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(57)【要約】
    
【課題】動作電力を提供する外部電力供給装置に連結さ
れ、節電機能を有するマザーボードを提供する。
【解決手段】動作電力を提供する外部電力供給装置に連
結され、且つ節電機能を有するマザーボード（１３０）
であって、待機電力を提供するバッテリー（１３３）と
、ターンオンモードにおいて前記動作電力を受け取り、
シャットダウンモードにおいて、前記動作電力を受け取
らずに前記待機電力を受け取る処理装置（１３１）と、
を含む。さらに、前記ターンオンモードにおいて、前記
処理装置は前記バッテリーに対して充電を行い、前記シ
ャットダウンモードにおいて、前記処理装置は特定の状
況が発生したかどうかを検出し、前記特定の状況が発生
した場合に前記処理装置は予め定められた動作を実行す
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動作電力を提供する外部電力供給装置に連結され、且つ節電機能を有するマザーボード
であって、
　待機電力を提供するバッテリーと、
　ターンオンモードにおいて前記動作電力を受け取り、シャットダウンモードにおいて、
前記動作電力を受け取らずに前記待機電力を受け取る処理装置と、
を含むことを特徴とする、節電機能を有するマザーボード。
【請求項２】
　前記ターンオンモードにおいて、前記処理装置は前記バッテリーに対して充電を行うこ
とを特徴とする請求項１に記載の節電機能を有するマザーボード。
【請求項３】
　前記シャットダウンモードにおいて、前記処理装置は特定の状況が発生したかどうかを
検出し、前記特定の状況が発生した場合、前記処理装置は予め定められた動作を実行する
ことを特徴とする請求項１に記載の節電機能を有するマザーボード。
【請求項４】
　前記特定の状況は、前記処理装置が外部装置が発したイネーブル信号を受け取ったこと
であることを特徴とする請求項３に記載の節電機能を有するマザーボード。
【請求項５】
　前記処理装置は、前記イネーブル信号に基づいて前記動作電力を新たに受け取り、前記
待機電源を受け取らずに前記ターンオンモードに再び入ることを特徴とする請求項４に記
載の節電機能を有するマザーボード。
【請求項６】
　前記外部装置はマウスと、キーボードと、インターネットとを含むことを特徴とするこ
とである請求項４に記載の節電機能を有するマザーボード。
【請求項７】
　前記処理装置は電源起動信号（ＰＳＯＮ）に基づいて、前記動作電力および前記待機電
力の何れを受け取るのかを決めることを特徴とする請求項１に記載の節電機能を有するマ
ザーボード。
【請求項８】
　スタンバイモードにおいて、前記処理装置は前記動作電力を受け取らずに、前記待機電
力を受け取ることを特徴とする請求項１に記載の節電機能を有するマザーボード。
【請求項９】
　前記動作電力または前記待機電力を受け取る本体ユニットと、
　前記外部電力供給装置と前記本体ユニットの間に連結される第一スイッチと
　前記本体ユニットと前記バッテリーとの間に連結される第二スイッチとを更に含み、
　前記ターンオンモードの時、前記第一スイッチは閉じられて、前記第二スイッチは開け
られ、前記シャットダウンモードの時、前記第一スイッチは開けられて、前記第二スイッ
チは閉じられることを特徴とする請求項１に記載の節電機能を有するマザーボード。
【請求項１０】
　イネーブル信号に基づいて、前記第一スイッチおよび前記第二スイッチの開閉を決める
制御ユニットを更に含むことを特徴とする請求項９に記載の節電機能を有するマザーボー
ド。
【請求項１１】
　前記第一スイッチと前記第二スイッチの開閉に用いるベーシックインプット/アウトプ
ットシステム（ＢＩＯＳ）を更に含むことを特徴とする請求項９に記載の節電機能を有す
るマザーボード。
【請求項１２】
　前記処理装置から提供された制御信号に基づいて作動し、前記バッテリーの使用状態を
表示するのに用いられる指示装置を更に含む請求項１に記載の節電機能を有するマザーボ
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ード。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はマザーボードに関し、特に、節電機能を有するマザーボードに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＥｕＰはEnergy-using Products（エネルギーを使用する製品）の略であり、欧州連合
