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(57)【要約】
【課題】スマートフォンやタブレットPCにおいては、内
蔵電池が１日持つかという事が懸案となっており、電池
を長持ちさせるため、機能に制限を加えざるを得ない事
態を招いていた。
これを受け、電池の性能の向上及び、種々の充電手段が
模索されているが、この内充電手段については、使用者
が定点で充電を行わなければならず、一度外出すると充
電が難しい物(コンセントやUSB端子から)、使用者が動
きながら充電できても余計な機器を付属し続けなければ
ならず、携行性や操作性に支障が出る物(乾電池や太陽
電池から)しか存在しない。
【解決手段】本発明においてはスマートフォン等ををケ
ースにしまいつつ、これと充電池を電源ケーブルにより
繋ぐ。またケースを、外部器具へ装着する部分を使って
、衣服やバッグに装着する。
これにより外出中でも、スマートフォン等をケースにし
まっている間、充電が可能となる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
スマートフォン、タブレットPC、ノートPC、携帯電話、その他携帯可能な電気機器からな
る群より選ばれた一の機器を入れるケースであって、 これを外部器具へ装着する部分、 
 充電池をケースへ装着する部分、を持つ物
【請求項２】
前記請求項1において、
前記外部器具へ装着する部分が特に、衣服、装身具、バッグからなる群より選ばれた一器
具へ装着する部分である物
【請求項３】
前記請求項1において、充電池をケースへ装着する部分を特に、非接触充電を可能とする
充電池を装着する部分、に置き換えた物
【請求項４】
前記請求項2において、
充電池をケースへ装着する部分及び機器と充電池を繋ぐ電源ケーブル を、非接触充電を
可能とする充電池を装着する部分である、に置き換えた物
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、電気機器を持ち運ぶためのケースであって、持ち運びの間に電気機器の充電を
可能にするもの、に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来の携行用電気機器ケースは、スマートフォン用やタブレットPC用の物に代表される様
に、
傷の防止や、電気機器を落とした時の衝撃吸収を目的とする物がある。
【０００３】
従来の携行用電気機器ケースは、スマートフォン用の物に代表される様に、
ベルトやバッグに装着する器具を有し、携帯性を高めた物がある。
【０００４】
従来の充電用の器具には、コンセント・USB端子・外部充電池・乾電池・太陽電池等を電
気機器とケーブルで繋ぎ、充電する物がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
まず請求項1と2に関係して、現状以下のような課題がある。
【０００６】
従来の携行用電気機器ケースは、ケースとしての基本機能つまり傷・破損の防止や携行性
の向上を意図した物しかなかった。
【０００７】
今一つの問題として、電気機器には、スマートフォンやタブレットPCのように、1日使用
する上で、内蔵された電池が切れずに持つか？といった事が大きな懸案となっている物が
ある。
この問題は、電池を長持ちさせるために、スマートフォンやタブレットPCの機能に制限を
加えざるを得ない事態を招いていた。
例としては、 GPS機能をオフにする、 内蔵アンテナを時々オフにする、クラウドやサー
バーとの通信を制限する、などでがあるが、
これにより、本来スマートフォンやタブレットPCが持っているべき1番有用な機能が使用
できなくなってしまっている。
これを受けて現在、電気機器に内蔵された電池の性能の向上及び、種々の充電手段が模索
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されている。
【０００８】
この内充電手段については、使用者が定点で充電を行わなければならない物(コンセント
から・USB端子から)、
又は使用者が動きながら充電できても、余計な機器を付属しなければない物(乾電池から
・太陽電池から)しか存在しない。
【０００９】
具体的な課題としては、まず定点での充電方法（コンセント・USB端子に繋ぐ方法）につ
いては、以下2つの点がある。
1つは、電気機器の内 特にスマートフォンやタブレットPCは外出中に使用する事がほとん
どで、内臓電池が充電が必要な状態になると、コンセント等のある場所にわざわざ行かな
ければならない。このため本来、使用者に自由度や利便性を提供するはずのスマートフォ
ンやタブレットPCが、逆に使用者の行動を縛ってしまっている。
2つ目は、充電中ある程度長い時間、スマートフォンやタブレットPCをコンセントやUSB端
子の近くに置いておかなければならない事から、充電中使用者が身動きがとれず、使用者
の行動に大きな制限が加わってしまう。
【００１０】
次に、外出中に可能な充電方法（乾電池、外部充電池又は太陽電池を電気機器を繋ぐ方法
）に関する課題としては、
電気機器本体・ケーブル・電源と煩雑な機器構成となり、コンパクトにまとまっていない
余計な機器をケーブルを介して接続しなければならないため、携行性や操作性にかなりの
支障が出てしまう、という事がある。
【００１１】
上記に加え、ケーブルを使った充電と非接触充電との比較としては、ケーブルを使った充
電を行う時、電源から延びたケーブルを電気機器に差し込むという手間がある。(請求項3
と4に関係)
【課題を解決するための手段】
【００１２】
請求項1による実施時の構成は、以下の様な方法により、0006から0010に記した課題の解
決を行う。
【００１３】
電気機器と充電池をそれぞれケースに入れ、これを本発明とは別に用意した電源ケーブル
により繋ぐ。またこれを、ケースを外部器具へ装着する部分を使い、外部器具へ装着する
。
これにより外出中であっても、電気機器がケースに入っている間は常に充電が可能となり
、これによりそもそも内臓電池が充電を要する状態になる事自体が無くなる。
また充電のための器具がコンパクトにまとまり、かつケースと一体化しているため、充電
機器が邪魔になるような事も無くなる。
【００１４】
請求項2による実施時の構成は、0014に記した方法において、特に衣服、装身具、バッグ
からなる群より選ばれた一器具へ装着する。これにより、0014に示したようにして、0006
から0010に記した課題の解決を行うが、この場合使用者の利便性の向上は特に顕著となる
。
【００１５】
請求項3又は4による実施時の構成は、以下の様な方法により、0006から0011に記した課題
の解決を行う。
【００１６】
電気機器と非接触充電が可能である充電池をケースに入れ、適宜これを外部器具へ装着す
る。
この時点で、0014に記載したと同様の効果を得る事が出来る。



