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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
充電変換アダプタを携帯でき且つ二次元バーコードの識別をサポートするモバイル電源で
あって、
電源外側シェルと外部電気使用装置を充電するための充電コードとを含み、
前記電源外側シェルには充電式バッテリーと電源コントロール回路基板が内蔵され、
前記充電コードは、一端が外部の電気使用装置にフィットする充電コネクタであり、他端
が溶接又は着脱可能な方式を通じて前記電源コントロール回路基板に接続され、
前記電源外側シェルの表面には前記充電コードを収容・固定するための凹溝が設けられ、
前記凹溝は充電変換アダプタを携帯できる収容スペースを備え、前記充電コードが前記凹
溝に固定されている時、前記充電コードは前記収容スペースを覆うことができ、
前記電源外側シェルにはデータ情報を有することができる二次元バーコードが設けられる
、
ことを特徴とする充電変換アダプタを携帯でき且つ二次元バーコードの識別をサポートす
るモバイル電源。
【請求項２】
前記二次元バーコードは無線通信ネットワークを通じて外部のインスタント音声通信プラ
ットフォームと情報を伝送することに用いられる、
ことを特徴とする請求項１記載の充電変換アダプタを携帯でき且つ二次元バーコードの識
別をサポートするモバイル電源。
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【請求項３】
　前記二次元バーコードはモノのインターネットにおける識別ラベルであり、ユーザーが
モノのインターネットで伝送したカスタムメイドの情報を記憶するためである、
ことを特徴とする請求項１記載の充電変換アダプタを携帯でき且つ二次元バーコードの識
別をサポートするモバイル電源。
【請求項４】
前記電源外側シェルに設けられる凹溝には、前記充電コネクタにフィットする収容孔が設
けられる、ことを特徴とする請求項１記載の充電変換アダプタを携帯でき且つ二次元バー
コードの識別をサポートするモバイル電源。
【請求項５】
前記凹溝には、前記充電コードを取り出すための取出部が設けられる、
ことを特徴とする請求項４記載の充電変換アダプタを携帯でき且つ二次元バーコードの識
別をサポートするモバイル電源。
【請求項６】
前記モバイル電源は、前記収容スペースに挿入されることができる充電変換アダプタを含
み、且つ前記充電変換アダプタの一端が前記充電コネクタにフィットして接続することが
できる、
ことを特徴とする請求項１ないし５のうちのいずれかの項に記載の充電変換アダプタを携
帯でき且つ二次元バーコードの識別をサポートするモバイル電源。
【請求項７】
前記充電コネクタは、Ｍｉｃｒｏ　ＵＳＢインターフェースである、
ことを特徴とする請求項6記載の充電変換アダプタを携帯でき且つ二次元バーコードの識
別をサポートするモバイル電源。
【請求項８】
前記充電変換アダプタは、一端が前記充電コネクタにフィットして接続するＭｉｃｒｏ　
ＵＳＢインターフェースであり、他端がｉPｈｏｎｅ携帯電話に接続するためのＬｉｇｈ
ｔｎｉｎｇ インターフェースである、
ことを特徴とする請求項７記載の充電変換アダプタを携帯でき且つ二次元バーコードの識
別をサポートするモバイル電源。
【請求項９】
前記モバイル電源は、外部電源に接続して前記充電式バッテリーを充電するためのＵＳＢ
インターフェースをさらに含み、前記ＵＳＢインターフェースは前記モバイル電源の側壁
に設けられる、ことを特徴とする請求項１記載の充電変換アダプタを携帯でき且つ二次元
バーコードの識別をサポートするモバイル電源。
【請求項１０】
前記電源外側シェルは互いに係合して接続する上部シェルと下部シェルを含み、且つ前記
上部シェルと下部シェルの四周の係合部は凹みを形成する、ことを特徴とする請求項１記
載の充電変換アダプタを携帯でき且つ二次元バーコードの識別をサポートするモバイル電
源。
【請求項１１】
前記電源外側シェルには前記充電式バッテリーの充電・放電状態及び/又は電気量を示す
