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(57)【要約】
【課題】ハイブリッドコンピュータシステムを提供する
。
【解決手段】ハイブリッドコンピュータシステムを提供
し、第１、第２コンピュータ装置を有する。第１コンピ
ュータ装置は、接続ユニットにより、第２コンピュータ
装置上に設置される。第１コンピュータ装置と第２コン
ピュータ装置が分離された時、それぞれ単独に稼働、動
作する。第１、第２コンピュータ装置は、マスタースレ
ーブ構造中で互いに通信し、単一システムに結合する。
第１、第２コンピュータ装置の周辺機器は共有され、第
１、第２コンピュータ装置は、マスター／スレーブシス
テム、或いは、スレーブ／マスターシステムである。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハイブリッドコンピュータシステムであって、
　少なくとも１つの第１処理ユニット、第１ストレージユニット、及び、第１オペレーテ
ィングシステム（ＯＳ）を有する第１コンピュータ装置と、
　少なくとも１つの第２処理ユニット、第２ストレージユニット、及び、第２ＯＳを有す
る第２コンピュータ装置とを有し、
　前記第２コンピュータ装置は、当該第２コンピュータ装置を前記第１コンピュータ装置
に結合する接続ユニットを有し、
　前記接続ユニットにより前記第１コンピュータ装置と前記第２コンピュータ装置とが単
一システムに結合された時は、前記第１コンピュータ装置の前記第１処理ユニット、前記
第１ストレージユニット、及び、前記第１ＯＳと、前記第２コンピュータ装置の前記第２
処理ユニット、前記第２ストレージユニット、及び、前記第２ＯＳは、前記結合された単
一システムにより使用され、
　　前記第１コンピュータ装置と前記第２コンピュータ装置が分離された時は、前記第１
コンピュータ装置は、前記第１処理ユニット、前記第１ストレージユニット、及び、前記
第１ＯＳを単独で使用し、前記第２コンピュータ装置は、前記第２処理ユニット、前記第
２ストレージユニット、及び、前記第２ＯＳを単独で使用する
　ことを特徴とするハイブリッドコンピュータシステム。
【請求項２】
　前記第１コンピュータ装置は、更に、第１リソースを含み、前記第２コンピュータ装置
は、更に、第２リソースを含み、前記第１、第２コンピュータ装置が前記単一システムに
結合される時、前記第１、第２リソースは前記単一システムにより使用されることを特徴
とする請求項１に記載のハイブリッドコンピュータシステム。　
【請求項３】
　ハイブリッドコンピュータシステムであって、
　少なくとも１つの第１処理ユニット、第１ストレージユニット、第１オペレーティング
システム（ＯＳ）、及び、タッチセンサーパネルを有する第１コンピュータ装置と、
　少なくとも１つの第２処理ユニット、第２ストレージユニット、第２ＯＳ、入力装置、
及び、接続ユニットを有し、前記接続ユニットにより前記第１コンピュータ装置と結合す
る第２コンピュータ装置とを有し、
　前記第１コンピュータ装置及び前記第２コンピュータ装置が単一システムに結合された
時は、前記単一システムは、
　　前記第２コンピュータ装置の入力装置を利用してデータを入力し、
　　前記第１コンピュータ装置のタッチパネルを利用してデータを出力し、
　　前記第１コンピュータ装置の前記第１処理ユニット、前記第１ストレージユニット及
び前記第１ＯＳと、前記第２コンピュータ装置の前記第２処理ユニット、前記第２ストレ
ージユニット及び前記第２ＯＳは、前記単一システムにより共有され、
　前記第１コンピュータ装置と第２コンピュータ装置が分離された時は、
　　前記第１コンピュータ装置は、前記第１処理ユニット、前記第１ストレージユニット
、及び、前記第１ＯＳを単独で使用し、
　　前記第２コンピュータ装置は、前記第２処理ユニット、前記第２ストレージユニット
、及び、前記第２ＯＳを単独で使用する
ことを特徴とするハイブリッドコンピュータシステム。　
【請求項４】
　前記第２コンピュータ装置は、更に、ディスプレイ出力インターフェイスを有し、前記
第１コンピュータ装置と前記第２コンピュータ装置が分離した時、前記第２コンピュータ
装置は、前記ディスプレイ出力インターフェイスによりディスプレイ装置に接続されて、
前記出力装置とすることを特徴とする請求項３に記載のハイブリッドコンピュータシステ
ム。
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【請求項５】
