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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ＤＣ－ＤＣモジュールまたはＡＣ－ＤＣモジュ
ールが他の仕様のモジュールと柔軟に交換できる結合性
電源デバイスを提供する。
【解決手段】結合性電源デバイス１０が、第１のジョイ
ント部分を含むＡＣ－ＤＣモジュール１０１と、第２の
ジョイント部分を有し、かつ第１のジョイント部分と第
２のジョイント部分によってＡＣ－ＤＣモジュール１０
１に電気的に連結されるＤＣ－ＤＣモジュール１０２と
、を含み、このＤＣ－ＤＣモジュール１０２が、ＡＣ－
ＤＣモジュール１０１から着脱可能なモジュールとして
働き、ＡＣ－ＤＣモジュール１０１が異なるタイプのＤ
Ｃ－ＤＣモジュール１０２と協同することを可能にする
。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　　結合性電源デバイスであって、前記デバイスが、
　第１のジョイント部分を含むＡＣ－ＤＣモジュールと、
　第２のジョイント部分を有し、かつ前記第１のジョイント部分と前記第２のジョイント
部分によって前記ＡＣ－ＤＣモジュールに電気的に連結されるＤＣ－ＤＣモジュールと、
を備え、前記ＤＣ－ＤＣモジュールが、前記ＡＣ－ＤＣモジュールから着脱可能であるこ
とができる着脱可能なモジュールとして働き、前記ＡＣ－ＤＣモジュールが異なるタイプ
の前記ＤＣ－ＤＣモジュールと協同することを可能にする、ことを特徴とするデバイス。
【請求項２】
　　　前記第１のジョイント部分が、少なくとも１つの突設された部分および前記ＡＣ－
ＤＣモジュールの一端の側壁上に形成されるキャビティを含み、前記第１のジョイント部
分が、前記少なくとも１つの突設された部分の外縁部上に配設されるフランジを更に含み
、前記少なくとも１つの突設された部分が、それの中央に配設される開口部を含み、前記
ＡＣ－ＤＣモジュールが、前記開口部に隣接して配設される導電性スライスを更に備える
、ことを特徴とする請求項１のデバイス。
【請求項３】
　　　前記第２のジョイント部分が、少なくとも１つの凹部および前記ＤＣ－ＤＣモジュ
ールの一端の側壁上に形成される可撓性スライスを含み、前記第２のジョイント部分が、
前記少なくとも１つの凹部の外縁部上に配設されるフランジを更に含み、前記少なくとも
１つの凹部の前記フランジが、前記少なくとも１つの突設された部分の前記フランジをロ
ックし、および、前記少なくとも１つの凹部が前記少なくとも１つの突設された部分を収
容し、前記第２のジョイント部分が、前記キャビティによってロックされるべき前記可撓
性スライス上に配設される突設された部材を更に含み、前記少なくとも１つの凹部が、そ
れの中央に配設される開口部を含み、前記ＤＣ－ＤＣモジュールが、前記少なくとも１つ
の凹部の前記開口部に隣接して配設される導電性スライスを更に備え、前記ＤＣ－ＤＣモ
ジュールの前記導電性スライスが、前記少なくとも１つの凹部の前記開口部および前記少
なくとも１つの突設された部分の前記開口部を部分的に通過し、前記ＡＣ－ＤＣモジュー
ルの前記導電性スライスが、前記ＤＣ－ＤＣモジュールの前記導電性スライスを接触させ
て電気連結を形成する、ことを特徴とする請求項２のデバイス。
【請求項４】
　　　結合性電源デバイスであって、前記デバイスが、
　その上に形成される第１の孔部および第２の孔部を含むＡＣ－ＤＣモジュールにおいて
、前記第１の孔部が第１の部分的孔部および第２の部分的孔部を含み、前記第２の孔部が
第１の部分的孔部および第２の部分的孔部を含み、前記第１の孔部の前記第１の部分的孔
部および前記第２の孔部の前記第１の部分的孔部の幅または直径が、それぞれ前記第１の
孔部の前記第２の部分的孔部および前記第２の孔部の前記第２の部分的孔部の幅または直
径より大きく、前記第１の孔部の前記第１の部分的孔部が前記第１の孔部の前記第２の部
分的孔部の一端を接続し、前記第２の孔部の前記第２の部分的孔部が前記第２の孔部の前
記第１の部分的孔部の片側を接続する、モジュールと、
