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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装置内部に形成されているメモリカード収納用空間部に連通しているカード導入口が設
けられ、そのカード導入口を介して着脱自在にメモリカードをメモリカード収納用空間部
に収納する機構を備えた装置であって、メモリカード収納用空間部のカード導入方向奥側
に連接している押し出し用部材収容空間部と、この押し出し用部材収容空間部内に収容さ
れ当該空間部のガイド壁にガイドされてカード着脱方向に移動自在な押し出し用部材と、
押し出し用部材の一部を装置外部に露出させる押し出し用部材の外部操作用開口部とが設
けられ、押し出し用部材は、メモリカードが挿入されたときにはメモリカードにより押圧
されてカード挿入方向に移動し、また、外部操作用開口部を通して外部操作されてメモリ
カード収納用空間部内のメモリカードを押し出す構成と成しており、メモリカード収納用
空間部は、メモリカードの少なくとも表裏一方のカード面に対向してメモリカードの移動
をガイドするカード面ガイド壁を有して構成され、押し出し用部材収容空間部の前記ガイ
ド壁は、メモリカード収納用空間部のカード面ガイド壁に連続し当該カード面ガイド壁と
同一平面上に配置される案内面壁と、この案内面壁に対して起立して押し出し用部材の側
面側の移動をガイドするガイド側壁とを有して構成され、前記押し出し用部材の厚みは前
記メモリカードの厚みとほぼ等しく、かつ、前記押し出し用部材収容空間部の高さ寸法は
前記押し出し用部材の厚みとほぼ等しいことを特徴とするメモリカード着脱機構付き装置
。
【請求項２】
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　押し出し用部材収容空間部のガイド側壁に対向する押し出し用部材の面には、ガイド側
壁からの押圧により押圧方向に撓み変形する撓み変形部が形成されており、その押し出し
用部材の面には凹部と凸部のうちの一方側の嵌合部が設けられ、押し出し用部材収容空間
部のガイド側壁には、その押し出し用部材の嵌合部と嵌合する嵌合部が、メモリカードが
カード収納用空間部の予め定められた設定の収納位置に挿入配置されたときの押し出し用
部材の嵌合部に対向する位置と、メモリカードが予め定められた設定の押し出し終了位置
まで押し出されたときの押し出し用部材の嵌合部に対向する位置とに設けられており、押
し出し用部材は、嵌合部によるガイド側壁からの押圧力により撓み変形部を撓み変形させ
ながら移動することを特徴とする請求項１記載のメモリカード着脱機構付き装置。
【請求項３】
　押し出し用部材に撓み変形部が形成されるのに代えて、押し出し用部材収容空間部のガ
イド側壁に、押し出し用部材からの押圧力により撓み変形する撓み変形部が設けられてお
り、押し出し用部材は、そのガイド側壁の撓み変形部を撓み変形させながら移動すること
を特徴とする請求項２記載のメモリカード着脱機構付き装置。
【請求項４】
　外部操作用開口部から外部に露出する押し出し用部材の表面部分には、押し出し用部材
の操作部として機能する凸部と凹部の一方又は両方が設けられていることを特徴とする請
求項１又は請求項２又は請求項３記載のメモリカード着脱機構付き装置。
【請求項５】
　メモリカードの挿入先端部と後端部のうちの挿入先端部には切り欠きが設けられている
構成と成し、押し出し用部材にはメモリカードに当接する部分にメモリカードの前記切り
欠きに嵌まる突出部が形成されていることを特徴とする請求項１乃至請求項４の何れか１
つに記載のメモリカード着脱機構付き装置。
【請求項６】
　メモリカード着脱機構付き装置は、電子機器に設けられているスロットに着脱自在なカ
ード型装置であることを特徴とする請求項１乃至請求項５の何れか１つに記載のメモリカ
ード着脱機構付き装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、メモリカードを着脱自在に収納することができる機構を備えた装置に関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
　図１６にはメモリカード着脱機構付き装置の一例が簡略化されて示されている（例えば
特許文献１参照）。この装置４０はメモリカード４１を着脱自在に収納することができる
ものであり、メモリカード収納用空間部４２と、カード装着部４３とを有している。カー
ド装着部４３はメモリカード４１がスライド嵌合して装着されるものであり、メモリカー
ド収納用空間部４２の壁部に図１６に示すＴr方向に回動自在に取り付けられている。
【０００３】
　この装置４０にメモリカード４１を装着する場合には、例えば、カード装着部４３が起
こされている状態で、そのカード装着部４３にメモリカード４１をスライド嵌合して装着
させる。そして、カード装着部４３を倒す方向に回動してメモリカード収納用空間部４２
内にカード装着部４３を収容する。その後、メモリカード収納用空間部４２の開口部をカ
バー（図示せず）により塞いでメモリカード収納用空間部４２を封止する。このようにし
