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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】電子装置を保護すると共に、スタンドとしても
機能し、且つ電子装置に対する支持角度を調整すること
ができるフラット式電子装置用多機能保護ケースを提供
する。
【解決手段】多機能保護ケースは、電子装置を収納する
本体部１０と、本体部に対して折畳み可能に連結される
カバー部２０と、を備える。本体部は背面を備え、カバ
ー部には、１つの基板２２、１つのメイン支え板２４、
２つの底板２６及び２つの支え側板２８が設けられる。
２つの支え側板は、メイン支え板の相反する両側に対称
に設けられ、２つの底板はそれぞれ、各支え側板と基板
との間に位置する。基板、２つの支え側板及び２つの底
板を基板に向って折り畳むと同時に、カバー部の一端を
背面に係止させるまでカバー部を本体部に向って折り畳
むことによって、電子装置を支持する。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　電子装置を収納する本体部と、前記本体部に対して折畳み可能に連結されるカバー部と
、を備える多機能保護ケースであって、
　前記本体部は、背面を備え、前記カバー部には、１つの基板、１つのメイン支え板、２
つの底板及び２つの支え側板が設けられ、２つの前記支え側板は、前記メイン支え板の相
反する両側に対称に設けられ、２つの前記底板はそれぞれ、各支え側板と前記基板との間
に位置し、
　前記基板、２つの前記支え側板及び２つの前記底板を前記基板に向って折り畳むと同時
に、前記カバー部の一端を前記背面に係止させるまで前記カバー部を前記本体部に向って
折り畳むことによって、前記電子装置を支持することを特徴とする多機能保護ケース。
【請求項２】
　２つの前記支え側板は、互いに向かい合って折り畳まれ、且つ２つの前記底板及び前記
メイン支え板に対して折り畳まれることを特徴とする請求項１に記載の多機能保護ケース
。
【請求項３】
　前記基板、前記メイン支え板、２つの前記支え側板及び２つの前記底板は、互いに間隔
をあけて設けられ、且つ前記メイン支え板、２つの前記支え側板及び２つの前記底板は、
前記基板の同一側に位置することを特徴とする請求項１又は２に記載の多機能保護ケース
。
【請求項４】
　前記基板と前記メイン支え板との間には、第一折り曲げエリアが設けられ、２つの前記
底板と前記基板との間には、それぞれ１つの第二折り曲げエリアが設けられ、各底板と各
支え側板との間には、第三折り曲げエリアが設けられ、２つの前記支え側板と前記メイン
支え板との間には、それぞれ１つの第四折り曲げエリアが設けられ、
　２つの前記第二折り曲げエリアは、前記基板の相反する両側に位置し、２つの前記第三
折り曲げエリアは、前記カバー部の反対側に位置し、２つの前記第四折り曲げエリアは、
前記メイン支え板の相反する両側に位置す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】
　前記メイン支え板及び前記基板は、台形を呈し、２つの前記支え側板及び２つの前記底
板は、三角形を呈することを特徴とする請求項３又は４に記載の多機能保護ケース。
【請求項６】
　前記本体部は前記背面に対向して配置される正面をさらに備え、前記正面及び前記背面
によって取り囲むことで、電子装置を収納するための収容空間が形成され、前記収容空間
には、前記正面を貫通する開口部が設けられることを特徴とする請求項１から５の何れか
一項に記載の多機能保護ケース。
【請求項７】
　前記本体部の背面には、係止片が設けられ、電子装置が嵌め込まれた前記本体部を、前
記カバー部を介して支持する際に、前記カバー部の側辺が前記係止片に係合されることを
特徴とする請求項１から６の何れか一項に記載の多機能保護ケース。
【請求項８】
　本体部と、前記本体部に対して折畳み可能に連結されるカバー部と、を備える多機能保
護ケースであって、
　前記本体部は背面を備え、前記カバー部は、１つのメイン支え板及び２つの支え側板を
備え、２つの前記支え側板は、前記メイン支え板の相反する両側に対称に設けられ、
　前記支え側板と前記メイン支え板は、互いに向い合って折り畳まれることで三次元空間
を形成し、前記カバー部は、前記本体部の背面に向って折り畳まれ且つ前記背面に係止さ
れることを特徴とする多機能保護ケース。
【請求項９】