　本体、第１のピンおよび第２のピンを含むＤＣ－ＤＣモジュールにおいて、前記第１の
ピンおよび前記第２のピンが、前記本体上に配設され、前記本体の近くにある前記第１の
ピンおよび前記第２のピンの第１の部分の幅または直径が、それぞれ前記本体から遠い前
記第１のピンおよび前記第２のピンの第２の部分の幅または直径より小さく、前記本体か
ら遠い前記第１のピンの前記第２の部分が、前記第１の孔部の前記第１の部分的孔部に挿
入され、前記本体に近い前記第１のピンの前記第１の部分が、前記第１の孔部の前記第２
の部分的孔部に滑り込み、前記本体から遠い前記第２のピンの前記第２の部分が、前記第
２の孔部の前記第１の部分的孔部に挿入され、前記本体に近い前記第２のピンの前記第１
の部分が、前記第２の孔部の前記第２の部分的孔部に滑り込む、モジュールと、を備える
ことを特徴とするデバイス。
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【請求項５】
　　　前記本体から遠い前記第１のピンの前記第２の部分が幾何学的柱形状であり、およ
び、前記本体に近い前記第１のピンの前記第１の部分が円柱状であり、前記本体から遠い
前記第２のピンの前記第２の部分が、面取り縁円柱形状であり、および前記本体に近い前
記第２のピンの前記第１の部分が円柱状であり、前記第１の孔部の前記第１の部分的孔部
が、幾何学的孔部を含み、および、前記第１の孔部の前記第２の部分的孔部が長い湾曲し
た孔部を含み、前記第２の孔部の前記第１の部分的孔部が、面取り縁円形孔部を含み、お
よび、前記第２の孔部の前記第２の部分的孔部が半円形の孔部を含み、前記幾何学的柱が
、円柱または角柱を含み、前記幾何学的孔部が、円形孔部または矩形孔部を含む、ことを
特徴とする請求項４のデバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　　本発明は、電源デバイスにおよび特に結合性電源デバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　　　ノートブック、パーソナル携帯情報機器（ＰＤＡ）、携帯電話、ＭＰ３プレイヤー
、などのような、消費者エレクトロニクス製品はより小さなサイズに絶え間なく向かって
おり、それが、それによって容易に持ち運びのできる電源コネクタ、例えば電源、電池充
電器またはトランスに対するより高い需要を促進する。したがって、消費者エレクトロニ
クス製品の電源コネクタは、より小さなサイズおよびより少ない重量で作られて出荷のた
めにより都合がいい必要がある。さらに、それらは長期の運搬および頻繁な使用を持続さ
せるために耐久性がなければならない。
【０００３】
　　　現在一般的な電池充電器またはトランスにとって、異なるタイプの電池または装置
のほとんどが、異なる種類の電池充電器またはトランスを利用することによって充電され
るかまたは駆動されなければならない。ユーザが、異なるタイプのモバイル装置を同時に
持ち歩くならば、それの電池またはトランスは通常異なる。したがって、ユーザは通常範
囲でモバイル装置の各タイプの電源を維持するためにいろいろな電池充電器またはトラン
スを持ち歩かなければならず、それはユーザにとって不都合であり、ユーザが持ち歩く必
要がある品目の重量を増大する。
【０００４】
　　　さらに、発光ダイオード電源が発光ダイオードソケット内に配設されている時、異
なる数の発光ダイオードモジュールを備えたソケットに対して、発光ダイオード電源が各
発光ダイオードモジュールを駆動するために対応する数の接点を有しなければならない。
したがって、発光ダイオードモジュールの数が変わると、発光ダイオード電源の製造プロ
セスが変更されなければならない。
【０００５】
　　　さらに、電池充電器、トランスまたは発光ダイオード電源のいずれかが、ＡＣ－Ｄ
Ｃ部分および直流をさらに処理して処理された直流を出力する部分を有する。ＡＣ－ＤＣ
部分は、通常保安検査を実行される必要がある。したがって、新型の電池充電器、トラン
スまたは発光ダイオード電源が開発される時、新型の電池充電器、トランスまたは発光ダ
イオード電源の全体が保安検査を実施されなければならず、それによって製品化までの時
間が遅れる。