ためのインジケーターランプが設けられる、ことを特徴とする請求項１記載の充電変換ア
ダプタを携帯でき且つ二次元バーコードの識別をサポートするモバイル電源。
【請求項１２】
前記インジケーターランプは、前記電源コントロール回路基板に接続し、且つ灯光の色又
は明るさ又は明滅状態を変えることにより前記充電式バッテリーの充電・放電状態及び/
又は電気量を示す、ことを特徴とする請求項１１記載の充電変換アダプタを携帯でき且つ
二次元バーコードの識別をサポートするモバイル電源。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は電源技術に関し、特に、充電変換アダプタを携帯でき且つ二次元バーコードの
識別をサポートするモバイル電源に関する。
【背景技術】
【０００２】
　　生活水準が高まるにつれて、携帯電話、デジタルカメラ、ビデオカメラ、ポータブル
ＤＶＤプレーヤー、ＭＰ３プレーヤー、ＭＰ４プレーヤー、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　
Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、ＧＢＣ（ｇａｍｅ　ｂｏｙ　ｃｏｌｏｒ）、Ｇ
ＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）などの携帯型電子製品は
日常生活に不可欠なものになる。
【０００３】
　　普段、電子製品のバッテリーの容量は低いので、長時間使用することができず、特に
出張又は旅行する場合、重要なときに電気を使い尽くしてしまい、固定電源もすぐに見つ
けることができない場合がよくある。各々電子製品に予備バッテリーを配備することは、
生産コストが高く、且つ携帯に不便な問題がある。電子製品を頻繁に使用すると、バッテ
リーの蓄電能力が悪くなる。従って、デジタル電子製品を随時随所で充電できることを実
現するために、モバイル電源が登場する。
【０００４】
　　モバイル電源は、「充電器」、「外付けバッテリー」、「デジタル充電アタッチメン
ト」、「予備電池パック」とも呼ばれ、給電機能と充電機能を有するポータブル充電器で
あり、常に大きい電気容量があり、使用寿命が長く、且つ安全であり、信頼でき、随時随
所で対応するデジタル電子製品のバッテリーを充電することができる。
【０００５】
　　スマートフォン等の電子製品は、機能が多く、電気が消耗されやすいため、バッテリ
ーがすぐに使い尽くされてしまう。従来技術において、モバイル電源は常に充電コードを
単独で携帯する必要があり、その充電コードはモバイル電源のシェルに巻かれ、又は単独
で保管する必要がある。モバイル電源を利用して電子製品を充電する時、適切な充電コー
ドを探さなければならない。他の従来技術案において、空間を節約又は携帯を便利にする
ため、充電コードは小さく設計され、実際に利用する時には、当該充電コードは小さすぎ
で、紛失してしまい、充電できない場合が多い。
【０００６】
　　上記の技術問題を解決するために、従来技術において充電コードをモバイル電源のシ
ェルに設置する「装置・コード一体」の方式が提案されている。当該方式では、モバイル
電源のシェルに収容溝を設置することにより、充電コードをモバイル電源に固定する。し
かし、当該方式はただ充電コードの携帯の問題のみが解決されただけである。電子製品の
種類は多く、充電コネクタが多様であることによって、上記の技術方式では、前記充電コ
ードの充電コネクタにフィットする移動端末のみを充電することができるだけであり、異
なる充電コネクタを有する移動端末を充電する時には、別の充電変換アダプタが必要にな
る。
【０００７】
　　また、従来のモバイル電源はただ電子製品を充電することを実現するだけであり、大
半のモバイル電源はほかの機能を有していない。しかし、携帯に便利な電子製品としては
、単一の充電機能を有するモバイル電源はネットワーク及びモノのインターネットの発展
の要求を満足することができない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明が解決しようとする技術課題とは、充電変換アダプタを携帯でき、且つ二次元バ
