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(57)【要約】
【課題】複数の電源規格に対応可能であると共に、被接
続装置からの情報漏洩を容易に防ぐことができる携帯可
能なコンソール装置を提供する。
【解決手段】コンソール装置１は、被接続装置１１から
のビデオ信号を表示する表示部４と、被接続装置１１に
データ入力を行うキーボード・マウスユニット８と、キ
ーボード・マウスユニット８で入力されたデータを受信
し被接続装置１１に送信すると共に被接続装置１１から
のビデオ信号を受信し表示部４に出力する着脱式インタ
ーフェース（Ｉ／Ｆ）ユニット７と、被接続装置１１又
は外部電源（即ち電源供給部１２ｂ）から供給される複
数種類の電源電圧を入力する複数のコネクタ１０１，１
０２を有し、入力された電源電圧を表示部４に供給する
着脱式電源ユニット６とを備える。
【選択図】図１



(2) JP 2010-15340 A 2010.1.21

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被接続装置に接続される携帯可能なコンソール装置であって、
　前記被接続装置からの映像信号を表示する表示手段と、
　前記被接続装置にデータ入力を行うデータ入力手段と、
　前記データ入力手段で入力されたデータを受信し前記被接続装置に送信すると共に前記
被接続装置からの映像信号を受信し前記表示手段に出力する送受信手段と、
　前記被接続装置又は外部電源から供給される複数種類の電源電圧を入力する複数の電源
端子を有し、入力された電源電圧を前記表示手段に供給する着脱可能な電源入力手段と
　を備えることを特徴とする携帯可能なコンソール装置。
【請求項２】
　前記複数の電源端子は、直流電圧及び交流電圧の入力端子であり、
　前記電源入力手段は、さらに着脱可能なバッテリを備えることを特徴とする請求項１に
記載の携帯可能なコンソール装置。
【請求項３】
　前記電源入力手段は、前記直流電圧及び交流電圧の入力端子、並びに前記バッテリの中
から、電源電圧の供給先を切り換えるスイッチ手段を有することを特徴とする請求項２に
記載の携帯可能なコンソール装置。
【請求項４】
　前記送受信手段は、前記携帯可能なコンソール装置から着脱可能に構成されていること
を特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の携帯可能なコンソール装置。
【請求項５】
　前記データ入力手段は、前記携帯可能なコンソール装置から着脱可能に構成されている
ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の携帯可能なコンソール装置。
【請求項６】
　前記表示手段にタッチパネルが搭載されていることを特徴とする請求項１乃至５のいず
れか１項に記載の携帯可能なコンソール装置。
【請求項７】
　さらに複数の被接続装置と接続可能なＫＶＭスイッチを搭載することを特徴とする請求
項１乃至６のいずれか１項に記載の携帯可能なコンソール装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ラックサーバ又は計測装置等に接続可能な携帯可能なコンソール装置に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、ラックサーバと共に１つのラックに装着可能なコンソール装置が知られてい
る（例えば、特許文献１参照）。コンソール装置は、モニタ、キーボード及びマウス等で
構成されており、ハードディスクのような記憶装置を備えていない。操作者はこのような
コンソール装置を用いて、例えば、ラックサーバの保守や点検等を行う。
【０００３】
　また、従来より、携帯可能なコンソール装置が知られている（例えば、特許文献２参照
）。このコンソール装置が装着されるラックには、手前方向に引き出し可能なトレイ部が
設けられており、コンソール装置は、トレイ部にコンソール装置を装着することでラック
サーバにアクセスすることができる。
【特許文献１】特開２００４－３５５２０５号公報
【特許文献２】特開２００６－１８５４１９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００４】
　しかしながら、上記従来のコンソール装置に接続される機器は、ラックに装着されるラ
ックサーバであり、限定的である。例えば、計測装置、シーケンサー、又は組立装置など
の被接続装置にコンソール装置を接続する場合に、被接続装置及びコンソール装置の電源
の規格が互いに適合しないために、被接続装置にコンソール装置を接続できないおそれが
ある。
【０００５】
　本発明の目的は、複数の電源規格に対応可能であると共に、被接続装置からの情報漏洩
