停止部を備え、
　前記時計の制御部は、前記受信部が前記時刻補正量を受信すると、前記指針の駆動を再
開することを特徴とする請求項１または２に記載の時刻修正システム。
【請求項４】
　前記電子機器は、
　前記時刻補正量算出部が算出した前記時刻補正量に基づいて、前記時計において修正に
要する時間に応じた付加補正量を算出し、算出した付加補正量を前記時刻補正量に加算す
る付加補正量算出部を備えることを特徴とする請求項３に記載の時刻修正システム。
【請求項５】
　前記電子機器の前記停止部は、前記指針の駆動を停止させるための停止信号を前記時計
に送信し、
　前記時計の前記制御部は、前記停止信号を受信すると、前記指針の駆動を停止すること
を特徴とする請求項３または４に記載の時刻修正システム。
【請求項６】
　前記電子機器は、表示部を備え、
　前記電子機器の前記停止部は、前記指針の駆動を停止する指示を前記表示部に表示し、
　前記時計は、操作入力を受け付ける入力部を備え、
　前記時計の前記制御部は、前記入力部が前記指針の駆動を停止するための操作入力を受
け付けると、前記指針の駆動を停止することを特徴とする請求項３または４に記載の時刻
修正システム。
【請求項７】
　前記電子機器の前記送信部は、光信号を送信する光源であり、
　前記時計の前記受信部は、光信号を受信する太陽電池であることを特徴とする請求項１
から６いずれか１項に記載の時刻修正システム。
【請求項８】
　前記入力部はスイッチを備え、当該スイッチの操作により、前記時計の前記表示部が示
す時刻の入力を受け付けることを特徴とする請求項１から７いずれか１項に記載の時刻修
正システム。
【請求項９】
　前記時計の前記表示部を撮像する撮像部と、
　前記撮像部が撮像した画像から前記時計の前記表示部が示す時刻を特定する特定部と、
を備え、
　前記入力部は、前記特定部が特定した前記時計の前記表示部が示す時刻の入力を受け付
けることを特徴とする請求項１から７いずれか１項に記載の時刻修正システム。
【請求項１０】
　指針により時刻を示す表示部を有する時計と、電子機器とを備える時刻修正システムに
おける前記時計であって、
　前記電子機器から光信号として送信される、時刻を補正するための時刻補正量を受信す
る受信部と、
　前記光が変換される電力により蓄電される蓄電部と、
　前記指針を駆動する駆動部と、
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　前記受信部が受信した時刻補正量に基づいて前記指針が示す時刻を修正する制御部と、
　を備え、
　前記制御部は、前記蓄電部における蓄電期間と前記受信部における受信期間とを、互い
に繰り返すように制御し、
　前記受信期間において前記時刻補正量を受信することを特徴とする時計。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、時刻修正システム、電子機器、時計及びプログラムに関する。
　本願は、２０１３年１１月１２日に、日本に出願された特願２０１３－２３４２５４お
よび特願２０１３－２３４２５５に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、時計の文字板を撮像し、文字板の撮像画像に基づいて文字板に形成された情
報表記を指し示す指針の位置を表わす指針位置情報を生成し、生成した指針位置情報を時
計に書き込む装置が知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　また、コンピュータ等の修正指示装置を用いて時計の時刻を修正する時刻修正システム
が知られている（例えば、特許文献２参照）。特許文献２に記載された技術では、修正指
示装置は、時計が指示する指示時刻データの入力を受け付け、基準時刻データ及び指示時
刻データを時計に送信する。時計は、修正指示装置から受信した基準時刻データ及び指示
時刻データに基づいて指針の指示を修正する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－１１２９１４号公報
【特許文献２】特許４２００８３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　このような従来技術では、文字板の指針の位置を表す指針位置情報を時計に書き込むの
みである。また、時計が受信した基準時刻データ及び指示時刻データに基づいて、その差
分を時計が算出している。
【０００６】
　本発明の幾つかの態様は、複雑な構成を採用することなく、安定して継続した時刻修正
を行うことができる時刻修正システム、電子機器、時計及びプログラムを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一態様は、指針により時刻を示す表示部を有する時計と、電子機器とを備える
時刻修正システムであって、前記電子機器は、現在時刻を取得する取得部と、前記時計の
前記表示部が示す時刻の入力を受け付ける入力部と、前記入力部が入力を受け付けた時刻
と前記取得部が取得した現在時刻との差分から前記時計の時刻を補正するための時刻補正
量を算出する時刻補正量算出部と、前記時刻補正量算出部が算出した前記時刻補正量を光
にのせて前記時計に送信する送信部と、を備え、前記時計は、前記電子機器から前記時刻
補正量を受信する受信部と、前記光が変換される電力により蓄電される蓄電部と、前記指
針を駆動する駆動部と、前記受信部が受信した前記時刻補正量に基づいて前記指針が示す
時刻を修正する制御部と、を備え、前記制御部は、前記蓄電部における蓄電期間と前記受
信部における受信期間とを制御し、前記受信期間において前記時刻補正量を受信すること
を特徴とする時刻修正システムである。
【図面の簡単な説明】
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【０００８】
【図１】本発明の第１の実施形態による時刻修正システムの構成を示した概略図である。
【図２】本発明の第１の本実施形態による電子時計の一動作例を説明するためのタイミン
グチャートである。
【図３】本発明の第１の実施形態による電子機器が実行する時刻修正処理の処理手順を示
したフローチャートである。
【図４】本発明の第１の実施形態による電子時計が実行する時刻修正処理の処理手順を示
したフローチャートである。
【図５】本発明の第２の実施形態による電子機器が実行する時刻修正処理の処理手順を示
したフローチャートである。
【図６】本発明の第２の実施形態による電子時計が実行する時刻修正処理の処理手順を示
したフローチャートである。
【図７】本発明の第３の実施形態による電子機器が実行する時刻修正処理の処理手順を示
したフローチャートである。
【図８】本発明の第３の実施形態による電子時計が実行する時刻修正処理の処理手順を示
したフローチャートである。
【図９】本発明の第４の実施形態による時刻修正システムの構成を示した概略図である。
【図１０】本発明の第４の実施形態による電子機器が実行する時刻修正処理の処理手順を
示したフローチャートである。
【図１１】本発明の第４の実施形態による電子時計が実行する時刻修正処理の処理手順を
示したフローチャートである。
【図１２】本発明の第５の実施形態による電子機器が実行する時刻修正処理の処理手順を
示したフローチャートである。
【図１３】本発明の第６の実施形態による電子機器が実行する時刻修正処理の処理手順を
示したフローチャートである。
【図１４】本発明の第７の実施形態による電子機器が実行する時刻修正処理の処理手順を
示したフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照しながら説明する。なお、各図において
同一部分には同一符号を付している。
【００１０】
[第１の実施形態]
　まず、本発明の第１の実施形態について説明する。図１は、本実施形態による時刻修正
システム１の構成を示した概略図である。図示する例では、時刻修正システム１は、電子
機器１０と電子時計２０とを含んでいる。電子機器１０は、例えば、スマートフォンや、
携帯電話機や、タブレット端末等の電子機器である。図示する例では、電子機器１０は、
時刻データ取得部１０１と、制御部１０２と、光源１０３と、撮像部１０４と、表示部１
０５と、入力部１０６とを備えている。
【００１１】
　時刻データ取得部１０１は、現在時刻（時分秒）を取得する。例えば、時刻データ取得
部１０１は、インターネット上の時刻サーバにアクセスして現在時刻を取得する方法や、
ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）を用いて現在時刻を取
得する方法や、基地局からの制御信号から現在時刻を取得する方法を用いる。なお、現在
時刻の取得方法は、どのような方法でもよい。
【００１２】
　制御部１０２は、電子機器１０が備える各部の制御を行う。また、制御部１０２（特定
部）は、撮像部１０４が撮像した電子時計２０の表示部２０８の画像から指針２０８２が
示す時刻を特定する。具体的には、まず、制御部１０２は、表示部２０８の画像から、時
針と、分針と、秒針とを抽出する。そして、制御部１０２は、文字板２０８１に印刷され
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ているマーク（例えば、１～１２の数字）と、抽出した時針と、分針と、秒針との位置関
係に基づいて、指針２０８２が示す時刻（時分秒）を特定する。
【００１３】
　また、制御部１０２（時刻補正量算出部）は、表示部２０８の画像に基づいて特定した
時刻と、時刻データ取得部１０１が取得した現在時刻との差分から電子時計２０の時刻を
補正するための時刻補正量を算出する。そして、制御部１０２は、算出した時刻補正量を
示す時刻補正量データを、光源１０３を用いて光信号として出力する。
【００１４】
　光源１０３は、例えば、電子機器１０が有するフラッシュ用のＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅ
ｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）や、液晶ディスプレイのバックライト等である。光源１０
