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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】タブレット端末からタッチスクリーンカバーが
外れることを防ぐことができるタブレット端末用背面保
護カバーを提供する。
【解決手段】タブレット端末１の背面を覆う背面保護カ
バー５であって、前記背面保護カバーは、前記タブレッ
ト端末のタッチスクリーンを覆う着脱式のタッチスクリ
ーンカバーの着脱部３ｂを覆って前記タッチスクリーン
カバー３と前記タブレット端末の分離を防止する分離防
止部５ｂを備える。
【選択図】図３
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
タブレット端末の背面を覆う背面保護カバーであって、
前記背面保護カバーは、前記タブレット端末の背面を覆う本体部と、前記本体部から延び
る分離防止部とを備え、
前記分離防止部は、前記タブレット端末のタッチスクリーンを覆う着脱式のタッチスクリ
ーンカバーの着脱部を覆って前記タッチスクリーンカバーと前記タブレット端末の分離を
防止する、背面保護カバー。
【請求項２】
前記着脱部は、前記タブレット端末の側面に設けられる、請求項１に記載の背面保護カバ
ー。
【請求項３】
前記着脱部は、前記タッチスクリーンカバーに内蔵されたマグネットである、請求項１又
は２に記載の背面保護カバー。
【請求項４】
前記本体部と前記分離防止部は、一体成形される、請求項１～３の何れか１つに記載の背
面保護カバー。
【請求項５】
前記分離防止部は、前記着脱部を取り囲むように屈曲している、請求項１～４の何れか１
つに記載の背面保護カバー。
【請求項６】
前記本体部は、前記タブレット端末に固定可能なように構成されている、請求項１～５の
何れか１つに記載の背面保護カバー。
【請求項７】
前記背面保護カバーは、ポリカーボネートからなる、請求項１～６の何れか１つに記載の
背面保護カバー。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、タブレット端末用背面保護カバーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　アップル社から発売された（公序良俗違反につき、不掲載）アクセサリの一つに（公序
良俗違反につき、不掲載）がある。（公序良俗違反につき、不掲載）は、内蔵されたマグ
ネットで（公序良俗違反につき、不掲載）に着脱させることができ、（公序良俗違反につ
き、不掲載）のタッチスクリーンを保護する。また、（公序良俗違反につき、不掲載）は
、折り畳んだときにキーボードスタンドとしても機能するので、非常に便利である。
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００３】
　（公序良俗違反につき、不掲載）は、このように非常に便利なものであるが、本考案者
が使用したところ、（公序良俗違反につき、不掲載）だけを掴んで持ち上げたりしたとき
に、（公序良俗違反につき、不掲載）が（公序良俗違反につき、不掲載）から外れてしま
う場合があることに気がついた。（公序良俗違反につき、不掲載）が外れるという問題を
防ぐには、マグネットの力を強くしたり、接着剤などで（公序良俗違反につき、不掲載）
を（公序良俗違反につき、不掲載）に固定してしまえばいいが、（公序良俗違反につき、
不掲載）の魅力の一つは不要なときに簡単に取り外すことができるという点にあるので、
このような方法で（公序良俗違反につき、不掲載）を外れにくくすることは、（公序良俗
違反につき、不掲載）の魅力を低減してしまう。
【０００４】
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　このような問題は、（公序良俗違反につき、不掲載）の組み合わせに限らず、（公序良
俗違反につき、不掲載）以外のタブレット端末と、このタブレット端末に着脱可能なタッ
チスクリーンカバーの組み合わせの場合にも同様に生じ得る。
【０００５】
　本考案はこのような事情に鑑みてなされたものであり、タブレット端末からタッチスク
リーンカバーが外れることを防ぐことができるタブレット端末用背面保護カバーを提供す
るものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本考案によれば、タブレット端末の背面を覆う背面保護カバーであって、前記背面保護
カバーは、前記タブレット端末のタッチスクリーンを覆う着脱式のタッチスクリーンカバ
ーの着脱部を覆って前記タッチスクリーンカバーと前記タブレット端末の分離を防止する
分離防止部を備える、背面保護カバーが提供される。
【０００７】
　タブレット端末の背面には、タブレット端末の筐体にキズが入るのを防ぐために背面保
護カバーが取り付けられることがあるが、本考案者は、タッチスクリーンカバーをタブレ
ット端末に取り付ける際の着脱部を覆う形状の分離防止部を備える背面保護カバーを用い
ることによって、タッチスクリーンカバーの外れの問題を防ぐことができることを見出し
、本考案の完成に到った。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】タッチスクリーンカバーが取り付けられたタブレット端末に、本考案の一実施形