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　各支え側板は、折り畳まれた後に一端が前記本体部の背面に抵抗されるので、前記メイ
ン支え板は、前記本体部に対して急な傾斜角度を形成するように維持されることを特徴と
する請求項８に記載の多機能保護ケース。
【請求項１０】
　前記カバー部は、１つの基板及び各支え側板と前記基板との間に設けられる２つの底板
をさらに備え、前記メイン支え板及び前記支え側板は、前記基板に対して折り畳まれ、２
つの前記底板も、前記基板に対して折畳み可能であることを特徴とする請求項８又は９に
記載の多機能保護ケース。
【請求項１１】
　電子装置を支持するために用いられ、且つ本体部及びカバー部を備える多機能保護ケー
スであって、
　前記本体部は、背面を備え、前記カバー部は、１つの連接エリア、１つの第一折り曲げ
エリア、２つの第二折り曲げエリア、２つの第三折り曲げエリア及び２つの第四折り曲げ
エリアを備え、
　前記カバー部は、前記第一折り曲げエリア、前記第二折り曲げエリア、前記第三折り曲
げエリア及び前記第四折り曲げエリアに沿って折り曲げられることができるので、前記カ
バー部における前記第一折り曲げエリアと、前記第二折り曲げエリアと、前記第三折り曲
げエリアと、前記第四折り曲げエリアとの間の部分を互いに対して折り畳むと同時に、前
記カバー部を前記連接エリアに沿って前記本体部に対して折り畳み、且つ前記カバー部の
折り畳まれた部分を前記背面に係止させることによって、前記電子装置を支持することを
特徴とする多機能保護ケース。
【請求項１２】
　各第二折り曲げエリアと、１つの前記第三折り曲げエリアと、１つの第四折り曲げエリ
アと、前記第一折り曲げエリアとは、互いに交わることを特徴とする請求項１１に記載の
多機能保護ケース。
【請求項１３】
　前記カバー部の折り畳まれた部分は、基板、メイン支え板、２つの底板及び２つの支え
側板を備え、前記第一折り曲げエリアは、前記基板と前記メイン支え板との間に形成され
、前記第二折り曲げエリアは、前記基板と各底板との間に形成され、前記第三折り曲げエ
リアは、各底板と各支え側板との間に形成され、前記第四折り曲げエリアは、各支え側板
と前記メイン支え板との間に形成され、
　前記基板、前記メイン支え板及び２つの前記底板は、前記第一折り曲げエリア及び前記
第二折り曲げエリアを折り目として互いに対して折り畳まれ、前記メイン支え板、前記支
え側板及び前記底板は、前記第三折り曲げエリア及び前記第四折り曲げエリアを折り目と
して互いに対して折り畳まれることを特徴とする請求項１１又は１２に記載の多機能保護
ケース。
【請求項１４】
　電子装置を保護するか又は支持するために用いられ、且つ本体部及び前記本体部に対し
て折畳み可能に連接されるカバー部を備える多機能保護ケースであって、
　前記本体部は、背面を備え、前記カバー部は、折畳み可能な軟質材料からなり、前記カ
バー部には、硬質材料からなる複数の支持用部材が貼り付けられ、
　前記多機能保護ケースを介して前記電子装置を保護する際に、複数の前記支持用部材は
、二次元形態を維持することができ、また、前記カバー部を折り畳むことにより、複数の
前記支持用部材を三次元形態に変形させて前記電子装置を支持することができることを特
徴とする多機能保護ケース。
【請求項１５】
　複数の前記支持用部材は、１つの基板、１つのメイン支え板、２つの底板及び２つの支
え側板から構成され、２つの前記支え側板は、前記メイン支え板の相反する両側に対称に
設けられ、２つの前記底板は、前記基板の相反する両側に対称に設けられ、
　前記カバー部において、前記基板と前記メイン支え板との間には第一折り曲げエリアが
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設けられ、各底板と前記基板との間には第二折り曲げエリアが設けられ、各底板と各支え
側板との間には第三折り曲げエリアが設けられ、各支え側板と前記メイン支え板との間に
は第四折り曲げエリアが設けられることを特徴とする請求項１４に記載の多機能保護ケー
ス。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、多種な機能を有する保護ケースに関し、特にフラット式電子装置に用いられ
る多機能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、コストがかかり、携帯にも
不便である。しかも、従来のスタンドは、一定の角度で電子装置を支持するしかないので