て、メモリカード４１の装置４０への装着が完了する。
【０００４】
　装置４０からメモリカード４１を取り出す場合には、上記とは反対の手順で動作する。
つまり、まず、メモリカード収納用空間部４２のカバーを外し、メモリカード収納用空間
部４２内のカード装着部４３を起立方向に回動する。そして、カード装着部４３からメモ
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リカード４１を抜き取る。このようにしてメモリカード４１を装置４０から取り出すこと
ができる。
【０００５】
【特許文献１】特開平９－１７４９３号公報
【特許文献２】特許第３１２００４３号公報
【特許文献３】特開２００１－７６１０１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記したメモリカード４１の着脱機構では、メモリカード４１の着脱を行う際に、カー
ド装着部４３を回動する動作や、メモリカード収納用空間部４２のカバーの装着や取り外
し動作が必要であり、メモリカード４１の着脱作業が面倒であるという問題がある。
【０００７】
　また、メモリカードの着脱機構には上記構成以外にも様々な構成が提案されているが、
今まで提案されている構成は、例えば、構造が複雑で故障し易かったり、部品点数が多く
て装置の低コスト化が難しい等の問題があり、満足できるものではなかった。
【０００８】
　本発明は上記課題を解決するために成されたものであり、その目的は、メモリカードの
着脱機構の構造が簡単で、メモリカードの着脱を容易に行うことができるメモリカード着
脱機構付き装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、この発明は次に示す構成をもって前記課題を解決するため
の手段としている。すなわち、この発明は、装置内部に形成されているメモリカード収納
用空間部に連通しているカード導入口が設けられ、そのカード導入口を介して着脱自在に
メモリカードをメモリカード収納用空間部に収納する機構を備えた装置であって、メモリ
カード収納用空間部のカード導入方向奥側に連接している押し出し用部材収容空間部と、
この押し出し用部材収容空間部内に収容され当該空間部のガイド壁にガイドされてカード
着脱方向に移動自在な押し出し用部材と、押し出し用部材の一部を装置外部に露出させる
押し出し用部材の外部操作用開口部とが設けられ、押し出し用部材は、メモリカードが挿
入されたときにはメモリカードにより押圧されてカード挿入方向に移動し、また、外部操
作用開口部を通して外部操作されてメモリカード収納用空間部内のメモリカードを押し出
す構成と成しており、メモリカード収納用空間部は、メモリカードの少なくとも表裏一方
のカード面に対向してメモリカードの移動をガイドするカード面ガイド壁を有して構成さ
れ、押し出し用部材収容空間部の前記ガイド壁は、メモリカード収納用空間部のカード面
ガイド壁に連続し当該カード面ガイド壁と同一平面上に配置される案内面壁と、この案内
面壁に対して起立して押し出し用部材の側面側の移動をガイドするガイド側壁とを有して
構成され、前記押し出し用部材の厚みは前記メモリカードの厚みとほぼ等しく、かつ、前
記押し出し用部材収容空間部の高さ寸法は前記押し出し用部材の厚みとほぼ等しいことを
特徴としている。
【発明の効果】
【００１０】
　この発明のメモリカード着脱機構付き装置によれば、メモリカードを装置のカード導入
口からメモリカード収納用空間部内に差し込み挿入するだけでメモリカードをメモリカー
ド収納用空間部に収納することができ、また、押し出し用部材を用いてメモリカードをメ
モリカード収納用空間部から押し出すだけでメモリカードを装置から抜き出すことができ
る構成である。つまり、非常に簡単な作業でメモリカードの装着と、取り外しとを行うこ
とができる。
【００１１】
　また、この発明では、メモリカード着脱機構付き装置には押し出し用部材の一部を外部
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に露出させる外部操作用開口部が設けられ、その外部操作用開口部を介して押し出し用部
材を直接的に操作できる構成とした。このため、押し出し用部材を移動させるための例え
ばばね等を利用した複雑な構造が不要であり、この発明におけるメモリカード着脱機構は
非常に簡単な構成となっている。これにより、装置構成の簡素化を図ることができ、また
、部品点数も削減することができるので、装置の低コスト化を図ることができる。また、
装置のメモリカード着脱機構部分の故障発生確率を低く抑えることができて、装置に対す
る耐久の信頼性を高めることができる。
【００１２】
　さらに、メモリカードが予め定められた設定の収納位置に挿入配置されたとき、および
、メモリカードが予め定められた設定の押し出し終了位置まで押し出されたときに、押し
出し用部材の嵌合部と、押し出し用部材収容空間部のガイド側壁の嵌合部とが嵌合する構
成を備えることによって、例えば、押し出し用部材によりメモリカードが設定の押し出し
終了位置まで押し出されたときに、押し出し用部材の嵌合部と、ガイド側壁の嵌合部とが