がシステム全体の電力消費量の規定を定義するのに用いられる。市場ではＥｕＰの本質は
節電指令であるとよく誤解されているが、実はエコデザイン（eco-design）指令である。
そのポイントは製品を設計する際に、その製品が各ライフサイクル段階の各種の環境にお
ける影響を低減させることを考慮している。
【０００３】
　ＥｕＰの要求に基づくと、設計者が新しい製品を設計する際には、製品のライフサイク
ルの生態設計理念を貫く必要があり、単に、機能、性能、材料、構造、外観、共通性、安
全性、包装、コスト、標準、認証などの典型的な要素だけを考慮するのでなく、製品全体
のライフサイクルがエネルギー源、環境、自然資源に対しての影響レベルを同時に考慮し
、且つＥｕＰの要求を満たさなければならない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的は、節電機能を有するマザーボードを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は動作電力を提供する外部電力供給装置に連結される、節電機能を有するマザー
ボードを提供する。本発明の節電機能を有するマザーボードは、待機電源を提供するバッ
テリーと、ターンオンモードにおいて動作電力を受け取り、シャットダウンモードにおい
て動作電力を受け取らずに待機電力を受け取る処理装置とを含む。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明のマザーボードよれば、節電機能を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の操作システムの概略図である。
【図２】本発明の処理装置の一つの実施例である。
【図３】本発明の他の操作システムの概略図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　本発明についての目的、特徴、長所が一層明確に理解されるよう、以下に実施形態を例
示し、図面を参照にしながら、詳細に説明する。
【実施例】
【０００９】
　図１は、本発明の操作システムの概略図である。図に示すように、操作システム１００
は、外部電力供給装置１１０と、マザーボード１３０とを含む。図に示すように、外部電
力供給装置１１０がマザーボード１３０の外に設置され、動作電源ＶＯＰを提供するため
に用いられる。本実施例において、マザーボード１３０はエネルギーを使用する製品（En
ergy using Products）であり、節電機能を有し、且つ処理装置１３１と、バッテリー１
３３とを含む。
【００１０】
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　マザーボードの基本的な構造は当該技術分野において周知のため、図１において詳細に
は示していない。また、本発明では、処理装置１３１の構造を特に制限はしない。外部電
力供給装置１１０より発生される動作電源ＶＯＰ、またはバッテリー１３３より発生され
る待機電源ＶＳＴを受け取れる限り、如何なる電子装置を本発明の処理装置１３１に用い
てよい。
【００１１】
　ターンオンモードにおいて、処理装置１３１は外部電力供給装置１１０からの動作電源
ＶＯＰを受け取る。一方、シャットダウンモードにおいて、処理装置１３１は動作電源Ｖ

ＯＰを受け取らずに、バッテリー１３３から発生される待機電源ＶＳＴを受け取る。
【００１２】
　シャットダウンモードにおいて、マザーボード１３０は外部電力供給装置１１０より提
供された動作電源ＶＯＰを受け取らないため、操作システム１００のシャットダウンモー
ドにおいての交流電力の総消費量はほぼ０Ｗとなり、節電の機能を達成することができる
。マザーボード１３０がシャットダウンモードにおいての交流電力の総消費量が１．００
Ｗより小さいので、マザーボード１３０を欧州連合が定義するエネルギーを使用する製品
（ＥｕＰ）とすることができる。
【００１３】
　他の実施例において、操作システム１００がＳ３モード（即ち、スタンバイまたは休眠
モード）になったとき、処理装置１３１は動作電源ＶＯＰを同様に受け取らずに、バッテ
リー１３３から発生される待機電源ＶＳＴを受け取り、交流電力の過度な消費を防止する
のに用いられる。
【００１４】
　本発明ではバッテリー１３３の種類を特に限定しない。バッテリー１３３はアルカリ電
池、または充電池である。例を挙げると、バッテリー１３３が充電池である場合、処理装