、電子装置の傾斜角度をユーザーに応じて調整することができない。
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００４】
　以上の問題点に鑑みて、本考案は、電子装置を保護すると共に、スタンドとしても機能
し、且つ電子装置の支持角度を調整することができるフラット式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、本考案に係る多機能保護ケースは、電子装置を収納する
本体部と、前記本体部に対して折畳み可能に連結されるカバー部と、を備える。前記本体
部は、背面を備え、前記カバー部には、１つの基板、１つのメイン支え板、２つの底板及
び２つの支え側板が設けられる。２つの前記支え側板は、前記メイン支え板の相反する両
側に対称に設けられ、２つの前記底板はそれぞれ、各支え側板と前記基板との間に位置す
る。前記基板、２つの前記支え側板及び２つの前記底板を前記基板に向って折り畳むと同
時に、前記カバー部の一端を前記背面に係止させるまで前記カバー部を前記本体部に向っ
て折り畳むことによって、前記電子装置を支持する。
【０００６】
　また、上記の目的を達成するために、本考案に係る多機能保護ケースは、本体部と、前
記本体部に対して折畳み可能に連結されるカバー部と、を備える。前記本体部は背面を備
え、前記カバー部は、１つのメイン支え板及び２つの支え側板を備え、２つの前記支え側
板は、前記メイン支え板の相反する両側に対称に設けられ、前記支え側板と前記メイン支
え板は、互いに向い合って折り畳まれることで三次元空間を形成し、前記カバー部は、前
記本体部の背面に向って折り畳まれ且つ前記背面に係止される。
【０００７】
　また、上記の目的を達成するために、本考案に係る多機能保護ケースは、電子装置を支
持するために用いられ、且つ本体部及びカバー部を備える。前記本体部は、背面を備え、
前記カバー部は、１つの連接エリア、１つの第一折り曲げエリア、２つの第二折り曲げエ
リア、２つの第三折り曲げエリア及び２つの第四折り曲げエリアを備える。前記カバー部
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は、前記第一折り曲げエリア、前記第二折り曲げエリア、前記第三折り曲げエリア及び前
記第四折り曲げエリアに沿って折り曲げられることができるので、前記カバー部における
前記第一折り曲げエリアと、前記第二折り曲げエリアと、前記第三折り曲げエリアと、前
記第四折り曲げエリアとの間の部分を互いに対して折り畳むと同時に、前記カバー部を前
記連接エリアに沿って前記本体部に対して折り畳み、且つ前記カバー部の折り畳まれた部
分を前記背面に係止させることによって、前記電子装置を支持する。
【０００８】
　また、上記の目的を達成するために、本考案に係る多機能保護ケースは、電子装置を保
護するか又は支持するために用いられ、且つ本体部及び前記本体部に対して折畳み可能に
連接されるカバー部を備える。前記本体部は、背面を備え、前記カバー部は、折畳み可能
な軟質材料からなり、前記カバー部には、硬質材料からなる複数の支持用部材が貼り付け
られる。前記多機能保護ケースを介して前記電子装置を保護する際に、複数の前記支持用
部材は、二次元形態を維持することができる。また、前記カバー部を折り畳むことにより
、複数の前記支持用部材を三次元形態に変形させて前記電子装置を支持することができる
。
【考案の効果】
【０００９】
　従来の技術と比較して、本考案に係る多機能保護ケースの一方側はフラット式電子装置
を収納するための収容部であり、他方側は折り畳まれてスタンドとして使用することがで
きる。フラット式電子装置を使用しない際には、前記多機能保護ケースの前記収容フレー
ムに前記フラット式電子装置を入れ、前記多機能保護ケースを閉じればよい。また、フラ
ット式電子装置を使用する際には、前記多機能保護ケースのカバー部を本体部の背面側に
折り返してから、前記カバー部に設けられた基板、メイン支え板、底板及び支え側板を対
応する折り曲げエリアに沿って互いに対して折り畳むことにより、前記フラット式電子装
置を二段階の傾斜角度で支持することができる。従って、本考案の多機能保護ケースは、
フラット式電子装置を収納して保護すると共に、前記フラット式電子装置を支持するため
のスタンドとしても機能し、その使い方が簡単で、ユーザーにとって非常に便利である。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本考案の実施形態に係る多機能保護ケースの平面図である。