【０００６】
　　　したがって、上述した問題を解決する解に対する必要性が、なおある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　　　上述した種々の問題を解決するために、本発明は結合性電源デバイスを提供する。
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
　　　本発明は、第１のジョイント部分を含むＡＣ－ＤＣモジュールと、第２のジョイン
ト部分を有し、かつ第１のジョイント部分と第２のジョイント部分によってＡＣ－ＤＣモ
ジュールに電気的に連結されるＤＣ－ＤＣモジュールと、を含み、このＤＣ－ＤＣモジュ
ールが、ＡＣ－ＤＣモジュールから着脱可能であることができる着脱可能なモジュールと
して働き、ＡＣ－ＤＣモジュールが異なるタイプのＤＣ－ＤＣモジュールと協同すること
を可能にする、ことを特徴とする結合性電源デバイスを提供する。
【０００９】
　　　一態様において、本発明は結合性電源デバイスであって、少なくとも１つの突設さ
れた部分およびＡＣ－ＤＣモジュールの一端の側壁上に形成されるキャビティを含み、フ
ランジが、この少なくとも１つの突設された部分の外縁部上に配設される、ＡＣ－ＤＣモ
ジュールと、少なくとも１つの凹部およびＤＣ－ＤＣモジュールの一端の側壁上に形成さ
れる可撓性スライス、を含み、フランジが、この少なくとも１つの凹部の外縁部上に配設
され、および、突設された部材がキャビティによってロックされるべき可撓性スライス上
に配設される、ＤＣ－ＤＣモジュールと、を含み、この少なくとも１つの凹部がこの少な
くとも１つの突設された部分を収容し、この少なくとも１つの凹部のフランジがこの少な
くとも１つの突設された部分のフランジをロックする、ことを特徴とするデバイスを提供
する。
【００１０】
　　　別の態様において、本発明は結合性電源デバイスであって、その上に形成される第
１の孔部および第２の孔部を含むＡＣ－ＤＣモジュールにおいて、第１の孔部が、第１の
部分的孔部および第２の部分的孔部を含み、第２の孔部が、第１の部分的孔部および第２
の部分的孔部を含み、第１の孔部の第１の部分的孔部および第２の孔部の第１の部分的孔
部の幅または直径が、それぞれ第１の孔部の第２の部分的孔部および第２の孔部の第２の
部分的孔部の幅または直径より大きく、第１の孔部の第１の部分的孔部が第１の孔部の第
２の部分的孔部の一端を接続し、第２の孔部の第２の部分的孔部が第２の孔部の第１の部
分的孔部の片側を接続する、モジュールと、本体、第１のピンおよび第２のピンを含むＤ
Ｃ－ＤＣモジュールにおいて、第１のピンおよび第２のピンが、本体上に配設され、本体
の近くにある第１のピンおよび第２のピンの第１の部分の幅または直径が、それぞれ本体
から遠い第１のピンおよび第２のピンの第２の部分の幅または直径より小さく、本体から
遠い第１のピンの第２の部分が、第１の孔部の第１の部分的孔部に挿入され、本体に近い
第１のピンの第１部分が、第１の孔部の第２の部分的孔部に滑り込み、本体から遠い第２
のピンの第２の部分が、第２の孔部の第１の部分的孔部に挿入され、本体に近い第２のピ
ンの第１部分が、第２の孔部の第２の部分的孔部に滑り込む、モジュールと、を含むこと
を特徴とするデバイスを提供する。
【発明の効果】
【００１１】
　　　本発明の１つの利点は、本発明の結合性電源デバイスのＤＣ－ＤＣモジュールまた
はＡＣ－ＤＣモジュールが他の仕様のＤＣ－ＤＣモジュールまたはＡＣ－ＤＣモジュール
と柔軟に交換されることができるということである。
【００１２】
　　　本発明の別の利点は、本発明の結合性電源デバイスが水平方向または垂直方向の全
体構造の頑丈さを高めることができるということである。
【００１３】
　　　本発明のさらに別の利点は、本発明の結合性電源デバイスが電源デバイスの製品化
までの時間を短縮することができるということである。
【００１４】
　　　本発明のさらにもう１つの利点は、本発明がユーザによって持って行かれるために
必要なトランスまたは電池充電器の重量を減少させることができるということである。
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【００１５】