置１３１はシャットダウンモードにおいて、この充電池の電力を使用し、ターンオンモー
ドにおいて、充電池に対して充電を行うことによって、充電池に十分な電力を確保するこ
とができる。
【００１５】
　シャットダウンおよびスタンバイモードの何れかにおいて、処理装置１３１は特定の状
況が発生したかどうかを検出する必要がある。特定の状況が発生した場合、処理装置１３
１は予め定められた動作（predetermined action）を実行する。一つの実施例において、
この特定の状況は、処理装置１３１が外部装置（例えば、マウス、キーボード、またはイ
ンターネット）から発するイネーブル信号（enable signal）を受け取ることを指す。
【００１６】
　例を挙げると、操作システム１００はセキュリティ機能を有するコンピューターである
。操作システム１００は、正確なパスワードを受けた時だけ、ターンオン動作を実行する
。ユーザーはキーボードまたはマウスによって、正確なパスワードを入力することができ
る。シャットダウンモードにおいて、処理装置１３１は待機電源ＶＳＴを受け取るので、
処理装置１３１は（例えば、キーボード制御装置（keyboard controller））は正確なパ
スワードを入力したかどうかを検出することができる。仮に、正確なパスワードを受け取
った時、処理装置１３１は動作電源ＶＯＰを新たに受け取り、待機電源ＶＳＴを受け取ら
ずにターンオンモードに再び入る。
【００１７】
　他の実施例において、処理装置１３１は記憶ユニット（storage unit）である。本発明
では記憶ユニット（storage unit）の種類を特に限定しない。ある実施例において、記憶
ユニット（storage unit）には、ディーディーアール・エスディーラム（ＤＤＲ　ＳＤＲ
ＡＭ（Double Date Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory））、フラッシュ
メモリ(flash memory)、またはハードディスク(hard disk)を用いてよい。スタンバイモ
ード（完全にシャットダウンしていない）において、メモリは保存されたデータを維持さ
せるために電源を必要とする。従って、スタンバイモードにおいて、待機電源ＶＳＴを記
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憶ユニット（storage unit)に提供する。
【００１８】
　他の実施例において、処理装置１３１は検出器であり、イネーブル信号（enable signa
l）を受け取ったかどうかを検出するのに用いられ、このイネーブル信号（enable signal
）は遠端制御装置により発する。この実施例において、マザーボード１３０がシャットダ
ウンモードにあっても、相変わらず電源（例えば、ＶＳＴ）を処理装置１３１に提供する
必要があり、処理装置１３１は遠端制御装置がイネーブル信号（enable signal）を出力
したかどうかを検出させることができ、且つ受け取ったイネーブル信号（enable signal
）に基づいて、予め定められた動作（例えば、ターンオン）を実行する。
【００１９】
　例を挙げると、マザーボード１３０をネットワークケーブル（図示せず）によって、遠
端制御装置に接続する。遠端制御装置がイネーブル信号（例えば、ターンオン信号）を送
ると、処理装置１３１はシャットダウンまたはスタンバイモードにおいて、待機電源ＶＳ

Ｔを受け取るので、即時にシャットダウンモードからターンオンモードに切換わることが
できる。
【００２０】
　他の実施例において、処理装置１３１は中央処理装置（ＣＰＵ）から受け取った電源起
動信号（ＰＳＯＮ）に応じて動作電源ＶＯＰおよび待機電源ＶＳＴの何れを受け取るのか
を決めることができる。例を挙げると、中央処理装置が電源起動信号（ＰＳＯＮ）を受け
取ったときは、処理装置１３１は動作電源ＶＯＰを受け取る。中央処理装置が電源起動信
号（ＰＳＯＮ）を受け取っていないときは、処理装置１３１は待機電源ＶＳＴを受け取る
。
【００２１】
　図２は本発明の処理装置の一つの実施例である。本実施例において、処理装置１３１は
スイッチＳＷ１と、スイッチＳＷ２と、検出制御ユニット２１０と、本体ユニット２３０
とを有する。スイッチＳＷ１は外部電力供給装置１１０と本体ユニット２３０との間に接
続される。スイッチＳＷ１が閉じた時、動作電源ＶＯＰを本体ユニット２３０に提供する
ことができる。
【００２２】
　スイッチＳＷ２は本体ユニット２３０とバッテリー１３３との間に接続される。スイッ
