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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ホスト機器に対して着脱自在に取り付けられるリムーバブルなデータ記憶装置において
、
　上記ホスト機器から取り外された状態であっても記憶しているデータが消去されない複
数の不揮発性メモリ手段と、
　複数の接点が設けられており、ユーザの操作によりその接点が切り換えられて選択され
、切り換えられた接点に対応した１つの上記不揮発性メモリ手段を選択する第１のスイッ
チと、
　上記第１のスイッチの切り換えの動作と連動して接点を切り換える第２のスイッチと、
　上記ホスト機器に装着されているときに当該ホスト機器との間でデータの送受信を行う
インタフェース部と、
　上記インタフェース部を介して送信されたデータに基づき動作するとともに、上記第１
のスイッチにより選択された１つの不揮発性メモリ手段に対してデータの読み出し及び書
き込みを行うコントローラとを備え、
　上記インタフェース部には、本装置が装着されているとホスト機器に対して判断させる
ための検出端子が設けられており、
　上記第１のスイッチは、当該第１のスイッチの操作部が、ホスト機器に本装置が装着さ
れているときでもユーザにより操作可能な位置に設けられ、任意の上記不揮発性メモリ手
段を選択する接点から他の上記不揮発性メモリ手段を選択する接点への切り換えの中間位
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置に、いずれの上記不揮発性メモリ手段も選択しない接点が設けられており、
　上記第２のスイッチは、上記第１のスイッチがいずれかの上記不揮発性メモリ手段を選
択する接点に切り換えられているときには上記検出端子をグランドに接続して、上記ホス
ト機器に対して本装置が装着されたことを検出させ、上記第１のスイッチがいずれの上記
不揮発性メモリ手段も選択していない接点に切り換えられているときには上記検出端子を
開放して、上記ホスト機器に対して本装置が装着されていないと検出させるデータ記憶装
置。
【請求項２】
　上記不揮発性メモリ手段は、選択信号が入力される選択信号入力部を有し、当該選択信
号入力部に与えられた選択信号に応じてデータの読み出し及び書き込みを可能とし、
　上記コントローラと上記複数の不揮発性メモリ手段とは共通のバスで接続されており、
　上記第１のスイッチは、上記不揮発性メモリ手段を選択する接点に切り換えられている
ときにはその接点に対応した１つの上記不揮発性メモリ手段に対して上記選択信号を供給
し、いずれの上記不揮発性メモリ手段も選択していない接点に切り換えられているときに
はいずれの上記不揮発性メモリ手段に対しても上記選択信号を供給しない請求項１記載の
データ記憶装置。
【請求項３】
　上記第１のスイッチにより選択されている不揮発性メモリ手段をユーザに対して表示す
る表示部を更に備える請求項１記載のデータ記憶装置。
【請求項４】
　上記不揮発性メモリ手段に対する書き込み禁止状態と書き込み可能状態とを切り換える
誤消去防止スイッチを更に備え、
　上記コントローラは、上記誤消去防止スイッチが書き込み禁止状態に切り換えられてい
るときには、上記ホスト機器から与えられる上記不揮発性メモリ手段に対する書き込み命
令に応じた書き込み動作を行わず、上記誤消去防止スイッチが書き込み可能状態に切り換
えられているときには、上記ホスト機器から与えられる上記不揮発性メモリ手段に対する
書き込み命令に応じた書き込み動作を行う請求項１記載のデータ記憶装置。
【請求項５】
　上記誤消去防止スイッチの操作部は、本装置が上記ホスト機器に装着されているときに
、ユーザにより操作不可能となる位置に設けられている請求項４記載のデータ記憶装置。
【請求項６】
　内部に上記複数の不揮発性メモリ手段及び上記コントローラが配設された薄板状の筐体
を備え、
　上記メモリ切換スイッチの操作部は、上記薄板状の筐体の主面に設けられている請求項
１記載のデータ記憶装置。
【請求項７】
　上記各不揮発性メモリ手段のデータ容量が、上記筐体の外部に記載されている請求項６
記載のデータ記憶装置。
【請求項８】
　上記各不揮発性メモリ手段には、他の上記不揮発性メモリ手段と識別するための名称が
定義されており、
　上記筐体の外部における上記第１のメモリ選択スイッチの操作部の各移動位置近傍には
、その移動位置で選択される上記不揮発性メモリ手段の名称が表記されている請求項６記
載のデータ記憶装置。
【請求項９】
　３つ以上の上記不揮発性メモリ手段を備え、
　上記メモリ切換スイッチの操作部は、ロータリースイッチである請求項１記載のデータ
記憶装置。
【請求項１０】
　上記複数の不揮発性メモリ手段は、異なる種類のメモリデバイスを含んで構成されてい
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る請求項１記載のデータ記憶装置。
【請求項１１】
　ホスト機器と、
　上記ホスト機器に対して着脱自在に取り付けられるリムーバブルなデータ記憶装置とを
備え、
　上記データ記憶装置は、上記ホスト機器から取り外された状態であっても記憶している
データが消去されない複数の不揮発性メモリ手段と、複数の接点が設けられており、ユー
ザの操作によりその接点が切り換えられて選択され、切り換えられた接点に対応した１つ
の上記不揮発性メモリ手段を選択する第１のスイッチと、上記第１のスイッチの切り換え
の動作と連動して接点を切り換える第２のスイッチと、上記ホスト機器に装着されている
ときに当該ホスト機器との間でデータの送受信を行うインタフェース部と、上記インタフ
ェース部を介して送信されたデータに基づき動作するとともに、上記第１のスイッチによ
り選択された１つの上記不揮発性メモリ手段に対してデータの読み出し及び書き込みを行
うコントローラとを有し、
　上記インタフェース部には、上記データ記憶装置が装着されていると上記ホスト機器に
対して判断させるための検出端子が設けられており、
　上記第１のスイッチは、当該第１のスイッチの操作部が、上記ホスト機器に上記データ
記憶装置が装着されているときでもユーザにより操作可能な位置に設けられ、任意の上記
不揮発性メモリ手段を選択する接点から他の上記不揮発性メモリ手段を選択する接点への
切り換えの中間位置に、いずれの不揮発性メモリ手段も選択しない接点が設けられており
、
　上記第２のスイッチは、上記第１のスイッチがいずれかの上記不揮発性メモリ手段を選
択する接点に切り換えられているときには上記検出端子をグランドに接続して、上記ホス
ト機器に対して上記データ記憶装置が装着されたことを検出させ、上記第１のスイッチが
いずれの不揮発性メモリ手段も選択していない接点に切り換えられているときには上記検
出端子を開放して、上記ホスト機器に対して上記データ記憶装置が装着されていないと検
出させ、
　上記ホスト装置は、上記検出端子がグランドに接続されているときに上記データ記憶装
置が装着されたことを検出し、上記検出端子が開放されているときに上記データ記憶装置
が装着されていないと検出するデータ記録システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、ホスト機器に対して着脱自在に取り付けられるリムーバブルなデータ記憶装