　　　これらの、そしてまた他の、利点は、添付の図面および添付の請求の範囲と共にな
される好ましい実施態様の以下の記述から明白になるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
　　　本発明は、明細書内の一部の好ましい実施態様および詳細な説明ならびに下記の添
付の図面によって理解されることができる。図面内の同一の参照番号は、本発明内の同じ
構成要素を参照する。しかしながら、認識されるべきことは、本発明の全ての好ましい実
施態様が、請求項の有効範囲を限定するためでなく、例示の用途にだけ提供される、とい
うことであり、そこにおいて、
【００１７】
【図１】本発明の一実施態様に従う結合性電源デバイスの図を例示する。
【図２】本発明の一実施態様に従う結合性電源デバイスの結合図を例示する。
【図３】本発明の一実施態様に従う結合性電源デバイスのＡＣ－ＤＣモジュールの分解図
を例示する。
【図４】本発明の一実施態様に従う結合性電源デバイスのＤＣ－ＤＣモジュールの分解図
を例示する。
【図５】本発明の一実施態様に従う結合性電源デバイスのＡＣ－ＤＣモジュールの部分投
影図を例示する。
【図６】本発明の一実施態様に従う結合性電源デバイスのＤＣ－ＤＣモジュールの部分投
影図を例示する。
【図７】本発明の一実施態様に従う結合性電源デバイスの部分的斜視図を例示する。
【図８】本発明の一実施態様に従う結合性電源デバイスの部分的斜視図を例示する。
【図９】本発明の一実施態様に従う結合性電源デバイスの部分断面図を例示する。
【図１０】本発明の別の実施態様に従う結合性電源デバイスの図を例示する。
【図１１】本発明のさらに別の実施態様に従う結合性電源デバイスの図を例示する。
【図１２】本発明のさらに別の実施態様に従う結合性電源デバイスの図を例示する。
【図１３】本発明のさらに別の実施態様に従う結合性電源デバイスの図を例示する。
【図１４】本発明のさらに別の実施態様に従う結合性電源デバイスの結合図を例示する。
【図１５】本発明のさらに別の実施態様に従う結合性電源デバイスのＡＣ－ＤＣモジュー
ルの分解図を例示する。および、
【図１６】本発明のさらに別の実施態様に従う結合性電源デバイスのＡＣ－ＤＣモジュー
ルの上部ケースの図を例示する。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　　　本発明は、次に好ましい実施態様および態様と共に記載され、および、これらの記
述は、本発明の構造および手順を、本発明の請求項を限定するためでなく例示するために
だけ解釈する。したがって、明細書内の好ましい実施態様を除いて、本発明はまた、他の
実施態様で広く使われることができる。
【００１９】
　　　本発明は、ＡＣ－ＤＣモジュールおよびＤＣ－ＤＣモジュールを含む、結合性電源
デバイスを提供する。ＡＣ－ＤＣモジュールおよびＤＣ－ＤＣモジュールは、シュートを
通してまたは孔部とピンとの間のロック機構を通して結合されることができる。本発明の
結合性電源デバイスは、発光ダイオード電源、電池充電器または可変コンバータを備えた
トランスに適用されることができる。一実施態様において、電池充電器は、リチウム電池
充電器、単３電池充電器、単４電池充電器、その他を含むことができるがそれに限定され
ない。
【００２０】
　　　本発明の一実施態様において、図１に示すように、結合性電源デバイス１０がＡＣ
－ＤＣモジュール１０１およびＤＣ－ＤＣモジュール１０２を含むことができ、その内部
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のＡＣ－ＤＣ回路は周知であり、したがって省略される。図１に示すように、本実施態様
内に示される例示的な結合性電源デバイスは、発光ダイオード電源のために使用され、本
発明を例示するためであるが、本発明を限定するためでない。したがって、図１内に示さ
れる結合性電源デバイスは、また、（図１０に示すように）電池充電器または可変コンバ
ータを備えたトランスに適用されることができる。本実施態様では、ＡＣ－ＤＣモジュー