嵌って、例えばカチッという音が発せられると共に、押し出し用部材の移動が停止して例
えば押し出し用部材の操作者にクリック感が伝達されて、メモリカードの押し出し終了を
報知することができる。また、メモリカードが設定の収納位置まで挿入配置されたときに
も同様に、押し出し用部材の嵌合部と、ガイド側壁の嵌合部とが嵌って、例えばカチッと
いう音が発せられると共に、押し出し用部材の移動が停止して例えば押し出し用部材の操
作者にクリック感が伝達されて、メモリカードの挿入完了を報知することができる。
【００１３】
　さらに、押し出し用部材と、この押し出し用部材の側面側の移動をガイドするガイド側
壁とのそれぞれに互いに嵌め合う嵌合部が設けられている構成を備えている場合に、その
嵌合部に起因して押し出し用部材の移動が円滑に行われないという問題を防止するために
、この発明では、ガイド側壁、又は、そのガイド側壁に対向する押し出し用部材の面には
撓み変形部を設ける。これにより、押し出し用部材は、嵌合部に起因した押圧力によって
撓み変形部を撓み変形させながら、ガイド側壁にガイドされてスムーズに移動することが
できる。つまり、無理な力を押し出し用部材に加えることなく、押し出し用部材を容易に
移動させることができる。
【００１４】
　さらに、メモリカードのカード導入口はメモリカードの先端面と同様な大きさを持つ構
成とする。また、押し出し用部材を外部操作するための外部操作用開口部は押し出し用部
材の一部を外部に露出させるものであることから、装置全体の表面積に占めるカード導入
口および外部操作用開口部の開口面積の割合を小さく抑制することができる。これにより
、開口部に起因した装置の強度劣化を防止することができて、装置の強度に対する信頼性
を高めることができる。
【００１５】
　押し出し用部材の外部操作用開口部から外部に露出する押し出し用部材の表面部分に押
し出し用部材として機能する凸部と凹部の一方又は両方が設けられている構成とすること
により、押し出し用部材の操作をより容易にすることができる。
【００１６】
　メモリカードの挿入先端部に切り欠きが設けられている場合に、押し出し用部材には、
メモリカードに当接する部分にメモリカードの切り欠きに嵌まる突出部が設けられている
構成を備えることによって、例えば、メモリカードを誤って逆向きに挿入したときに、メ
モリカードの端面が押し出し用部材の突出部の先端に当接してメモリカードを設定の収納
位置まで挿入配置することができない。このため、メモリカードの挿入者はメモリカード
の挿入の向きが間違っていることに気付き、メモリカードを正しい向きに修正して正常に
装置のメモリカード収納用空間部内に収納させることが可能である。
【００１７】
　本発明において特徴的なメモリカード着脱機構は簡単な構成であることから、カード型
装置の大型化を招くことなく、そのカード型装置に内蔵させることができるので、本発明
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は、小型・薄型なカード型装置を提供するものとして、非常に有効である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下に、この発明に係る実施形態例を図面に基づいて説明する。
【００１９】
　この実施形態例では、メモリカードであるＳＩＭ（Subscriber-Identity-Module）カー
ドを着脱自在に収納することができるカード型装置であるＣＦ（Compact-Flash）カード
を例にして、本発明に係るメモリカード着脱機構付き装置の一実施形態例を説明する。な
お、ＣＦ（コンパクトフラッシュ）は登録商標である。
【００２０】
　図１（ａ）には、この実施形態例のメモリカード着脱機構付き装置であるＣＦカードが
簡略化され斜視図により示され、図１（ｂ）、（ｃ）には、それぞれ、図１（ａ）の鎖線
Ｚにより囲まれたＣＦカード部分を上方側から見た模式図が示されている。また、図２（
ａ）には図１（ｂ）のＡ－Ａ部分の断面図が表され、図２（ｂ）には図１（ｃ）のＡ'－
Ａ'部分の断面図が表され、図２（ｃ）には図１（ｂ）のＢ－Ｂ部分の断面図が表されて
いる。
【００２１】
　この実施形態例のＣＦカード１において、当該ＣＦカード１の内部には図３に示される
ようなＳＩＭカード２を収納するためのメモリカード収納用空間部３が形成されている。
このメモリカード収納用空間部３は、図２（ｃ）に示されるように、ＣＦカード１の表側
ケース壁３１と、ＣＦカード１内に収容されている回路基板９と、それら表側ケース壁３
１と回路基板９間に間隔を介して並列されているレール部材８ａ，８ｂとにより形成され
ている。ＳＩＭカード２は、その表面側のカード面を表側ケース壁３１に対向させ、また
、裏面側のカード面を回路基板９の基板面に対向させた姿勢でもって、メモリカード収納
用空間部３内に収容される。
【００２２】
　ＣＦカード１の側部にはそのメモリカード収納用空間部３に連通しているカード導入口
４が形成されている。この実施形態例では、メモリカード収納用空間部３とカード導入口
４のそれぞれの幅は、ＳＩＭカード２の幅Ｗとほぼ等しくなっている。また、メモリカー
ド収納用空間部３とカード導入口４のそれぞれの高さは、ＳＩＭカード２の厚みＤの寸法
