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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一接合部及び第二接合部を有する本体であって、各接合部は前記本体から伸展し、前
記接合部は携帯式機器と前記本体とを連結させるように構成される前記本体と、
　前記本体に可動に接合し、一つの格納位置と少なくとも二つの前記本体に対する伸展位
置との間に移動できるサポートとを備える、携帯式機器のホルダーであって、
　前記少なくとも二つの伸展位置は、第一伸展位置及び第二伸展位置を有し、
　該第二伸展位置は前記第一伸展位置と異なり、
　前記サポートが格納位置に置かれる際に、前記サポートが前記本体の中に配置され、
　前記サポートが伸展位置に置かれる際に、前記サポートが前記本体から伸展し、
　少なくとも二つのサポート面に対する所望の角度で前記本体を支えるために、前記サポ
ートは前記サポート面と噛み合わせ可能であり、
　前記サポートは、共に可動に接合するスタンドパーツ及びサポートコンポーネントを有
し、
　前記スタンドパーツ及びサポートコンポーネントの各々は、前記本体に可動に接合し、
　前記サポートコンポーネントのいかなる部分も、前記サポートの前記少なくとも二つの
伸展位置で、前記サポート面へ伸びない、携帯式機器のホルダー。
【請求項２】
　前記本体は、内表面と、外表面と、前記内表面から前記外表面に伸展する開口部を有し
、前記サポートが格納位置にある時、前記サポートは前記開口部の中に配置される、請求
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項1に記載のホルダー。
【請求項３】
　前記開口部の深さは前記本体の前記内表面と前記外表面との間の距離で決められ、前記
サポートの厚みは前記開口部の深さと実質的に同じである、請求項2に記載のホルダー。
【請求項４】
　前記本体は、前記サポートを保持することができる3つより多い複数の位置を定める位
置決めメカニズムを有する、請求項1に記載のホルダー。
【請求項５】
　前記位置決めメカニズムは少なくとも一つスロットを有し、前記サポートは少なくとも
一つのピンを有し、前記少なくとも一つのピンは前記少なくとも一つのスロットに摺動可
能に噛み合わせる、請求項4に記載のホルダー。
【請求項６】
　前記本体は複数のコーナーを有し、前記第一及び第二接合部の各々を、前記コーナーの
１つに近接して位置付ける、請求項1に記載のホルダー。
【請求項７】
　前記本体は第三接合部及び第四接合部を有し、前記第三接合部及び第四接合部の各々を
、前記本体の前記コーナーの１つに近接して位置付ける、請求項6に記載のホルダー。
【請求項８】
　前記本体は、該本体に摺動接合できる音声反射板を有し、該音声反射板は格納位置と反
射位置との間に移動できる、請求項1に記載のホルダー。
【請求項９】
　第一接合部及び第二接合部を有する本体であって、各接合部は前記本体から伸展し、前
記接合部は携帯式機器と前記本体とを連結させるように構成される前記本体と、
　前記本体に可動に接合し、サポートの厚みは前記本体の開口部を規定する前記本体の部
分の厚みと実質的に同じ厚みを有し、一つの格納位置と少なくとも二つの前記本体に対す
る伸展位置との間に移動できるサポートとを備える、携帯式機器のホルダーであって、
　前記サポートが格納位置に置かれる際に、前記サポートが前記本体の前記開口部の中に
配置され、
　前記サポートが伸展位置に置かれる際に、前記サポートが前記本体から伸展し、
　少なくとも二つのサポート面に対する所望の角度で前記本体を支えるために、前記サポ
ートは前記サポート面と噛み合わせ可能であり、
　前記サポートは、共に可動に接合するスタンドパーツ及びサポートコンポーネントを有
し、
　前記スタンドパーツ及びサポートコンポーネントの各々は、前記本体に可動に接合し、
　前記サポートコンポーネントのいかなる部分も、前記サポートの前記少なくとも二つの
伸展位置で、前記支え面へ伸びない、携帯式機器のホルダー。
【請求項１０】
　前記本体は、前記サポートを保持することができる3つより多い複数の位置を定める位
置決めメカニズムを有する、請求項9に記載のホルダー。
【請求項１１】
　前記位置決めメカニズムは少なくとも一つスロットを有し、前記サポートは少なくとも
一つのピンを有し、前記少なくとも一つのピンは前記少なくとも一つのスロットに摺動可
能に噛み合わせる、請求項10に記載のホルダー。
【請求項１２】
　前記本体は複数のコーナーを有し、前記第一及び第二接合部の各々を、前記コーナーの
１つに近接して位置付ける、請求項9に記載のホルダー。
【請求項１３】
　前記本体は第三接合部及び第四接合部を有し、前記第三接合部及び第四接合部の各々を
、前記本体の前記コーナーの１つに近接して位置付ける、請求項12に記載のホルダー。
【請求項１４】
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　前記本体は、該本体に摺動接合できる音声反射板を有し、該音声反射板は格納位置と反
射位置との間に移動できる、請求項9に記載のホルダー。
【請求項１５】
　前表面と、裏表面と、前表面と裏表面の間に延伸する側壁とを有する携帯式機器のホル
ダーであって、該ホルダーは、
　前記携帯式機器の前記前表面を露出させて、前記携帯式機器と接合するように構成され
た据付け部であって、前記携帯式機器の前記裏表面の少なくとも一部及び前記携帯式機器
の前記側壁の一部をカバーする、前記据付け部と、
　前記据付け部に可動に接合し、一つの格納位置及び少なくとも二つの前記据付け部に対
する伸展位置に配置できるサポートと、を備える、携帯式機器のホルダーであって、
　前記サポートが格納位置にある時、前記サポートの実質的に全ては前記据付け部の中に
納まり、
　前記サポートが伸展位置にある時、前記サポートの実質的に全ては前記据付け部から延
伸し、
　前記サポートは、第一エンド及び第二エンドを有するサポートコンポーネントと、第一
エンド及び第二エンドを有するスタンドパーツとを有し、
　前記サポートコンポーネントの前記第一エンドを、前記据付け部に枢動可能に接合し、
　前記サポートコンポーネントの前記第二エンドを、前記スタンドパーツに枢動可能に接
合し、
　前記サポートコンポーネントのいかなる部分も、前記サポートの前記少なくとも二つの
伸展位置で、サポート面と噛み合わせ可能でない、携帯式機器のホルダー。
【請求項１６】
　前記サポートが格納位置にある時、前記サポートは完全に前記据付け部の中に納まる、
請求項15に記載のホルダー。
【請求項１７】
　前記据付け部による前記側壁のカバー範囲は不連続である、請求項15に記載のホルダー
。
【請求項１８】
　前記サポートコンポーネントの前記第一エンドを、前記据付け部に摺動可能に接合する
、請求項15に記載のホルダー。
【請求項１９】
　前記スタンドパーツは、前記サポート面に噛合うように構成された実質的に平坦な部分
を含む、請求項18に記載のホルダー。
【請求項２０】
　前記サポートが格納位置から伸展位置に動く時、前記サポートコンポーネント及び前記
スタンドパーツの各々の方向は変わる、請求項18に記載のホルダー。
【請求項２１】
　前記サポートが格納位置から伸展位置に動く時、前記サポートコンポーネントと前記ス
タンドパーツとの間の角度は変わる、請求項20に記載のホルダー。
【請求項２２】
　前表面と、裏表面と、前表面と裏表面の間に延伸する側壁と、複数のコーナーとを有す
る携帯式機器のホルダーであって、該ホルダーは、
　第一接合部及び第二接合部を有するベースであって、前記接合部の各々は前記ベースか
ら伸展し、前記接合部は前記携帯式機器の前記側壁に沿って延伸するように構成され、前
記第一接合部は前記携帯式機器の第一コーナーをカバーするように構成され、前記第二接
合部は前記携帯式機器の第二コーナーをカバーするように構成され、前記ホルダーを前記
携帯式機器に取り付ける時、前記携帯式機器の前記前表面をどちらの前記接合部にもカバ
ーされないように、前記接合部の各々は長さを有する、前記ベースと、
　前記ベースに可動に接合し、一つの格納位置と少なくとも二つの前記ベースに対する伸
展位置との間に移動できるサポートであって、サポート面に対する所望の角度で前記ベー
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ス及び前記携帯式機器を支えるために、前記サポート面と噛み合わせ可能である、前記サ
ポートと、を備え、
　前記サポートは、ベースから伸展位置に延伸し、ベース内で格納位置に配置され、
　前記サポートは、共に可動に接合するスタンドパーツ及びサポートコンポーネントを有
し、
　前記スタンドパーツ及びサポートコンポーネントの各々は、前記ベースに可動に接合し
、
　前記サポートコンポーネントは、前記少なくとも二つの伸展位置を含む前記サポートの
任意の伸展位置で、前記サポート面と接触するように、伸びない、携帯式機器のホルダー
。
【請求項２３】
　前記携帯式機器は第三コーナー及び第四コーナーを有し、前記ベースは前記第三コーナ
ーをカバーする第三接合部と前記第四コーナーをカバーする第四接合部とを有し、前記ホ
ルダーを前記携帯式機器に取り付ける時、前記携帯式機器の前記前表面を前記第三接合部
又は前記第四接合部のどちらにもカバーされないように、前記第三接合部及び前記第四接
合部の各々は長さを有する、請求項22に記載のホルダー。
【請求項２４】
　前記サポートコンポーネントは、前記本体に摺動可能に接合する、請求項1に記載のホ
ルダー。
【請求項２５】
　前記ホルダーは、前記少なくとも二つの伸展位置で、前記携帯式機器を横向きに画面鑑
賞する方向付けに構成する、請求項1に記載のホルダー。
【請求項２６】
　前記サポートの前記少なくとも二つの伸展位置の第一伸展位置は、前記本体と前記サポ
ートの前記スタンドパーツとの間に、鋭角を成し、前記サポートの前記少なくとも二つの
伸展位置の第二伸展位置は、前記本体と前記サポートの前記スタンドパーツとの間に、鈍
角を成す、請求項1に記載のホルダー。
【請求項２７】
　前記サポートコンポーネントは、前記本体に摺動可能に接合する、請求項9に記載のホ
ルダー。
【請求項２８】
　前記ホルダーは、前記少なくとも二つの伸展位置で、前記携帯式機器を横向きに画面鑑
賞する方向付けに構成する、請求項9に記載のホルダー。
【請求項２９】
　前記サポートの前記少なくとも二つの伸展位置の第一伸展位置は、前記本体と前記サポ
ートの前記スタンドパーツとの間に、鋭角を成し、前記サポートの前記少なくとも二つの
伸展位置の第二伸展位置は、前記本体と前記サポートの前記スタンドパーツとの間に、鈍
角を成す、請求項9に記載のホルダー。
【請求項３０】
　前記サポートコンポーネントは、前記据付け部に摺動可能に接合する、請求項15に記載
のホルダー。
【請求項３１】
　前記ホルダーは、前記少なくとも二つの伸展位置で、前記携帯式機器を横向きに画面鑑
賞する方向付けに構成する、請求項15に記載のホルダー。
【請求項３２】
　前記サポートの前記少なくとも二つの伸展位置の第一伸展位置は、前記据付け部と前記
サポートの前記スタンドパーツとの間に、鋭角を成し、前記サポートの前記少なくとも二
つの伸展位置の第二伸展位置は、前記据付け部と前記サポートの前記スタンドパーツとの
間に、鈍角を成す、請求項15に記載のホルダー。
【請求項３３】
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　前記サポートコンポーネントは、前記ベースに摺動可能に接合する、請求項22に記載の
ホルダー。
【請求項３４】
　前記ホルダーは、前記少なくとも二つの伸展位置で、前記携帯式機器を横向きに画面鑑
賞する方向付けに構成する、請求項22に記載のホルダー。
【請求項３５】
　前記サポートの前記少なくとも二つの伸展位置の第一伸展位置は、前記ベースと前記サ
ポートの前記スタンドパーツとの間に、鋭角を成し、前記サポートの前記少なくとも二つ
の伸展位置の第二伸展位置は、前記ベースと前記サポートの前記スタンドパーツとの間に
、鈍角を成す、請求項22に記載のホルダー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は携帯電話、PDA、携帯式ビデオ/音楽プレーヤー、電子ブック、電子タブレット
及びその他手持ち機器のケースあるいはホルダー、及び本体に関連する。同時に本発明は
全方位回転できる多機能の保護ホルダーにも関連する。
【背景技術】
【０００２】
　そのホルダーが全ての手持ち不要の動画鑑賞表面に適用できる。更に縦置き/横置きに
限らず、自由に調整できると同時に全視角も選べる可能なホルダーである。そして、音声
を反射したり、騒音をカットできる機能がある。よりよい簡単に掃除ができ、機器のディ
スプレーが見易くなる。より簡単に使用者が手持ちし易くなる。ベルト/ウエストバンド
にも付けられる。車、自転車及び他の車両にも搭載できる。
【０００３】
　デジタルコンバージェンスのこの新しい時代に、通話からビデオ/ オーディオ鑑賞まで
マルチプル範囲が拡大されることによって、携帯式機器の使用率は日々増加してる傾向が
見られる。例えば、アップル社のi-Phone(R)（登録商標）モバイルデジタル機器が全機能
の携帯電話で、動画ブラワーで、ビデオ文庫で、端末VODでもある。アップル社には更に
各種のi-Pod(R)（登録商標）携帯式ビデオ/音楽プレーヤーがある。最近、新しいi-PodTo
uch(R)（登録商標）モバイルデジタル装置がリリースされた。史上初Wi-Fi iPod(R)（登
録商標）を利用して、3.5インチの画面で即時ビデオをダウンロードしたり、プレーでき
る機能が付き、一般の使用者はこのような装置をシャツのポケット、ハンドバックあるい
はズボンのポケットの中にいれる。他にも、このような装置をベルトの上に付ける人がい
る。いずれにして、動画鑑賞あるいは、静態写真を見るとき、装置を斜めにして鑑賞した
い欲望がある。鑑賞好みの設定のため、ケースを保護するため、通常、使用者は取り外す
可能のベルトクリップ、と／あるいは鑑賞できるサポートを購入したがる。
【０００４】
　携帯電話、PDAs、及び携帯式ビデオ/音楽プレーヤーに適用できる従来のハード／ソフ
トケースの種類はたくさんある。しかし、これらのケースは機能性を欠けている。携帯電
話、PDAs、電子タブレット及び携帯式ビデオ/音楽プレーヤーを保護する面では一応成功