ーコードの識別をサポートするモバイル電源を提供することである。当該モバイル電源に
おいて、充電変換アダプタ、充電コード、モバイル電源が一体化しており、充電変換アダ
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プタと充電コードが前記モバイル電源に設けられ、それによって、充電コネクタが異なる
様々な移動端末を充電することができる。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前記技術問題を解決するために、本発明は充電変換アダプタを有し、且つ二次元バーコ
ードの識別をサポートするモバイル電源を提供し、当該モバイル電源は電源外シェルと外
部電気使用装置を充電するための充電コードを含み、
　前記電源外シェルに充電式バッテリーと電源コントロール回路基板が内蔵され、
　前記充電コードは、一端が外部電気使用装置に適切な充電コネクタであり、他端が溶接
又は着脱可能な方式を通じて前記電源コントロール回路基板に接続され、
　前記電源外シェルの表面に前記充電コードを収容、及び固定するための凹溝が設けられ
、
　前記凹溝は充電変換アダプタを携帯できる収容スペースを備え、前記充電コードは前記
凹溝に固定されている時、前記充電コードは前記収容スペースを覆うことができ、
　前記電源外シェルの表にデータ情報を記憶可能な二次元バーコードが設けられる。
【００１０】
　一つの実施形態において、前記二次元バーコードは無線通信ネットワークを通じて外部
のインスタント音声通信プラットフォームと情報を伝送することに用いられる。
【００１１】
　　一つの実施形態において、前記二次元バーコードはモノのインターネットにおける識
別ラベルであり、ユーザーがモノのインターネットに伝送した情報を記憶するためである
。
【００１２】
　さらに、前記電源外シェルに設けられる凹溝には、前記充電コネクタにフィットする収
容孔が設けられる。好ましくは、前記凹溝には、前記充電コードを取り出すための取出部
が設けられる。
【００１３】
　さらに、前記モバイル電源は、前記収容スペースに挿入できる充電変換アダプタを含み
、且つ前記充電変換アダプタの一端は前記充電コネクタに接続することができる。
【００１４】
　さらに、前記充電コネクタは、Ｍｉｃｒｏ　ＵＳＢインターフェースである。
【００１５】
　前記充電変換アダプタは、一端が前記充電コネクタにフィットして接続するＭｉｃｒｏ
　ＵＳＢインターフェースであり、他端がｉPｈｏｎｅ携帯電話に接続するためのＬｉｇ
ｈｔｎｉｎｇ インターフェースである。
【００１６】
　さらに、前記モバイル電源は、外部電源に接続し、且つ前記充電式バッテリーを充電す
るためのＵＳＢインターフェースを含み、前記ＵＳＢインターフェースは前記モバイル電
源の側壁に設けられる。
【００１７】
　さらに、前記電源外側シェルは互いに係合して接続している上部シェルと下部シェルを
含み、且つ前記上部シェルと下部シェルの係合位置は凹みを形成する。
【００１８】
　さらに、前記電源外部シェルに前記充電式バッテリーの充電・放電状態、及び/又は電
気量を示すためのインジケーターランプが設けられる。前記インジケーターランプは、前
記電源コントロール回路基板に接続され、且つ灯光の色又は明るさ又は明滅状態を変える
ことによって前記充電式バッテリーの充電・放電状態、及び/又は電気量を示す。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明の充電変換アダプタを携帯でき且つ二次元バーコードの識別をサポートするモバ
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イル電源には、電源外側シェルが設けられ、前記電源外側シェルに充電コードの形状に応
じて凹溝が設けられたことによって充電コードを収容および固定することができ、前記凹
溝に充電変換アダプタを携帯することができる収容スペースを設置し、前記収容スペース
の形状が前記充電変換アダプタの形状にフィットし、このことによって、充電変換アダプ
