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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータの省電力に関係する１つ以上の設定項目及び各設定項目に対応する現在の
設定値を含む設定データと、前記設定項目の各設定値毎に予め点数が定められたテーブル
データと、が格納されている記憶部と、
　前記設定データに含まれる前記設定項目各々における現在の設定値を一定期間毎に確認
した確認結果と、前記テーブルデータの点数と、に基づき、前記設定項目各々における現
在の設定値を得点化するための演算、及び、前記設定項目各々における最も省電力な設定
値を得点化するための演算をそれぞれ行う演算部と、
　前記演算部の演算結果に基づき、前記設定データに含まれる現在の設定値による前記コ
ンピュータの駆動状態がどの程度省電力に貢献しているかを示す指標を算出する指標算出
部と、
　を有することを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記指標算出部による前記指標の算出結果が複数の数値範囲のうちのいずれに該当する
かを判定するとともに、この判定結果に応じた評価を行う評価部と、
　前記評価部による評価結果を視覚的に提示可能な報告画面を生成する画面生成部と、
　をさらに有することを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記報告画面には、前記評価部による評価結果に応じた画像及び文字列のうちの少なく
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とも一方が含まれることを特徴とする請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記報告画面には、前記評価部による最も直近の一の評価結果と、前記一の評価結果が
得られる以前に前記評価部により得られた他の評価結果と、が含まれることを特徴とする
請求項２または３に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　コンピュータの省電力に関係する１つ以上の設定項目各々における現在の設定値を一定
期間毎に確認する確認ステップと、
　前記確認ステップにおける確認結果と、前記設定項目の各設定値毎に予め点数が定めら
れたテーブルデータの点数と、に基づき、前記設定項目各々における現在の設定値を得点
化するための演算、及び、前記設定項目各々における最も省電力な設定値を得点化するた
めの演算をそれぞれ行う演算ステップと、
　前記演算ステップにおける演算結果に基づき、前記設定項目各々の現在の設定値による
前記コンピュータの駆動状態がどの程度省電力に貢献しているかを示す指標を算出する指
標算出ステップと、
　を有することを特徴とする省電力貢献度の算出方法。
【請求項６】
　コンピュータの省電力に関係する１つ以上の設定項目各々における現在の設定値を一定
期間毎に確認する確認ステップと、
　前記確認ステップによる確認結果と、前記設定項目の各設定値毎に予め点数が定められ
たテーブルデータの点数と、に基づき、前記設定項目各々における現在の設定値を得点化
するための演算、及び、前記設定項目各々における最も省電力な設定値を得点化するため
の演算をそれぞれ行う演算ステップと、
　前記演算ステップによる演算結果に基づき、前記設定項目各々の現在の設定値による前
記コンピュータの駆動状態がどの程度省電力に貢献しているかを示す指標を算出する指標
算出ステップと、
　前記指標算出ステップによる前記指標の算出結果が複数の数値範囲のうちのいずれに該
当するかを判定するとともに、この判定結果に応じた評価を行う評価ステップと、
　前記評価ステップによる評価結果を視覚的に提示可能な報告画面を生成する画面生成ス
テップと、
　を有することを特徴とする提示方法。
【請求項７】
　前記報告画面には、前記評価ステップによる評価結果に応じた画像及び文字列のうちの
少なくとも一方が含まれることを特徴とする請求項６に記載の提示方法。
【請求項８】