チＳＷ２が閉じた時、待機電源ＶＳＴを本体ユニット２３０に提供することができる。本
発明では本体ユニット２３０の種類を特に限定しない。ある実施例において、本体ユニッ
ト２３０には、上記のキーボード制御装置、ＤＤＲ　ＳＤＲＡＭ、またはその他の待機電
源を必要とする電子装置を用いてよい。
【００２３】
　本実施例において、処理装置１３１は検出制御ユニット２１０を有する。検出制御ユニ
ット２１０はイネーブル信号（例えば、ＰＳＯＮ）に基づいて、スイッチＳＷ１およびＳ
Ｗ２を開閉を決める。本発明ではイネーブル信号（enable signal）の種類を限定せずに
、操作システム１００のターンオンとシャットダウンに関する信号であれば、いずれも前
記イネーブル信号とすることができる。
【００２４】
　例を挙げると、検出制御ユニット２１０が信号ＰＳＯＮを検出した時、スイッチＳＷ１
を閉じて、スイッチＳＷ２を開けるので、マザーボード１３０がターンオンモードに入る
ことができる。検出制御ユニット２１０が信号ＰＳＯＮを検出していない時、スイッチＳ
Ｗ１を開けて、スイッチＳＷ２を閉じるので、マザーボード１３０はシャットダウンまた
はスタンバイモードに入ることができる。
【００２５】
　他の実施例において、ベーシックインプット／アウトプットシステム（ＢＩＯＳ）を利
用してスイッチＳＷ１およびＳＷ２を開閉する。この実施例において、ユーザーはＢＩＯ
Ｓ内に節電機能を起動するかどうかを設定することができる。仮に、節電機能が起動され
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た時、シャットダウンモードにおいて、スイッチＳＷ１は開放されてスイッチＳＷ２が閉
じられるので、バッテリーから待機電源ＶＳＴが供されて、交流電力の消費量を低減する
ことができる。
【００２６】
　本発明では、節電機能の起動方式を特に限定しない。他の実施例において、操作システ
ム１００の筐体にスイッチを設置することができる。ユーザーは必要に応じて操作システ
ム１００の筐体のスイッチのＯＮ／ＯＦＦを決めることができる。前記スイッチがＯＮの
時は、節電機能が起動したことを表す。
【００２７】
　図３は本発明の操作システムの他の概略図である。図３は図１に近似しており、相違す
る所は、図３に指示装置３３５を備えたことである。この実施例において、処理装置３３
１はバッテリー３３３の状態に基づいて制御信号ＶＣを提供し、指示装置３３５を制御す
る。この指示装置３３５によって、ユーザーはバッテリー３３３の状態（充電中、電力供
給中、または故障状態にある）を知ることができる。
【００２８】
　本発明では指示装置３３５の種類を特に限定しない。バッテリー３３３の状態を表すこ
とができる限り、如何なる装置を指示装置３３５に用いることができる。例を挙げると、
一つの実施例において、指示装置３３５は少なくとも一つの発光ダイオード（ＬＥＤ）を
有する。発光ダイオードが異なる色（例えば、赤、緑、青など）の光を発することによっ
て、バッテリー３３３の状態をそれぞれ表すことができる。他の実施例において、指示装
置３３５は表示パネルである。表示パネルに表示された情報によって、ユーザーはバッテ
リー３３３の使用状態（充電中、電力供給中、または故障状態にある）を認識することが
できる。
【００２９】
　上記の実施例において、指示装置３３５は視覚（例えば、発光または画像）によって、
バッテリー３３３の現在の使用状況を知らせる。他の実施例において、指示装置３３５は
聴覚によって、バッテリー３３３の現在の使用状況を知らせる。例を挙げると、バッテリ
ー３３３が故障した時、指示装置３３５は警告音を発し、ユーザーに即時に知らせる。
【００３０】
　以上、本発明の好適な実施例を例示したが、これは本発明を限定するものではない。本
発明の趣旨及び範囲を逸脱しない限りにおいては、当業者であれば行い得る多少の変更や
変形を付加することが可能である。従って、本発明が請求する保護範囲は、特許請求の範
囲を基準とする。
【符号の説明】
【００３１】
　１００　操作システム
　１１０　外部電力供給装置
　１３０　マザーボード
　１３１　処理装置
　１３３　バッテリー
　ＳＷ１　スイッチ
　ＳＷ２　スイッチ
　２１０　検出制御ユニット
　２３０　本体ユニット
　３００　操作システム
　３１０　外部電力供給装置
　３３０　マザーボード
　３３１　処理装置
　３３３　バッテリー
　３３５　指示装置
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