したようだが、使用者にとって便利性、実用性、美学外観上には不充分な部分がある。PD
A、携帯電話、携帯式ビデオ/音楽プレーヤーのケースはスムーズにシャツのポケットに入
れにくい。また、現在、使用されているサポートのケースは横置きか縦置きか一つしか選
択できなく、横縦同時に機能できない。ケースの活用性が制限されている。他のホルダー
も機器のマイクの音を固定方向を反射／或いは拡大する機能をつけようとしていない。
【０００５】
　例えば、i-Phone(R)（登録商標）とiPodTouch(R)（登録商標）モバイルデジタルはスマ
ート端末で、自動的に静態写真を横向きと縦向きに調整し、見やすく機能がある。一方、
ビデオを再生する時、i-Phone(R)（登録商標）機器は自動的に画面を横向きに回転する。
BelkinTM（登録商標）は他の製造メーカーと一緒にあるi-Phone(R)（登録商標）ケースを
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生産した。このケースはビデオ鑑賞するため、変形できるベルトクリップあるいはサポー
ト付けのケースだが、ベルトクリップ／サポート自体が大きいので、使用者のポケットに
入れない。更に、ケースを斜めに調整することもできない。この問題は状況によって、大
変なことになる。例えば、飛行機に乗るとき、機器があるトレーの中に置かされて、使用
者はLCDスクリーンと相対的な平坦な斜めな角度を鑑賞するため、トレーの所に、腰を曲
げないといけないと見られない。更に、ケースがクラムシェル形のデザインで、i-Phone(
R)（登録商標）を嵌め込んで、本体が取り外せない様に防止する。ScoscheTM（登録商標
）とCoverCaseTM（登録商標）もサポート付のケースを生産した。但し、このケースは一
角度しか調整できないため、実用性がかなり低くなった。GorillaTM（登録商標）は保護
機能がない、三脚架ホルダーを生産した。各角度から鑑賞できるが、装置を保護機能がな
いし、機器の同一平面の位置まで撤回できないケースである。
【０００６】
　i-Phone(R)（登録商標）とiPod(R)（登録商標）シリーズ及びその他PDAs、携帯電話、
電子タブレットコンピュータ、電子ブック、携帯式ビデオ/音楽プレーヤーにため、ある
多機能のホルダーを開発したら、莫大な利益をもたらすだろう。このようなホルダーは下
記のような一つあるいはそれの特徴がある。1）弾力性のあるサイドクリップ、四つ隅か
ら機器をクランプし、保護して、そしてディスプレーやコントローラを塞がない。2）対
称的な4つ隅の特徴がある。機器を各180度方向で上から装着できる。実用性を低くしない
。3）調整できる脚架やサポートがある。幅広い範囲内で、視角を調整できる。同時に横
置きと縦置きを鑑賞することが実現できる。4）非常にスリムなボディで、ポケットに簡
単に入れられる。5）機器に取り付ける。6）固定方向に調整できる音声反射板。7）スク
リーンの塞ぎを最小限にし、簡単に片手で掃除する事ができる。8）車、自転車及び他の
車両にも連結できる。9）指一本で、簡単に持つための凹面がある。10）スリム、低調な
デザインで、体積を余計に増やさない。11）魅力的な美学外形。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の一つの目的はもっと多機能で、且つ保護できる外ケースを提供する。特にアプ
ッル社のi-Phone(R)（登録商標）とiPodTouch(R)（登録商標）モバイルデジタル機器、或
いはその他正面にLCDスクリーン、有機発光ダイオードOLEDスクリーン、タッチパネルス
クリーンあるいは、その他類似な／その他のタイプのスクリーンの携帯式機器に適用する
。ある実施形態では、この外ケースが新しい調整できる脚架やサポートを機能することが
できる。幅広い範囲内で、視角を調整できる。同時に横置きと縦置きを鑑賞することが実
現できる。脚架やサポートは厚みを増やさない前提条件でホルダーの中に嵌め込むことが
できる。ある実施形態では、ハンズフリー通話する際にホルダーが裏の支えるサポートに
なる。
【０００８】
　本発明はもう一つの目的は上記述べた保護性のあるホルダーを提供する、このホルダー
は弾力性のあるサイドクリップ、四つ隅から機器をカバーし、そして完全にディスプレー
やコントロールを妨害しない。従って、使用者がもっと簡単にスクリーンの表面とその他
のエリアを拭く事ができ、しかも、片手でシャツにすぐ拭く事ができる。
【０００９】
　本発明のもう一つの目的は上記のような保護性のあるホルダーを提供する、このホルダ
ーには新しい各方位に音声固定の反射板と騒音反射板があり、ホルダー機器の中に内蔵さ
れたスピーカとマイクのオーディオ性能を改善できる。
【００１０】
　本発明のもう一つの目的は新しい指先形状の凹面を設け、使用者がより容易に掴むこと
ができる。
【００１１】
　本発明のもう一つの目的はホルダーの上に接合部を設け、ベルトクリップに連結できる
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し、ベルトやウェストバンドにも付けられる。
【００１２】
　本発明のもう一つの目的は前に述べた全ての特徴をもちながら、依然としてスリム、低
調な外形で、そして、ポケットに入れやすいし、体積を小さくし、且つ魅力的な美学外観
を持っています。
【００１３】
　本発明のもう一つの目的は車、自転車及び他の車両にも連結できる。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　前に述べた目的によると、i-Phone(R)（登録商標）とiPodTouch(R)（登録商標）、その
他のiPods(R)（登録商標）及びLCD、OLEDに表面が付き機器、タッチパネルやその他のデ
ィスプレーのような手持ち携帯電話と携帯式ビデオ/音楽プレーヤーの保護性ホルダーの
ある実施形態では、コーナーフレーム状のバックケースを含み、機器を支えながら、完全
に表面を塞がない。このホルダーには連続的に機器の形状と一体化しているサイドクリッ
プがあり、バックケースの各サイドにある。機器を中に嵌め込みながら、LCDスクリーン
を塞がない（そのまま掃除や操作もできる）。
　このホルダーに新しく、各方位調整できる脚架やサポートがあり、多角度でスタンド可
能でハンズフリーで画面を鑑賞できる。横向きや縦向き鑑賞もできる。同時にハンズフリ
ー通話の時にも肩部サポートを使用できる。ある実施形態では、このホルダーは取り外せ
るベルトクリップがある。ホルダーは非常にスリム、折り畳み外形で、そしてポケットに
入れやすく、体積も最小化にし、且つ魅力的な美学外形である。
【００１５】
　更に音声反射板と騒音遮断/反射板を発表した。ホルダー付きの機器の中に内蔵された
スピーカとマイクのオーディオ性能を改善できる。騒音遮断板を外に押出し、電話の底と
ポケット状部になる。このポケット部が機器のマイクの周囲の騒音を遮断し、且つ音を機
器の外部スピーカから外に導き、電話表面に反射してくれる。ある特定位置に機器外部の
スピーカの音を拡大すること機能がある。
【００１６】
　ある実施形態では携帯式装置のホルダーは本体ともう一つ本体と移動接合できるサポー
トである。この本体に第一接合部と第二接合部がある。各接合部は本体から伸展してきて
、そして、携帯式機器と本体を連結するためである。このサポートが一つの格納位置と少
なくとも二つ本体と相対的な位置の間に移動できる。今述べた少なくとも二つ伸展位置は
第一伸展位置と第二伸展位置があり、サポートが格納位置に置かれる際に、サポートが本
体の中に配置される。本体から取出す時、伸展位置にさせ、サポートは支え面と噛み合わ
せ、少なくとも相対的な二つ支え面で希望角度で本体を支える。
【００１７】
　ある実施形態では本体には内表面一つ、外表面一つ及び、内表面から外表面に伸展して
きた開口部がある。サポートが格納位置にする時、サポートはその開口部の中に配置され
る。本体の厚みは内表面と外表面の間の距離で決められ、サポートの厚みは本体が格納さ
れた位置の時の厚みとほぼ同じである。
【００１８】
　ある実施形態では本体に位置決めメカニズムが設けられ、その位置決めメカニズムに多
数位置を決められるサポートがある。ある実施形態では位置決めメカニズムによって、3
つ以上の位置が設定されるかもしれない。位置決めメカニズムには少なくとも一つスロッ
トがある。サポートに少なくとも一つのピンやその他類似の噛み合わせパーツを設け、少
なくとも一つのピンと少なくとも一つ摺動スロットに噛み合わせる。
【００１９】
　ある実施形態では、本体に多数コーナーが設けられ、第一と第二接合部にはあるコーナ
ーの位置に近隣に並べて設計された。本体も第三と第四接合部を設け、第三と第四接合部
はある本体コーナーの位置に近隣に並べて設計された。本体に摺動接合の音声反射器／反
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射板を設けられ、この音声反射板は格納位置と一つの反射位置の間に移動できる。
【００２０】
　もう一つの実施形態では携帯式機器ホルダーには本体ともう一つは本体と移動接合でき
るサポートがある。本体には第一接合部と第二接合部がある。各接合部は本体から延伸し
てきて、携帯式機器と接合するため、本体の中に配置されている。サポートの厚みは本体
の厚みとほぼ同じである。格納位置と少なくとも二つ相対的に本体の伸展位置の間に移動
できる。サポートが格納された位置は本体の中に置かされる。本体から伸展してきて、サ
ポートがサポート面と噛み合わせ、少なくとも二つの相対的なサポート面で希望な角度で
本体を支えられる。
【００２１】
　ある一つの実施形態では、携帯式機器のホルダーに本体ともう一つ本体と接合した音声
反射器がある。本体に第一接合部と第二接合部がある。各接合部は本体から延伸してきて
、携帯式機器と接合するため、本体の中に配置されている。音声反射器は格納位置と反射
位置の間に移動できる。ある一つ実施形態では、音声反射器は本体より優れた音波反射の
材料で製造か加工された。
【００２２】
　ある一つの実施形態では携帯式機器ホルダーには前表面一つと、裏表面一つと、前表面
と裏表面との間に延伸してきた側壁一つとがある。このホルダーに取付け部一つと取付け
部と移動接合できるサポートがある。その取付け部では、携帯式機器と接合する時、機器
の表面を露出し、その取付け部は少なくとも機器の裏表面の一部分及び機器のサイドのあ
る部分をカバーする。サポートは格納位置と少なくとも二つ相対的な取付け部の伸展位置
に納まる。サポートが格納位置にする時、サポートは全部本体の中に配置されている。サ
ポートが伸展位置にする時、サポートは全部本体から延伸できる。
【００２３】
　ある実施形態では、サポート部が格納位置の時、サポートが完全に取り付け部の中に設
置された。取付け部は側壁のカバレッジ範囲は不連続である。サポートに第一と第二コン
ポーネントがある。第一と第二コンポーネントともに第一エンド一つと第二エンド一つを
持っている。第一コンポーネントの第一エンドは枢動可能に取付け部に設定された。第一
コンポーネントの第二エンドは枢動可能に取付け部に設定された。且つ、第一コンポーネ
ントの第一エンドが取付け部に摺動接合に設定された。
【００２４】
　ある実施形態では、第一コンポーネントはサポート面に係合するほぼ平面部を含む。サ
ポートが格納位置から伸展位置に動く時、第一コンポーネントと第二コンポーネントの方
向はそれによって変わる。サポートが格納位置から伸展位置に動く時、第一コンポーネン
トと第二コンポーネントの間の角度はそれによって変わる。
【００２５】
　ある別の実施形態では携帯式機器ホルダーには前表面一つ、裏表面一つと、前表面と裏
表面との間に延伸してきた側壁と多数のコーナーとがある。このホルダーにベース一つと
ベースと接合して移動接合できるサポートがある。ベースに第一接合部と第二接合部があ
る。各接合部はベースから延伸できる。携帯式機器の側壁に沿って延伸してくる。第一接
合部は機器の第一コーナーをカバーする。第二接合部は機器の第二コーナーをカバーする
。各接合部ともに均一の長さを持っている。ホルダーを携帯式機器に組み合わせる時、機
器の前表面はどんな接合部にもカバーされない。このサポートが格納位置と少なくとも二
つ相対的なベースの伸展位置の間に動く。そのサポートが支え面と噛み合わせ、相対なさ
ポート面に希望角度でベースと携帯式機器本体を支える。
【００２６】
　ある実施形態では、携帯式機器の第一コーナーは第一接合部にカバーされる。携帯式機
器の第二コーナーは第二接合部材にカバーされる。携帯式機器にも第三コーナー一つと第
四コーナー一つがある。ベースに第三コーナーをカバーする第三接合部材と第四コーナー
をカバーする第四接合部がある。第三接合部材と第四接合部材の長さは同様である。ホル
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ダーを携帯式機器に接合する時、携帯式機器の前表面は第三や第四接合部に覆われない。
このサポートがベースから取り出し、伸展位置に到る。格納する時にはベースの格納位置
に配置される。
【００２７】
　ある実施形態では、電子機器のホルダーの製造方法を公開した。このホルダーに本体一
つとサポート一つがある。サポートには第一サポートコンポーネントと第一サポートコン
ポーネントと接合する第二サポートコンポーネントがある。サポートが格納位置と少なく
とも二つの相対的に本体から伸展してきた位置の間に移動できる。このサポートが格納位
置になるとき、本体の中に納まる。伸展位置の時にする時、本体から取り出せる。第一サ
ポートコンポーネントに第一コネクターがあり、第二サポートコンポーネントに第二コネ
クターがある。仕様方法は下記の手順となっている。本体を第一接合部と第二接合部と形
成し、各接合部材は本体から伸展してきて、本体と一緒に電子機器と接合する。この本体
で一つのノッチと一つのスロットで形成された。第一コネクターとスロットの間に通過し
て、第一サポートコンポーネントと本体と接合する。第二コネクターとノッチの間の噛合
せ位置に通過して、第二サポートコンポーネントを本体と接合する。
【００２８】
　ある実施形態では、第一コネクターとスロットの間の連結は摺動接合方式である。第二
コネクターとノッチの間の連結は回転接合方式である。このスロットでは第一スロットが
成形されるし、本体にもう一つ第一スロットの反対側の第二スロットがある。次のような