を容易に防ぐことができる携帯可能なコンソール装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するため、本発明の携帯可能なコンソール装置は、被接続装置に接続さ
れる携帯可能なコンソール装置であって、前記被接続装置からの映像信号を表示する表示
手段と、前記被接続装置にデータ入力を行うデータ入力手段と、前記データ入力手段で入
力されたデータを受信し前記被接続装置に送信すると共に前記被接続装置からの映像信号
を受信し前記表示手段に出力する送受信手段と、前記被接続装置又は外部電源から供給さ
れる複数種類の電源電圧を入力する複数の電源端子を有し、入力された電源電圧を前記表
示手段に供給する着脱可能な電源入力手段とを備えることを特徴とする。
【０００７】
　かかる構成によれば、複数の電源規格に対応可能である。また電源手段を取り外すこと
で、表示手段が機能しなくなるので、被接続装置からの情報漏洩を容易に防ぐことができ
る。
【０００８】
　好ましくは、前記複数の電源端子は、直流電圧及び交流電圧の入力端子であり、前記電
源入力手段は、さらに着脱可能なバッテリを備えることを特徴とする。
【０００９】
　かかる構成によれば、被接続装置又は外部電源から直流電圧又は交流電圧を入力するこ
とができ、さらにバッテリを備えているので、被接続装置の電源規格によらず、被接続装
置に電気的に接続可能である。
【００１０】
　より好ましくは、前記電源入力手段は、前記直流電圧及び交流電圧の入力端子、並びに
前記バッテリの中から、電源電圧の供給先を切り換えるスイッチ手段を有することを特徴
とする。
【００１１】
　かかる構成によれば、ユーザは電源電圧の供給先を自由に切り換えることができる。
【００１２】
　好ましくは、前記送受信手段は、前記携帯可能なコンソール装置から着脱可能に構成さ
れていることを特徴とする。
【００１３】
　かかる構成によれば、送受信手段を取り外すことで、表示手段及びデータ入力手段が機
能しなくなるので、被接続装置からの情報漏洩を防ぐことができる。
【００１４】
　好ましくは、前記データ入力手段は、前記携帯可能なコンソール装置から着脱可能に構
成されていることを特徴とする。
【００１５】
　かかる構成によれば、表示手段のみを機能させることができ、被接続装置内の情報の変
更を防ぐことができる。
【００１６】
　好ましくは、前記表示手段にタッチパネルが搭載されていることを特徴とする。
【００１７】
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　かかる構成によれば、タッチパネルからデータ入力が可能になる。
【００１８】
　好ましくは、前記携帯可能なコンソール装置は、さらに複数の被接続装置と接続可能な
ＫＶＭスイッチを搭載することを特徴とする。
【００１９】
　かかる構成によれば、１つの携帯可能なコンソール装置から複数の被接続装置にアクセ
スすることができる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、複数の電源規格に対応可能であると共に、被接続装置からの情報漏洩
を容易に防ぐことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施の形態を説明する。
【００２２】
　図１は、本発明の実施の形態に係る携帯可能なコンソール装置と被接続装置の概略構成
を示すブロック図である。
【００２３】
　図１に示すように、携帯可能なコンソール装置１（以下、コンソール装置１という）は
、蓋部２と、本体部３とを備えている。蓋部２は、情報やデータを表示する表示部４（表
示手段）、及び画面の明るさや位置などを調整するための設定スイッチ（不図示）を有す
るＯＳＤ（オン・スクリーン・ディスプレイ）基板５を備えている。表示部４は、液晶又
は有機ＥＬ等によって構成されている。コンソール装置１は、被接続装置１１内の保守や
点検等を行う。
【００２４】
　本体部３は、着脱式電源ユニット６（電源入力手段）、着脱式インターフェース（Ｉ／
Ｆ）ユニット７（送受信手段）、及びキーボード・マウスユニット８（データ入力手段）
を備えている。着脱式電源ユニット６は、被接続装置１１内の電源供給部１２ａ又は外部
の電源供給部１２ｂから電源ケーブル１４を介して電圧を入力すると共に電源ケーブル９
を介して表示部４に電圧を供給する。着脱式インターフェース（Ｉ／Ｆ）ユニット７は、
キーボード・マウスユニット８からのキーボード信号及びマウス信号を受信し、信号ケー
ブル１５を介して信号処理部１３に出力する。また、着脱式インターフェース（Ｉ／Ｆ）
ユニット７は、表示部４にビデオ信号ケーブル１０を介して接続されており、信号処理部
１３から出力されるビデオ信号を表示部４に出力する。
【００２５】
　被接続装置１１は、計測装置、シーケンサー、又は組立装置等で構成されており、電源
供給部１２ａ及び信号処理部１３を備えている。信号処理部１３は、ＣＰＵ、ＲＯＭ及び