(4) JP 2014-36510 A 2014.2.24

10

20

30

40

50

これに加え、請求項3又は4からの構成については、充電池が非接触充電を可能とする物の
ため、ケースへ電気機器を入れた段階で充電がスタートする。
よってケーブルを繋ぐ手間も無く、充電問題に関し気に留めることも無い程簡便に充電を
行いつつ、電気機器を使用する事が可能となる。
【発明の効果】
【００１７】
請求項1による構成については、
ケースに充電池が装着され、充電機能が付加されているため、電気機器をケースに入れ、
カバーにより外出中での使用による傷や破損の防止を行いながら、同時に外出先での充電
が可能となる。
このため、 外出中に電池が充電を要する程の状態になる事が無くなり、わざわざコンセ
ントやUSB端子のある場所へ行って充電しなければならない様な事態が避けられるように
なる。
特に、電気機器を装着する外部器具として、車や自転車及び電車を考えた場合、それらで
移動中でも充電状態を気にする必要無しに電気機器を使用する事が出来る。
また、乾電池を繋ぐ方法と違い、電気機器が自然にしまわれた状態で充電するため、電気
機器を使用する際充電器具が邪魔になることもなく、快適に使用することが出来る。
【００１８】
請求項2による構成については、ケースを衣服、装身具、バッグからなる群より選ばれた
一器具 へ装着する事が出来る。
このため、特に電気機器としてスマートフォンを選んだ場合、顕著な効果が現れる。
これは日常生活において常に携帯されるため、現状は衣服のポケットやバッグに入れられ
ているが、ポケットに入れるには多少大きく、バッグに入れるには取り出す頻度が多い。
よって専用のケースを衣服又はバッグに装着する事で携帯する方法には意味があり、この
時同時に本発明においては、0018にて述べたように、充電状態を気にする事無しにスマー
トフォンを使用する事が出来るようになる。
これにより、今日日常生活からビジネスシーンに至るまでのコミュニケーションや情報収
集に必要不可欠となり、更にその重要度を増しているスマートフォンの使用に関し、大き
な障害となっていた、
電池が終日の使用に耐えられず途中で充電が必要になる問題を解決する事が出来る。
また、この充電問題の解決は、電池を長持ちさせるために制限されていたスマートフォン
の最も有用な機能、GPS機能、クラウドやサーバーとの十分な通信量による外出中での情
報の収集・伝達・蓄積・整理といったものを十分に発揮させる事が出来る様になる、とい
う事を意味する。
なおこの方法は、乾電池や太陽電池を繋ぐ方法の様に、特に外出中において邪魔を感じる
余計な充電機器の接続が、収納するケースと一体化してコンパクトにまとめられているた
め、その存在を感じることもほとんど無くなる。
また充電もスマートフォンを使用していない状況で常に行われるため、充電切れと言う事
態そのものを避けることが出来、緊急的に充電するため乾電池を繋ぐと言った事をする必
要が無く、簡便かつ快適に使用する事が可能となる。
これは、使用中や使用の合間に動き回る事も多いスマートフォンの使用においては、メリ
ットが大きい。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施として、スマートフォンのケースであって、衣服、主にズボンに付
属されたベルト穴へ装着するものの図である。
【図２】図2は、図1での構成について、電源となる充電池とスマートフォンを充電ケーブ
ルでつないで充電を行う方式の物。更にケースにはスマートフォンが入っている状態の物
についての図である。
