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(57)【要約】
【課題】消費電力を少なくしつつ、電力供給のオフ時の
誤作動等も防ぐことができる表示機能付きＩＣカードな
どの電子媒体等を提供する。
【解決手段】表示機能付きＩＣカード１では、プッシュ
スイッチであるスイッチ４と電子スイッチ２７ａが電源
２５と制御部２１の間で並列に接続され、スイッチ４の
オンにより、電源２５から制御部２１に電力が供給され
て制御部２１が起動し、起動した制御部２１の制御によ
り電子スイッチ２７ａがオンとなり、スイッチ４がオフ
となった場合でも電力供給が維持される。制御部２１は
、所定のプログラムを実行した後にシャットダウンし電
子スイッチ２７ａをオフとするとともに電子スイッチ２
７ｂをオンとし、非動作時の電力供給を遮断する。さら
に、電子スイッチ２７ｂがオンとなることで、制御部２
１とグランド２６とが接続され、制御部２１の電圧が急
速に降下する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電源と、
　制御部と、
　押下されている場合にオンとなり前記電源から前記制御部に電力が供給されるプッシュ
スイッチと、
　前記制御部による制御によりオンとなり前記電源から前記制御部に電力が供給され、前
記制御部による制御によりオフとなり前記電源から前記制御部への電力供給が遮断される
第１の電子スイッチと、
　オンとなることにより前記制御部がグランドに接続される第２の電子スイッチと、
　を具備し、
　前記プッシュスイッチと前記第１の電子スイッチが前記電源と前記制御部の間で並列に
接続され、
　前記プッシュスイッチのオンにより、前記電源から前記制御部に電力が供給されて前記
制御部が起動し、
　起動した前記制御部の制御により前記第１の電子スイッチがオンとなり、
　前記制御部が所定のプログラムを実行した後にシャットダウンし前記第１の電子スイッ
チをオフとするとともに前記第２の電子スイッチがオンとなることを特徴とする電子媒体
。
【請求項２】
　前記第１の電子スイッチが、前記制御部の制御により制御入力トランジスタがオンとな
ることによりスイッチトランジスタがオンとなることで、前記電源から前記制御部への電
力供給が行われるハイサイドスイッチであり、前記制御入力トランジスタおよび前記スイ
ッチトランジスタとして、小信号用のＭＯＳトランジスタを用いることを特徴とする請求
項１記載の電子媒体。
【請求項３】
　前記第２の電子スイッチがスイッチトランジスタであり、前記スイッチトランジスタと
して、小信号用のＭＯＳトランジスタを用いることを特徴とする請求項１または請求項２
に記載の電子媒体。
【請求項４】
　前記電子媒体が、ＩＣチップと表示部を更に具備した表示機能付きＩＣカードであり、
　前記所定のプログラムを実行することにより、前記ＩＣチップに記憶されたデータが前
記表示部に表示されることを特徴とする請求項１から請求項３のいずれかに記載の電子媒
体。
【請求項５】
　電源と、制御部と、押下されている場合にオンとなり前記電源から前記制御部に電力が
供給されるプッシュスイッチと、前記制御部による制御によりオンとなり前記電源から前
記制御部に電力が供給され、前記制御部による制御によりオフとなり前記電源から前記制
御部への電力供給が遮断される第１の電子スイッチと、オンとなることにより前記制御部
がグランドに接続される第２の電子スイッチと、を具備し、前記プッシュスイッチと前記
第１の電子スイッチが前記電源と前記制御部の間で並列に接続される電子媒体における電
力供給方法であって、
　前記プッシュスイッチのオンにより、前記電源から前記制御部に電力が供給されて前記
制御部が起動し、
　起動した前記制御部の制御により前記第１の電子スイッチがオンとなり、
　前記制御部が所定のプログラムを実行した後にシャットダウンし前記第１の電子スイッ
チをオフとするとともに前記第２の電子スイッチがオンとなることを特徴とする電子媒体
における電力供給方法。
【請求項６】
　前記第１の電子スイッチが、前記制御部の制御により制御入力トランジスタがオンとな
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ることによりスイッチトランジスタがオンとなることで、前記電源から前記制御部への電
力供給が行われるハイサイドスイッチであり、前記制御入力トランジスタおよび前記スイ
