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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子装置を保護するか或いは支持するために用いられ、且つ頂壁及び底壁を備える多機
能保護ケースであって、
　前記頂壁と前記底壁とが互いに連接することによって、電子装置を収容するための収容
空間が形成され、前記底壁には、１つの基板、１つのメイン支え板、２つの支え側板及び
２つの連接板が互いに離間して設けられ、前記メイン支え板は前記基板の１つの長辺の中
央部に対応し、２つの前記支え側板は前記メイン支え板の対向する両側に対称に設けられ
、２つの前記連接板は前記支え側板と前記基板との間に設けられ、
　前記メイン支え板、２つの前記支え側板及び２つの前記連接板を前記基板に対して折り
曲げることによって、前記多機能保護ケースを、前記電子装置を支持するためのスタンド
状に変形させ、
　前記多機能保護ケースを、前記電子装置を支持するためのスタンド状に変形させると、
前記連接板は、前記基板と当接し、前記支え側板と前記連接板との間の角度は、９０度と
なり、２つの前記支え側板は、前記メイン支え板の対向する両辺と２つの前記連接板との
間にそれぞれ立てられることを特徴とする多機能保護ケース。
【請求項２】
　前記頂壁及び前記底壁の一端には、開口部が設けられ、前記底壁の前記開口部に対応す
る箇所には、シール部が延在して設けられ、前記電子装置を前記開口部から前記収容空間
内に収納してから、前記シール部を用いて前記開口部を閉鎖することを特徴とする請求項
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１に記載の多機能保護ケース。
【請求項３】
　前記底壁の一端における前記シール部の近傍には、係止溝を有する止め部が設けられる
ことを特徴とする請求項２に記載の多機能保護ケース。
【請求項４】
　前記基板の前記止め部側の反対側の側辺の両端は、それぞれ前記止め部に向かって斜め
に延在し、前記メイン支え板と前記基板との間及び２つの前記連接板と前記基板との間に
は、第一折り曲げエリアが形成され、２つの前記支え側板と前記メイン支え板との間には
、第二折り曲げエリアが形成され、各前記連接板と各前記支え側板との間には、第三折り
曲げエリアが形成されることを特徴とする請求項３に記載の多機能保護ケース。
【請求項５】
　前記多機能保護ケースを用いて電子装置を支持しようとする場合、２つの前記連接板を
前記第一折り曲げエリアの両端部分を折り目として前記基板に向かって折り曲げると、前
記支え側板の一端は前記第三折り曲げエリアを折り目として前記連接板に対して折り曲げ
られ、前記支え側板の他端は前記第二折り曲げエリアを折り目として前記メイン支え板に
対して折り曲げられるとともに、前記メイン支え板は、前記第一折り曲げエリアを折り目
として前記基板に向かって折り曲げられ且つ前記基板と夾角をなすように位置決めされて
、２つの前記支え側板は、前記メイン支え板の対向する両辺と２つの前記連接板との間に
それぞれ立てられることを特徴とする請求項４に記載の多機能保護ケース。
【請求項６】
　電子装置を保護するか或いは支持するために用いられ、且つ底壁を備える多機能保護装
置であって、
　前記底壁には、１つの基板、１つのメイン支え板、２つの支え側板及び２つの連接板が
互いに離間して設けられ、前記メイン支え板は前記基板に隣接して設置され、２つの前記
支え側板は、前記メイン支え板の対向する両側に対称に設けられ、２つの前記連接板は、
前記支え側板と前記基板との間に設けられ、前記メイン支え板、２つの前記支え側板及び
２つの前記連接板を前記基板に対して折り曲げることによって、多機能保護装置をスタン
ドに変形させて前記電子装置を支持し、
　前記多機能保護装置を、前記電子装置を支持するためのスタンド状に変形させると、前
記連接板は、前記基板と当接し、前記支え側板と前記連接板との間の角度は、９０度とな
り、２つの前記支え側板は、前記メイン支え板の対向する両辺と２つの前記連接板との間
にそれぞれ立てられることを特徴とする多機能保護装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子装置に用いられる保護ケースに関し、特に多種な機能を有する電子装置
用保護ケースに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　電子技術の発展に伴って、携帯電話、個人用携帯情報端末（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇ
ｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）及びパソコン等の携帯式電子装置の機能及び外観は益々