とほぼ等しい寸法となっている。
【００２３】
　ＳＩＭカード２は、カード導入口４からメモリカード収納用空間部３に導入され、当該
ＳＩＭカード２の両側の側面側の移動はメモリカード収納用空間部３の側壁（つまり、レ
ール部材８ａ，８ｂ）にガイドされ、また、ＳＩＭカード２の表面側のカード面の移動は
ＣＦカード１の表側ケース壁３１にガイドされ、さらに、ＳＩＭカード２の裏面側のカー
ド面の移動は回路基板９にガイドされて、ＳＩＭカード２は図１（ｂ）に示すIn方向にス
ライド挿入されていきメモリカード収納用空間部３の内部に着脱自在に収納される。つま
り、この実施形態例では、表側カード壁３１が、ＳＩＭカード（メモリカード）２の表面
側のカード面の移動をガイドするカード面ガイド壁と成し、また、回路基板９が、ＳＩＭ
カード２の裏面側のカード面の移動をガイドするカード面ガイド壁と成している。
【００２４】
　ところで、ＳＩＭカード２は表面接触型のカードであり、このＳＩＭカード２のカード
面には、外部と電気的に接続するための金属端子Ｔが形成されている（図３の例では、Ｓ
ＩＭカード２の裏面側に形成されている）。このＳＩＭカード２がメモリカード収納用空
間部３内に収納されているときにＳＩＭカード２の金属端子Ｔに対向する回路基板９部分
には、図４の模式的な分解図に示されるように、ＳＩＭカード２の金属端子Ｔと接触する
接続用端子Ｔ’が設けられている。
【００２５】
　そのＳＩＭカード２の金属端子Ｔと、ＣＦカード１の回路基板９の接続用端子Ｔ’とを
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介して、ＳＩＭカード２の内部回路は、回路基板９に形成されている回路と導通すること
ができる。また、ＣＦカード１は、例えばパソコンなどの電子機器に設けられているスロ
ット内に着脱自在に収納されるものであり、当該ＣＦカード１には電子機器と電気的に接
続するための外部接続用端子（図示せず）が設けられている。ＳＩＭカード２の内部回路
は、ＣＦカード１の接続用端子Ｔ’と回路基板９の回路と外部接続用端子を介して、電子
機器と導通接続することができる。この実施形態例では、回路基板９に形成された接続用
端子Ｔ’は外部に露出しない構成であり、これにより、その接続用端子Ｔ’の破損発生を
低減できたり、ゴミ付着などに起因して接続用端子Ｔ’間がショートしてしまうという問
題を防止することができる。
【００２６】
　この実施形態例では、メモリカード収納用空間部３のカード導入方向奥側には押し出し
用部材収容空間部５が連接されている。この押し出し用部材収容空間部５は、メモリカー
ド収納用空間部３と同様に、ＣＦカード１の表側ケース壁３１と、回路基板９と、それら
表側ケース壁３１と回路基板９間に間隔を介して並設されているレール部材８ａ，８ｂと
により形成されている。この押し出し用部材収容空間部５の幅と高さは、それぞれ、メモ
リカード収納用空間部３の幅と高さとほぼ等しくなっている。
【００２７】
　この押し出し用部材収容空間部５の内部には、図５に示されるような押し出し用部材６
が配置されている。この実施形態例では、押し出し用部材６の幅ｗはＳＩＭカード２の幅
Ｗとほぼ等しくなっている。また、押し出し用部材６の厚みｄはＳＩＭカード２の厚みＤ
とほぼ等しくなっている。換言すれば、押し出し用部材６の幅ｗは押し出し用部材収容空
間部５の幅とほぼ等しく、また、押し出し用部材６の厚みｄは押し出し用部材収容空間部
５の高さ寸法とほぼ等しくなっている。
【００２８】
　そのような押し出し用部材６は、押し出し用部材収容空間部５を構成するＣＦカード１
の表側ケース壁３１と、回路基板９と、レール部材８ａ，８ｂとにガイドされながらカー
ド着脱方向にスライド移動が自在となっている。つまり、この実施形態例では、表側ケー
ス壁３１における押し出し用部材収容空間部構成部分は、メモリカード収納用空間部３の
カード面ガイド壁（つまり、表側ケース壁３１のメモリカード収納用空間部構成部分）に
連続して当該カード面ガイド壁と同一平面上に配置され押し出し用部材６の表面側の移動
をガイドする案内面壁と成している。また、回路基板９における押し出し用部材収容空間
部構成部分は、メモリカード収納用空間部３のカード面ガイド壁（つまり、回路基板９の
メモリカード収納用空間部構成部分）に連続して当該カード面ガイド壁と同一平面上に配
置され押し出し用部材６の裏面側の移動をガイドする案内面壁と成している。さらに、レ
ール部材８ａ，８ｂのそれぞれの押し出し用部材収容空間部構成部分７（７ａ，７ｂ）は
、それぞれ、案内面壁３１，９に対して起立して押し出し用部材６の側面側の移動をガイ
ドするガイド側壁と成している。
【００２９】
　ＣＦカード１の表側ケース壁３１には、押し出し用部材６の表面の一部を外部に露出さ
せるための開口部１０が形成されており、図１（ａ）に示されるように、その開口部１０
を介して例えば指１１により押し出し用部材６を操作することができる構成となっている
。つまり、開口部１０は、押し出し用部材６の外部操作用開口部と成している。この実施
形態例では、押し出し用部材６を操作し易くするために、外部操作用開口部１０から露出