ＲＡＭ等で構成され、キーボード信号及びマウス信号を入力すると共にビデオ信号を着脱
式インターフェース（Ｉ／Ｆ）ユニット７に出力する。
【００２６】
　図２（Ａ）は、着脱式電源ユニット６の概略構成を示すブロック図であり、図２（Ｂ）
は、着脱式インターフェース（Ｉ／Ｆ）ユニット７の概略構成を示すブロック図である。
【００２７】
　着脱式電源ユニット６は、コネクタ１０１～１０３、ＡＣ／ＤＣコンバータ１０４，１
０５、ＤＣ／ＤＣコンバータ１０６，１０７、スイッチ１１２（スイッチ手段）、スイッ
チ回路１１３，１１４（スイッチ手段）、電源供給用コネクタ１１５、及びバッテリユニ
ット１１６を備えている。
【００２８】
　コネクタ１０１～１０３は、電源供給部１２ａ又は１２ｂに接続されており、特に、コ
ネクタ１０１（入力端子）は、１００～２４０ＶのＡＣ（交流）電源に接続可能である。
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また、コネクタ１０２（入力端子）は、１２～４８ＶのＤＣ（直流）電源に接続可能であ
る。コネクタ１０３もＤＣ電源に接続可能である。ＡＣ／ＤＣコンバータ１０４，１０５
はコネクタ１０１を介して供給される１００～２４０Ｖの交流電圧をそれぞれ１２Ｖ、５
Ｖの直流電圧に変換し、変換されたそれぞれの直流電圧を電源供給用コネクタ１１５を介
して表示部４に供給する。
【００２９】
　ＤＣ／ＤＣコンバータ１０６，１０７は、コネクタ１０２を介して供給される１２～４
８Ｖの直流電圧をそれぞれ１２Ｖ、５Ｖの直流電圧に変換し、変換されたそれぞれのＤＣ
電圧を電源供給用コネクタ１１５を介して表示部４に供給する。
【００３０】
　バッテリユニット１１６は、コネクタ１０３、充電回路１０８、バッテリ１０９、ＤＣ
／ＤＣコンバータ１１０，１１１を備えており、着脱式電源ユニット６から着脱可能に構
成されている。充電回路１０８は、コネクタ１０３を介して入力される直流電圧をバッテ
リ１０９に蓄積する。ＤＣ／ＤＣコンバータ１１０，１１１は、バッテリ１０９の直流電
圧をそれぞれ１２Ｖ、５Ｖの直流電圧に変換し、変換されたそれぞれのＤＣ電圧を電源供
給用コネクタ１１５を介して表示部４に供給する。
【００３１】
　スイッチ回路１１３は、電源供給用コネクタ１１５とＡＣ／ＤＣコンバータ１０４、Ｄ
Ｃ／ＤＣコンバータ１０６及びＤＣ／ＤＣコンバータ１１０との間に設けられており、ス
イッチ回路１１４は、電源供給用コネクタ１１５とＡＣ／ＤＣコンバータ１０５、ＤＣ／
ＤＣコンバータ１０７及びＤＣ／ＤＣコンバータ１１１との間に設けられている。
【００３２】
　スイッチ１１２は、スイッチ回路１１３，１１４の動作を制御する、即ち、スイッチ回
路１１３及びスイッチ回路１１４は、スイッチ１１２の切り換え指示に応じて、同時に、
スイッチ回路１１３，１１４の切り換えを行う。例えば、着脱式電源ユニット６がＡＣ電
源に接続されるようにスイッチ１１２を切り換えると、スイッチ回路１１３及びスイッチ
回路１１４は、それぞれＡＣ／ＤＣコンバータ１０４，１０５に接続される。
【００３３】
　図２（Ｂ）に示すように、着脱式インターフェース（Ｉ／Ｆ）ユニット７は、コネクタ
１５１～１５４、制御回路１５５、表示部用コネクタ１５６、及びキーボード・マウスユ
ニット用コネクタ１５７を備えている。コネクタ１５１は、D-sub又はDVI等のコネクタで
あり、コネクタ１５１及び表示部用コネクタ１５６の間はビデオ信号線で接続されている
。コネクタ１５２，１５３は、それぞれＰＳ／２規格のコネクタであり、コネクタ１５４
はＵＳＢ規格のコネクタである。コネクタ１５２，１５３及びコネクタ１５４とキーボー
ド・マウスユニット用コネクタ１５７との間には制御回路部１５５が設けられている。
【００３４】
　制御回路部１５５は、キーボード・マウスユニット８から供給されるＰＳ／２規格のシ
リアルデータとしてのキーボード信号及びマウス信号をＵＳＢ又はＳＵＮ等の規格に従っ
たキーボード信号及びマウス信号に変換し、コネクタ１５４を介して被接続装置１１に出
力する。ＰＳ／２規格のシリアルデータとしてのキーボード信号及びマウス信号を被接続
装置１１に出力する場合には、制御回路部１５５は、キーボード・マウスユニット８から
供給されるＰＳ／２のシリアルデータとしてのキーボード信号及びマウス信号を他のフォ
ーマットに変換せずに、コネクタ１５２，１５３を介して被接続装置１１に出力する。
【００３５】
　図３は、背面側から見た場合のコンソール装置１の斜視図である。
【００３６】
　コンソール装置１の本体部３の背面側には、後述するＫＶＭスイッチ５１を搭載し固定
するためのピン５０と、着脱式電源ユニット６及び着脱式インターフェース（Ｉ／Ｆ）ユ
ニット７を着脱するための凹部３１，３２とが設けられている。また、凹部３１，３２に
は着脱式電源ユニット６及び着脱式インターフェース（Ｉ／Ｆ）ユニット７の装着に使用