多様化し、電子装置を用いたインターネット検索、ビデオ放送及びゲーム等のマルチメデ
ィア機能の実行も可能になりつつある。電子装置のケース体が傷つくことを防止するため
に、通常、電子装置を専用の保護ケースに入れて保護する。
【０００３】
　携帯式電子装置を卓上に据え置く際、表示画面を快適に閲覧するために、通常電子装置
に適用するスタンド等を利用して、電子装置に所定の傾斜角度を形成させるように支持す
る。しかし、別途に予備スタンドを配置し又は携えることは、コストを高め、携帯にも不
便である。
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　以上の問題点に鑑みて、本発明は、携帯に便利であり、スタンドとして機能することも
できる電子装置用多機能保護ケースを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記の目的を達成するために、本発明に係る多機能保護ケースは、電子装置を保護する
か或いは支持するために用いられ、且つ頂壁及び底壁を備える。前記頂壁と前記底壁とが
互いに連接することによって、電子装置を収容するための収容空間が形成されるとともに
、前記底壁には、１つの基板、１つのメイン支え板、２つの支え側板及び２つの連接板が
互いに離間して設けられ、前記メイン支え板は前記基板の１つの長辺の中央部に対応し、
２つの前記支え側板は前記メイン支え板の対向する両側に対称に設けられ、２つの前記連
接板は前記支え側板と前記基板との間に設けられ、前記メイン支え板、２つの前記支え側
板及び２つの前記連接板を前記基板に対して折り曲げることによって、前記多機能保護ケ
ースを、前記電子装置を支持するためのスタンド状に変形させ、前記多機能保護ケースを
、前記電子装置を支持するためのスタンド状に変形させると、前記連接板は、前記基板と
当接し、前記支え側板と前記連接板との間の角度は、９０度となり、２つの前記支え側板
は、前記メイン支え板の対向する両辺と２つの前記連接板との間にそれぞれ立てられる。
【０００６】
　また、上記の目的を達成するために、本発明に係る多機能保護ケースは、電子装置を保
護するか或いは支持するために用いられ、且つ底壁を備える。前記底壁には、１つの基板
、１つのメイン支え板、２つの支え側板及び２つの連接板が互いに離間して設けられ、前
記メイン支え板は前記基板に隣接して設置され、２つの前記支え側板は、前記メイン支え
板の対向する両側に対称的に設けられ、２つの前記連接板は、前記支え側板と前記基板と
の間に設けられ、前記メイン支え板、２つの前記支え側板及び２つの前記連接板を前記基
板に対して折り曲げることによって、前記多機能保護ケースをスタンド状に変形させて前
記電子装置を支持し、前記多機能保護装置を、前記電子装置を支持するためのスタンド状
に変形させると、前記連接板は、前記基板と当接し、前記支え側板と前記連接板との間の
角度は、９０度となり、２つの前記支え側板は、前記メイン支え板の対向する両辺と２つ
の前記連接板との間にそれぞれ立てられる。
【発明の効果】
【０００７】
　従来の技術と比較して、本発明の多機能保護ケースの底壁には、プラスチックからなる
基板、メイン支え板、支え側板及び連接板が互いに離間して設けられている。前記多機能
保護ケースを、前記基板、前記メイン支え板、前記支え側板及び前記連接板の間のエリア
を折り目として折り曲げることにより、前記多機能保護ケースを電子装置を支持するため
のスタンド状に変形することができる。従って、本発明の多機能保護ケースは、電子装置
を収納して保護すると共に、スタンドとしても機能する。しかも、前記多機能保護ケース
の使い方が簡単で、消費者にとって非常に便利である。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の実施形態に係る多機能保護ケースの立体斜視図である。
【図２】図１に示した多機能保護ケースを別の視点から見た立体斜視図である。
【図３】図１に示した多機能保護ケースの使用状態を示す図であり、電子装置が前記多機
能保護ケースの内部に収納されている。
【図４】図２に示した多機能保護ケースの折り曲げ過程を示す図である。
【図５】図２に示した多機能保護ケースがスタンド状に折り畳まれた後の立体図である。
【図６】図５に示した多機能保護ケースがスタンドとして電子装置を支持している状態を
示す図である。
【発明を実施するための形態】
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【０００９】
　本発明の実施形態に係る多機能保護ケースは、携帯電話、個人用携帯情報端末（Ｐｅｒ
ｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）及びパソコン等の電子装置２００（