ステップで、第一サポートコンポーネントが本体と接合する。まず、第一コネクターと第
二スロットと噛合せることを含む。更に、ノッチは第一ノッチで形成できるし、本体にも
う一つ第一ノッチの反対側の第二ノッチがある。第二サポートコンポーネントを本体に接
合ステップは第二コネクターを第二ノッチと噛合せることを含む。ある実施形態では、第
一コネクターは第一エンドと第二エンドを含む。第一コネクターの第一エンドは第一スロ
ットに挿込み、そして、第一コネクターの第二エンドを第二スロットの中に挿し込む。
【００２９】
　もう一つの実施形態では、電子機器ホルダーの一種の調節方法を公表した。このホルダ
ーに電子機器に接合する本体一つと格納位置と少なくとも二つ相対的に本体から伸展でき
る位置の間の移動できるサポート一つがある。このサポートは格納位置のときに、本体の
中に納まる。伸展位置の時、本体から伸展してきて、第一サポートコンポーネントに第一
コネクター一つがある。第二サポートに第二コネクターがあり、第一コネクターと第二コ
ネクター共に本体と接合している。仕様方法は下記の手順となっている。第一コネクター
は本体に沿って、本体から格納位置から伸展位置に移動させ、第一コネクターが収束位置
になる時、第一サポートコンポーネントは収束位置に納まる。
　そして、第一コネクターが伸展位置に移動する時、第一サポートコンポーネントは伸展
位置に移動する。そして、第二サポートコンポーネントを第二コネクター周りに移動させ
る時、相対的に本体は格納位置から伸展位置に移動する。
【００３０】
　ある実施形態では、第一コネクターを本体に沿って、本体の格納位置から伸展位置に移
動するステップは本体に沿って第一コネクターをスライドする事を含む。本体は少なくと
もスロット一つを含み。第一コネクターを移動するステップは少なくとも一つのスロット
に沿って、第一コネクターを移動すること方法である。ある実施形態では、第二コネクタ
ーを本体に回転接合する。第二サポートコンポーネントを移動するステップは第二コネク
ターを中心として、第二サポートコンポーネントを回転する方法である。ある実施形態で
は、伸展位置を第一伸展位置にさせ、この方法は第一コネクターは本体に沿って、第一伸
展位置から第一伸展位置と違った第二位置の場所に移動する方法である。第一コネクター
は格納位置と第一伸展位置や第二伸展位置の間に移動する同時に第二サポートコンポーネ
ントは第二コネクターを中心として回転できる。
【００３１】
　他のオブジェクト、機能、及び本発明のメリットは添付図面と一緒に、様々の形態と特
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定の変更に応じ、以下のように詳細でより明らかに説明する。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明によるホルダーまたはケースの一実施形態を示す図面である。
【図２】i-Phone(R)（登録商標）とiPodTouch(R)（登録商標）、その他iPods(R)（登録商
標）、その他手持ち電話、電子ブック、電子タブレットコンピュータ、及び携帯式ビデオ
/音楽プレーヤーに適用し、本発明の実施形態にかかわるハードケースの透視図である。
【図３】図２のケースの端面図で、このサポートが伸展された配置である。
【図３Ａ】図３のホルダーの背面斜視図で、このサポートが伸展された配置である。
【図３Ｂ】図３のホルダーの背面斜視図で、このサポートが伸展されたもう一種類の配置
である。
【図４】図２のケースの端面図で、このサポートが格納され配置である。
【図５】図４のケースの背面透視図で、この反射板が伸展された配置である。
【図６】図５のケースの正面斜視図で、電子装置一つと接合して配置である。
【図７】選択できる実施方式のホルダー斜視図で、このホルダーの中に内内蔵されたコー
ドを収納できるコンポーネントがある。
【図８】図７に示すようにホルダーの斜視図で、あるコードと接合できる。
【図９】別の実施形態の本ホルダーの背面斜視図である。
【図１０】図９のホルダーの正面図である。
【図１１】図９のホルダーの背面図である。
【図１２】図９のホルダーのサポートコンポーネントの透視図である。
【図１３】図９のもう一つのホルダーのサポートコンポーネントの透視図である。
【図１４】図９のホルダー側面図である。
【図１５】図９のホルダーのもう一つの側面図である。
【図１６】図１１のホルダーライン“16-16”に沿う断面図である。
【図１７】図１１のホルダーライン“17-17”に沿う断面図である。
【図１８】図９のホルダーの背面透視図で、このサポートが伸展された配置である。
【図１９】図９と図１８のホルダーのコンポーネントの拡大図である。
【図２０】図１８のホルダーの背面図である。
【図２１】図１８のホルダーの正面図である。
【図２２】図１８のホルダーの側面図である。
【図２３】図１８のもう一つのホルダーの側面図である。
【図２４】図１８のホルダーの端面図である。
【図２５】図１８のもう一つホルダーの端面図である。
【図２６】図２０のホルダーライン“26-26”に沿う断面端面図である。
【図２６Ａ】図２０のホルダーの部分的な断面端面図である。
【図２６Ｂ】図２０の本ホルダー別の実施形態の部分的な断面端面図である。
【図２６Ｃ】図２０に示した本ホルダー別の別実施形態のホルダーの部分的な断面端面図
である。
【図２７】図９のホルダーの背面透視図で、このサポートが伸展されたもう一種類の配置
である。
【図２８】図２７のホルダーの端面図である。
【図２９】図２７のホルダーライン“29-29”に沿う断面端面図である。
【図３０】本ホルダー別の実施形態の背面斜視図である。
【図３０Ａ】図３０のホルダーのコンポーネントの局部透視図である。
【図３０Ｂ】図３０のホルダーの表面図面である。
【図３０Ｃ】図３０のホルダーの別の実施形態の表面図面である。
【図３０Ｄ】図３０Ｃの表面の透視図である。
【図３１】本ホルダーの別の実施形態の背面透視図で、サポートが格納された配置である
。
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【図３２】図３１のホルダーの背面透視図で、このサポートが伸展された配置である。
【図３３】本ホルダーの別の実施形態の背面斜視図で、このサポートが伸展された配置で
ある。
【図３４】取付けサポートを表面に連続接合するため、実施形態の背面斜視図である。
【図３５】図３４のサポートに連結する接合メカニズムの断面端面図である。
【図３６】サポートと表面に連結する接合メカニズムのあるの実施形態の透視図である。
【図３７】図３６のサポートに連結する接合メカニズムの断面端面図である。
【図３８】取付け構造付のホルダーのある使用可能の実施形態の概略図である。
【図３９】取付け構造付きのホルダーの使用可能の実施形態の透視図である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　術語において、”電子機器“とは全てのタイプの電子機器を意味する。上記に述べたホ
ルダーを使用する電子機器の例も含む。術語の”サポート“と”サポート部材”は本文書
の中の“サポートアセンブリ”と交換使用できる。ある相対的サポート面でホルダー及び
ホルダ付きの電子機器をサポートや立ち上がる構造の事を言う。術語”ケース“と”ホル
ダー”は本文書の中に交換使用できるかもしれない。電子機器に接合する事ができ、輸送
、使用または電子機器にサポート構造であるし、且つ電子機器の保護もできる構造でもあ
る。術語“ピン”とはスロットと噛合せられ、全てのタイプの突出部を意味する。金属、
プラスチックやその他のピン及びただホルダーのコンポーネントから出てきたシンプルの
突出部を意味する。しかも、そのコンポーネントはホルダーのもう一つのコンポーネント
と噛合せられる。術語“コネクター”は術語”ピン“と交換使用できる。本文書の使用例
で、術語”ピン“はシングルやセットのコンポーネントをもう一つコンポーネントに接合
できるコネクターの事を意味することを含む。術語”LCD”は全てのタイプの機器のディ
スプレーやスクリーンとOLEDスクリーンを意味する。
【００３４】
　図１に示したように、本発明により、ある電子機器のホルダーや外ケースに応用できる
実施形態である。この実施形態では、ホルダー100に本体110がある。本体110に一つの接
合部材やメカニズム120がある。接合メカニズム120は本体110と電子機器150と使用できる
。本体110は少なくとも電子機器150の一部分を保護することに設置される。違った実施形
態では接合メカニズム120に一つや多数の電子機器150と噛合せる接合部がある。ある実施
形態では、接合メカニズム120に電子機器150の違った部分に噛合せる二つの接合部材があ
る。もう一つの実施形態では、接合メカニズム120に4つの接合部材がある。この部材は電
子機器150の別の部分、例えばコーナーと噛合せる。
【００３５】
　本実施形態では、接合メカニズム120がホルダー100の本体と一体化している。ところで
、本ホルダーの実施形態では、接合メカニズム120が本体100と別々に分離形成してから、
お互いに接合できる。
【００３６】
　図１に示したようにホルダー100には一つ本体110と接合するサポート130がある。サポ
ート130はサポート面と噛合せられる。例えばデープル、カウンタ、トレー、デスク等、
電子機器150と本体110と接合する時、サポート面で本体110とホルダー110に設置される。
サポート130が相対的に本体110に移動できる。そして、相対的に本体110の数個違った位
置に配置できる。サポート130は相対的に本体110にスライドと／や、回転することができ
る。
【００３７】
　サポート130が伸展位置132に配置される。サポート130は本体110からそとに伸展してき
て、そして、サポート面と噛合せられる。サポート130も格納位置134に配置される。この
格納位置にサポート130は本体110の中に配置される。〔点線のように示した〕。本体110
がある一定の厚みと輪郭をもち、サポート130が格納位置134に置かれる時、サポート130
は内蔵され、或いはその中にある。サポート130が格納位置134の時、折畳んだ厚みは本体
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110の厚みと同じ、或いはほぼ同じである。
【００３８】
　例えば、ある実施形態では、本体110に開口部が形成される。サポート130のサイズは格
納位置134に配置される時、本体110の開口部の中に適切に配置される。サポート130を本
体100或いは、本体110の輪郭の中に設置されることによって、サポート130が格納位置134
にする時、本体110から伸展できない。従って、本体110表面は非常にスムーズで一つ突起
の場所もない輪郭が形成される。もし、本体110にカーブ状の外形であれば、サポート130
にも類似カーブ状の外形がある。ある実施形態では、サポート130のほぼ全部は本体110の
中に設置され、ただ非常に小さい部分が本体110から伸展してきた。
【００３９】
　ある実施形態では、ホルダー100に本体110と接合する音声やオーディオの反射器140が
ある。違った実施形態では、ホルダー100に反射器140が付かないこともある。図1.に示し
た実施形態では、反射器140を本体110と接合して、本体と一緒に移動する事ができる。反
射器140はある一定の形状や外形をもつ。これによって、電子機器150の音声を使用者が希
望の方向から出力できる。反射器140の表面から反射してもらえる。多数の実施例の中に
電子機器150裏表面の傍にスピーカやトランスデューサがある。ホルダー100の本体110は
裏表面に沿って配置される。通常、使用者が機器150のスクリーンを鑑賞する時、機器150
の前にいる。従って、人々は音声を機器150の前に反射されてきて、使用者自分の方向に
反射してくると期待している。
【００４０】
　反射器140の位置が電子機器150の傍にスピーカがある。反射器140が本体110の一部とな
っている。しかも、反射器が伸展位置142とホルダー100の中にある本体110の格納位置144
の間に移動できる。そして、音声が伸展位置142の所に出力され、反射器140から反射され
ていく。反射器140が格納位置144の内に置かれた時、反射器は本体110に形成された凹部
や開口部の中に配置されて、そして本体110の中に配置される。
【００４１】
　ある実施形態では、本体110、接合メカニズム120、サポート130と反射器140はプラスチ
ック材料で成型される。ある実施形態では、サポート130と反射器140は本体110と接合す
る同時に、摺動できる。他の実施形態では、サポート130と反射器140の中の一つや2つと
回転し、本体と接合している。
【００４２】
　上記に述べたように本発明は携帯電話（例えばiPhone）、携帯式ビデオ/音楽プレーヤ
ー（例えばiPod、iTouchやその他のiPods）及びその他手持ち電話と携帯式ビデオ/音楽プ
レーヤーに適用できる、全方向回転できる多機能のハードケースである。ある実施形態で
は、ケースを使って、装置をベルトに付けられる。そして、全ての表面にも置けられ、ハ
ンズフリーで鑑賞できる、且つ横向き方向と沢山の角度に制限された縦方向にも全視角の
角度を調整できる。更にハードケースは特別にLCDスクリーン、OLEDスクリーン、正面を
持つ機器やタッチディスプレー、類似ディスプレーの手持ち機器にも適用する。
【００４３】
　図２は本発明のある実施形態で述べたハードケースの斜視図である。図に示したハード
ケース2が電子機器70に配置され、電子機器70にディスプレーやスクリーン74の前表面72
一つと前表面72周囲を囲まれ、4つ隅に伸展した側壁や部分がある。電子機器70に前表面7
2と相対的な裏表面（図2には示してない）。電子機器70に一つや多数のポート80がある。
ポート80が電子機器70を他のコンポーネントと連結しやすくなる。
【００４４】
　ハードケース2で成型された同じ形状のバックプレート10がある。バックプレート10に
やや上方に向く突起のカーブエッジ12と四つ顕着な締め金14がある。四つの締め金14はコ
ーナーに配置される。締め金14を畳むと電子機器70のコーナーの所に機器70を支える。必
要時、エッジ12を穴18から遮断できる。インプット/アウトプット、電源キー及び、その
他の機器70のサイドに設置されたコントロールをアクセス、例えばポート80を提供する。



