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(57)【要約】
【課題】多機能で容易に使用できる無線充放電機能を有
する携帯電話用保護カバーを提供する。
【解決手段】無線充放電機能を有する携帯電話用保護カ
バーは、保護カバー１０及び保護シェル２０を備える。
保護カバー１０は、パッド１１及び上蓋１２を含む。上
蓋１２の側部は、パッド１１の側部に接続される。上蓋
１２は、パッド１１上で起こされて開かれるか閉じられ
る。パッド１１内には、受電誘導コイル１３１が設けら
れる。保護カバー１０内には、充電電池１４が配設され
る。充電電池１４は、受電誘導コイル１３１と電気的に
接続される。パッド１１の受電誘導コイル１３１上には
、電力出力誘導コイル１３２が設けられる。電力出力誘
導コイル１３２は、充電電池１４と電気的に接続される
。保護シェル２０は、保護カバー１０のパッド１１上に
着脱自在に取り付けられる底部２１を有する。底部２１
の周囲には枠体２３が形成される。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
保護カバー及び保護シェルを備えた、無線充放電機能を有する携帯電話用保護カバーであ
って、
　前記保護カバーは、パッド及び上蓋を含み、前記上蓋の側部は、前記パッドの側部に接
続され、前記上蓋は、前記パッド上で起こされて開かれるか閉じられ、前記パッド内には
、受電誘導コイルが設けられ、前記保護カバー内には、充電電池が配設され、前記充電電
池は、前記受電誘導コイルと電気的に接続され、前記パッドの前記受電誘導コイル上には
、電力出力誘導コイルが設けられ、前記電力出力誘導コイルは、前記充電電池と電気的に
接続され、
　前記保護シェルは、前記保護カバーの前記パッド上に着脱自在に取り付けられる底部を
有し、前記底部の周囲には枠体が形成され、前記枠体内には、携帯電話が置かれ、
　前記受電誘導コイルを介して外部から電力が供給されて前記保護カバー内の充電電池を
充電し、前記電力出力誘導コイルを介して前記保護シェル内の携帯電話を充電し、
前記保護カバーを前記保護シェルから外すと、前記保護カバーを無線給電板として用いら
れることを特徴とする無線充放電機能を有する携帯電話用保護カバー。
【請求項２】
　前記保護シェルの底部には、前記保護カバーの前記電力出力誘導コイルに対応した箇所
に受電誘導コイルが設けられ、
前記保護シェルの前記枠体には、プラグが設けられ、前記プラグは、前記保護シェルの前
記受電誘導コイルと電気的に接続され、前記プラグは、携帯電話の電源差し込み孔に差し
込まれることを特徴とする請求項１に記載の無線充放電機能を有する携帯電話用保護カバ
ー。
【請求項３】
前記保護カバーには、充電用のスロットが形成され、
前記スロットは、前記充電電池と電気的に接続されることを特徴とする請求項１に記載の
無線充放電機能を有する携帯電話用保護カバー。
【請求項４】
　前記保護カバーの前記パッド上には、第１の離合部材が設けられ、
前記第１の離合部材は複数の磁石であり、
前記保護シェルには、前記第１の離合部材に対応した箇所に第２の離合部材が設けられ、
前記第２の離合部材は磁石であり、
前記保護シェルは、前記保護カバーの前記パッド上に着脱自在に設けられることを特徴と
する請求項１に記載の無線充放電機能を有する携帯電話用保護カバー。
【請求項５】
前記保護カバーの前記受電誘導コイルと前記電力出力誘導コイルとの間には、スペーサが
設けられていることを特徴とする請求項１に記載の無線充放電機能を有する携帯電話用保
護カバー。
【請求項６】
　前記保護シェルの前記枠体には、空気微粒子センサ及び気体センサが設けられているこ
とを特徴とする請求項１に記載の無線充放電機能を有する携帯電話用保護カバー。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、保護カバーに関し、特に、無線充放電機能を有する携帯電話用保護カバーに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　科学技術の進歩と情報伝達の発達に伴い、携帯電話は通話機能以外に、インターネット
、写真撮影、ビデオ撮影、位置測位など多種類の機能も備えているため、携帯電話は人々
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の生活にとって必要不可欠な電子機器となっており、長時間使用されるため、携帯電話に