ッチトランジスタとして、小信号用のＭＯＳトランジスタを用いることを特徴とする請求
項５記載の電子媒体における電力供給方法。
【請求項７】
　前記第２の電子スイッチがスイッチトランジスタであり、前記スイッチトランジスタと
して、小信号用のＭＯＳトランジスタを用いることを特徴とする請求項５または請求項６
に記載の電子媒体における電力供給方法。
【請求項８】
　前記電子媒体が、ＩＣチップと表示部を更に具備した表示機能付きＩＣカードであり、
　前記所定のプログラムを実行することにより、前記ＩＣチップに記憶されたデータが前
記表示部に表示されることを特徴とする請求項５から請求項７のいずれかに記載の電子媒
体における電力供給方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示機能付きＩＣカード等の電子媒体、および電子媒体における電力供給方
法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＩＣ（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）カード本体に様々な機能を備え
たものが開発されている。このような機能付きＩＣカードのひとつに、接触式、あるいは
非接触式通信により取得した電子マネー残額等のデータをＩＣチップに記憶し、これを表
示用ＣＰＵ等の制御部の制御によりディスプレイに表示する表示機能付きＩＣカードがあ
る（特許文献１参照）。
【０００３】
　このようなＩＣカードでは、従来、機械接点式のプッシュスイッチをオンとすることに
より起動した制御部による処理が行われる。図６はその例を示す図である。図６において
、１０１は制御部、１０３はプッシュスイッチ、１０５は電源を示す。
【０００４】
　制御部１０１は、非動作時には電池等の電源１０５からスタンバイ電流を受けてスタン
バイ状態にあるが、プッシュスイッチ１０３を押下すると信号を受けて起動し、ＩＣチッ
プに記憶された電子マネー残額等のデータを表示するなどの処理を行う。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－１３３５６３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　このような表示機能付きＩＣカードについては、電池の長寿命化等の観点から、できる
だけ省電力としつつ動作することが求められる。しかし、上記の方法では、スイッチがオ
フ状態の場合でもスタンバイ電流を供給しており、電力が消費されている。
　スタンバイ電流を消費しない構成として、スライド式のスイッチなどを用いて電力供給
のオン、オフを動作時と非動作時で完全に切り替えることも考えられるが、ＩＣカードの
ような薄いものでは搭載できるスイッチは限られ、例えばスライド式スイッチを搭載する
ことは難しい。
【０００７】
　また、このような表示機能付きＩＣカードでは、制御部１０１への電力供給をオフとす
る際に、制御部１０１の電圧を迅速に降下させることも求められる。
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　すなわち、制御部１０１は、マイコン回路等で構成されるが、マイコン回路にはグラン
ドとの間で大きな容量成分が接続されていることが多く、このため電力供給をオフとした
場合でも制御部１０１の電圧降下が緩やかになる場合がある。制御部１０１には最低動作
電圧が設定されており、電圧降下が緩やかになると最低動作電圧近辺の電圧値となる時間
が長くなるため、制御部１０１の誤作動の原因となる可能性がある。
【０００８】
　本発明は、前述した問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、消費電力を少なくし
つつ、電力供給のオフ時の誤作動等も防ぐことができる表示機能付きＩＣカードなどの電
子媒体等を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前述した目的を達成するための第１の発明は、電源と、制御部と、押下されている場合
にオンとなり前記電源から前記制御部に電力が供給されるプッシュスイッチと、前記制御
部による制御によりオンとなり前記電源から前記制御部に電力が供給され、前記制御部に
よる制御によりオフとなり前記電源から前記制御部への電力供給が遮断される第１の電子
