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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】パワー損失およびパワー効率が改善されること
ができるように、導電性ワイヤの使用および単に回路を
減少させるために電源およびそれに施着された着脱可能
なケーブルアセンブリを備えた電源を提供する。
【解決手段】マザーボードは、入力パワーを第１のＡＣ
出力パワーに変換するトランスおよび第１のＡＣ出力パ
ワーを第１のＤＣ出力パワーにするフィルタを備える。
第１のソケットは、第１のＤＣ出力パワーを供給する導
体端子経由で、マザーボードの回路に電気的に接続され
る。マザーボードに電気的に接続されたプリント回路基
板上に取り付けられたＤＣ－ＤＣコンバータモジュール
は、第１のＤＣ出力パワーを第２のＤＣ出力パワーおよ
び第３のＤＣ出力パワーに変換するＤＣ－ＤＣコンバー
タ、ならびに、プリント回路基板の導電性経路を用いて
第２のＤＣ出力パワーおよび第３のＤＣ出力パワーを供
給する第２のソケットを備える。
【選択図】図２
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
電源であって、
マザーボードであって、
入力パワーを第１のＡＣ出力パワーに変換するために動作可能なトランスと、
前記第１のＡＣ出力パワーを受け入れ、かつ前記第１のＡＣ出力パワーにフィルタをかけ
て第１のＤＣ出力パワーにするために動作可能なフィルタと、を備えたマザーボードと、
前記マザーボード上に取り付けられ、かつ前記第１のＤＣ出力パワーを供給するための少
なくとも一つの導体端子を経由して前記マザーボードの回路に電気的に接続される第１の
ソケットと、
前記マザーボードに電気的に接続されるプリント回路基板上に取り付けられるＤＣ－ＤＣ
コンバータモジュールであって、
前記第１のＤＣ出力パワーを受け入れ、かつ前記第１のＤＣ出力パワーを第２のＤＣ出力
パワーおよび第３のＤＣ出力パワーに変換するために動作可能なＤＣ－ＤＣコンバータ、
を備えるモジュールと、
前記プリント回路基板と第２のソケットとの間の導電接続によって前記第２のＤＣ出力パ
ワーおよび前記第３のＤＣ出力パワーを供給するために動作可能な前記第２のソケットと
、
着脱可能なケーブルアセンブリであって、複数の導電性ワイヤ、前記第１のソケットに接
続されるように動作可能な第１のコネクタ、前記第２のソケットに接続されるための第２
のコネクタ、および第３のコネクタ、を備え、前記導電性ワイヤが、前記第３のコネクタ
が前記第１のＤＣ出力パワー、前記第２のＤＣ出力パワーおよび前記第３のＤＣ出力パワ
ーの１つに供給するために動作可能であるように、前記第３のコネクタを前記第１のコネ
クタおよび前記第２のコネクタに接続するように活用される、ケーブルアセンブリと、を
備える電源。
【請求項２】
請求項１に記載の電源であって、さらに、ハウジングであって、
前記第１のソケットおよび前記第２のソケットを収容するために動作可能な第１の穴およ
び第２の穴を備えた後面パネルと、
その上に前記マザーボードを固定するために動作可能な底部パネルと、を備えるハウジン
グを備える電源。
【請求項３】
請求項１に記載の電源であって、前記マザーボードおよび前記プリント回路基板が、２つ
の分離されたかつ個々のボードである、ことを特徴とする電源。
【請求項４】
請求項１に記載の電源であって、前記第１のソケットが、導体端子の曲がった部分の主要
面に対してほぼ垂直な方向に前記曲がった部分から延出する脚部部分を含む少なくとも一
つの前記導体端子を有し、および前記導体端子の前記脚部部分が、前記マザーボードに挿
入され、かつ前記マザーボードの前記回路に電気的に接続される、ことを特徴とする電源
。
【請求項５】
請求項１に記載の電源であって、前記第２のソケットが、前記ＤＣ－ＤＣコンバータモジ
ュールの前記プリント回路基板上にほぼ垂直に挿入され、かつ前記プリント回路基板の前
記回路に電気的に結合される少なくとも一本の導体端子を備える、ことを特徴とする電源
。
【請求項６】
電源であって、
マザーボードであって、
入力パワーを第１のＡＣ出力パワーに変換するために動作可能なトランスと、
前記第１のＡＣ出力パワーを受け入れ、かつ前記第１のＡＣ出力パワーにフィルタをかけ