ル１０１およびＤＣ－ＤＣモジュール１０２は、シュートを通して結合されることができ
る。図２に示すように、ＡＣ－ＤＣモジュール１０１の一端がＤＣ－ＤＣモジュール１０
２内の溝に滑り込み、両方を結合することができる。
【００２１】
　　　図３および５は、ＡＣ－ＤＣモジュール１０１の構造を例示する。ＡＣ－ＤＣモジ
ュール１０１は、第１のジョイント部分を含むことができる。図３に示すように、ＡＣ－
ＤＣモジュール１０１は上部ケース１０１１、下部ケース１０１２およびその上に回路お
よび電子素子（図示せず）を配設する回路ボード１０１３を含むことができる。回路ボー
ド１０１３は、下部ケース１０１２上に配設され、一方上部ケース１０１１は回路ボード
１０１３上に配設される。導電性スライス１０１９が、回路ボード１０１３の一端に配設
される。一実施態様において、導電性スライス１０１９の材料は金属または合金であるこ
とができる。図５に示すように、第１のジョイント部分が上部ケース１０１１の一端の側
壁上に配設されて突設された部分１０１４を含むことができる。フランジ１０１５が、突
設された部分１０１４の外縁部上に配設される。突設された部分１０１４の中央が、ＤＣ
－ＤＣモジュール１０２の導電性スライス（それは以下に記載する）用の開口部を配設さ
れ、部分的にそれを通して通過してＡＣ－ＤＣモジュール１０１の導電性スライス１０１
９と電気的に連結する。開口部は、導電性スライス１０１９と隣接している。図５に示す
ように、キャビティ１０１６が上部ケース１０１１の側壁上で突設された部分１０１４の
間に配設されて、ＤＣ－ＤＣモジュール１０２の突設された部材（それは以下に記載する
）をロックする。図５に示すように、突設された部分１０１７が下部ケース１０１２の一
端の側壁上に配設される。フランジ１０１８が、突設された部分１０１７の外縁部上に配
設される。キャビティ１０２０が、下部ケース１０１２の側壁上で突設された部分１０１
７の間に配設される。突設された部分１０１７、フランジ１０１８およびキャビティ１０
２０のサイズおよび輪郭は、連続構造を形成するためにそれぞれ突設された部分１０１４
、フランジ１０１５およびキャビティ１０１６のそれらに対応する。第１のジョイント部
分は、着脱可能なモジュールを継ぎ合わせるために利用される。
【００２２】
　　　図４に示すように、着脱可能なモジュールはＤＣ－ＤＣモジュール１０２を含むこ
とができ、それが上部ケース１０２１、下部ケース１０２２およびその上に回路および電
子素子（図示せず）を配設する回路ボード１０２３を含むことができる。ＤＣ－ＤＣモジ
ュール１０２は、第２のジョイント部分を含むことができる。回路ボード１０２３は、下
部ケース１０２２上に配設され、一方上部ケース１０２１が回路ボード１０２３上に配設
される。導電性スライス１０３０が、回路ボード１０２３の一端に配設される。一実施態
様において、導電性スライス１０３０の材料は金属または合金であることができる。図４
および６に示すように、第２のジョイント部分が上部ケース１０２１の一端の側壁上に配
設されて第１のジョイント部分を継ぎ合わせる。第２のジョイント部分は、凹部１０２４
を配設されてＡＣ－ＤＣモジュール１０１の突設された部分１０１４を収容する。フラン
ジ１０２５が、凹部１０２４の外縁部上に配設されてＡＣ－ＤＣモジュール１０１のフラ
ンジ１０１５をロックする。凹部１０２４の中央が、導電性スライス１０３０用の開口部
を配設され、部分的にそれを通して通過してＡＣ－ＤＣモジュール１０１の導電性スライ
ス１０１９と電気的に連結する。開口部は、導電性スライス１０３０と隣接している。
【００２３】
　　　図６に示すように、キャビティ１０３１が上部ケース１０２１の側壁上で凹部１０
２４の間に配設され、および、可撓性スライス１０２６がキャビティ１０３１内に配設さ
れる。突設された部材１０２７がＡＣ－ＤＣモジュール１０１のキャビティ１０１６によ
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ってロックされるべき可撓性スライス１０２６上に配設され、そうすると、垂直方向の全
体構造の頑丈さがキャビティ１０１６と突設された部材１０２７との間のロック機構を通