３は、時刻補正量データを示す光信号を電子時計２０に対して送信する送信部として動作
する。撮像部１０４は、被写体（電子時計２０の表示部２０８）を撮像して画像を生成す
る。表示部１０５は、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ、Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉ
ｓｐｌａｙ）等であり、情報を表示する。入力部１０６は、スイッチ等を備え、入力を受
け付ける。
【００１５】
　電子時計２０は、アナログ表示で時刻を表示する時計である。図示する例では、電子時
計２０は、太陽電池２０１と、制御回路２０２と、スイッチ２０３と、二次電池２０４と
、ダイオード２０５と、基準信号生成回路２０６と、ステッピングモータ２０７と、表示
部２０８と、記憶部２０９と、入力部２１０とを備えている。表示部２０８は、文字板２
０８１と、指針２０８２と、日付部２０８３とを備えている。
【００１６】
　太陽電池２０１は、充電期間では、光（太陽、照明など）を受光して電気エネルギーに
変換する発電部として動作する。また、太陽電池２０１は、通信期間では、電子機器１０
と光通信を行い、電子機器１０から時刻補正量データを示す光信号を受信する受信部とし
て動作する。充電期間および通信期間については後述する。
【００１７】
　制御回路２０２は、電子時計２０が備える各部の制御を行う。また、制御回路２０２は
、太陽電池２０１による二次電池２０４への充電制御を行う。また、制御回路２０２は、
二次電池２０４の過充電防止制御を行う。また、制御回路２０２は、太陽電池２０１を用
いて光通信を行う。例えば、制御回路２０２は、電源端子とＧＮＤ端子に接続された二次
電池２０４が出力する電力により作動する。このとき、制御回路２０２は、二次電池２０
４の出力電圧を検出することで、二次電池２０４の充電状態（フル充電、過放電など）を
判定し、所定の充電制御を行う。例えば、制御回路２０２は、二次電池２０４の充電状態
に応じて、制御端子から出力する制御信号によってスイッチ２０３のオン／オフ制御を行
う。これにより、制御回路２０２は、太陽電池２０１と二次電池２０４とを接続すること
で二次電池２０４への充電を行う。また、制御回路２０２は、太陽電池２０１と二次電池
２０４とを切断することで、二次電池２０４への過充電を防止する。
【００１８】
　また、制御回路２０２は、基準信号生成回路２０６が出力する基準信号に基づいてスイ
ッチ制御信号を出力し、スイッチ２０３のオン／オフ制御を行う。これにより、制御回路
２０２は、太陽電池２０１と二次電池２０４の接続と、太陽電池２０１と二次電池２０４
の切り離しとを行う。
【００１９】
　また、制御回路２０２（制御部）は、通信期間において、入力端子に入力された太陽電
池２０１の出力電圧を検出し、検出した電圧を電気信号に変換することで、外部機器(本
実施形態では、電子機器１０）から光通信によって送信される時刻補正量データを受信す
る。そして、制御回路２０２は、受信した時刻補正量データに基づいてステッピングモー
タ２０７を駆動し、指針２０８２が示す時刻を修正する。
【００２０】
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　スイッチ２０３は、制御回路２０２から入力されるスイッチ制御信号に基づいて、太陽
電池２０１と二次電池２０４の接続と、太陽電池２０１と二次電池２０４の切り離しとを
行う。二次電池２０４は、電子時計２０が備える各部に電力を供給する。ダイオード２０
５は、二次電池２０４に対する電流の逆流を防止する。基準信号生成回路２０６は、発振
回路（例えば３２ｋＨｚ）と分周回路からなり、例えば１Ｈｚの基準信号を生成する。
【００２１】
　ステッピングモータ２０７は、制御回路２０２から入力されるパルス信号に基づいて、
指針２０８２と日付部２０８３とを駆動する（回転させる）。表示部２０８は、文字板２
０８１と、指針２０８２と、日付部２０８３とを用いて、時刻および日時をアナログ表示
で表示する。表示部２０８は、文字板２０８１及び指針２０８２により時刻を示し、日付
部２０８３により日付を示す。記憶部２０９は、例えば不揮発性メモリであり、電子時計
２０が備える各部が用いるデータを記憶する。入力部２１０は、ユーザが入力する操作入
力を受け付ける。
【００２２】
　次に、電子機器１０と電子時計２０との間の通信方法について説明する。本実施形態で
は、電子機器１０は光源１０３を用いてデータを送信する。例えば、電子機器１０は、「
１」を送信する際には光源１０３を発光させ、「０」を送信する際には光源１０３を消灯
させる。また、電子時計２０は、太陽電池２０１を用いてデータを受信する。例えば、電
子時計２０の制御回路２０２は、太陽電池２０１が光を受光して電圧を発生した場合には
「１」を受信したと判定し、太陽電池２０１が電圧を発生しない場合には「０」を受信し
たと判定する。
【００２３】
　太陽電池２０１と二次電池２０４とが接続している場合、二次電池２０４の出力電圧に
より、太陽電池２０１が発生した電圧を正確に判定することができない。そこで、本実施
形態では、データの受信時には、太陽電池２０１が発生する電圧をより精度良く検出する
ために、スイッチ２０３を制御し、太陽電池２０１と二次電池２０４とを切り離す。なお
、太陽電池２０１と二次電池２０４とを切り離している期間を「通信期間（ＯＦＦ期間）
」とする。
【００２４】
　また、通信期間以外の期間では、スイッチ２０３を制御し、太陽電池２０１と二次電池
２０４とを接続する。太陽電池２０１と二次電池２０４とを接続している期間を「充電期
間（ＯＮ期間）」とする。これにより、受信期間においては、より精度良くデータを受信
することができる。
【００２５】
　また、通信期間では二次電池２０４を充電することができない。そのため、通信期間は
短い方が望ましい。従って、本実施形態では、電子時計２０は、通常時には充電期間とし
、一定期間毎に短い通信期間を設ける。そして、電子時計２０は、短い通信期間中に電子
機器１０から同期信号を受信した場合、時刻補正量データを受信するまで通信期間を継続
する。一方、電子時計２０は、通信期間中に電子機器１０から同期信号を受信しない場合
、充電期間とする。
【００２６】
　図２（Ａ）は、電子機器１０が電子時計２０に対して送信する同期信号と、スタート信
号と、時刻補正量データとの送信タイミングを示したタイミングチャートである。図２（
Ｂ）は、電子時計２０の制御回路２０２が出力するスイッチ制御信号の出力タイミングを
示したタイミングチャートである。
【００２７】
　図２（Ａ）に示す通り、電子機器１０は、時刻補正量データを送信する際には、同期信
号を送信する（時刻ｔ３～時刻ｔ５）。その後、電子機器１０はスタート信号を送信する
（時刻ｔ６～時刻ｔ７）。その後、電子機器１０は時刻補正量データを送信する（時刻ｔ
８～時刻ｔ９）。
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【００２８】
　また、図２（Ｂ）に示す通り、電子時計２０は、充電期間に移行してから一定時間経過
した後、スイッチ２０３をＯＦＦにし、通信期間に移行する（時刻ｔ１）。また、電子時
計２０は、通信期間に移行してから同期信号を受信せず一定時間経過した後、スイッチ２
０３をＯＮにし、充電期間に移行する（時刻ｔ２）。また、電子時計２０は、充電期間に
移行してから一定時間経過した後、スイッチ２０３をＯＦＦにし、通信期間に移行する（
時刻ｔ４）。時刻ｔ４では、電子機器１０から同期信号が送信されているため、電子時計
２０は同期信号を受信する。同期信号を受信したことにより、電子時計２０は、時刻補正
量データの受信が完了する時刻ｔ９まで通信期間とする。また、電子時計２０は、時刻補
正量データの受信が完了した場合、充電期間に移行する（時刻ｔ９）。以降、同様に、電
子時計２０は、充電期間と通信期間とを繰り返し、電子機器１０から送信される時刻補正
量データを受信する。
【００２９】
　上述したように、電子時計２０は、充電期間と、充電期間よりも短い通信期間とを繰り
返す。また、短い通信期間中に同期信号を受信した場合、時刻補正量データの受信を完了
するまで通信期間とする。これにより、電子時計２０は、充電期間をより長くしつつ、よ
り精度良く光信号を受信することができる。
【００３０】
　次に、図３及び図４を参照して、時刻修正システム１における時刻修正方法について説
明する。図３は、本実施形態における電子機器１０が実行する時刻修正処理の処理手順を
示したフローチャートである。
【００３１】
　（ステップＳ１０１）ユーザは、電子機器１０が電子時計２０の表示部２０８の画像を
撮影できるように、電子機器１０と電子時計２０とを移動させる。その後、ユーザは、電
子機器１０の入力部１０６を操作し、時刻修正指示の入力を行う。電子機器１０の入力部
１０６は、時刻修正指示の入力を受け付けた場合、ステップＳ１０２の処理に進む。
【００３２】
　（ステップＳ１０２）制御部１０２は、光源１０３を制御し、一定期間、同期信号を送
信する。その後、ステップＳ１０３の処理に進む。
　（ステップＳ１０３）制御部１０２は、同期信号の送信を完了した後、撮像部１０４を
制御し、電子時計２０の表示部２０８の画像を撮像する。その後、ステップＳ１０４の処
理に進む。
【００３３】
　（ステップＳ１０４）制御部１０２は、画像処理を行い、撮像部１０４が撮像した電子
時計２０の表示部２０８の撮像画像に基づいて、電子時計２０が示す時刻を特定する。そ
の後、ステップＳ１０５の処理に進む。
【００３４】
　（ステップＳ１０５）時刻データ取得部１０１は、正確な現在時刻を取得する。その後
、ステップＳ１０６の処理に進む。
【００３５】
　（ステップＳ１０６）制御部１０２は、ステップＳ１０４の処理で特定した電子時計２
０が示す時刻と、ステップＳ１０５の処理で時刻データ取得部１０１が取得した現在時刻
との差分を算出することで、電子時計２０の時刻のずれを算出する。また、制御部１０２