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て第１のＤＣ出力パワーにするために動作可能なフィルタと、を備えたマザーボードと、
前記マザーボードに電気的に接続されるプリント回路基板上に取り付けられるＤＣ－ＤＣ
コンバータモジュールであって、
前記第１のＤＣ出力パワーを受け入れ、かつ前記第１のＤＣ出力パワーを第２のＤＣ出力
パワーおよび第３のＤＣ出力パワーに変換するために動作可能なＤＣ－ＤＣコンバータ、
を備えるモジュールと、
前記プリント回路基板とソケットとの間の導電接続によって前記第２のＤＣ出力パワーお
よび前記第３のＤＣ出力パワーを供給するために動作可能な前記ソケットと、
着脱可能なケーブルアセンブリであって、複数の導電性ワイヤ、前記ソケットに接続され
るように動作可能な第１のコネクタ、前記第２のＤＣ出力パワーおよび前記第３のＤＣ出
力パワーの１つを供給するための第２のコネクタ、を備え、前記導電性ワイヤが、前記第
２のコネクタを前記第１のコネクタに接続するように活用される、ケーブルアセンブリと
、を備える電源。
【請求項７】
請求項６に記載の電源であって、さらに、ハウジングであって、
前記ソケットを収容するために動作可能な穴を備えた後面パネルと、
その上に前記マザーボードを固定するために動作可能な底部パネルと、を備えるハウジン
グを備える電源。
【請求項８】
請求項６に記載の電源であって、前記マザーボードおよび前記プリント回路基板が、２つ
の分離されたかつ個々のボードである、ことを特徴とする電源。

【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、電源および着脱可能な電源ケーブルアセンブリに、ならびに、特にマザーボ
ードと異なる個々のプリント回路基板上に取り付けられたＤＣ－ＤＣコンバータモジュー
ルおよびそれに施着された着脱可能な電源ケーブルアセンブリを含む電源に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図１を参照して、従来の電源の斜視図が、例示される。図１に示すように、電源１００
はマザーボード１１０およびハウジング１２０を含む。典型的なマザーボード１１０の一
例は、一般にマザーボード１１０上に取り付けられたトランス１１１、コンデンサ、抵抗
器、フィルタ、などのようないくつかの基本構成部品を備える。マザーボード１１０は、
外部電源からＡＣ入力パワーを受け入れて、電源１００から電源１００に結合される着脱
可能なケーブル経由でコンピュータケースの内側に配設される構成部品まで、ＤＣ出力パ
ワーを供給するために入力ソケット１１２によって外部電源に電気的に接続され、トラン
ス１１１が、受け入れられたＡＣ入力パワーを１２ボルトのＡＣパワー、５ボルトのＡＣ
パワーおよび／または３．３ボルトのＡＣパワーに変換し、および、１２ボルトのＡＣパ
ワー、５ボルトのＡＣパワーおよび／または３．３ボルトのＡＣパワーがフィルタによっ
てフィルタをかけられて１２ボルトのＤＣパワー、５ボルトのＤＣパワーおよび／または
３．３ボルトのＤＣパワーを供給する。１２ボルトのＤＣパワー、５ボルトのＤＣパワー
および／または３．３ボルトのＤＣパワーは、マザーボード１１０からソケット１１７ま
で１２ボルトのＤＣパワー、５ボルトのＤＣパワーおよび／または３．３ボルトのＤＣパ
ワーを供給するために複数のワイヤ１１３Ａ、１１３Ｂ、１１４Ａ、１１４Ｂ、１１５Ａ
、１１５Ｂ、１１６Ａおよび１１６Ｂによって、ソケット１１７に接続されて配電される
。マザーボード１１０からソケット１１７までそれぞれ１２ボルトのＤＣパワー、５ボル
トのＤＣパワーおよび／または３．３ボルトのＤＣパワーを供給するために、複数のワイ
ヤ１１３Ａ、１１３Ｂ、１１４Ａ、１１４Ｂ、１１５Ａ、１１５Ｂ、１１６Ａおよび１１
６Ｂを活用する必要がある。したがって、電源１００内に活用されるより多くの導電性ワ
イヤがあるので、電源１００の回路はより複雑でより多くのパワー消費量を有する。換言
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すれば、マザーボード１１０とソケット１１７との間に電気的に接続されるより多くの導
電性ワイヤがあり、それは、より高い抵抗およびより多くのパワー損失を意味する。