して高められることができる。可撓性スライス１０２６は可撓性であり、そうすると、突
設された部材１０２７がキャビティ１０１６から取り外され、および、可撓性スライス１
０２６がキャビティ１０３１の内端の方へシフトされる時、ＡＣ－ＤＣモジュール１０１
の突設された部分１０１４およびフランジ１０１５がＤＣ－ＤＣモジュール１０２の凹部
１０２４の外に摺動されることが可能である。したがって、ＤＣ－ＤＣモジュール１０２
はＡＣ－ＤＣモジュール１０１から取り外されることが可能である。図６に示すように、
凹部１０２８が下部ケース１０２２の一端の側壁上に配設されてＡＣ－ＤＣモジュール１
０１の突設された部分１０１７を収容する。フランジ１０２９が、凹部１０２８の外縁部
上に配設されてＡＣ－ＤＣモジュール１０１のフランジ１０１８をロックする。凹部１０
２８およびフランジ１０２９のサイズおよび輪郭は、連続構造を形成するためにそれぞれ
凹部１０２４およびフランジ１０２５のそれらに対応する。
【００２４】
　　　図７に示すように、ＡＣ－ＤＣモジュール１０１がＤＣ－ＤＣモジュール１０２と
結合された後で、電気連結を形成するために、導電性スライス１０１９および導電性スラ
イス１０３０が互いに接触することができる。図８に示すように、ＡＣ－ＤＣモジュール
１０１がＤＣ－ＤＣモジュール１０２と結合された後で、水平方向に全体構造の頑丈さを
改善するために、フランジ１０１８およびフランジ１０２９が互いにロックすることがで
きる。同様に、フランジ１０１５およびフランジ１０２５もまた、互いにロックすること
ができる（図示せず）。図９に示すように、ＡＣ－ＤＣモジュール１０１がＤＣ－ＤＣモ
ジュール１０２と結合された後で、キャビティ１０１６は突設された部材１０２７をロッ
クすることができ、そうすると、垂直方向の全体構造の頑丈さがさらに高められる。
【００２５】
　　　図１１は、本発明の別の実施態様に従う結合性電源デバイスの図を例示する。図１
１に示すように、本発明内に示される例示的な結合性電源デバイスは、可変コンバータを
備えたトランスのために利用されることができ、本発明を例示するためであるが、本発明
を限定するためでない。したがって、図１１内に示される結合性電源デバイスは、また、
電池充電器または発光ダイオード電源に適用されることができる。図１１に示すように、
本発明の別の実施態様において、結合性電源デバイス２０がＡＣ－ＤＣモジュール２０１
およびＤＣ－ＤＣモジュール２０２を含むことができる。ＡＣ－ＤＣモジュール２０１内
のプラグは回転可能であることができ、そうすると、プラグはケース内外に回転されるこ
とができる。図１２および１３に示すように、ＡＣ－ＤＣモジュール２０１が孔部２０１
７および孔部２０１８を含むことができる一方、ＤＣ－ＤＣモジュール２０２はピン２０
２２およびピン２０２３を含むことができる。図１３および１４に示すように、ピン２０
２２およびピン２０２３がそれぞれ孔部２０１８および孔部２０１７に挿入されることが
でき、ならびに、ピン２０２２およびピン２０２３がそれぞれ孔部２０１８および孔部２
０１７によってロックされてＡＣ－ＤＣモジュール２０１およびＤＣ－ＤＣモジュール２
０２を結合するために、ＤＣ－ＤＣモジュール２０２が孔部２０１７の方へ所定の距離移
動されて反時計回りに回転されることができる。
【００２６】
　　　図１２に示すように、ＤＣ－ＤＣモジュール２０２は本体２０２１、ピン２０２２
およびピン２０２３を含むことができる。ピン２０２２およびピン２０２３は、本体２０
２１上に配設される。一実施態様において、ピン２０２２およびピン２０２３は非対称に
配設されることができる。両方のピン２０２３およびピン２０２２が、２つの異なる直径
または幅を有する。本体から遠いピン２０２３およびピン２０２２の一端の直径または幅
が、本体に近いピン２０２３およびピン２０２２の別の端のそれより大きい。一実施態様
において、ピン２０２３の両方の端が円柱状であることができる。別の実施態様において
、本体に近いピン２０２３の端が円柱状であることができ、一方本体から遠いピン２０２
３の端が幾何学的柱形状であることができる。幾何学的柱は、円柱および角柱、例えば四



