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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
移動充電器にはケース（１）が設けられ、該ケース（１）内には電芯（２）が設けられ
、該ケースの両端の電芯の正極（２１）、負極（２２）に対応した箇所には、正極配線ユ
ニット（４）及び負極配線ユニット（５）がそれぞれ取り付けられ、該ケース（１）内に
は、前記正極配線ユニット（４）及び負極配線ユニット（５）と電気的に接続された導電
片群（３）が設けられ、該ケース（１）には、充電ユニット（６）が取り付けられ、該充
電ユニット（６）の正極端ピン（６２）、負極端ピン（６３）は、前記正極配線ユニット
（４）、導電片群（３）、負極配線ユニット（５）を介し、該電芯（２）の正極（２１）
、負極（２２）と電気的に接続され、該ケース（１）が電源供給ユニット（７）に取り付
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けられ、該電源供給ユニット（７）の正極ピン（７４）、負極ピン（７５）は、前記正極
配線ユニット（４）及び導電片群（３）、負極配線ユニット（５）を介し、該電芯（２）
の正極（２１）、負極（２２）と電気的に接続され、該ケース（１）は、該ケース（１）
に可動自在に接合されたケースカバー部（１４）を含み、該電源供給ユニット（７）は、
該ケースカバー部（１４）内に取り付けられ、該電源供給ユニット（７）は、出力プラグ
受け（７１）、回路基板（７２）、ベース部（７３）及び正極ピン（７４）、負極ピン（
７５）を含み、該出力プラグ受け（７１）は、該ケースカバー部（１４）に形成された穿
孔（１４１）から外部へ突出され、前記出力プラグ受け（７１）と回路基板（７２）とが
電気的に接続され、該回路基板（７２）が該ベース部（７３）の一端に固着され、前記正
極ピン（７４）、負極ピン（７５）が該ベース部（７３）の他端に取り付けられ、該回路
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基板（７２）と電気的に接続されることを特徴とする、
移動充電器。
【請求項２】
該正極配線ユニット（４）は、前記電芯（２）の正極（２１）に、外方に向かって順次取
り付けられて電気的に接続された正極リード（４１）、内負極板（４３）、中負極板（４
５）及び外正極板（４６）を含み、該負極配線ユニット（５）は、前記電芯（２）の負極
（２２）に、外方に向かって順次取り付けられて電気的に接続された負極リード（５１）
、負極保護板（５２）、正極接触点（５３）及び前負極板（５５）を含み、該導電片群（
３）には、正極導電片（３１）、導通片（３２）及び負極導電片（３３）がそれぞれ設け
られ、該正極導電片（３１）の一端と、該正極配線ユニットの正極リード（４１）とが電
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気的に接続され、該正極導電片（３１）の他端と該負極配線ユニット（５）の正極接触点
（５３）とが該負極配線ユニット（５）の該負極保護板（５２）上の正極連結セグメント
（５２４）を介して電気的に接続され、該導通片（３２）の一端と正極配線ユニット（４
）の中負極板（４５）とが電気的に接続され、該導通片（３２）の他端と該負極配線ユニ
ット（５）の前負極板（５５）とが電気的に接続され、該負極導電片（３３）の一端と該
正極配線ユニット（４）の内負極板（４３）とが電気的に接続され、該負極導電片（３３
）の他端と該負極配線ユニット（５）の負極保護板（５２）の負極出力端（５２１）とが
電気的に接続され、該負極保護板（５２）の負極入力端（５２２）と該負極リード（５１
）とが電気的に接続され、該充電ユニット（６）の正極端ピン（６２）は、該正極配線ユ
ニット（４）の正極リード（４１）を介し、該電芯（２）の正極（２１）と電気的に接続
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され、該充電ユニット（６）の負極端ピン（６３）は、該導電片群（３）の負極導電片（
３３）及び該負極配線ユニット（５）の負極保護板（５２）を介し、該負極リード（５１
）及び該電芯の負極（２２）と電気的に接続され、該電源供給ユニット（７）の正極ピン
（７４）は、該外正極板（４６）と電気的に接続され、該外正極板（４６）を介して正極
リード（４１）及び該電芯（２）の正極（２１）と電気的に接続され、該負極ピン（７５
）が該内負極板（４３）と電気的に接続され、該内負極板（４３）を介して前記負極導電
片（３３）及び負極配線ユニット（５）の負極保護板（５２）、負極リード（５１）、該