タが収容スペースに固定されることができる。且つ前記充電コードは前記凹溝に固定され
ている時、収容スペースを覆うことができ、そのため、充電変換アダプタを収容スペース
に固定することによって、紛失し難く、ユーザーは場合に応じて各タイプの充電変換アダ
プタを収容スペースに保管することができる。ユーザーは本発明のモバイル電源を利用し
て充電コネクタが異なる移動端末を充電する時には、まず充電コードを取り出し、内臓さ
れた充電変換アダプタに挿入することにより、それぞれの移動端末を充電することができ
る。また、本発明のモバイル電源にデータ情報を記憶できる二次元バーコードが設けられ
ており、必要によって自由に情報を入力したうえ、外部設備又はシステムと情報通信する
ことができ、且つ充電変換アダプタ、充電コード、モバイル電源を一体化させることを実
現し、充電コネクタが異なる移動端末を充電することができる。本発明のモバイル電源に
よって二次元バーコードにおける識別技術の利用範囲が広げられた。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の実施例１における充電変換アダプタを携帯できるモバイル電源の構造を
示す立体構造図である。
【図２】図1のモバイル電源の底面図である。
【図３】図1のモバイル電源の分解組立図である。
【図４】本発明の実施例1の充電変換アダプタの構造を示す立体構造図である。
【図５】本発明の実施例２のモバイル電源の構造を示す立体構造図である。
【図６】本発明の実施例３のモバイル電源の裏を示す立体構造図である。
【図７】本発明の実施例４の充電変換アダプタを携帯でき且つ二次元バーコードの識別を
サポートするモバイル電源の背面図、右側面図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、本実施形態に係る技術案について、図面を参照して説明する。
【００２２】
　（実施例１）
　以下、本実施形態に係るモバイル電源の形状と構造について、図面１～４を参照して説
明する。
【００２３】
　図１は本発明の実施例１における充電変換アダプタを携帯できるモバイル電源の構造を
示す立体構造図である。図２は図１のモバイル電源の底面図である。図３は図１のモバイ
ル電源の分解組立図である。図４は本発明の実施例１の充電変換アダプタの構造を示す立
体構造図である。
【００２４】
　本実施形態において、前記充電変換アダプタを携帯できるモバイル電源は、電源外側シ
ェル１００と外部電気使用装置を充電するための充電コード２００を含み、前記電源外側
シェル１００に充電式バッテリー３００と電源コントロール回路基板４００が内蔵される
。具体的に実施する時には、モバイル電源の体積を小さくして携帯の利便性をさらに向上
させるため、電源コントロール回路基板４００はＴＳＳＯＰ２０－ＰＰパッケージを使用
することができ、それにより、回路の周辺素子を減少させ、回路基板４００のサイズをコ
ントロールすることができる。なお、上記回路基板４００のサイズについて、一定範囲内
の誤差であれば許容できる。一つの実施形態において、前記回路基板４００は充電式バッ
テリー３００を利用して５Ｖの直流電圧を提供することができる。
【００２５】
　本実施例において、前記充電コード２００は、一端が外部の電気使用装置にフィットす
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る充電コネクタ２０１であり、他端２０２が溶接又は着脱可能な方式によって前記電源コ
ントロール回路基板４００に接続する。
【００２６】
　前記電源外シェル１００の表面に前記充電コード２００を収容且つ固定するための凹溝
５００が設けられる。図3に示すように、充電コード２００は着脱可能な充電コードであ
り、即ち、充電コード２００の両端はいずれもモバイル電源に挿入されることができ、充
電コード２００は柔軟性コードを使用することが好ましく、且つ当該コードは凹溝５００
に収容されることができる。外部装置を充電する時、充電コネクタ２０１を抜き出せばよ
い。
【００２７】
　前記凹溝５００は充電変換アダプタを携帯することが可能な収容スペース５０１を備え