内蔵した電池がバッテリー不足となり易く、利用者がいる場所で商用電源を利用して充電
することはできない場合、臨時に携帯電話に電気を供給する外付け携帯電源を利用する方
式が最適であったが、携帯電源は体積が大きく携帯するのに便利でない上、充電するため
にはケーブルにより携帯電話と接続しなければならないため、使用は簡便でなかった。
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００３】
　本考案の主な目的は、保護カバー内の充電電池は、受電誘導コイルを介して外部から電
力が供給されて充電電池を充電する上、保護カバーは、電力出力誘導コイルを介して保護
シェル内の携帯電話を充電し、保護シェルから保護カバーを外すと、無線充電板として使
用することができるため、多機能で容易に使用できる無線充放電機能を有する携帯電話用
保護カバーを提供することにある。
【図面の簡単な説明】
【０００４】
【図１】本考案の第１実施形態に係る無線充放電機能を有する携帯電話用保護カバーを示
す分解斜視図である。
【図２】本考案の第１実施形態に係る無線充放電機能を有する携帯電話用保護カバーを示
す斜視図である。
【図３】本考案の第１実施形態に係る無線充放電機能を有する携帯電話用保護カバーを示
す断面図である。
【図４】本考案の第１実施形態に係る無線充放電機能を有する携帯電話用保護カバーに対
して充電を行うときの使用状態の説明図である。
【図５】本考案の第１実施形態に係る保護カバー及び無線充放電機能を有する携帯電話に
対して同時に充電を行うときの使用状態の説明図である。
【図６】本考案の第１実施形態に係る保護カバーを無線給電板として使用するときの状態
の説明図である。
【図７】本考案の第２実施形態に係る無線充放電機能を有する携帯電話用保護カバーを示
す分解斜視図である。
【図８】本考案の第２実施形態に係る無線充放電機能を有する携帯電話用保護カバーを示
す斜視図である。
【図９】本考案の第２実施形態に係る無線充放電機能を有する携帯電話用保護カバーを示
す断面図である。
【図１０】本考案の第２実施形態に係る保護カバー及び携帯電話に対して同時に充電を行
うときの使用状態の説明図である。
【考案を実施するための形態】
【０００５】
　以下、本考案の実施形態について図に基づいて説明する。なお、これによって本考案が
限定されるものではない。
【０００６】
（第１実施形態）
　図１～図３を参照する。図１は、本考案の第１実施形態に係る無線充放電機能を有する
携帯電話用保護カバーを示す分解斜視図である。図２は、本考案の第１実施形態に係る無
線充放電機能を有する携帯電話用保護カバーを示す斜視図である。図３は、本考案の第１
実施形態に係る無線充放電機能を有する携帯電話用保護カバーを示す断面図である。図１
～図３に示すように、本考案の第１実施形態に係る無線充放電機能を有する携帯電話用保
護カバーは、少なくとも保護カバー１０及び保護シェル２０から構成されてなる。
【０００７】
　保護カバー１０は、パッド１１及び上蓋１２を含む。上蓋１２の側部は、パッド１１の
側部に接続され、上蓋１２は、パッド１１上で起こされて開かれるか閉じられる。保護カ
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バー１０のパッド１１内には、電力センサモジュール１３が設けられている。電力センサ
モジュール１３は、受電誘導コイル１３１と電気的に接続され、保護カバー１０の上蓋１
２内には、超薄型の充電電池１４が配設されている。充電電池１４は、電力センサモジュ
ール１３と電気的に接続される。電力センサモジュール１３の受電誘導コイル１３１上に
は、電力出力誘導コイル１３２が設けられている。電力出力誘導コイル１３２は、充電電
池１４と電気的に接続され、電力センサモジュール１３の受電誘導コイル１３１と電力出
力誘導コイル１３２との間には、スペーサ１３３が形成され、受電誘導コイル１３１と電
力出力誘導コイル１３２とが、磁場を隔離するためのスペーサ１３３を共用し、互いに干
渉することを防ぐとともに、体積及び厚さを減らすことができる。保護カバー１０には、
充電用のスロット１５が形成されている。スロット１５は、充電電池１４と電気的に接続
されている。保護カバー１０のパッド１１には、離合部材１６が設けられている。第１実
施形態において離合部材１６は複数の磁石である。保護カバー１０のパッド１１と上蓋１
２との間には、空気微粒子センサ１７及び気体センサ１８が配設されている。空気微粒子
センサ１７及び気体センサ１８は、電源を供給する充電電池１４と電気的に接続されてい
る。空気微粒子センサ１７は、空気微粒子を検知すると、警告信号を送信する。例えば、
ＰＭ２．５以下の空気微粒子などの特殊な気体を、気体センサ１８により検査し、気体セ
ンサ１８が特殊な気体のアルコール濃度、一酸化炭素などを検知すると警告信号を送信す
る。
【０００８】
　保護シェル２０は、保護カバー１０のパッド１１上に配設され、底部２１を有する。底
部２１には、保護カバー１０の離合部材１６に対応した箇所に離合部材２２が設けられて
いる。第１実施形態において、離合部材２２は複数の磁石であり、離合部材２２により保
護シェル２０が保護カバー１０のパッド１１上に吸着されるが、容易に外すこともできる
。また、保護シェル２０の底部２１の周囲には、枠体２３が上向きに形成され、枠体２３
内には携帯電話が設置されている。
【０００９】
　図４を参照する。図４は、本考案の第１実施形態に係る無線充放電機能を有する携帯電
話用保護カバー１０に対して充電を行うときの使用状態の説明図である。図１及び図４に
示すように、第１実施形態の保護カバー１０を充電する際、保護カバー１０を無線充電板
２００上へ置く。無線充電板２００内に電力出力誘導コイル２０１を設け、保護カバー１
０の底部に設けられた受電誘導コイル１３１は、無線充電板２００上の電力出力誘導コイ
ル２０１に対応した箇所に位置する。これにより、保護カバー１０内の充電電池１４は、
受電誘導コイル１３１を介して無線充電板２００上の電力を得て、充電電池１４を充電す
る。
【００１０】
　図５を参照する。図５は、本考案の第１実施形態に係る保護カバー及び無線充放電機能
を有する携帯電話に対して同時に充電を行うときの使用状態の説明図である。図１及び図
５に示すように、第１実施形態の保護シェル２０内に、無線充電機能を有する携帯電話３
００を置くと、携帯電話３００内に充電電池３０１が設けられ、底部に受電誘導コイル３
０２が設けられる。受電誘導コイル３０２は、充電電池３０１と電気的に接続され、充電
電池３０１は無線充電機能を有する。第１実施形態において、携帯電話３００を充電する
際、携帯電話３００を保護カバー１０とともに無線充電板２００上に置く。無線充電板２
００は、電力出力誘導コイル２０１と保護カバー１０の受電誘導コイル１３１とを介して
電気的に接続され、保護カバー内の充電電池１４を充電する。携帯電話３００は、保護カ
バー１０の電力出力誘導コイル１３２と、携帯電話３００の受電誘導コイル３０２とを介
して電気的に接続され、携帯電話３００の充電電池３０１を充電する。
【００１１】
　充電が完了し、利用者が携帯電話を保護カバー１０及び保護シェル２０内に置いて使用
すると、携帯電話に内蔵された充電電池が充電されるとともに、保護カバー１０内の充電
電池１４から電気を得ることができるため、携帯電話の電池の持ちを良くすることができ
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る。
【００１２】
　図６を参照する。図６は、本考案の第１実施形態に係る保護カバーを無線給電板として
使用するときの状態の説明図である。図１及び図６に示すように、利用者は、保護シェル
２０を保護カバー１０から外した後、保護カバー１０のパッド１１を平坦面に形成し、一
般の無線給電板として使用することができる。この際、保護カバー１０は、その他無線充
電機能を有する電子製品を臨時に充電するために用い、本実施形態の保護カバー１０は、
無線充電機能を有する他の携帯電話４００の充電に用いることもできる。携帯電話４００
は、充電電池４０１を内部に有し、底部に設けられた受電誘導コイル４０２を介して保護
カバー１０内の充電電池１４から給電される。
【００１３】
（第２実施形態）
　図７～図９を参照する。図７は、本考案の第２実施形態に係る無線充放電機能を有する
携帯電話用保護カバーを示す分解斜視図である。図８は、本考案の第２実施形態に係る無
線充放電機能を有する携帯電話用保護カバーを示す斜視図である。図９は、本考案の第２
実施形態に係る無線充放電機能を有する携帯電話用保護カバーを示す断面図である。図７
～図９に示すように、本考案の第２実施形態に係る無線充放電機能を有する携帯電話用保
護カバーは、保護シェル４０の底部４１上には、電力センサモジュール４４が設けられて
いる。電力センサモジュール４４は、保護カバー３０の電力出力誘導コイル３３２に対応
した箇所が受電誘導コイル４４１と電気的に接続され、保護シェル４０の枠体４３上には
、プラグ４５が設けられている。プラグ４５は、保護シェル４０の電力センサモジュール
４４と電気的に接続され、プラグ４５が携帯電話の電源差し込み孔に差し込まれる。保護
シェル４０の枠体４３には、空気微粒子センサ４６及び気体センサ４７が設けられるとと
もに、給電するためにプラグ４５と電気的に接続されている。
【００１４】
　図１０を参照する。図１０は、本考案の第２実施形態に係る保護カバー及び携帯電話に
対して同時に充電を行うときの使用状態の説明図である。図７及び図１０に示すように、
第２実施形態の保護シェル４０内に、無線充電機能を備えない携帯電話５００が置かれる
と、携帯電話５００が有する電源差し込み孔５０１には、保護シェル４０のプラグ４５が
差し込まれ、携帯電話５００の電源差し込み孔５０１は、携帯電話５００内に配設された
充電電池５０２と電気的に接続され、これにより保護シェル４０の受電誘導コイル４４１
は、携帯電話５００の充電電池５０２と電気的に接続され、携帯電話５００の充電電池５
０２は、無線充電の機能を得る。第２実施形態において携帯電話５００を充電する際、携
帯電話５００は保護カバー３０及び保護シェル４０とともに無線充電板２００上に置かれ
る。無線充電板２００は、電力出力誘導コイル２０１と、保護シェル４０の受電誘導コイ
ル４４１とを介して電気的に接続され、保護カバー３０内の充電電池３４を充電するとと
もに、携帯電話５００が保護カバー３０の電力出力誘導コイル３３２と、保護シェル４０
の受電誘導コイル４４１とを介して電気的に接続され、携帯電話５００の電源差し込み孔
５０１を充電する。
【００１５】
　上述したことから分かるように、本考案の無線充放電機能を有する携帯電話用保護カバ
ーは、以下（１）～（３）の長所を有する。
（１）保護カバー内には、受電誘導コイル、電力出力誘導コイル及び充電電池が設けられ
、無線方式で充電することができるため、従来技術のように有線方式による充電のように
導線で接続する必要が無く、簡便に使用することができる。
（２）携帯電話の保護カバーが直接電源を供給するため、携帯電話の電力の待機時間が増
える上、従来の携帯電源に代替することができるため、携帯する物品を減らすことができ
る。
（３）保護カバーは、外すことが可能な機能を有するため、保護シェルを保護カバーから
外した後、保護カバーを一般の無線給電板として使用する際、保護カバーを他の携帯電話
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又は電子製品として臨時に充電し、多機能用途を得る。
【００１６】
当該分野の技術を熟知するものが理解できるように、本考案の好適な実施形態を前述の通
り開示したが、これらは決して本考案を限定するものではない。本考案の主旨と領域を逸
脱しない範囲内で各種の変更や修正を加えることができる。従って、本考案の実用新案登
録請求の範囲は、このような変更や修正を含めて広く解釈されるべきである。
【符号の説明】
【００１７】
１０　保護カバー
１１　パッド
１２　上蓋
１３　電力センサモジュール
１４　充電電池
１５　スロット
１６　離合部材
１７　空気微粒子センサ
１８　気体センサ
２０　保護シェル
２１　底部
２２　離合部材
２３　枠体
２４　電力センサモジュール
３０　保護カバー
３１　パッド
３２　上蓋
３３　電力センサモジュール
３４　充電電池
３５　スロット
３６　第１の離合部材
４０　保護シェル
４１　底部
４２　第２の離合部材
４３　枠体
４４　電力センサモジュール
４５　プラグ
４６　空気微粒子センサ
４７　気体センサ
１３１　受電誘導コイル
１３２　電力出力誘導コイル
１３３　スペーサ
２００　無線充電板
２０１　電力出力誘導コイル
２４１　受電誘導コイル
３００　携帯電話
３０１　充電電池
３０２　受電誘導コイル
３３１　受電誘導コイル
３３２　電力出力誘導コイル
３３３　スペーサ
４００　携帯電話
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４０１　充電電池
４０２　受電誘導コイル
４４１　受電誘導コイル
５００　携帯電話
５０１　電源差し込み孔
５０２　充電電池
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