置、及び、データ記録システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
ＮＡＮＤ型のフラッシュメモリを利用したアプリケーションとして、いわゆるメモリカー
ドと呼ばれる、リムーバブルな小型ＩＣメモリ装置が知られている（例えば、特許文献１
参照。）。メモリカードは、静止画像データ、動画像データ、音声データ、音楽データ等
の各種デジタルデータを格納することができ、例えば、情報携帯端末、デスクトップ型コ
ンピュータ、ノート型コンピュータ、携帯電話機、オーディオ装置、家電装置等々のホス
ト機器に、外部記憶メディアとして用いられる。
【０００３】
近年、ＮＡＮＤ型のフラッシュメモリの開発が進み、急速な勢いで高容量化が進められて
いる。それに合わせて、１つのメモリカードで記憶可能なデータ量も急速に大きくなって
いる。
【０００４】
ところが、メモリカードは、適用されるファイルシステムによって、記録容量の上限が制
限されてしまう。高容量化が図られたフラッシュメモリをメモリカードに適用したとして
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も、従来のファイルシステムと互換をとるには、その記録容量の上限を超えることはでき
ない。従って、もし、メモリカードの容量を従来のファイルシステムの管理容量の上限を
超えて用いたいのであれば、そのメモリカードには新たなファイルシステムを適用しなけ
ればならない。
【０００５】
しかしながら、新たなファイルシステムが適用されたメモリカードを使用する場合、通常
、ホスト機器のオペレーションシステムを変更しなければならない。ホスト機器のオペレ
ーションシステムを変更することは、はなはだ面倒な作業であり、負担が大きい。
【０００６】
そのため、従来のファイルシステムの管理容量を超えた大容量のメモリカードを提供する
場合、ホスト機器にシステム変更をさせずに、そのメモリカードを利用できるようにする
ことが望ましい。
【０００７】
また、メモリカード内に記録したデータの管理を行う場合、１つのメモリカード内の記憶
領域を複数に分割し、分割した各領域をそれぞれ独立のデバイスとして認識をさせると便
利であることがある。例えば、仕事上のデータとプライベートのデータとを同一のメモリ
カードに記憶させている場合、１つのメモリカードの記憶領域が複数に分割されており、
仕事上のデータとプライベートのデータとをまったく別のデバイスに格納しているように
取り扱えると、非常に便利である。
【０００８】
以上のようなことが考慮されたメモリカードとして、内部に複数のフラッシュメモリを設
け、そのフラッシュメモリを外部の切換スイッチで切り換えて利用できるようにしたスイ
ッチ切換型のメモリカードが提案されている（例えば、特許文献２参照。）。このスイッ
チ切換型のメモリカードでは、外部のスイッチの切り換えにより、ホスト機器に対して内
部の複数の記録領域をそれぞれ独立のデバイスとして認識させることができる。また、こ
のスイッチ切換型のメモリカードでは、１つのパッケージ内の全体の記録容量を、ファイ
ルシステムの管理容量の上限より大きくすることができる。
【０００９】
【特許文献１】
特開平１０年第３４０５７５号公報
【特許文献２】
特開平５年第２３３４３９号公報
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、このような従来のスイッチ切換型のメモリカードでは、ホスト機器に装着
した状態でスイッチを切り換えてしまうと、ホスト側でデバイスの認識ができなくなり、
最悪の場合には、記録済みのデータが破壊されてしまう。
【００１１】
また、このような従来のスイッチ切換型のメモリカードでは、ホスト機器に装着した状態
では、現在どのフラッシュメモリを選択しているのかをユーザが判断できない。つまり、
ホスト機器に装着した後にどの記録領域を選択しているのかがわからなくなった場合には
、いちいちメモリカードをホスト機器から取り外してスイッチの状態を確認しなければな
らない。
【００１２】
　本発明は、以上のような実情を鑑みてなされたものであり、ホスト機器に対して着脱自
在に取り付けられるリムーバブルなデータ記憶装置において、内部の複数の記憶領域をス
イッチで切り換えることにより、ホスト機器に対してそれぞれの記録領域を独立のデバイ
スとして認識をさせ、且つ、ホスト機器に装着した状態で上記スイッチを切り換えること
ができるデータ記憶装置、及び、データ記録システムを提供することを目的とする。
【００１５】
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【課題を解決するための手段】
本発明に係るデータ記憶装置は、ホスト機器に対して着脱自在に取り付けられるリムーバ
ブルなデータ記憶装置である。この本発明に係るデータ記憶装置は、複数の不揮発性メモ
リと、複数の接点が設けられており、ユーザの操作によりその接点が切り換えられ、切り
換えられた接点に対応した１つの上記不揮発性メモリを選択する第１のスイッチと、上記
第１のスイッチの切り換えの動作と連動して接点を切り換える第２のスイッチと、上記ホ
スト機器に装着されているときに当該ホスト機器との間でデータの送受信を行うインタフ
ェース部と、上記インタフェース部を介して送信されたデータに基づき動作するとともに
、上記第１のスイッチにより選択された１つの不揮発性メモリに対してデータの読み出し
及び書き込みを行うコントローラとを備えている。
【００１６】
上記インタフェース部には、本装置が装着されているとホスト機器に対して判断させるた
めの検出端子が設けられている。ホスト機器は、この検出端子がグランドに接続されてい
るときに本装置が装着されている判断し、この検出端子が開放されているときに本装置が
装着されていないと判断する。
【００１７】
さらに、上記第１のスイッチは、任意の不揮発性メモリを選択する接点から他の不揮発性
メモリを選択する接点への切り換えの中間位置に、いずれの不揮発性メモリも選択しない
接点が設けられており、上記第２のスイッチは、上記第１のスイッチがいずれかの不揮発
性メモリを選択する接点に切り換えられているときには上記検出端子をグランドに接続し
、上記第１のスイッチがいずれの不揮発性メモリも選択していない接点に切り換えられて
いるときには上記検出端子を開放する。
【００１８】
　以上のようなデータ記憶装置では、内部の複数の不揮発性メモリを第１のスイッチによ
って切り換えることにより、ホスト機器に対してそれぞれの記録領域を独立のデバイスと
して認識をさせる。さらに、このデータ記憶装置では、第１のスイッチに、任意の不揮発
性メモリを選択する接点から他の不揮発性メモリを選択する接点への切り換えの中間位置
に、いずれの不揮発性メモリも選択しない接点が設けられており、第２のスイッチが、第
１のスイッチがいずれかの不揮発性メモリを選択する接点に切り換えられているときには
検出端子をグランドに接続して、ホスト機器に対してデータ記憶装置が装着されたことを
検出させ、第１のスイッチがいずれの不揮発性メモリも選択していない接点に切り換えら
れているときには検出端子を開放して、ホスト機器に対してデータ記憶装置が装着されて
いないと検出させる。
【００１９】
　本発明に係るデータ記録システムは、ホスト機器と、ホスト機器に対して着脱自在に取