スイッチと、オンとなることにより前記制御部がグランドに接続される第２の電子スイッ
チと、を具備し、前記プッシュスイッチと前記第１の電子スイッチが前記電源と前記制御
部の間で並列に接続され、前記プッシュスイッチのオンにより、前記電源から前記制御部
に電力が供給されて前記制御部が起動し、起動した前記制御部の制御により前記第１の電
子スイッチがオンとなり、前記制御部が所定のプログラムを実行した後にシャットダウン
し前記第１の電子スイッチをオフとするとともに前記第２の電子スイッチがオンとなるこ
とを特徴とする電子媒体である。
【００１０】
　前記第１の電子スイッチが、前記制御部の制御により制御入力トランジスタがオンとな
ることによりスイッチトランジスタがオンとなることで、前記電源から前記制御部への電
力供給が行われるハイサイドスイッチであり、前記制御入力トランジスタおよび前記スイ
ッチトランジスタとして、小信号用のＭＯＳトランジスタを用いることが望ましい。
【００１１】
　さらに、前記第２の電子スイッチがスイッチトランジスタであり、前記スイッチトラン
ジスタとして、小信号用のＭＯＳトランジスタを用いることが望ましい。
【００１２】
　また、前記電子媒体が、ＩＣチップと表示部を更に具備した表示機能付きＩＣカードで
あり、前記所定のプログラムを実行することにより、前記ＩＣチップに記憶されたデータ
が前記表示部に表示されることが望ましい。
【００１３】
　前述した目的を達成するための第２の発明は、電源と、制御部と、押下されている場合
にオンとなり前記電源から前記制御部に電力が供給されるプッシュスイッチと、前記制御
部による制御によりオンとなり前記電源から前記制御部に電力が供給され、前記制御部に
よる制御によりオフとなり前記電源から前記制御部への電力供給が遮断される第１の電子
スイッチと、オンとなることにより前記制御部がグランドに接続される第２の電子スイッ
チと、を具備し、前記プッシュスイッチと前記第１の電子スイッチが前記電源と前記制御
部の間で並列に接続される電子媒体における電力供給方法であって、前記プッシュスイッ
チのオンにより、前記電源から前記制御部に電力が供給されて前記制御部が起動し、起動
した前記制御部の制御により前記第１の電子スイッチがオンとなり、前記制御部が所定の
プログラムを実行した後にシャットダウンし前記第１の電子スイッチをオフとするととも
に前記第２の電子スイッチがオンとなることを特徴とする電子媒体における電力供給方法
である。
【００１４】
　前記第１の電子スイッチが、前記制御部の制御により制御入力トランジスタがオンとな
ることによりスイッチトランジスタがオンとなることで、前記電源から前記制御部への電
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力供給が行われるハイサイドスイッチであり、前記制御入力トランジスタおよび前記スイ
ッチトランジスタとして、小信号用のＭＯＳトランジスタを用いることが望ましい。
【００１５】
　また、前記第２の電子スイッチがスイッチトランジスタであり、前記スイッチトランジ
スタとして、小信号用のＭＯＳトランジスタを用いることが望ましい。
【００１６】
　前記電子媒体が、ＩＣチップと表示部を更に具備した表示機能付きＩＣカードであり、
前記所定のプログラムを実行することにより、前記ＩＣチップに記憶されたデータが前記
表示部に表示されることが望ましい。
【００１７】
　上記の構成により、電子媒体は、制御部の非動作時の電源からのスタンバイ電流を省略
しつつ、動作時には、プッシュスイッチのオンにより電力供給を受けた制御部の制御によ
り、第１の電子スイッチをオンとして、プッシュスイッチをオフとした場合の電力供給を
確保する。そして、所定のプログラムを実行して処理を終了すると第１の電子スイッチを
オフとするとともに、第２の電子スイッチをオンとして制御部をグランドに接続する。
　これにより、スタンバイ時の消費電力を削減しつつ、プッシュスイッチのオンに伴う、
制御部による処理を可能とする。さらに、第１の電子スイッチをオフとして電力供給を遮
断した際に第２の電子スイッチがオンとなり制御部がグランドに接続されるので、制御部
の電圧がすばやくグラウンドレベルにまで低下し、前記したような制御部の誤作動等を防
ぐことができる。
【００１８】
　また、第１の電子スイッチをハイサイドスイッチとし、これを構成するトランジスタに
小信号用のＭＯＳトランジスタを用いることで、バイアス電流などスイッチ制御にかかる