【図２】図１に示した多機能保護ケースは、スタンドとして第一支持角度でフラット式電
子装置を支持している状態を示す背面図である。
【図３】図１に示した多機能保護ケースをスタンドに変形する過程を示す図である。
【図４】図１に示した多機能保護ケースは、スタンドとして第二支持角度でフラット式電
子装置を支持している状態を示す図である。
【考案を実施するための形態】
【００１１】
　本考案の実施形態に係る多機能保護ケースは、ダブレットパソコン、電子書及びストレ
ート型携帯電話等のフラット式電子装置に用いられ、且つフラット式電子装置を収納して
保護できるだけではなく、前記フラット式電子装置を異なる視野角に位置決めして、ユー
ザーの前記フラット式電子装置のタッチパネルに対する入力操作を便利にさせることもで
きる。
【００１２】
　図１に示したように、前記多機能保護ケース１００は、本体部１０、カバー部２０及び
前記本体部１０と前記カバー部２０とを互いに対して折畳み可能に連結する連接エリア３
０を備える。前記連接エリア３０は、ポリウレタン（ＰＵ）等の繊維材料からなるので、
柔軟性に富む。前記本体部１０は、プラスチック等の硬質材料からなる。前記本体部１０
の正面には、皮、軟質樹脂或いはゴム等の材料からなる収容フレーム１２が設けられる。
前記本体部１０の背面には、プラスチック等からなる係止片１４（図２を参照）が設けら
れる。前記収容フレーム１２は、フラット式電子装置の四つの端縁を固定するのに用いら
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れる。前記収容フレーム１２の中央部には、フラット式電子装置の表示パネルを露出する
ためのウィンドー部１２１が設けられる。前記ウィンドー部１２１は、四辺がそれぞれ前
記収容フレーム１２に連接される透明材料からなるか又は中空の開口部である。前記係止
片１４は、前記カバー部２０を位置決めするために用いられる。
【００１３】
　前記カバー部２０の基材は、繊維生地等の軟質材料からなる。且つ、前記カバー部２０
の内面には、基板２２、メイン支え板２４、２つの底板２６及び２つの支え側板２８が設
けられている。前記基板２２、前記メイン支え板２４、２つの前記底板２６及び２つの前
記支え側板２８はそれぞれ、ポリカーボネート（ＰＣ）等の硬質樹脂材料からなり、且つ
前記カバー部２０内に嵌め込まれるか又は前記カバー部２０の表面に貼り付けられている
。前記基板２２は、１つの第一折り曲げエリア２３を介して前記メイン支え板２４と互い
に連接すると共に、２つの第二折り曲げエリア２５を介して２つの前記底板２６とそれぞ
れ連接する。２つの前記底板２６はそれぞれ、１つの第三折り曲げエリア２７を介して各
支え側板２８と互いに連接する。前記メイン支え板２４は、２つの第四折り曲げエリア２
９を介して２つの前記支え側板２８とそれぞれ連接する。そのうち、前記第一折り曲げエ
リア２３、前記第二折り曲げエリア２５、前記第三折り曲げエリア２７及び前記第四折り
曲げエリア２９はそれぞれ、ポリウレタン（ＰＵ）等の軟質繊維材料からなる。
【００１４】
　前記基板２２及び前記メイン支え板２４はそれぞれ台形を呈し、前記基板２２全体の面
積は前記メイン支え板２４全体の面積より小さい。前記基板２２は、第一上辺２２２及び
前記第一上辺２２２に平行する第一底辺２２４を備える。前記メイン支え板２４は、第二
上辺２４２及び前記第二上辺２４２に平行する第二底辺２４４を備える。前記基板２２の
高さ（前記第一上辺２２２と前記第一底辺２２４との間の距離）は、前記メイン支え板２
４の高さ（前記第二上辺２４２と前記第二底辺２４４との間の距離）より低い。２つ前記
底板２６及び２つの前記支え側板２８は、それぞれ鋭角三角形を呈する。２つの前記底板
２６は、前記基板２２に対して対称に設けられる。２つの前記支え側板２８は、前記メイ
ン支え板２４に対して対称に設けられる。
【００１５】
　前記多機能保護ケース１００の収納機能を利用する場合、前記フラット式電子装置を前
記収容フレーム１２内に装入して、前記連接エリア３０に沿って前記多機能保護ケース１
００を折り畳んで、前記カバー部２０を前記本体部１０の上面に被せて前記フラット式電
子装置を遮蔽して保護する。
【００１６】
　図２に示したように、ユーザーが前記フラット式電子装置を利用して映像等を見る必要
があれば、前記カバー部２０を前記連接エリア３０に沿って前記本体部１０の背面側に折