(13) JP 5470390 B2 2014.4.16

10

20

30

40

50

穴18の特定外形がハードケース2の機器70を使用状況によって変化できる。ある実施形態
では、穴18が両側にミラーイメージ方式で複製できる。そして、各180度回転方向から機
器70に挿入したり、機器を使用したりできる。
【００４５】
　同じように、機器のカメラレンズにイメージ開口を配置できる。コーナーの締め金を除
いて、バックプレート10の各サイドに沿って、オフセットクリッパー16を埋め合わせて、
同じようにミラーイメージ方法で各クリッパーを上に巻いて、畳める楕円形のフランジに
なる。楕円形フランジの中心に穴がある。クリッパー16は一体成型されて、且つ機器70に
対し、弾力のある横向きに与える。そして、コーナーの締め金14と一緒にしっかりと機器
70を固定できるし、バックプレート10の隙間に締め付けられる。大事の事、クリッパー16
と締め金は上向きに出しても、機器のLCD74高さを超えないので、鑑賞と/やタッチスクリ
ーンに接近する事を妨害しないし、しかも使用者は布やシャツの袖でLCDを拭く事ができ
る。
【００４６】
　図３はケース2と電子機器70の背面透視図である。図に示したように電子機器70に裏表
面75とエンド78一つがある。バックプレート10の主な中心部分が背面開口部20となり、長
方形となっている。折畳める脚架コンポーネントやサポート30を設置する事ができる。そ
の他の実施形態では、開口部20のサイズと外形は変えられる。
【００４７】
　脚架コンポーネントやサポート30は新しくしかも全方位に調節できるメカニズムである
。好きな角度にして、ハンドフリーで機器70を鑑賞できる。横向きや縦向きでも鑑賞でき
る。同時にハンズフリーの肩サポートにも使用できるし、携帯で通話する事にも含まれて
いる。図３の中に示したサポート30が外ケース2と相対な位置に展開され伸展された外形
である。脚架コンポーネントやサポート30に一つスタンドパーツ34がある。スタントパー
ツ34はI文字という形状で（相対的な側面ノッチ35Fと35G）、一つのエンドを回転してバ
ックプレート10に向く事ができる。サポート30にも相対的な補強したサポートコンポーネ
ント32がある。サポートコンポーネント32は側面のノッチ35Fと35Gとフィットする。従っ
て、サポート30が格納位置の時に、サポートコンポーネント32とスタンドパーツ34は平坦
に折畳められる。格納位置の時、スタンドパーツ34とサポートコンポーネント32は一緒に
バックプレート10の開口部20の中に噛合せられる。
【００４８】
　スタンドパーツ34が後ろの開口部20の片側に第一軸ピン36を通して、回転してからバッ
クポレート10と接合する。第一軸ピン36が横からスタンドパーツ34に貫通する。第一軸ピ
ン36が挿し込んでバックプレート10を形成され、開口部20の反対側のノッチ42の中にある
。補強サポートコンポーネント32が第二軸ピン37を貫通し、スタンドパーツ34の反対側と
接合し、回転する。第二軸ピン37をスタンドパーツ34で横切って、外に伸ばして、補強サ
ポートコンポーネント32とスタンドパーツ34の反対側の側面のノッチまで、伸展できる。
補強サポートコンポーネント32をその中に固定させる。バックプレート10の反対側のサイ
ドに溝38が形成され、補強サポートコンポーネント32のもう一つエンドを軸ピン41、43を
横切って、溝38の中に固定させられる。軸ピン41、43は別々にサポートコンポーネント32
を貫通して、スロットや溝38の中に挿し込む。この方法でスタンドパーツ34が中に折畳ま
れる時、スタンドパーツ34がバックプレート10の開口部20の中に格納できる。そして、補
強サポートコンポーネント32を下向きに引っ張って、開口部20の中に入れ込んだら、一つ
全面平坦、折畳めるスリム構成になる。
【００４９】
　図４に示したようにケース2が一つ全面平坦、折畳めるスリム構成の状態である。図に
示したよう脚架コンポーネントやサポート30のコンポーネント（サポートコンポーネント
32とスタンドパーツ34を含む）がバックプレート10の開口部20の中とバックプレート10の
輪郭の中に設置される。
【００５０】
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　逆にスタンドパーツ34を外に伸展し、バックプレート10とある角度を形成し、しかも補
強サポートコンポーネント32を外向きに引っ張ったら、一つ斜め角度でハンズフリーで鑑
賞できで、構造強い脚架になる。使用者はお好みな固定角度を調整できる。これらに相対
的なスロットや溝38の中に連続の鋸状のノッチ47がある。（図3参照）軸ピン41と43が摺
動する時、指標として示す。従って、スタンドパーツ34が外に伸展する時、補強サポート
コンポーネント32を外に引っ張って反対側の溝38がある。調節可能の指標パーツになり、
選択できるように軸ピン41、43をロックできる。そして溝38の全体の長さに沿って、スタ
ンドパーツ34の角度をお好みな角度に固定できる。使用者は希望通りの角度で機器70を設
定できる。
【００５１】
　図３Ａと図３Ｂに示したホルダー2の中にサポート30が伸展状態になっている。バック
プレート10に一つエッジ19がある。エッジ19はバックプレート10を通して開口部20になる
。本体110に一つ接合メカニズム11がある。接合メカニズム11に数個電子機器と噛合せる
壁部分がある。エッジ19に相対的な側壁（図の中に側壁23しか示してない）。側壁23の中
にスロットや溝38が形成される。反対側の側壁にもう一つ相当するスロットがある。
【００５２】
　サポート30は格納形状の中にも（図４を参照）、伸展位置4（図３Ａを参照）及び6（図
３Ｂを参照）にも置くことができる。サポート30にもう一つスタンドパーツ34がある。ス
タンドパーツ34にスタンドパーツ34の本体35Aがある。本体35Aにエンド35Bがある。エン
ド35Bは一つ以上のピンを通して本体110と回転接合できる。スタンドパーツ34の本体35A
にはもう一つエンド35Cがある。図に示したサポート面3と連結できる。スタンドパーツ34
の本体35Aに側壁35Dと35Eがある。側壁35Dと35Eはノッチ35Fと35Gを形成する。側壁35Dに
沿って、ロックメカニズム35Hがある。ロックメカニズム35Hは凸部または凹部である。
【００５３】
　サポート30の支柱はサポートコンポーネント32とも呼べる。サポートコンポーネント32
にエンド32Aと32Bがある。それらがそれぞれ軸ピン37と43を通して、スタンドパーツ34と
本体110と接合する。同じようにもう一つサポートコンポーネント32にもエンド32Cと32D
がある。それらがそれぞれ軸ピン37と43を通して、スタンドパーツ34と本体110と接合す
る。
【００５４】
　もし、使用者は機器をポケットの中に入れたくない場合、機器を自分が付けたベルトに
掛けたい時、スタンドパーツ34が中央凹の構成に形成できる。それをベルトクリップで（
図に示していない）掛けられる。従って、スタンドパーツ34及び補強サポートコンポーネ
ント32が完全に内部に折畳まれた時（両者ともバックプレート10の開口部20の中に嵌め込
める）ベルトクリップは外部と連結できる。これによって、平坦かつ折畳めるケース2は
べルトに掛けられる。
【００５５】
　図３を参照したように、スタンドパーツ34の底部に弓状部39がある。弓状部39が使用者
の肩に適合できる。これによって、機器を携帯電話として使用するとき、ケース2はハン
ズフリーの肩サポートになる。弓状部39と使用者の肩に適合するため、通話する際にも機
器が頭と肩の間で支えられる。
【００５６】
　図３の下方の挿入図に示したようにノッチ42はスタンドパーツ34の反対側に形成され、
軸ピン36を挿入したり、受け取りするためである。ノッチ42は特殊加工で形成され、すぐ
外せるタイプのノッチである。ノッチはキースロット端面で前面突出ノッチである。軸ピ
ン36が更に簡単にノッチ42に挿し込めるし、引っかかる。これは軸ピン36をノッチやスロ
ット42挿入と形成したパーツを簡略できた。激しい振動により、サポート30はただ軸ピン
36から外しただけ、折れることはない。脚架コンポーネントやサポート30が壊れた事を防
止できる。しかもすぐ組立てをやり直せる。
【００５７】