電芯の負極（２２）と電気的に接続されることを特徴とする請求項１に記載の移動充電器
。
【請求項３】
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該正極配線ユニット（４）は、正極プラスチックベース（４２）及び正極ベース（４４
）を含み、該正極プラスチックベース（４２）は、前記正極リード（４１）と内負極板（
４３）との間に取り付けられ、該正極ベース（４４）は、前記内負極板（４３）と中負極
板（４５）との間に取り付けられ、前記正極ベース（４４）、中負極板（４５）及び外正
極板（４６）の中心には、互いに対応した貫通孔（４４１），（４５１），（４６１）が
形成され、該正極ベース（４４）の端面上には、内環溝（４４２）、外環溝（４４３）が
形成され、前記中負極板（４５）及び外正極板（４６）に形成された端ピン（４５２），
（４６２）は、前記正極ベース（４４）の内環溝（４４２）及び外環溝（４４３）中に差
し込まれ、前記正極ベース（４４）とケース（１）とが接続され、前記正極リード（４１
）、正極プラスチックベース（４２）及び内負極板（４３）を前記ケース（１）内へ固定
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させ、さらに該負極配線ユニット（５）に前ベース（５４）を設け、該前負極板（５５）
を該前ベース（５４）上に取り付け、該前ベース（５４）には、該正極接触点（５３）を
内側に貫設させる中心孔（５４１）が形成され、前記前ベース（５４）、負極保護板（５
２）及び負極リード（５１）をケース（１）内に固定させ、前記中負極板（４５）の端ピ
ン（４５２）と前記導電片群（３）の導通片（３２）とが電気的に接続され、前記外正極
板（４６）と正極リード（４１）とが端ピン（４６２）を介して電気的に接続され、前記
前負極板（５５）から突出する端ピン（５５１）と前記導電片群（３）の導通片（３２）
とが前記前ベース（５４）を介して電気的に接続されることを特徴とする請求項２に記載
の移動充電器。
【請求項４】
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該負極保護板（５２）上には、保護回路（５２３）が設けられ、該保護回路（５２３）
は、前記負極出力端（５２１）と負極入力端（５２２）との間に電気的に接続されること
を特徴とする請求項２に記載の移動充電器。
【請求項５】
該充電ユニット（６）には、挿入孔（６１）が形成され、該ケース（１）には、該充電
ユニット（６）の挿入孔（６１）に対応した透孔（１３）が形成されることを特徴とする
請求項１に記載の移動充電器。
【請求項６】
該電源供給ユニット（７）には、電圧調整回路が設けられ、該電圧調整回路と調整ボタ
ンとが電気的に接続されることを特徴とする請求項１に記載の移動充電器。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、移動充電器に関し、特に、何時でも何処でも直流電源を使用する電子機器の
動作に必要な電気を十分に供給することができる移動充電器に関する。
【背景技術】
【０００２】
科学技術の発達に伴い、例えば、携帯電話、ノート型パソコン、デジタルカメラ、パー
ソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）などの各種電子機器、電気製品が次々に現れ、人
々の生活に大きな利便性をもたらしている。
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【０００３】
携帯電話などのデジタル製品の動作エネルギ源は、主に直流電気により供給され、それ
は通常、充電可能な内蔵バッテリを備えて必要な電力を供給するが、内蔵バッテリの蓄電
容量には限界があり、特に携帯電話などの軽量で薄型の小型化に伴い、その内蔵バッテリ
の体積及び蓄電容量が相対的に小さく、電気を短時間に使い果たしてしまい長時間使用す
ることができない。
このため、その動作機能を保持するために、何時でも充電できるようにユーザは交流充
電器を携帯する必要があった。しかし、携帯電話はほとんど屋外で使用するため、交流充
電器を携帯して充電を行うが、適宜交流用プラグ受けに差し込むことは困難であり、使用
が非常に面倒で不便であった。
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【０００４】
そのため、従来の携帯電話、デジタルカメラなどの電子機器、電気製品に内蔵された電
池の蓄電量に限界があり、使用場所も屋外など交流充電を行うことが困難な場所であるこ
とが一般的であるため、携帯電話などの製品を使用することができなくなることが頻繁に
あった。