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００３】
　したがってパワー損失およびパワー効率が改善されることができるように、導電性ワイ
ヤの使用および単に回路を減少させるために電源およびそれに施着された着脱可能な電源
ケーブルアセンブリを提供することが、望ましいであろう。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本考案の主目的は、マザーボードおよび個々のプリント回路基板が２つの分離されたボ
ードであり、そこにおいてＤＣ－ＤＣコンバータモジュールが、個々のプリント回路基板
上に取り付けられ、およびただ２本の導電性ワイヤだけがＤＣ－ＤＣコンバータモジュー
ルをマザーボードに電気的に接続するために活用されるので、導電性ワイヤの使用および
単に電源の回路を減少させることができるＤＣ－ＤＣコンバータモジュールおよびそれに
施着された電源ケーブルアセンブリを有する電源を提供することである。したがって、よ
り多くの導電性ワイヤが除去されることができる。
【０００５】
　本考案の別の目的は、導電性ワイヤの使用の減少、そこにおいてマザーボードおよび個
々のプリント回路基板が、２つの分離されたボードであり、ならびにマザーボードおよび
個々のプリント回路基板の回路がそれぞれ設計されることができるので、パワー損失およ
び電圧降下問題を減少させることができるＤＣ－ＤＣコンバータモジュールおよびそれに
施着された電源ケーブルアセンブリを有する電源を提供することである。
【０００６】
　本考案の別の目的は、パワー損失および導電性ワイヤの使用の減少のために、パワー効
率を改善することができるＤＣ－ＤＣコンバータモジュールおよびそれに施着された電源
ケーブルアセンブリを有する電源を提供することである。
【０００７】
　本考案の別の目的は、製造費用が減少させられることができ、および電源の効率が改善
されることができるように、マザーボードおよび個々のプリント回路基板が２つの分離さ
れたボードであるので、容易に修復されるかまたは交換されることができるＤＣ－ＤＣコ
ンバータモジュールおよびそれに施着された電源ケーブルアセンブリを有する電源を提供
することである。
【０００８】
　したがって、一つのまたはいくつかのまたは全ての上記目的を達成するために、本考案
は、電源であって、
マザーボードであって、
入力パワーを第１のＡＣ出力パワーに変換するために動作可能なトランスと、
第１のＡＣ出力パワーを受け入れて、第１のＡＣ出力パワーにフィルタをかけて第１のＤ
Ｃ出力パワーにするために動作可能なフィルタと、を備えたマザーボードと、
マザーボード上に取り付けられて、第１のＤＣ出力パワーに供給するための少なくとも一
つの導体端子を経由してマザーボードの回路に電気的に接続される第１のソケットと、
マザーボードに電気的に接続されるプリント回路基板上に取り付けられるＤＣ－ＤＣコン
バータモジュールであって、
第１のＤＣ出力パワーを受け入れて、第１のＤＣ出力パワーを第２のＤＣ出力パワーおよ
び第３のＤＣ出力パワーに変換するために動作可能なＤＣ－ＤＣコンバータ、を備えるモ
ジュールと、
プリント回路基板と第２のソケットとの間の導電接続によって第２のＤＣ出力パワーおよ
び第３のＤＣ出力パワーを供給するために動作可能な第２のソケットと、
着脱可能なケーブルアセンブリであって、複数の導電性ワイヤ、第１のソケットに接続さ
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れるように動作可能な第１のコネクタ、第２のソケットに接続されるための第２のコネク
タ、および第３のコネクタ、を備え、この導電性ワイヤが、第３のコネクタが第１のＤＣ
出力パワー、第２のＤＣ出力パワーおよび第３のＤＣ出力パワーの１つに供給するために
動作可能であるように、第３のコネクタを第１のコネクタおよび第２のコネクタに接続す
るように活用される、ケーブルアセンブリと、を備える電源を提供する。
【０００９】
　本考案のこれらのおよび他の特徴および効果の１つまたは一部または全部が、単に本考
案を実施するために最適なモードの１つの例証として、図と共に記載された本考案の好ま
しい実施態様がある、以下の記述からこの技術の当業者に直ちに明らかになるであろう。
理解されるように、本考案は異なる実施態様が可能であり、および、そのいくつかの詳細
