
JP 3176413 U 2012.6.21

10

(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】安定した電力を提供し、使用者のモバイル機器
の使用時間を延長することができるスマート型多機能転
送及び充電器を提供する。
【解決手段】スマート型多機能転送及び充電器は、ケー
ス１と、電源変換モジュールと、ケーブルリールと、少
なくとも一つのケーブル４と、複数の孔と、コネクタ４
１とからなる。その内、ケース１は、上蓋と、ケース台
座と、下蓋の三つの部分からなり、上蓋には、窓孔が設
けられ、ケース台座には、ケーブル取出孔と通電孔が設
けられ、下蓋には、電源切換孔が設けられる。外部接続
電源プラグ２２を使用して外部の電源を得ると、電源出
力ポート３２１、電源入力ポート２１、及びコネクタ部
４１の各コネクタは、いずれも、必要な電源を得ること
ができる。一方、外部電源に接続していない時は、電源
出力ポート３２１、電源入力ポート２１、及びコネクタ
部４１は、延長機能を有したマルチインターフェースの
信号ケーブルになる。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
ケースと、電源変換モジュールと、ケーブルリールと、少なくとも一つのケーブルと、か
らなるスマート型多機能転送及び充電器であって、
前記ケースの内部には、中空の中心軸が枢設され、ケースは、上蓋と、ケース台座と、下
蓋とからなり、前記下蓋は、ケース台座を介して上蓋に連結され、前記ケース台座には、
ケーブル取出孔と通電孔が設けられ、前記上蓋には、少なくとも一つの窓孔が設けられ、
下蓋には、少なくとも一つの電源切換孔が設けられ、ケース台座には舌状片が設けられ、
前記電源変換モジュールは、前記ケース内に設けられるとともに、変電モジュールと、前
記通電孔に対応する電源入力ポートと、前記電源切換孔に対応する外部接続電源プラグと
を備え、電源入力ポートと外部接続電源プラグは、ケースの外まで露出し、
前記ケーブルリールは、前記ケース内に設けられるとともに、回転台座と、弾性部材と、
回転モジュールとを備え、
前記回転台座の外周には、環状溝が設けられるとともに、前記回転台座の中央には環状の
丸溝が設けられ、前記丸溝の中央には、前記中心軸が枢設される穿孔が設けられ、前記回
転台座におけるケース台座に近い一面には、前記舌状片に対応するレールが設けられ、
前記弾性部材は、前記丸溝内に嵌合され、前記弾性部材の一端は前記中心軸に取り付けら
れ、前記弾性部材の他端は前記回転台座に固定され、
前記回転モジュールは、少なくとも一つの電源出力ポートと、回路板とを備え、
前記回路板は、中心軸内の電線を介して電源変換モジュールに電気的に接続されるととも
に、回転台座に取り付けられ、前記電源出力ポートは窓孔から露出し、
前記ケーブルの一端は、回転台座を介して前記回転モジュールに電気的に接続されるとと
もに、回転台座の環状溝に巻かれ、ケーブルの他端末は、ケーブル取出孔から露出してコ
ネクタ部に接続されることを特徴とするスマート型多機能転送及び充電器。
【請求項２】
前記ケーブルリールには、キャップ状を呈する回転保護蓋が設けられ、回転保護蓋は、上
蓋と回転台座の間に設けられるとともに、上蓋の窓孔と枢設され、回転保護蓋中央には、
少なくとも一つの電源出力ポートと合わせられる少なくとも一つの孔部が設けられること
を特徴とする、請求項１に記載のスマート型多機能転送及び充電器。
【請求項３】
前記ケーブル取出孔内縁には、ケーブルをケーブル取出孔内縁から引っ張り出しやすくす
るために、少なくとも二つのローラ軸が設けられることを特徴とする、請求項１に記載の
スマート型多機能転送及び充電器。
【請求項４】
前記丸溝には、弾性部材と回転モジュールを仕切って部材同士に摩擦が起きるのを防ぐた