　前記報告画面には、前記評価ステップによる最も直近の一の評価結果と、前記一の評価
結果が得られる以前に前記評価ステップにより得られた他の評価結果と、が含まれること
を特徴とする請求項６または７に記載の提示方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、省電力貢献度の算出方法、及び提示方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、パーソナルコンピュータ等において、使用電力の削減比率が高くなるような推
奨パラメータまたは指標を提示することが可能な技術が従来知られている。
【０００３】
　しかし、前述のような従来の技術によれば、例えば、高パフォーマンスでの駆動を行う
ように設計されたコンピュータにおいて前述の推奨パラメータまたは指標に基づく設定を
行った場合には十分な省電力効果が得られる反面、省電力での駆動を行うように設計され
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たコンピュータにおいて前述の推奨パラメータまたは指標に基づくによる設定を行ったと
しても十分な省電力効果が得られ難い。その結果、前述のような従来の技術によれば、ユ
ーザに対する省電力の意識付けを行い難くなってしまう、という問題点が生じている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－１７８２８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、ユーザに対する省電力の意識付けを従来に比べて行い易くすることが可能な
情報処理装置、省電力貢献度の算出方法、及び提示方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　実施形態の情報処理装置は、コンピュータの省電力に関係する１つ以上の設定項目及び
各設定項目に対応する現在の設定値を含む設定データと、前記設定項目の各設定値毎に予
め点数が定められたテーブルデータと、が格納されている記憶部と、前記設定データに含
まれる前記設定項目各々における現在の設定値を一定期間毎に確認した確認結果と、前記
テーブルデータの点数と、に基づき、前記設定項目各々における現在の設定値を得点化す
るための演算、及び、前記設定項目各々における最も省電力な設定値を得点化するための
演算をそれぞれ行う演算部と、前記演算部の演算結果に基づき、前記設定データに含まれ
る現在の設定値による前記コンピュータの駆動状態がどの程度省電力に貢献しているかを
示す指標を算出する指標算出部と、を有する。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】実施形態に係る情報処理装置を含むコンピュータの要部を示す図。
【図２】実施形態に係る情報処理装置の処理において用いられるテーブルデータの一例を
示す図。
【図３】省電力の貢献度に対する評価結果のレポート画面の表示例を示す図。
【図４】図３のレポート画面の生成の際に用いられる評価結果画像の一例を示す図。
【図５】図３のレポート画面の生成の際に用いられる評価結果画像の、図４とは異なる例
を示す図。
【図６】図３のレポート画面の生成の際に用いられる評価結果画像の、図４及び図５とは
異なる例を示す図。
【図７】図３のレポート画面の生成の際に用いられる評価結果画像の、図４、図５及び図
６とは異なる例を示す図。
【図８】図３のレポート画面の生成の際に用いられる評価結果画像の、図４、図５、図６
及び図７とは異なる例を示す図。
【図９】図３のレポート画面の生成の際に用いられる評価結果画像の、図４、図５、図６
、図７及び図８とは異なる例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、図面を参照しつつ実施形態の説明を行う。
【０００９】
　図１は、実施形態に係る情報処理装置を含むコンピュータの要部を示す図である。
【００１０】
　コンピュータ１は、図１に示すように、入力装置群２と、情報処理装置３と、モニタ４
と、を有して構成されている。
【００１１】
　入力装置群２は、図示しない文字盤を照明するためのバックライト２１ａが設けられた