り付けられるリムーバブルなデータ記憶装置とを備える。データ記憶装置は、ホスト機器
から取り外された状態であっても記憶しているデータが消去されない複数の不揮発性メモ
リ手段と、複数の接点が設けられており、ユーザの操作によりその接点が切り換えられて
選択され、切り換えられた接点に対応した１つの上記不揮発性メモリ手段を選択する第１
のスイッチと、第１のスイッチの切り換えの動作と連動して接点を切り換える第２のスイ
ッチと、ホスト機器に装着されているときに当該ホスト機器との間でデータの送受信を行
うインタフェース部と、インタフェース部を介して送信されたデータに基づき動作すると
ともに、第１のスイッチにより選択された１つの不揮発性メモリ手段に対してデータの読
み出し及び書き込みを行うコントローラとを有する。インタフェース部には、データ記憶
装置が装着されているとホスト機器に対して判断させるための検出端子が設けられている
。第１のスイッチは、当該第１のスイッチの操作部が、ホスト機器にデータ記憶装置が装
着されているときでもユーザにより操作可能な位置に設けられ、任意の不揮発性メモリ手
段を選択する接点から他の不揮発性メモリ手段を選択する接点への切り換えの中間位置に
、いずれの不揮発性メモリ手段も選択しない接点が設けられている。第２のスイッチは、
第１のスイッチがいずれかの不揮発性メモリ手段を選択する接点に切り換えられていると
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きには検出端子をグランドに接続して、ホスト機器に対してデータ記憶装置が装着された
ことを検出させ、第１のスイッチがいずれの不揮発性メモリ手段も選択していない接点に
切り換えられているときには検出端子を開放して、ホスト機器に対してデータ記憶装置が
装着されていないと検出させる。ホスト装置は、検出端子がグランドに接続されていると
きにデータ記憶装置が装着されたことを検出し、検出端子が開放されているときに上記デ
ータ記憶装置が装着されていないと検出する。
【００２１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態として、本発明を適用したリムーバルな小型ＩＣメモリ装置に
ついて説明する。
【００２２】
なお、本発明の実施の形態として説明する小型ＩＣメモリ装置のことを、以下、メモリカ
ードと呼ぶものとする。また、このメモリカードが接続されるデータ処理装置のことを、
以下、ホスト機器と呼ぶものとする。
【００２３】
第１の実施の形態
まず、第１の実施の形態のメモリカードについて説明をする。
【００２４】
図１に、ホスト機器及びメモリカードの外観斜視図を示す。
【００２５】
メモリカード１は、不揮発性の半導体メモリ（ＩＣメモリ）を内部に有している。不揮発
性の半導体メモリは、当該カードがホスト機器から取り外された場合であってもデータを
保持することができる。メモリカード１は、内部の半導体メモリ内に、静止画像データ、
動画像データ、音声データ、音楽データ等の各種デジタルデータを格納することができる
。メモリカード１は、例えば、情報携帯端末、デスクトップ型コンピュータ、ノート型コ
ンピュータ、携帯電話機、オーディオ装置、家電装置等々のホスト機器２の外部記憶メデ
ィアとして機能する。メモリカード１は、ホスト機器２に設けられているスロット３に挿
入された状態で使用される。メモリカード１のスロット３に対する挿入及び抜出は、ユー
ザが手動で自在に行うことができる。そのため、例えば、あるホスト機器に挿入されてい
たメモリカード１を抜き出して、他のホスト機器に挿入することもできるため、異なるホ
スト機器間のデータのやり取りに用いることが可能である。
【００２６】
図２は、第１の実施の形態のメモリカード１を表面側から見た斜視図であり、図３は、本
発明の実施の形態のメモリカード１を裏面側から見た斜視図である。
【００２７】
メモリカード１は、主面（表面１ａ及び裏面１ｂ）が略長方形とされた薄板形状となって
いる。メモリカード１は、主面の長手方向の長さが約５０ｍｍ、主面の短辺方向の長さが
約２１．４５ｍｍ、厚さが約２．８ｍｍとなっている。また、メモリカード１は、主面が
、表面１ａと裏面１ｂとに区別される。裏面１ｂの長手方向の一端には、１０個の平面電
極（接続端子群４）が、短辺方向に一列に並んで設けられている。また、電極と電極との
各間には、裏面１ｂから垂直に立ち上がったガード５が設けられ、接続端子への指等の接
触防止が図られている。
【００２８】
また、メモリカード１には、スライドスイッチ６が設けられている。スライドスイッチ６
は、メモリカード１がホスト機器２に挿入された状態であっても、ユーザにより外部から
切り換えが可能な位置に設けられている。例えば、図２及び図３に示すように、スライド
スイッチ６は、接続端子群４が設けられている長手方向の端部に対して、反対側の端面１
ｃに設けられている。端面１ｃは、ホスト機器２のスロット３にメモリカード１を挿入し
ている状態であってもスロット３から露出する。このため端面１ｃに対してスライドスイ
ッチ６を設ければ、メモリカード１がホスト機器２に挿入された状態であっても、ユーザ
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により外部から切り換えが可能となる。
【００２９】
スライドスイッチ６は、スライド可能な可動部６ａを有している。可動部６ａは、図中Ｘ

１，Ｘ２方向に移動自在となっている。スライドスイッチ６は、可動部６ａの可動範囲内
において、当該可動部６ａが固定されるポイントが設けられている。可動部６ａが固定さ
れるポイントは、可動範囲内における一方の端部、可動範囲における他方の端部及び可動
範囲内にける中央の３ポイントである。つまり、スライドスイッチ６は、これら３ポイン
トを順番に切り換えていく方式のスイッチである。なお、メモリカード１では、スライド
スイッチ６を切り換えることによって、内部のＩＣメモリを切り換えることができるが、
その機能の詳細については後述する。
【００３０】
ホスト機器２にはスロット３が形成されている。スロット３は、メモリカード１に対応し
た凹状の形状となっており、メモリカード１が挿入可能である。さらに、スロット３は、
メモリカード１が挿入されたときには、このメモリカード１が脱落しないように保持する
ことができる。また、スロット３には、メモリカード１の１０個の平面電極に対応した位
置に、１０個の接点から構成される接続端子群が設けられている。そのため、メモリカー
ド１が接続端子群４の方向からスロット３の内部に差し込まれることにより（図２のＹ方
向にメモリカード１が差し込まれることにより）、これらのスロット３内の接続端子と、
メモリカード１の各接続端子とが電気的に接続されることとなる。
【００３１】
図４に、メモリカード１の内部ブロック構成図を示す。
【００３２】
メモリカード１の接続端子群４と、ホスト機器２のスロット３内に設けられた接続端子群
には、シリアルデータ端子ＳＤ、バスステート端子ＢＳ、クロック端子ＣＬＫ及び挿抜検
出端子ＩＮＳとが含まれている。メモリカード１がホスト機器２に接続されると、これら
の端子が互いに接続する。シリアルデータ端子ＳＤには、メモリカード１内のＩＣメモリ
に記録するシリアルデータ又はこのＩＣメモリから読み出されるシリアルデータが伝送さ