、前記充電コード２００は前記凹溝５００に固定されている時、前記充電コード２００は
前記収容スペース５０１を覆うことができる。具体的に実施する時には、収容スペース５
０１内部の係合部は充電変換アダプタの形状に一致することにより、充電変換アダプタを
収容スペース５０１に置く時、充電変換アダプタが収容スペース５０１にぴったり固定さ
れ、落とし難い。また、充電変換アダプタが大きい衝撃力で脱落することを防止するため
に、収容スペース５０１は凹溝５００に設けられる。よって、充電コード２００を凹溝５
００に置いて固定した後、収容スペース５０１は充電コード２００に覆われる。即ち、凹
溝５００にある収容スペース５０１の出口は充電コード２００により覆われることができ
る。充電コード２００と凹溝５００と収容スペース５０１の当該構造により、モバイル電
源に各タイプの充電変換アダプタを携帯することができ、モバイル電源、充電コード、充
電変換アダプタの一体化を実現する。
【００２８】
　本実施例において、前記モバイル電源は、前記収容スペース５０１に挿入できる充電変
換アダプタ６００をさらに含み、且つ前記充電変換アダプタ６００は、一端が前記充電コ
ネクタ２０１にフィットして接続し、他端が任意の一つの充電コネクタである。なお、本
実施例において、前記充電コネクタ２０１はＭｉｃｒｏ　ＵＳＢインターフェースである
ことが好ましい。
【００２９】
　　Micro USBはUSB２．０の標準的なポータブル型であり、Ｍｉｎｉ　USBの次世代規格
であり、ＯＴＧをサポートでき、且つ五つのＰＩＮがある。Microシリーズについて標準
設備のMicro－Bシリーズのスロットも含む。ＯＴＧ技術はＨＯＳＴがない場合、設備の間
で直接データ伝送することを実現した。
【００３０】
　さらに、前記凹溝５００には、前記充電コード２００を取り出すための取出部が設けら
れる（図１～図４に示されていない）。
【００３１】
　図４に示すように、前記充電変換アダプタ６００は、一端が前記充電コネクタ２０１に
フィットして接続するＭｉｃｒｏ　ＵＳＢインターフェース６０１であり、他端がｉPｈ
ｏｎｅ携帯電話に接続されるためのＬｉｇｈｔｎｉｎｇ　インターフェース６０２である
。具体的に実施する時には、充電変換アダプタ６００は実際の必要に応じて設けられ、且
つその一端は充電コネクタ２０１にフィットする。即ち、充電コネクタ２０１はＭｉｃｒ
ｏ　ＵＳＢインターフェースの親インターフェースである時には、充電変換アダプタ６０
０は、一端がＭｉｃｒｏ　ＵＳＢインターフェースの子インターフェースであり、他端が
実際の外部電気使用装置のインターフェース通信プロトコルに応じて設けられることがで
きる。
【００３２】
　なお、充電変換アダプタ６００はＭｉｃｒｏ　ＵＳＢインターフェースをＬｉｇｈｔｎ
ｉｎｇインターフェースに転換することに用いられる。Ｌｉｇｈｔｎｉｎｇインターフェ
ースはＡｐｐｌｅ社が２０１２年に発表したデータインターフェースである。Ｌｉｇｈｔ
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ｎｉｎｇインターフェースの両側には、いずれも８Ｐｉｎがあり、インターフェースの正
面と反面は同じであり、当該Ｌｉｇｈｔｎｉｎｇインターフェースは使用し易く、長持ち
すること、且つ様々な外部電気製品に応じて特定信号を伝送すること、及びビデオ信号を
伝送することができる。
【００３３】
　なお、本実施例において、充電変換アダプタ６００は本発明のモバイル電源の一部とし
て存在してもよければ、独立な構造として存在してもよい、ユーザーは実際に応じて充電
変換アダプタ６００を設置することができる。
【００３４】
　図２に示すように、さらに、前記電源外側シェル１００は互いに係合して接続する上部
シェル１０１と下部シェル１０２を含む。
【００３５】
　さらに、図３に示すように、本実施例において、前記電源外側シェル１００に設けられ
た凹溝５００には、前記充電コネクタ２０１にフィットする収容孔５０２が設けられてい
る。前記凹溝５００はモバイル電源１００の下側壁に設置することが好ましい。
【００３６】
　本実施例が提供するモバイル電源において、電源外側シェルに充電コードの形状にフィ