　前記第１コンピュータ装置と前記第２コンピュータ装置との間の前記接続ユニットは、
は、ウェッジ、或いは、ベアリングにより、前記第１コンピュータ装置と前記第２コンピ
ュータ装置とを結合することを特徴とする請求項１又は３に記載のハイブリッドコンピュ
ータシステム。
【請求項６】
　前記第２コンピュータ装置の前記接続ユニットはスライドバーを有し、前記第１コンピ
ュータ装置は、前記スライドバーの導引により、前記第２コンピュータ装置と結合、或い
は、分離されることを特徴とする請求項５に記載のハイブリッドコンピュータシステム。
【請求項７】
　前記第２コンピュータ装置の前記接続ユニットはコネクタを含み、前記第１コンピュー
タ装置は、前記コネクタにより、前記第２コンピュータ装置と結合、或いは、分離される
ことを特徴とする請求項５に記載のハイブリッドコンピュータシステム。
【請求項８】
　前記第１コンピュータ装置及び前記第２コンピュータ装置は、マスタースレーブ構造に
形成され、前記第１コンピュータ装置は、前記第２コンピュータ装置と通信し、いずれか
一方がマスターシステムで、いずれか他方がスレーブシステムに設定されることを特徴と
する請求項１に記載のハイブリッドコンピュータシステム。
【請求項９】
　前記第１コンピュータ装置及び前記第２コンピュータ装置は、マスタースレーブ構造に
形成され、前記第１コンピュータ装置は、前記第２コンピュータ装置と通信し、いずれか
一方がマスターシステムで、いずれか他方がスレーブシステムに設定されることを特徴と
する請求項３に記載のハイブリッドコンピュータシステム。
【請求項１０】
　前記マスターシステムに対応する前記ＯＳ環境を表示するディスプレイ装置を含むこと
を特徴とする請求項８に記載のハイブリッドコンピュータシステム。
【請求項１１】
　前記第１コンピュータ装置、或いは、前記第２コンピュータ装置を、前記マスターシス
テムに切り換え、前記ディスプレイ装置に、前記マスターシステムの前記ＯＳを表示する
切り換えユニットを含むことを特徴とする請求項９又は１０に記載のハイブリッドコンピ
ュータシステム。　
【請求項１２】
　前記マスターシステムの前記ＯＳは、更に、実際のアプリケーション要求に従って、前
記第１コンピュータ装置、或いは、前記第２コンピュータ装置を前記マスターシステムに
設定するか否かを決定することを特徴とする請求項１１に記載のハイブリッドコンピュー
タシステム。
【請求項１３】
　前記スレーブシステムが動作しない時、前記スレーブシステムの前記処理ユニットは前
記スリープモードに設定されることを特徴とする請求項１２に記載のハイブリッドコンピ
ュータシステム。
【請求項１４】
　前記第１ＯＳの前記オペレーションシステムのタイプは、前記第２ＯＳと異なることを
特徴とする請求項１又は３に記載のハイブリッドコンピュータシステム。
【請求項１５】
　前記第１処理ユニットのタイプは、前記第２処理ユニットと異なることを特徴とする請
求項１又は３に記載のハイブリッドコンピュータシステム。
【請求項１６】
　前記第１コンピュータ装置及び前記第２コンピュータ装置の少なくともいずれか一方は
、携帯型電子装置或いは携帯機器であることを特徴とする請求項１又は３に記載のハイブ
リッドコンピュータシステム。
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【請求項１７】
　前記ハイブリッドコンピュータシステムは、携帯型インターネット装置、ラップトップ
コンピュータシステム、或いは、タブレットＰＣとして用いられることを特徴とする請求
項１又は３に記載のハイブリッドコンピュータシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ハイブリッドコンピュータシステムに関するものであって、特に、各々単独
で稼働、動作するか、或いは、協働して同時に稼働、動作する、同質或いは異質の少なく
とも２台のコンピュータ装置（第１コンピュータ装置及び第２コンピュータ装置）を有す
るハイブリッドコンピュータシステムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ユーザーの要求が増加するにつれて、単一のコンピュータ装置を有するシステムでは、
ユーザーの要求を十分に満たすことができなくなっている。よって、複数のコンピュータ
装置を有するシステムが更に一般的になっている。２つのコンピュータ装置を有するシス
テムにおいては、例えば、キーボード、ビデオ（ディスプレイ）、及び、マウスの集積装
