
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子機器 に装着された状態で使用されるものであって、ケース
内にバッテリが内蔵され、かつ、このバッテリに電気的に接続された出力端子がケース外
に臨んで設けられたバッテリパックにおいて、
　前記ケースは、前記バッテリを内蔵した略矩形箱状の本体部と、この本体部の一つの面
に一体的に形成された出力部とを含んで構成され、
　前記本体部の外表面を構成する６つの面のうち、前記出力部が形成された出力部形成面
に対して直交するいずれか一つの面を前記電子機器への装着基準面とし、この装着基準面
とは反対側の面は、中央部から前記出力部形成面と直交する両側面へ向かうに従って次第
に前記装着基準面に接近するように緩やかな凸曲面形状に形成され、
　前記出力部は、前記本体部の出力部形成面において、片側の角部に片寄って設けられて
いるとともに、前記装着基準面を含む仮想平面に対して、この仮想平面から直交する方向
に空間を隔てて設けられた段差部を有し、この段差部に前記出力端子が設けられ、
　前記本体部の出力部形成面において、前記出力部と他の片側の角部との間に取出用指掛
部が 前記凸曲面縁に沿って 設けられ、
　前記本体部の出力部形成面とは反対側面には、バッテリパックが前記電子機器に装着さ
れた際に に係合される２つの第１係合部が
前記取出用指掛部を中心として略等距離離れた位置に 設けられているとともに、
　前記本体部の出力部形成面には、バッテリパックが電子機器に装着された際に
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のバッテリパック収納部

前記出力部から 突出して

前記バッテリパック収納部に形成された係止溝
突出して

前記バッ



に係合される第２係合部が前記取出用指掛部と前記
装着基準面との間に 設けられ

ことを特徴とするバッテリパック。
【請求項２】
　
　
　

【請求項３】
　請求項１ に記載のバッテリパックにおいて、
　前記第１係合部は、前記ケースの面から突出し前記装着基準面と略平行な係止面を有す
る係合突起部によって形成され、
　前記第２係合部は、前記ケースの面から突出し前記装着基準面と略平行な係止面を有す
るとともに、この係止面先端から前記装着基準面へ向かうに従ってケース外表面に徐々に
接近する傾斜面を有する係合突起部によって形成されていることを特徴とするバッテリパ
ック。
【請求項４】
　前記請求項 に記載のバッテリパックを収納するバッテリパック
収納部を有することを特徴とする電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、バッテリパックおよびこれを用いた電子機器に関する。例えば、携帯型ゲー
ム機、携帯型情報端末（ＰＤＡ： Personal Digital Assistants）、携帯電話、ＣＤ (Comp
act Disk)プレーヤなどの携帯型電子機器の電源として用いられるバッテリパック、およ
び、これを用いた電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯型ゲーム機、携帯型情報端末（ＰＤＡ）、携帯電話、ＣＤプレーヤなどの携帯型電
子機器では、バッテリパックが用いられる。
　バッテリパック、とくに、携帯型電子機器に用いられるバッテリパックは、扁平箱状の
ケース内にバッテリを内蔵し、かつ、このバッテリに電気的に接続された出力端子をケー
ス外に臨ませて設けた構造である。バッテリパックを電子機器に装着すると、出力端子が
電子機器の端子に電気的に接続され、これらの端子を通じバッテリから電子機器に電源が
供給される。
【０００３】
　ところで、バッテリパックのなかには、出力端子がケースの外表面に露出して設けられ
たものがあるが、このような構造では短絡などの虞があるため、そのための対策が採られ
ている。
　一般的には、ケースの一部に出力端子用の窓を形成し、この窓の内部に出力端子を配置
した構成が多く採られている（例えば、特許文献１および特許文献２参照）。
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－２１４１４３号公報
【特許文献２】特開２０００－３２３１０８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ケースの一部に出力端子用の窓を形成し、この窓の内部に出力端子を配置した構成の場
合、出力端子がケースの外表面に露出した構成に比べ、短絡防止効果が期待できるものの
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テリパック収納部に形成された係止溝
突出して 、この第２係合部は、前記取出用指掛部に前記本体