(6) JP 2010-15340 A 2010.1.21

10

20

30

40

50

されるコネクタ３３，３４がそれぞれ設けられている。さらに、凹部３１，３２の各側面
には着脱式電源ユニット６及び着脱式インターフェース（Ｉ／Ｆ）ユニット７を支持する
溝３５，３６がそれぞれ形成されている。また、この溝３５，３６に嵌るような突出部１
２１，１５８が、着脱式電源ユニット６及び着脱式インターフェース（Ｉ／Ｆ）ユニット
７の各側面に形成されている。
【００３７】
　また、コンソール装置１の本体部３の背面には、着脱式電源ユニット６及び着脱式イン
ターフェース（Ｉ／Ｆ）ユニット７をロックするためのロック部３７，３８が形成されて
いる。これらの溝３５，３６、突出部１２１，１５８、及びロック部３７，３８が、本体
部３からの着脱式電源ユニット６及び着脱式インターフェース（Ｉ／Ｆ）ユニット７の脱
落を防止している。
【００３８】
　図４（Ａ）は、正面側から見た場合のコンソール装置１の斜視図であり、図４（Ｂ）は
、本体部３からキーボード・マウスユニット８を取り外したときの状態を示す図である。
【００３９】
　図４（Ｂ）に示すように、本体部３には、キーボード・マウスユニット８を装着するた
めの凹部４０が形成されており、凹部４０には、キーボード・マウスユニット８を着脱式
インターフェース（Ｉ／Ｆ）ユニット７に接続するためのコネクタ４１が設けられている
。一方、キーボード・マウスユニット８には、コネクタ４１に接続されるコネクタ４２が
形成されている。このように、キーボード・マウスユニット８は本体部３から取り外すこ
とができ、コンソール装置１では表示部４のみを使用することもできる。
【００４０】
　図５は、ＫＶＭスイッチ５１が搭載されているコンソール装置１の斜視図であり、図６
は、コンソール装置１、ＫＶＭスイッチ５１及び被接続装置１１の概略構成を示すブロッ
ク図である。
【００４１】
　ＫＶＭスイッチ５１は、ピン５０により本体部３の背面に固定されている。ＫＶＭスイ
ッチ５１は、着脱式インターフェース（Ｉ／Ｆ）ユニット７と接続されるＩ／Ｆ部５２、
被接続装置に接続されるＩ／Ｆ部５３、５４、着脱式インターフェース（Ｉ／Ｆ）ユニッ
ト７に接続される被接続装置を切り換える制御部５５、及び制御部５５を制御するための
プログラムを格納するメモリ５６を備えている。ＫＶＭスイッチ５１は、被接続装置に接
続される３つ以上のＩ／Ｆ部を備えていてもよい。
【００４２】
　ユーザが、キーボード・マウスユニット８から被接続装置の切り換え指示を入力すると
、その切り換え指示は、着脱式インターフェース（Ｉ／Ｆ）ユニット７及びＩ／Ｆ部５２
を介して制御部５５に送信される。制御部５５は、その切り換え指示に従って、被接続装
置の切り換えを実行する。
【００４３】
　以上説明したように、本実施の形態によれば、コンソール装置１は、被接続装置１１か
らのビデオ信号を表示する表示部４と、被接続装置１１にデータ入力を行うキーボード・
マウスユニット８と、キーボード・マウスユニット８で入力されたデータを受信し被接続
装置１１に送信すると共に被接続装置１１からのビデオ信号を受信し表示部４に出力する
着脱式インターフェース（Ｉ／Ｆ）ユニット７と、被接続装置１１又は外部電源（即ち電
源供給部１２ｂ）から供給される複数種類の電源電圧を入力する複数のコネクタ１０１，
１０２を有し、入力された電源電圧を表示部４に供給する着脱式電源ユニット６とを備え
る。よって、コンソール装置１は、複数の電源規格に対応可能である。また、着脱式電源
ユニット６を取り外すことで、表示部４が機能しなくなるので、被接続装置１１からの情
報漏洩を容易に防ぐことができる。さらに、コンソール装置１は携帯可能であるため、被
接続装置１１の形状や設置位置を問わずに被接続装置１１への接続が容易である。
【００４４】