置であるＫＶＭが、２つのコンピュータ装置の間の切り換えに一般に用いられる。複数の
コンピュータ装置の信号は、ＫＶＭ装置のスイッチ機能により切り換えられて、ディスプ
レイに出力される。キーボードとマウスは、全コンピュータ装置により共有され、ネット
ワークやシステムの中央制御は、ＫＶＭ装置により達成される。
【０００３】
　しかし、このようなシステムの２つのコンピュータ装置は、互いに独立して操作される
ので、一度には１つのコンピュータ装置だけが用いられる。よって、２つのコンピュータ
によって共有されているリソースは、ユーザーは十分利用できない。
【０００４】
　一方、幾つかのシステムは、取り外し可能な構造を有するが、取り外し可能な設計のシ
ステムは、ユーザーにとっては能率が上がらずまだ役に立たない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、複数の同質或いは異質のコンピュータ装置を有するハイブリッドコン
ピュータシステムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明のハイブリッドコンピュータシステムは、第１コンピュータ装置と第２コンピュ
ータ装置を有する。第１コンピュータ装置は、少なくとも１つの第１処理ユニット、第１
ストレージユニット、及び、第１オペレーティングシステム（ＯＳ）を有する。第２コン
ピュータ装置は、少なくとも１つの第２処理ユニット、第２ストレージユニット、及び、
第２ＯＳを有する。第２コンピュータ装置は、更に接続ユニットを有し、且つ、接続ユニ
ットにより第１コンピュータ装置に結合され、これにより、第１、第２コンピュータ装置
は単一システムに結合される。第１コンピュータ装置の第１処理ユニット、第１ストレー
ジユニット、及び、第１ＯＳと、第２コンピュータ装置の第２処理ユニット、第２ストレ
ージユニット、及び、第２ＯＳは、単一システムにより共有される。第１コンピュータ装
置と第２コンピュータ装置が分離された時、第１コンピュータ装置は、第１処理ユニット
、第１ストレージユニット、及び、第１ＯＳを独立して単独で使用し、第２コンピュータ
装置は、第２処理ユニット、第２ストレージユニット、及び、第２ＯＳを独立して単独で
使用する。
【０００７】
　また、本発明の他のハイブリッドコンピュータシステムも、第１コンピュータ装置と第
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２コンピュータ装置を有する。第１コンピュータ装置は、少なくとも１つの第１処理ユニ
ット、第１ストレージユニット、第１オペレーティングシステム（ＯＳ）、及び、タッチ
センサーパネルを有する。第２コンピュータ装置は、少なくとも１つの第２処理ユニット
、第２ストレージユニット、第２ＯＳ、及び、入力装置を有する。第２コンピュータ装置
は、接続ユニットを有し、且つ、接続ユニットにより第１コンピュータ装置に結合され、
これにより、第１、第２コンピュータ装置は単一システムに結合される。単一システムは
、第２コンピュータ装置の入力装置を利用して、データを入力し、第１コンピュータ装置
のタッチパネルを利用して、データを出力する。第１コンピュータ装置の第１処理ユニッ
ト、第１ストレージユニット、及び、第１ＯＳと、第２コンピュータ装置の第２処理ユニ
ット、第２ストレージユニット、及び、第２ＯＳは、単一システムにより共有される。第
１コンピュータ装置と第２コンピュータ装置が分離された時、第１コンピュータ装置は、
第１処理ユニット、第１ストレージユニット、及び、第１ＯＳを独立して単独で使用し、
第２コンピュータ装置は、第２処理ユニット、第２ストレージユニット、及び、第２ＯＳ
を独立して単独で使用する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、低消費電力で高パフォーマンスなハイブリッドコンピュータシステム
が達成される。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、本発明に係るハイブリッドコンピュータシステムの一実施形態を示す図
である。
【図２】図２は、本発明に係るハイブリッドコンピュータシステムのブロック図である。
【図３】図３は、本発明に係るハイブリッドコンピュータシステムの各コンピュータ装置
が各々単独で稼働、動作する形態を示す図である。
【図４】図４は、図３に続き本発明に係るハイブリッドコンピュータシステムの各コンピ
ュータ装置が各々単独で稼働、動作する形態を示す図である。