部の出力部形成面とは反対側面方向へ力が作用したとき、前記バッテリパック収納部に形
成された係止溝から外れる

請求項１に記載のバッテリパックにおいて、
前記取出用指掛部の中央部分には前記装着基準面側に溝部が形成され、
この溝部と前記装着基準面との間に前記第２係合部が設けられていることを特徴とする

バッテリパック。

または請求項２

１～請求項３のいずれか



、短絡防止が十分とは言えない。
　たとえば、ケースの一部に出力端子用の窓を形成し、この窓の内部に出力端子を配置し
た構成の場合、窓の近傍に出力端子が配置されているため、窓が形成された面を下にして
バッテリパックを置くと、置かれた部材側が柔軟性があると、部材が窓から内部に入り込
み、出力端子が短絡される虞がある。
【０００６】
　本発明の目的は、短絡防止効果を向上させることができるバッテリパックおよびこれを
用いた電子機器を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明のバッテリパックは、電子機器 に装着された状態で使用
されるものであって、ケース内にバッテリが内蔵され、かつ、このバッテリに電気的に接
続された出力端子がケース外に臨んで設けられたバッテリパックにおいて、
　前記ケースは、前記バッテリを内蔵した略矩形箱状の本体部と、この本体部の一つの面
に一体的に形成された出力部とを含んで構成され、
　前記本体部の外表面を構成する６つの面のうち、前記出力部が形成された出力部形成面
に対して直交するいずれか一つの面を前記電子機器への装着基準面とし、この装着基準面
とは反対側の面は、中央部から前記出力部形成面と直交する両側面へ向かうに従って次第
に前記装着基準面に接近するように緩やかな凸曲面形状に形成され、
　前記出力部は、前記本体部の出力部形成面において、片側の角部に片寄って設けられて
いるとともに、前記装着基準面を含む仮想平面に対して、この仮想平面から直交する方向
に空間を隔てて設けられた段差部を有し、この段差部に前記出力端子が設けられ、
　前記本体部の出力部形成面において、前記出力部と他の片側の角部との間に取出用指掛
部が 前記凸曲面縁に沿って 設けられ、
　前記本体部の出力部形成面とは反対側面には、バッテリパックが前記電子機器に装着さ
れた際に に係合される２つの第１係合部が
前記取出用指掛部を中心として略等距離離れた位置に 設けられているとともに、
　前記本体部の出力部形成面には、バッテリパックが電子機器に装着された際に

に係合される第２係合部が前記取出用指掛部と前記
装着基準面との間に 設けられ

ていることを特徴とする。
　ここで、出力端子がケース外へ臨むとは、出力端子がケース外に露出して設けられる場
合のほかに、ケースに形成した開口の内部に設けられる場合を含む意味である。
　

【０００８】
　本発明によれば、バッテリパックの装着基準面を下にして載置台などの上に置くと、載
置台の上面から出力端子までは、間に空間が形成されているから、出力端子が載置台の上
面に直接接触する虞が少ない。そのため、短絡防止効果を向上させることができる。
　また、ケースの装着基準面を含む仮想平面から出力端子が設けられる段差部までは、空
間が形成されているから、この空間によって電子機器の回路基板の突出部分を吸収できる
。例えば、電子機器の回路基板から端子を突出させる場合、端子の根本部分を補強して回
路基板の上面に補強部分を設ける場合があるが、このような場合でも、段差部の下に形成
される空間によって補強部分を吸収できる。つまり、補強部分と干渉することがないから
、バッテリパック収納部を設計する際の自由度を高めることができる。
　さらに、バッテリパックを電子機器のバッテリパック収納部に収納する際、出力端子側
とは反対側の端部をバッテリ収納部に斜めに差し込み、その差込端部を支点として出力端
子側の端部を徐々に水平に倒していくと、バッテリパックのほとんどの部分がバッテリパ
ック収納部に収納されたのちに、出力端子が電子機器側に設けられた端子に接触すること
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のバッテリパック収納部