する押し出し用部材６の表面部分には、押し出し用部材６の操作部として機能する凹部１
２が形成されている（図２（ａ）、（ｂ）参照）。
【００３０】
　押し出し用部材６は、ＳＩＭカード２がメモリカード収納用空間部３内に挿入されたと
きには図１（ｂ）に示されるようにＳＩＭカード２により押圧されてカード挿入方向Inに
スライド移動する。また、押し出し用部材６は、外部操作用開口部１０を通して外部操作
されて図１（ｃ）に示すＥje方向にスライド移動されたときには、ＳＩＭカード２を押圧
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して当該ＳＩＭカード２をメモリカード収納用空間部３から押し出していく。
【００３１】
　この実施形態例では、押し出し用部材６および押し出し用部材収容空間部５のガイド側
壁７は次に示すような特有な構成を有する。すなわち、ガイド側壁７（７ａ，７ｂ）に対
向する押し出し用部材６の面１３ａ，１３ｂには凸部から成る嵌合部１４が形成されてい
る（図５参照）。また、その嵌合部１４の近傍の押し出し用部材部分には、押し出し用部
材６の表面側から裏面側に貫通する貫通孔１５が形成されている。この貫通孔１５によっ
て、嵌合部１４は、両持ち梁で押し出し用部材６に支持されているような状態となってい
る。
【００３２】
　押し出し用部材収容空間部５のガイド側壁７（７ａ，７ｂ）には、例えば、図６（ａ）
に示されるように、押し出し用部材６の嵌合部（凸部）１４が嵌まる嵌合部（凹部）１７
（１７o，１７i）が形成されている。この実施形態例では、嵌合部１７iは、図６（ａ）
に示されるようにＳＩＭカード２が予め定められた設定の収納位置に挿入配置されたとき
に押し出し用部材６の嵌合部１４が嵌まる位置に形成されている。また、嵌合部１７oは
、図６（ｃ）に示されるようにＳＩＭカード２が予め定められた設定の押し出し終了位置
まで押し出されたときに押し出し用部材６の嵌合部１４が嵌まる位置に形成されている。
【００３３】
　この実施形態例では、押し出し用部材６およびガイド側壁７が上記のような特有な構成
を持つことにより、押し出し用部材６はスライド移動時に次に示すような状態となる。例
えば、ＳＩＭカード２がメモリカード収納用空間部３に収容されて押し出し用部材６が設
定の収納位置に配置されている状態（図６（ａ）参照）であるときに、外部操作用開口部
１０を通して押し出し用部材６にＳＩＭカード押し出し方向Ｅjeの力が加えられると、そ
の力に起因してガイド側壁７側から押し出し用部材６の嵌合部１４に押圧力が加えられる
。
【００３４】
　この実施形態例では、嵌合部１４の近傍には貫通孔１５が形成されているので、そのガ
イド側壁７側からの押圧力により、貫通孔１５に起因して嵌合部１４の形成面が撓み変形
して嵌合部１４が貫通孔１５側に引っ込んでいく。これにより、押し出し用部材６の嵌合
部１４と、ガイド側壁７の嵌合部１７iとの嵌合状態が解消され、押し出し用部材６のＳ
ＩＭカード押し出し方向Ｅjeへのスライド移動が開始される。そして、図６（ｂ）に示さ
れるように、ガイド側壁７側からの押圧力によって押し出し用部材６の嵌合部１４の形成
面部分が撓み変形しながら、押し出し用部材６が外部操作用開口部１０を通しての外部操
作によりスライド移動していく。すなわち、この実施形態例では、押し出し用部材６にお
ける嵌合部１４の形成面部分が撓み変形部と成している。
【００３５】
　その後、押し出し用部材６が設定の押し出し終了位置までスライド移動したときに、図
６（ｃ）に示されるように、押し出し用部材６の嵌合部１４がガイド側壁７の嵌合部１７
oに嵌まる。このとき、それら嵌合部１４，１７の嵌合に起因して、カチッという音が発
せられると共に、押し出し用部材６のスライド移動が止まって例えば押し出し用部材６の
外部操作者にクリック感を与える。これにより、押し出し用部材６によるＳＩＭカード２
の押し出し動作が終了する。このように押し出されたＳＩＭカード２は、例えばＣＦカー
ド１の外に突出している部分が摘まれて引き抜かれる。
【００３６】
　ＳＩＭカード２がメモリカード収納用空間部３に挿入される場合には、押し出し用部材
６は、ＳＩＭカード２からの押圧力によって、例えば図６（ｃ）に示されるような状態か
らスライド移動が開始され、図６（ｂ）に示されるように嵌合部１４の形成面部分がガイ
ド側壁７側からの押圧力によって撓み変形しながらガイド側壁７にガイドされてスライド
移動する。
【００３７】
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　そして、押し出し用部材６が設定の収納位置まで移動したときに、押し出し用部材６の
嵌合部１４がガイド側壁７の嵌合部１７iにカチッと嵌って押し出し用部材６のスライド
移動が停止し、ＳＩＭカード２の挿入動作が終了する。
【００３８】
　ところで、メモリカード収納用空間部３内にゴミが入り込むと、ＳＩＭカード２の金属
端子Ｔと、ＣＦカード１側の接続用端子Ｔ’との接触接続がそのゴミによって妨げられる
という問題が発生する虞がある。このため、この実施形態例では、メモリカード収納用空
間部３へのゴミの侵入を防止するために次に示すような構成を備えている。
【００３９】