本発明者は、長年の関連分野の製造及び設計経験と知識、ならびに様々な工夫により、
移動状態下においても何時でも何処でも携帯電話などの製品に電気エネルギを十分に供給
することができる充電器構造を研究・開発した。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
本発明は、何時でも何処でも直流電源を使用する電子機器の動作に必要な電気を十分に
供給することができる移動充電器を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
以上の目的を実現するために、本発明は以下の技術方式を採用する。
移動充電器には、ケースが設けられ、該ケース内には電芯が設けられ、該ケースの両端
の電芯の正極、負極に対応した箇所には、正極配線ユニット及び負極配線ユニットがそれ
ぞれ取り付けられ、該ケース内には、前記正極配線ユニット及び負極配線ユニットと電気
的に接続された導電片群が設けられ、該ケースには、充電ユニットが取り付けられ、該充
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電ユニットの正極端ピン、負極端ピンは、前記正極配線ユニット及び導電片群、負極配線
ユニットを介し、該電芯の正極、負極と電気的に接続され、該ケースが電源供給ユニット
に取り付けられ、該電源供給ユニットの正極ピン、負極ピンは、前記正極配線ユニット及
び導電片群、負極配線ユニットを介し、該電芯の正極、負極と電気的に接続される。
【発明の効果】
【０００７】
上述の構造説明から分かるように、本発明は明らかに以下の長所を有する。
【０００８】
（１）本発明の移動充電器は、交流充電器により交流を直流へ変換した後、充電ユニット
を介してその電芯を充電し、その電芯を直流電源でフル充電し、これにより、使用上、時
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間、場所の制限を受けずに何時でも何処でも直流電源を使用する電子機器の動作に必要な
電気を十分に供給することができる。
【０００９】
（２）本発明の移動充電器は、ユーザが便利に携帯できるように体積の大きさが適宜であ
り、使用する際に電源供給ユニットに電子機器を挿着させるだけで、電子機器に十分な電
気を供給し、電子機器に必要なボルト数に基づいて出力電圧を調整し、これにより、ユー
ザは、携帯電話又はデジタルカメラなどの電子機器を便利に使用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の分解斜視図である。
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【図２】本発明の斜視図（１）である。
【図３】本発明の斜視図（２）である。
【図４】本発明の使用状態図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
本発明の技術手段及びそれにより達成可能な効果を、より完全かつ明白に開示するため
に、開示した添付の図面及び符号と併せて本発明を以下詳説する。
【００１２】
（実施方式）
まず、図１〜図３に示すように、本発明の移動充電器は、ケース１、電芯２、導電片群
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３、正極配線ユニット４、負極配線ユニット５、充電ユニット６及び電源供給ユニット７
から構成される。
【００１３】
ケース１は、円筒状に形成され、中空部１１を有する。中空部１１の内壁が位置するケ
ース１の端部には、ストッパ縁１２が形成され、ケース１の側面には、透孔１３が形成さ
れる。
【００１４】
電芯２は、ケース１の中空部１１内に収容され、電芯２の両端は、正極２１及び負極２
２であり、電芯２は、例えば、マンガン電池などの一次電池でもよいし、或いは充電可能
なリチウムイオン電池などの二次電池でもよい。
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【００１５】
導電片群３は、ケース１の中空部１１内に収納され、かつ電芯２の周側に位置し、正極
導電片３１、導通片３２及び負極導電片３３をそれぞれ有し、正極導電片３１の一端と正
極配線ユニット４の正極リード４１とが電気的に接続され、正極導電片３１の他端と負極
配線ユニット５の正極接触点５３とが負極配線ユニット５の負極保護板５２上の正極連結
セグメント５２４を介して電気的に接続され、導通片３２の一端と正極配線ユニット４の
中負極板４５の端ピン４５２とが電気的に接続され、導通片３２の他端と負極配線ユニッ
ト５の前負極板５５の端ピン５５１とが電気的に接続され、負極導電片３３の一端と正極