めに、バネ蓋板が設けられることを特徴とする、請求項１に記載のスマート型多機能転送
及び充電器。
【請求項５】
前記電源変換モジュールは、折り畳み可能な外部接続電源プラグであり、折り畳み台座を
介して下蓋内の電源切換孔内に折りたたまれるとともに、変電モジュールに電気的に接続
されることを特徴とする、請求項１に記載のスマート型多機能転送及び充電器。
【請求項６】
前記電源入力ポートは、自動車用のシガーライターのオスコネクタ、或いは、ＵＳＢコネ
クタであることを特徴とする、請求項１に記載のスマート型多機能転送及び充電器。
【請求項７】
前記コネクタ部は、ＵＳＢコネクタ、或いは、ＭＩＮＩ　ＵＳＢコネクタ、或いは、ＭＩ
ＣＲＯ　ＵＳＢコネクタ、或いは、ＨＤＭＩコネクタ、或いは、タブレットＰＣコネクタ
であることを特徴とする、請求項１に記載のスマート型多機能転送及び充電器。
【請求項８】
前記電源入力ポートは、ＵＳＢコネクタ、或いは、ＭＩＮＩ　ＵＳＢコネクタ、或いは、
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ＭＩＣＲＯ　ＵＳＢコネクタ、或いは、ＨＤＭＩコネクタ、或いは、タブレットＰＣコネ
クタであることを特徴とする、請求項１に記載のスマート型多機能転送及び充電器。
【請求項９】
前記電源出力ポートは、ＵＳＢコネクタ、或いは、ＭＩＮＩ　ＵＳＢコネクタ、或いは、
ＭＩＣＲＯ　ＵＳＢコネクタ、或いは、ＨＤＭＩコネクタ、或いは、タブレットＰＣコネ
クタであることを特徴とする、請求項１に記載のスマート型多機能転送及び充電器。
【請求項１０】
前記中心軸内の電線は、少なくとも二つの電線が交互に絡み合ったツイストペアケーブル
であることを特徴とする、請求項１に記載のスマート型多機能転送及び充電器。
【請求項１１】
前記ケース台座と上蓋は、少なくとも一つの固定部材で螺合されることを特徴とする、請
求項１に記載のスマート型多機能転送及び充電器。
【請求項１２】
前記丸溝の外周には、凸縁が設けられ、前記凸縁には、回路板の辺縁の複数の凸ブロック
に嵌合するための複数の嵌合溝が設けられることを特徴とする、請求項１に記載のスマー
ト型多機能転送及び充電器。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本考案はスマート型多機能転送及び充電器に関し、特にモバイル装置の充電を行いやすい
充電器に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来の充電器は直流電源を備えており、モバイル機器の充電を行うことができるものの、
機器のメーカーの違いにより、必要とされる電源ポートの型式が異なるため、消費者は、
複数の型式の充電コネクタを購入する必要がある。
【０００３】
また、デジタル機器の急速な進歩により、現在、高画質信号に接続されることが多いが、
電池量が致命的な欠陥になりやすい。機器の容量がどれだけ多くても、画面がどれだけき
れいでも、電池量が足りないため、長時間再生したり使用したり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】
そこで、本考案は、安定した電力を提供し、使用者のモバイル機器の使用時間を延長する
ことができるスマート型多機能転送及び充電器を提供することを目的とする。
【０００５】
また、本考案は、使用者に、多様なインターフェースの選択肢を与えるとともに、延長コ
ードとして使用することもできるスマート型多機能転送及び充電器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】
【０００６】
本考案によるスマート型多機能転送及び充電器は、ケースと、電源変換モジュールと、ケ
ーブルリールと、少なくとも一つのケーブルと、複数の孔と、コネクタとからなる。その