れるとともに、各種の制御データも伝送される。バスステート端子ＢＳには、シリアルデ
ータ端子ＳＤを介して伝送されるシリアルデータのステートを示すバスステート信号が伝
送される。クロック端子ＣＬＫには、シリアルデータ端子ＳＤを介して伝送されるシリア
ルデータのクロックタイミングを示すクロック信号が伝送される。
【００３３】
また、挿抜検出端子ＩＮＳは、ホスト機器２にメモリカード１が挿入されているか、挿入
されていないかをホスト機器２側から判断するために設けられた端子である。ホスト機器
２によるメモリカード１の挿抜検出については、後で詳細に説明をする。
【００３４】
また、接続端子群４には、図示しない電源端子ＶＣＣ及びグランド端子ＶＳＳが設けられ
ている。電源端子ＶＣＣは、内部に電源を有していないメモリカード１に対して、ホスト
機器２から電力を供給するための端子である。グランド端子ＶＳＳは、メモリカード１が
ホスト機器２に挿入されているときに、メモリカード１及びホスト機器２のグランドレベ
ルを共通化するための端子である。
【００３５】
メモリカード１は、内部に、コントローラ１１と、第１のＩＣメモリ１２-１と、第２の
ＩＣメモリ１２-２と、第１のスイッチ１３と、第２のスイッチ１４とを備えている。
【００３６】
コントローラ１１は、当該メモリカード１がホスト機器２に挿入されている状態のときに
、シリアルデータ端子ＳＤ、バスステート端子ＢＳ及びクロック端子ＣＬＫを介して、ホ
スト機器２との間でシリアルデータ、バスステート信号及びクロック端子の転送を行う。
コントローラ１１は、ホスト機器２から供給されるシリアルデータ（実データ及び制御デ
ータ）に基づき、第１のＩＣメモリ１２-１及び第２のＩＣメモリ１２-２に対する、デー
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タの書込及び読出の制御を行う。また、コントローラ１１は、コントロール端子ＣＮＴを
有しており、このコントロール端子ＣＮＴからＩＣメモリに対するデータの書き込み及び
読み出しのタイミングを示すメモリコントロール信号を発生する。コントローラ１１は、
第１のＩＣメモリ１２-１及び第２のＩＣメモリ１２-２に対する書込及び読出を行うとき
に当該メモリコントロール信号をＬｏｗとし、書込及び読出を行っていないときには当該
メモリコントロール信号をＨｉｇｈとする。
【００３７】
第１のＩＣメモリ１２-１及び第２のＩＣメモリ１２-２は、ＮＡＮＤ型のフラッシュメモ
リ等の不揮発性の半導体メモリである。第１のＩＣメモリ１２-１及び第２のＩＣメモリ
１２-２は、それぞれ独立したデバイス（ＩＣ）として構成されている。第１のＩＣメモ
リ１２-１及び第２のＩＣメモリ１２-２は、ともにバス（アドレスバス、データバス及び
制御バス）１４を介してコントローラ１１に接続されている。
【００３８】
第１のＩＣメモリ１２-１及び第２のＩＣメモリ１２-２には、チップセレクト端子ＣＳが
設けられている。第１のＩＣメモリ１２-１及び第２のＩＣメモリ１２-２は、チップセレ
クト端子に供給される信号（チップセレクト信号）が、ＬＯＷとなっているときにコント
ローラ１１からのデータの書込及び読出を可能とし、ＨＩＧＨとなっているときにはコン
トローラ１１からのデータの書込及び読出を受け付けない。
【００３９】
第１のスイッチ１３は、筐体の外部に設けられたスライドスイッチ６と連動して切り換わ
るスイッチである。第１のスイッチ１３は、１つの固定接点１３ａと、３つの可動接点（
第１の可動接点１３ｂ，第２の可動接点１３ｃ，第３の可動接点１３ｄ）を有している。
第１のスイッチ１３は、スライドスイッチ６の可動部６ａのスライド動作に連動して、固
定接点１３ａと、いずれか１つの可動接点１３ｂ～１３ｄとを接続する。固定接点１３ａ
は、コントローラ１１のコントロール端子ＣＮＴと接続されている。第１の可動接点１３
ｂは、第１のＩＣメモリ１２-１のチップセレクト端子ＣＳに接続されているとともに、
第１のプルアップ抵抗１５を介して電源端子Ｖｃｃに接続されている。第２の可動接点１
３ｃは、第２のＩＣメモリ１２-２のチップセレクト端子ＣＳに接続されているとともに
、第２のプルアップ抵抗１６を介して電源端子Ｖｃｃに接続されている。第３の可動接点
１３ｄは、いずれの端子とも接続されずに、開放された状態となっている。
【００４０】
このような第１のスイッチ１３は、スライドスイッチ６の可動部６ａが一方の端部側の固
定位置に切り換えられた場合には固定接点１３ａと第１の可動接点１３ｂとを接続し、ス
ライドスイッチ６の可動部６ａが一方の端部側とは反対の他方の端部側の固定位置に切り
換えられた場合には固定接点１３ａと第２の可動接点１３ｃとを接続し、スライドスイッ
チ６の可動部６ａが中心の固定位置に切り換えられた場合には固定接点１３ａと第３の可
動接点１３ｄとを接続する。
【００４１】
従って、スライドスイッチ６の可動部６ａが一方の端部側の固定位置に切り換えられてい
る場合には、コントローラ１１からのメモリコントロール信号が第１のＩＣメモリ１２-
１のチップセレクト端子ＣＳに供給され、第２のＩＣメモリ１２-２のチップセレクト端
子ＣＳには常にＨｉｇｈレベルが供給される。つまり、スライドスイッチ６の可動部６ａ
が一方の端部側の固定位置に切り換えられている場合には、第１のＩＣメモリ１２-１に
対してのみデータの書込及び読出が行われる。
【００４２】
また、スライドスイッチ６の可動部６ａが他方の端部側の固定位置に切り換えられている
場合には、コントローラ１１からのメモリコントロール信号が第２のＩＣメモリ１２-２
のチップセレクト端子ＣＳに供給され、第１のＩＣメモリ１２-１のチップセレクト端子
ＣＳには常にＨｉｇｈレベルが供給される。つまり、スライドスイッチ６の可動部６ａが
他方の端部側の固定位置に切り換えられている場合には、第２のＩＣメモリ１２-２に対
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してのみデータの書込及び読出が行われる。
【００４３】
また、スライドスイッチ６の可動部６ａが中心の固定位置に切り換えられている場合には
、第１のＩＣメモリ１２-１及び第２のＩＣメモリ１２-２のチップセレクト端子ＣＳには
常にＨｉｇｈレベルが供給される。つまり、スライドスイッチ６の可動部６ａが中央の固
定位置に切り換えられている場合には、第１のＩＣメモリ１２-１及び第２のＩＣメモリ
１２-２の両者ともに、データの書込及び読出が行われない。
【００４４】
以上のように、第１のスイッチ１３は、スライドスイッチ６に連動して動作し、内部の２
つのＩＣメモリのうちいずれか１つのＩＣメモリを選択した状態とするか、或いは、２つ
のＩＣメモリのいずれも選択しない状態とする。
【００４５】
第２のスイッチ１４は、筐体の外部に設けられたスライドスイッチ６と連動して切り替る
スイッチである。第２のスイッチ１４の接点構成は、第１のスイッチ１３の接点構成と同
一となっている。具体的には、第２のスイッチ１４は、１つの固定接点１４ａと、３つの
可動接点（第１の可動接点１４ｂ，第２の可動接点１４ｃ，第３の可動接点１４ｄ）とを
有している。第２のスイッチ１４は、スライドスイッチ６の可動部６ａのスライド動作に
連動して、固定接点１４ａと、いずれか１つの可動接点１４ｂ～１４ｄとを接続する。固
