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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】実用性の高い電子バッグを提供する。
【解決手段】バッグ本体１０を備え、バッグ本体１０に
ストラップ１１が設けられる。電子バッグは、ディスプ
レイスクリーン２０と、異なる画像を表示するようにデ
ィスプレイスクリーン２０を制御する第一タッチパネル
とを更に備え、ディスプレイスクリーン２０はバッグ本
体１０の外表面に設けられ、第一タッチパネルはストラ
ップ１１に設けられる。従来のバッグに比べて、本発明
に係る電子バッグは、収納機能を備える上に、ユーザの
意図に応じて異なる画像を表示することができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一ストラップが設けられるバッグ本体を備える電子バッグであって、ディスプレイス
クリーンと第一タッチパネルとを更に備え、前記第一タッチパネルは、異なるタッチ動作
を感知することにより異なる画像を表示するように前記ディスプレイスクリーンを制御し
、前記ディスプレイスクリーンは前記バッグ本体の外表面に設けられ、第一タッチパネル
は前記第一ストラップに設けられることを特徴とする電子バッグ。
【請求項２】
　前記第一タッチパネルは、第一タッチセンサと第一コントローラとを備え、前記第一タ
ッチセンサは前記第一タッチパネルでのタッチ動作を感知し、前記第一コントローラは前
記タッチ動作に対応する画像を表示するように前記ディスプレイスクリーンを制御するこ
とを特徴とする、請求項１に記載の電子バッグ。
【請求項３】
　前記タッチ動作に対応する画像は、予め設定され、且つ、前記第一コントローラに予め
記憶されることを特徴とする、請求項２に記載の電子バッグ。
【請求項４】
　前記タッチ動作に対応する画像のトレイスは、前記タッチ動作のトレイスと同様である
ことを特徴とする、請求項２に記載の電子バッグ。
【請求項５】
　前記電子バッグはオーディオプレーヤを更に備え、前記第一タッチパネルは前記オーデ
ィオプレーヤに電気的に接続され、オーディオの再生を制御することを特徴とする、請求
項１に記載の電子バッグ。
【請求項６】
　前記電子バッグは、オーディオプレーヤと第二タッチパネルとを更に備え、前記第二タ
ッチパネルは前記オーディオプレーヤに電気的に接続され、オーディオの再生を制御する
ことを特徴とする、請求項１に記載の電子バッグ。
【請求項７】
　前記第二タッチパネルは、第一ストラップに設けられることを特徴とする、請求項６に
記載の電子バッグ。
【請求項８】
　前記電子バッグは第二ストラップを更に備え、前記第二タッチパネルは前記第二ストラ
ップに設けられることを特徴とする、請求項６に記載の電子バッグ。
【請求項９】
　前記第一タッチパネルは、フレキシブルタッチパネルであることを特徴とする、請求項
１に記載の電子バッグ。
【請求項１０】
　前記第二タッチパネルは、フレキシブルタッチパネルであることを特徴とする、請求項
６に記載の電子バッグ。
【請求項１１】
　前記オーディオプレーヤは、前記電子バッグの底部に設けられることを特徴とする、請
求項５又は６に記載の電子バッグ。
【請求項１２】
　前記ディスプレイスクリーンは、ＬＥＤ格子状のスクリーンであることを特徴とする、
請求項１に記載の電子バッグ。
【請求項１３】
　電子バッグのストラップに設けられたフレキシブルタッチパネルでのタッチ動作を感知
するステップと、前記タッチ動作に対応する画像を表示するように前記電子バッグのディ
スプレイスクリーンを制御するステップと、を備えることを特徴とする電子バッグ制御方
法。
【請求項１４】
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　前記画像は、前記電子バッグのコントローラに予め記憶され、前記タッチ動作のトレイ
スが前記画像のトレイスにマッチングする場合、前記画像は選ばれ且つ前記ディスプレイ
スクリーンに表示されることを特徴とする、請求項１３に記載の電子バッグ制御方法。
【請求項１５】