前記出力部から 突出して

前記バッテリパック収納部に形成された係止溝
突出して

前記バッ
テリパック収納部に形成された係止溝

突出して 、この第２係合部は、前記取出用指掛部に前記本体
部の出力部形成面とは反対側面方向へ力が作用したとき、前記バッテリパック収納部に形
成された係止溝から外れる突出高さに形成され

また、前記取出用指掛部の中央部分には前記装着基準面側に溝部が形成され、この溝部
と前記装着基準面との間に前記第２係合部が設けられていることが好ましい。



になるため、端子を痛めることが少ない。
【０００９】
　 前記ケースは、前記バッテリを内蔵した略矩形箱状の本体部と、この本体部の一
つの面に一体的に形成された出力部とを含んで構成され

取り扱いやすいうえ、電子機器への収納スペースも少な
くてすむ。
　

【００１０】
　 前記出力部は、前記本体部の出力部形成の面において、片側の角部に片寄って設
けられている 本体部の出力部形成面において、出力部と他の片側の角部との間に、
バッテリパックを電子機器に装着した際に、バッテリパックを電子機器に固定するための
係合部や、バッテリパックを電子機器から取り出すための指掛部などを形成することがで
きる。
　

　

【００１２】
　本発明において、前記第１係合部は、前記ケースの面から突出し前記装着基準面と略平
行な係止面を有する係合突起部によって形成され、前記第２係合部は、前記ケースの面か
ら突出し前記装着基準面と略平行な係止面を有するとともに、この係止面先端から前記装
着基準面へ向かうに従ってケース外表面に徐々に接近する傾斜面を有する係合突起部によ
って形成されていることが好ましい。
　本発明によれば、バッテリパックを電子機器のバッテリパック収納部に収納する際、出
力部側とは反対側の端部をバッテリパック収納部に斜めに差し込み、第１係合部を電子機
器の係止部に係合させたのち、その差込端部を支点として出力端子側の端部を徐々に水平
に倒していくと、第２係合部の傾斜面が電子機器のバッテリパック収納部の壁に当接しな
がら挿入されていく。第２係合部の係止面がバッテリパック収納部の係止部に達すると、
係止面が係止部に挿入された状態で固定される。従って、バッテリパックの一端を斜めに
差し込み、他端を水平に倒しながら収納部に挿入していくだけで、バッテリパックを電子
機器のバッテリパック収納部内に収納させることができるから、簡単に装着でき、装着後
は安定して保持させることができる。
【００１４】
　本発明の電子機器は、上記いずれかに記載のバッテリパックを収納するバッテリパック
収納部を有することを特徴とす
【００１５】
　本発明によれば、バッテリパックを電子機器のバッテリパック収納部に収納する際、出
力端子側とは反対側の端部をバッテリ収納部に斜めに差し込み、第１係合部を電子機器の
バッテリパック収納部の係止 に係合させたのち、その差込端部を支点として出力端子側
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また、
ているから、つまり、全体として

略矩形箱状であるから、携帯時に

さらに、前記本体部の外表面を構成する６つの面のうち、前記出力部が形成された出力
部形成面に対して直交するいずれか一つの面を前記電子機器への装着基準面とし、この装
着基準面とは反対側の面は、中央部から前記出力部形成面と直交する両側面へ向かうに従
って次第に前記装着基準面に接近するように緩やかな凸曲面形状に形成されている。

また、
から、

また、本発明において、前記本体部の出力部形成面において、前記出力部が片側の角部
に片寄って設けられているとともに、この出力部と他の片側の角部との間に取出用指掛部
が設けられ、前記ケースの出力部が設けられた面とは反対側面には、２つの前記第１係合
部が前記取出用指掛部を中心として略等距離離れた位置に設けられているから、バッテリ
パックを電子機器のバッテリパック収納部から取り出すには、取出用指掛部に指を掛けて
取り出すことができるから、簡単に取り出し操作できる。その際、２つの第１係合部が取
出用指掛部を中心として略等距離離れた位置に設けられているから、バッテリパックを傾
かせることなく起立させることができる。従って、取り出し操作が簡単にできる。