消費電力を小さくでき、また、非動作時のリーク電流も抑えることができる。
　さらに、第２の電子スイッチとしても小信号用のＭＯＳトランジスタを用いることで、
上記と同様、スイッチ制御にかかる消費電力を小さくでき、非動作時のリーク電流を抑え
ることができる。
　加えて、電子媒体において、制御部によるプログラムの実行によりＩＣチップに記憶さ
れたデータを表示部に表示する処理を行うことで、少ない電力で動作する表示機能付きＩ
Ｃカードが構成できる。表示機能付きＩＣカードは、一般的に薄型のものとするため簡易
な構成のプッシュスイッチを設けることが求められ、上記のような省電力化の方法が特に
効果的である。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明により、消費電力を少なくしつつ、電力供給のオフ時の誤作動等も防ぐことがで
きる表示機能付きＩＣカードなどの電子媒体等を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】表示機能付きＩＣカード１の外観図
【図２】表示機能付きＩＣカード１の構成を示す図
【図３】電力供給方法の流れを示す図
【図４】スイッチ４と電子スイッチ２７ａ、２７ｂの概略構成について示す図
【図５】電子スイッチ回路２７の例を示す図
【図６】従来の制御部１０１、プッシュスイッチ１０３、電源１０５の概略構成について
説明する図
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、図面に基づいて本発明の実施形態について詳細に説明する。
　まず、図１を用いて、本発明の実施形態に係る表示機能付きＩＣカード１（電子媒体）
の外観について説明する。
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【００２２】
　図１に示す表示機能付きＩＣカード１は、非接触式および接触式の通信を行うことによ
りＩＣチップに電子マネー残額等のデータを記録し、制御部の制御により当該データを表
示するものであり、カード本体２の表面にディスプレイ３、スイッチ４、接触式の通信を
行なうための接触端子５を有する。なお、これらの配置は図１に示すものに限られること
はない。
【００２３】
　ディスプレイ３は、例えば液晶ディスプレイ、電子ペーパ等であり、文字等のデータを
表示する。
　スイッチ４は、機械接点式のプッシュスイッチである。
　接触端子５は、接触式の通信を行う際に外部のリーダライタの端子と接触するもので、
接触式の通信を行なう際は、接触端子５を介してデータやＩＣチップの駆動用の電力が供
給される。
【００２４】
　図２は、表示機能付きＩＣカード１の構成を示す図である。表示機能付きＩＣカード１
は、制御部２１、ディスプレイドライバ２３、ディスプレイ３、電源２５、スイッチ４、
電子スイッチ回路２７、ＩＣチップ２８、アンテナ２９等を有する。
【００２５】
　制御部２１は、電源２５からの電力供給を受けてディスプレイ３へのデータの表示等を
行うものであり、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）、ＲＯＭ
（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍ
ｏｒｙ）、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　ａｎｄ　
Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）等のメモリや、外部入出力端子等がワンチップ化さ
れたマイコンなどによるマイコン回路等で構成される。ＲＯＭ等には、後述する電力供給
方法に従って制御を行うためのプログラムや、種々の処理を実行し表示機能付きＩＣカー
ド１の機能を果たすための所定のプログラムが格納される。
【００２６】
　ディスプレイドライバ２３は、ディスプレイ３と接続し、制御部２１による制御に従い
、ディスプレイ３を駆動する。ディスプレイ３は、制御部２１による制御に従い、データ
の表示を行なう。
【００２７】
　電源２５は、制御部２１に電力を供給する電池であり、一次電池、二次電池等、その種
類は問わない。
【００２８】
　スイッチ４は、前記したように機械接点式のプッシュスイッチであり、触れて押下して
いる場合にオン状態となり、電源２５から制御部２１へ電力が供給される。スイッチ４を