　すなわち、図７（ａ）には、図２（ａ）の点線Ｚにより囲まれている部分が抜き出され
て示されている。この図に示されるように、この実施形態例では、カード導入口４を塞ぐ
蓋部材２０が設けられている。この蓋部材２０は、例えば樹脂等の絶縁体又は導電体から
成る板状部材により構成されており、当該蓋部材２０の一端側はＣＦカード１のケース側
壁３０の内壁面に取り付けられて固定端と成し、蓋部材２０の他端側は自由端と成してい
る。この蓋部材２０は折り曲げ部２１を有し、この折り曲げ部２１に起因して弾性体とし
て機能できる構成となっている。蓋部材２０はその自由端側がＣＦカード１の表側ケース
壁３１の内壁面に当接し弾性力によりその壁面を押圧しカード導入口４を塞いでおり、カ
ード導入口４からメモリカード収納用空間部３内へのゴミの侵入を防止する。
【００４０】
　また、図７（ｂ）に示されるように、ＳＩＭカード２がカード導入口４に差し込まれる
と、そのＳＩＭカード２からの押圧力によって蓋部材２０はカード導入口４を開ける方向
に弾性変形する。これにより、ＳＩＭカード２はメモリカード収納用空間部３の内部に挿
入することができる。このとき、蓋部材２０の自由端側はＳＩＭカード２を押圧しており
、これにより、ＳＩＭカード２と表側ケース壁３１との間、および、蓋部材２０の自由端
側とＳＩＭカード２との間に隙間が無い状態となっている。このため、カード導入口４か
らメモリカード収納用空間部３内へのゴミの侵入を防止する。
【００４１】
　また、この実施形態例では、ＣＦカード１には、押し出し用部材６を外部操作するため
の開口部１０が設けられているが、その外部操作用開口部１０は押し出し用部材６によっ
て内側から常に塞がれている状態となっている。つまり、図１（ｂ）や図２（ａ）に示さ
れるようにＳＩＭカード２が設定の収納位置にあり、押し出し用部材６が最も後退した状
態にあるときにも、図１（ｃ）や図２（ｂ）に示されるようにＳＩＭカード２が設定の押
し出し終了位置にあり、押し出し用部材６が最も前進した状態にあるときにも、押し出し
用部材６が外部操作用開口部１０をＣＦカード１の内側から塞いだ状態となるように、押
し出し用部材６と外部操作用開口部１０は関連付けられて寸法が設定されている。これに
より、外部操作用開口部１０から押し出し用部材収容空間部５内にゴミが入り込むことを
防止することができる。
【００４２】
　上記のように、この実施形態例では、ＣＦカード１には、メモリカード収納用空間部３
および押し出し用部材収容空間部５に連通するカード導入口４と外部操作用開口部１０が
設けられているが、カード導入口４は蓋部材２０により、また、外部操作用開口部１０は
押し出し用部材６により、それぞれ、内側から常に塞がれている状態となっている。これ
により、メモリカード収納用空間部３および押し出し用部材収容空間部５の内部に外部か
らゴミが侵入することを防止できる。
【００４３】
　なお、この発明はこの実施形態例の構成に限定されるものではなく、様々な実施の形態
を採り得る。例えば、図８（ａ）に示されるように、押し出し用部材６において、ＳＩＭ
カード２に当接する部分に突出部２２を設けてもよい。この突出部２２は、図３に示され
るようなＳＩＭカード２の挿入先端部の切り欠き２３に嵌まる形状と成している。このよ
うに押し出し用部材６に突出部２２が設けられている場合に、ＳＩＭカード２が正しい向
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きでメモリカード収納用空間部３内に挿入されたときには、図８（ａ）に示されるように
、突出部２２はＳＩＭカード２の切り欠き２３に嵌まるので、ＳＩＭカード２は突出部２
２に妨げられることなく設定の収納位置まで挿入することができる。これに対して、ＳＩ
Ｍカード２が誤って逆向きにメモリカード収納用空間部３内に挿入されたときには、図８
（ｂ）に示されるように、突出部２２の先端部がＳＩＭカード２の端面に当接して、ＳＩ
Ｍカード２が設定の収納位置に達する前にＳＩＭカード２を挿入できなくなってしまう。
このため、ＳＩＭカード２の挿入が止まったとき、ＳＩＭカード２の一部がＣＦカード１
から出っ張った状態となり、ＳＩＭカード２の挿入の向きの誤りを気付かせることができ
る。
【００４４】
　また、この実施形態例では、外部操作用開口部１０から露出する押し出し用部材６の表
面部分には当該押し出し用部材６の操作部として凹部１２が設けられていたが、例えば、
凹部１２に代えて、図９（ａ）の断面図に示されるような凸部２５を押し出し用部材６の
操作部として設けてもよいし、また、図９（ｂ）の断面図に示されるような凹部２６と凸
部２７を押し出し用部材６の操作部として設けてもよい。さらに、外部操作用開口部１０
から露出する押し出し用部材６の表面部分はフラットな面とし、摩擦によって押し出し用
部材６を移動させる構成としてもよい。この場合には、例えば指と押し出し用部材６の表
面との摩擦力が強くなるように、押し出し用部材６の表面部分を粗面としてもよい。
【００４５】
　さらに、この実施形態例では、押し出し用部材６の嵌合部１４は凸部により構成され、
ガイド側壁７の嵌合部１７は凹部により構成されていたが、例えば、図１０に示されるよ