配線ユニット４の内負極板４３とが電気的に接続され、負極導電片３３の他端と負極配線
ユニット５の負極保護板５２の負極出力端５２１とが電気的に接続される。
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【００１６】
正極配線ユニット４は、電芯２の正極２１に取り付けられ、電芯２の正極２１には、外
方に向かって順次、正極リード４１、正極プラスチックベース４２、内負極板４３、正極
ベース４４、中負極板４５及び外正極板４６が取り付けられ、正極リード４１が電芯２の
正極２１に貼着され、正極リード４１と外正極板４６とが電気的に接続され、正極ベース
４４、中負極板４５及び外正極板４６の中心に、互いに対応した貫通孔４４１，４５１，
４６１が形成される。
正極ベース４４の端面上には、内環溝４４２、外環溝４４３が形成され、中負極板４５
及び外正極板４６の端ピン４５２，４６２が、正極ベース４４の内環溝４４２及び外環溝
４４３内にそれぞれ接続され、正極ベース４４とケース１とが接続され、正極リード４１
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、正極プラスチックベース４２及び内負極板４３がケース１内に固定され、正極ベース４
４の端面に係合溝４４４が形成されてから正極プラスチックベース４２内に収納室４２１
が形成され、その中に充電ユニット６が収納され、充電ユニット６の挿入孔６１に対応し
た貫通孔４２２が正極プラスチックベース４２に形成される。内負極板４３は正極ベース
４４の貫通孔４４１内に配置され、外正極板４６と正極リード４１とは端ピン４６２を介
して接続される。
【００１７】
負極配線ユニット５は、電芯２の負極２２に取り付けられ、電芯２の負極２２には、外
方に向かって順次、負極リード５１、負極保護板５２、正極接触点５３、前ベース５４及
び前負極板５５が取り付けられ、負極リード５１と電芯２の負極２２とが電気的に接続さ
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れ、負極リード５１と負極保護板５２の負極入力端５２２とが電気的に接続される。
負極保護板５２の負極出力端５２１と負極入力端５２２との間に、保護回路５２３が接
続され、負極保護板５２の負極出力端５２１のオフ及びオンを実現し、正極接触点５３を
負極保護板５２の正極連結セグメント５２４上へ貼着させ、正極接触点５３を前ベース５
４に形成した中心孔５４１から延ばすか、前ベース５４上の中心孔５４１内に位置させ、
前負極板５５を前ベース５４上へ取り付け、前ベース５４、負極保護板５２及び負極リー
ド５１と共にケース１内に固定させ、前ベース５４及びケース１の中空部１１の内壁に設
けたストッパ縁１２を当接させる。
前ベース５４は正極接触点５３及び前負極板５５を遮蔽して正極接触点５３と前負極板
５５が互いに接続されないようにする。前負極板５５から突出する端ピン５５１と導電片
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群３の導通片３２とが電気的に接続される。
【００１８】
充電ユニット６は、ケース１内に取り付けられ、充電ユニット６の挿入孔６１及び正極
配線ユニット４の正極プラスチックベース４２の貫通孔４２２とケース１の透孔１３とを
対応させてから、充電ユニット６の正極端ピン６２は、正極配線ユニット４の正極リード
４１と電芯２の正極２１とを電気的に接続させることにより、充電ユニット６の負極端ピ
ン６３は、導電片群３の負極導電片３３と、負極配線ユニット５の負極保護板５２及び負
極リード５１とを介し、電芯２の負極２２と電気的に接続される。
【００１９】
電源供給ユニット７は、ケース１のケースカバー部１４に取り付けられ、ケースカバー
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部１４の収納槽内には順次、出力プラグ受け７１、回路基板７２、ベース部７３、正極ピ
ン７４及び負極ピン７５が取り付けられる。
出力プラグ受け７１はケースカバー部１４に形成された穿孔１４１から外部へ突出され
てから、出力プラグ受け７１と回路基板７２とが電気的に接続され、回路基板７２がベー
ス部７３の一端に固着され、ばねタイプの正極ピン７４、負極ピン７５がベース部７３の
他端に取り付けられ、回路基板７２と電気的に接続されてから、ベース部７３の側部に係
止ブロック７３１が設けられ、正極配線ユニット４の正極ベース４４の端面に形成された
係合溝４４４に対応して係合される。
正極ピン７４と、正極ベース４４の端面に設けられた外正極板４６とは電気的に接続さ
れ、外正極板４６を介して正極リード４１及び電芯２の正極２１と電気的に接続され、負