(8) JP 2013-66359 A 2013.4.11

10

20

30

40

50

角柱を含むことができるが、それに限定されない。一実施態様において、本体に近いピン
２０２２の端が、円柱状であることができる。一実施態様において、本体から遠いピン２
０２２の端が、面取り縁円柱形状であることができる。
【００２７】
　　　図１５に示すように、ＡＣ－ＤＣモジュール２０１は上部ケース２０１１、導電性
スライス２０１２、固定部材２０１３、固定ラック２０１４、回転可能なラック２０１５
および下部ケース２０１６を含むことができる。図１５に示すように、回転可能なラック
２０１５は下部ケース２０１６上に配設され、一方固定部材２０１３および固定ラック２
０１４は回転可能なラック２０１５上に配設される。導電性スライス２０１２は、固定部
材２０１３上に配設され、一方上部ケース２０１１は導電性スライス２０１２上に配設さ
れる。
【００２８】
　　　図１５を参照して、上部ケース２０１１は孔部２０１７および孔部２０１８を含む
ことができる。一実施態様において、孔部２０１７が、第１の部分的孔部、例えば円形孔
部および四角孔部のような矩形孔部を含むことができるが、それに限定されない幾何学的
孔部、および、第２の部分的孔部、例えば、ＤＣ－ＤＣモジュール２０２のピン２０２３
によって挿入されるために、長い湾曲した孔部、を含むことができる。第１の部分的孔部
が、第２の部分的孔部の一端と接続する。第１の部分的孔部の幅または直径は、第２の部
分的孔部のそれより大きい。第１の部分的孔部および第２の部分的孔部の幅または直径が
、それぞれ本体から遠いピン２０２３の端および本体に近いピン２０２３の端のそれらに
実質的にマッチし、そうすると、本体から遠いピン２０２３の端が第１の部分的孔部、例
えば幾何学的孔部に挿入された後で、本体に近いピン２０２３の端が幾何学的孔部を通過
するならば、本体に近いピン２０２３の端が長い湾曲した孔部のような第２の部分的孔部
に入ることができ、および、ＤＣ－ＤＣモジュール２０２がピン２０２２の回りに反時計
回りに回転して本体に近いピン２０２３の端を長い湾曲した孔部に滑り込むようし、ロッ
ク機構を実行することができる。
【００２９】
　　　一実施態様において、孔部２０１８が第１の部分的孔部、例えば面取り縁円形孔部
、および半円形の孔部のような第２の部分的孔部を含むことができる。一実施態様におい
て、第２の部分的孔部が、第１の部分的孔部の片側と接続する。例えば、半円形の孔部の
面取り縁部分が面取り縁円形孔部の面取り縁部分と接続する。第１の部分的孔部の幅また
は直径は、第２の部分的孔部のそれより大きい。第１の部分的孔部および第２の部分的孔
部の形状およびサイズが、それぞれ本体から遠いピン２０２２の端および本体に近いピン
２０２２の端のそれの断面形状およびサイズに実質的にマッチし、そうすると、本体から
遠いピン２０２２の端が第１の部分的孔部、例えば面取り縁円形孔部に挿入された後で、
本体に近いピン２０２２の端が面取り縁円形孔部を通過するならば、本体に近いピン２０
２２の端が半円形の孔部のような第２の部分的孔部に滑り込み、ＤＣ－ＤＣモジュール２
０２の回転を実行することができる。本体に近いピン２０２３の端が最初に長い湾曲した
孔部に入る一方、本体に近いピン２０２２の端が半円形の孔部に滑り込む。
【００３０】
　　　図１５および１６を参照して、上部ケース２０１１はそれの下面に形成されるバフ
ル２０１９およびバフル２０２０を更に含む。バフル２０１９が、孔部２０１７を取り囲
み、一方バフル２０２０は孔部２０１８を取り囲む。図１５に示すように、回転可能なラ
ック２０１５が下部ケース２０１６内の２つのスルーホールに挿入され、そうすると、回
転可能なラック２０１５は下部ケース２０１６と固定部材２０１３および固定ラック２０
１４との間にはさまれて回転を実行することができる。回転可能なラック２０１５のプロ
ングとピン２０２２またはピン２０２３の間に電気連結を形成するために、導電性スライ
ス２０１２が、一端で固定部材２０１３を通過する回転可能なラック２０１５のプロング
のより短い端を接触させて、他端で孔部２０１８または孔部２０１７を通過するピン２０
２２またはピン２０２３を接触させる。一実施態様において、導電性スライス２０１２の