また、前記本体部の出力部形成面には、バッテリパックが電子機器に装着された際に電
子機器に係合される第２係合部が前記取出用指掛部と前記装着基準面との間に設けられて
いるから、つまり、ケースの対向する両側面に係合部がそれぞれ設けられているから、電
子機器にバッテリパックを安定して保持させることができる。

る。

溝



の端部を徐々に水平に倒していくと、第２係合部の傾斜面が電子機器のバッテリパック収
納部の壁に当接しながら挿入されていく。第２係合部の係止面がバッテリパック収納部の
係止 に達すると、係止面が係止 に挿入された状態で固定される。従って、バッテリパ
ックの一端を斜めに差し込み、他端を水平に倒しながら収納部に挿入していくだけで、バ
ッテリパックを電子機器のバッテリパック収納部内に収納させることができるから、簡単
に装着でき、装着後は安定して保持させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明の一実施形態を図面に基づいて説明する。
＜図１の説明（装置正面側の説明）＞
　図１は、本実施形態のエンタテインメント装置１を正面側から見た斜視図である。
　エンタテインメント装置１は、例えば、ＣＤ、ＤＶＤ (Dijital Versatile Disk)、ＭＤ
（ Mini Disk）等の光ディスクに記録されているゲームプログラム等を読み出して、使用
者（ゲームプレーヤ）が操作するキーやスイッチからの指示に応じて、ゲームプログラム
を実行したり、光ディスクに記録された音声情報および画像情報を再生するディスク装置
である。なお、ゲームの実行とは、主としてゲームの進行および画像・音声情報の出力等
を制御することをいう。
【００１７】
　エンタテインメント装置１は、扁平横長矩形状で、両端部が円弧状に形成された筐体２
を有する。
　筐体２の正面側には、中央位置に横長矩形状の液晶スクリーン３が設けられているとと
もに、液晶スクリーン３を挟んだ左右両側部分および液晶スクリーン３の下縁部分に各種
スイッチやキー類などが設けられている。すなわち、液晶スクリーン３の左側部分には、
上下左右方向をデジタル信号で指令する方向キー４、同じく方向をアナログ信号で指令す
るアナログデバイス５、各種表示ＬＥＤ６が配置されている。液晶スクリーン３の右側部
分には、「△」「○」「×」「□」などの決定キー７、各種表示ＬＥＤ８が配置されてい
る。液晶スクリーン３の下縁部分には、ホームボタン９、音量＋ボタン１０、音量－ボタ
ン１１、ディスプレイボタン１２，サウンドボタン１３、セレクトボタン１４、スタート
ボタン１５などが配置されている。
　なお、筐体２の四隅部分は内側に切り欠かれ、これらの切り欠きのうち、上側左右隅部
には左右スイッチ１６，１７が、下側左隅部にはストラップ掛部材１８がそれぞれ設けら
れている。
【００１８】
＜図２の説明（装置裏面側の説明）＞
　図２は、図１のエンタテインメント装置１を左右方向に反転した状態の斜視図である。
　筐体２の裏面側は、左右方向に３つの領域に分割され、右側にメモリカード収納部２１
、中央に光ディスク収納部２２、左側にバッテリパック収納部２３が形成されている。
　メモリカード収納部２１は、開閉可能な蓋２１Ａを備え、内部にメモリカード（図示省
略）が挿入できるようになっている。
　光ディスク収納部２２は、開閉可能な蓋２２Ａを備え、内部に光ディスク（図示省略）
が収納できるようになっている。
　バッテリパック収納部２３は、着脱可能な蓋２４を備え、内部にバッテリパック３１を
収納するバッテリパック収納部６１が設けられている。バッテリパック収納部６１の周囲
には、上下縁側に立上壁２５が設けられているとともに、光ディスク収納部２２とは反対
側の端縁に蓋２４を係止するボタン２６が設けられている。立上壁２５の内壁面には切欠
溝２５Ａが形成されている。蓋２４には、切欠溝２５Ａに係合するＬ字形状の係合突起２
４Ａと、ボタン２６が嵌り込む係合孔２４Ｂとが設けられている。バッテリパック収納部
６１内にバッテリパック３１を収納したのち、蓋２４を光ディスク収納部２２とは反対側
の端縁から図２中右側へスライドさせていくと、蓋２４の係合突起２４Ａが切欠溝２５Ａ
に係合され、ボタン２６が蓋２４の係合孔２４Ｂに嵌り込み、蓋２４が筐体２に装着され