【図５】図５は、本発明に係るハイブリッドコンピュータシステムが結合（一体化）操作
を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　図１は、本発明の一実施形態のハイブリッドコンピュータシステム１００を示す図であ
る。ハイブリッドコンピュータシステム１００は、少なくとも２個のコンピュータ装置１
１０と１２０を有する。コンピュータ装置１１０と１２０は、それぞれ、中央処理ユニッ
ト（ＣＰＵ）、メモリストレージユニット、及び、他の周辺機器或いはリソース（単にリ
ソースと称する場合もある。）を有する。ここでリソースとは、例えば、ディスプレイパ
ネル、キーボード、有線／無線ネットワーク装置、ブルートゥース装置、ＵＳＢポート、
及び、Ｉ／Ｏポート等である。
【００１１】
　本発明のハイブリッドコンピュータシステム１００の内部構成は、例えば図２に示すよ
うな構成である。図２のように、第１コンピュータ装置１１０は、コンピュータ装置１１
０の制御や計算、演算等をする第１処理ユニット１１２と、第１ストレージユニット１１
４と、第１コンピュータ装置１１０にインストールされ動作する第１オペレーティングシ
ステム（ＯＳ）１１６と、少なくとも１つの第１リソース１１８とを有する。第２コンピ
ュータ装置１２０は、コンピュータ装置１２０の制御や計算、演算等をする第２処理ユニ
ット１２２と、第２ストレージユニット１２４と、第２コンピュータ装置１２０にインス
トールされ動作する第２オペレーティングシステム（ＯＳ）１２６と、少なくとも１つの
第２リソース１２８とを有する。第１リソース１１８と第２リソース１２８は、各々、例
えば、前述したような、ディスプレイパネル、キーボード、有線／無線ネットワーク装置
、ブルートゥース装置、ＵＳＢポート、又は、Ｉ／Ｏポートである。第１リソース１１８
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と第２リソース１２８とは同じであってもよいし（同じものを含んでいてもよいし）、或
いは、第１リソース１１８と第２リソース１２８とは、異なっていてもよい（全く異なっ
ていてもよいし、異なる少なくとも１つのリソースを含んでいてもよい）。例えば、第１
リソース１１８には、１つのディスプレイ装置が含まれるが、キーボードは含まれず、第
２リソース１２８には、キーボードが含まれるが、ディスプレイ装置は含まないというよ
うな構成であってよい。
【００１２】
　一実施形態として、ハイブリッドコンピュータシステム１００は、同じプラットホーム
上に、２個の同質のコンピュータ装置を有する。第１コンピュータ装置１１０と第２コン
ピュータ装置１２０とは、例えばＣＰＵアーキテクチュアが同じであるというような同じ
処理ユニットタイプの処理ユニットを含む。例えば、第１コンピュータ装置１１０と第２
コンピュータ装置１２０は、ともにｘ８６シリーズのＣＰＵ処理ユニットタイプの処理ユ
ニットである。他の実施形態として、ハイブリッドコンピュータシステム１００は、同じ
プラットホーム上に、２個の異質のコンピュータ装置を有する。第１コンピュータ装置１
１０と第２コンピュータ装置１２０は、例えばＣＰＵアーキテクチュアが異なるというよ
うな異なる処理ユニットタイプの処理ユニット、例えば、ｘ８６シリーズのＣＰＵ処理ユ
ニットタイプ、ＡＲＭプロセッサ（「ＡＲＭ」は英国アーム・リミテッド の登録商標）
、ＭＩＰＳプロセッサ（「ＭＩＰＳ」は、米国ミップス テクノロジーズ インコーポレイ
テッドの登録商標）、或いは、その他の処理ユニットタイプを含む。例えば、第１コンピ
ュータ装置１１０の処理ユニットタイプは×８６シリーズのＣＰＵで、第２コンピュータ
装置１２０の処理ユニットのタイプはＡＲＭプロセッサである。
【００１３】
　入力装置１６０は、第１コンピュータ装置１１０と第２コンピュータ装置１２０に結合
されて、第１コンピュータ装置１１０、及び／又は、第２コンピュータ装置１２０の入力
ユニット、例えば、キーボード、マウス、或いは、その他により生成される入力信号を受
信する。プリンター等の出力装置１７０は、データ出力に用いられる。注意すべきことは
、入力装置１６０と出力装置１７０は、第１リソース１１８、及び／又は、第２リソース
１２８より割り当てられることである。例えば、第１リソース１１８に入力ユニット（キ
ーボード）が含まれ、第２リソース１２８に出力ユニット（プリンター）が含まれる場合
、ハイブリッドコンピュータシステム１００は、第１リソース１１８に含まれる入力ユニ