(9) JP 2013-66359 A 2013.4.11

10

20

30

40

50

材料は金属または合金であることができる。
【００３１】
　　　上述したように、本発明は、結合性電源デバイスを提供するために、ＡＣ－ＤＣモ
ジュールとＤＣ－ＤＣモジュールを結合する孔部とピンとの間にシュートまたはロック機
構を使用する。上述した結合性電源デバイスは、発光ダイオード電源、可変コンバータを
備えたトランスまたは電池充電器に適用されることができる。したがって、ＤＣ－ＤＣモ
ジュールまたはＡＣ－ＤＣモジュールが他の仕様のＤＣ－ＤＣモジュールまたはＡＣ－Ｄ
Ｃモジュールと交換されることができる。たとえば、結合性電源デバイスが電池充電器で
あるならば、電池充電キャビティを備えたＤＣ－ＤＣモジュールは異なるタイプの電池に
対して異なるタイプの電池充電キャビティを有するＤＣ－ＤＣモジュールと交換されるこ
とができる。例えば、単３電池充電キャビティを備えたＤＣ－ＤＣモジュールは、単４電
池またはリチウム電池充電キャビティを備えたＤＣ－ＤＣモジュールと交換されることが
できる。ＡＣ－ＤＣモジュールは、また、異なる仕様のプラグを有するＡＣ－ＤＣモジュ
ールと交換されることができる。結合性電源デバイスが発光ダイオード電源であるならば
、ＤＣ－ＤＣモジュールは異なる数の発光ダイオード用のＤＣ－ＤＣモジュールと交換さ
れることができる。結合性電源デバイスが可変コンバータを備えたトランスであるならば
、ＡＣ－ＤＣモジュールは異なる仕様のコンバータを有するＡＣ－ＤＣモジュールと交換
されることができる。
【００３２】
　　　さらに、一旦ＡＣ－ＤＣモジュールの保安検査が完了されると、本発明の結合性電
源デバイスのＤＣ－ＤＣモジュールが交換可能であるので、ＡＣ－ＤＣモジュールが異な
る種類のＤＣ－ＤＣモジュールと協同して販売のためのそのスケーラビリティおよび便宜
を促進することができ、および、ＡＣ－ＤＣモジュールだけが保安検査を実行される必要
がある。したがって、本発明の結合性電源デバイスは電源デバイスの製品化までの時間を
短縮することができる。さらに、本発明の結合性電源デバイスのＤＣ－ＤＣモジュールま
たはＡＣ－ＤＣモジュールが他の仕様のＤＣ－ＤＣモジュールまたはＡＣ－ＤＣモジュー
ルと交換されることができるので、ユーザは異なるモバイル装置用の異なる電池充電器ま
たはトランスを持ち歩く必要がなく、交換するために必要なモジュールを持ち歩く必要が
あるだけであり、それによって、ユーザが持ち歩く必要があるトランスまたは電池充電器
の重量が、減らされることができる。
【００３３】
　　　前述の記述は、本発明の好ましい一実施態様である。この実施態様が説明の目的の
みに記載されて限定されないこと、および多数の変更および修正が、本発明の趣旨および
範囲から逸脱することなく、当業者によって実践されることができるということ、を認識
するべきである。それらが主張される本発明の有効範囲またはそれの同等物内に起こる限
り、全てのこの種の修正および変更が含まれることを意図する。
【符号の説明】
【００３４】
１０　結合性電源デバイス
２０　結合性電源デバイス
１０１　ＡＣ－ＤＣモジュール
１０２　ＤＣ－ＤＣモジュール
２０１　ＡＣ－ＤＣモジュール
２０２　ＤＣ－ＤＣモジュール
１０１１　上部ケース
１０１２　下部ケース
１０１３　回路ボード
１０１４　突設された部分
１０１５　フランジ
１０１６　キャビティ
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１０１７　突設された部分
１０１８　フランジ
１０１９　導電性スライス
１０２０　キャビティ
１０２１上部ケース
１０２２　下部ケース
１０２３　回路ボード
１０２４　凹部
１０２５　フランジ
１０２６　可撓性スライス
１０２７　突設された部材
１０２８　凹部
１０２９　フランジ
１０３０　導電性スライス
１０３１　キャビティ
２０１１　上部ケース
２０１２　導電性スライス
２０１３　固定部材
２０１４　固定ラック
２０１５　回転可能なラック
２０１６　下部ケース
２０１７　孔部
２０１８　孔部
２０１９　バフル
２０２０　バフル
２０２１　本体
２０２２　ピン
２０２３　ピン



(11) JP 2013-66359 A 2013.4.11

【図１】

【図２】



(12) JP 2013-66359 A 2013.4.11

【図３】



(13) JP 2013-66359 A 2013.4.11

【図４】

【図５】



(14) JP 2013-66359 A 2013.4.11

【図６】

【図７】



(15) JP 2013-66359 A 2013.4.11

【図８】

【図９】



(16) JP 2013-66359 A 2013.4.11

【図１０】

【図１１】



(17) JP 2013-66359 A 2013.4.11

【図１２】



(18) JP 2013-66359 A 2013.4.11

【図１３】

【図１４】



(19) JP 2013-66359 A 2013.4.11

【図１５】

【図１６】



(20) JP 2013-66359 A 2013.4.11

フロントページの続き

Ｆターム(参考) 5H006 HA06 
　　　　 　　  5H730 ZZ01 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