10

20

30

40

50

(5) JP 3805781 B2 2006.8.9

溝 溝



る。これにより、バッテリパック３１は、蓋２４で押さえられ、バッテリパック収納部６
１内に保持される。ボタン２６を押し、蓋２４を図２中左側へスライドさせると、蓋２４
が筐体２から外れるので、バッテリパック３１を取り出すことができる。
【００１９】
＜図３、図４および図５の説明（バッテリパックの説明）＞
　図３は、バッテリパック３１を出力端子とは反対側から見た斜視図、図４は、バッテリ
パック３１を出力端子側から見た斜視図、図５はバッテリパック３１の底面図である。
　バッテリパック３１は、上下に分割可能な上ケース３２Ａと下ケース３２Ｂとからなる
ケース３２を備える。ケース３２は、内部にバッテリ（図示省略）を内蔵した略矩形箱状
の本体部３３と、この本体部３３の一つの面から突出して一体的に形成されバッテリに電
気的に接続された出力端子４７を有する出力部３４とを含んで構成されている。
【００２０】
　本体部３３は、上面３３Ａ、下面３３Ｂ、２つの長辺側側面３３Ｃ，３３Ｄ、２つの短
辺側側面３３Ｅ，３３Ｆを有する扁平直方体形状に形成されている。上面３３Ａは、中央
部から長辺側側面３３Ｃ，３３Ｄへ向かうに従って次第に下面３３Ｂに接近するように緩
やかな曲面形状に形成されている。下面３３Ｂは、電子機器（エンタテインメント装置１
）への装着基準面として平坦面に形成されている。２つの長辺側側面３３Ｃ，３３Ｄは、
互いに平行で、かつ、下面３３Ｂに対して直角な平坦面に形成されている。２つの短辺側
側面３３Ｅ，３３Ｆも、互いに平行で、かつ、下面３３Ｂおよび長辺側側面３３Ｃ，３３
Ｄに対して直角な平坦面に形成されている。
【００２１】
　短辺側側面３３Ｅには、筐体２のバッテリパック収納部６１に係合される第１係合部と
しての２つの係合突起部３５が、下面３３Ｂから略同じ高さ位置でかつその高さ位置にお
いて所定間隔隔てて設けられている。各係合突起部３５は、短辺側側面３３Ｅから突出し
てかつ下面３３Ｂと略平行に設けられた水平片部３６と、この水平片部３６の両端から直
角にかつ下面３３Ｂに向かって延びる垂直片部３７とを備えるコ字状に形成されている。
水平片部３６の上面には、装着基準面である下面３３Ｂと略平行な係止面３６Ａが形成さ
れている。
　短辺側側面３３Ｆには、出力部３４が、片側の角部に片寄って設けられているとともに
、この出力部３４と他の片側の角部との間（中央位置から他の片側寄り位置）に筐体２の
バッテリパック収納部６１に係合される第２係合部としての係合突起部３８と取出用指掛
部４１とがそれぞれ設けられている。係合突起部３８は、短辺側側面３３Ｆから突出して
かつ下面３３Ｂと略平行に設けられた水平片部３９と、この水平片部３９の両端から直角
にかつ下面３３Ｂに向かって延びるとともに、外表面が水平片部３９から下面３３Ｂへ向
かうに従ってケース３２の外面に接近する傾斜面を有する垂直片部４０とを備えるコ字状
に形成されている。水平片部３９の上面には、装着基準面である下面３３Ｂと略平行な係
止面３９Ａが形成されている。
【００２２】
　取出用指掛部４１は、短辺側側面３３Ｆの上縁側に沿ってかつ出力部３４から他の角部
近傍まで一体的に突出形成された鍔部４２を有する。鍔部４２の下面中央部分には、切欠
状の溝部４３が形成されている。溝部４３は、指を差し入れる幅寸法に形成されている。
なお、取出用指掛部４１の溝部４３と第１係合部である係合突起部３５との関係は、図５
に示すように、２つの係合突起部３５が取出用指掛部４１の溝部４３を中心として略等距
離離れた位置に設けられている。
【００２３】
　出力部３４は、上面からみて、短辺側側面３３Ｆから離れる方向に向かうに従って両側
が互いに接近する方向へ傾斜する斜辺を有する台形形状に形成されているとともに、厚み