は、電子時計２０の時刻のずれを解消するために、電子時計２０の指針２０８２を駆動す
る量を算出する。すなわち、ステッピングモータ２０７を駆動する量を算出する。以下、
電子時計２０の時刻のずれを解消するために、電子時計２０のステッピングモータ２０７
を駆動する量を時刻補正量とする。例えば、ステッピングモータ２０７が１ステップ動作
することで指針２０８２が１秒進むとする。この場合において、電子時計２０の表示部２
０８が表示する時刻が１０秒遅れていた場合には、時刻補正量は「１０」である。また、
時刻補正量を示すデータを時刻補正量データとする。その後、ステップＳ１０７の処理に
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進む。
【００３６】
　（ステップＳ１０７）制御部１０２は、光源１０３を制御し、スタート信号を送信する
。その後、ステップＳ１０８の処理に進む。
　（ステップＳ１０８）制御部１０２は、光源１０３を制御し、時刻補正量データを送信
する。その後、処理を終了する。
【００３７】
　図４は、本実施形態による電子時計２０が実行する時刻修正処理の処理手順を示したフ
ローチャートである。
　（ステップＳ２０１）制御回路２０２は、スイッチ２０３を制御し、一定期間毎に通信
期間と充電期間との移行を制御する。制御回路２０２は、通信期間中に、太陽電池２０１
を介して同期信号を受信したと判定した場合、ステップＳ２０２の処理に進む。
【００３８】
　（ステップＳ２０２）制御回路２０２は、スイッチ２０３をＯＦＦの状態から切り替え
ず、通信期間とする。また、通信期間中に、制御回路２０２は、太陽電池２０１を介して
スタート信号と時刻補正量データとを受信する。その後、ステップＳ２０３の処理に進む
。
　（ステップＳ２０３）制御回路２０２は、スイッチ２０３をＯＮの状態とし、充電期間
に移行する。その後、ステップＳ２０４の処理に進む。
【００３９】
　（ステップＳ２０４）制御回路２０２は、ステップＳ２０２の処理で受信した時刻補正
量データに基づいて、時刻補正量を設定する。その後、ステップＳ２０５の処理に進む。
　（ステップＳ２０５）制御回路２０２は、ステッピングモータ２０７を１ステップ駆動
する。その後、ステップＳ２０６の処理に進む。
【００４０】
　（ステップＳ２０６）制御回路２０２は、設定されている時刻補正量から１を減算し、
減算後の値を時刻補正量として設定する。その後、ステップＳ２０７の処理に進む。
【００４１】
　（ステップＳ２０７）制御回路２０２は、設定されている時刻補正量が０であるか否か
を判定する。制御回路２０２は、設定されている時刻補正量が０である場合には処理を終
了し、それ以外の場合にはステップＳ２０５の処理に戻る。
【００４２】
　上述したとおり、本実施形態では、電子機器１０は、電子時計２０の表示部２０８を撮
像し、撮像した画像に基づいて電子時計２０が示す時刻を特定する。そして、電子機器１
０は、現在時刻と電子時計２０が示す時刻との差分に基づいて時刻補正量を算出し、算出
した時刻補正量を電子時計２０に送信する。電子時計２０は、受信した時刻補正量に基づ
いて表示部２０８が示す時刻を修正する。これにより、ユーザが電子時計２０を操作する
ことなく、電子時計２０の示す時刻を正しい時刻に、より正確にかつ容易に修正すること
ができる。また、電子機器１０と電子時計２０とは、上述した光通信方法により時刻補正
量を送受信するため、電子機器１０と電子時計２０とを有線で繋ぐためのコネクタや無線
通信するためのアンテナを電子機器１０や電子時計２０に搭載する必要がない。すなわち
、電子機器１０は光源１０３、電子時計２０は太陽電池２０１といった標準装備で通信が
可能であるため、新たなデバイスを搭載して電子機器１０や電子時計２０のデザイン性を
損ねることがない。
【００４３】
　また、本実施形態では、時刻補正量を送信する電子機器１０の光源１０３（送信部）か
ら照射される光により、受信側の電子時計２０では、時刻補正量の受信と太陽電池２０１
の充電とが可能となる。よって、電子機器１０が光源１０３（送信部）を備えるだけで電
子時計２０における充電と受信とを可能とすることができる。従って、本実施形態では、
複雑な構成を採用することなく、電子時計２０は、時刻補正量の受信と太陽電池２０１の
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充電とを行うことができ、さらに、充電された太陽電池２０１の電力を用いて表示部２０
８が示す時刻の修正を行うことができるため、安定して継続した時刻修正を可能とするこ
とができる。
【００４４】
[第２の実施形態]
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。本実施形態における時刻修正システ
ム１の構成は、図１に示す第１の実施形態と同様である。また、本実施形態における時刻
修正システム１の光通信方法は、図２に示す光通信方法と同様である。本実施形態と第１
の実施形態とは、時刻を修正する際に、電子時計２０が計時を停止する点で異なる。
【００４５】
　具体的には、電子機器１０の制御部１０２（停止部）は、撮像部１０４が電子時計２０
の表示部２０８を撮像する前に、停止信号を電子時計２０に送信して電子時計２０の計時
（指針２０８２の駆動及び内部の計時）を停止させる。そして、制御部１０２（付加補正
量算出部）は、時刻補正量を算出し、算出した時刻補正量に基づいて、電子時計２０にお
いて修正に要する時間に応じた付加補正量を算出する。付加補正量とは、電子時計２０に
おいて時刻を修正するために要する時間に対応する、電子時計２０のステッピングモータ
２０７を駆動する量である。付加補正量は、時刻補正量が大きいほど大きく、時刻補正量
が小さいほど小さい。これは、時刻補正量が大きいほど時刻を修正するために時間を要す
ると考えられるためである。そして、制御部１０２は、時刻補正量に付加補正量を加算し
た時刻補正量データを、光源１０３を用いて光信号として出力する。電子機器１０の他の
構成は第１の実施形態と同様であるため、説明を省略する。
【００４６】
　電子時計２０の制御回路２０２は、電子機器１０から停止信号を受信すると、計時（指
針２０８２の駆動及び内部の計時）を停止する。その後、制御回路２０２は、スイッチ２
０３をＯＦＦの状態とし、通信期間に移行する。そして、制御回路２０２は、時刻補正量
データを受信すると、受信した時刻補正量データに基づいてステッピングモータ２０７を
駆動し、指針２０８２が示す時刻を修正するとともに、計時（指針２０８２の駆動及び内
部の計時）を再開する。電子時計２０の他の構成は第１の実施形態と同様であるため、説
明を省略する。
【００４７】
　次に、図５及び図６を参照して、本実施形態による時刻修正システム１における時刻修
正方法について説明する。図５は、本実施形態による電子機器１０が実行する時刻修正処
理の処理手順を示したフローチャートである。
【００４８】
　（ステップＳ５０１）ユーザは、電子機器１０が電子時計２０の表示部２０８の画像を
撮影できるように、電子機器１０と電子時計２０とを移動させる。その後、ユーザは、電
子機器１０の入力部１０６を操作し、時刻修正指示の入力を行う。電子機器１０の入力部
１０６は、時刻修正指示の入力を受け付けた場合、ステップＳ５０２の処理に進む。
【００４９】
　（ステップＳ５０２）制御部１０２は、光源１０３を制御し、一定期間、同期信号を送
信する。その後、ステップＳ５０３の処理に進む。
　（ステップＳ５０３）制御部１０２は、同期信号の送信を完了した後、光源１０３を制
御し、スタート信号を送信する。その後、ステップＳ５０４の処理に進む。
　（ステップＳ５０４）制御部１０２は、光源１０３を制御し、停止信号を送信する。そ
の後、ステップＳ５０５の処理に進む。
【００５０】
　（ステップＳ５０５）制御部１０２は、撮像部１０４を制御し、電子時計２０の表示部
２０８の画像を撮像する。その後、ステップＳ５０６の処理に進む。
【００５１】
　（ステップＳ５０６）制御部１０２は、画像処理を行い、撮像部１０４が撮像した電子
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時計２０の表示部２０８の撮像画像に基づいて、電子時計２０が示す時刻を特定する。そ
の後、ステップＳ５０７の処理に進む。
【００５２】
　（ステップＳ５０７）時刻データ取得部１０１は、正確な現在時刻を取得する。その後
、ステップＳ５０８の処理に進む。
【００５３】
　（ステップＳ５０８）制御部１０２は、ステップＳ５０６の処理で特定した電子時計２
０が示す時刻と、ステップＳ５０７の処理で時刻データ取得部１０１が取得した現在時刻
とに基づいて時刻補正量を算出する。その後、ステップＳ５０９の処理に進む。
【００５４】
　（ステップＳ５０９）制御部１０２は、ステップＳ５０８の処理で算出した時刻補正量
に基づいて付加補正量を算出する。その後、ステップＳ５１０の処理に進む。
　（ステップＳ５１０）制御部１０２は、ステップＳ５０８の処理で算出した時刻補正量
に、ステップＳ５０９の処理で算出した付加補正量を加算する。その後、ステップＳ５１
１の処理に進む。
【００５５】
　（ステップＳ５１１）制御部１０２は、光源１０３を制御し、スタート信号を送信する
。その後、ステップＳ５１２の処理に進む。
　（ステップＳ５１２）制御部１０２は、光源１０３を制御し、時刻補正量データを送信
する。その後、処理を終了する。
【００５６】
　図６は、本実施形態による電子時計２０が実行する時刻修正処理の処理手順を示したフ
ローチャートである。
　（ステップＳ６０１）制御回路２０２は、スイッチ２０３を制御し、一定期間毎に通信
期間と充電期間との移行を制御する。制御回路２０２は、通信期間中に、太陽電池２０１
を介して同期信号を受信したと判定した場合、ステップＳ６０２の処理に進む。
【００５７】
　（ステップＳ６０２）制御回路２０２は、スイッチ２０３をＯＦＦの状態から切り替え
ず、通信期間とする。また、通信期間中に、制御回路２０２は、太陽電池２０１を介して
スタート信号と停止信号とを受信する。その後、ステップＳ６０３の処理に進む。