(7) JP 2010-15340 A 2010.1.21

10

20

30

40

　上記実施の形態では、コンソール装置１は、表示部４にタッチパネルを搭載してもよい
。この場合、タッチパネルから入力されたデータは着脱式インターフェース（Ｉ／Ｆ）ユ
ニット７を介して被接続装置１１へ送信される。これにより、キーボード・マウスユニッ
ト８に加えてタッチパネルからのデータ入力が可能になる。
【００４５】
　また、上記実施の形態では、コネクタ１０１は１００～２４０ＶのＡＣ電源に接続可能
であり、コネクタ１０２は１２～４８ＶのＤＣ電源に接続可能であるが、これらの電圧の
範囲は、例示であり、限定されるものではない。また、着脱式電源ユニット６に代えて、
２０～１００ＶのＡＣ電源に接続可能なコネクタを有する着脱式電源ユニット又は４８～
１００ＶのＤＣ電源に接続可能であるコネクタを有する着脱式電源ユニットが、コンソー
ル装置１に接続されるようにしてもよい。
【００４６】
　さらに、着脱式電源ユニット６に代えて、バッテリ１０９よりも大容量のバッテリユニ
ットがコンソール装置１に接続されてもよい。
【００４７】
　尚、本発明は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない
範囲内で種々変形して実施することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本発明の実施の形態に係る携帯可能なコンソール装置と被接続装置の概略構成を
示すブロック図である。
【図２】（Ａ）は着脱式電源ユニット６の概略構成を示すブロック図であり、（Ｂ）は着
脱式インターフェース（Ｉ／Ｆ）ユニット７の概略構成を示すブロック図である。
【図３】背面側から見た場合のコンソール装置１の斜視図である。
【図４】（Ａ）は、正面側から見た場合のコンソール装置１の斜視図であり、（Ｂ）は、
本体部３からキーボード・マウスユニット８を取り外したときの状態を示す図である。
【図５】ＫＶＭスイッチ５１が搭載されているコンソール装置１の斜視図である。
【図６】コンソール装置１、ＫＶＭスイッチ５１及び被接続装置１１の概略構成を示すブ
ロック図である。
【符号の説明】
【００４９】
　１　コンソール装置
　２　蓋部
　３　本体部
　４　表示部
　５　ＯＳＤ（オン・スクリーン・ディスプレイ）基板
　６　着脱式電源ユニット
　７　着脱式インターフェース（Ｉ／Ｆ）ユニット
　８　キーボード・マウスユニット
　１１　被接続装置
　１２ａ，１２ｂ　電源供給部
　１３　信号処理部
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