方向の寸法が本体部３３の厚み寸法より小さい寸法に形成されている。具体的には、台形
形状の上面が本体部３３の上面とツラ位置であるが、台形形状の下面が本体部３３の下面
３３Ｂを含む仮想平面に対して、その仮想平面から直交する方向（図４で上方向）に空間
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を隔てて設けられている。つまり、本体部３３の外表面を構成する６つの面のうち、出力
部３４が形成された本体部３３の面（短辺側側面３３Ｆ）に対して直交するいずれか一つ
の面（下面３３Ｂ）を装着基準面として、出力部３４が段差部として構成されている。
　出力部３４の先端側面（図４で左側面）および下面には、３つのスリット溝４６が一定
ピッチ間隔で形成され、このスリット溝４６内に出力端子４７が設けられている。つまり
、出力端子４７がケース３２外に臨んで設けられている。
【００２４】
＜図６、図７および図８の説明（バッテリパック収納部の説明）＞
　図６は、筐体２のバッテリパック収納部６１を示す斜視図、図７は、バッテリパック収
納部６１の断面図、図８は、バッテリパック３１を収納したバッテリパック収納部６１を
平面から見た一部切欠平面図である。
　バッテリパック収納部６１は、バッテリパック３１の輪郭形状に対応した周囲壁および
底壁を有する凹部に形成されている。つまり、バッテリパック３１の下面３３Ｂが装着さ
れる底壁６１Ｂと、バッテリパック３１の長辺側側面３３Ｃ，３３Ｄおよび短辺側側面３
３Ｅ，３３Ｆと対向する長辺側側壁６１Ｃ，６１Ｄおよび短辺側側壁６１Ｅ，６１Ｆとを
有する凹部に形成されている。短辺側側壁６１Ｆには、出力部３４が収納される台形状凹
部６２が形成されている。
【００２５】
　長辺側側壁６１Ｃ，６１Ｄには、高さ方向中間位置から底壁６１Ｂに達する２本のガイ
ドリブ６３が所定間隔隔てて一体的に突出形成されている。各ガイドリブ６３は、内表面
が上端に向かうに従って徐々に長辺側側壁６１Ｃ，６１Ｄに接近する傾斜面に形成されて
いる。
　短辺側側壁６１Ｅには、バッテリパック３１の係合突起部３５が係合される係止部とし
ての２本の係止溝６４が所定間隔隔てて形成されている（図８参照）。短辺側側壁６１Ｆ
には、バッテリパック３１の係合突起部３８が係合される係止部としての１本の係止溝６
５が形成されている（図６参照）。各係止溝６４，６５は、短辺側側壁６１Ｅ，６１Ｆの
高さ方向中間位置から底壁６１Ｂに達する長さに形成されている。
【００２６】
　台形状凹部６２は、底壁６２Ｂがバッテリパック３１の本体部３３が収納される底壁６
１Ｂより高い位置に形成され、その底壁６２Ｂに筐体２内に設けられた回路基板（図示省
略）からの３本の端子７１が上方へ突出して設けられている。つまり、回路基板からの３
本の端子７１の根本部分の周囲が補強ブロック７２で覆われ、この補強ブロック７２が台
形状凹部６２の底壁６２Ｂ部分に配置されている。
【００２７】
＜バッテリパックの装着操作＞
　バッテリパック３１を筐体２のバッテリパック収納部６１内に収納するには、図７に示
すように、バッテリパック３１の出力端子４７側とは反対側の端部、つまり、短辺側側面
３３Ｅ側をバッテリパック収納部６１に斜めに差し込み、係合突起部３５を係止溝６４に
係合させたのち、その差込端部を支点として出力部３４側の端部を徐々に水平に倒してい
くと、係合突起部３８の傾斜面がバッテリパック収納部６１の短辺側側壁６１Ｆに当接し
ながら挿入されていく。
【００２８】
　バッテリパック３１のほとんどがバッテリパック収納部６１内に収納され状態において
、出力端子４７がバッテリパック収納部６１内に設けられた端子７１に接触しはじめる。
さらに、出力部３４側の端部を徐々に水平に倒していくと、出力端子４７が端子７１に摺