　（ステップＳ６０３）制御回路２０２は、計時を停止する。その後、ステップＳ６０４
の処理に進む。
【００５８】
　（ステップＳ６０４）制御回路２０２は、太陽電池２０１を介してスタート信号と時刻
補正量データとを受信する。その後、ステップＳ６０５の処理に進む。
　（ステップＳ６０５）制御回路２０２は、スイッチ２０３をＯＮの状態とし、充電期間
に移行する。その後、ステップＳ６０６の処理に進む。
【００５９】
　（ステップＳ６０６）制御回路２０２は、ステップＳ６０４の処理で受信した時刻補正
量データに基づいて、時刻補正量を設定する。その後、ステップＳ６０７の処理に進む。
　（ステップＳ６０７）制御回路２０２は、ステッピングモータ２０７を１ステップ駆動
する。その後、ステップＳ６０８の処理に進む。
【００６０】
　（ステップＳ６０８）制御回路２０２は、設定されている時刻補正量から１を減算し、
減算後の値を時刻補正量として設定する。その後、ステップＳ６０９の処理に進む。
【００６１】
　（ステップＳ６０９）制御回路２０２は、設定されている時刻補正量が０であるか否か
を判定する。制御回路２０２は、設定されている時刻補正量が０である場合にはステップ
Ｓ６１０の処理に進み、それ以外の場合にはステップＳ６０７の処理に戻る。
　（ステップＳ６１０）制御回路２０２は、計時を再開する。その後、処理を終了する。
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【００６２】
　上述したとおり、本実施形態では、電子機器１０は、電子時計２０の表示部２０８を撮
像する前に、電子時計２０の計時を停止させる。そして、電子機器１０は、算出した時刻
補正量に基づき付加補正量を算出し、時刻補正量に付加補正量を加算した時刻補正量デー
タを電子時計２０に送信する。電子時計２０は、時刻補正量データを受信すると、受信し
た時刻補正量データに基づき時刻を補正するとともに、時刻の計時を再開する。すなわち
、電子機器１０及び電子時計２０は、時刻の修正に要する時間も考慮して時刻を修正する
ため、第１の実施形態の効果に加えて、より正確に時刻を修正することができる。
【００６３】
[第３の実施形態]
　次に、本発明の第３の実施形態について説明する。本実施形態における時刻修正システ
ム１の構成は、図１に示す第１の実施形態と同様である。また、本実施形態における時刻
修正システム１の光通信方法は、図２に示す光通信方法と同様である。本実施形態と第１
の実施形態とは、時刻を修正する際に、電子時計２０が計時を停止する点で異なる。上述
した第２の実施形態では、停止信号により電子時計２０の計時を停止しているが、本実施
形態では、ユーザからの入力により電子時計２０の計時を停止する。
【００６４】
　電子機器１０の制御部１０２（停止部）は、撮像部１０４が電子時計２０の表示部２０
８を撮像する前に、電子時計２０の計時（指針２０８２の駆動及び内部の計時）を停止す
る指示（例えば、「時計を停止させてください」等）を表示部１０５に表示する。ユーザ
はその表示に従って電子時計２０の入力部２１０を操作して電子時計２０の計時（指針２
０８２の駆動及び内部の計時）を停止させる。そして、制御部１０２は、時刻補正量を算
出し、算出した時刻補正量に基づいて付加補正量を算出する。続いて、制御部１０２は、
時刻補正量に付加補正量を加算した時刻補正量データを、光源１０３を用いて光信号とし
て出力する。電子機器１０の他の構成は第１の実施形態と同様であるため、説明を省略す
る。
【００６５】
　電子時計２０の入力部２１０は、計時（指針２０８２の駆動及び内部の計時）を停止す
るための操作入力を受け付ける。電子時計２０の制御回路２０２は、入力部２１０が計時
を停止するための操作入力を受け付けると、計時（指針２０８２の駆動及び内部の計時）
を停止する。その後、制御回路２０２は、スイッチ２０３をＯＦＦの状態とし、通信期間
に移行する。そして、制御回路２０２は、時刻補正量データを受信すると、受信した時刻
補正量データに基づいてステッピングモータ２０７を駆動し、指針２０８２が示す時刻を
修正するとともに、計時（指針２０８２の駆動及び内部の計時）を再開する。電子時計２
０の他の構成は第１の実施形態と同様であるため、説明を省略する。
【００６６】
　次に、図７及び図８を参照して、本実施形態による時刻修正システム１における時刻修
正方法について説明する。図７は、本実施形態による電子機器１０が実行する時刻修正処
理の処理手順を示したフローチャートである。
【００６７】
　（ステップＳ７０１）ユーザは、電子機器１０が電子時計２０の表示部２０８の画像を
撮影できるように、電子機器１０と電子時計２０とを移動させる。その後、ユーザは、電
子機器１０の入力部１０６を操作し、時刻修正指示の入力を行う。電子機器１０の入力部
１０６は、時刻修正指示の入力を受け付けた場合、ステップＳ７０２の処理に進む。
【００６８】
　（ステップＳ７０２）制御部１０２は、電子時計２０の計時を停止する指示を表示部１
０５に表示する。その後、ステップＳ７０３の処理に進む。
　（ステップＳ７０３）制御部１０２は、光源１０３を制御し、一定期間、同期信号を送
信する。その後、ステップＳ７０４の処理に進む。
【００６９】
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　（ステップＳ７０４）制御部１０２は、同期信号の送信を完了した後、撮像部１０４を
制御し、電子時計２０の表示部２０８の画像を撮像する。その後、ステップＳ７０５の処
理に進む。
【００７０】
　（ステップＳ７０５）制御部１０２は、画像処理を行い、撮像部１０４が撮像した電子
時計２０の表示部２０８の撮像画像に基づいて、電子時計２０が示す時刻を特定する。そ
の後、ステップＳ７０６の処理に進む。
【００７１】
　（ステップＳ７０６）時刻データ取得部１０１は、正確な現在時刻を取得する。その後
、ステップＳ７０７の処理に進む。
【００７２】
　（ステップＳ７０７）制御部１０２は、ステップＳ７０５の処理で特定した電子時計２
０が示す時刻と、ステップＳ７０６の処理で時刻データ取得部１０１が取得した現在時刻
とに基づいて時刻補正量を算出する。その後、ステップＳ７０８の処理に進む。
【００７３】
　（ステップＳ７０８）制御部１０２は、ステップＳ７０７の処理で算出した時刻補正量
に基づいて付加補正量を算出する。その後、ステップＳ７０９の処理に進む。
　（ステップＳ７０９）制御部１０２は、ステップＳ７０７の処理で算出した時刻補正量
に、ステップＳ７０８の処理で算出した付加補正量を加算する。その後、ステップＳ７１
０の処理に進む。
【００７４】
　（ステップＳ７１０）制御部１０２は、光源１０３を制御し、スタート信号を送信する
。その後、ステップＳ７１１の処理に進む。
　（ステップＳ７１１）制御部１０２は、光源１０３を制御し、時刻補正量データを送信
する。その後、処理を終了する。
【００７５】
　図８は、本実施形態による電子時計２０が実行する時刻修正処理の処理手順を示したフ
ローチャートである。
　（ステップＳ８０１）制御回路２０２は、スイッチ２０３を制御し、一定期間毎に通信
期間と充電期間との移行を制御する。ユーザは、上述したステップＳ７０２の処理で電子
機器１０が電子時計２０の計時を停止する指示を表示すると、電子時計２０の入力部２１
０を操作し、計時停止指示の入力を行う。電子時計２０の入力部２１０は、計時停止指示
の入力を受け付けた場合、ステップＳ８０２の処理に進む。
【００７６】
　（ステップＳ８０２）制御回路２０２は、計時を停止する。その後、ステップＳ８０３
の処理に進む。
　（ステップＳ８０３）制御回路２０２は、スイッチ２０３をＯＦＦの状態とし、通信期
間に移行する。制御回路２０２は、通信期間中に、太陽電池２０１を介して同期信号を受
信したと判定した場合、ステップＳ８０４の処理に進む。
【００７７】
　（ステップＳ８０４）制御回路２０２は、太陽電池２０１を介してスタート信号と時刻
補正量データとを受信する。その後、ステップＳ８０５の処理に進む。
　（ステップＳ８０５）制御回路２０２は、スイッチ２０３をＯＮの状態とし、充電期間
に移行する。その後、ステップＳ８０６の処理に進む。
【００７８】
　（ステップＳ８０６）制御回路２０２は、ステップＳ８０４の処理で受信した時刻補正
量データに基づいて、時刻補正量を設定する。その後、ステップＳ８０７の処理に進む。
　（ステップＳ８０７）制御回路２０２は、ステッピングモータ２０７を１ステップ駆動
する。その後、ステップＳ８０８の処理に進む。
【００７９】
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　（ステップＳ８０８）制御回路２０２は、設定されている時刻補正量から１を減算し、
減算後の値を時刻補正量として設定する。その後、ステップＳ８０９の処理に進む。
【００８０】
　（ステップＳ８０９）制御回路２０２は、設定されている時刻補正量が０であるか否か
を判定する。制御回路２０２は、設定されている時刻補正量が０である場合にはステップ
Ｓ８１０の処理に進み、それ以外の場合にはステップＳ８０７の処理に戻る。
　（ステップＳ８１０）制御回路２０２は、計時を再開する。その後、処理を終了する。
【００８１】
　上述したとおり、本実施形態では、電子機器１０は、電子時計２０の表示部２０８を撮
像する前に、電子時計２０の計時を停止させる。そして、電子機器１０は、算出した時刻
補正量に基づき付加補正量を算出し、時刻補正量に付加補正量を加算した時刻補正量デー
タを電子時計２０に送信する。電子時計２０は、時刻補正量データを受信すると、受信し
た時刻補正量データに基づき時刻を補正するとともに、時刻の計時を再開する。すなわち
、電子機器１０及び電子時計２０は、時刻の修正に要する時間も考慮して時刻を修正する
ため、第１の実施形態の効果に加えて、より正確に時刻を修正することができる。
【００８２】
［第４の実施形態］
　次に、本発明の第４の実施形態について説明する。図９は、本実施形態による時刻修正
システム２の構成を示した概略図である。図示する例では、時刻修正システム２は、電子