【図３】本発明の図1の構成をベルト穴へ装着した様子を示した物である。
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【発明を実施するための形態】
【００２０】
図1により、請求項2において言及した、スマートフォンのケースであって、衣服、主にズ
ボンに付属されたベルト穴へ装着するものの実施例を図示しているが、以下これについて
説明する。
なお、この形態が本発明の最もニーズがある形態である。
ケース本体は、スマートフォンが入るケースであればその細かい形状にこだわらないが、
本図の形態では、外殻部1とこれをケースの形に保持する部分2からなる。
外殻部1は、合成皮革やシリコン等、適度な硬さを持ち中のスマートフォンを保護する素
材とする
外殻部を保持する部分2は、外殻部1がスマートフォンを挟み込む様に、好適にはゴム素材
とする。ゴム素材とすることで上部の開口部が多少開閉し、スマートフォンの出し入れも
簡便となる。
ケース本体には、これをベルト穴へ装着する部分3と、充電池を入れる部分4が付属する。
【００２１】
図1での本体構成において、電源となる充電池5とスマートフォン6を本体に入れ、これら
を充電ケーブル7で繋いで充電を行う方式の物を、図2により図示している。　以下その使
用状況への言及をもって本発明の実施形態のさらなる説明を行う。
なお、電源となる充電池として非接触充電が可能である物については、図2中の充電ケー
ブル7を除いたものが該当する。
使用者はまず使用にあたって、本発明の実施たる図1の構成に、電源となる充電池5を充電
池を入れる部分4へ装着する。
さらにこれに充電ケーブル7をつなぎ、ケーブル7はスマートフォンを入れるケース本体1
にしまう。
そしてこれを部品3により使用者のズボンのベルト穴へ装着すると、本発明の使用の準備
が整う。
【００２２】
この状態において、スマートフォンを使わない状態において、ケース内にしまってあった
充電ケーブルを出すと共に、スマートフォンをケース内に図2の如くしまう。
更に充電ケーブル7でスマートフォン6と電源となる充電池5を繋ぐと、スマートフォン6へ
電気の供給が始まり、充電がスタートする。
このようにして、スマートフォン6を使わない状態において、これをしまいつつ充電を行
う事が出来る。
再びスマートフォン6を使用する時は、これを本体ケース1から取り出し、スマートフォン
6側に接続した充電ケーブル7を取り外し、適宜使用する。
ここで、充電ケーブル7をリール式にする場合長さが伸び縮みするため、充電ケーブル7を
取り外さずに充電したままスマートフォンを使用することも出来る。
【００２３】
図3は、本発明の図1の構成をベルト穴へ装着した様子を示した物である。
ケース本体をベルト穴に装着する部分3により装着しているが、この様に使用していない
スマートフォンを腰部へしまう事で、スマートフォンをポケットに入れている時のような
かさ張りを防ぎ、かつ見た目もスマートな形でスマートフォンを携帯する事ができる。
【符号の説明】
【００２４】
１：本体外縁部
２：外殻部1をケースの形に保持する部分
３：本体を外部機器や衣服・バッグ等へ装着するための器具
４：充電池を入れる部分
５：充電池
６：スマートフォン
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７：充電ケーブル

【図１】 【図２】
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【図３】
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