図６を参照）に用いられ、且つ繊維及びプラスチック材料からなる。
【００１０】
　図１乃至図３に示したように、前記多機能保護ケース１００は、頂壁１０、底壁２０、
伸縮できる周壁３０、湾曲できるシール部４０及び止め部５０を備える。前記多機能保護
ケース１００は、その内部に収納されている前記電子装置２００を摩損しないようにする
ために、前記頂壁１０、前記底壁２０及び前記周壁３０が、すべて繊維生地等の軟質材料
からなる。前記周壁３０は、前記頂壁１０の周縁部及び前記底壁２０の周縁部を連接する
ように、前記頂壁１０と前記底壁２０との間に設けられる。前記頂壁１０、前記底壁２０
及び前記周壁３０に取り囲まれで、前記電子装置２００を収容するためのケース状収容空
間が形成される。
【００１１】
　前記周壁３０の一端には、開口部３１が設けられる。前記電子装置２００は、この開口
部３１から前記多機能保護ケース１００のケース状収容空間内に装入される。前記シール
部４０は、前記底壁２０の前記開口部３１に対応する端縁から延在してなり、且つ略台形
を呈する。前記シール部４０を前記頂壁１０に向かって湾曲させてから、前記シール部４
０を前記頂壁１０の端縁に固定すると、前記開口部３１が閉鎖される。
【００１２】
　前記止め部５０は、前記シール部４０に隣接して前記底壁２０の一端の中央部に設けら
れる。前記止め部５０の片側には、前記電子装置２００の端部を挟持するための係止溝５
１が設けられている。
【００１３】
　本発明の実施形態において、前記底壁２０には、プラスチック等の硬質材料からなる基
板６１、メイン支え板６２、支え側板６３、６４及び連接板６５、６６が設けられている
。前記基板６１、前記メイン支え板６２、前記支え側板６３、６４及び前記連接板６５、
６６は、互いに間隔を介して前記底壁２０に設けられ、且つ同じ厚さを有するポリエチレ
ン（ＰＥ）或いはポリプロピレン（ＰＰ）等のプラスチック材料から成形されてなる薄板
である。前記メイン支え板６２は、略正方形の平板体である。前記支え側板６３、６４及
び前記連接板６５、６６は、それぞれメイン支え板６２の対向する両側に対称的に設けら
れる。前記基板６１、前記メイン支え板６２、前記支え側板６３、６４及び前記連接板６
５、６６は、前記底壁２０内に嵌め込まれるか又は前記底壁２０の外面に貼り付けられて
いる。
【００１４】
　前記基板６１は、前記止め部５０に近接して設けられる。前記基板６１の前記止め部５
０から離れている片側には、基準辺６１１が設けられる。前記基準辺６１１の対向する両
端は、前記止め部５０へ斜めに延在する。前記メイン支え板６２は、前記基準辺６１１の
中央部に対応する。前記支え側板６３、６４には、斜辺６３１及び斜辺６４１がそれぞれ
設けられている。前記斜辺６３１、６４１は、前記メイン支え板６２から離れる方向に向
かって斜めに延在し、且つ前記斜辺６３１の延長線及び前記斜辺６４１の延長線は、前記
基準辺６１１の両端の傾斜部の延長線とそれぞれ交わることができる。
【００１５】
　前記連接板６５、６６は、前記斜辺６３１、６４１と前記基準辺６１１との間にそれぞ
れ設けられる。前記連接板６５は、第一側辺６５１及び第二側辺６５２を備える。前記連
接板６６は、第一側辺６６１及び第二側辺６６２を備える。前記第一側辺６５１、６６１
は、前記基準辺６１１の両端にそれぞれ対応する。前記第二側辺６５２、６６２は、それ
ぞれ前記斜辺６３１、６４１に対応する。
【００１６】
　図４に示したように、前記基準辺６１１と前記第一側辺６５１、６６１及び前記メイン
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支え板６２との間には、第一折り曲げエリア６７が形成される。前記支え側板６３、６４
と前記メイン支え板６２との間には、それぞれ第二折り曲げエリア６８が形成される。前
記第二側辺６５２、６６２と前記斜辺６３１、６４１との間には、それぞれ第三折り曲げ
エリア６９が形成される。
【００１７】
　前記多機能保護ケース１００の収納機能を利用する場合、図１に示す状態の多機能保護
ケース１００のシール部４０を折り返して、前記開口部３１を露出させてから、手で前記
開口部３１を突っ張って、前記電子装置２００を前記開口部３１から前記頂壁１０と前記
底壁２０との間に装入する。この際、前記周壁３０が展開して起立するようになる。最後
に、再び前記シール部４０で前記開口部３１を閉鎖すればよい。
【００１８】
　以下、図４及び図５を参照しながら、本発明の多機能保護ケース１００の変形過程につ
いて詳細に説明する。
【００１９】
　前記多機能保護ケース１００をスタンド状に折り畳む場合、前記第一折り曲げエリア６
７の２つの端部エリアを折り目として、前記連接板６５、６６を前記基板６１の上面に重
ねるように（即ち、前記連接板６５、６６を１８０度回転する）、前記連接板６５、６６