り返して、前記第一折り曲げエリア２３に沿って前記メイン支え板２４を前記本体部１０
に向って折り曲げてから、前記メイン支え板２４の第二底辺２４４を前記本体部１０の背
面に設けられた係止片１４に係合する。続いて、２つの前記第二折り曲げエリア２５をそ
れぞれ折り目として前記メイン支え板２４の両側の底板２６及び支え側板２８を互いに鋭
角を形成させるように折り畳む。この同時に、前記支え側板２８は、連動して前記第四折
り曲げエリア２９を折り目として前記メイン支え板２４に対して鋭角をなすように折り曲
げられる。この際、前記底板２６は、前記基板２２に重なっている。前記フラット式電子
装置の自重によって、前記メイン支え板２４は前記本体部１０の係止片１４の内側に緊密
に止められる。前記本体部１０、前記基板２２及び前記メイン支え板２４は、安定且つ強
固の三角形を構成して、前記本体部１０を机の表面に対してより大きい傾斜角度（第一角
度）で支持している。これにより、ユーザーは、前記フラット式電子装置に表示される映
画等を快適に鑑賞することができる。
【００１７】
　一方、図３及び図４に示したように、ユーザーが前記多機能保護ケース１００の片側に
嵌め込まれた前記フラット式電子装置のタッチパネルに対して入力操作をする必要があれ
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ば、まず、図１に示した前記多機能保護ケース１００の開いた状態から、前記連接エリア
３０を折り目として前記カバー部２０を前記本体部１０の背面側に折り返す。次に、前記
本体部１０を前記カバー部２０に対して少し持ち上げてから、前記第二折り曲げエリア２
５及び前記第四折り曲げエリア２９に沿って前記底板２６及び前記支え側板２８をそれぞ
れ前記本体部１０に向って折り曲げて、前記底板２６と前記支え側板２８との間には安定
して夾角を形成させると、前記本体部１０は、前記底板２６と前記支え側板２８によって
、机の表面に対してより小さい傾斜角度（第二角度）で支持されるようになる（図４を参
照）。この際、ユーザーは前記フラット式電子装置に対して容易に入力操作を行うことが
できる。
【００１８】
　上記の実施形態から明らかなように、本考案に係る多機能保護ケース１００は、収納機
能と支持機能とを実際に備えたフラット式電子装置用保護ケースである。前記多機能保護
ケース１００の一方側はフラット式電子装置を収納するための収容部であり、前記多機能
保護ケース１００の他方側は折り畳まれてスタンドとして使用することができる。フラッ
ト式電子装置を使用しない際には、前記多機能保護ケース１００の前記収容フレーム１２
に前記フラット式電子装置を入れ、前記多機能保護ケース１００を閉じればよい。また、
フラット式電子装置を使用する際には、前記カバー部２０を前記本体部１０の背面側に折
り返してから、前記カバー部２０に設けられた基板２２、メイン支え板２４、底板２６及
び支え側板２８を対応する折り曲げエリア（２３、２５、２７、２９）に沿って互いに対
して折り畳むことにより、前記フラット式電子装置を二段階の傾斜角度で支持することが
できる。
【００１９】
　従って、本考案の多機能保護ケース１００は、フラット式電子装置を収納して保護する
と共に、前記フラット式電子装置を支持するためのスタンドとしても機能する。前記多機
能保護ケース１００の使い方が簡単で、ユーザーにとって非常に便利である。
【００２０】
　以上、本考案の好適な実施形態について詳細に説明したが、本考案は前記実施形態に限
定されるものではなく、本考案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、本考案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】
【００２１】
　１０　　　　　本体部
　１２　　　　　収容フレーム
　１４　　　　　係止片
　２０　　　　　カバー部
　２２　　　　　基板
　２３　　　　　第一折り曲げエリア
　２４　　　　　メイン支え板
　２５　　　　　第二折り曲げエリア
　２６　　　　　底板
　２７　　　　　第三折り曲げエリア
　２８　　　　　支え側板
　２９　　　　　第四折り曲げエリア
　３０　　　　　連接エリア
　１００　　　　多機能保護ケース
　１２１　　　　ウィンドー部
　２２２　　　　第一上辺
　２２４　　　　第一底辺
　２４２　　　　第二上辺
　２４４　　　　第二底辺
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