ット（キーボード）を入力装置１６０とし、第２リソース１２８に含まれる出力ユニット
（プリンター）を出力装置１７０とする。
【００１４】
　第１コンピュータ装置１１０と第２コンピュータ装置１２０は、ともにディスプレイパ
ネルを有するコンピュータ装置であるか、或いは、第１コンピュータ装置１１０がディス
プレイパネルを有するコンピュータ装置で、第２コンピュータ装置１２０が、キーボード
、マウス、CD-ROM、及び、対応する入力／出力ポートを有するコンピュータ装置であるか
、である。第２コンピュータ装置１２０は、更に、接続ユニット１３０を有し、第１コン
ピュータ装置１１０と第２コンピュータ装置１２０は、互いに結合されて使用されるか、
或いは、結合状態から分離されて、各々単独で（独立して）用いられる。第１コンピュー
タ装置１１０と第２コンピュータ装置１２０が結合される時、接続ユニット１３０は、第
１コンピュータ装置１１０と第２コンピュータ装置１２０のハードウェアリソースをも接
続する。すなわち、接続ユニット１３０は、第１コンピュータ装置１１０と第２コンピュ
ータ装置１２０とを、機械的（物理的）にも、電気的にも、一体に接続（連結）する。第
１コンピュータ装置１１０は、ウェッジかベアリングにより、第２コンピュータ装置１２
０に結合される。
【００１５】
　一実施形態としては、第２コンピュータ装置１２０の接続ユニット１３０はスライドバ
ーで、よって、第１コンピュータ装置１１０は、スライドバーの導引により、第２コンピ
ュータ装置１２０と結合、或いは、分離される。



(7) JP 2010-277592 A 2010.12.9

10

20

30

40

50

【００１６】
　例えば、図１を参照すると、第２コンピュータ装置１２０は、更に、両側端縁上に、一
対のスライドバー１３１と１３２を有する。スライドバー１３１と１３２は、対応する端
部から外向けに（上方に向かって）延伸する。第１コンピュータ装置１１０は、スライド
バー１３１と１３２の導引により、第２コンピュータ装置１２０に結合、或いは、分離さ
れる。
【００１７】
　第１コンピュータ装置１１０と第２コンピュータ装置１２０は、それぞれ、独立したＯ
Ｓ、例えば、第１ＯＳ１１６と第２ＯＳ１２６を有する。第１ＯＳ１１６と第２ＯＳ１２
６は互いに通信し、それらの間で、ファイルとリソースを共有する。
【００１８】
　第１ＯＳ１１６と第２ＯＳ１２６は、同一種類のＯＳか、或いは、異なる種類のＯＳか
である。ＯＳは、例えば、MicrosoftウィンドウズベースＯＳ（「Microsoft」、「ウイン
ドウズ」は米国マイクロソフト コーポレイションの登録商標）、Linux ＯＳ（「Linux」
は米国トルヴアルドズ　リヌスの登録商標） 、Android ＯＳ（「Android」米国グーグル
 インコーポレイテッド の登録商標）、 Mac ＯＳ（「MAC」、「MAC OS」は米国アップル
 インコーポレイテッドの登録商標） 、 Symbian ＯＳ（「Symbian」は英国シンビアン 
リミテッドの登録商標）、Sun ＯＳ（「SUN」は米国サン・マイクロシステムズ・インコ
ーポレイテッドの登録商標）、 FreeBSD（「FreeBSD」は米国ザ フリービーエスディー 
ファウンデーションの登録商標）等である。
【００１９】
　具体的な一実施形態としては、例えば、第１コンピュータ装置１１０の第１ＯＳ１１６
と第２コンピュータ装置１２０の第２ＯＳ１２６のタイプは、共に、Microsoftウィンド
ウズベースのＯＳである。或いは、第１コンピュータ装置１１０の第１ＯＳ１１６のタイ
プがMicrosoftウィンドウズベースのＯＳで、第２コンピュータ装置１２０の第２ＯＳ１
２６のタイプがLinux ＯＳである。
【００２０】
　第１コンピュータ装置１１０と第２コンピュータ装置１２０が、スライドバー１３１と
１３２の導引により、接続ユニット１３０により互いに結合される時、第１、第２コンピ
ュータ装置１１０，１２０は、図１で示される単一システムに結合される。第１コンピュ
ータ装置１１０と第２コンピュータ装置１２０のＣＰＵ、ストレージユニット、及び、他
のリソース、或いは、周辺機器は共有される。つまり、第２コンピュータ装置１２０が、
第１接続ユニット１３０により第１コンピュータ装置１１０に結合される時、第１コンピ
ュータ装置１１０と第２コンピュータ装置１２０は、単一システムに結合され、第１コン
ピュータ装置１１０の第１処理ユニット１１２、第１ストレージユニット１１４、第１Ｏ
Ｓ１１６、及び、第１リソース１１８と、第２コンピュータ装置１２０の第２処理ユニッ