態の背面保護カバーが取り付けられている状態を示し、（ａ）は平面図であり、（ｂ）は
背面図であり、（ｃ）は側面図である。
【図２】図１中のＡ－Ａ断面図である。
【図３】図２中の領域Ｂの拡大図である。
【考案を実施するための形態】
【０００９】
　以下、図１～図３を用いて、本考案の実施形態について説明する。以下の実施形態は、
例示であって、本考案の範囲は、以下の実施形態で示すものに限定されない。
【００１０】
　図１～図３に示すように、タブレット端末（例：iPad2）１のタッチスクリーン側には
タッチスクリーンカバー（例：iPad Smart Cover）３が設けられている。タッチスクリー
ンカバー３は、着脱式であり、タブレット端末１のタッチスクリーン（図示せず）を覆う
本体部３ａと、タッチスクリーンカバー３をタブレット端末１に着脱可能にする着脱部３
ｂとを備える。着脱部３ｂには、マグネットが内蔵されていて、磁力によって着脱部３ｂ
がタブレット端末１の側面に固定されるようになっている。本体部３ａは、ヒンジ部３ｃ
において、着脱部３ｂに対して旋回自在であり、着脱部３ｂがタブレット端末１に固定さ
れた状態で本体部３ａの開閉が可能になっている。
【００１１】
　タブレット端末１の背面側には、背面保護カバー５が設けられている。背面保護カバー
５は、着脱式であり、タブレット端末１の背面（及び側面）を覆う本体部５ａと、本体部
５ａから延びる分離防止部５ｂを備える。本体部５ａは、タブレット端末１に固定可能で
ある。分離防止部５ｂは、着脱部３ｂと取り囲むように屈曲しており、着脱部３ｂがタブ
レット端末１から離れることを防止する。従って、本実施形態の背面保護カバー５を用い
れば、タッチスクリーンカバー３だけを持ち上げてもタッチスクリーンカバー３がタブレ
ット端末１から外れることがなく、タブレット端末１の落下などの問題を防ぐことができ
る。また、分離防止部５ｂがない背面保護カバーを用いた場合、着脱部３ｂの周囲が露出
することになり、そのため、この領域でタブレット端末１にキズが入る恐れがあるが、分
離防止部５ｂを有する本実施形態の背面保護カバー５を用いれば、着脱部３ｂの周囲も背
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面保護カバー５で覆われることになるので、このようなキズの問題も防ぐことができる。
【００１２】
　背面保護カバー５は、好ましくは、ポリカーボネートからなる。この場合、背面保護カ
バー５を透明にすることができるので、背面保護カバー５を取り付けた状態でタブレット
端末１の背面に設けられたロゴなどを視認することができる。
【符号の説明】
【００１３】
１：タブレット端末　３：タッチスクリーンカバー　３ａ：タッチスクリーンカバーの本
体部　３ｂ：タッチスクリーンカバーの着脱部　３ｃ：タッチスクリーンカバーのヒンジ
部　５：背面保護カバー　５ａ：背面保護カバーの本体部　５ｂ：背面保護カバーの分離
防止部
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【図１】

【図２】
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【図３】

【手続補正書】
【提出日】平成23年7月14日(2011.7.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、タブレット端末用背面保護カバーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　アップル社から発売されたタブレット端末用アクセサリの一つに、内蔵されたマグネッ
トでタブレット端末に着脱させることができ、このタブレット端末のタッチスクリーンを
保護することができるタッチスクリーンカバーがある。また、このタッチスクリーンカバ
ーは、折り畳んだときにキーボードスタンドとしても機能するので、非常に便利である。
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００３】
　上記のタッチスクリーンカバーは、このように非常に便利なものであるが、本考案者が
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使用したところ、タッチスクリーンカバーだけを掴んで持ち上げたりしたときに、タッチ
スクリーンカバーがタブレット端末から外れてしまう場合があることに気がついた。タッ
チスクリーンカバーが外れるという問題を防ぐには、マグネットの力を強くしたり、接着
剤などでタッチスクリーンカバーをタブレット端末に固定してしまえばいいが、上記タッ
チスクリーンカバーの魅力の一つは不要なときに簡単に取り外すことができるという点に
あるので、このような方法で上記タッチスクリーンカバーを外れにくくすることは、この
タッチスクリーンカバーの魅力を低減してしまう。
【０００４】
　このような問題は、アップル社製のタブレット端末と、このタブレット端末用の上記タ
ッチスクリーンカバーの組み合わせに限らず、アップル社製のタブレット端末以外のタブ
レット端末と、このタブレット端末に着脱可能なタッチスクリーンカバーの組み合わせの
場合にも同様に生じ得る。
【０００５】
　本考案はこのような事情に鑑みてなされたものであり、タブレット端末からタッチスク
リーンカバーが外れることを防ぐことができるタブレット端末用背面保護カバーを提供す
るものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本考案によれば、タブレット端末の背面を覆う背面保護カバーであって、前記背面保護
カバーは、前記タブレット端末のタッチスクリーンを覆う着脱式のタッチスクリーンカバ
ーの着脱部を覆って前記タッチスクリーンカバーと前記タブレット端末の分離を防止する
分離防止部を備える、背面保護カバーが提供される。
【０００７】
　タブレット端末の背面には、タブレット端末の筐体にキズが入るのを防ぐために背面保
護カバーが取り付けられることがあるが、本考案者は、タッチスクリーンカバーをタブレ
ット端末に取り付ける際の着脱部を覆う形状の分離防止部を備える背面保護カバーを用い
ることによって、タッチスクリーンカバーの外れの問題を防ぐことができることを見出し
、本考案の完成に到った。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】タッチスクリーンカバーが取り付けられたタブレット端末に、本考案の一実施形
態の背面保護カバーが取り付けられている状態を示し、（ａ）は平面図であり、（ｂ）は
背面図であり、（ｃ）は側面図である。
【図２】図１中のＡ－Ａ断面図である。
【図３】図２中の領域Ｂの拡大図である。
【考案を実施するための形態】
【０００９】
　以下、図１～図３を用いて、本考案の実施形態について説明する。以下の実施形態は、
例示であって、本考案の範囲は、以下の実施形態で示すものに限定されない。
【００１０】
　図１～図３に示すように、タブレット端末（例：iPad2）１のタッチスクリーン側には
タッチスクリーンカバー（例：iPad Smart Cover）３が設けられている。タッチスクリー
ンカバー３は、着脱式であり、タブレット端末１のタッチスクリーン（図示せず）を覆う
本体部３ａと、タッチスクリーンカバー３をタブレット端末１に着脱可能にする着脱部３
ｂとを備える。着脱部３ｂには、マグネットが内蔵されていて、磁力によって着脱部３ｂ
がタブレット端末１の側面に固定されるようになっている。本体部３ａは、ヒンジ部３ｃ
において、着脱部３ｂに対して旋回自在であり、着脱部３ｂがタブレット端末１に固定さ
れた状態で本体部３ａの開閉が可能になっている。
【００１１】
　タブレット端末１の背面側には、背面保護カバー５が設けられている。背面保護カバー
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５は、着脱式であり、タブレット端末１の背面（及び側面）を覆う本体部５ａと、本体部
５ａから延びる分離防止部５ｂを備える。本体部５ａは、タブレット端末１に固定可能で
ある。分離防止部５ｂは、着脱部３ｂと取り囲むように屈曲しており、着脱部３ｂがタブ
レット端末１から離れることを防止する。従って、本実施形態の背面保護カバー５を用い
れば、タッチスクリーンカバー３だけを持ち上げてもタッチスクリーンカバー３がタブレ
ット端末１から外れることがなく、タブレット端末１の落下などの問題を防ぐことができ
る。また、分離防止部５ｂがない背面保護カバーを用いた場合、着脱部３ｂの周囲が露出
することになり、そのため、この領域でタブレット端末１にキズが入る恐れがあるが、分
離防止部５ｂを有する本実施形態の背面保護カバー５を用いれば、着脱部３ｂの周囲も背
面保護カバー５で覆われることになるので、このようなキズの問題も防ぐことができる。
【００１２】
　背面保護カバー５は、好ましくは、ポリカーボネートからなる。この場合、背面保護カ
バー５を透明にすることができるので、背面保護カバー５を取り付けた状態でタブレット
端末１の背面に設けられたロゴなどを視認することができる。
【符号の説明】
【００１３】
１：タブレット端末　３：タッチスクリーンカバー　３ａ：タッチスクリーンカバーの本
体部　３ｂ：タッチスクリーンカバーの着脱部　３ｃ：タッチスクリーンカバーのヒンジ
部　５：背面保護カバー　５ａ：背面保護カバーの本体部　５ｂ：背面保護カバーの分離
防止部
【手続補正２】
【補正対象書類名】実用新案登録請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
タブレット端末の背面を覆う背面保護カバーであって、
前記背面保護カバーは、前記タブレット端末の背面を覆う本体部と、前記本体部から延び
る分離防止部とを備え、
前記分離防止部は、前記タブレット端末のタッチスクリーンを覆う着脱式のタッチスクリ
ーンカバーの着脱部を覆って前記タッチスクリーンカバーと前記タブレット端末の分離を
防止する、背面保護カバー。
【請求項２】
前記着脱部は、前記タブレット端末の側面に設けられる、請求項１に記載の背面保護カバ
ー。
【請求項３】
前記着脱部は、前記タッチスクリーンカバーに内蔵されたマグネットである、請求項１又
は２に記載の背面保護カバー。
【請求項４】
前記本体部と前記分離防止部は、一体成形される、請求項１～３の何れか１つに記載の背
面保護カバー。
【請求項５】
前記分離防止部は、前記着脱部を取り囲むように屈曲している、請求項１～４の何れか１
つに記載の背面保護カバー。
【請求項６】
前記背面保護カバーは、ポリカーボネートからなる、請求項１～５の何れか１つに記載の
背面保護カバー。
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