50

(6)

JP 5813135 B2 2015.11.17

極ピン７５は内負極板４３と電気的に接続され、内負極板４３を介して負極導電片３３及
び負極配線ユニット５の負極保護板５２、負極リード５１と電芯２の負極２２とに電気的
に接続される。
【００２０】
これによりユーザの携帯電話、デジタルカメラ電子機器などが直流電源を使用して動作
に必要な動力を供給する際、図４を併せて参照すると分かるように、本発明の電源供給ユ
ニット７の出力プラグ受け７１に上述の電子機器が差し込まれると、電芯２内の直流電源
が、その正極２１と電気的に接続された正極リード４１、外正極板４６が電源供給ユニッ
ト７の正極ピン７４と導通される。
すると、回路基板７２を介して負極ピン７５と、負極ピン７５に電気的に接続された内
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負極板４３とに向かった後、負極導電片３３、負極保護板５２を介して負極リード５１へ
向かい、電芯２の負極２２の流通回路へ流れ、直流電流が回路基板７２を介し、電気的に
接続された出力プラグ受け７１へ流れて出力され、出力プラグ受け７１から携帯電話又は
デジタルカメラなどの電子機器へ直流電源が出力される。
これにより、如何なる場所、如何なる時間でも屋外又は移動状態下でも制限を受けずに
携帯電話又はデジタルカメラなどの電子機器に対し、動作に必要な十分な電力が提供され
る。
【００２１】
また、電芯２内の直流電源を使い果たして充電する際、交流充電器の一端を商用交流電
源プラグ受けに差し込み、交流充電器の他端を、本発明の充電ユニット６に形成された挿
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入孔６１中に差し込む。
すると、交流充電器により交流電源が交流から直流に変換され、充電ユニット６に流れ
た後、充電ユニット６の正極端ピン６２に電気的に接続された正極リード４１と、負極端
ピン６３に電気的に接続された負極導電片３３とにより、負極保護板５２及び負極リード
５１を介して電芯２の正極２１、負極２２へ流入し、電芯２をフル充電し、次回の直流電
気を電芯２により供給する。
【００２２】
また本発明は、電源供給ユニット７の回路基板７２上に電圧調整回路を設け、電圧調整
回路には、ケースカバー部１４から外部へ突出された調整ボタンが電気的に接続される。
これにより充電する電子機器に必要なボルト数に応じて電圧を調整でき、本発明の適用性
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が向上する。
【００２３】
交流充電器により交流を直流に変換した後、充電ユニットは電芯を充電し、フル充電し
た電芯により給電ユニットから直流電気を出力し、ユーザが屋外又は移動状態などの状況
下でも携帯電話、デジタルカメラなどの電子機器に直流電気を十分に供給する。
これによりユーザが様々な場所、様々な状態下でも安心かつ便利に、時間、場所の制約
を受けずに携帯電話、デジタルカメラなどの電子機器を使用することができる。
【００２４】
本発明を具体的な実施例により開示したが、これらは本発明を限定するものではなく、
この分野の技術者なら誰でも本発明の精神と範囲から逸脱しない前提下で、同等の部材と
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の置換、又は本発明の特許保護範囲に基づいて同等の変更及び修正を行っても本発明の範
疇に属する。
【符号の説明】
【００２５】
１

ケース

２

電芯

３

導電片群

４

正極配線ユニット

５

負極配線ユニット

６

充電ユニット
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７

電源供給ユニット

１１

中空部

１２

ストッパ縁

１３

透孔

１４

ケースカバー部

２１

正極

２２

負極

３１

正極導電片

３２

導通片

３３

負極導電片

４１

正極リード

４２

正極プラスチックベース

４３

内負極板

４４

正極ベース

４５

中負極板

４６

外正極板

５１

負極リード

５２

負極保護板

５３

正極接触点

５４

前ベース

５５

前負極板

６１

挿入孔

６２

正極端ピン

６３

負極端ピン

７１

出力プラグ受け

７２

回路基板

７３

ベース部

７４

正極ピン

７５

負極ピン

１４１

穿孔

４２１

収納室

４２２

貫通孔

４４１

貫通孔

４４２

内環溝

４４３

外環溝

４４４

係合溝

４５１

貫通孔

４５２

端ピン

４６１

貫通孔

４６２

端ピン

５２１

負極出力端

５２２

負極入力端

５２３

保護回路

５２４

正極連結セグメント

５４１

中心孔

５５１

端ピン

７３１

係止ブロック
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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