ットしている凹溝が設けられることにより充電コードを収容および固定することができ、
前記凹溝に充電変換アダプタを携帯できる収容スペースを設置し、前記凹溝の形状が前記
充電変換アダプタの形状にフィットする。前記充電コードが前記凹溝に固定されている時
、前記充電コードは前記収容スペースを覆うことができ、そのため、充電変換アダプタを
収容スペースに固定した場合には、落とし難く、ユーザーは必要に応じて各タイプの充電
変換アダプタを収容スペースに保管することができる。また、本発明のモバイル電源は充
電変換アダプタ、充電コード、モバイル電源の一体化を実現し、他の充電コード又は充電
変換アダプタを携帯せずに異なる充電コネクターを有する移動端末を充電することができ
、モバイル電源の実用性を向上させる。
【００３７】
　（実施例２）
　本実施例の基本構造は実施例１と同じであるが、本実施例において、前記電源外側シェ
ル１００に前記充電式バッテリー３００の充電・放電状態及び/又は電気量を示すための
インジケーターランプ７００がさらに設けられる。
【００３８】
　図５は本発明の実施例２のモバイル電源の構造を示す立体構造図である。
【００３９】
　具体的に実施する時には、前記インジケーターランプ７００は、前記電源コントロール
回路基板４００に接続し、且つランプの色又は明るさ又は明滅状態を変えることにより、
前記充電式バッテリーの充電・放電状態及び/又は電気量を表示する。好ましくは、前記
インジケーターランプ７００はLED灯であり、さらに、前記インジケーターランプ７００
は上シェル体１０１に設けられることが好ましい。なお、前記LED灯は、ランプの色を変
えること、明るさを変えること、明滅状態を変えることから選ばれる一つの方式又は二つ
以上の方式の組み合わせによって前記充電式バッテリー３００の充電・放電状態及び/又
は電気量を表示することができ、しかし、以上の方式に制限されない、例えば、赤光と青
光が交替で明滅することにより充電式バッテリー３００の充電状態を示すことができ、赤
光と緑光が交替で明滅することにより充電式バッテリー３００の放電状態を示すことがで
きる。
【００４０】
　本実施例は実施例１に基づき、インジケーターランプを備えることによってモバイル電
源の作業状態を把握でき、ユーザーが便利になる。
【００４１】
　（実施例３）
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　本実施例は実施例２に基づき、さらに、前記モバイル電源は外部電源に接続し、且つ前
記充電式バッテリー３００を充電するためのUSBインターフェース８００を含む。
【００４２】
　図６は本発明の実施例３のモバイル電源の裏を示す立体構造図である。
【００４３】
　具体的に、前記USBインターフェース８００は前記モバイル電源の側壁に設けられる。
前記モバイル電源は立方体又は長方体であり、USBインターフェース８００はモバイル電
源の任意の一つの側壁に設けられる。図６に示すように、前記USBインターフェース８０
０はモバイル電源の右側壁に設けられている。USBインターフェース８００について、Mic
ro USBインターフェースが好ましい。
【００４４】
　本実施例の外部電源のアクセス端子はUSBインターフェースであるため、USBデータコー
ドを通じて外部電源に接続し、又はUSBデータコードを通じて直接に通電状態の電子製品
に接続すればモバイル電源の内臓充電式バッテリーを充電することができる。
【００４５】
　（実施例４）
　図７は本発明の実施例４の充電変換アダプタを携帯でき且つ二次元バーコードの識別を
サポートするモバイル電源の背面図と右側面図である。図７（ａ）はモバイル電源の背面
図であり、図７（ｂ）は右側面図である。
【００４６】
　本実施例は実施例１の基本構造とほぼ同様であり、実施例１～３と区別している点は：
前記電源外シェル１００にデータ情報を記憶することができる二次元バーコード９００が
設けられている。
【００４７】
　一つの実施形態において、前記二次元バーコード９００は無線通信ネットワークを通じ