機器３０と電子時計２０とを含んでいる。電子機器３０は、例えば、スマートフォンや、
携帯電話機や、タブレット端末等の電子機器である。図示する例では、電子機器３０は、
時刻データ取得部１０１と、制御部１０２と、光源１０３と、表示部１０５と、入力部１
０６とを備えている。
【００８３】
　時刻データ取得部１０１は、現在時刻（時分秒）を取得する。例えば、時刻データ取得
部１０１は、インターネット上の時刻サーバにアクセスして現在時刻を取得する方法や、
ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）を用いて現在時刻を取
得する方法や、基地局からの制御信号から現在時刻を取得する方法を用いる。なお、現在
時刻の取得方法は、どのような方法でもよい。
【００８４】
　制御部１０２は、電子機器３０が備える各部の制御を行う。また、制御部１０２（停止
部）は、電子時計２０の計時（指針２０８２の駆動）を停止する指示（例えば、「時計を
停止させてください」等）を表示部１０５に表示することにより、電子時計２０の計時（
指針２０８２の駆動）を停止させる。また、制御部１０２（時刻補正量算出部）は、入力
部１０６により入力された電子時計２０の時刻と時刻データ取得部１０１が取得した現在
時刻との差分から電子時計２０の時刻を補正するための時刻補正量を算出する。続いて、
制御部１０２は、算出した時刻補正量を示す時刻補正量データを、光源１０３を用いて光
信号として出力する。このとき、制御部１０２は、同期信号を出力し、その後スタート信
号を出力し、その後時刻補正量データを出力する。
【００８５】
　光源１０３は、例えば、電子機器３０が有するフラッシュ用のＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅ
ｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）や、液晶ディスプレイのバックライト等である。光源１０
３は、時刻補正量データを示す光信号を電子時計２０に対して送信する送信部として動作
する。表示部１０５は、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ、Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄ
ｉｓｐｌａｙ）等であり、情報を表示する。入力部１０６は、スイッチ等を備え、入力を
受け付ける。
【００８６】
　電子時計２０は、アナログ表示で時刻を表示する時計である。図示する例では、電子時
計２０は、太陽電池２０１と、制御回路２０２と、スイッチ２０３と、二次電池２０４と
、ダイオード２０５と、基準信号生成回路２０６と、ステッピングモータ２０７と、表示
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部２０８と、記憶部２０９と、入力部２１０とを備えている。表示部２０８は、文字板２
０８１と、指針２０８２と、日付部２０８３とを備えている。
【００８７】
　太陽電池２０１は、充電期間では、光（太陽、照明など）を受光して電気エネルギーに
変換する発電部として動作する。また、太陽電池２０１は、通信期間では、電子機器３０
と光通信を行い、電子機器３０から時刻補正量データを示す光信号を受信する受信部とし
て動作する。充電期間および通信期間については後述する。
【００８８】
　制御回路２０２は、電子時計２０が備える各部の制御を行う。また、制御回路２０２は
、太陽電池２０１による二次電池２０４への充電制御を行う。また、制御回路２０２は、
二次電池２０４の過充電防止制御を行う。また、制御回路２０２は、太陽電池２０１を用
いて光通信を行う。例えば、制御回路２０２は、電源端子とＧＮＤ端子に接続された二次
電池２０４が出力する電力により作動する。このとき、制御回路２０２は、二次電池２０
４の出力電圧を検出することで、二次電池２０４の充電状態（フル充電、過放電など）を
判定し、所定の充電制御を行う。例えば、制御回路２０２は、二次電池２０４の充電状態
に応じて、制御端子から出力する制御信号によってスイッチ２０３のオン／オフ制御を行
う。これにより、制御回路２０２は、太陽電池２０１と二次電池２０４とを接続すること
で二次電池２０４への充電を行う。また、制御回路２０２は、太陽電池２０１と二次電池
２０４とを切断することで、二次電池２０４への過充電を防止する。
【００８９】
　また、制御回路２０２は、基準信号生成回路２０６が出力する基準信号に基づいてスイ
ッチ制御信号を出力し、スイッチ２０３のオン／オフ制御を行う。これにより、制御回路
２０２は、太陽電池２０１と二次電池２０４の接続と、太陽電池２０１と二次電池２０４
の切り離しとを行う。
【００９０】
　また、制御回路２０２（制御部）は、入力部２１０が計時（指針２０８２の駆動）を停
止するための操作入力を受け付けると、計時（指針２０８２の駆動）を停止する。その後
、制御回路２０２は、スイッチ２０３をＯＦＦの状態とし、通信期間に移行する。
【００９１】
　また、制御回路２０２（制御部）は、通信期間において、入力端子に入力された太陽電
池２０１の出力電圧を検出し、検出した電圧を電気信号に変換することで、外部機器（本
実施形態では、電子機器３０）から光通信によって送信される時刻補正量データを受信す
る。制御回路２０２は、時刻補正量データを受信すると、スイッチ２０３をＯＮの状態と
し、充電期間に移行する。そして、制御回路２０２は、受信した時刻補正量データに基づ
いてステッピングモータ２０７を駆動し、指針２０８２が示す時刻を修正するとともに、
計時（指針２０８２の駆動）を再開する。
【００９２】
　スイッチ２０３は、制御回路２０２から入力されるスイッチ制御信号に基づいて、太陽
電池２０１と二次電池２０４の接続と、太陽電池２０１と二次電池２０４の切り離しとを
行う。二次電池２０４は、電子時計２０が備える各部に電力を供給する。ダイオード２０
５は、二次電池２０４に対する電流の逆流を防止する。基準信号生成回路２０６は、発振
回路（例えば３２ｋＨｚ）と分周回路からなり、例えば１Ｈｚの基準信号を生成する。
【００９３】
　ステッピングモータ２０７は、制御回路２０２から入力されるパルス信号に基づいて、
指針２０８２と日付部２０８３とを駆動する（回転させる）。表示部２０８は、文字板２
０８１と、指針２０８２と、日付部２０８３とを用いて、時刻および日時をアナログ表示
で表示する。表示部２０８は、文字板２０８１及び指針２０８２により時刻を示し、日付
部２０８３により日付を示す。記憶部２０９は、例えば不揮発性メモリであり、電子時計
２０が備える各部が用いるデータを記憶する。入力部２１０は、ユーザが入力する操作入
力を受け付ける。例えば、入力部２１０は、計時（指針２０８２の駆動）を停止するため
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の操作入力を受け付ける。
【００９４】
　次に、電子機器３０と電子時計２０との間の通信方法について説明する。本実施形態で
は、電子機器３０は光源１０３を用いてデータを送信する。例えば、電子機器３０は、「
１」を送信する際には光源１０３を発光させ、「０」を送信する際には光源１０３を消灯
させる。また、電子時計２０は、太陽電池２０１を用いてデータを受信する。例えば、電
子時計２０の制御回路２０２は、太陽電池２０１が光を受光して電圧を発生した場合には
「１」を受信したと判定し、太陽電池２０１が電圧を発生しない場合には「０」を受信し
たと判定する。
【００９５】
　太陽電池２０１と二次電池２０４とが接続している場合、二次電池２０４の出力電圧に
より、太陽電池２０１が発生した電圧を正確に判定することができない。そこで、本実施
形態では、データの受信時には、太陽電池２０１が発生する電圧をより精度良く検出する
ために、スイッチ２０３を制御し、太陽電池２０１と二次電池２０４とを切り離す。なお
、太陽電池２０１と二次電池２０４とを切り離している期間を「通信期間（ＯＦＦ期間）
」とする。
【００９６】
　また、通信期間以外の期間では、スイッチ２０３を制御し、太陽電池２０１と二次電池
２０４とを接続する。太陽電池２０１と二次電池２０４とを接続している期間を「充電期
間（ＯＮ期間）」とする。これにより、受信期間においては、より精度良くデータを受信
することができる。
【００９７】
　また、通信期間では二次電池２０４を充電することができない。そのため、通信期間は
短い方が望ましい。従って、本実施形態では、電子時計２０は、通常時には充電期間とし
、一定期間毎に短い通信期間を設ける。そして、電子時計２０は、短い通信期間中に電子
機器３０から同期信号を受信した場合、時刻補正量データを受信するまで通信期間を継続
する。一方、電子時計２０は、通信期間中に電子機器３０から同期信号を受信しない場合
、充電期間とする。
【００９８】
　本実施形態における時刻修正システム２の光通信方法は、図２に示す光通信方法と同様
である。すなわち、本実施形態においても、第１の実施形態と同様に、電子時計２０は、
充電期間と、充電期間よりも短い通信期間とを繰り返す。また、短い通信期間中に同期信
号を受信した場合、時刻補正量データの受信を完了するまで通信期間とする。これにより
、電子時計２０は、充電期間をより長くしつつ、より精度良く光信号を受信することがで
きる。
【００９９】
　次に、図１０及び図１１を参照して、時刻修正システム２における時刻修正方法につい
て説明する。図１０は、本実施形態における電子機器３０が実行する時刻修正処理の処理
手順を示したフローチャートである。
【０１００】
　（ステップＳ１１０１）ユーザは、電子機器３０の入力部１０６を操作し、時刻修正指
示の入力を行う。電子機器３０の入力部１０６は、時刻修正指示の入力を受け付けた場合
、ステップＳ１１０２の処理に進む。
【０１０１】
　（ステップＳ１１０２）制御部１０２は、電子時計２０の計時を停止する指示を表示部
１０５に表示する。その後、ステップＳ１１０３の処理に進む。
　（ステップＳ１１０３）制御部１０２は、光源１０３を制御し、一定期間、同期信号を