は本考案から逸脱することなく、全てさまざまな、明白な態様における変更が可能である
。したがって、この図面および記述は本質的に例証となり、および、限定的でないとみな
される。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】従来の電源の斜視図を示す。
【図２】本考案の好ましい一実施態様に従うＤＣ－ＤＣコンバータモジュールを有する電
源の斜視図を示す。
【図３】本考案の好ましい一実施態様に従うＤＣ－ＤＣコンバータモジュールを有する電
源の斜視図を示す。
【図４Ａ】本考案の好ましい一実施態様に従うＤＣ－ＤＣコンバータモジュールおよびそ
れに施着された着脱可能な電源ケーブルアセンブリを有する電源の斜視図を示す。
【図４Ｂ】本考案の好ましい一実施態様に従うＤＣ－ＤＣコンバータモジュールおよびそ
れに施着された着脱可能な電源ケーブルアセンブリを有する電源の斜視図を示す。
【図４Ｃ】本考案の好ましい一実施態様に従うＤＣ－ＤＣコンバータモジュールおよびそ
れに施着された着脱可能な電源ケーブルアセンブリを有する電源の斜視図を示す。
【図４Ｄ】本考案の好ましい一実施態様に従うＤＣ－ＤＣコンバータモジュールおよびそ
れに施着された着脱可能な電源ケーブルアセンブリを有する電源の斜視図を示す。
【図４Ｅ】本考案の好ましい一実施態様に従うＤＣ－ＤＣコンバータモジュールおよびそ
れに施着された着脱可能な電源ケーブルアセンブリを有する電源の斜視図を示す。
【考案を実施するための形態】
【００１１】
　本考案の詳細な実施態様がここに開示されるが、しかしながら、開示された実施態様が
単にさまざまな形式で具体化されることができる本考案の例証となるだけであることが、
理解されるべきである。加えて、本考案のさまざまな実施態様と関連して与えられる実例
の各々は、例証となり、かつ限定的でないことを目的とされる。更に、図は必ずしも一定
の比率であるというわけではなく、いくつかの特徴は、特定の構成部品の詳細を示すため
に誇張される場合がある。したがって、本願明細書において開示される特定の構造上およ
び機能的詳細は、制限として解釈されるべきでなく、しかし単に当業者に本考案をさまざ
まに使用することを教示するための代表的なベースとしてだけ解釈されるべきである。
【００１２】
　図２－３を参照して、本考案の好ましい一実施態様に従うＤＣ－ＤＣコンバータモジュ
ールおよび着脱可能な電源ケーブルアセンブリを有する電源の斜視図が、例示される。図
２－３に示すように、電源２００はマザーボード２１０、ＤＣ－ＤＣコンバータモジュー
ル２１３およびハウジング２２０を含む。ハウジング２２０の一例は、後面パネル２１９
、底部パネル２２１および前面パネル２２２によって画成される内部体積を含む。電源２
００の前面パネル２２２に取付けられる従来の入力ソケット２１２および従来のオン／オ
フ動作のスイッチ２１６を含むが、これに限定されるものではない。入力ソケット２１２
は、例えば、レセプタクルまたは他のコンセントから電源２００まで電流を供給するため
にそれに対して電源コードの接続を可能にする、パーソナルコンピュータ産業内で使用さ
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れる従来のタイプであることができる。底部パネル２２１は、その上にマザーボード２１
０を固定するために活用される。さらに、電源の供給はオン／オフ動作のスイッチ２１６
によって制御されることができる。
【００１３】
　いずれにせよ、典型的な電源２００が一般に、マザーボード２１０上に取り付けられた
トランス２１１、コンデンサ、抵抗器、フィルタ、などのようないくつかの基本構成部品
を備えることは、今日、公知である。マザーボード２１０は、外部電源からＡＣ入力パワ
ーを受け入れて、電源２００から、電源２００に結合される着脱可能なケーブル経由でコ
ンピュータケースの内側に配設される構成部品まで、ＤＣ出力パワーを供給するために入
力ソケット２１２によって外部電源に電気的に接続され、トランス２１１が、受け入れら
れたＡＣ入力パワーを１２ボルトのＡＣパワーに変換し、および、１２ボルトのＡＣパワ
ーがフィルタによってフィルタをかけられて１２ボルトのＤＣパワーを供給する。
【００１４】
　１２ボルトのＤＣパワーは、少なくとも一対のワイヤ２１４および２１５によってＤＣ