定接点１４ａは、挿抜検出端子ＩＮＳと接続されている。第１の可動接点１４ｂは、グラ
ンドに接続されている。第２の可動接点１４ｃは、グランドに接続されている。第３の可
動接点１４ｄは、いずれの端子とも接続されておらず、開放されている。
【００４６】
このような第２のスイッチ１４は、スライドスイッチ６の可動部６ａが一方の端部側の固
定位置に切り換えられた場合には固定接点１４ａと第１の可動接点１４ｂとを接続し、ス
ライドスイッチ６の可動部６ａが一方の端部側とは反対の他方の端部側の固定位置に切り
換えられた場合には固定接点１４ａと第２の可動接点１４ｃとを接続し、スライドスイッ
チ６の可動部６ａが中心の固定位置に切り換えられた場合には固定接点１４ａと第３の可
動接点１４ｄとを接続する。
【００４７】
従って、スライドスイッチ６の可動部６ａが一方の端部側の固定位置に切り換えられてい
る場合には、挿抜検出端子ＩＮＳをグランドに接続する。また、スライドスイッチ６の可
動部６ａが他方の端部側の固定位置に切り換えられている場合には、挿抜検出端子ＩＮＳ
をグランドに接続する。また、スライドスイッチ６の可動部６ａが中心の固定位置に切り
換えられている場合には、挿抜検出端子ＩＮＳを開放する。
【００４８】
ここで、ホスト機器２が行う挿抜検出判断について説明をする。
【００４９】
ホスト機器２のコントローラは、挿抜検出端子ＩＮＳの電圧レベルをモニタして、ホスト
機器２に対してメモリカード１が挿入されておりデータの書込及び読出ができる状態とな
っているか、或いは、ホスト機器２に対してメモリカード１が挿入されておらずデータの
書込及び読出ができない状態となっているかを判断する。
【００５０】
ホスト機器２側の挿抜検出端子ＩＮＳは、図４に示すように、プルアップ抵抗１７を介し
て電源Ｖｃｃにプルアップされている。そのため、メモリカード１が挿入されていない場
合には、ホスト機器２側の挿抜検出端子ＩＮＳの電圧レベルはＨｉｇｈとなる。また、メ
モリカード１が挿入され、メモリカード１側の挿抜検出端子ＩＮＳがグランドに落とされ
ていれば、ホスト機器２側の挿抜検出端子ＩＮＳの電圧レベルはＬｏｗとなる。従って、
メモリカード１側の挿抜検出端子ＩＮＳをグランドに接続した状態でメモリカード１の挿
入及び抜出をすれば、ホスト機器２は、挿抜検出端子ＩＮＳの電圧レベルをモニタするこ
とによって、メモリカード１の挿入及び抜出の判断をすることができる。
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【００５１】
ホスト機器２のコントローラは、メモリカード１の挿入及び抜出の判断をして、メモリカ
ードのマウント処理及びデマウント処理を行う。具体的には、ホスト機器２のコントロー
ラは、挿抜検出端子ＩＮＳがＨｉｈｇからＬｏｗに変化した場合、オペレーションシステ
ム上にメモリカード１のファイルシステムを組み込む処理（マウント処理）を行う。この
ことによって、メモリカード１は、ホスト機器２の外部記憶デバイスとして認識されるこ
ととなる。また、ホスト機器２のホストコントローラは、挿抜検出端子ＩＮＳがＬｏｗか
らＨｉｇｈに変化した場合、オペレーションシステム上に組み込んでいるメモリカード１
のファイルシステムを取り外す処理（デマウント）を行う。このとき、例えば、データの
書き込み中等にメモリカード１が取り外されてしまった場合には、ホスト機器２は、書き
込み中のデータのバックアップ処理等を行う。
【００５２】
以上のように、ホスト機器２では、挿抜検出端子ＩＮＳの電圧レベルをモニタして、メモ
リカード１の挿入及び抜出に対する処理を行う。
【００５３】
ところで、第２のスイッチ１４は、スライドスイッチ６の可動部６ａの移動位置の切り換
えに応じて、挿抜検出端子ＩＮＳの接続状態を切り換えている。
【００５４】
第２のスイッチ１４は、スライドスイッチ６の可動部６ａが一方の端部側の固定位置に切
り換えられている場合、つまり、第１のスイッチ１３によって第１のＩＣメモリ１２-１
が選択されている場合には、挿抜検出端子ＩＮＳをグランドに接続している。従って、ス
ライドスイッチ６が一方の端部に切り換えられている状態のメモリカード１をホスト機器
２に挿入したときには、当該ホスト機器２に対して、メモリカード１が挿入されたと検出
させることができ、さらに、第１のＩＣメモリ１２-１に対してデータの書込及び読出を
行わせることができる。
【００５５】
同様に、第２のスイッチ１４は、スライドスイッチ６の可動部６ａが他方の端部側の固定
位置に切り換えられている場合、つまり、第１のスイッチ１３によって第２のＩＣメモリ
１２-２が選択されている場合、挿抜検出端子ＩＮＳをグランドに接続している。従って
、スライドスイッチ６が他方の端部に切り換えられている状態のメモリカード１をホスト
機器２に挿入したときには、当該ホスト機器２に対して、メモリカード１が挿入されたと
検出させることができ、さらに、第２のＩＣメモリ１２-２に対してデータの書込及び読
出を行わせることができる。
【００５６】
一方、第２のスイッチ１４は、スライドスイッチ６の可動部６ａが中央の固定位置に切り
換えられている場合、つまり、第１のスイッチ１３によっていずれのＩＣメモリも選択さ
れていない場合、挿抜検出端子ＩＮＳを開放している。従って、スライドスイッチ６が中
央の固定位置に切り換えられている状態のメモリカード１をホスト機器２に挿入したとき
には、当該ホスト機器２に対して、メモリカード１は挿入されていないと、検出させるこ
とができる。
【００５７】
また、さらに、スライドスイッチ６は、ホスト機器２に挿入されている状態で、ユーザに
より操作が可能となっている。従って、ホスト機器２に挿入されている状態のまま、スラ
イドスイッチ６の可動部６ａを、一方の端部側の固定位置から、他方の端部側の固定位置
へ移動させるができる。また、同様に、他方の端部側の固定位置から、一方の端部側の固
定位置へ移動させることもできる。つまり、メモリカード１は、ホスト機器２に挿入され
ている状態のまま、スライドスイッチ６が切り換えられれば、データの書込及び読出を行
うＩＣメモリを、第１のＩＣメモリ１２-１から第２のＩＣメモリ１２-２へ、或いはその
反対方向へ、切り換えることができる。
【００５８】
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さらに、スライドスイッチ６の可動部６ａは、一方の端部側の固定位置から他方の端部側
の固定位置へ移動させた場合、或いは、その逆方向への移動をさせた場合、必ず、中央の
固定位置を通過することとなり、第２のスイッチ１４により挿抜検出端子ＩＮＳが一旦開
放される。つまり、スライドスイッチ６の可動部６ａは、一方の端部側の固定位置から他
方の端部側の固定位置へ移動させた場合、或いは、その逆方向への移動をさせた場合、挿
抜検出端子ＩＮＳは、グランドに接続されている状態から、開放され、そののちに再度グ
ランドに接続されることとなる。
【００５９】
従って、このようなメモリカード１では、ホスト機器２にメモリカード１が挿入されてい
る状態のまま、スライドスイッチ６を操作して、選択するＩＣメモリを他のＩＣメモリに
切り換えた場合、ホスト機器２に対して一旦メモリカード１のデマウント処理をさせた後
、再度マウント処理をさせることができる。
【００６０】
このことにより第１の実施の形態のメモリカード１では、ホスト機器２に挿入された状態