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キーボード２１と、ポインティングデバイス２２と、を有して構成されている。
【００１２】
　情報処理装置３は、ＣＰＵ３１と、ＨＤＤ（ハードディスクドライブ）３２と、画像表
示制御回路３３と、バッテリ３４と、電飾用のＬＥＤ３５と、ＡＣアダプタ３６と、を有
して構成されている。
【００１３】
　演算部としての機能を備えたＣＰＵ３１は、ＨＤＤ３２に格納されたソフトウェア及び
プログラム等を読み込み、当該読み込んだソフトウェア及びプログラム等に基づく処理を
実施することにより、コンピュータ１の各部に対する制御を行うことができるように構成
されている。
【００１４】
　記憶部としての機能を備えたＨＤＤ３２には、ＣＰＵ３１により実行されるソフトウェ
ア等に加え、コンピュータ１の省電力に関係する１つ以上の設定項目及び各設定項目に対
応する現在の設定値を含む設定データと、当該設定データの各設定項目に対応するテーブ
ルデータと、が格納されている。そして、ＣＰＵ３１は、前述の設定データに含まれる各
設定項目に対応する現在の設定値を変更するための操作が入力装置群２においてなされた
ことを検出すると、当該現在の設定値を変更後の設定値に更新する。
【００１５】
　なお、前述の設定データにおける各設定項目の設定値は、内部電源としてのバッテリ３
４から供給される電力によりコンピュータ１が駆動している場合と、外部電源としてのＡ
Ｃアダプタ３６から供給される電力によりコンピュータ１が駆動している場合と、に分け
られた状態で個別に定められているものとする。
【００１６】
　ここで、前述のテーブルデータについての説明を行う。図２は、実施形態に係る情報処
理装置の処理において用いられるテーブルデータの一例を示す図である。
【００１７】
　具体的には、例えば図２に示すように、コンピュータ１の省電力に関係する一の設定項
目Ｘの各設定値（第１の設定値～第Ｎの設定値）毎に、内部電源としてのバッテリ３４か
ら供給される電力によりコンピュータ１が駆動している場合と、外部電源としてのＡＣア
ダプタ３６から供給される電力によりコンピュータ１が駆動している場合と、に分けて予
め点数が定められているテーブルデータがＨＤＤ３２に格納されている。
【００１８】
　なお、本実施例においては、図２に例示したテーブルデータの点数Ａ１～ＡＮ及び点数
Ｂ１～ＢＮは、それぞれ０以上１００以下の数値として予め定められているものとする。
【００１９】
　画像表示制御回路３３は、ＣＰＵ３１の制御に基づき、種々のＧＵＩを生成してモニタ
４に表示させることができるように構成されている。
【００２０】
　バッテリ３４は、充放電可能な二次電池等であって、コンピュータ１の各部の駆動に使
用する電力を蓄積及び供給することができるように構成されている。
【００２１】
　ＡＣアダプタ３６は、外部電源としての商用電源のプラグ受け等に接続可能な差込プラ
グ等を有して構成されており、商用電源から得た交流電力を直流電力に変換して情報処理
装置３に供給することができるように構成されている。ここで、ＣＰＵ３１は、ＡＣアダ
プタ３６から電力の供給が行われていることを検出すると、ＡＣアダプタ３６から供給さ
れる電力によりコンピュータ１の各部を駆動させるとともに、バッテリ３４における電力
の蓄積を行わせるように制御を行う。また、ＣＰＵ３１は、ＡＣアダプタ３６から電力の
供給が行われていないことを検出すると、バッテリ３４に蓄積された電力によりコンピュ
ータ１の各部を駆動させるように制御を行う。
【００２２】
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　モニタ４は、ＬＣＤパネル等を有し、情報処理装置３の制御に応じて電源の投入状態及
び画面の明るさ等を変化させることができるように構成されている。
【００２３】
　続いて、以上のような構成を具備するコンピュータ１の具体的な動作について説明を行
う。
【００２４】
　ＣＰＵ３１は、コンピュータ１の電源がオンされてからオフされるまでの期間において
、予め設定された期間ＴＭが経過する毎に（例えば５秒経過する毎に）、ＡＣアダプタ３