　前記電子バッグは、別のストラップと、前記別のストラップに設けられた別のフレキシ
ブルタッチパネルとを更に備え、前記別のフレキシブルタッチパネルは、別のタッチ動作
を感知し、オーディオを再生するように前記電子バッグのオーディオプレーヤを制御する
ことを特徴とする、請求項１３に記載の電子バッグ制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、バッグ分野に関し、特に、電子バッグおよび電子バッグ制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　バッグは、日常生活において人々に良く使用され、物品を収納するためのものである。
周知のバッグによって、人々の外出および物品の携帯は便利になる。また、人々の生活水
準の向上に伴って、人々の異なるニーズを満たすために、バッグが今多様化しているが、
しかしながら、多数のバッグは、従来の収納機能のみ備え、機能および応用範囲が比較的
に単一である。
【発明の概要】
【０００３】
　本発明は、多様な機能を有する電子バッグおよび電子バッグ制御方法を提供する。
【０００４】
　電子バッグは、バッグ本体を備え、前記バッグ本体に第一ストラップが設けられる。電
子バッグは、ディスプレイスクリーンと、第一タッチパネルとを更に備え、前記第一タッ
チパネルは、異なるタッチ動作を感知することにより異なる画像を表示するように前記デ
ィスプレイスクリーンを制御し、前記ディスプレイスクリーンは、前記バッグ本体の外表
面に設けられ、第一タッチパネルは、前記第一ストラップに設けられる。
【０００５】
　また、前記第一タッチパネルは、第一タッチセンサと第一コントローラとを備え、前記
第一タッチセンサは、前記第一タッチパネルでのタッチ動作を感知し、前記第一コントロ
ーラは、前記タッチ動作に対応する画像を表示するように前記ディスプレイスクリーンを
制御する。
【０００６】
　また、前記タッチ動作に対応する画像は、予め設定され、且つ、前記第一コントローラ
に予め記憶される。
【０００７】
　また、前記タッチ動作に対応する画像のトレイスは、前記タッチ動作のトレイスと同様
である。
【０００８】
　また、前記電子バッグはオーディオプレーヤを更に備え、前記第一タッチパネルは、前
記オーディオプレーヤに電気的に接続され、オーディオの再生を制御する。
【０００９】
　また、前記電子バッグは、オーディオプレーヤと、第二タッチパネルとを更に備え、前
記第二タッチパネルは、前記オーディオプレーヤに電気的に接続され、オーディオの再生
を制御する。
【００１０】
　また、前記第二タッチパネルは、第一ストラップに設けられる。
【００１１】
　また、前記電子バッグは、第二ストラップを更に備え、前記第二タッチパネルは、前記
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第二ストラップに設けられる。
【００１２】
　また、前記第一タッチパネルは、フレキシブルタッチパネルである。
【００１３】
　また、前記第二タッチパネルは、フレキシブルタッチパネルである。
【００１４】
　また、前記オーディオプレーヤは、前記電子バッグの底部に設けられる。
【００１５】
　また、前記ディスプレイスクリーンは、ＬＥＤ格子状のスクリーンである。
【００１６】
　電子バッグ制御方法は、電子バッグのストラップに設けられたフレキシブルタッチパネ
ルでのタッチ動作を感知するステップと、前記タッチ動作に対応する画像を表示するよう
に前記電子バッグのディスプレイスクリーンを制御するステップと、を備える。
【００１７】
　また、前記画像は、前記電子バッグのコントローラに予め記憶され、前記タッチ動作の
トレイスが前記画像のトレイスにマッチングする場合、前記画像は選ばれ且つ前記ディス
プレイスクリーンに表示される。
【００１８】
　また、前記電子バッグは、別のストラップと、前記別のストラップに設けられた別のフ
レキシブルタッチパネルとを更に備え、前記別のフレキシブルタッチパネルは、別のタッ
チ動作を感知し、オーディオを再生するように前記電子バッグのオーディオプレーヤを制
御する。
【００１９】
　従来のバッグに比べて、本発明に係る電子バッグは、収納機能を備える上に、ユーザの