内、ケースは、上蓋と、ケース台座と、下蓋の三つの部分からなり、上蓋には、窓孔が設
けられ、ケース台座には、ケーブル取出孔と通電孔が設けられ、下蓋には、電源切換孔が
設けられる。また、電源変換モジュール、ケーブルリール、及び、ケーブルは、いずれも
、ケース内に配置される。なお、ケース台座と上蓋は、少なくとも一つの固定部材によっ
て螺合される。
【０００７】
ケーブルリールは、回転台座を備え、回転台座の外周には環状溝が設けられ、回転台座の
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中央には、丸溝が設けられる。なお、丸溝の中央には環状の穿孔が設けられ、ケース内の
中心軸と枢設される。
【０００８】
ケーブルリールは、さらに、回転モジュールを備える。回転モジュールは、電源出力ポー
トと回路板を備え、前記回路板は、中心軸内の電線を介して、電源変換モジュールと電気
的に接続されるとともに、回転台座に取り付けられる。なお、前記電源出力ポートは、窓
孔から露出する。
【０００９】
ケーブルの一端は、回転台座を介して前記回転モジュールに電気的に接続されるとともに
、回転台座の環状溝に巻かれ、ケーブルの他端末は、ケーブル取出孔から露出する。
【００１０】
好ましくは、ケーブルリールには、キャップ状を呈する回転保護蓋が設けられ、回転保護
蓋は、上蓋と回転台座の間に設けられるとともに、上蓋の窓孔と枢設され、回転保護蓋中
央には、少なくとも一つの電源出力ポートと合わせられる少なくとも一つの孔部が設けら
れる。
【００１１】
好ましくは、ケーブル取出孔内縁には、ケーブルをケーブル取出孔内縁から引っ張り出し
やすくするために、少なくとも二つのローラ軸が設けられる。
【００１２】
好ましくは、丸溝には、弾性部材と回転モジュールを仕切るために、バネ蓋板が設けられ
る。
【００１３】
好ましくは、外部接続電源プラグは、折り畳み台座を介して、下蓋内の電源切換孔内に折
りたたまれる。
【００１４】
好ましくは、コネクタ部、電源入力ポート、電源出力ポートは、ＵＳＢコネクタ、或いは
、ＭＩＮＩ　ＵＳＢコネクタ、或いは、ＭＩＣＲＯ　ＵＳＢコネクタ、或いは、ＨＤＭＩ
コネクタ、或いは、タブレットＰＣコネクタである。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本考案の外観を示した斜視図である。
【図２】本考案の上蓋の分解斜視図１である。
【図３】本考案の上蓋の分解斜視図２である。
【図４】本考案の上蓋の分解斜視図３である。
【図５】本考案の上蓋の分解斜視図４である。
【図６】本考案の上蓋の分解斜視図５である。
【図７】本考案のケーブルを引き出す動作を示した説明図である。
【図８】本考案の下蓋の分解斜視図である。
【図９】本考案の下蓋の内部を示した概略図である。
【図１０】本考案の底部の外観を示した概略図である。
【図１１】本考案の外部接続電源プラグを折り畳んで収納した状態を示した説明図である
。
【図１２】本考案を自動車の電源変換コネクタに適用した実施例を示した説明図である。
【図１３】本考案をノート型パソコンに適用した実施例を示した説明図である。
【考案を実施するための形態】
【００１６】
図１を参照する。図１は、本考案によるスマート型多機能転送及び充電器１００の外観を
示した斜視図である。本考案によるスマート型多機能転送及び充電器１００は、ケース１
と、コネクタ部４１と、可視の電源入力ポート２１と電源出力ポート３２１とからなる。
【００１７】
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図２から図７に示すように、上蓋部分の内部の構成は、主に、ケース１とその上蓋１１の
内部に、ケーブルリール３とケーブル４が設けられており、ケース台座１２には、少なく