６からの電力の供給の有無を確認するとともに、ＨＤＤ３２に格納された設定データに含
まれる省電力に関係する設定項目及び当該設定項目に対応する現在の設定値を確認するた
めの処理を行う。
【００２５】
　具体的には、ＣＰＵ３１は、ＨＤＤ３２に格納された設定データに含まれる省電力に関
係する設定項目及び当該設定項目に対応する設定値として、例えば、モニタ４の明るさの
設定レベル、待機状態（入力装置群２の無操作時等）におけるモニタ４を薄暗くするまで
の時間、薄暗くなった際のモニタ４の明るさの設定レベル、入力装置群２の無操作時等に
モニタ４の電源をオフするまでの時間、入力装置群２の無操作時等にＨＤＤ３２の電源を
オフするまでの時間、入力装置群２の無操作時等にコンピュータ１をスリープモードに移
行させるまでの時間、ＬＥＤ３５の点灯または消灯に関する設定値、及び、キーボード２
１のバックライト２１ａの点灯または消灯に関する設定値のそれぞれを、予め設定された
期間ＴＭが経過する毎に確認する。
【００２６】
　その後、ＣＰＵ３１は、ＨＤＤ３２に格納されたテーブルデータを参照することにより
、ＡＣアダプタ３６からの電力の供給の有無の確認結果と、省電力に関係する設定項目Ｘ
及び当該設定項目Ｘに対応する設定値の確認結果と、に基づく点数を取得するとともに、
当該取得した点数をＨＤＤ３２に格納させるための処理を行う。
【００２７】
　具体的には、ＣＰＵ３１は、例えば、ＡＣアダプタ３６からの電力の供給がなされてお
り、かつ、設定項目Ｘの設定値が第１の設定値であるとの確認結果を得た場合には、図２
に例示したテーブルデータを参照することにより、設定項目Ｘに対応する点数Ｂ１を取得
するとともに、当該取得した点数Ｂ１をＨＤＤ３２に格納させる。
【００２８】
　すなわち、ＣＰＵ３１は、期間ＴＭが経過する毎に、図２に例示したようなテーブルデ
ータを参照し、設定項目Ｘに対応する点数を取得し、当該取得した点数をＨＤＤ３２に格
納させる。
【００２９】
　一方、ＣＰＵ３１は、ＨＤＤ３２に格納された設定項目Ｘの各点数を積算した積算値Ｒ
Ｄ［Ｘ］と、当該設定項目Ｘに関する重み係数Ｇ［Ｘ］と、を下記の数式（１）に適用す
ることにより、当該設定項目Ｘの得点Ｐｏｉｎｔ［Ｘ］を算出する。
【００３０】

Ｐｏｉｎｔ［Ｘ］＝ＲＤ［Ｘ］×Ｇ［Ｘ］　・・・（１）

　すなわち、ＣＰＵ３１は、上記の数式（１）を用いた演算を行うことにより、前述の確
認結果に対応するＳ個の設定項目Ｘ１～ＸＳ各々について、得点Ｐｏｉｎｔ［Ｘ１］～Ｐ
ｏｉｎｔ［ＸＳ］を算出する。
【００３１】
　そして、ＣＰＵ３１は、得点Ｐｏｉｎｔ［Ｘ１］～Ｐｏｉｎｔ［ＸＳ］を合算すること
により、コンピュータ１の現在の設定値による駆動状態に応じた省電力性の高さを示す指
標としての合計得点Ｐｏｉｎｔ［Ａｌｌ］を算出する。
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【００３２】
　また、ＣＰＵ３１は、設定項目Ｘにおける最も省電力な設定値の点数を１００点とした
場合において、期間ＴＭの経過回数ＴＭＣと、当該設定項目Ｘに関する重み係数Ｇ［Ｘ］
と、を下記の数式（２）に適用することにより、当該設定項目Ｘの最高得点Ｂｅｓｔ［Ｘ
］を算出する。
【００３３】

Ｂｅｓｔ［Ｘ］＝１００×ＴＭＣ×Ｇ［Ｘ］　・・・（２）

　すなわち、ＣＰＵ３１は、上記の数式（２）を用いた演算を行うことにより、前述の確
認結果に対応するＳ個の設定項目Ｘ１～ＸＳ各々について、最高得点Ｂｅｓｔ［Ｘ１］～
Ｂｅｓｔ［ＸＳ］を算出する。
【００３４】
　そして、ＣＰＵ３１は、得点Ｂｅｓｔ［Ｘ１］～Ｂｅｓｔ［ＸＳ］を合算することによ
り、コンピュータ１が最も省電力な設定値により駆動された場合の省電力性の高さを示す
指標としての合計得点Ｂｅｓｔ［Ａｌｌ］を算出する。
【００３５】
　その後、指標算出部としての機能を備えたＣＰＵ３１は、合計得点Ｐｏｉｎｔ［Ａｌｌ
］と、合計得点Ｂｅｓｔ［Ａｌｌ］と、を下記の数式（３）に適用することにより、現在
の設定値によるコンピュータ１の駆動状態がどの程度省電力に貢献しているかを（百分率
にて）示す指標としての貢献度ＤＣ［Ａｌｌ］を算出する。
【００３６】