－ＤＣコンバータモジュール２１３に配電される。示すように、ＤＣ－ＤＣコンバータモ
ジュール２１３の回路は個々のプリント回路基板２２７を含んで、その上に取り付けられ
る。ＤＣ－ＤＣコンバータモジュール２１３および個々のプリント回路基板２２７は、電
源２００のハウジング２２０の後面パネル２１９に固定される。
【００１５】
　ＤＣ－ＤＣコンバータモジュール２１３の設計は、３．３ボルト、５ボルトおよび／ま
たは１２ボルトのような異なる電圧のＤＣ出力パワーを供給するために使用されることが
できる。換言すれば、ＤＣ－ＤＣコンバータモジュール２１３は１２ボルトのＤＣパワー
を３．３ボルトおよび／または５ボルトのＤＣパワーに変換するのに使用されることがで
きるＤＣ－ＤＣコンバータを含む。第１のソケット２１７は、導電性経路を経由してＤＣ
－ＤＣコンバータモジュール２１３の３．３ボルト、５ボルトおよび／または１２ボルト
のような異なる電圧でＤＣ出力パワーに電気的に接続される。この図２－４Ａに示すよう
に、電源２００の後面パネル２１９に取り付けられる第１のソケット２１７は出力ソケッ
ト（例えば３．３ボルト、５ボルトおよび／または１２ボルトの出力ソケット）であるこ
とができる。
【００１６】
　ＤＣ－ＤＣコンバータモジュール２１２は、電源２００のハウジング２２０の後面パネ
ル２１９に固定される。後面パネル２１９は、それぞれ、３．３ボルトのパワー、５ボル
トのパワー、補助パワーおよび周辺パワーおよび／または１２ボルトのパワーを供給する
ための第１のソケット２１７を収容するために、後面パネル２１９に形成される穴２１８
を更に含む。換言すれば、第１のソケット２１７は後面パネル２１９に形成される穴２１
８を通して取り付けられる。第１のソケット２１７は、ＤＣ－ＤＣコンバータモジュール
の個々のプリント回路基板にほぼ垂直に挿入されて、個々のプリント回路基板の回路に電
気的に接続される少なくとも一つの導体端子２２５を活用する。
【００１７】
　加えて、電源２００は導体端子２２４の曲がった部分の主要面に対してほぼ垂直な方向
に曲がった部分から延出する脚部部分を含む少なくとも一つの導体端子２２４を有する第
２のソケット２２３を更に含む。導体端子２２４の脚部部分は、マザーボード２１０に挿
入されて、マザーボード２１０の回路に電気的に接続される。後面パネル２１９は、それ
ぞれ、１２ボルトのＤＣパワー、補助パワーおよび／または周辺を供給するための第２ソ
ケット２２３を収容するために、後面パネル２１９に形成される別の穴２２６を更に含む
。
【００１８】
　本考案によれば、ＤＣ－ＤＣコンバータモジュール２１３は電源２００のマザーボード
２１０から切り離される。加えて、ＤＣ－ＤＣコンバータモジュール２１３およびＤＣ－
ＤＣコンバータモジュール２１３の個々のプリント回路基板上にほぼ垂直に挿入される少
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なくとも一つの導体端子２２５を活用する第１のソケット２１７は、統合されて、個々の
プリント回路基板に構成される。さらに、ただ一対のワイヤ２１４、２１５だけがワイヤ
の使用およびワイヤのパワー損失を減少させるためにＤＣ－ＤＣコンバータモジュール２
１３をマザーボード２１０に電気的に接続するために活用される。
【００１９】
　図４Ａ－４Ｆを参照して、本考案の好ましい一実施態様に従うＤＣ－ＤＣコンバータモ
ジュールおよびそれに施着された着脱可能な電源ケーブルアセンブリを有する電源の斜視
図が例示される。図４Ａ－４Ｂに示すように、電源２００は着脱可能な電源ケーブルアセ
ンブリ３００が電源２００をコンピュータの周辺回路または他の電子デバイス、例えばハ
ードディスク、光ディスクドライバ、マザーボード、などに電気的に接続するように活用
される第１のソケット２１７および第２のソケット２２３を備える。着脱可能な電源ケー
ブルアセンブリ３００は、複数の導電性ワイヤ３３０、第１のコネクタ３１０Ａ、第２の
コネクタ３１０Ｂおよび第３のコネクタ３２０を備える。導電性ワイヤ３３０は、第３の
コネクタ３２０を第１のコネクタ３１０Ａおよび第２のコネクタ３１０Ｂに接続するため
に活用される。第１のコネクタ３１０Ａ、第２のコネクタ３１０Ｂまたは第３のコネクタ
３２０は、プラグまたはソケットでありえる。用語「ソケット」は、（以下に規定される
）「プラグ」と協同して接続可能な／切断可能な電気的接続を形成するデバイスを指すこ