とも一つの固定部材１２６が設けられ、上蓋１１と螺合される。
【００１８】
ケーブルリールの回転台座３１の外周には、環状溝３１１が設けられ、ケーブル４を巻き
つけることができる。回転台座３１の中央には、丸溝３１２が設けられる。丸溝の外周に
は、直立片３１７１と嵌合溝３１７２を備える環状凸縁３１７が設けられ、その丸溝３１
２の中央には、ケース台座１２と枢設する中空中心軸１２１を取り付けるための穿孔３１
５が設けられる。また、前記中心軸の周囲には、補助凸レール１２９と扇形溝１２４３が
設けられ、扇形溝には、舌状片凸点１２４１を備える舌状片１２４が設けられ、舌状片１
２４は、扇形溝１２４３内で動かすことができる。回転台座３１とケース台座１２を合わ
せる箇所には、レール３１６が設けられ、舌状片凸点１２４１と補助凸レール１２９をそ
の中でスライドさせることができる。それにより、ケース台座１２と回転台座３１を枢設
した時、段差が生じ位置決めすることができる。
【００１９】
丸溝３１２内には、弾性部材３１３が設けられる。弾性部材３１３は、渦巻ばねであり、
その一端は、中央軸切溝３１３Ｂ内に嵌合され、他端は、固定切溝３１３Ａに嵌合される
。それにより、渦巻ばねは溝内に固定されるとともに、ばねの弾性によりトルクが生じ、
ケーブルを巻きとることができる。バネ蓋板３１４は、弾性部材３１３上に重ねて配置さ
れるとともに、バネ蓋板３１４には、回路板３２２と電源出力ポート３２１を備える回転
モジュール３２が設けられる。回転モジュール外縁には、複数の凸ブロック３２２１が設
けられ、凸ブロック３２２１と嵌合溝３１７２を相互に嵌合させることにより、回路板３
２２を回転台座に取り付けることができる。
【００２０】
また、回転保護蓋３３が、回転モジュール３２と上蓋１１の間に設けられ、回転保護蓋３
３は、窓孔１１１に嵌合される。回転保護蓋３３底縁には、複数の切溝３３１が設けられ
、切溝３３１は、直立片３１７１に嵌合される。それにより、ケーブル４を巻き付けたケ
ーブルリール３を、ケース台座１２と上蓋１１が形成する空間内に回転可能に取り付ける
ことができ、ケーブルをケーブルリールからスムーズに引き出すことができる。
【００２１】
ケース台座１２におけるケーブル取出孔１２２内縁には、平行な二本のローラ軸１２５が
設けられ、そのローラ軸１２５には、カバー管１２５１が被せられるとともに、上蓋１１
とケース台座１２の軸柱１２５２が枢設される。それにより、ケーブル４をケーブル取出
孔１２２から引き出す時に、縁の部分に摩擦が生じず、ケーブルをスムーズに取り出すこ
とができる。
【００２２】
図８から図１１に示すように、下蓋部分の内部の構成は、主に、ケース１と下蓋１３の内
部に、電源変換モジュール２が設けられており、通電孔１２３と電源切換孔１３１により
、電源入力ポート２１と外部接続電源プラグ２２をケースの外へ露出させることができる
。なお、外部接続電源プラグ２２は、折り畳み台座２３を介して変電モジュール２４に設
けられ、それにより、折り畳み台座２３上に折り畳むことができる。また、ケース台座１
２の折り畳み嵌合溝１２８を電源切換孔１３１に嵌合させることにより、外部接続電源プ
ラグ２２を電源切換孔１３１に設けられた折り畳み空間内に収納することができる。ケー
ス台座１２内部には、当接ブロック１２７が設けられ、それにより、下蓋１３を、ケース
台座１２に平らに連結させることができる。
【００２３】
図２から図９に示すように、ツイストペアケーブル３２３は、回転モジュール３２から中
心軸１２１の中空部分を通過して変電モジュール２４まで接続される。また、電線３２４
とケーブル４の一端は電気的に接続される。それにより、電源を、電源入力ポート２１、
或いは、外部接続電源プラグ２２を経由してコネクタ部４１と電源出力ポート３２１まで