ＤＣ［Ａｌｌ］＝（Ｐｏｉｎｔ［Ａｌｌ］／Ｂｅｓｔ［Ａｌｌ］）×１００　・・・（３
）

　さらに、評価部としての機能を備えたＣＰＵ３１は、貢献度ＤＣ［Ａｌｌ］の算出結果
が複数の数値範囲のうちのいずれに該当するかを判定するとともに、この判定結果に応じ
た評価を行う。
【００３７】
　具体的には、ＣＰＵ３１は、例えば、貢献度ＤＣ［Ａｌｌ］の算出結果が０以上５０以
下であれば「Ｐｏｏｒ」として評価し、貢献度ＤＣ［Ａｌｌ］の算出結果が５１以上７０
以下であれば「Ｆａｉｒ」として評価し、貢献度ＤＣ［Ａｌｌ］の算出結果が７１以上１
００以下であれば「Ｇｏｏｄ」として評価する。
【００３８】
　そして、ＣＰＵ３１は、前述の評価により得られた評価結果を評価ログデータとしてＨ
ＤＤ３２に格納させる。
【００３９】
　一方、ＣＰＵ３１は、例えば、ＧＵＩとしてモニタ４に表示される「レポート」ボタン
が押下されること等により、前述の貢献度の評価結果をモニタ４に表示させる旨の指示が
入力装置群２において行われたことを検出すると、ＨＤＤ３２に格納された評価ログデー
タを読み込むともに、当該読み込んだ評価ログデータに応じたレポート画面を生成させる
ための制御を画像表示制御回路３３に対して行う。
【００４０】
　画面生成部としての機能を備えた画像表示制御回路３３は、ＣＰＵ３１の制御に基づき
、最も直近の貢献度ＤＣ［Ａｌｌ］の値及び評価結果と、過去数回分の貢献度ＤＣ［Ａｌ
ｌ］の評価結果と、を視覚的に提示可能な、例えば図３に示すようなレイアウトを具備す
るレポート画面２０１を生成してモニタ４に表示させる。
【００４１】
　図３は、省電力の貢献度に対する評価結果のレポート画面の表示例を示す図である。
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【００４２】
　レポート画面２０１内の左側に位置する評価結果画像表示領域２０２には、最も直近の
貢献度ＤＣ［Ａｌｌ］の評価結果に応じた（大型の）評価結果画像が表示される。
【００４３】
　図４は、図３のレポート画面の生成の際に用いられる評価結果画像の一例を示す図であ
る。図５は、図３のレポート画面の生成の際に用いられる評価結果画像の、図４とは異な
る例を示す図である。図６は、図３のレポート画面の生成の際に用いられる評価結果画像
の、図４及び図５とは異なる例を示す図である。
【００４４】
　具体的には、例えば、最も直近の貢献度ＤＣ［Ａｌｌ］の評価結果が前述の「Ｐｏｏｒ
」に相当する場合には図４に例示する画像が評価結果画像表示領域２０２に表示され、最
も直近の貢献度ＤＣ［Ａｌｌ］の評価結果が前述の「Ｆａｉｒ」に相当する場合には図５
に例示する画像が評価結果画像表示領域２０２に表示され、最も直近の貢献度ＤＣ［Ａｌ
ｌ］の評価結果が前述の「Ｇｏｏｄ」に相当する場合には図６に例示する画像が評価結果
画像表示領域２０２に表示される。
【００４５】
　レポート画面２０１内の右側上段に位置するメッセージ表示領域２０３には、最も直近
の貢献度ＤＣ［Ａｌｌ］の評価結果、及び（または）、過去数回分の貢献度ＤＣ［Ａｌｌ
］の評価結果に応じたメッセージ（文字列）が表示される。
【００４６】
　具体的には、例えば、直近の貢献度ＤＣ［Ａｌｌ］の評価結果、及び、過去数回分の貢
献度ＤＣ［Ａｌｌ］の評価結果において、前述の「Ｇｏｏｄ」に相当する評価結果が所定
回数以上続いている場合には、現在の設定値による省電力駆動を続けて行うように促す旨
のメッセージがメッセージ表示領域２０３に表示される。また、例えば、直近の貢献度Ｄ
Ｃ［Ａｌｌ］の評価結果が前回の貢献度ＤＣ［Ａｌｌ］の評価結果に比べて低下している
場合には、現在の設定値の見直しを行うように促す旨のメッセージがメッセージ表示領域
２０３に表示される。
【００４７】
　レポート画面２０１内の右側中段に位置する貢献度表示領域２０４には、最も直近の貢
献度ＤＣ［Ａｌｌ］の値と、最も直近の貢献度ＤＣ［Ａｌｌ］の評価結果に応じた（小型
の）評価結果画像と、が併せて表示される。
【００４８】
　図７は、図３のレポート画面の生成の際に用いられる評価結果画像の、図４、図５及び
図６とは異なる例を示す図である。図８は、図３のレポート画面の生成の際に用いられる