ト１２２、第２ストレージユニット１２４、第２ＯＳ１２６、及び、第２リソース１２８
は、単一システム１００中で共有される。第１コンピュータ装置１００は、マスタースレ
ーブ構造中で、第２コンピュータ装置１２０と通信し、ユーザーは、コンピュータ装置を
マスターシステムとスレーブシステムのどちらにするか決定する。マスタースレーブ構造
においては、第１コンピュータ装置１１０と第２コンピュータ装置１２０のいずれか一方
をマスターシステム、他方をスレーブシステムに設定する。
【００２１】
　ディスプレイ装置１４０は、マスターシステムに対応するＯＳ環境で表示を行うのに用
いられる。注意すべきことは、本実施形態中のディスプレイ装置１４０は、リソース１１
８、及び／又は、リソース１２８から得られることである。例えば、リソース１１８がデ
ィスプレイユニット（ＬＣＤディスプレイ）を含む場合、ハイブリッドコンピュータ１０
０は、ディスプレイユニット（ＬＣＤディスプレイ）をディスプレイ装置１４０とする。
【００２２】
　切り換えユニット１５０は、コンピュータ装置１１０と１２０とディスプレイ装置１４
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０間に接続されて、どのコンピュータ装置がマスターシステムになるのか選択するマスタ
ー選択に従って、第１コンピュータ装置１１０か第２コンピュータ装置１２０を選択的に
マスターシステムに切り換え、ディスプレイ装置１４０上に、マスターシステムに対応す
るＯＳ環境での表示を行う。例えば、切り換えユニット１５０が、コンピュータ装置１１
０がマスターシステムに設定されることを示すマスター選択を受信する場合、第１コンピ
ュータ装置１１０のＯＳ環境の画面が、ディスプレイ装置１４０上に表示される。マスタ
ーシステムのＯＳは、更に、実際の応用要求、例えば、アプリケーションのロードとアプ
リケーションの動作に必要な環境に従って、第１コンピュータ装置１１０、或いは、第２
コンピュータ装置１２０をマスターシステムとして設定するか決定する。注意すべきこと
は、マスターシステムとスレーブシステムは、同時にノーマルモードに設定してもよいし
、スレーブシステムが動作しない時はスレーブシステムの処理ユニットをスリープモード
或いはパワーオフモードに設定するようにしてもよい。
【００２３】
　例えば、第１コンピュータ装置１１０の処理ユニット１１２が、第２コンピュータ装置
１２０の処理ユニット１２２よりも消費電力が小さく、第２コンピュータ装置１２０の処
理ユニット１２２のパフォーマンスが、第１コンピュータ装置１１０の処理ユニット１１
２より高い場合、ブラウザやテキスト編集アプリケーション等の幾つかの特定のアプリケ
ーションだけが実行される時は、低消費電力の第１コンピュータ装置１１０の処理ユニッ
ト１１２が選択されて動作し、マルチメディアアプリケーション等の複雑な計算を必要と
するアプリケーションが実行される時は、高いパフォーマンスの第２コンピュータ装置１
２０の処理ユニット１２２が選択されて動作するようにすればよい。
【００２４】
　例えば、第２ＯＳ１２６がマスターシステムに設定される場合、第１ＯＳ１１６はスレ
ーブシステムである。この場合、第１コンピュータ装置１１０と第２コンピュータ装置１
２０が結合される時、第１ＯＳシステム１１６が、いかなる処理も実行しない場合、第１
コンピュータ装置１１０の処理ユニット１１２と第１ＯＳ１１６は、スリープモードかパ
ワーダウンモードに設定される。一方、第２ＯＳ１２６は、周辺機器かソフトウェア／ハ
ードウェアリソースを含む第１コンピュータ装置１１０の第１リソース１１８全てを引き
継ぎ、第１コンピュータ装置１１０のディスプレイパネルを利用して、第２コンピュータ
装置１２０に対応するＯＳ環境と進行中のアプリケーションの処理結果の表示を行う。具
体的な一実施形態としては、第１ＯＳ１１６の処理と第１コンピュータ装置１１０の関連
アプリケーションの処理とを実行するためにはバーチャルＯＳを第２ＯＳ１２６で使用す
ることができ、その後、単一のウィンドウにより、又は複数のウィンドウ間の切り換えに
より、或いは、第１ＯＳ１１６と第２ＯＳ１２６のアプリケーションの処理結果を同時に
表示することにより、第１ＯＳ１１６及び／又は第２ＯＳ１２６のアプリケーションの処
理結果が、ディスプレイ装置上に表示される。
【００２５】
　また、第１コンピュータ装置１１０と第２コンピュータ装置１２０が分離されている時
は、第１コンピュータ装置１１０と第２コンピュータ装置１２０は、別々に動作する。第