離し押下を解除するとオフとなる。
【００２９】
　電子スイッチ回路２７は、電子スイッチ２７ａ（第１の電子スイッチ）と電子スイッチ
２７ｂ（第２の電子スイッチ）を含む。
【００３０】
　電子スイッチ２７ａは、ハイサイドスイッチであり、電源２５から制御部２１へ電力を
供給するためのスイッチである。制御部２１の非動作時にはオフ状態であるが、スイッチ
４のオンにより電力を供給された制御部２１の制御によりオン状態となり、電源２５から
制御部２１に電力を供給する。制御部２１のシャットダウン動作時には制御部２１により
オフ状態とされ、電力供給が遮断される。
　スイッチ４と電子スイッチ２７ａは、制御部２１と電源２５の間で並列に接続される。
【００３１】
　電子スイッチ２７ｂは、制御部２１とグランドとを接続するためのスイッチである。電
子スイッチ２７ｂは、前記の電子スイッチ２７ａがオン状態となるとともにオフ状態とな
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り、制御部２１とグランドとの接続が遮断される。また、前記の電子スイッチ２７ａがオ
フ状態となるとともにオン状態となり、制御部２１とグランドとが接続される。
【００３２】
　ＩＣチップ２８は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＥＥＰＲＯＭ等を備える。ＩＣチップ２
８は、非接触式および接触式の通信を行うためのインタフェースを有するデュアルインタ
フェースＩＣチップである。
　ＩＣチップ２８は、外部のカードリーダライタとの間で通信を行い、ＲＯＭに格納され
たプログラムに従ってデータ処理を実行する。例えば、電子マネー残額等のデータをカー
ドリーダライタから受信し、ＥＥＰＲＯＭに保存する。
【００３３】
　アンテナ２９は、ＩＣチップ２８がカードリーダライタと非接触式の通信を行なうため
のアンテナである。ＩＣチップ２８の通信時、アンテナ２９はリーダライタから生じてい
る磁界により交流電圧を発生し、これによりＩＣチップ２８が駆動する。アンテナ２９は
、カード本体２の内部を周回して設けられ、その両端がＩＣチップ２８に接続される。
【００３４】
　次に、図３、図４を用いて、電源２５から制御部２１へと電力を供給する（および電力
供給を遮断する）電力供給方法について説明する。
　図３は、電力供給方法の流れを示す図である。図４は、スイッチ４と電子スイッチ２７
ａ、２７ｂの概略構成について示す図である。
【００３５】
　図３に示すように、本実施形態の電力供給方法では、まず、スイッチ４が押下されてオ
ンとなる（ステップＳ１０１）と、図４に示す電源２５から制御部２１に、スイッチ４の
オンにより導通された回路を介して、矢印ａに示すように電力が供給される。なお、スイ
ッチ４を離し押下を解除するとスイッチ４はオフとなり矢印ａに示す電力供給が遮断され
る。
【００３６】
　制御部２１は、電源２５による上記の電力供給を受けて起動し、まず、図４に示す電子
スイッチ２７ａをオン状態とするともに、電子スイッチ２７ｂをオフ状態とする（ステッ
プＳ１０２）。これにより、制御部２１には、電子スイッチ２７ａのオンにより導通され
た回路を介して、図４の矢印ｂに示すように電力が供給される。
　従って、瞬時的な一回の押下でスイッチ４がオンとなれば、その後スイッチ４を離して
も電源２５からの電力供給が維持される。なお、電子スイッチ２７ｂのオフにより、制御
部２１とグランド２６との接続は遮断されている。
【００３７】
　制御部２１はこの後、ＲＯＭ等に記憶された所定のプログラムを実行する（ステップＳ
１０３）。本実施形態では、プログラムを実行することにより、ＩＣチップ２８に記憶さ
れた電子マネー残額等のデータを取得し、当該データを一定時間ディスプレイ３に表示す
る表示処理を行う。このため、ステップＳ１０２では、制御部２１を介してＩＣチップ２
８にも電源２５から駆動用の電力が供給される。
【００３８】
　上記の処理が終了すると、制御部２１はシャットダウンし、電子スイッチ２７ａをオフ
状態とするとともに、電子スイッチ２７ｂをオン状態とする（ステップＳ１０４）。電子
スイッチ２７ａのオフにより、図４の矢印ｂに示す電源２５から制御部２１への電力供給
が遮断され、非動作時の電力供給が遮断される。また、電子スイッチ２７ｂのオンにより
、制御部２１とグランド２６が接続されるので、制御部２１の電圧が迅速に降下し、前記