て外部のインスタント音声通信プラットフォームと情報を伝送することに用いられる。他
の実施形態において、前記二次元バーコード９００はモノのインターネットにおける識別
ラベルであり、ユーザーがモノのインターネットに伝送した情報を記憶するためである。
【００４８】
　音声通信プラットフォームは情報時代の産物であり、ユーザーはスマートフォン、ネッ
ト等の移動端末を通じて当該プラットフォームを利用し音声、ビデオ、図と文字等の情報
を伝送することができる。典型的な音声通信プラットフォームはテンセント会社が近年に
発表したウィーチャット（ＷｅＣｈａｔ）である。
【００４９】
　本実施例において、ウィーチャットは異なるオペレーティングシステムに用いられるこ
とができるため、ユーザーはスマートフォンにおけるウィーチャットを利用して本発明の
モバイル電源の二次元バーコード９００をスキャンし、二次元バーコード９００に記憶さ
れた情報を得ることができ、モバイル電源の二次元バーコード９００を通じてインターネ
ットと接続することができる。具体的に、ウィーチャットを通じて二次元バーコード９０
０に記憶された情報を伝送する過程は以下のとおりであり、即ち、サーバーはウェブペー
ジクライアントに唯一の識別コードＵＵＩＤを生成し、ウェブページクライアントのサー
バー登録請求を監視する。スマートフォンクライアントがウィーチャットに登録したら、
訪問授権コードを取得、また本発明のモバイル電源の二次元バーコード９００をスキャン
して前記ＵＵＩＤを獲得し、訪問授権コードとＵＵＩＤとをコーディングした後、サーバ
ーへ伝送し、サーバーが登録授権コードを生成し、ウェブページクライアントに知らせた
後、ウェブページクライアントがモニターにより授権コードを得てサーバーにユーザー情
報を請求する。ここまで二次元バーコード９００への情報の読み取る過程が完了する。
【００５０】
　本実施例において、さらに、前記電源外側シェル１００は互いに係合して接続する上部
シェル１０１と下部シェル１０２を含み、且つ前記上部シェル１０１と下部シェル１０２
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上部シェル１０１の縁側部がやや斜めに下向きとなり、下部シェル１０２の縁側部がやや
斜めに上向きとなり、凹んだＬ形は上部シェル１０１と下部シェル１０２との間にあり、
且つ凹んだＬ形は上部シェル１０１の一部又は下部シェル１０２の一部であってもよい。
凹んだＬ形を設置することでモバイル電源の利用空間を小さくすることができる。一方、
機能キー又は充電コードを当該凹んだＬ形に設置してもよく、そうすると、機能キー又は
充電コードの上面は電源外側シェル１００の周辺と同じ水平面にあり、そのため、ユーザ
ーの誤操作を避けると同時に、モバイル電源の厚みを薄くすることができる。
【００５１】
　本実施例が提供しているモバイル電源はユーザーの情報を誂えることを実現でき、特に
二次元バーコードの識別技術によりモバイル電源から外部のインスタント音声通信プラッ
トフォームと情報を伝送することを実現でき、また、モノのインターネットに転送するデ
ータ情報を利用してモノのインターネットと接続し、それによって、本実施例はモバイル
電源の機能と応用分野を広げる。従って、本発明のモバイル電源にデータ情報を記憶でき
る二次元バーコードが設けられ、ユーザーが実際の需要によって自由に情報を入力するこ
とで外部設備又はシステムと通信することができ、且つ充電変換アダプタ、充電コード、
モバイル電源を一体化させることを実現した。本発明の技術案は異なる充電コネクタを有
する移動端末を充電することができ、モバイル電源が二次元バーコードの識別技術分野に
おける利用範囲を広げる。
【００５２】
　上記の実施形態は本発明の好適な実施の一例ではあるがこれに限定されるものではなく
、本発明の要旨を逸脱しない範囲において種々変形・改良可能である。そのため、そうし
た変形・改良例も本発明の範囲にある。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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