でスライドスイッチ６を操作してＩＣメモリを切り換えたとしても、ホスト機器２に対し
ては、一旦、抜き出しがされたものと判断させることができる。そのため、本メモリカー
ド１では、記録中のデータを破壊等することなく、安全にＩＣメモリの切り換えをするこ
とができる。
【００６１】
なお、第１の実施の形態のメモリカード１では、内部のＩＣメモリの数が２つであるが、
本発明では、内部のＩＣメモリの数は、２つに限らず、複数であればいくつでもよい。も
っとも、ＩＣメモリの数が増加した場合、ＩＣメモリを選択するスイッチをスライドスイ
ッチとすると、ユーザによる操作が面倒となることがある。このような場合には、ＩＣメ
モリを選択するスイッチに、例えば、図５に示すようなロータリースイッチ２１を用いる
のが望ましい。ただし、この場合も、第１のスイッチ１３及び第２のスイッチ１４は、ロ
ータリースイッチ２１に連動して動作し、図６に示すように、第１のスイッチ１３が任意
のいずれかのＩＣメモリを選択しているときには、第２のスイッチ１４は挿抜検出端子Ｉ
ＮＳをグランドに落とすようにする。そして、さらに、任意のＩＣメモリから、他のＩＣ
メモリへ切り換え操作がされた場合には、第２のスイッチ１４によって、必ず、挿抜検出
端子ＩＮＳを開放するように構成する。
【００６２】
また、第１の実施の形態のメモリカード１に、選択しているＩＣメモリをユーザに通知す
るための表示部を設けても良い。表示部は、本メモリカード１をホスト機器２に挿入した
時にでも、ユーザがその表示が見える位置に設けられる。例えば、図７に示すように、表
示部を第１の発光ダイオード２２と第２の発光ダイオード２３とで構成し、これらを接続
端子群４が設けられている長手方向の端部に対して、反対側の端部に設ける。そして、図
８に示すように、第１の発光ダイオード２２を第１のプルアップ抵抗１５に対して直列に
接続し、第２の発光ダイオード２３を第２のプルアップ抵抗１６に対して直列に接続する
。このようにすることで、第１のＩＣメモリ１２-１が選択されているときには第１の発
光ダイオード２２が発光し、第２のＩＣメモリ１２-２が選択されているときには第２の
発光ダイオード２３が発光することとなる。
【００６３】
このように選択しているＩＣメモリをユーザに通知するための表示部を設けることによっ
て、第１の実施の形態のメモリカード１では、内部の複数のＩＣメモリをスイッチで切り
換えることにより、ホスト機器２に対してそれぞれのＩＣメモリを独立のデバイスとして
認識をさせ、且つ、ホスト機器２に装着した状態で選択されているＩＣメモリをユーザに
対して認識させることができる。
【００６４】
また、第１の実施の形態のメモリカード１に、誤消去防止用のスイッチを設けても良い。
誤消去防止スイッチは、第１のＩＣメモリ１２-１及び第２のＩＣメモリ１２-２に対する
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データの書き込みを禁止した状態と、書き込みを許可した状態とを切り換えるスイッチで
ある。誤消去防止スイッチの選択信号は、コントローラ１１に与えられる。コントローラ
１１は、誤消去防止スイッチの選択信号に応じて、第１のＩＣメモリ１２-１及び第２の
ＩＣメモリ１２-２に対するデータの書き込みの禁止及び許可の制御を行う。この誤消去
防止スイッチは、その操作部２５が、例えば、図９に示すように、筐体の裏面１ｂの接続
端子群４の近傍に設けられる。このように操作部２５が、筐体の裏面１ｂに設けられるこ
とによって、メモリカード１がホスト機器２に挿入されている場合には、ユーザによる操
作を不可能とすることができる。
【００６５】
第２の実施の形態
つぎに、第２の実施の形態のメモリカードについて説明をする。
【００６６】
なお、第２の実施の形態のメモリカードの説明をするにあたり、上述した第１の実施の形
態のメモリカード１と同一の構成要素については、同一の符号をつけてその詳細な説明を
省略する。
【００６７】
図１０に、第２の実施の形態のメモリカード３０を裏面側からみた斜視図を示す。
【００６８】
メモリカード３０は、第１の実施の形態と同様に、不揮発性の半導体メモリ（ＩＣメモリ
）を内部に有しており、各種デジタルデータを格納することができる。メモリカード３０
は、ホスト機器２の外部記憶メディアとして機能する。メモリカード３０は、ホスト機器
２に設けられているスロット３に挿入された状態で使用される。メモリカード３０のスロ
ット３に対する挿入及び抜出は、ユーザが手動で自在に行うことができる。そのため、例
えば、あるホスト機器２に挿入されていたメモリカード３０を抜き出して、他のホスト機
器２に挿入することもできるため、異なるホスト機器間のデータのやり取りに用いること
が可能である。
【００６９】
メモリカード３０は、主面（表面１ａ及び裏面１ｂ）が略長方形とされた薄板形状となっ
ており、筐体の構成は、上記第１の実施の形態のメモリカード１と同一である。
【００７０】
ただし、第２の実施の形態のメモリカード３０は、内部のＩＣメモリの切り換え用のスラ
イドスイッチ６の取り付け位置が、第１の実施の形態とは異なっている。第２の実施の形
態のメモリカード３０は、裏面１ｂに設けられている。このようにスライドスイッチ６が
裏面１ｂに設けられることによって、メモリカード３０がホスト機器２に挿入された状態
のときに、ユーザにより外部から切り換えが不可能となる。
【００７１】
また、メモリカード３０の内部には、コントローラ１１用のＩＣと、メモリＩＣが設けら
れていが、スライドスイッチ６は、図１１に示すように、そのコントローラ１１用のＩＣ
の配設位置と、ＩＣメモリの配設位置との間の位置に設けられている。このようにスライ
ドスイッチ６を設けることによって、カード内部の切り換えスイッチとの距離を短くする
ことができ、製造が容易になる。
【００７２】
図１２に、メモリカード３０の内部ブロック構成図を示す。
【００７３】
メモリカード３０の挿抜検出端子ＩＮＳは、ホスト機器２にメモリカード３０が挿入され
ているか、挿入されていないかをホスト機器２側から判断するために設けられた端子であ
る。第２の実施の形態のメモリカード３０では、挿抜検出端子ＩＮＳがグランドに接続さ
れている。
【００７４】
メモリカード３０は、内部に、コントローラ１１と、第１のＩＣメモリ３１-１と、第２
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のＩＣメモリ３１-２と、第３のＩＣメモリ３３-３と、メモリ切換スイッチ３２とを備え
ている。
【００７５】
コントローラ１１は、当該メモリカード３０がホスト機器２に挿入されている状態のとき
に、シリアルデータ端子ＳＤ、バスステート端子ＢＳ及びクロック端子ＣＬＫを介して、
ホスト機器２との間でシリアルデータ、バスステート信号及びクロック端子の転送を行う
。コントローラ１１は、ホスト機器２から供給されるシリアルデータ（実データ及び制御
データ）に基づき、第１のＩＣメモリ３１-１、第２のＩＣメモリ３１-２及び第３のＩＣ
メモリ３１-３に対する、データの書込及び読出の制御を行う。また、コントローラ１１
は、コントロール端子ＣＮＴを有しており、このコントロール端子ＣＮＴからＩＣメモリ
に対するデータの書き込み及び読み出しのタイミングを示すメモリコントロール信号を発