(15) JP 5470390 B2 2014.4.16

10

20

30

40

50

　明らかに上記述べたハードケース2は非常に全方位回転できる多機能なケースである。
何故ならば、クリッパー16は機器の周辺にありながらディスプレーやコントロールを妨害
しない。ケース2に機器を各180度方向から装着できる。実用性を低くしない。しかも調節
できるスタンドやサポート30で幅広い範囲内で視角を調整できる。同時に横向きや縦向き
にも画面鑑賞できる。あるエンドを縦にする際に、スタンドアセンブリやサポート30が後
ろに完全に伸び出せるし、しっかりと傾斜面で装置を支えられる。
【００５８】
　図３に示した角度調整をみると、ハードケース2は80度〔水平からオフセット〕の視角
で支えている。使用者にパーフェクトLCD74の正面垂直を提供するための図面である。も
う一方では、もし使用者が飛行機に乗った際に上から下向き飛行機のトレーに置かされた
機器70を鑑賞する場合、サポート30の角度を再度調整可能で、適切な視角、例えば20度の
視角（水平からオフセット）、を提供できる。汎用性を別にして、ハードケース2は非常
にスリムの輪郭の中に折畳める。ポケットに入れやすくするため、取り外せるベルトクリ
ップに掛けられるためでもある。
【００５９】
　図３に示したようにケース2にスライドパネルや騒音遮断板49がある。スライドパネル
や騒音遮断板49はケース2のバックプレート10と移動接合できる。
　図４はハードケース2の背部の側面透視図である。図５はハードケース2背部のトップ透
視図である。図に示したように騒音遮断板のスライドパネル49である。iPhone(R)（登録
商標）モバイルデジタル装置及びその他の電子機器のマイクとスピーカは電話や機器の底
部に設置させるため、通話する時、使用者の声を聞き取りにくいけれど、室内の騒音はよ
く聞き取れる。特にiPhone(R)（登録商標）モバイルデジタル機器外部スピーカを使用す
るとき、音は明らかに小さくなる場合が多い。電話の底部を自分に向く以外に方法がない
。騒音遮断板49はスライドパネルで、電話の底部から外に伸展してくる。ある実施形態で
は、騒音遮断板49は約２分の1インチ（1/2″）を伸ばせる。この騒音遮断板やパネル49が
カーブ状でハードケース２の底部の外形と一致する。ある実施形態では、スライドパネル
は格納位置と伸展位置の間に摺動できる。もう一つの実施形態では、このような摺動があ
る位置ともう一つの位置の間にひねたり、反転したり、軸に回転したり、曲げたりする事
ができる。それ以上に、もっと多数の伸展位置を配置する事ができる。
【００６０】
　従って、閉めた位置の時、iPhone(R)（登録商標）モバイルデジタル機器は通常の機能
を行いながら、スライドパネルと接合できる。必要な時、それを開けて、騒音遮断板49が
弓状で電話の底部から外向きに約２分の1インチ（1/2″）摺動し、ポケット状部になる。
このポケット状は音声を導き、ある意味ではマイク周囲の雑音を遮断し、室内の騒音を減
少する効果がある。そのほかにこのポケットはiPhone(R)（登録商標）のスピーカから外
向きに出てきた音声の方向を変え、電話の前表面に跳ねてくる。電話の底部から直接に外
に出て行かない。これによって、外部スピーカの音量はもっと大きく聞こえてくる。同時
に使用者自身の声がマイクに向かっていく。本発明の一実施形態では、遮断板やパネル49
は装置70とケース2から約２分の1インチ（1/2″）と違った距離を伸ばせる。
【００６１】
　図４の中に遮断板やパネル49は相対バックプレート10の格納位置50の中に設置される。
図５と図６の中に、遮断板やパネル49は相対バックプレート10が伸展や反射した位置52の
中にある。この位置にパネル49の外部エッジやエンド51がケース2のエンドから伸展して
きた。
【００６２】
　図７と図８のようにケースの一つ実施形態を示した。図７と図８はハードケース200の
一つ実施形態の図面である。このハードケース200は前に述べたケース２と類似であるけ
れども、このケースに選択できる内蔵されたコード整理機能がある。例えば、図７のよう
にコード整理の特徴やメカニズム210に四つ外向き回転のコーナータブ220がある。コーナ
ータブ220はハードケース200の4つのコーナーの開口部230の中に配置される。各開口部23
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0でハードケース200のコーナーが形成され、相対的コーナータブ220の本体と一致する。
これにより、平坦且つ対称的な嵌め込むベース部を提供する。コーナータブ220の表面は
ハードケース200の外形と同じなので、折畳んだら隙間がない外形になる。各コーナータ
ブに相対な同軸ピンがあり（一体成型も可能）、開口部230中に対応する穴とこの同軸ピ
ンと枢動可能に回転連結する。これで使用者はいつでもコーナータブ220を格納/平坦かつ
畳んだ位置から外に反転して、伸展位置に伸ばす（図に示した）。すると、一まとめで図
8のようなコード収納リールができた。
【００６３】
　スタンダードオーディオアウトプットコードや電源コードは便利なまとめ方法で、混乱
を避ける。更に図に示したようにハードケース200のタップの中心と/や底部中心（或いは
その他の位置）の上に溝リブ240を設置してある。コード250を導き、そして、解除可能で
溝リブ240の中にも固定させる。前に述べたもう一つの代替方法では、コード整理リール
はハードケース200のエッジに沿い、事前成型した凹溝でまとめることもできる。コード
をその中に巻く。特別注意事項に絵のフレームと同じ仕様の溝は一つの位置にヒンジが配
置される（例えば、コーナーの位置）。これで一つ調節可能なスタンドが実現された。
【００６４】
　図９から図１７はケースやホルダーの一実施形態である。図９から図１１までは別々ケ
ースやホルダー300の背面透視図、前視図、後視図を示した。この実施形態では、ホルダ
ー300に一つプラスチック成型の本体やベース310がある。本発明の一実施形態では、ホル
ダー300のベース310は金属材料で製造できる。本体やベース310は取付け部にも言える。
本体310に相対的なエンド312と314がある。相対的なサイド316と318がある。本体310に背
面プレートやベースプレート320がある。背面プレートやベースプレート320に裏表面322
（図１０参照）及び外表面一つや背面一つ324（図９と図１１参照）がある。プレート320
の裏表面322と外表面324の間に一定の厚みがある。図１１に示したようにプレート320に
中を貫通した開口部317がある。開口部317はホルダー300と接合し、電子装置のカメラレ
ンズや開口と整列してある。
【００６５】
　プレート320にエッジ326がある。エッジ326は開口部328を形成する。（図１８参照）こ
の実施形態では、開口部328が大体プレート320の中心に配置される。けれども、他の実施
形態では開口部328はプレート320に沿ってオフセットできる。しかも、開口部328と違う
形状や外形を形成できる。プレート320にも一つエッジ330がある。エッジ330で凹部332（
図９参照）が形成する。エッジ330と凹部332がホルダー300のエンド312のすぐ傍にある。
【００６６】
　図９に示したように、ホルダー300に一つ音声反射板340がある。音声反射板340は本体3
10と回転接合する。音声反射板340をエッジ330で形成された凹部332に挿入する。音声反
射板340に一つ本体部346と一つカーブ部348がある。カーブ部348に遠位エンドやエッジ35
0がある。連続の溝やリッジ356が噛合せエリア354を形成した。噛合せエリア354は使用者
の指と噛合せられる。これで、反射板340が相対的に本体310に動く。本体部346に各両サ
イドとエンドにそれぞれの中に溝やスロットが形成される。これで、本体部346がもっと
簡単に凹部332のエッジ330の側壁に沿ってスライドできる。反射板340を凹部332の間に摩
擦することによって、使用者は反射板340の位置付けをお好みの位置に保持できる。
【００６７】
　音声反射板340にオーディオ出力を反射できる表面がある。ある実施形態では、音声反
射板340はホルダー300の残り材料より優れた高密度の材料で製造された。高密度材料は音
声が反射板から反射していく強度を増加する。本発明の一実施形態では、音声反射板340
の表面に一ピースや一層、音声反射板340ほかの部分より更に高密度（及び更に反射性能
をもつ）の材料が含まれている。この付加材料層が音声反射板340の内面に付着したり、
一体成型したりする。従って、ホルダー300の音声反射板材料を改良する事によって、或
いは、一ピースの材料、例えば金属材料、音声反射板340に付着する事によって、音声反
射板340の反射性能と特徴を改善できる。言い換えれば、反射板340が使用した材料は本体