接しながら進入される。これと略同時に、係合突起部３８の係止面３９Ａがバッテリパッ
ク収納部６１の係止溝６５に達する。すると、係止面３９Ａが係止溝６５に挿入された状
態で固定される。従って、バッテリパック３１の一端を斜めに差し込み、他端を水平に倒
しながら挿入していくだけで、バッテリパック３１をエンタテインメント装置１のバッテ
リパック収納部６１内に収納させることができる。
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【００２９】
＜バッテリパックの取出操作＞
　バッテリパック３１を筐体２のバッテリパック収納部６１から取り出すには、取出用指
掛部４１に指を掛け、反対側に押しながら持ち上げる。すると、係合突起部３８の係止面
３８Ａがバッテリパック収納部６１の係止溝６５から外れるとともに、バッテリパック３
１の出力端子４７が端子７１から外れるから、このまま、バッテリパック３１を起立させ
ていけば、バッテリパック３１をバッテリパック収納部６１から取り出すことができる。
　その際、２つの係合突起部３５が取出用指掛部４１を中心として略等距離離れた位置に
設けられているから、バッテリパック３１を傾くかせることなく起立させることができる
。従って、取り出し操作が簡単にできる。
【００３０】
＜実施形態の効果＞
（１）バッテリパック３１の下面３３Ｂを下にして載置台などの上に置いても、台上面か
ら出力端子４７までの間には空間が形成されているから、出力端子４７が台上面に直接接
触する虞が少ない。そのため、短絡防止効果を向上させることができる。
（２）ケース３２の下面３３Ｂを含む仮想平面から出力端子４７が設けられる出力部３４
までは、空間が形成されているから、筐体２側の回路基板から突出させた端子７１の根本
部分に補強ブロック７２を設けた場合でも、出力部３４の下に形成される空間によって補
強ブロック７２の部分を吸収できる。つまり、補強ブロック７２と干渉することがないか
ら、バッテリパック収納部６１を設計する際の自由度を高めることができる。
【００３１】
（３）バッテリパック３１をバッテリパック収納部６１に収納する際、出力端子４７側と
は反対側の端部をバッテリパック収納部６１に斜めに差し込み、その差込端部を支点とし
て出力端子４７側の端部を徐々に水平に倒していくと、バッテリパック３１のほとんどの
部分がバッテリパック収納部６１に収納されたのちに、出力端子４７が筐体２側に設けら
れた端子７１に接触することになるため、端子４７，７１を痛めることが少ない。
（４）出力端子４７が端子７１に対して接触しながら進入していくため、つまり、これら
の端子４７，７１が擦り合わされた状態で接触することになるため、端子同士の電気的接
続を確実に行える。
【００３２】
（５）ケース３２の短辺側側面３３Ｅ，３３Ｆ、つまり、出力端子４７が設けられた面と
は反対側面および出力端子４７が設けられた面に、係合突起部３５および係合突起部３８
がそれぞれ設けられ、バッテリパック収納部６１には、対向する短辺側壁面６１Ｅ，６１
Ｆにバッテリパック３１の係合突起部３５および係合突起部３８を係止する係止溝６４，
６５が形成されているから、バッテリパック３１をバッテリパック収納部６１内に安定し
て保持させることができる。
【００３３】
（６）係合突起部３８は、水平片部３９と垂直片部４０とを有するコ字形状に形成され、
垂直片部４０の外表面が、水平片部３９から下面３３Ｂへ向かうに従ってケース外表面に
徐々に接近する傾斜面に形成されているから、係合突起部３５をバッテリパック３１の係
止溝６４に係合させたのち、その差込端部を支点として出力部３４側の端部を徐々に水平
に倒していくと、係合突起部３８の垂直片部４０の傾斜面がバッテリパック収納部６１の
短辺側側壁６１Ｆに当接しながら挿入されていくため、無理な力を加えることなく、バッ