生する。コントローラ１１は、第１のＩＣメモリ３１-１、第２のＩＣメモリ３１-２及び
第３のＩＣメモリ３１-３に対する書込及び読出を行うときに当該メモリコントロール信
号をＬｏｗとし、書込及び読出を行っていないときには当該メモリコントロール信号をＨ
ｉｇｈとする。
【００７６】
第１のＩＣメモリ３１-１、第２のＩＣメモリ３１-２及び第３のＩＣメモリ３１-３は、
ＮＡＮＤ型のフラッシュメモリ等の不揮発性の半導体メモリである。第１のＩＣメモリ３
１-１、第２のＩＣメモリ３１-２及び第３のＩＣメモリ３１-３は、それぞれ独立したデ
バイス（ＩＣ）として構成されている。第１のＩＣメモリ３１-１、第２のＩＣメモリ３
１-２及び第３のＩＣメモリ３１-３は、ともにバス（アドレスバス、データバス及び制御
バス）１４を介してコントローラ１１に接続されている。
【００７７】
第１のＩＣメモリ３１-１、第２のＩＣメモリ３１-２及び第３のＩＣメモリ３１-３には
、チップセレクト端子ＣＳが設けられている。第１のＩＣメモリ３１-１、第２のＩＣメ
モリ３１-２及び第３のＩＣメモリ３１-３は、チップセレクト端子に供給される信号（チ
ップセレクト信号）が、ＬＯＷとなっているときにコントローラ１１からのデータの書込
及び読出を可能とし、ＨＩＧＨとなっているときにはコントローラ１１からのデータの書
込及び読出を受け付けない。
【００７８】
メモリ切換スイッチ３２は、筐体の外部に設けられたスライドスイッチ６と連動して切り
換わるスイッチである。メモリ切換スイッチ３２は、１つの固定接点３２ａと、３つの可
動接点（第１の可動接点３２ｂ，第２の可動接点３２ｃ，第３の可動接点３２ｄ）を有し
ている。メモリ切換スイッチ３２は、スライドスイッチ６の可動部６ａのスライド動作に
連動して、固定接点３２ａと、いずれか１つの可動接点３２ｂ～３２ｄとを接続する。固
定接点３２ａは、コントローラ１１のコントロール端子ＣＮＴと接続されている。第１の
可動接点３２ｂは、第１のＩＣメモリ３１-１のチップセレクト端子ＣＳに接続されてい
るとともに、第１のプルアップ抵抗３３を介して電源端子Ｖｃｃに接続されている。第２
の可動接点３２ｃは、第２のＩＣメモリ３１-２のチップセレクト端子ＣＳに接続されて
いるとともに、第２のプルアップ抵抗３４を介して電源端子Ｖｃｃに接続されている。第
３の可動接点３２ｄは、第３のＩＣメモリ３１-３のチップセレクト端子ＣＳに接続され
ているとともに、第３のプルアップ抵抗３５を介して電源端子Ｖｃｃに接続されている。
【００７９】
このようなメモリ切換スイッチ３２は、スライドスイッチ６の可動部６ａが一方の端部側
の固定位置に切り換えられた場合には固定接点３２ａと第１の可動接点３２ｂとを接続し
、スライドスイッチ６の可動部６ａが一方の端部側とは反対の他方の端部側の固定位置に
切り換えられた場合には固定接点３２ａと第３の可動接点３２ｄとを接続し、スライドス
イッチ６の可動部６ａが中心の固定位置に切り換えられた場合には固定接点３２ａと第２
の可動接点３２ｃとを接続する。
【００８０】
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従って、スライドスイッチ６の可動部６ａが一方の端部側の固定位置に切り換えられてい
る場合には、コントローラ１１からのメモリコントロール信号が第１のＩＣメモリ３１-
１のチップセレクト端子ＣＳに供給され、第２のＩＣメモリ３１-２及び第３のＩＣメモ
リ３１-３のチップセレクト端子ＣＳには常にＨｉｇｈレベルが供給される。つまり、ス
ライドスイッチ６の可動部６ａが一方の端部側の固定位置に切り換えられている場合には
、第１のＩＣメモリ３１-１に対してのみデータの書込及び読出が行われる。
【００８１】
また、スライドスイッチ６の可動部６ａが中央の固定位置に切り換えられている場合には
、コントローラ１１からのメモリコントロール信号が第２のＩＣメモリ３１-２のチップ
セレクト端子ＣＳに供給され、第１のＩＣメモリ３１-１及び第３のＩＣメモリ３１-３の
チップセレクト端子ＣＳには常にＨｉｇｈレベルが供給される。つまり、スライドスイッ
チ６の可動部６ａが中央の固定位置に切り換えられている場合には、第２のＩＣメモリ３
１-２に対してのみデータの書込及び読出が行われる。
【００８２】
また、スライドスイッチ６の可動部６ａが他方の端部側の固定位置に切り換えられている
場合には、コントローラ１１からのメモリコントロール信号が第３のＩＣメモリ３１-３
のチップセレクト端子ＣＳに供給され、第１のＩＣメモリ３１-１及び第２のＩＣメモリ
３１-２のチップセレクト端子ＣＳには常にＨｉｇｈレベルが供給される。つまり、スラ
イドスイッチ６の可動部６ａが他方の端部側の固定位置に切り換えられている場合には、
第３のＩＣメモリ３１-３に対してのみデータの書込及び読出が行われる。
【００８３】
以上のように、メモリ切換スイッチ３２は、スライドスイッチ６に連動して動作し、内部
の３つのＩＣメモリのうちいずれか１つのＩＣメモリを選択した状態とする。
【００８４】
以上のように第２の実施の形態のメモリカード３０では、内部のＩＣメモリの切り換え用
のスライドスイッチ６の取り付け位置が、裏面１ｂに設けられている。このようにスライ
ドスイッチ６が裏面１ｂに設けられることによって、メモリカード３０がホスト機器２に
挿入された状態のときに、ユーザによる外部から切り換えが不可能となる。従って、第２
の実施の形態のメモリカード３０では、内部に複数のフラッシュメモリを設け、そのフラ
ッシュメモリを外部の切換スイッチで切り換えて利用できるようにしたとともに、データ
をホスト機器２に挿入している最中にはユーザによる切り換えを防止して、記録済みデー
タの破壊等を発生させない。
【００８５】
また、第２の実施の形態のメモリカード３０に、誤消去防止用のスイッチを設けても良い
。誤消去防止スイッチは、第１のＩＣメモリ３１-１、第２のＩＣメモリ３１-２及び第３
のＩＣメモリ３１-３に対するデータの書き込みを禁止した状態と、書き込みを許可した
状態とを切り換えるスイッチである。誤消去防止スイッチの選択信号は、コントローラ１
１に与えられる。コントローラ１１は、誤消去防止スイッチの選択信号に応じて、第１の
ＩＣメモリ３１-１、第２のＩＣメモリ３１-２及び第３のＩＣメモリ３１-３に対するデ
ータの書き込みの禁止及び許可の制御を行う。この誤消去防止スイッチは、例えば、その
操作部２５が、例えば、図１３に示すように、筐体の裏面１ｂの接続端子群４の近傍に設
ける。このように操作部２５が、筐体の裏面１ｂに設けられることによって、メモリカー
ド３０がホスト機器２に挿入されている場合には、ユーザによる操作を不可能とすること
ができる。
【００８６】
また、誤消去防止スイッチは、例えば、その操作部２５が、例えば、図１４に示すように
、接続端子群４が設けられている長手方向の端部に対して、反対側の端面１ｃに設けられ
ていてもよい。端面１ｃは、ホスト機器２のスロット３にメモリカード１を挿入している
状態であってもスロット３から露出する。このため端面１ｃに対して誤消去防止スイッチ
の操作部２５を設ければ、メモリカード１がホスト機器２に挿入された状態であっても、
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ユーザにより外部から切り換えが可能となる。
【００８７】