(17) JP 5470390 B2 2014.4.16

10

20

30

40

50

310の材料より、高音質の音響的反射材料である。
【００６８】
　ホルダー300にも一つ接合メカニズム360がある。接合メカニズム360はホルダー300と一
緒に電子装置に装着できる。接合メカニズム360は取り外せる接合メカニズムである。従
って、必要な場合、使用者は簡単にホルダー300を電子装置から外せる。接合メカニズム3
60に少なくとも一つ接合メカニズムがある。この実施形態では、接合メカニズムに接合部
362、364、366と368がある。それらの位置は別々にホルダー300と電子装置のコーナーの
近くにある。
【００６９】
　図９と図１５に示したように接合メカニズム360に一つ側壁380がある。側壁380とバッ
クプレート320と一体成型している。この実施形態では側壁380に数個グリップ部がある。
使用者がホルダー300を使用する際に握り易くするためである。グリップ部に開口部410、
412と414がある。開口部410、412と414は別々にエッジ400、402と404と形成され、別々に
テーパ表面390、392と394に囲まれた。（詳細は図15参照）これらの開口部とテーパ表面
の寸法は使用者の指と一致する。他の実施形態では、側壁380にもっと少ない、もっと多
い開口部ができる。側壁380はまったくこのような開口部を成形しなくてもよい。図15に
示したように側壁380に一つエッジ382がある。エッジ382が開口部や凹部384を形成する。
ホルダー300の電子装置に一つや多数のポートや機能へのアクセスを容易にするためであ
る。
【００７０】
　図１０と図１４に示したように接合メカニズム360に一つ側壁420がある。側壁420とべ
ースプレート320は一体成形されている。この実施形態ではベースプレート320の長さに沿
って、接合部やコーナー部366と368が形成される。側壁420は接合部やコーナー部366と36
8の間に伸展してきた。図１４のように側壁420にエッジ422と多数開口部450、452と454が
ある。開口部450、452と454は別々エッジ440、442と444に形成された。そして、別々にテ
ーパ表面430、432と434に囲まれた。これらの開口部とテーパ表面は使用者の一つ、多数
の指とかみ合わせられるように形成された。違った実施形態では、側壁420に形成された
開口部の数は変えられる。
【００７１】
　図９から図１１までにホルダー300に本体310と接合したサポート500がある。サポート5
00は一つスタンドやキックスタンドアセンブリとも言い換える。サポート500は相対的に
サポート面301の一つや多数方向で本体310を支えられる。（図18参照）サポート500に二
つサポートコンポーネント520とスタンドパーツ600がある。詳細内容は下記のようである
。サポートコンポーネント520が本体310とスタンドパーツ600と接合する。スタンドパー
ツ600が本体310とサポートコンポーネント520と接合する。図9から図11の中にサポート50
0は格納や折畳み状態になっている図面である。
【００７２】
　図１０のようにホルダー300の内側にサポートコンポーネント520とスタンドパーツ600
が見えるし、しかもアクセス可能である。サポートコンポーネント520とスタンドパーツ6
00が折畳みや格納の位置になった時、サポートコンポーネント520とスタンドパーツ600は
、本体310のバックプレート320の開口部328まで伸展していく。サポートコンポーネント5
20とスタンドパーツ600のサイズと配置は開口部328と一致する。
【００７３】
図１２はサポートコンポーネント520の一実施形態の透視図である。この実施形態では、
サポートコンポーネント520に一つベース部536と伸展部538がある。伸展部538とベース部
536は一体形成された。サポートコンポーネント520に対向エンド又はエンド部522と526が
あり、及び中間エンド又はエンド部524がある。エンド部522と524はベース部536のエンド
に相当する。ベース部536と伸展部538に外表面530がある。ホルダー300を使用する際に外
表面530はサポート面と噛合せる。外表面530はサポートするため、サポート面と噛合せる
接触面や接触エリアを形成された。ある実施形態では、外表面530はほぼ平面である。別
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の実施形態では、外表面530はカーブ状配置である。ベース部536と伸展部538に外表面530
と相対的な内表面532がある。
【００７４】
　図に示したように、サポートコンポーネント520にエッジ540と542がある。エッジ540と
542は別々にノッチや凹部544と546を形成する。ベース536に側壁537と535及び据付部549
と551がある。据付部549と551は別々に開口部552と550の中を通し、接合部を利用し、例
えばピンを利用し、これらの開口部に挿入できる。サポートコンポーネント520とスタン
ドパーツ600は接合している。ベース536にもう一つ開口部548がある。開口部548はすぐ傍
にあるエンド522の位置から中を通していく。開口部548の中にピンや接合を挿入できる。
サポートコンポーネント520をケース300の本体310と接合する。
【００７５】
　伸展部538に噛合せ部528がある。噛合せ部528がエンド526の近隣にある。噛合せ部528
にテーパ部がある。使用者はテーパ部を使って、容易にサポートコンポーネント520を使
用できる。下記のように、他の実施形態では、サポートコンポーネント520の特殊配置は
換えられる。
【００７６】
図１３はスタンドパーツ600の実施形態の透視図である。この実施形態では、スタンドパ
ーツ600に本体610がある。本体610に側面エッジ612と614及び内部エッジ616がある。内部
エッジ616で凹部618が形成される。本体610に噛合せ表面620がある。これによって使用者
は容易にサポートコンポーネント520の噛合せ部528に接近し、サポート500を格納位置か
ら伸展位置に動く。本体610に内表面622及び内表面622と相対的な外表面624がある（図１
７参照）内表面622は外表面624の間に一定の厚みがある。
【００７７】
　スタンドパーツ600に伸展部640がある。伸展部640にエンド部642がある。エンド部642
に中を貫通する開口部644がある。エンド部642にもう一つノッチ646がある。伸展部640の
内表面に沿って、ロック部630が設置される。ロック部630とサポートコンポーネント520
の上に一つ相当なロック部と噛合せられる。下記で論議するようにスタンドパーツ600に
もう一つ伸展部660がある。伸展部660にエンド部662がある。エンド部662に中を貫通する
開口部644がある。エンド部662にノッチ666とロック部（図に示してない）がある。接合
部、例えばピンで開口部644と664の中に挿入できる。スタンドパーツ600をサポートコン
ポーネント520と接合できる。以下により詳細に説明したようにスタンドパーツ600の本体
610にエンド602とエンド604がある。エンド602がホルダー300の本体310と摺動接合する。
エンド604がサポートコンポーネント520と回転し接合する。
【００７８】
　図１４と図１５の中にサポート500は格納位置や配置502の図面である。サポート500に
外表面501がある。外表面501と本体310の外表面324と一緒にホルダー300の大体連続的な
外表面を形成した。サポートコンポーネント520が図14に示されている。スタンドパーツ6
00が図１５に示されている。図に示したように接合部366に外部エッジ376まで伸展した長
さがある。接合部366にカーブ状の配置がある。電子機器の周りをカーブ状で囲む。エッ
ジ376は電子機器の前表面のすぐ傍にあるが、前表面を全然にカバーしない。従って、接
合部366はコーナーエリアを貫通し、電子機器を保護する。電子機器が落下する際にコー
ナーエリアはよく表面や物体にぶつかる。更にエッジ376はすこし電子機器前表面の平面
の上に伸展したので、電子機器の前表面が下向きのままで、落下する場合でも電子機器を
保護できる。エッジ376は電子機器の前表面をカバーしないため、使用者は充分に前表面
に接近できるし、前表面を容易にきれいに拭く事ができる。接合部362、364と368は接合
部366と類似である。しかもそれぞれにエッジ376と同じのエッジ372、374と378がある。
【００７９】
　図１６と図１７を参照すると、図１１に示すように、点線に沿って、ホルダー300の断
面図が表示される。図16はホルダー300がエンド312からエンド 314までの縦向き断面図で
ある。図１７はホルダー300がサイド316からサイド318までの横向き断面図である。
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【００８０】
　図１６の中にサポート500がホルダー300の本体310の中に据付けられる。もっと具体的
に説明すると、サポート500が本体310のプレート320のエッジ326の位置に形成された開口
部328の中に据付けられる。サポート500にスタンドパーツ600の伸展部640と660及び、サ
ポートコンポーネント520の伸展部530がある。それぞれはホルダー300の本体310の輪郭内
にある。もっと具体的に説明すると、開口部328の中にある。サポート500の外表面501と
そのコンポーネントと本体310の外表面324は大体連続してある。しかも、外表面501と324
は一緒に連続あるいは大体連続なホルダー300の外表面を形成した。
【００８１】
　図１７はサポート500のコンポーネントの別の図面である。サポートコンポーネント520
の内表面532と外表面530の間に厚み508が形成される。本体310に厚み311がある。サポー
トコンポーネント520が開口部548のピン690に挿入して、プレート320や本体310と接合で
きる。ピン690はサポートコンポーネント520と相対的に本体310を動くや回転させられる
。従って、ピン690がサポートコンポーネント520の回転軸に形成させられる。
【００８２】
　図１７に示すようにスタンドパーツ600の噛合せ表面620がサポートコンポーネント520
の噛合せ部528の近隣にある。噛合せ表面620は凹形状や凹部である。使用者の指の一部を
噛合せ部528と接触し、噛合せられる。そして、サポートコンポーネント520をピン690の
あたりにA矢印の方向に沿って、ある伸展位置に移動させる。サポート500を折畳む時、サ
ポートコンポーネント520がをピン690のあたりにB矢印の方向に沿って、図１７に示すよ
うな格納位置502に移動させる。下記で議論するように、スタンドパーツ600はピン680を
介し、本体310と接合する。そのピンがスタンドパーツ600の開口部を貫通し、そして、本
体310のスロット一つと噛合せる。
【００８３】
　図１８から図２６Ａまで、ホルダー300が伸展や使用中の形状である。この形状の中に
、ホルダー300のサポート500が伸展形状の中で配置される。図１８に示すように各サポー
トコンポーネント520とスタンドパーツ600はそれぞれ本体310に対し、図９から図１７に
示す形状から移動される。図１８の中にサポートコンポーネント520は伸展位置523に配置
される。サポートコンポーネント520はピン690で形成された軸580の周り、C矢印の方向に
沿って、格納位置521（図１７参照）から伸展位置に移動する。サポートコンポーネント5
20がその位置になる時、サポートコンポーネント520の外表面530とサポート面301と噛合
せる。これで、サポート300の本体310及び他に電子機器と接合した部品をサポートする。
サポートコンポーネント520が軸580の周りに移動する範囲は変更できる。
【００８４】
　サポートコンポーネント520が軸580回りに回転し、サポートコンポーネント520とスタ
ンドパーツ600の間の枢動可能に回転がスタンドパーツ600を軸582の周りにD矢印の方向に
沿って、移動させる。サポートコンポーネント520も同様に動く。軸582はサポートコンポ
ーネント520とスタンドパーツ600をピンと接合して形成される。本発明の一実施形態では
、軸はサポートコンポーネント520とスタンドパーツ600を現存ヒンジと一緒によって、形
成されている可能性がある。
【００８５】
　図18と図19に示すように開口部328を画定するエッジ326は開口部328を画定する数個の
側壁462、464、466と468を含む。ホルダー300の本体310に位置決めメカニズムがある。こ
のメカニズムに本体310の側壁に形成されたスロットがある。図に示すように、側壁462に
スロット470がある。スロット470にエンド472と474及びエンド472と474の間に伸展してき
た表面476がある。エンド472と474がスロット470の上下サイドで形成される。図19に示す
ように表面476に数個表面の上下部の上に形成された凸部や隆起部478がある。同じように
側壁464にスロットがある〔示していない〕。このスロットに対向するエンドで形成され
た凸部や隆起部がある。各凸部や隆起部478がピン690にあるポジションを与える。これに
よって、サポート500にポジションを提供する。図に示すようにサポート500の3つ以上の
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ポジションは隆起部478の数量で画定される。ピン680と側壁462のスロット470及び側壁46
4の対応のスロットと噛合せる事によって、スタンドパーツ600のエンド602がピン680を介
して、プレート320と摺動接合する。ピン680と凸部478と噛合せ、凸部478やピン680がス
ロット470の表面上との摩擦によって、ピンがスロットの特定ポジションに保持できる。
図19にも示すようにサポートコンポーネント520が本体310に軸回転接合や据付けしたピン
690の図面である。
【００８６】
　図18に示すようにサポートコンポーネント520がC矢印の方向に沿って、回転し、スタン
ドパーツ600のエンド602が矢印Eの方向に伸展位置603に移動する。矢印Eの方向が側壁462
と464の間のスロットの方向と形状で決められる。ある実施形態では、側壁462と464の中
のスロットに少しカーブ形状がある。スロットの様々なカーブ形状はピン680に適用され
る摩擦力を変更できる。変更できる摩擦力及びスロットの中の凸部はサポートコンポーネ
ント520とスタンドパーツ600を本体310の相対的に別の位置に保持できる。それによって
、サポートが相対的にサポート面の別の角度と方向でホルダー300をサポートできる。
【００８７】
　図20と図21はそれぞれに伸展形状504のサポート500のホルダー300の背面図と前面図で
ある。サポート500は伸展形状504の位置にある。示すようにピン680は側壁462と噛合せ、
しかも図20に示すような矢印Fの方向と図21の矢印Gの方向に沿って、移動する。図に示す
ようにサポートコンポーネント520とスタンドパーツ600が伸展形状504と関係する位置に
なる時、開口部328の一部は露出される。図22と図23はサポートつきのホルダー300の左側
面図と右側面図である。サポート500が伸展形状504の位置にある。
【００８８】
　図24と図25に示すようにサポート500付きのホルダー300の向い合う両サイドの端面図で
ある。サポート500は伸展形状504にある。図24と図25に示すようにサポートコンポーネン