送信する。その後、ステップＳ１１０４の処理に進む。
【０１０２】
　（ステップＳ１１０４）制御部１０２は、同期信号の送信を完了した後、入力部１０６
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により電子時計２０の指針２０８２が示す時刻の入力を受け付ける。ユーザは、入力部１
０６を操作し、電子時計２０の指針２０８２が示す時刻を入力する。電子機器３０の入力
部１０６は、電子時計２０の示す時刻の入力を受け付けた場合、ステップＳ１１０５の処
理に進む。
【０１０３】
　（ステップＳ１１０５）時刻データ取得部１０１は、正確な現在時刻を取得する。その
後、ステップＳ１１０６の処理に進む。
【０１０４】
　（ステップＳ１１０６）制御部１０２は、ステップＳ１１０４の処理で入力された電子
時計２０が示す時刻と、ステップＳ１１０５の処理で時刻データ取得部１０１が取得した
現在時刻との差分を算出することで、電子時計２０の時刻のずれを算出する。また、制御
部１０２は、電子時計２０の時刻のずれを解消するために、電子時計２０の指針２０８２
を駆動する量を算出する。すなわち、ステッピングモータ２０７を駆動する量を算出する
。以下、電子時計２０の時刻のずれを解消するために、電子時計２０のステッピングモー
タ２０７を駆動する量を時刻補正量とする。例えば、ステッピングモータ２０７が１ステ
ップ動作することで指針２０８２が１秒進むとする。この場合において、電子時計２０の
表示部２０８が表示する時刻が１０秒遅れていた場合には、時刻補正量は「１０」である
。また、時刻補正量を示すデータを時刻補正量データとする。その後、ステップＳ１１０
７の処理に進む。
【０１０５】
　（ステップＳ１１０７）制御部１０２は、光源１０３を制御し、スタート信号を送信す
る。その後、ステップＳ１１０８の処理に進む。
　（ステップＳ１１０８）制御部１０２は、光源１０３を制御し、時刻補正量データを送
信する。その後、処理を終了する。
【０１０６】
　図１１は、本実施形態による電子時計２０が実行する時刻修正処理の処理手順を示した
フローチャートである。
　（ステップＳ１２０１）制御回路２０２は、スイッチ２０３を制御し、一定期間毎に通
信期間と充電期間との移行を制御する。ユーザは、上述したステップＳ１１０２の処理で
電子機器３０が電子時計２０の計時を停止する指示を表示すると、電子時計２０の入力部
２１０を操作し、計時停止指示の入力を行う。電子時計２０の入力部２１０は、計時停止
指示の入力を受け付けた場合、ステップＳ１２０２の処理に進む。
【０１０７】
　（ステップＳ１２０２）制御回路２０２は、計時を停止する。その後、ステップＳ１２
０３の処理に進む。
　（ステップＳ１２０３）制御回路２０２は、スイッチ２０３をＯＦＦの状態とし、通信
期間に移行する。その後、ステップＳ１２０４の処理に進む。
【０１０８】
　（ステップＳ１２０４）制御回路２０２は、太陽電池２０１を介して同期信号を受信し
たか否かを判定する。制御回路２０２は、同期信号を受信したと判定した場合にはステッ
プＳ１２０５の処理に進み、それ以外の場合にはステップＳ１２０４の処理に戻る。
　（ステップＳ１２０５）制御回路２０２は、太陽電池２０１を介してスタート信号と時
刻補正量データとを受信する。その後、ステップＳ１２０６の処理に進む。
　（ステップＳ１２０６）制御回路２０２は、スイッチ２０３をＯＮの状態とし、充電期
間に移行する。その後、ステップＳ１２０７の処理に進む。
【０１０９】
　（ステップＳ１２０７）制御回路２０２は、ステップＳ１２０５の処理で受信した時刻
補正量データに基づいて、時刻補正量を設定する。その後、ステップＳ１２０８の処理に
進む。
　（ステップＳ１２０８）制御回路２０２は、ステッピングモータ２０７を１ステップ駆
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動する。その後、ステップＳ１２０９の処理に進む。
【０１１０】
　（ステップＳ１２０９）制御回路２０２は、設定されている時刻補正量から１を減算し
、減算後の値を時刻補正量として設定する。その後、ステップＳ１２１０の処理に進む。
【０１１１】
　（ステップＳ１２１０）制御回路２０２は、設定されている時刻補正量が０であるか否
かを判定する。制御回路２０２は、設定されている時刻補正量が０である場合にはステッ
プＳ１２１１の処理に進み、それ以外の場合にはステップＳ１２０８の処理に戻る。
　（ステップＳ１２１１）制御回路２０２は、計時を再開する。その後、処理を終了する
。
【０１１２】
　上述したとおり、本実施形態では、電子機器３０は、電子時計２０の表示部２０８が示
す時刻の入力を受け付け、現在時刻と電子時計２０が示す時刻との差分に基づいて時刻補
正量を算出し、算出した時刻補正量を電子時計２０に送信する。電子時計２０は、受信し
た時刻補正量に基づいて表示部２０８が示す時刻を修正する。これにより、ユーザが電子
時計２０を操作することなく、電子時計２０の示す時刻を正しい時刻に、より正確にかつ
容易に修正することができる。また、電子機器３０が時刻補正量を算出しているため、電
子時計２０の処理負荷を軽減することができる。
【０１１３】
　また、電子機器３０と電子時計２０とは、上述した光通信方法により時刻補正量を送受
信するため、電子機器３０と電子時計２０とを有線で繋ぐためのコネクタや無線通信する
ためのアンテナを電子機器３０や電子時計２０に搭載する必要がない。すなわち、電子機
器３０は光源１０３、電子時計２０は太陽電池２０１といった標準装備で通信が可能であ
るため、新たなデバイスを搭載して電子機器３０や電子時計２０のデザイン性を損ねるこ
とがない。
【０１１４】
　また、本実施形態では、時刻補正量を送信する電子機器３０の光源１０３（送信部）か
ら照射される光により、受信側の電子時計２０では、時刻補正量の受信と太陽電池２０１
の充電とが可能となる。よって、電子機器３０が光源１０３（送信部）を備えるだけで電
子時計２０における充電と受信とを可能とすることができる。従って、本実施形態では、
複雑な構成を採用することなく、電子時計２０は、時刻補正量の受信と太陽電池２０１の
充電とを行うことができ、さらに、充電された太陽電池２０１の電力を用いて表示部２０
８が示す時刻の修正を行うことができるため、安定して継続した時刻修正を可能とするこ
とができる。
【０１１５】
［第５の実施形態］
　次に、本発明の第５の実施形態について説明する。本実施形態における時刻修正システ
ム２の構成は、図９に示す第４の実施形態と同様である。また、本実施形態における時刻
修正システム２の光通信方法は、図２に示す光通信方法と同様である。第４の実施形態で
は、ユーザからの入力により電子時計２０の計時を停止しているが、本実施形態では、電
子機器３０からの停止信号により電子時計２０の計時を停止する。
【０１１６】
　具体的には、電子機器３０の制御部１０２（停止部）は、停止信号を電子時計２０に送
信して電子時計２０の計時（指針２０８２の駆動）を停止させる。電子機器３０の他の構
成は第４の実施形態と同様であるため、説明を省略する。
【０１１７】
　電子時計２０の制御回路２０２は、電子機器３０から停止信号を受信すると、計時（指
針２０８２の駆動）を停止する。その後、制御回路２０２は、スイッチ２０３をＯＦＦの
状態とし、通信期間に移行する。電子時計２０の他の構成は第４の実施形態と同様である
ため、説明を省略する。
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【０１１８】
　次に、本実施形態による時刻修正システム２における時刻修正方法について説明する。
図１２は、本実施形態による電子機器３０が実行する時刻修正処理の処理手順を示したフ
ローチャートである。
【０１１９】
　（ステップＳ１３０１）ユーザは、電子機器３０の入力部１０６を操作し、時刻修正指
示の入力を行う。電子機器３０の入力部１０６は、時刻修正指示の入力を受け付けた場合
、ステップＳ１３０２の処理に進む。
【０１２０】
　（ステップＳ１３０２）制御部１０２は、光源１０３を制御し、一定期間、同期信号を
送信する。その後、ステップＳ１３０３の処理に進む。
　（ステップＳ１３０３）制御部１０２は、同期信号の送信を完了した後、光源１０３を
制御し、スタート信号を送信する。その後、ステップＳ１３０４の処理に進む。
　（ステップＳ１３０４）制御部１０２は、光源１０３を制御し、停止信号を送信する。
その後、ステップＳ１３０５の処理に進む。
【０１２１】
　（ステップＳ１３０５）制御部１０２は、入力部１０６により電子時計２０の指針２０
８２が示す時刻の入力を受け付ける。ユーザは、入力部１０６を操作し、電子時計２０の
指針２０８２が示す時刻を入力する。電子機器３０の入力部１０６は、電子時計２０の示
す時刻の入力を受け付けた場合、ステップＳ１３０６の処理に進む。
【０１２２】
　（ステップＳ１３０６）時刻データ取得部１０１は、正確な現在時刻を取得する。その
後、ステップＳ１３０７の処理に進む。
【０１２３】
　（ステップＳ１３０７）制御部１０２は、ステップＳ１３０５の処理で入力された電子
時計２０が示す時刻と、ステップＳ１３０６の処理で時刻データ取得部１０１が取得した
現在時刻とに基づいて時刻補正量を算出する。その後、ステップＳ１３０８の処理に進む
。
【０１２４】
　（ステップＳ１３０８）制御部１０２は、光源１０３を制御し、スタート信号を送信す
る。その後、ステップＳ１３０９の処理に進む。
　（ステップＳ１３０９）制御部１０２は、光源１０３を制御し、時刻補正量データを送
信する。その後、処理を終了する。
【０１２５】
　本実施形態における電子時計２０が実行する時刻修正処理の処理手順は、図６に示す第
２の実施形態における電子時計２０が実行する時刻修正処理の処理手順と同様であるため
、その説明を省略する。
【０１２６】
　上述したとおり、本実施形態では、電子機器３０は、停止信号を電子時計２０に送信し
て電子時計２０を停止させる。これにより、第４の実施形態の効果に加えて、ユーザが手
動により電子時計２０を停止させる手間を省くことができる。
【０１２７】
［第６の実施形態］