評価結果画像の、図４、図５、図６及び図７とは異なる例を示す図である。図９は、図３
のレポート画面の生成の際に用いられる評価結果画像の、図４、図５、図６、図７及び図
８とは異なる例を示す図である。
【００４９】
　具体的には、例えば、最も直近の貢献度ＤＣ［Ａｌｌ］の値が１００点中何点であるか
が貢献度表示領域２０４に表示される。また、例えば、最も直近の貢献度ＤＣ［Ａｌｌ］
の評価結果が前述の「Ｐｏｏｒ」に相当する場合には図７に例示する画像が貢献度表示領
域２０４に表示され、最も直近の貢献度ＤＣ［Ａｌｌ］の評価結果が前述の「Ｆａｉｒ」
に相当する場合には図８に例示する画像が貢献度表示領域２０４に表示され、最も直近の
貢献度ＤＣ［Ａｌｌ］の評価結果が前述の「Ｇｏｏｄ」に相当する場合には図９に例示す
る画像が貢献度表示領域２０４に表示される。
【００５０】
　レポート画面２０１内の右側下段に位置する評価ログ表示領域２０５には、過去数回分
の貢献度ＤＣ［Ａｌｌ］の評価結果に応じた（小型の）評価結果画像が表示される。
【００５１】
　具体的には、例えば、過去の貢献度ＤＣ［Ａｌｌ］の評価結果が前述の「Ｐｏｏｒ」に
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度ＤＣ［Ａｌｌ］の評価結果が前述の「Ｆａｉｒ」に相当する場合には図８に例示する画
像が評価ログ表示領域２０５に表示され、過去の貢献度ＤＣ［Ａｌｌ］の評価結果が前述
の「Ｇｏｏｄ」に相当する場合には図９に例示する画像が評価ログ表示領域２０５に表示
される。
【００５２】
　なお、図４～図９に例示した画像は、レポート画面２０１の生成の際に、画像表示制御
回路３３により生成されるものであってもよく、または、ＨＤＤ３２から読み込まれるも
のであってもよい。
【００５３】
　また、画像表示制御回路３３により生成されるレポート画面２０１は、図３に例示した
ようなものに限らず、画像及び文字列のうちの少なくとも一方を含んでいればよい。
【００５４】
　以上に述べた実施例によれば、コンピュータの省電力に関係する各設定項目に対応する
現在の設定値が同じである限りにおいては、例えば、高パフォーマンスでの駆動を行うよ
うに設計されたコンピュータ、及び、省電力での駆動を行うように設計されたコンピュー
タのいずれにおいても貢献度ＤＣ［Ａｌｌ］が同じ値として算出される。そのため、以上
に述べた実施例によれば、ユーザに対する省電力の意識付けを従来に比べて行い易くする
ことができる。
【００５５】
　本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、発明の趣旨を逸脱しない範囲
内において種々の変更や応用が可能であることは勿論である。
【符号の説明】
【００５６】
１　コンピュータ
２　入力装置群
３　情報処理装置
４　モニタ
３１　ＣＰＵ
３２　ＨＤＤ
３３　画像表示制御回路
３４　バッテリ
３５　ＬＥＤ
３６　ＡＣアダプタ
【要約】
【課題】ユーザに対する省電力の意識付けを従来に比べて行い易くすることが可能な情報
処理装置等を提供する。
【解決手段】実施形態の情報処理装置は、コンピュータの省電力に関係する１つ以上の設
定項目及び各設定項目に対応する現在の設定値を含む設定データと、設定項目の各設定値
毎に予め点数が定められたテーブルデータと、が格納されている記憶部と、設定データに
含まれる設定項目各々における現在の設定値を一定期間毎に確認した確認結果と、テーブ
ルデータの点数と、に基づき、設定項目各々における現在の設定値を得点化するための演
算、及び、設定項目各々における最も省電力な設定値を得点化するための演算をそれぞれ
行う演算部と、演算部の演算結果に基づき、設定データに含まれる現在の設定値によるコ
ンピュータの駆動状態がどの程度省電力に貢献しているかを示す指標を算出する指標算出
部と、を有する。
【選択図】図１
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【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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