意図に応じて異なる画像を表示することができるため、この電子バッグは、良い実用性を
有する。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】図１は、本発明の第一実施形態に係る電子バッグの正面図である。
【図２】図２は、本発明の第一実施形態に係る電子バッグの背面図である。
【図３】図３は、本発明の第二実施形態に係る電子バッグの背面図である。
【図４】図４は、本発明の第二実施形態に係る電子バッグの平面図である。
【図５】図５は、本発明の第一実施形態に係る電子バッグの側面図である。
【図６】図６は、本発明の第一実施形態に係る電子バッグの斜視図である。
【図７】図７は、本発明の実施形態に係る第一タッチパネルのブロック図である。
【図８】図８は、本発明の実施形態に係る電子バッグのブロック図である。
【図９】図９は、本発明の実施形態に係る第二タッチパネルのブロック図である。
【図１０】図１０は、本発明の実施形態に係る電子バッグ制御方法のフローチャートであ
る。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下は、本発明の好適な実施形態であるが、当業者にとっては、本発明の要旨を逸脱し
ない範囲において様々な改良および修正が可能であり、これらの改良および修正は、特許
請求の範囲に属するものとする。
【００２２】
　図１～２および図５～６から分かるように、本発明に係る電子バッグは、バッグ本体１
０を備える。このバッグ本体１０には、ストラップ１１が設けられる。電子バッグは、デ
ィスプレイスクリーン２０と、異なる画像を表示するようにディスプレイスクリーン２０
を制御するための第一タッチパネル３１とを更に備える。ディスプレイスクリーン２０は
、バッグ本体１０の外表面に設けられる。第一タッチパネル３１は、ストラップ１１に設
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けられる。第一タッチパネル３１のサイズは、ディスプレイスクリーン２０のサイズより
も小さくてもよい。
【００２３】
　この実施形態において、バッグは、バックパックである。他の実施形態において、バッ
グは、ショルダーバッグ、ウエストバッグ、書類かばん、ハンドバッグ、斜め掛けバッグ
またはトラベルケースであってもよい。
【００２４】
　この実施形態において、電子バッグは、一つのディスプレイスクリーン（ディスプレイ
スクリーン２０）を備える。他の実施形態において、電子バッグは、二つ以上のディスプ
レイスクリーンを備えてもよい。
【００２５】
　この実施形態では、ディスプレイスクリーン２０は、バッグ本体１０の正面に設けられ
、つまり、ディスプレイスクリーン２０は、ストラップ１１から離れた面に設けられる。
他の実施形態では、ディスプレイスクリーン２０は、バッグ本体１０の側面に設けられて
もよい。
【００２６】
　この実施形態では、ディスプレイスクリーン２０は、ＬＥＤ格子状のスクリーン又はフ
レキシブルディスプレイスクリーンである。
【００２７】
　この実施形態では、ディスプレイスクリーン２０は、長方形である。他の実施形態では
、ディスプレイスクリーン２０は、任意の形状、例えば、円形、長方形、長手形または不
規則の形状であってもよい。
【００２８】
　この実施形態では、ディスプレイスクリーン２０は、異なる画像を表示することにより
、バッグ本体１０の外観を変える。具体的には、ユーザによって第一タッチパネル３１に
おいて行われる異なるスワイプ操作やタップ操作は、異なる画像を表示するようにディス
プレイスクリーン２０を制御可能である。
【００２９】
　具体的には、ディスプレイスクリーン２０は、ユーザの要求に応じて特定の画像を表示
することができる。画像は、警告画像または宣伝画像であってもよく、警告画像は、左折
矢印、右折矢印、停止または加速であり得る。
【００３０】
　この実施形態において、第一タッチパネル３１は、ストラップ１１に設けられたため、
ユーザが第一タッチパネル３１に操作を行い、異なる画像を表示するようにディスプレイ
スクリーン２０を制御することで便利になる。
【００３１】
　この実施形態において、第一タッチパネル３１は、フレキシブルタッチパネルであって