(6) JP 3176413 U 2012.6.21

10

20

30

40

50

接続させることができる。
【００２４】
図４と、図７から図９に示すように、ケーブル４に収納されている際のツイストペアケー
ブル３２３は、相互にきつくからみあっている状態である。また、図７に示すように、ケ
ーブル４をケース１からピンと伸びた状態になるまで引っ張りだした時、ツイストペアケ
ーブルは、緩んで平行な状態になる。その目的は、上蓋内と下蓋内の電子部材に接続した
電線が回転して断線するのを防ぐためである。ケーブル４のコネクタ部４１は、同一のケ
ーブルであるが、様々なインターフェースコネクタを備えたケーブルであり、コネクタ部
分には、ＵＳＢ、ＭＩＮＩ　ＵＳＢ、ＭＩＣＲＯ　ＵＳＢ、及びタブレットＰＣを接続す
ることができる。
【００２５】
上述したことから分かるように、ケーブル４をケース１から引っ張り出すと、舌状片１２
４とレール３１６によって回転台座３１が回転して、弾性部材３１３が牽引され、舌状片
凸点１２４１とレール３１６に設けられた位置決め機能により、圧縮弾力がたまってケー
ブル４を回収する動力となる。ケーブルを回収する時、ケーブルが引っ張られて元に戻る
際、舌状片凸点がレールの位置決め箇所から外れ、弾性部材３１３にたまった動力が開放
されることにより、ケーブルが巻き戻される。
【００２６】
また、本考案において、外部接続電源プラグ２２を使用して外部の電源を得ると、電源出
力ポート３２１、電源入力ポート２１、及びコネクタ部４１の各コネクタは、いずれも、
必要な電源を得ることができる。一方、外部電源に接続していない時は、電源出力ポート
３２１、電源入力ポート２１、及びコネクタ部４１は、延長機能を有したマルチインター
フェースの信号ケーブルになる。
【００２７】
図１２に示すように、スマート型多機能転送及び充電器１００の電源入力ポート２１を、
自動車の電源変換コネクタ２００に接続することで、本考案は外部から電源を得ることが
できる。それにより、モバイル機器に対して、ケーブル４端部のコネクタ部４１を介して
車内で充電することができ、或いは、使用時間を延長することができる。
【００２８】
図１３に示すように、本考案によるスマート型多機能転送及び充電器１００の電源入力ポ
ート２１は、ノート型パソコン３００のＵＳＢポートに接続することで、ケーブル４端部
のコネクタ部４１をＵＳＢの延長線として用いることができ、充電を行うことができる。
【符号の説明】
【００２９】
１００　　　スマート型多機能転送及び充電器
１　　　　　ケース
１１　　　　上蓋
１１１　　　窓孔
１２　　　　ケース台座
１２１　　　中心軸
１２２　　　ケーブル取出孔
１２３　　　通電孔
１２４　　　舌状片
１２４１　　舌状片凸点
１２５　　　ローラ軸
１２５１　　カバー管
１２５２　　軸柱
１２６　　　固定部材
１２７　　　当接ブロック
１２８　　　折り畳み嵌合溝
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１２９　　　補助凸レール
１３　　　　下蓋
１３１　　　電源切換孔
２００　　　自動車の電源変換コネクタ
２　　　　　電源変換モジュール
２１　　　　電源入力ポート
２２　　　　外部接続電源プラグ
２３　　　　折り畳み台座
２４　　　　変電モジュール
３００　　　ノート型パソコン
３　　　　　ケーブルリール
３１　　　　回転台座
３１１　　　環状溝
３１２　　　丸溝
３１３　　　弾性部材
３１３Ａ　　固定切溝
３１３Ｂ　　中央軸切溝
３１４　　　バネ蓋板
３１５　　　穿孔
３１６　　　レール
３１７　　　凸縁
３１７１　　直立片
３１７２　　嵌合溝
３２　　　　回転モジュール
３２１　　　電源出力ポート
３２２　　　回路板
３２２１　　凸ブロック
３２３　　　ツイストペアケーブル
３２４　　　電線
３３　　　　回転保護蓋
３３１　　　切溝
４　　　　　ケーブル
４１　　　　コネクタ部
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