テリパック３１をバッテリパック収納部６１内に収納させることができる。つまり、バッ
テリパック３１の一端を斜めに差し込み、他端を水平に倒しながらに挿入していくだけで
、バッテリパック３１をバッテリパック収納部６１内に収納させることができるから、簡
単に装着でき、装着後は安定して保持させることができる。　
【００３４】
（７）バッテリパック３１の出力部３４が、本体部３３の短辺側側面３３Ｆにおいて、片
側の角部に片寄って設けられ、この出力部３４と他の角部との間に取出用指掛部４１が設
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けられているから、バッテリパック３１をバッテリパック収納部６１から取り出す際、取
出用指掛部４１に指を掛けてバッテリパック３１の出力部３４側の端部を起立させること
ができる。従って、バッテリパック３１の取り出し操作の簡単に行える。
【００３５】
（８）その際、ケース３２の出力部３４側とは反対側の短辺側側面３３Ｅには、２つの係
合突起部３５が取出用指掛部４１を中心として略等距離離れた位置に設けられているから
、バッテリパック３１をバッテリパック収納部６１から取り出す際、バッテリパック３１
を傾くかせることなく起立させることができる。従って、この点からも取り出し操作が簡
単にできる。
【００３６】
＜変形例＞
　バッテリパック３１の形状については、前記実施形態で述べた矩形箱形状（扁平直方体
形状）に限られない。要は、ケース３２の電子機器への装着基準面を含む仮想平面に対し
て、この仮想平面から直交する方向に空間を隔てて設けられた段差部を有するものであれ
ば、形状や形態は問わない。たとえば、バッテリパック収納部６１から突出するように厚
みを持ったバッテリパックであってもよい。この場合、蓋２４は不要である。
【００３８】
　前記実施形態では、バッテリパック３１に係合突起部３５，３８が形成され、バッテリ
パック収納部６１に係止溝６４，６５が形成されていたが、これらは、逆でもよい。
　前記実施形態では、バッテリパック３１に取出用指掛部４１を形成したが、筐体２側に
もバッテリパック収納部６１近傍に溝などを形成し、指を挿入しやすくしてもよい。取出
用指掛部４１も、前記実施形態の構成に限らず、溝や孔などであってもよい。
【産業上の利用可能性】
【００３９】
　本発明は、携帯型ゲーム機、携帯型情報端末（ＰＤＡ）、携帯電話、ＣＤプレーヤなど
の携帯型電子機器、および、これらに用いる電源として利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明の一実施形態に係るエンタテインメント装置の正面側斜視図。
【図２】前記実施形態のエンタテインメント装置の裏面側斜視図。
【図３】前記実施形態のバッテリパックを反出力端子側から見た斜視図。
【図４】前記実施形態のバッテリパックを出力端子側から見た斜視図。
【図５】前記実施形態のバッテリパックの底面図。
【図６】前記実施形態のバッテリパック収納部の斜視図。
【図７】前記実施形態のバッテリパック収納部の断面図。
【図８】前記実施形態のバッテリパック収納部の一部を切り欠いた平面
【符号の説明】
【００４１】
　１…テンタテインメント装置、３１…バッテリパック、３２…ケース、３３…本体部、
３３Ｂ…下面（装着基準面）、３４…出力部、３５…係合突起部（第１係合部）、３６Ａ
…係止面、３８…係合突起部（第２係合部）、３９Ａ…係止面、４１…取出用指掛部、４
７…出力端子、６１…バッテリパック収納部、６４，６５…係止溝（係止部）。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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