をそれぞれ前記基板６１に向かって折り曲げると、前記支え側板６３、６４は、連動して
回転し、且つ前記第三折り曲げエリア６９を折り目として前記連接板６５、６６との間の
角度がそれぞれ９０度になるまで前記基板６１に向かって移動すると共に、前記第二折り
曲げエリア６８を折り目として前記メイン支え板６２に対して折り曲げられる。これと同
時に、前記メイン支え板６２は、前記支え側板６３、６４により牽引されて、前記第一折
り曲げエリア６７の中部エリアを折り目として前記基板６１に向かって折り曲げられて、
前記基板６１と夾角を形成するように傾斜する。好ましくは、前記メイン支え板６２と前
記基板６１との間の角度は４０度である。
【００２０】
　前記支え側板６３、６４が、前記第二折り曲げエリア６８を折り目として、前記メイン
支え板６２に対してそれぞれ９０度或いは任意の鋭角を形成するように折り曲げられる際
に、前記連接板６５、６６は、前記基板６１とそれぞれ重なり合うように当接する。前記
支え側板６３は、前記メイン支え板６２の一端と前記連接板６５との間に立ち、前記支え
側板６４は、前記メイン支え板６２の他端と前記連接板６６との間に立っている（図５を
参照）。
【００２１】
　図６に示したように、前記多機能保護ケース１００をスタンドとして使用する場合、前
記電子装置２００の一端を前記止め部５０の係止溝５１内において挟持すると共に、前記
メイン支え板６２及び前記支え側板６３、６４を介して前記電子装置２００の主体部を支
持する。この際、前記電子装置２００は、折り曲げられてなるスタンドに一定の押圧力を
加えて、前記スタンドをより安定且つ強固にさせる。この際、消費者は、前記電子装置２
００を利用して映画等を快適に鑑賞することができる。
【００２２】
　本発明は、繊維生地を主成分とする多機能保護ケース１００の内部に前記電子装置２０
０を収納して前記電子装置２００を保護するとともに、前記多機能保護ケース１００の底
壁２０にプラスチックからなる基板６１、メイン支え板６２、支え側板６３、６４及び連
接板６５、６６を互いに離間するように設置して、前記多機能保護ケース１００を前記基
板６１、前記メイン支え板６２、前記支え側板６３、６４及び前記連接板６５、６６の間
のエリアを折り目として折り曲げることにより、前記多機能保護ケース１００を前記電子
装置２００を支持するためのスタンド状に変形させる。即ち、本発明の多機能保護ケース
１００は、電子装置を収納して保護すると共に、スタンドとしても機能する。しかも、前
記多機能保護ケース１００の使い方が簡単で、消費者にとって非常に便利である。
【００２３】
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　また、前記多機能保護ケース１００の頂壁１０、底壁２０或いは周壁３０に、前記電子
装置２００の押しボタン或いは表示パネルを露出させるための貫通孔を設けてもよい。
【００２４】
　また、前記多機能保護ケース１００の周壁３０を省略して、前記頂壁１０の周縁部及び
前記底壁２０の周縁部を直接に一体に連接することにより、電子装置を収納するためのケ
ース体を形成することもできる。
【００２５】
　また、前記止め部５０は、前記底壁２０に設けられた１つ又は複数のリブ／凹溝とする
ことができる。この場合、前記リブ或いは凹溝を介して電子装置の一端を位置決めする。
特に、前記リブ或いは凹溝の数が複数であり、且つ前記リブ或いは凹溝が互いに離間して
平行に設けられている場合、電子装置の端部を異なる位置のリブ或いは凹溝に位置決めす
ることにより、電子装置の傾斜角度を調節することができる。
【００２６】
　以上、本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本発明は前記実施形態に限
定されるものではなく、本発明の範囲内で種々の変形又は修正が可能であり、該変形又は
修正も又、本発明の特許請求の範囲内に含まれるものであることは、いうまでもない。
【符号の説明】
【００２７】
　１０　　　　　　　　頂壁
　２０　　　　　　　　底壁
　３０　　　　　　　　周壁
　３１　　　　　　　　開口部
　４０　　　　　　　　シール部
　５０　　　　　　　　止め部
　５１　　　　　　　　係止溝
　６１　　　　　　　　基板
　６２　　　　　　　　メイン支え板
　６３、６４　　　　　支え側板
　６５、６６　　　　　連接板
　６７　　　　　　　　第一折り曲げエリア
　６８　　　　　　　　第二折り曲げエリア
　６９　　　　　　　　第三折り曲げエリア
　１００　　　　　　　多機能保護ケース
　２００　　　　　　　電子装置
　６１１　　　　　　　基準辺
　６３１、６４１　　　斜辺
　６５１、６６１、　　第一側辺
　６５２、６６２　　　第二側辺
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