のような、制御部２１の電圧降下が緩やかになることによる誤作動が防がれる。
【００３９】
　図５は、前記の電子スイッチ２７ａ、２７ｂを含む電子スイッチ回路２７について示す
図である。
　図５において、３１は制御入力トランジスタ（Ｎ型）である。また、３３は電源２５－
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出力端子３９間のスイッチトランジスタ（Ｐ型）であり、図４等の電子スイッチ２７ａに
対応する。スイッチトランジスタ３３（電子スイッチ２７ａ）は、ハイサイドスイッチと
して構成されている。
　また、３４は出力端子３９－グランド３０間のスイッチトランジスタ（Ｎ型）であり、
図４等の電子スイッチ２７ｂに対応する。
　これらのトランジスタとしては、漏れ電流および動作時の消費電流を抑えるため、エン
ハンスメント型の小信号用ＭＯＳ（Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏ
ｒ）型トランジスタ（電界効果トランジスタ）が用いられる。
【００４０】
　３７は制御部２１から接続されるコントロール端子であり、スイッチトランジスタ３３
をオンとするとともに、スイッチトランジスタ３４をオフとするために制御部２１から電
力が供給される。
　３９は制御部２１に接続される出力端子であり、スイッチトランジスタ３３がオンとな
ると、ＶＤＤ（電源２５）から出力端子３９を介して制御部２１に電力が供給される。
　３０はグランドであり、図４のグランド２６に対応する。
【００４１】
　４１、４３はそれぞれ、制御入力トランジスタ３１、スイッチトランジスタ３３、３４
の制御用バイアス電流である。これらの値を適切に定めるために抵抗３５ａ～３５ｃが設
けられる。
　さらに、電子スイッチ回路２７では、出力端子３９－グランド３０間の接続（ショート
）時にスイッチトランジスタ３４に流れる電流を適切に定めるための抵抗３５ｄが設けら
れる。
　なお、４５は制御部２１の動作用の電流である。
【００４２】
　先ほどのステップＳ１０２では、制御部２１の制御により、制御部２１からコントロー
ル端子３７を介して電力が供給される。これにより、制御入力トランジスタ３１のゲート
電圧が上昇してスイッチが入り、図の端子Ａから制御入力トランジスタ３１側にＶＤＤ（
電源２５）からの電流が流れる。これによりスイッチトランジスタ３３のゲート電圧が降
下するので、スイッチトランジスタ３３にスイッチが入り、ＶＤＤ（電源２５）より制御
部２１へ出力端子３９を介して電力が供給されるようになる。なお、このときスイッチト
ランジスタ３４のゲート電圧も同様に降下し、これによりスイッチトランジスタ３４がオ
フとなり、制御部２１に接続する出力端子３９とグランド３０との接続が遮断されている
。すなわち、図４に示す制御部２１とグランド２６（グランド３０）との接続は遮断され
ている。
【００４３】
　一方、先ほどのステップＳ１０４では、制御部２１の制御により、コントロール端子３
７を介した電力の供給が停止される。これにより制御入力トランジスタ３１のスイッチが
オフとなる。この場合、スイッチトランジスタ３３のゲート電圧が上昇し、スイッチトラ
ンジスタ３３のスイッチがオフとなり、出力端子３９を介した制御部２１への電力供給が
遮断される。一方、スイッチトランジスタ３４のゲート電圧も同様に上昇し、これにより
スイッチトランジスタ３４がオンとなり、制御部２１に接続する出力端子３９がグランド
３０に接続される。すなわち、図４に示す制御部２１とグランド２６（グランド３０）と
が接続される。
【００４４】
　ここで、制御入力トランジスタ３１、スイッチトランジスタ３３、３４としては、小信
号用のＭＯＳトランジスタを用いるので、制御入力トランジスタ制御用のバイアス電流４
１、スイッチトランジスタ制御用のバイアス電流４３の量を少量とでき、回路全体を低消
費電力で制御できる。
　本実施形態では、例えば電源２５の電圧が３Ｖの場合、バイアス電流４１、４３をそれ
ぞれ約１μＡとすることができ、動作時に消費する電流を２μＡ程度に抑えることができ
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る。抵抗３５ａ、３５ｂ、３５ｃの値は上記バイアス電流４１、４３の値に合わせて定め
る。なお、抵抗３５ｄの値は、前記したように、出力端子３９－グランド３０間の接続時