とを目的とする。この種のソケットは例えば、雄型または雌型電気端子構成および雄型ま
たは雌型物理本体構成を有することができる。さらに、用語「プラグ」は、（上に規定さ
れた）「ソケット」と協同して接続可能な／切断可能な電気的接続を形成するデバイスを
指すことを目的とする。この種のプラグは例えば、雄型または雌型電気端子構成および雄
型または雌型物理本体構成を有することができる。一般に、この種のソケットは、ハウジ
ングのような、相対的に固定された構造に結合されるデバイスを指すことを目的とし、お
よびこの種のプラグは、電気ケーブルのような、相対的に移動可能な構造に結合されるデ
バイスを指すことを目的とする。図４Ｂに示すように、雄型コネクタである第３のコネク
タ３２０は２４本のピン（端子）を有する。雄型コネクタである第１のコネクタ３１０Ａ
は、１６本のピン（端子）を有する。雄型コネクタである第２のコネクタ３１０Ｂは、１
０本のピン（端子）を有する。
【００２０】
　着脱可能な電源ケーブルアセンブリ３００および第１のソケット２１７の構成は、異な
るタイプを有する。下の通り示されるいくつかの実例構成が、ある。
１．第３のコネクタ３２０および第１のソケット２１７は、共に嵌合されてその間に電気
的接続を形成することができる。第１のソケット２１７は、第１のソケット２１７がそれ
ぞれ、３．３ボルトのパワー、５ボルトのパワーおよび／または１２ボルトのパワーを供
給することができるように、ＤＣ－ＤＣコンバータモジュールの個々のプリント回路基板
にほぼ垂直に挿入されて、個々のプリント回路基板の回路に電気的に結合される複数の導
体端子２２５を活用する。したがって、第１のコネクタ３１０Ａおよび第２のコネクタ３
１０Ｂは、それぞれ、３．３ボルトのパワー、５ボルトのパワー、１２ボルトのパワー、
または、その組合せを供給することができる。
２．第１のコネクタ３１０Ａおよび第１のソケット２１７は、共に嵌合されてその間に電
気的接続を形成することができ、および第２のコネクタ３１０Ｂおよび第２のソケット２
２３は共に嵌合されてその間に電気的接続を形成することができる。したがって、第３の
コネクタ３２０は３．３ボルトのパワー、５ボルトのパワー、１２ボルトのパワー、また
は、その組合せを供給することができる。
【００２１】
　図４Ｃに示すように、着脱可能な電源ケーブルアセンブリ４００は複数の導電性ワイヤ
４３０、第１のコネクタ４１０、第２のコネクタ４２０、第３のコネクタ４４０Ａおよび
第４のコネクタ４４０Ｂを備える。導電性ワイヤ４３０は、第１のコネクタ４１０、第２
のコネクタ４２０、第３のコネクタ４４０Ａおよび第４のコネクタ４４０Ｂを接続するた
めに活用される。
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【００２２】
　第１のコネクタ４１０、第２のコネクタ４２０、第３のコネクタ４４０Ａおよび第４の
コネクタ４４０Ｂは、プラグまたはソケットでありえる。雄型コネクタである第１のコネ
クタ４１０は、６本のピン（端子）を有する。雄型コネクタである第１のコネクタ３１０
Ａは、１６本のピン（端子）を有する。第２のコネクタ４２０、第３のコネクタ４４０Ａ
および第４のコネクタ４４０Ｂは、シリアルＡＴＡコネクタである。着脱可能な電源ケー
ブルアセンブリ４００の第１のコネクタ４１０および第１のソケット２１７が、共に嵌合
されてその間に電気的接続を形成することができるか、または、着脱可能な電源ケーブル
アセンブリ４００の第１のコネクタ４１０および第２のソケット２２３が共に嵌合されて
その間に電気的接続を形成することができる。第２のコネクタ４２０、第３のコネクタ４
４０Ａおよび第４のコネクタ４４０は、３．３ボルトのパワー、５ボルトのパワー、１２
ボルトのパワー、または、その組合せを供給することができる。
【００２３】
　図４Ｄに示すように、着脱可能な電源ケーブルアセンブリ５００は複数の導電性ワイヤ
５３０Ａ、５３０Ｂ、５３０Ｃ、第１のコネクタ５１０、第２のコネクタ５２０Ａ、第３
のコネクタ５２０Ｂおよび第４のコネクタ５２０Ｃを備える。導電性ワイヤ５３０Ａ、５
３０Ｂ、５３０Ｃは、第１のコネクタ５１０、第２のコネクタ５２０Ａ、第３のコネクタ
５２０Ｂおよび第４のコネクタ５２０Ｃを接続するために活用される。第１のコネクタ５