１コンピュータ装置１１０と第２コンピュータ装置１２０が分離されている時、第１コン
ピュータ装置１１０は、第１処理ユニット１１２、第１ストレージユニット１１４、及び
、第１ＯＳ１１６を独立に使用し、第２コンピュータ装置１２０は、第２処理ユニット１
２２、第２ストレージユニット１２４、及び、第２ＯＳ１２６を独立に使用する。
【００２６】
　図３は、本発明のハイブリッドコンピュータシステムの分離操作を示す図である。図３
のように、第１コンピュータ１１０は、第２スライドバー１３１と１３２の導引により、
第２コンピュータ装置１２０から分離される。この時、図４で示されるように、スライド
バー１３１と１３２は、第２コンピュータ装置１２０の接触点を支点とし、第２コンピュ
ータ装置１２０の方向に折り畳まれる。これにより、第１コンピュータ装置１１０と第２
コンピュータ装置１２０が互いに分離された後、スライドバー１３１と１３２は、第２コ
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ンピュータ装置１２０上に収容される。第１コンピュータ装置１１０と第２コンピュータ
装置１２０が互いに分離された後、第１コンピュータ装置１１０と第２コンピュータ装置
１２０は、それぞれのＣＰＵ、ストレージユニット、インストールされたＯＳ、及び、必
要な周辺機器を有するので、独立して動作することができる。一実施形態として、第１コ
ンピュータ装置１１０と第２コンピュータ装置１２０がどちらも、タッチパネルなどのデ
ィスプレイ装置を有する時、第１コンピュータ装置１１０と第２コンピュータ装置１２０
は、それぞれ、携帯インターネット機器（mobile internet device、MID）として用いら
れて、複数のユーザーに、同時並列的な処理、動作を提供する。他の実施形態として、第
２コンピュータ装置１２０が、キーボード、マウス、及び、関連する入力／出力ポート等
の入力装置だけを有し、いかなるディスプレイ装置も有さず、且つ、ＶＧＡポート、ＤＶ
Ｉポート、ＡＶ、及び、Ｓ端末ポート、色差端末ポート、ＨＤＭＩ端末ポート等のディス
プレイ出力インターフェイスを含む場合、第２コンピュータ装置１２０は、これらのディ
スプレイ出力インターフェイスにより、他の外部のディスプレイ装置に接続されて、ディ
スプレイ装置の１つを出力装置として出力を行う。
【００２７】
　更に、一対のスライドバー１３１と１３２が、第１コンピュータ装置１１０を第２コン
ピュータ装置１２０に接続するのに用いられるが、注意すべきことは、本発明はこれに制
限されないことである。つまり、他の接続方法が用いられて、第１コンピュータ装置１１
０と第２コンピュータ装置１２０を接続することができる。例えば、図５に示すように、
導引スライド１３３が、第２コンピュータ装置１２０の側辺に装着され、第１コンピュー
タ装置１１０が導引スライド１３３に滑入することにより、第１コンピュータ装置１１０
が第２コンピュータ装置１２０に接続される構成でもよい。或いは、第１コンピュータ装
置１１０、及び／又は、第２コンピュータ装置１２０上に、更に、対応する磁石コネクタ
を有し、磁力により、第１コンピュータ装置１１０と第２コンピュータ装置１２０を接続
するようにしてもよい。この他、第２コンピュータ装置１２０は、更に、双方向コネクタ
を設置し、双方向コネクタのピンが適当に設計されて、第１コンピュータ装置１１０が第
２コンピュータ装置１２０に正方向か反対方向で接続される時、正常に操作する。例えば
、２つのコンピュータ装置が互いに分離された時、第１コンピュータ装置１１０は、まず
、１８０度反転し、その後、スライドバー１３１と１３２の導引により、第２コンピュー
タ装置１２０に接続される。第１コンピュータ装置１１０が安定して、第２コンピュータ
装置１２０に接続された後、第１コンピュータ装置１１０は、更に、第２コンピュータ装
置１２０の方向に折り畳まれて、第１コンピュータ装置１１０と第２コンピュータ装置１
２０により結合されるハイブリッドコンピュータシステム１００は、タブレット型ＰＣに
なる。双方向コネクタのピンが適当に設計されると、第１コンピュータ装置１１０は正常
に動作し、第２コンピュータ装置１２０は、通常通りに、第１コンピュータ装置１１０の
周辺機器と全共有可能なソフトウェア／ハードウェアリソースにアクセスする。
　説明のため、ハイブリッドコンピュータシステム機構の一実施形態が以下で説明される
が、本発明はこれに制限されない。
【００２８】