うに、押し出し用部材６の嵌合部１４を凹部により構成し、ガイド側壁７の嵌合部１７を
凸部により構成してもよい。
【００４６】
　さらに、この実施形態例では、押し出し用部材６の両側にはそれぞれ２つずつ嵌合部１
４が設けられ、ガイド側壁７ａ，７ｂにはそれぞれ４つずつ嵌合部１７が設けられていた
が、押し出し用部材６側の嵌合部の数およびガイド側壁７側の嵌合部１７の数は上記の数
値に限定されるものではない。例えば、図１０の例では、押し出し用部材６には、その両
側にそれぞれ２つずつ嵌合部（凹部）１４が設けられ、ガイド側壁７ａ，７ｂにはそれぞ
れ１つずつ嵌合部（凸部）１７が設けられている。
【００４７】
　この図１０の例では、ＳＩＭカード２が設定の収納位置に挿入配置されたときに押し出
し用部材６の嵌合部１４Ａが配置される位置と、ＳＩＭカード２が設定の押し出し終了位
置まで押し出されたときに押し出し用部材６の嵌合部１４Ｂが配置される位置とが同じと
なるように、嵌合部１４Ａ，１４Ｂの形成位置が設定されている。また、ガイド側壁７の
嵌合部１７は、ＳＩＭカード２の挿入が完了したときに押し出し用部材６の嵌合部１４Ａ
と嵌合し、かつ、ＳＩＭカード２の押し出しが終了したときに押し出し用部材６の嵌合部
１４Ｂと嵌合するように、嵌合部１７の形成位置が設定されている。
【００４８】
　さらに、この実施形態例では、押し出し用部材６側に撓み変形部が形成されていたが、
例えば、押し出し用部材６側に代えて、ガイド側壁７側に撓み変形部を形成してもよい。
例えば、図１０の例では、ガイド側壁７を構成しているレール部材８ａ，８ｂには、嵌合
部１７の近傍に孔部２８が形成されており、その孔部２８によってガイド側壁７における
嵌合部形成面部分が撓み変形部と成している。これにより、押し出し用部材６は、そのガ
イド側壁７の撓み変形部を撓み変形させながら、スライド移動することになる。
【００４９】
　さらに、この実施形態例では、押し出し用部材６に貫通孔１５を設けて撓み変形部を形
成していたが、例えば、図１１に示されるように、押し出し用部材６に切り欠き２９を設
けて押し出し用部材６の嵌合部形成面部分が撓み変形部となる構成としてもよい。
【００５０】



(10) JP 4218546 B2 2009.2.4

10

20

30

40

50

　さらに、この実施形態例では、押し出し用部材６とガイド側壁７とのうち、凸部から成
る嵌合部が設けられている側に撓み変形部が形成されていたが、例えば、押し出し用部材
６とガイド側壁７とのうち、凹部から成る嵌合部が設けられている側に撓み変形部を構成
してもよい。その具体例が図１２（ａ）と図１３（ａ）にそれぞれ示されている。例えば
、図１２（ａ）の例では、押し出し用部材６の両側にはそれぞれ凸部から成る嵌合部１４
が１つずつ形成され、ガイド側壁７ａ，７ｂにはそれぞれ凹部から成る嵌合部１７（１７
o，１７i）が形成されている。嵌合部１７iは、ＳＩＭカード２が設定の収納位置に収納
配置されたときに押し出し用部材６の嵌合部１４と嵌合する位置に形成され、嵌合部１７
oは、ＳＩＭカード２が設定の押し出し終了位置まで押し出されたときに押し出し用部材
６の嵌合部１４と嵌合する位置に形成されている。この図１２（ａ）の例では、凹部から
成る嵌合部１７が設けられているガイド側壁７に、孔部３３に起因した撓み変形部が構成
されている。この場合には、図１２（ｂ）に示されるように、押し出し用部材６は、嵌合
部（凸部）１４がガイド側壁７の撓み変形部を撓み変形させながら、スライド移動する。
【００５１】
　また、図１３（ａ）の例は図１０に示した構成の変形例であり、この図１３（ａ）の例
では、押し出し用部材６の嵌合部１４と、ガイド側壁７側の嵌合部１７とは、それぞれ、
図１０の例と同様に構成されている。この図１３（ａ）の例では、凹部から成る嵌合部１
４が設けられている押し出し用部材６側に、孔部３４に起因した撓み変形部が構成されて
いる。この場合には、図１３（ｂ）に示されるように、押し出し用部材６は、ガイド側壁
７の嵌合部（凸部）１７からの押圧力により撓み変形部を撓み変形させながら、スライド
移動する。
【００５２】
　さらに、この実施形態例では、ガイド側壁７はレール部材８ａ，８ｂにより構成されて
いたが、例えば図１４の断面図に示されるように、板部材３５に押し出し用部材収容空間
部としての凹部３６が形成され当該凹部３６の内壁面によりガイド側壁７が構成されても
よい。
【００５３】
　さらに、この実施形態例では、押し出し用部材６は四角形状であったが、押し出し用部
材６の形状は四角形状に限定されるものではなく、例えば図１５に示されるような形状と
してもよく、押し出し用部材６は、メモリカード収納用空間部３や押し出し用部材収容空
間部５の形態等を考慮した適宜な形状としてよい。
【００５４】
　さらに、この実施形態例では、メモリカード収納用空間部３の側壁面と、押し出し用部
材収容空間部５の側壁面とは同一平面状となっていたが、メモリカード収納用空間部３の
側壁面と、押し出し用部材収容空間部５の側壁面とは、例えば、図１５に示されるように
、同一平面状でなくともよい。
【００５５】
　さらに、この実施形態例では、例えば、図６（ａ）に示されるように、ガイド側壁７に
は、ＳＩＭカード２が設定の収納位置に挿入配置されたときに押し出し用部材６の嵌合部
１４に対向する位置に嵌合部１７（１７o）が設けられ、また、ＳＩＭカード２が設定の
押し出し終了位置まで押し出されたときに押し出し用部材６の嵌合部１４に対向する位置
に嵌合部１７（１７i）が設けられていたが、例えば、図１０に示すガイド側壁７の嵌合
部１７のように、ＳＩＭカード２が設定の収納位置にあるときにも、ＳＩＭカード２が設
定の押し出し終了位置にあるときにも、押し出し用部材６の嵌合部１４と嵌合する収納時
と押し出し終了時に兼用の嵌合部１７を設けてもよく、収納時用の嵌合部１７iと、押し
出し収容時用の嵌合部１７oとを別々に設けなくともよい。
【００５６】
　さらに、この実施形態例では、押し出し用部材６はガイド側壁７にガイドされてスライ
ド移動する構成であったが、例えば、押し出し用部材６とガイド側壁７のうちの一方側に
ローラを形成し、押し出し用部材６は、ガイド側壁７にガイドされながらそのローラによ
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り転がり移動する構成であってもよい。
【００５８】
　さらに、この実施形態例では、メモリカードとしてＳＩＭカードを例に挙げ、そのＳＩ
Ｍカードを着脱自在に収納する装置としてＣＦカードを例にして説明したが、本発明は、
例えば、メモリカードを着脱自在に収納可能な構成を持つＰＣカードや携帯型電話機等の
様々な装置にも適用することができる。さらに、この実施形態例では、メモリカードとし
てＳＩＭカードを例に挙げたが、メモリカードには、ＳＩＭカード以外にも、例えば、Ｓ
Ｄ（Secure-Digital）カードなどの他の種類のカードがあり、ＳＩＭカード以外のメモリ
カードを着脱自在に収納できる装置にも本発明は適用することができるものである。
【００５９】
　さらに、この実施形態例では、メモリカードを収納する装置には回路が形成されていた
が、例えば、この発明は、メモリカード収納専用のホルダー装置（アダプタ）にも適用す
ることができる。なお、そのホルダー装置には、メモリカードを収納したときに当該メモ
リカードの端子Ｔに接触接続する接続用端子Ｔ’を設ける場合と、設けない場合とがある
。接続用端子Ｔ’を設ける場合には、例えば、そのホルダー装置には静電気放電用手段を
設け、接続用端子Ｔ’を配線パターンを介してその静電気放電用手段に接続させる。この
場合、そのホルダー装置にメモリカードを挿入装着することにより、メモリカードはホル
ダー装置の静電気放電用手段に導通されて、静電破壊が防止される。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】この発明に係るメモリカード着脱機構付き装置の一実施形態例を説明するための
図である。
【図２】図１に示すメモリカード着脱機構付き装置を説明するための断面図である。
【図３】メモリカードの一形態例を示す斜視図である。
【図４】メモリカードと、メモリカード着脱機構付き装置との電気的接続構成の一例を説
明するための図である。
【図５】押し出し用部材の一形態例を説明するための図である。
【図６】押し出し用部材が押し出し用部材収容空間部のガイド側壁にガイドされながら移
動する状態の一例を説明するための図である。
【図７】カード導入口の構成例を説明するための図である。
【図８】押し出し用部材のその他の形態例を示す図である。
【図９】押し出し用部材の操作部のその他の形態例を示す図である。
【図１０】押し出し用部材とガイド側壁のそれぞれの嵌合部のその他の形態例を示す図で
ある。
【図１１】押し出し用部材の側面を撓み変形させるための構成のその他の例を示す図であ
る。
【図１２】押し出し用部材とガイド側壁とのうち、凹部から成る嵌合部が形成されている
側に撓み変形部が形成されている場合の一形態例を説明するための図である。
【図１３】押し出し用部材とガイド側壁とのうち、凹部から成る嵌合部が形成されている
側に撓み変形部が形成されている場合の図１２とは別の形態例を説明するための図である
。
【図１４】押し出し用部材収容空間部のガイド側壁のその他の形態例を説明するための断
面図である。
【図１５】メモリカード収納用空間部の側壁面と、押し出し用部材収容空間部のガイド側
壁とが同一平面状でない場合の形態例を説明するための図である。
【図１６】メモリカード着脱機構の従来例を簡略的に示したモデル図である。
【符号の説明】
【００６１】
　１　ＣＦカード
　２　ＳＩＭカード
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　３　メモリカード収納用空間部
　４　カード導入口
　５　押し出し用部材収容空間部
　６　押し出し用部材
　７　ガイド側壁
　１０　外部操作用開口部
　１４，１７　嵌合部

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】
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【図９】
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