１０、第２のコネクタ５２０Ａ、第３のコネクタ５２０Ｂおよび第４のコネクタ５２０Ｃ
は、プラグまたはソケットでありえる。雄型コネクタである第１のコネクタ５１０は、６
本のピン（端子）を有する。第２のコネクタ５２０Ａ、第３のコネクタ５２０Ｂおよび第
４のコネクタ５２０Ｃは、雄型コネクタである。着脱可能な電源ケーブルアセンブリ５０
０の第１のコネクタ５１０および第１のソケット２１７が、共に嵌合されてその間に電気
的接続を形成することができるか、または、着脱可能な電源ケーブルアセンブリ５００の
第１のコネクタ５１０および第２のソケット２２３が共に嵌合されてその間に電気的接続
を形成することができる。第２のコネクタ５２０Ａ、第３のコネクタ５２０Ｂおよび第４
のコネクタ５２０Ｃは、３．３ボルトのパワー、５ボルトのパワー、１２ボルトのパワー
、または、その組合せを供給することができる。
【００２４】
　図４Ｅに示すように、着脱可能な電源ケーブルアセンブリ６００は複数の導電性ワイヤ
６３０Ａ、６３０Ｂ、第１のコネクタ６１０、第２のコネクタ６２０Ａおよび第３のコネ
クタ６２０Ｂを備える。導電性ワイヤ６３０Ａ、６３０Ｂは、プラグまたはソケットであ
りえる第１のコネクタ６１０、第２のコネクタ６２０Ａおよび第３のコネクタ６２０Ｂを
接続するように活用される。
【００２５】
　雌型コネクタである第１のコネクタ６１０は、４本のピン（端子）を有する。第２のコ
ネクタ６２０Ａおよび第３のコネクタ６２０Ｂは、４本のピン（端子）を有する雌型コネ
クタである。着脱可能な電源ケーブルアセンブリ６００の第１のコネクタ６１０および第
１のソケット２１７が、共に嵌合されてその間に電気的接続を形成することができるか、
または着脱可能な電源ケーブルアセンブリ６００の第１のコネクタ６１０および第２のソ
ケット２２３が共に嵌合されてその間に電気的接続を形成することができる。第２のコネ
クタ６２０Ａおよび第３のコネクタ６２０Ｂは、３．３ボルトのパワー、５ボルトのパワ
ー、１２ボルトのパワー、または、その組合せを供給することができる。
【００２６】
　従って、本考案によれば、下記のように記載されるいくつかの利点がある。
１．本考案は、従来のＤＣ－ＤＣコンバータの全ての利点および機能を保つことができる
。
２．本考案は、マザーボードにソケットの物理的および電気的接続ができるようにするた
めに、複数の導電性ワイヤによって、マザーボードから電源の後面パネルに形成される穴
を通して取り付けられるソケットに３．３ボルトのＤＣパワーおよび５ボルトのＤＣパワ
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ーを供給するための、電源内の導電性ワイヤの使用を減少させることができる。
３．本考案は、電源内の導電性ワイヤの使用の減少によりパワー送出中のパワー消費量お
よび電圧降下を更に減少させることができる。
４．本考案は、パワー消費量の減少により電源の効率を改善することができる。
５．この本考案において、マザーボードおよび個々のプリント回路基板の回路がそれぞれ
設計されることができるように、マザーボードおよび個々のプリント回路基板が、ＤＣ－
ＤＣコンバータモジュールが個々のプリント回路基板に取り付けられて、単独で３．３ボ
ルトのＤＣパワーおよび／または５ボルトのＤＣパワーに１２ボルトのＤＣパワーを変換
するために使用される２つの分離されたボードであるので、電源のパワー仕様は容易に設
計されるかまたは変更されることができる。したがって、このＤＣ－ＤＣコンバータモジ
ュールは、顧客の要求条件またはニーズに基づいて設計されることができ、そうすると、
全ての電源を交換する代わりに、以前のＤＣ－ＤＣコンバータモジュールを交換するため
に元の電源内に取り付けられることができる。換言すれば、電源のパワー仕様を変更した
い場合、電源の以前のＤＣ－ＤＣコンバータモジュールは、全部の電源を交換せずに個々
に交換されることができる。
６．一旦マザーボードおよびＤＣ－ＤＣコンバータモジュールの１つが壊れたならば、マ
ザーボードおよび個々のプリント回路基板が２つの分離されたボードであるので、マザー
ボードおよびＤＣ－ＤＣコンバータモジュールのうち１つがそれぞれ交換されることがで
きる。したがって、一旦マザーボードおよびＤＣ－ＤＣコンバータモジュールのうち１つ
が壊れたならば、電源を修復するのにきわめて都合がいい。
７．この本考案において、電源の電源構成は、着脱可能な電源ケーブルアセンブリおよび
第１のソケットおよび第２のソケットの異なる構成によって異なる電源を形成するように
容易に設計されるかまたは変更されることができる。
【００２７】
　要約すれば、本考案は、電源のパワー仕様が容易に設計されるかまたは変更されること
ができ、および、導電性ワイヤの使用および電源内のパワー消費量が減少させられること
ができるように、電源のマザーボードと異なる個々のプリント回路基板に取り付けられる
ＤＣ－ＤＣコンバータモジュールおよびそれに施着された着脱可能な電源ケーブルアセン
ブリを含む電源を提供することができる。
【００２８】
　当業者は、図面内に示されかつ上で記載されている本考案の実施態様が、例示的なだけ
であり、かつ、限定されることを目的としないことを理解するであろう。
【００２９】
　本考案の好ましい実施態様の上記の説明は、図例および説明の目的のために示された。
本考案を網羅的であるかまたは厳密な形態にもしくは開示された例示的な実施態様に限定
することを目的とされない。したがって、上記の記述は限定的によりむしろ例証となると
みなされるべきである。明らかに、多くの修正および変更がこの技術の当業者にとって明
らかである。実施態様は、本考案の原理およびその最良モードの実際的な応用を最もうま
く説明するために選択されて記載されており、それによって当業者が、本考案を考察され
る特定の使用または実現に適するように、さまざまな実施態様に対して、および、さまざ
まな変更と共に理解できるようにする。全ての用語が特に明記しない限りそれらの最も幅
広い合理的な意味で意味される、本願明細書に添付される請求の範囲およびそれらの等価
物によって本考案の有効範囲が規定されることを目的とされる。変形が以下の請求の範囲
に記載の本考案の有効範囲から逸脱することなく、当業者によって記載される実施態様に
おいてなされることができると認識されるべきである。さらに、要素または構成要素が以
下の請求の範囲内に明示的に記述されるか否かに関係なく、本開示内の何の要素もおよび
構成要素も公衆に献呈されることを目的とされない。
【符号の説明】
【００３０】
１００　従来の電源
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１１０　マザーボード
１１１　トランス
１１２　入力ソケット
１１３Ａ、１１３Ｂ、１１４Ａ、１１４Ｂ、１１５Ａ、１１５Ｂ、１１６Ａ、１１６Ｂ　
ワイヤ
１１７　ソケット
１２０　ハウジング
２００　電源
２１０　マザーボード
２１１　トランス
２１２　入力ソケット
２１３　ＤＣ－ＤＣコンバータモジュール
２１４、２１５　ワイヤ
２１６　スイッチ
２１７　第１のソケット
２１８　穴
２１９　後面パネル
２２０　ハウジング
２２１　底部パネル
２２２　前面パネル
２２３　第２のソケット
２２４　導体端子
２２５　導体端子
２２６　別の穴
２２７　プリント回路基板
３００　ケーブルアセンブリ
３１０Ａ　第１のコネクタ
３１０Ｂ　第２のコネクタ
３２０　第３のコネクタ
３３０　導電性ワイヤ
４００　ケーブルアセンブリ
４１０　第１のコネクタ
４２０　第２のコネクタ
４３０　導電性ワイヤ
４４０Ａ　第３のコネクタ
４４０　Ｂ第４のコネクタ
５００　ケーブルアセンブリ
５１０　第１のコネクタ
５２０Ａ　第２のコネクタ
５２０Ｂ　第３のコネクタ
５２０Ｃ　第４のコネクタ
５３０Ａ、５３０Ｂ、５３０Ｃ　導電性ワイヤ
６００　ケーブルアセンブリ
６１０　第１のコネクタ
６２０Ａ　第２のコネクタ
６２０Ｂ　第３のコネクタ
６３０Ａ、６３０Ｂ　導電性ワイヤ



(11) JP 3153566 U 2009.9.10
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【図１】
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【図３】
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【図４Ａ】

【図４Ｂ】
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【図４Ｄ】

【図４Ｅ】
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