もよい。
【００３２】
　この実施形態において、第一タッチパネル３１は、電気抵抗式タッチパネル、静電容量
式タッチパネル、赤外式タッチパネル又は表面波式タッチパネルであってもよい。
【００３３】
　この実施形態において、第一タッチパネル３１は、ねじ、クリップ又はマジックテープ
（登録商標）によって、ストラップ１１に固定される。この実施形態において、ストラッ
プ１１には、一つのタッチパネル（第一タッチパネル３１）が設けられる。他の実施形態
では、ストラップ１１に複数のタッチパネルが設けられてもよい。
【００３４】
　図７を参照すると、第一タッチパネル３１は、第一タッチセンサ３１０と第一コントロ
ーラ３１１とを備える。電子バッグ内には、第一タッチセンサ３１０および第一コントロ
ーラ３１１に電気エネルギーを供給するための電源モジュール（図示せず）が設けられる
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。第一タッチセンサ３１０は、第一タッチパネル３１でのタッチ動作を感知するためのも
のである。第一コントローラ３１１は、ディスプレイスクリーン２０に電気的に接続され
ており、感知されたタッチ動作に応じて制御コマンドを生成することにより、対応する画
像を表示するようにディスプレイスクリーン２０を制御するためのものである。
【００３５】
　ユーザによって、第一タッチパネル３１にてタッチ動作が行われる場合、第一タッチセ
ンサ３１０は、該タッチ動作を感知しており、第一コントローラ３１１は、感知されたタ
ッチ動作に応じて制御コマンドを生成することにより、対応する画像を表示するようにデ
ィスプレイスクリーン２０を制御する。具体的には、この実施形態において、第一コント
ローラ３１１は、感知されたタッチ動作に応じて、デフォルト画像を表示するようにディ
スプレイスクリーン２０を制御する。第一コントローラ３１１には、複数のデフォルト画
像が予め記憶され、それぞれのデフォルト画像は、一つのタッチトレイス（ｔｏｕｃｈ　
ｔｒａｃｅ）に対応する。タッチ動作が、予め設定されたあるタッチトレイスにマッチン
グする場合、ディスプレイスクリーン２０には、対応するデフォルト画像が表示される。
例えば、第一タッチパネル３１に１本の指が右へスワイプすると、ディスプレイスクリー
ン２０には、右折矢印が表示され、また、第一タッチパネル３１に１本の指が下へスワイ
プすると、ディスプレイスクリーン２０には、停止標識が表示され、第一タッチパネル３
１に１本の指が上へスワイプすると、ディスプレイスクリーン２０には、加速標識が表示
される。他の実施形態では、第一コントローラ３１１は、タッチ動作のトレイスを有する
画像を表示するようにディスプレイスクリーン２０を制御する。例えば、ユーザによって
第一タッチパネル３１に円が描かれる場合、ディスプレイスクリーン２０には、円が表示
される。ユーザによって第一タッチパネル３１に「停止」と書かれる場合、ディスプレイ
スクリーン２０には、「停止」と表示される。表示された画像のトレイスがタッチ動作の
トレイスと同様であるため、ユーザが異なる画像を表示するようにディスプレイスクリー
ン２０を制御することは便利になる。
【００３６】
　図８を参照すると、この実施形態では、電子バッグはオーディオプレーヤ４０を更に備
える。第一タッチパネル３１は、オーディオプレーヤ４０に電気的に接続され、オーディ
オの再生を制御する。第一タッチパネル３１は、異なる画像を表示するようにディスプレ
イスクリーン２０を制御すると共に、オーディオを再生するようにオーディオプレーヤ４
０を制御する。
【００３７】
　この実施形態では、バッグ本体１０にオーディオプレーヤ４０が設けられることにより
、周知のバッグがオーディオ再生の機能を有する。
【００３８】
　図３～４に示すように、もう一つの実施形態では、電子バッグは、第二タッチパネル３
２を更に備える。第二タッチパネル３２は、オーディオプレーヤ４０に電気的に接続され
、オーディオの再生を制御する。
【００３９】
　この実施形態では、第一タッチパネル３１がストラップ１１に設けられ、第二タッチパ
ネル３２がストラップ１２に設けられる。他の実施形態では、第二タッチパネル３２およ