　次に、本発明の第６の実施形態について説明する。本実施形態における時刻修正システ
ム２の構成は、図９に示す第４の実施形態と同様である。また、本実施形態における時刻
修正システム２の光通信方法は、図２に示す光通信方法と同様である。本実施形態と第４
の実施形態とは、電子機器３０が時刻補正量に付加補正量を加算して、時刻補正量データ
を電子時計２０に送信する点で異なる。付加補正量とは、電子時計２０において時刻を修
正するために要する時間に対応する、電子時計２０のステッピングモータ２０７を駆動す
る量である。付加補正量は、時刻補正量が大きいほど大きく、時刻補正量が小さいほど小
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さい。これは、時刻補正量が大きいほど時刻を修正するために時間を要すると考えられる
ためである。
【０１２８】
　具体的には、電子機器３０の制御部１０２（付加補正量算出部）は、時刻補正量を算出
し、算出した時刻補正量に基づいて付加補正量を算出する。そして、制御部１０２は、時
刻補正量に付加補正量を加算した時刻補正量データを、光源１０３を用いて光信号として
出力する。電子機器３０の他の構成は第４の実施形態と同様であるため、説明を省略する
。また、電子時計２０の構成は第４の実施形態と同様であるため、説明を省略する。
【０１２９】
　次に、図１３を参照して、本実施形態による時刻修正システム２における時刻修正方法
について説明する。図１３は、本実施形態による電子機器３０が実行する時刻修正処理の
処理手順を示したフローチャートである。
【０１３０】
　（ステップＳ１５０１）ユーザは、電子機器３０の入力部１０６を操作し、時刻修正指
示の入力を行う。電子機器３０の入力部１０６は、時刻修正指示の入力を受け付けた場合
、ステップＳ１５０２の処理に進む。
【０１３１】
　（ステップＳ１５０２）制御部１０２は、電子時計２０の計時を停止する指示を表示部
１０５に表示する。その後、ステップＳ１５０３の処理に進む。
　（ステップＳ１５０３）制御部１０２は、光源１０３を制御し、一定期間、同期信号を
送信する。その後、ステップＳ１５０４の処理に進む。
【０１３２】
　（ステップＳ１５０４）制御部１０２は、同期信号の送信を完了した後、入力部１０６
により電子時計２０の指針２０８２が示す時刻の入力を受け付ける。ユーザは、入力部１
０６を操作し、電子時計２０の指針２０８２が示す時刻を入力する。電子機器３０の入力
部１０６は、電子時計２０の示す時刻の入力を受け付けた場合、ステップＳ１５０５の処
理に進む。
【０１３３】
　（ステップＳ１５０５）時刻データ取得部１０１は、正確な現在時刻を取得する。その
後、ステップＳ１５０６の処理に進む。
【０１３４】
　（ステップＳ１５０６）制御部１０２は、ステップＳ１５０４の処理で入力された電子
時計２０が示す時刻と、ステップＳ１５０５の処理で時刻データ取得部１０１が取得した
現在時刻とに基づいて時刻補正量を算出する。その後、ステップＳ１５０７の処理に進む
。
【０１３５】
　（ステップＳ１５０７）制御部１０２は、ステップＳ１５０６の処理で算出した時刻補
正量に基づいて付加補正量を算出する。その後、ステップＳ１５０８の処理に進む。
　（ステップＳ１５０８）制御部１０２は、ステップＳ１５０６の処理で算出した時刻補
正量に、ステップＳ１５０７の処理で算出した付加補正量を加算する。その後、ステップ
Ｓ１５０９の処理に進む。
【０１３６】
　（ステップＳ１５０９）制御部１０２は、光源１０３を制御し、スタート信号を送信す
る。その後、ステップＳ１５１０の処理に進む。
　（ステップＳ１５１０）制御部１０２は、光源１０３を制御し、時刻補正量データを送
信する。その後、処理を終了する。
【０１３７】
　本実施形態における電子時計２０が実行する時刻修正処理の処理手順は、図１１に示す
第４の実施形態における電子時計２０が実行する時刻修正処理の処理手順と同様であるた
め、その説明を省略する。
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【０１３８】
　上述したとおり、本実施形態では、電子機器３０は、算出した時刻補正量に基づき付加
補正量を算出し、時刻補正量に付加補正量を加算した時刻補正量データを電子時計２０に
送信する。すなわち、電子機器３０及び電子時計２０は、時刻の修正に要する時間も考慮
して時刻を修正するため、第４の実施形態の効果に加えて、より正確に時刻を修正するこ
とができる。
【０１３９】
［第７の実施形態］
　次に、本発明の第７の実施形態について説明する。本実施形態における時刻修正システ
ム２の構成は、図９に示す第４の実施形態と同様である。また、本実施形態における時刻
修正システム２の光通信方法は、図２に示す光通信方法と同様である。本実施形態は、第
５の実施形態に対して、電子機器３０が時刻補正量に付加補正量を加算して、時刻補正量
データを電子時計２０に送信する点で異なる。
【０１４０】
　具体的には、電子機器３０の制御部１０２（付加補正量算出部）は、時刻補正量を算出
し、算出した時刻補正量に基づいて付加補正量を算出する。そして、制御部１０２は、時
刻補正量に付加補正量を加算した時刻補正量データを、光源１０３を用いて光信号として
出力する。電子機器３０の他の構成は第５の実施形態と同様であるため、説明を省略する
。また、電子時計２０の構成は第５の実施形態と同様であるため、説明を省略する。
【０１４１】
　次に、図１４を参照して、本実施形態による時刻修正システム２における時刻修正方法
について説明する。図１４は、本実施形態による電子機器３０が実行する時刻修正処理の
処理手順を示したフローチャートである。
【０１４２】
　（ステップＳ１７０１）ユーザは、電子機器３０の入力部１０６を操作し、時刻修正指
示の入力を行う。電子機器３０の入力部１０６は、時刻修正指示の入力を受け付けた場合
、ステップＳ１７０２の処理に進む。
【０１４３】
　（ステップＳ１７０２）制御部１０２は、光源１０３を制御し、一定期間、同期信号を
送信する。その後、ステップＳ１７０３の処理に進む。
　（ステップＳ１７０３）制御部１０２は、同期信号の送信を完了した後、光源１０３を
制御し、スタート信号を送信する。その後、ステップＳ１７０４の処理に進む。
　（ステップＳ１７０４）制御部１０２は、光源１０３を制御し、停止信号を送信する。
その後、ステップＳ１７０５の処理に進む。
【０１４４】
　（ステップＳ１７０５）制御部１０２は、入力部１０６により電子時計２０の指針２０
８２が示す時刻の入力を受け付ける。ユーザは、入力部１０６を操作し、電子時計２０の
指針２０８２が示す時刻を入力する。電子機器３０の入力部１０６は、電子時計２０の示
す時刻の入力を受け付けた場合、ステップＳ１７０６の処理に進む。
【０１４５】
　（ステップＳ１７０６）時刻データ取得部１０１は、正確な現在時刻を取得する。その
後、ステップＳ１７０７の処理に進む。
【０１４６】
　（ステップＳ１７０７）制御部１０２は、ステップＳ１７０５の処理で入力された電子
時計２０が示す時刻と、ステップＳ１７０６の処理で時刻データ取得部１０１が取得した
現在時刻とに基づいて時刻補正量を算出する。その後、ステップＳ１７０８の処理に進む
。
【０１４７】
　（ステップＳ１７０８）制御部１０２は、ステップＳ１７０７の処理で算出した時刻補
正量に基づいて付加補正量を算出する。その後、ステップＳ１７０９の処理に進む。
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　（ステップＳ１７０９）制御部１０２は、ステップＳ１７０７の処理で算出した時刻補
正量に、ステップＳ１７０８の処理で算出した付加補正量を加算する。その後、ステップ
Ｓ１７１０の処理に進む。
【０１４８】
　（ステップＳ１７１０）制御部１０２は、光源１０３を制御し、スタート信号を送信す
る。その後、ステップＳ１７１１の処理に進む。
　（ステップＳ１７１１）制御部１０２は、光源１０３を制御し、時刻補正量データを送
信する。その後、処理を終了する。
【０１４９】
　本実施形態における電子時計２０が実行する時刻修正処理の処理手順は、図６に示す第
２の実施形態における電子時計２０が実行する時刻修正処理の処理手順と同様であるため
、その説明を省略する。
【０１５０】
　上述したとおり、本実施形態では、電子機器３０は、算出した時刻補正量に基づき付加
補正量を算出し、時刻補正量に付加補正量を加算した時刻補正量データを電子時計２０に
送信する。すなわち、電子機器３０及び電子時計２０は、時刻の修正に要する時間も考慮
して時刻を修正するため、第５の実施形態の効果に加えて、より正確に時刻を修正するこ
とができる。
【０１５１】
　なお、上述した実施形態における電子機器１０，３０及び電子時計２０が備える各部の
機能全体あるいはその一部は、これらの機能を実現するための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録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュー
タシステムに読み込ませ、実行することによって実現しても良い。なお、ここでいう「コ
ンピュータシステム」とは、ＯＳや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。
【０１５２】
　また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気
ディスク、ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハー
ドディスク等の記憶部のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」と
は、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信
する場合の通信線のように、短時間の間、動的にプログラムを保持するもの、その場合の
サーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時
間プログラムを保持しているものも含んでも良い。また上記プログラムは、前述した機能
の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステ
ムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。
【０１５３】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は、上記実施形態に限定されるも
のではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において種々の変更を加えることが可能であ
る。
【０１５４】
　例えば、電子機器１０，３０が、時刻補正量データを電子時計２０に送信する際に、時
刻補正量データを全て秒データに変換して送信するようにしてもよい。この場合、時刻補
正量データをそのままモータのステップ数として入力できるので、電子時計２０は、時刻
補正量データの受信から、表示部２０８が示す時刻の修正までの処理を速やかに実施する
ことができる。また、電子機器１０，３０が、時刻補正量データを電子時計２０に送信す
る際に、時刻補正量データを全て秒データに変換して送信した場合、電子時計２０は時分
用のカウンタを別個に容易する必要がなくなるので、電子時計２０という狭小な空間の回
路構成上有利となる。
【０１５５】
　また、上述した実施形態では、電子時計２０は、充電期間と光通信を行う通信期間とを
所定の周期で繰り返しているが、これに限らず、二次電池２０４の充電状態に応じて、ス
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イッチ２０３を制御して充電期間と通信期間とを切り替えてもよい。或いは、電子時計２
０は、通信期間では、まず、低通信レートで同期信号を検出し、同期信号検出後、高通信
レート（例えば低速通信レートの４倍）に切り替えて、スタート信号とデータ信号とを受
信してもよい。これにより、電子機器１０，３０及び電子時計２０の消費電力を低減する
ことができる。
【０１５６】
　また、上述した実施形態では、電子時計２０は、表示部２０８の示す時刻のみを修正し
ているが、時刻に加えて表示部２０８の示す日付を合わせて修正してもよい。この場合、
電子機器１０の制御部１０２は、表示部２０８の画像から日付部２０８３を抽出し、日付
部２０８３が表示する数字を識別して日付を特定する。また、時刻データ取得部１０１は
、現在日時（現在時刻（時分秒）及び現在日付（年月日））を取得する。また、制御部１
０２は、表示部２０８の画像に基づいて判定した日付と、時刻データ取得部１０１が取得
した現在日付との差分から日付を補正するための日付補正量を算出する。そして、制御部
１０２は、時刻補正量と日付補正量とを示すデータを電子時計２０に送信する。電子時計
２０の制御回路２０２は、受信した時刻補正量と日付補正量とに基づいて、表示部２０８
が示す時刻及び日付を修正する。
【０１５７】
　また、上述した実施形態では、電子時計２０は、表示部２０８の示す時刻のみを修正し
ているが、時刻に加えて表示部２０８の示す日付を合わせて修正してもよい。この場合、
電子機器３０の制御部１０２は、入力部１０６により入力された電子時計２０の日付部２
０８３が表示する数字から日付を特定する。また、時刻データ取得部１０１は、現在日時
（現在時刻（時分秒）及び現在日付（年月日））を取得する。また、制御部１０２は、入
力部１０６に入力された日付と、時刻データ取得部１０１が取得した現在日付との差分か
ら日付を補正するための日付補正量を算出する。そして、制御部１０２は、時刻補正量と
日付補正量とを示すデータを電子時計２０に送信する。電子時計２０の制御回路２０２は
、受信した時刻補正量と日付補正量とに基づいて、表示部２０８が示す時刻及び日付を修
正する。
【０１５８】
　本発明の実施形態は、時刻修正システムを提供する。前記時刻修正システムは、時計と
、電子機器とを少なくとも含む。前記電子機器は、取得部と、入力部と、時刻補正量算出
部と、送信部とを少なくとも含む。前記時計は、受信部と、蓄電部と、駆動部と、制御部
とを少なくとも含む。前記取得部は、現在時刻を取得する。前記入力部は、前記時計の前
記表示部が示す時刻の入力を受け付ける。前記時刻補正量算出部は、前記入力部が入力を
受け付けた時刻と前記取得部が取得した現在時刻との差分から前記時計の時刻を補正する
ための時刻補正量を算出する。前記送信部は、前記時刻補正量算出部が算出した前記時刻
補正量を光にのせて前記時計に送信する。前記受信部は、前記電子機器から前記時刻補正
量を受信する。前記蓄電部は、前記光が変換される電力により蓄電される。前記駆動部は
、前記指針を駆動する。前記制御部は、前記受信部が受信した時刻補正量に基づいて前記
指針が示す時刻を修正する。前記制御部は、前記蓄電部における蓄電期間と前記受信部に
おける受信期間とを制御し、前記受信期間において前記時刻補正量を受信する。
【０１５９】
　前記電子機器の前記送信部は、前記時刻補正量とともに前記現在時刻を送信してもよい
。前記時計の前記受信部は、前記時刻補正量とともに前記現在時刻を受信してもよい。前
記時計は、現在時刻を計時する計時部を備えてもよい。前記時計の前記制御部は、前記受
信部が受信した現在時刻に基づいて、前記計時部が計時する現在時刻を修正してもよい。
【０１６０】
　前記電子機器は、前記時計の前記指針の駆動を停止させる停止部を備えてもよい。前記
時計の制御部は、前記受信部が前記時刻補正量を受信すると、前記指針の駆動を再開して
もよい。
【０１６１】
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　前記電子機器は、前記時刻補正量算出部が算出した前記時刻補正量に基づいて、前記時
計において修正に要する時間に応じた付加補正量を算出し、算出した付加補正量を前記時
刻補正量に加算する付加補正量算出部を備えてもよい。
【０１６２】
　前記電子機器の前記停止部は、前記指針の駆動を停止させるための停止信号を前記時計
に送信してもよい。前記時計の前記制御部は、前記停止信号を受信すると、前記指針の駆
動を停止してもよい。
【０１６３】
　前記電子機器は、表示部を備えてもよい。前記電子機器の前記停止部は、前記指針の駆
動を停止する指示を前記表示部に表示してもよい。前記時計は、操作入力を受け付ける入
力部を備えてもよい。前記時計の前記制御部は、前記入力部が前記指針の駆動を停止する
ための操作入力を受け付けると、前記指針の駆動を停止してもよい。
【０１６４】
　前記電子機器の前記送信部は、光信号を送信する光源であってもよい。前記時計の前記
受信部は、光信号を受信する太陽電池であってもよい。
【０１６５】
　前記入力部はスイッチを備えてもよい。当該スイッチの操作により、前記時計の前記表
示部が示す時刻の入力を受け付けてもよい。
【０１６６】
　また、本発明の他の態様の時刻修正システムにおいて、前記時計の前記表示部を撮像す
る撮像部と、前記撮像部が撮像した画像から前記時計の前記表示部が示す時刻を特定する
特定部と、を備え、前記入力部は、前記特定部が特定した前記時計の前記表示部が示す時
刻の入力を受け付けることを特徴とする。
【０１６７】
　本発明の実施形態は、指針により時刻を示す表示部を有する時計と、電子機器とを備え
る時刻修正システムにおける前記電子機器を提供する。前記電子機器は、取得部と、入力
部と、時刻補正量算出部と、送信部とを少なくとも含む。前記取得部は、現在時刻を取得
する。前記入力部は、前記時計の前記表示部が示す時刻の入力を受け付ける。前記時刻補
正量算出部は、前記入力部が入力を受け付けた時刻と前記取得部が取得した現在時刻との
差分から前記時計の時刻を補正するための時刻補正量を算出する。前記送信部は、前記時
刻補正量算出部が算出した時刻補正量を光にのせて前記時計に送信する。
【０１６８】
　本発明の実施形態は、指針により時刻を示す表示部を有する時計と、電子機器とを備え
る時刻修正システムにおける前記時計を提供する。前記時計は、受信部と、蓄電部と、駆
動部と、制御部とを少なくとも含む。前記受信部は、前記電子機器から光にのせて送信さ
れる、時刻を補正するための時刻補正量を受信する。前記蓄電部は、前記光が変換される
電力により蓄電される。前記駆動部は、前記指針を駆動する。前記制御部は、前記受信部
が受信した時刻補正量に基づいて前記指針が示す時刻を修正する。前記制御部は、前記蓄
電部における蓄電期間と前記受信部における受信期間とを制御し、前記受信期間において
前記時刻補正量を受信する。
【０１６９】
　本発明の実施形態は、指針により時刻を示す表示部を有する時計と、電子機器とを備え
る時刻修正システムにおける前記電子機器としてのコンピュータに、現在時刻を取得する
取得ステップと、前記時計の前記表示部が示す時刻の入力を受け付ける入力ステップと、
前記入力ステップで入力を受け付けた時刻と前記取得ステップで取得した現在時刻との差
分から前記時計の時刻を補正するための時刻補正量を算出する時刻補正量算出ステップと
、前記時刻補正量算出ステップで算出した前記時刻補正量を光にのせて前記時計に送信す
る送信ステップと、を実行させるためのプログラムを提供する。
【符号の説明】
【０１７０】
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　１，２・・・時刻修正システム、１０，３０・・・電子機器、２０・・・電子時計、１
０１・・・時刻データ取得部、１０２・・・制御部、１０３・・・光源、１０４・・・撮
像部、１０５・・・表示部、１０６・・・入力部、２０１・・・太陽電池、２０２・・・
制御回路、２０３・・・スイッチ、２０４・・・二次電池、２０５・・・ダイオード、２
０６・・・基準信号生成回路、２０７・・・ステッピングモータ、２０８・・・表示部、
２０９・・・記憶部、２１０・・・入力部、２０８１・・・文字板、２０８２・・・指針
、２０８３・・・日付部
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