　本実施形態において、ハイブリッドコンピュータシステム１００は、第１コンピュータ
装置１１０と第２コンピュータ装置１２０を有し、それぞれ、ＣＰＵ、ストレージユニッ
ト、及び、インストールされたＯＳ、を有する。第１コンピュータ装置１１０は、更に、
タッチパネルを有し、第２コンピュータ装置１２０は、いかなるディスプレイ装置もない
が、キーボードや触れることが出来るボード等の入力装置を有する。第１、第２コンピュ
ータ装置１１０と１２０は、それぞれ、独立して動作する。
【００２９】
　第１、第２コンピュータ装置１１０と１２０が結合されて用いられる時、ラップトップ
コンピュータシステムと同様の形態のハイブリッドコンピュータシステム１００が形成さ
れる。ユーザーは、第１コンピュータ装置１１０のＯＳをマスターシステムとして選択す
るか、或いは、他のコンピュータ装置（第２コンピュータ装置１２０）のＯＳをマスター
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装置として選択する。マスターシステムのＯＳは、第１コンピュータ装置１１０のディス
プレイ装置のディスプレイスクリーンで示され、２つのコンピュータ装置１１０と１２０
の周辺機器が、ＯＳマスターシステムのＯＳにより用いられる。２つのコンピュータ装置
が互いに結合される時、マスターシステムのＯＳは、それらの間に接続された物理的ハー
ドウェア回路により、２つのコンピュータ装置のハードウェアリソースにアクセスし、こ
れにより、２つの相互接続コンピュータ装置間のデータ共有を達成する。
【００３０】
　更に、マスターシステムのＯＳは、プログラムやアプリケーションを制御することが出
来、実際のアプリケーション要求に基づいて、どのＯＳが特定のプログラムかアプリケー
ションを実行するか決定する。例えば、マスターシステムのＯＳは、自身のリソースを用
いて、或いは、スレーブシステムのリソースを用いることにより、特定のアプリケーショ
ンの実行を決定するか、或いは、スレーブシステムのＯＳに制御権を与え、スレーブシス
テムのＯＳにより特定のアプリケーションが、実行される。
【００３１】
　総合すると、本発明のハイブリッドコンピュータシステムにより、２個のコンピュータ
システム機構を有する装置に対し、更に便利な使用方法が提供される。ユーザーは、２つ
のコンピュータ装置の１つだけを用いることを選択するか、或いは、２つのコンピュータ
装置を結合することを選択して、好ましいパフォーマンスの提供を受けることができる。
取り外し可能な構造により、装置の携帯性が達成され、２つのコンピュータ装置が単一シ
ステムに結合される時、結合された単一システムは、公知のコンピュータシステムと同じ
方法で用いられ操作される。更に、２つのコンピュータ装置が互いに結合されて用いられ
る時、本発明のハイブリッドコンピュータシステムは、進行しているアプリケーションに
必要とされる環境等、実際のアプリケーション要求に基づいて、自動的に、マスターシス
テムとなる適当なコンピュータ装置を選択して、操作する。これにより、ハイブリッドコ
ンピュータシステムの低消費電力と高パフォーマンスが達成される。
【００３２】
　本発明では好ましい実施形態を前述の通り開示したが、これらは決して本発明に限定す
るものではなく、当該技術を熟知する者なら誰でも、本発明の精神と領域を脱しない範囲
内で各種の変動や潤色を加えることができ、従って本発明の保護範囲は、特許請求の範囲
で指定した内容を基準とする。
【産業上の利用可能性】
【００３３】
　本発明は、コンピュータを使用する全ての機器、装置、機械等に適用可能である。
【符号の説明】
【００３４】
１００…ハイブリッドコンピュータシステム　　　
１１０…第１コンピュータ装置
１１２…第１処理ユニット　　
１１４…第１ストレージユニット
１１６…第１ＯＳ　　
１１８…第１リソース
１２０…第２コンピュータ装置　　
１２２…第２処理ユニット
１２４…第２ストレージユニット　　
１２６…第２ＯＳ
１２８…第２リソース　
１３０…接続ユニット　
１３１、１３２…スライドバー
１３３…導引スライド　
１４０…ディスプレイ装置　
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１５０…切り換えユニット
１６０…入力装置　　　
１７０…出力装置。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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