また、第２の実施の形態のメモリカード３０では、スライドスイッチ６の配設位置を、図
１５に示すように、筐体の裏面１ｂの接続端子群４の近傍に設けてもよい。第２の実施の
形態のメモリカード３０と、外観形状が略同一のメモ リスティ ック（商標）と呼ばれる
従来のメモリカードが提案されている。この従来のメモリカードでは、裏面１ｂの筐体の
裏面の接続端子群の近傍に、誤消去防止スイッチの操作部が設けられている。図１５に示
したメモリカード３０のスライドスイッチ６は、この従来のメモリカードに設けられてい
る誤消去防止スイッチと、同一位置に配設され、同一の部材で構成されている。そのため
、この図１５に示したメモリカード３０は、従来のメモリカードの外観形状やスイッチ形
状を変更する必要なく、メモリ選択用のスイッチを実現することができる。従って、従来
のメモリカードと製造ラインを共用化することができ、設計変更によるコストを抑えるこ
とができる。
【００８８】
また、メモリカード３０内に設けられているＩＣメモリは、ＮＡＮＤ型のフラッシュメモ
リを一例に説明しているが、本発明では、ホスト機器からメモリカードを取り外したのち
にもデータを保持することができれば、どのようなメモリ手段であってもよい。また、メ
モリカード３０内には、複数のメモリ手段が備えられるが、複数の種類のＩＣメモリが混
在していてもよい。例えば、フラッシュメモリとＲＯＭとが混在していてもよいし、また
、メモリカード３０内に電池が備えられていれば、メモリ手段としてＲＡＭが含まれてい
ても良い。
【００８９】
第３の実施の形態
つぎに、第３の実施の形態のメモリカードについて説明をする。
【００９０】
なお、第３の実施の形態のメモリカードの説明をするにあたり、上述した第１の実施の形
態のメモリカード１と同一の構成要素については、同一の符号をつけてその詳細な説明を
省略する。
【００９１】
図１６に、第３の実施の形態のメモリカード４０を表面側からみた斜視図を示し、図１７
に第３の実施の形態のメモリカード４０を裏面側からみた斜視図を示す。
【００９２】
メモリカード４０は、第１の実施の形態と同様に、不揮発性の半導体メモリ（ＩＣメモリ
）を内部に有しており、各種デジタルデータを格納することができる。メモリカード４０
は、ホスト機器２の外部記憶メディアとして機能する。メモリカード４０は、ホスト機器
２に設けられているスロット３に挿入された状態で使用される。メモリカード４０のスロ
ット３に対する挿入及び抜出は、ユーザが手動で自在に行うことができる。そのため、例
えば、あるホスト機器２に挿入されていたメモリカード４０を抜き出して、他のホスト機
器２に挿入することもできるため、異なるホスト機器間のデータのやり取りに用いること
が可能である。
【００９３】
メモリカード４０は、主面（表面１ａ及び裏面１ｂ）が略長方形とされた薄板形状となっ
ており、筐体の構成は、上記第１の実施の形態のメモリカード１と同一である。
【００９４】
メモリカード４０内には、第１のＩＣメモリ１２-１と第２のＩＣメモリ１２-２の２つの
ＩＣメモリが設けられている。メモリカード４０では、２つのＩＣメモリのうち、一方の
ＩＣメモリ（例えば、第１のＩＣメモリ１２-１）の名称が“メモリＡ”と定義されてお
り、他方のＩＣメモリ（例えば、第２のＩＣメモリ１２-２）の名称が“メモリＢ”と定
義されている。
【００９５】
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メモリカード４０の主面１ａには、メモリＡとメモリＢとの合計の容量を示した第１のマ
ーク４１と、メモリＡの容量を示した第２のマーク４２と、メモリＢの容量を示した第３
のマーク４３とが記載されている。メモリカード４０には、このように個々のＩＣメモリ
のデータ容量が筐体の外部に記載されているため、ユーザが個々のＩＣメモリのデータ容
量を認識することができる。なお、このような個々のＩＣメモリのデータ容量を示したマ
ークを、上記第１の実施の形態のメモリカード１及び第２の実施の形態のメモリカード３
０に記載してもよい。
【００９６】
また、メモリカード４０の裏面１ｂには、２接点切り換え式の第１のスライドスイッチ４
４が設けられている。第１のスライドスイッチ４４は、メモリ選択用のスイッチとして機
能する。第１のスライドスイッチ４４は、ユーザにより操作がされる可動部４４ａが、裏
面１ｂの長手方向に移動可能とされている。また、第１のスライドスイッチ４４は、裏面
１ｂの長手方向の略中央に配置され、裏面１ｂの短辺方向の一方の端部側に近接した位置
に配置されている。
【００９７】
このような第１のスライドスイッチ４４では、可動部４４ａが一方の端部側（例えば、接
続端子群４が設けられていない側の端部）に移動されている場合にはメモリＡを選択し、
可動部４４ａが他方の端部側（例えば、接続端子群４が設けられている側の端部）に移動
されている場合にはメモリＢを選択する。
【００９８】
また、メモリカード４０の裏面１ｂの第１のスライドスイッチ４４の近傍には、第１のス
ライドスイッチ４４の操作部４４ａをどちらの方向に移動させれば、メモリＡが選択され
るか、或いは、メモリＢが選択されるかをユーザに認識させるメモリの選択方向マーク４
５が記載されている。具体的には、選択方向マーク４５は、可動部４４ａの各移動位置の
近傍付近に、対応するメモリ名称（“Ａ”又は“Ｂ”）を示した記載がされている。なお
、このような選択方向マークを、上記第１の実施の形態のメモリカード１及び第２の実施
の形態のメモリカード３０に記載してもよい。
【００９９】
また、メモリカード４０の裏面１ｂには、２接点切り換え式の第２のスライドスイッチ４
６が設けられている。第２のスライドスイッチ４６は、ＩＣメモリに対するデータの書き
込みの禁止状態と、書き込みの許可状態とを切り換えるスイッチとして機能する。
【０１００】
第２のスライドスイッチ４６は、第１のスライドスイッチ４４と同一の大きさ及び形状と
なっている。第２のスライドスイッチ４６は、ユーザにより操作がされる可動部４６ａが
、裏面１ｂの長手方向に移動可能とされている。第２のスライドスイッチ４６は、裏面１
ｂの長手方向の配置が、接続端子群４と第１のスライドスイッチ４４との間とされており
、裏面１ｂの短辺方向の配置が第１のスライドスイッチ４４と同一の位置とされている。
【０１０１】
第２のスライドスイッチ４６は、可動部４６ａが一方の端部側（例えば、接続端子群４が
設けられていない側の端部）に移動されている場合には書き込みを可能とし、可動部４６
ａが他方の端部側（例えば、接続端子群４が設けられている側の端部）に移動されている
場合には書き込みを禁止する。
【０１０２】
図１８に、第３の実施の形態のメモリカード４０の内部ブロック構成図を示す。
【０１０３】
メモリカード４０は、内部に、コントローラ１１と、第１のＩＣメモリ（メモリＡ）１２
-１と、第２のＩＣメモリ（メモリＢ）１２-２と、メモリ切換スイッチ４７と、誤消去防
止スイッチ４８とを備えている。
【０１０４】
メモリカード４０では、挿抜検出端子ＩＮＳがグランドに接続されている。
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【０１０５】
コントローラ１１は、当該メモリカード４０がホスト機器２に挿入されている状態のとき
に、シリアルデータ端子ＳＤ、バスステート端子ＢＳ及びクロック端子ＣