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(57)【要約】
【課題】ユーザが移動充電装置のハウジングに軽く触れ
るだけで発光素子のオン／オフを制御することができ、
懐中電灯として用いる照明機能を備え、持ち運びに便利
な上にコストを節減することもできるタッチスイッチを
有する照明及び移動充電装置を提供する。
【解決手段】タッチスイッチを有する照明及び移動充電
装置は、ハウジング１、少なくとも１つの発光素子２、
タッチユニット３、放電出力インタフェース４及び蓄電
装置５を備える。ハウジング１は、本体部１２と、本体
部１２に接続された蓋体部１３とを有する。本体部１２
及び蓋体部１３は、封止された収納空間１１をそれぞれ
有する。発光素子２は、蓋体部１３の収納空間１１中に
配置される。タッチユニット３は、蓋体部１３の収納空
間１１中に配置され、タッチメインボード３１及びセン
サ３２を含む。センサ３２は、蓋体部１３の側壁に配置
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】
　ハウジング、少なくとも１つの発光素子、タッチユニット、放電出力インタフェース及
び蓄電装置を備えたタッチスイッチを有する照明及び移動充電装置であって、
　前記ハウジングは、本体部と、前記本体部に接続された蓋体部と、を有し、前記本体部
及び前記蓋体部は、封止された収納空間をそれぞれ有し、
　前記発光素子は、前記蓋体部の前記収納空間中に配置され、
　前記タッチユニットは、前記蓋体部の前記収納空間中に配置され、タッチメインボード
及びセンサを含み、前記センサは、前記蓋体部の側壁に配置され、前記タッチメインボー
ドは、前記本体部に対応するように前記蓋体部の底壁に配置され、前記タッチメインボー
ドは、前記発光素子及び前記センサとそれぞれ電気的に接続され、前記センサがトリガさ
れると、前記発光素子のオン／オフを制御するための信号が前記タッチメインボードに発
生し、
　前記放電出力インタフェースは、前記蓋体部の前記収納空間中に配置され、前記タッチ
メインボードと電気的に接続され、前記放電出力インタフェースに対応するように前記ハ
ウジングにホールが設けられ、
　前記蓄電装置は、前記本体部の前記収納空間に配置されるとともに電力を蓄えるために
用い、前記タッチメインボード及び充電入力インタフェースと電気的に接続され、前記充
電入力インタフェースに対応するように、前記ハウジングにホールが設けられていること
を特徴とするタッチスイッチを有する照明及び移動充電装置。
【請求項２】
　前記本体部の前記収納空間には、前記蓄電装置と電気的に接続された正極リード及び負
極リードがそれぞれ配置され、前記蓋体部の前記収納空間には、前記正極リード及び前記
負極リードとそれぞれ電気的に接続された正極バネ及び負極バネが配置され、前記正極バ
ネ及び前記負極バネは、前記タッチメインボードと電気的に接続されていることを特徴と
する請求項１に記載のタッチスイッチを有する照明及び移動充電装置。
【請求項３】
　前記正極リード及び前記負極リードは円環状であることを特徴とする請求項２に記載の
タッチスイッチを有する照明及び移動充電装置。
【請求項４】
　前記蓋体部の開口端の周縁には、少なくとも２つの係止ブロックが突設され、
　前記本体部の開口端の周縁には、前記係止ブロックに対応して係合可能な凹溝が凹設さ
れていることを特徴とする請求項１に記載のタッチスイッチを有する照明及び移動充電装
置。
【請求項５】
　前記蓋体部は、透明材料からなり、前記発光素子に対応した箇所に設けられたホールを
有することを特徴とする請求項１に記載のタッチスイッチを有する照明及び移動充電装置
。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、タッチスイッチを有する照明及び移動充電装置に関し、特に、ユーザが移動
充電装置のハウジングに軽く触れるだけで発光素子のオン／オフを制御することができ、
懐中電灯として用いる照明機能を得て、持ち運びに便利な上にコストを節減することもで
きるタッチスイッチを有する照明及び移動充電装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　様々な充電ポート（例えば、ＵＳＢ、ＵＡＲＴ、ＰＳ／２、ＩＥＥＥ１３９４など）を
備える電子製品（例えば、携帯電話、カメラ、ノート型パソコン、ＰＤＡ、パームサイズ
のゲーム機、タブレット型パソコンなど）が次第に普及している。これら電子製品に共通
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する特性としては、二次電池（例えば、リチウム電池）を使用できる点であるが、これら
の電子製品を使用する際の最大の欠点は、外出先で電力を使い果たした場合、充電するこ
とが不便であるという点である。
【０００３】
　上述の問題点に鑑み、携帯可能な携帯電源が開発され、本考案者が出願した特許文献１
の移動充電器は、携帯に便利であり、何時でも何処でも電子製品に電力を迅速に供給する
ことができる。しかし、ユーザが上述の移動充電器を屋外でのキャンプで使用したり旅行
の際に携帯したりする場合、夜間又は周囲が真っ暗な状況下では懐中電灯を探すのに時間
が多くかかり、非常に不便である。さらに懐中電灯は、通常あまり使用せず、停電のとき
だけ取り出して使用するのが一般的であるため、収納場所を忘れ易く、停電時には真っ暗
な状況下で記憶に頼りながら手探りで懐中電灯を探す必要がある。そのため、物にぶつか
ったり転倒したりする事故が起きる虞がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】国際特許出願ＰＣＴ／ＣＮ２０１１／０７１６５１号
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００５】
　本考案の目的は、ユーザが移動充電装置のハウジングに軽く触れるだけで発光素子のオ
ン／オフを制御することができ、懐中電灯として用いる照明機能を備え、持ち運びに便利
な上にコストを節減することもできるタッチスイッチを有する照明及び移動充電装置を提
供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本考案の第１の形態によれば、ハウジング、少なくとも１
つの発光素子、タッチユニット、放電出力インタフェース及び蓄電装置を備えたタッチス
イッチを有する照明及び移動充電装置であって、前記ハウジングは、本体部と、前記本体
部に接続された蓋体部と、を有し、前記本体部及び前記蓋体部は、封止された収納空間を
それぞれ有し、前記発光素子は、前記蓋体部の前記収納空間中に配置され、前記タッチユ
ニットは、前記蓋体部の前記収納空間中に配置され、タッチメインボード及びセンサを含
み、前記センサは、前記蓋体部の側壁に配置され、前記タッチメインボードは、前記本体
部に対応するように前記蓋体部の底壁に配置され、前記タッチメインボードは、前記発光
素子及び前記センサとそれぞれ電気的に接続され、前記センサがトリガされると、前記発
光素子のオン／オフを制御するための信号が前記タッチメインボードに発生し、前記放電
出力インタフェースは、前記蓋体部の前記収納空間中に配置され、前記タッチメインボー
ドと電気的に接続され、前記放電出力インタフェースに対応するように前記ハウジングに
ホールが設けられ、前記蓄電装置は、前記本体部の前記収納空間に配置されるとともに電
力を蓄えるために用い、前記タッチメインボード及び充電入力インタフェースと電気的に
接続され、前記充電入力インタフェースに対応するように、前記ハウジングにホールが設
けられていることを特徴とするタッチスイッチを有する照明及び移動充電装置が提供され
る。
【０００７】
　前記本体部の前記収納空間には、前記蓄電装置と電気的に接続された正極リード及び負
極リードがそれぞれ配置され、前記蓋体部の前記収納空間には、前記正極リード及び前記
負極リードとそれぞれ電気的に接続された正極バネ及び負極バネが配置され、前記正極バ
ネ及び前記負極バネは、前記タッチメインボードと電気的に接続されていることが好まし
い。
【０００８】
　前記正極リード及び前記負極リードは円環状であることが好ましい。
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【０００９】
　前記蓋体部の開口端の周縁には、少なくとも２つの係止ブロックが突設され、前記本体
部の開口端の周縁には、前記係止ブロックに対応して係合可能な凹溝が凹設されているこ
とが好ましい。
【００１０】
　前記蓋体部は、透明材料からなり、前記発光素子に対応した箇所に設けられたホールを
有することが好ましい。
【考案の効果】
【００１１】
　本考案のタッチスイッチを有する照明及び移動充電装置を実際に使用する際、ユーザが
夜間又は真っ暗な状況下でもハウジングの蓋体部を指で軽く触れるだけで、蓋体部の側壁
に配置されたセンサがトリガされ、タッチメインボードが発生させた信号を蓄電装置と発
光素子との間の回路に導通させ、光源で周りを照らし、懐中電灯として用いる照明機能を
得ることができる。さらに、屋外でキャンプをしたり旅行をしたりする際、懐中電灯を別
に携帯する必要がない上、何時でも何処でも電子製品へ迅速に電力を供給することができ
る機能を備えているため、持ち運びに便利な上、コストを節減することもできる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本考案の一実施形態に係るタッチスイッチを有する照明及び移動充電装置を示す
斜視図である。
【図２】本考案の一実施形態に係るタッチスイッチを有する照明及び移動充電装置を示す
分解斜視図である。
【図３】本考案の一実施形態に係るタッチスイッチを有する照明及び移動充電装置の電気
的に接続された関係を示すブロック図である。
【図４】本考案の一実施形態に係るタッチスイッチを有する照明及び移動充電装置を発光
照明として使用するときの状態を示す斜視図である。
【図５】本考案の一実施形態に係るタッチスイッチを有する照明及び移動充電装置のセン
サがトリガされ、放電出力インタフェースを電子装置に接続して使用するときの状態を示
す斜視図である。
【図６】本考案の一実施形態に係るタッチスイッチを有する照明及び移動充電装置の放電
出力インタフェースを電子装置に接続して使用するときの状態を示す斜視図である。
【考案を実施するための形態】
【００１３】
　図１及び図２を参照する。図１及び図２に示すように、本考案の一実施形態に係るタッ
チスイッチを有する照明及び移動充電装置は、少なくともハウジング１、少なくとも１つ
の発光素子２、タッチユニット３、放電出力インタフェース４及び蓄電装置５から構成さ
れる。
【００１４】
　ハウジング１は、本体部１２と、本体部１２に接続された蓋体部１３と、を含む。本体
部１２及び蓋体部１３は、封止された収納空間１１をそれぞれ有する。本実施形態の蓋体
部１３の開口端の周縁には、少なくとも２つの係止ブロック１３１が突設される。本体部
１２の開口端の周縁には、係止ブロック１３１に対応して係合可能な凹溝１２１が凹設さ
れている。蓋体部１３は、透明材料からなる。ハウジング１は円筒形状である。
【００１５】
　発光素子２は、蓋体部１３の収納空間１１中に配置される。蓋体部１３は、発光素子２
に対応した箇所にホール１４が設けられている。発光素子２は、白熱電球又はＬＥＤ電球
でもよい。発光は、常時点灯又は点滅の方式でもよい。本実施形態では、２つのＬＥＤ電
球である発光素子２が蓋体部１３内に配置されている。
【００１６】
　タッチユニット３は、蓋体部１３の収納空間１１中に配置され、タッチメインボード３
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１及びセンサ３２を含む。センサ３２は、蓋体部１３の側壁に配置される。タッチメイン
ボード３１は、本体部１２に対応するように蓋体部１３の底壁に配置される。タッチメイ
ンボード３１は、発光素子２及びセンサ３２とそれぞれ電気的に接続され、センサ３２が
トリガされると、発光素子２のオン／オフを制御するための信号がタッチメインボード３
１に発生する。
【００１７】
　放電出力インタフェース４は、蓋体部１３の収納空間１１中に配置され、タッチメイン
ボード３１と電気的に接続され、放電出力インタフェース４に対応するようにハウジング
１にホール１４が設けられる。
【００１８】
　蓄電装置５は、本体部１２の収納空間１１に配置されるとともに電力を蓄えるために用
い、タッチメインボード３１及び充電入力インタフェース５１と電気的に接続されている
。ハウジング１には、充電入力インタフェース５１に対応するようにホール１４が設けら
れている。
【００１９】
　本体部１２の収納空間１１には、蓄電装置５と電気的に接続された正極リード５２及び
負極リード５３がそれぞれ配置されている。蓋体部１３の収納空間１１には、正極リード
５２及び負極リード５３とそれぞれ電気的に接続された正極バネ３３及び負極バネ３４が
配置されている。正極バネ３３及び負極バネ３４は、タッチメインボード３１と電気的に
接続されている。正極リード５２及び負極リード５３は、円環状である。
【００２０】
　図２及び図３を参照する。図２及び図３に示すように、上述のタッチスイッチを有する
照明及び移動充電装置を実際に使用する際、ユーザは、夜間又は真っ暗な状況下でもハウ
ジング１のタッチメインボード３１に指で軽く触れるだけで、蓋体部１３の側壁に配置さ
れたセンサ３２がトリガされ、タッチメインボード３１が発生させた信号を蓄電装置５と
発光素子２との間に回路に導通させ、蓄電装置５の正極リード５２から、正極バネ３３、
タッチメインボード３１、発光素子２、タッチメインボード３１、負極バネ３４、負極リ
ード５３へ電流を順次流してから、最終的に蓄電装置５に戻る電流回路を形成する。この
構成により、発光素子２から光が出射されて周りを明るく照らすことができる。図４を参
照する。図４に示すように、屋外でキャンプをしたり旅行をしたりするときにも照明機能
を得ることができるため、さらに別に懐中電灯を携帯する必要がない。
【００２１】
　図５及び図６を参照する。図５及び図６に示すように、本実施形態に係るタッチスイッ
チを有する照明及び移動充電装置が、蓄電装置５内に蓄えた電力を電源ケーブル７を介し
て電子装置６へ送り、電子装置６に外部電力を供給する方式及びその効果は、特許文献１
においてすでに開示されているため、ここでは詳しく述べない。さらに、本実施形態の蓄
電装置５は、電力を使い果たしたときに、もう一つの電源ケーブル（図示せず）の一端を
商用電源のプラグ受けに差込み、他端を本体部１２のホール１４から充電入力インタフェ
ース５１へ差込むが、その使用方式は特許文献１において開示されているため、ここでは
詳しく述べない。
【００２２】
　上述したことから分かるように、本考案のタッチスイッチを有する照明及び移動充電装
置は、以下（１）～（３）の長所を有する。
（１）蓋体部の側壁にセンサが設けられているため、ユーザがハウジングの蓋体部に軽く
触れるだけで、タッチメインボードに信号が生成され、蓄電装置と発光素子との間の回路
を導通／開放し、照明機能を得る。
（２）主体部の収納空間に配置した蓄電装置をタッチメインボード及び発光素子とそれぞ
れ電気的に接続させ、何時でも何処でも電子製品の緊急電源供給用として用いることがで
きるため、単純に懐中電灯として用いることができる上、持ち運びに便利でコストを節減
することができる。
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（３）電子製品に電力を供給する機能と照明機能とが結合されているため、ユーザは当該
装置の位置を容易に知ることができる。停電が発生したときに照明機能を迅速に利用する
ことができるため、暗闇でも懐中電灯を短時間で探すことができる。
【００２３】
　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】
【００２４】
１　　　ハウジング
２　　　発光素子
３　　　タッチユニット
４　　　放電出力インタフェース
５　　　蓄電装置
６　　　電子装置
７　　　電源ケーブル
１１　　収納空間
１２　　本体部
１３　　蓋体部
１４　　ホール
３１　　タッチメインボード
３２　　センサ
３３　　正極バネ
３４　　負極バネ
５１　　充電入力インタフェース
５２　　正極リード
５３　　負極リード
１２１　凹溝
１３１　係止ブロック
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