ト520にベース部536に向い合った側壁535と537があり、及び伸展部538に向い合った側壁5
66と568がある。側壁566と568はそれぞれにロック部560と562がある。この実施形態では
、ロック部560と562には向い合う側壁566や568で形成された凹部がある。サポートコンポ
ーネント520とスタンドパーツ600が格納位置の中にあると、ロック部560と562の凹部はそ
れぞれスタンドパーツ600で対応する凸部に受け入れられる。図24では、サポートコンポ
ーネント520は伸展位置521に置かれる。スタンドパーツ600はピン570と572を介し、サポ
ートコンポーネント520と接合する。外表面530が連結エリアや連結表面685で形成され 、
連結エリアと連結表面695と一緒にサポート面と連結する。
【００８９】
　また、図18に示すようにスタンドパーツ600にサポートコンポーネント520のロック部56
2とかみ合わせるロック部630及びロック部630と向い合って、しかもサポートコンポーネ
ント520にあるロック部560とかみ合わせるロック部がある〔示していない〕。スタンドパ
ーツ600のロック部はロック部560と562の凹部と噛合せた凸部である。選択できる実施形
態では、サポートコンポーネント520とスタンドパーツ600にあるロック部の構成と形状を
逆にすることができる、つまり、サポートコンポーネント520に凸部があり、スタンドパ
ーツ600にそれなり相当する凹部がある。
【００９０】
　図26はサポート500付きのホルダー300の断面図である。サポート500は図26に示すよう
に伸展形状504位置にある。この図では、スロット470の細部が示される。スロット470に
向い合ったエンド部472と474、及びエンド部472と474の間、伸展した表面476がある。表
面476に数個476表面に沿って凸部と隆起部478がある。ピン680はスロット470に沿って矢
印Hの方向に移動すると同時にサポートコンポーネント520はピン690回りに矢印Iの方向に
移動する。この図面の実施形態ではスタンドパーツ600のロック部630が示されている。こ
の実施形態では、該当部は凸部である。サポート500を折畳む際にサポートコンポーネン
ト520はピン690まわりに矢印Jの方向に移動する。ピン680は矢印Kの方向にスロット470に
沿って移動する。
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【００９１】
　図26Aから図26Cまでではベースプレート320が数個異なる実施形態を示す図面である。
しかも、サポート500をホルダー300にアセンブりする方法を説明する。図26Aに示すよう
にホルダー300のベースプレート320に側壁462、466と468がある。側壁462、466と468で開
口部328が形成される。上記のように側壁462にスロット470一つがあり、スロット470に向
い合うエンド472と474がある。側壁462と向い合う側壁で類似のスロットが形成される。
側壁462のすぐ傍にある側壁468の位置に開口部696が配置される。開口部696がノッチやコ
ンセント692へ通す。開口部696の幅はノッチ692の幅より小さいである。この実施形態で
は図26Aに示すようにベースプレート320の外表面324の所で開口部696が凹部692へ通せる
。側壁462に向い合う側壁468に類似形状の開口部とノッチが配置される。使用方式は開口
部696とノッチ692の使用方式と同じである。
【００９２】
　図26Aに示すようにサポート300をアセンブリされる時、サポートコンポーネント520と
スタンドパーツ600が一緒に連結されて、ベースプレート320の中の開口部328にすぐ傍に
なる。まず、スタンドパーツ600をサポートするために接合したピン682はベースプレート
320と接合されている。もっと具体的にいえば、ベースプレート320の中のスロット470と
接合する。スタンドパーツ600のピン680の一つのエンドがスロット470の中に挿入する。
スタンドパーツ600が一定の角度で向い合うベースプレート320に移動する事によって、ピ
ン680のもう一つエンドが向い合う側壁460で形成されスロット470の中挿入できる。スタ
ンドパーツ600がベースプレート320と摺動接合してから、サポートコンポーネント520は
ベースプレート320と接合できる。
【００９３】
　上記のようにサポートコンポーネント520に自分と接合するピン690がある。この実施形
態では、ピン690がサポートコンポーネント520の向い合う両サイドから外に伸展していく
。ピン690は開口部696の中に挿入や噛み付く事ができる。その後、ノッチ692の中に移す
。開口部696のサイズはピン690の直径よりやや小さい。開口部696の幅がピン690の幅より
小さいとして、ピン690はノッチ692の中に保持できる。とはいえ、もし力いっぱいの外力
でサポート500を押したら、ピン690は開口部696を通せ、ベースプレート320から取り外し
たり、分離したりして、ベースプレート320にダメージを与えない。同じようにピン690の
もう一つエンドが開口部696に向い合う開口部の中に挿入や噛み付き、側壁468で形成され
たノッチ692に向かいあうノッチ部の中に移せる。
【００９４】
　従って、サポートコンポーネント520とスタンドパーツ600がベースプレート320と接合
する際にコネクタやピン680はスロット470に沿って摺動接合で連結する。従って、スタン
ドパーツ600がベースプレート320でスライドし、ピン680回りに回転移動し、コネクタ680
も本体310に沿ってスライドする。更に、コネクタやピン690が回転連結できる。サポート
コンポーネント520がコネクタやピン690回りに回転と同時にコネクタ680はスロットの中
にスライド470できる。
【００９５】
　図26Bの中では、サポートコンポーネント520とスタンドパーツ600はベースプレート320
との接合方式は図26Aに示すような接合と類似である。しかし、開口部696とノッチ692の
方向を反転したら、開口部696が内表面322の上になる。この実施形態では、ピン690は内
表面322のすぐ傍の位置に移動できる。しかもノッチ692のスペースに挿入や噛み付くこと
ができる。選択できるように図26Cに示すように側壁462の一部で単一壁部698が形成され
る。この実施形態では、開口部696とノッチ692の方向を反対して開口部696を壁部698の上
にさせる。この実施形態ではピン690が壁部698のすぐ傍の位置に移すし、開口部696とノ
ッチ692の中に挿入できる。
【００９６】
　図26Aから26Cに示すような各実施形態では、スタンドパーツ600はまずスロット470と通
し、ベースプレート320と接合し、その後、サポートコンポーネント520がノッチ692を通
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し、ベースプレート320と接合する。
【００９７】
　図27から図29まででは、示すようなホルダー300が異なる伸展や使用中の形状である。
この形状ではホルダー300のサポート500はある伸展形状506の中で配置される。図18に示
すように、伸展形状504と比べて、サポート500が伸展した幅は伸展形状506より小さいの
でホルダー300の上にある電子機器の前表面とサポート面301の間の角度は異なっている。
【００９８】
　図27に示すようにサポートコンポーネント520とスタンドパーツ600共に本体310と相対
的に移動する。サポートコンポーネント520が伸展位置525にあることが示されている。サ
ポートコンポーネント600が伸展位置625（図28を参照）配置されることが示されている。
サポート500が伸展形状506位置にさせる際、接触エリアや接触面685と695（図28を参照）
が伸展形状504と異なる角度でサポート面301と噛合せる。図29の中では、サポートコンポ
ーネント520がピン690で形成された軸580周りを回る。矢印Lの方向に沿って、格納位置52
1から伸展位置525に移す。
【００９９】
　図29ではサポート500付きのホルダー300の断面図である。このサポート500が図27に示
すような伸展形状506の位置にある。このサポート520は矢印Lの方向に沿って移動する際
に、ピン680はスロット470と矢印Mの方向に沿って移動する。サポート500を折畳む際に、
サポートコンポーネント520はピン690の周りに矢印Nの方向に沿って移動する。ピン680は
スロット470と矢印Oの方向に沿って移動する。サポートコンポーネント520とスタンドパ
ーツ600が図に示すような軸694に互いに移動する。
【０１００】
　図30では本ホルダーの一実施形態を参照する図面である。この実施形態の中に、ホルダ
ー700に本体710一つがある。本体710にベースプレートやバックプレート720がある。ベー
スプレートやバックプレート720にエッジ722がある。エッジ722で開口724一つが形成され
る。ある電子機器がホルダー700と接合する際に開口724が電子機器に付いたカメラレンズ
と一列並んで配置される。プレート720にもう一つエッジ726がある。エッジ726で一つの
開口728が形成される。
【０１０１】
　この実施形態では、本体710に接合メカニズム730一つがある。接合メカニズム730に電
子装置の周りに伸展した壁部732がある。壁部732に数個開口部740、742、744、746と748
がある。使用者にホルダー700を容易に握らせるためである。更に壁部732に数個他の開口
部（例えば開口部750と752）、使用者が容易に電子機器のポートにアクセスさせるためで
ある。
【０１０２】
　ホルダー700にサポート760がある。サポート面702に関して本体710をサポートする。サ
ポート760にサポートコンポーネント761一つがあり、サポートコンポーネント761に据付
けエンド762と遠位端や自由エンド764がある。据付けエンド762は本体710と接合する。こ
れでサポートコンポーネント761が本体710に枢動可能に据付られる。図30の中に示すよう
にサポート760は伸展形状766にある。サポートコンポーネント761が格納位置に移す際に
サポートコンポーネント761が本体710の中に配置され、もっと具体的言えば、開口728の
中に配置される。
【０１０３】
　図30Aと図30Bでは、図30に示すようなホルダー700の一実施形態のコンポーネントであ
る。分かり易くするため、ただサポート760の一部を示す。サポート760にサポートコンポ
ーネント761一つがある。サポートコンポーネント761にエンド762とエンド表面763がある
。この実施形態ではピンや隆起部765がサポートコンポーネントの側壁から伸展されてい
く。ピンや隆起部765はサポートコンポーネント761と別々に成型されるものである。ピン
や隆起部765がサポートコンポーネント761の穴や開口の中に挿入し、それならサポートコ
ンポーネント761と接合する。類似のピンや隆起部765一つ(示してない)がサポートコンポ
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ーネント761のもう一つサイドから伸展してくる。本発明の一実施形態では、ピン765はサ
イドにサイドから伸びる開口部を介して、サポートコンポーネント761を介し、伸展する
事ができる。別の実施形態では、ピン765がサポートコンポーネント761と一体成型してい
る。
【０１０４】
　ベースプレート 720で数個開口部728のエッジ部が形成され、容易参考するため、図30B
ではただエッジ部726Aと726Bを示す。図に示すようにエッジ部726Aに位置決めメカニズム
729がある。位置決めメカニズム729はサポートコンポーネント761を向い合うベースプレ
ート720の数個異なる伸展位置で握ったり保持したりさせるためである。例えばサポート
コンポーネント761はベースプレート720から外向きに少しの距離を移動できる。これで向
い合うサポート面が比較基準としてもっと直立な角度でホルダー700及び関連な電子装置
を支えられる。選択できるような実施形態では、サポートコンポーネント761は外向きに
もっと遠い距離に移動できる。向い合うサポート面、比較基準としてで横たわる角度でホ
ルダー700及び関連な電子装置を支えられる。
【０１０５】
　図30Bはベースプレート720のエッジ部726Aの拡大図面である。ベースプレート720に前
表面や内表面727と背面や外面725がある。開口部728はこの二つ表面の間に伸展する。エ
ッジ部726Aで開口部731が形成される。開口部731がピン765を受け入れするため、配置さ
れる。ピン765を回転させ、これによって回転可能にサポートコンポーネント761をサポー
トしている。
【０１０６】
　位置決めメカニズム729にベースプレート720とサポートコンポーネント761との協同す
るコンポーネントがある。これらのコンポーネントがサポートコンポーネント761を容易
に向い合うベースプレート720の数個位置に位置決めさせる。ある実施形態では、サポー
トコンポーネント761ではベースプレート720の凹部と噛合せる突起部や結び目が形成され
る。本発明の一実施形態では、サポートコンポーネント761ではベースプレート720の結び
目や突起部と噛合せる凹部が形成される。
【０１０７】
　図30Bに示すようにサポートコンポーネント761に結び目や突起部769一つがある。ベー
スプレート720に数個形成される凹部733、735と737がある。凹部733、735と737は突起部7
69を受入れと保持するため形成される。そして、サポートコンポーネント761を向い合う
ベースプレート720にある特定の伸展位置で保持する。図には三つの凹部733、735と737を
示したけれど、エッジ部726Aでいくつでも凹部が形成できる。
【０１０８】
　ピン765が開口部731に挿入する際にサポートコンポーネント761がピン765回りに矢印AA
の方向に沿って、ある伸展位置にかいてんでき、そして、矢印ABの方向に沿って格納位置
までに回転できる。この実施形態では結び目769が凹部733と噛合せる際にサポートコンポ
ーネント761が向い合うベースプレート720の格納位置に保持される。結び目769と凹部735
の間の噛合せがサポートコンポーネント761を伸展位置に保持させる。結び目769と凹部73
7の間の噛合せがサポートコンポーネント761を向い合うベースプレート720の顕着な伸展
位置に保持させる。
【０１０９】
　図30Cと図30Dを参照すると、位置決めメカニズムの一実施形態が示されている。容易に
参考するため、ただこの実施形態のエッジ部726Aの一部しか示さない。ベースプレート72
0のエッジ部726Aに肩部745がある。肩部745で開口741が形成される。開口部741はサポー
トコンポーネント761のあるピンを受入れするため、配置される。例えば、ピン765である
。ピン765が開口部741に挿入する際に、サポートコンポーネント761がバックプレート720
に回転し据付けられる。
【０１１０】
　エッジ部726Aにもう一つ位置決めメカニズム739がある。この実施形態では位置決めメ
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カニズム739で、数個ノッチや凹部743が形成される。これらのノッチや凹部743の間では
歯状部747が形成される。ノッチ743と歯状部747が肩部745の周りに周囲向きに伸展してい
く。サポートコンポーネント761の側壁で類似構造ノッチ743と歯状部747が形成される。