び第一タッチパネル３１は同じストラップに設置されてもよい。
【００４０】
　図９を参照すると、具体的には、第二タッチパネル３２は、第二タッチセンサ３２０と
第二コントローラ３２１とを備える。第二コントローラ３２１は、バッグ本体１０のスト
ラップ１２に設けられる。他の実施形態では、第二コントローラ３２１および第一コント
ローラ３１１は同一のコントローラであってもよい。つまり、一つのコントローラによっ
て、第一タッチセンサ３１０および第二タッチセンサ３２０が制御されてもよい。電源モ
ジュールは、第二タッチセンサ３２０および第二コントローラ３２１にも電気エネルギー
を供給する。第二タッチセンサ３２０は、第二タッチパネル３２でのタッチ動作を感知す
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るためのものである。第二コントローラ３２１は、該タッチ動作に応じて制御コマンドを
生成することにより、オーディオを再生し、又は、音量を調節するようにオーディオプレ
ーヤ４０を制御するためのものである。
【００４１】
　具体的には、オーディオプレーヤ４０は、挿入されたイヤホーン又はバッグに内蔵され
たスピーカーである。オーディオプレーヤ４０は、電子バッグの底部に設けられてもよい
。
【００４２】
　ユーザによって、第二タッチパネル３２にタッチ動作が行われる場合、第二タッチセン
サ３２０は、該タッチ動作を感知しており、第二コントローラ３２１は、感知されたタッ
チ動作に応じて制御コマンドを生成することにより、オーディオの再生又は音量の調節を
制御する。例えば、ユーザは第二タッチパネル３２に１本の指が上下にスワイプすると、
オーディオプレーヤ４０は、オーディオの音量を調節しており、また、ユーザは第二タッ
チパネル３２に１本の指が左右にスワイプすると、オーディオプレーヤ４０は、前の歌曲
または次の歌曲を再生する。もちろん、予め設定された動作によって、異なる機能が実現
されることができ、例えば、ユーザは、第二タッチパネル３２に「ｒ」と描くと、オーデ
ィオプレーヤ４０が歌曲をランダムに再生しており、また、「ｗ」と描くと、オーディオ
プレーヤ４０が姓の最初のアルファベットが「ｗ」である歌手の歌を再生する。
【００４３】
　この実施形態では、第二タッチパネル３２は、ストラップに設けられたため、ユーザが
第二タッチパネル３２に操作を行い、オーディオの再生を制御することは便利になる。
【００４４】
　従来のバッグに比べて、本発明に係る電子バッグは、収納機能を備える上に、ユーザの
意図に応じて異なる画像を表示し、または、異なるオーディオを再生することができるた
め、この電子バッグは、複数の機能を備え、良い実用性を有する。
【００４５】
　図１０を参照すると、図１０は、本発明の実施形態に係る電子バッグ制御方法のフロー
チャートである。この方法は、電子バッグのストラップに設けられたフレキシブルタッチ
パネルでのタッチ動作を感知するステップ１００１と、該タッチ動作に対応する画像を表
示するように電子バッグのディスプレイスクリーンを制御するステップ１００２と、を備
える。電子バッグは、上記の電子バッグと同じものであるため、重複の説明は省略する。
【００４６】
　上記の説明は、本発明の若干の実施形態に過ぎない。この詳しい説明は、本発明の技術
的範囲を限定するものではない。当業者にとって、本発明の要旨を逸脱しない範囲で若干
の変更や改良を行うことは可能であり、これらの変更や改良は本発明の保護範囲に属する
ものである。従って、本発明の保護範囲は、添付の特許請求の範囲に準じる。
【符号の説明】
【００４７】
　１０　バッグ本体
　１１　ストラップ
　２０　ディスプレイスクリーン
　３１　第一タッチパネル
　１２　ストラップ
　３２　第二タッチパネル
　４０　オーディオプレーヤ
　３１０　第一タッチセンサ
　３１１　第一コントローラ
　３２０　第二タッチセンサ
　３１１　第二コントローラ
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【図９】
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