にスイッチトランジスタ３４に流れる電流を適切な値とすべく定め、例えば、１００Ω程
度としておく。
　また、小信号用のＭＯＳトランジスタを用いることで、非動作時のリーク電流も極めて
小さくなり、これを数ｎＡ未満に抑えることができる。
【００４５】
　以上説明したように、本実施形態の表示機能付きＩＣカード１では、制御部２１の非動
作時、電源２５からのスタンバイ電流を省略できるとともに、動作時には、スイッチ４の
オンにより電源２５から電力供給を受けた制御部２１の制御により、電子スイッチ２７ａ
をオンとして、スイッチ４をオフとした場合でも電力供給を確保する。これにより、消費
電力を削減しつつ、制御部２１が所定のプログラムを実行することによる表示機能付きＩ
Ｃカード１の処理を可能とできる。
　さらに、制御部２１のシャットダウン時には、制御部２１の制御により、前記の電子ス
イッチ２７ａをオフとするとともに電子スイッチ２７ｂがオンとなり、制御部２１がグラ
ンド２６に接続されるので、制御部２１の電圧がすばやくグラウンドレベルにまで低下し
、前記したような制御部２１の誤作動等を防ぐことができる。制御部２１を市販のマイコ
ン（セイコーエプソン株式会社製マイコン『Ｓ１Ｃ１７６０２』）を用いたマイコン回路
とし、本実施形態の方法を用いたシャットダウン動作を回路シミュレータにより検討した
ところ、シャットダウンから６ｍｓで制御部２１の電圧レベルが０となり、急速に電圧を
降下させ最低動作電圧付近での誤動作を防ぐことが可能であることが確認された。
【００４６】
　また、電子スイッチ２７ａをハイサイドスイッチとし、これを構成するトランジスタと
して小信号用のＭＯＳトランジスタを用いるとともに、電子スイッチ２７ｂにも小信号用
のＭＯＳトランジスタを用いることで、バイアス電流などスイッチ制御にかかる消費電力
を小さくでき、非動作時のリーク電流も抑えることができる。
【００４７】
　なお、本実施形態では電子媒体の例としてＩＣチップのデータを表示部に表示する処理
を行う表示機能付きＩＣカードを挙げたが、制御部によるプログラムの実行により表示に
限らず種々の処理を行う機能付きＩＣカードであってもよい。
　また、電子媒体の例としては、この他、制御部や記憶部等を備えた携帯端末なども挙げ
られる。ただし、本実施形態のような表示機能付きＩＣカードは、一般的に薄型のものと
するためプッシュスイッチなどの簡易な構成のスイッチを設けることが求められ、上記の
ような省電力化の方法が特に効果的である。
【００４８】
　さらに、本実施形態の変形例としては、上記の他、例えば、電子スイッチ２７ａとして
、スイッチトランジスタ３３をローサイドスイッチとして構成してもよい。但し、本実施
形態のようにハイサイドスイッチとして構成する場合、ローサイドスイッチとする場合に
比べリーク電流をより小さくできる利点がある。
【００４９】
　さらに、電子スイッチ２７ａ、２７ｂとして、従来型のトランジスタや大電流対応型の
ＭＯＳトランジスタを用いることも可能である。ただし、前記のバイアス電流やリーク電
流が大きくなるので、消費電力の観点からは、図５等で説明したように、小信号用のＭＯ
Ｓトランジスタを用いたほうがより消費電力を少なくでき有利である。
【００５０】
　以上、添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明
はかかる例に限定されない。当業者であれば、本願で開示した技術的思想の範疇内におい
て、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、それらについても当然
に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【符号の説明】
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【００５１】
　１………表示機能付きＩＣカード
　２………カード本体
　３………ディスプレイ
　４………スイッチ
　５………接触端子
　２１………制御部
　２３………ディスプレイドライバ
　２５………電源
　２６、３０………グランド
　２７ａ、２７ｂ………電子スイッチ
　２８………ＩＣチップ
　２９………アンテナ

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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