しかも、エッジ726Aでのノッチ部743と歯状部747と噛合せる。従って、サポートコンポー
ネント761がピン765まわりに向い合うベースプレート720と回転する際にサポートコンポ
ーネント761とエッジ部726Aの歯状部がノッチとお互いに噛合せしながら歯止めメカニズ
ムを形成できる。この歯止めメカニズムがサポートコンポーネント761を向い合うベース
プレート720の測定の位置に保持させる。本発明の一実施形態では、ノッチと歯状部のセ
ットは不完全に肩部745の周りに周囲向きに伸展していない。
【０１１１】
　図31と図32を参照すると、ホルダーの一実施形態が示されている。この実施形態では、
ホルダー800に本体810がある。本体810にバックプレート820がある。バックプレート820
にエッジ822がある。エッジ822で開口部824が形成される。（図32を参照）。ホルダー810
にサポート830がある。サポート830は格納や折畳み832及び伸展や展開形状834の中に配置
できる。サポート830は向い合うサポート面802でホルダー800をサポートする。
【０１１２】
　ある実施形態では、サポート830にサポートコンポーネント840一つとリンクコンポーネ
ント860一つがある。このリンクコンポーネント860はサポートコンポーネントとも呼ばれ
る事ができる。サポートコンポーネント840にエッジ部842がある。エッジ部842ではサポ
ートコンポーネント840を貫通する開口部840が形成される。サポートコンポーネント840
に据付けエンド846と向い合う接触面エンド848がある。据付けエンド846はピン（示して
いない）を介し、本体810と接合する。接触面エンド848がサポート面802とかみ合わせる
ため配置される。接触エンド848にカーブ形状付きの凹部849一つがある。
【０１１３】
　リンクコンポーネント860にリンクコンポーネント本体861がある。リンクコンポーネン
ト本体861にエンド862一つがある。エンド862がピン863を介し、サポートコンポーネント
840と枢動可能に接合する。リンクコンポーネント860のもう一つエンド864にそれと接合
する二つのアーム870と880がある。アーム870に一つエンド872とそれと向い合うエンド87
4一つがある。エンド872がリンクコンポーネント本体861と枢動可能に接合する。エンド8
74はホルダー800の本体810と枢動可能に回転する。同じようにアーム880にエンド882と88
4がある。エンド882はリンクコンポーネント本体861に片エンドが接合される。もう一つ
エンド884はホルダー800の本体810と接合する。アーム870と880のエンド874と884は本体8
10と枢動可能に回転し、接合する。アーム870と880はそれぞれ自身のエンドの周り回転す
る。リンクコンポーネント860が図32に示すようなほぼ平面位置になる際に、アーム870と
880は必ず本体861の溝の中にある。リンクコンポーネント860がサポートコンポーネント8
40を本体810に関し、残り部分の特定位置で保持できる。
【０１１４】
　図33を参照すると、ホルダーの一実施形態が示されている。この実施形態では、ホルダ
ー900に本体910があり、本体910にプレート920一つがあり、プレート920にエッジ922一つ
がある。エッジ922では開口部924一つが形成される。エッジ922に側壁930一つがある。側
壁930で凸付きのスロット932が形成される。側壁930と向い合うもう一つの側壁（示して
いない）で相当するスロットが形成される（示してない）。
【０１１５】
　ホルダー900にサポート940一つがある。サポート940は向い合うサポート面902でホルダ
ー900をサポートする。サポート940にサポートコンポーネント950があり、サポートコン
ポーネント950に本体952がある。サポートコンポーネント950の本体952に二つ向い合うエ
ンド954と956がある。エンド954がピン（示してない）を介し、本体910と枢動可能に接合
する。エンド956はサポート面902と噛合せするため設置される。しかもカーブや凹部958
が付く。サポートコンポーネント本体952にエッジ960があり、エッジ960はサポートコン
ポーネント本体952で開口部962が形成される。異なる実施形態では、開口部962のサイズ
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と構造は変更可能である。
【０１１６】
　サポート940に付加サポートコンポーネント970があり、付加サポートコンポーネント97
0に本体972がある。付加サポートコンポーネント970の本体972に二つ向い合うエンド974
と976がある。エンド974がピン990を介し、サポートコンポーネント950の本体952と枢動
可能に回転し、接合する。ピン990はサポートコンポーネント950と付加サポートコンポー
ネント970で形成された開口部に挿入できる。エンド976はピン995を通し、ホルダー900の
本体910と接合する。ピン995は付加サポートコンポーネント970の開口部978を貫通し、し
かも側壁930のスロット932まで伸展し、そして、側壁930と向かう側壁のスロットにも伸
展できる。ピン995は側壁のスロットに沿ってスライドする。そして、ピン995とスロット
の凸部との摩擦とかみ合わせることによって、スロットの特定位置に保持できる。
【０１１７】
　図33に示すようにこの実施形態では、サポートコンポーネント950の本体952に内表面95
3があり、内表面953でスロットや溝955と957が形成される。サポートコンポーネント950
と付加サポートコンポーネント970が格納位置に移す際に溝955と957が付加サポートコン
ポーネント970に向い合う両サイドのピン995の隆起部を受け入れられる。従って、サポー
トコンポーネント950が外ケース900の本体910の中の格納位置に移せる。
【０１１８】
　図34-35を参照すると、接合メカニズムの実施形態である。この接合メカニズムはサポ
ートをある表面と接合できる。例えば、自動車自転車等の車両の表面である。結合メカニ
ズム1100は表面1150と接合する。ある実施形態では、表面1150は車の表面で、例えば車の
計器盤である。結合メカニズム1110は表面1150と一体成型できる。または、結合メカニズ
ム1110は表面1150と別々成形することも可能である。任意の伝統技術やコンポーネントを
使って、表面1150と接合する。例えば、粘着剤、摩擦フィット、留め金具や接合材である
。
【０１１９】
　結合メカニズム1100に本体 1110があり、本体 1110に数個内壁1112、1114、1116及び11
18がある。これらのうち壁でコンセント1120が形成される。別の実施形態ではコンセント
1120は任意の形状や外形を持つ事ができる。本体1110はプラスチックや類似の材料で成形
される。
【０１２０】
　図35に示すようにサポートコンポーネント520の遠位端エンド526がコンセント1120に挿
入できる。遠位端エンド526は摩擦力でコンセント1120の中に保持できる。本発明の一つ
実施形態では、遠位端エンド526はロックメカニズムを使って、コンセント1120に保持で
きる、例えば凸部と凸部に向い合う表面にある凹部の協同セットである。サポートコンポ
ーネント520がコンセント1120に挿入する際に、サポートコンポーネント520付きのホルダ
ー300が向い合うサポート面1150の位置でホールドとサポートされる。結合機構メカニズ
ム1100とサポートコンポーネント520の間に充分な摩擦接触があれば、結合メカニズム110
0はお好みの角度で固定できる。しかも依然としてサポート520とその関連するホルダーを
ホールドやサポートできる。従って、使用者はホルダー300で保持されたり、相対的な表
面1150でサポートされる電子機器を鑑賞や使用する事ができる。
【０１２１】
　表面1150は使用者が使用したい電子機器に関する任意表面である。ある実施形態では、
表面1150は車の計器盤のトップや前表面である。別の実施形態では表面1150は自転車、バ
イク、ベビーカー、コンピュータモニター、デスク、テーブル、家具部品、ブリーフケー
スや小型旅行鞄の表面である。結合メカニズム1110はプラスチック成形で、或いは他に類
似の材料で形成される。
【０１２２】
　図36と図37では結合メカニズムの別の実施形態の図面である。この実施形態では、表面
1250が相対的に使用できる電子機器の表面である。表面1150と類似であり、表面1250は任
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意タイプの表面である。表面1250に結合メカニズム1200がある。この実施形態では結合メ
カニズム1200に結び目や隆起部1210がある。結び目や隆起部1210と表面1250は一体成形で
しかも表面1250から外向きに伸展してくる。本発明の一実施形態では、結び目や隆起部12
10と表面1250は別々成形でき、そして、任意な伝統技術で表面1250と接合できる。例えば
、ある粘着剤である。結び目1210はプラスチック成形や他に類似材料で製造できる。
【０１２３】
　図37ではサポートコンポーネント520の向い合う表面1250の配置方式を示している。こ
の実施形態では、サポートコンポーネント520に外表面530と内表面532がある。外表面530
に表面565で形成された凹部567がある。結び目1210を受入れするため、凹部567は固定な
サイズがあり、しかもサポートコンポーネント520が矢印ADの方向に沿って移動する事を
省略するためである。結び目1210と凹部567との間の噛合せがサポートコンポーネント520
及びそれに関するホルダーを相対的な表面1250に固定位置に保持できる。従って、使用者
はホルダー300で保持されたり、相対的な表面1250でサポートされる電子機器を鑑賞や使
用する事ができる。
【０１２４】
　図38を参照すると、システム一つの一実施形態の概略図が示されている。この実施形態
では、システム1300にホルダー1310があり、ホルダー1310が電子装置と接合する。ホルダ
ー1310にホルダー1310と相対的に調整できるサポートが付き（示していない）、ホルダー
1310と電子装置1320を相対的なサポート面で様々な角度でサポートできる。
【０１２５】
　ホルダー1310は据付け構造1330と一緒に使用できる。ホルダー1310を物体1360に据付け
する。使用者はホルダー1310を自分の身近の物体1360に据付けたいと思っている。例えば
、洋服の部品やベルトのアクセサリーである。この据付け構造1330に接合部1340と据付け
部1350がある。接合部1340はホルダー1310を据付け構造1330と接合する。据付け部1350は
据付け構造1330を物体1360に据付ける。図39に据付け構造の一実施形態を示している。異
なるの実施形態では、据付け構造は様々な形状と特徴を持つことができる。
【０１２６】
　図39に示すように、ホルダー1400に本体1410一つがある。電子機器1450は接合部1412、
1414と1416を使って、本体1410と接合できる。ホルダー1400に調整可能や変形可能のサポ
ート1430がある。サポート1430は相対的なサポート面でホルダー1400をサポートする。サ
ポート1430は相対的にベース1420に移動できる。しかもサポートコンポーネント1432とサ
ポートコンポーネント1434が付く。サポートコンポーネント1432とサポートコンポーネン
ト1434は一緒に接合し、相対的に互いに移動できる。この実施形態ではサポートコンポー
ネント1432と1434の中の一つでは開口部1440が形成される。開口部1440は該当特定のサポ
ートコンポーネントを介し、貫通する事ができる。図39のような実施形態では、該当特定
サポートコンポーネントはサポートコンポーネント1434である。
【０１２７】
　図に示すような実施形態では、ホルダー1400をベルト、洋服やその他の物体に据付ける
据付け構造1460の図面である。据付け構造1460に本体1470がある。本体1470に二つ相対的
な表面や側面1472と1474がある。側面1472に据付部やクリップ1480がある。据付け部やク
リップ1480は本体1470を物体に据付けする。据付け部1480に接合エンド1482と自由エンド
1484がある。この実施形態では据付け部1480は本体1470の弾性アームに接合する。この弾
性アームはプルすチックやラバーで成形できる。自由エンド1484は表面1472に対して移動
できる。従って、ベルト等物体は据付け部1480と本体1470の間に挿入できる。本発明の一
実施形態では、据付け部1480は枢動可能な回転据付アームでもあり、傾き部を通し、例え
ば、スプリングはクローズ位置にバイアスされて、枢動可能にマウントアームする事がで
きる。この枢動可能にマウントアームの自由エンドは物体を受入れするため、本体1470か
ら移動できる。しかも、据付け構造1460に付けた物体を解除することができる。据付け部
1480の自由エンドはもう一度、本体1470から移動する事ができ、物体を取り外せる事がで
きる。
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【０１２８】
　据付け部1460にまた接合部1490一つがあり、接合部1490は本体1470の表面1474のすぐ傍
の位置にある。接合部1490に隆起部1492一つがあり、隆起部1492はサポート1430の開口部
1440に挿入したり、締めたりする事によって、ホルダー1440を据付け部1460と接合できる
。別の実施形態では隆起部1492と開口部1440の位置を逆にする事ができる。ある実施形態
では、接合部1490とホルダー1400の間に確実にかみ合わせる事を実現できたら、接合部14
90の構造は変更可能である。接合部1490に固定の構造があるので、使用者がホルダー1400
と電子機器1450と調整する事ができる。例えばホルダー1400をお好みの方向位置に回転す
る。
【０１２９】
　ある実施形態では、据付け部1460の一部やコンポーネントは一体成形でできるものであ
る。別の実施形態では、据付け部1460の一部やコンポーネントは別々成形でできて、その
後お互いに接合できるものである。
【０１３０】
　本発明の一実施形態では、ホルダーに数個サポートやサポート部がある。他の実施形態
では、電子機器と接合するホルダーの接合メカニズムの構造は変更できるものである。
【０１３１】
　従って、本発明は変更及びバリエーションを含むことを意図している。例えば、本明細
書中に用いられる術語である、“左”、“右”、“トップ”、“底”、“前”、“後ろ”
、“側”、“高さ”、“長さ”、“幅”、“上部”、“下部”、“内部”、“外部”など
は、参照できるように単に述べただけで、本発明の特定の方向性又は構成を限定するもの
ではない。更に術語“第一”、“第二”、“第三”等は単に本明細書で開示された多くの
、部分、コンポーネント及び/又は参照ポイントの内の１つを識別するものであり、同じ
ように本発明の特定の構成又は方向性を限定するものではない。
【０１３２】
　本発明は詳細にその特定の実施形態を参照して説明してきたが、様々な変更や修正を本
発明の精神と範囲から逸脱することなく、行うことができることは当業者にとって明らか
であろう。従って、本発明は変更及び発明のバリエーションを含むことを意図している。
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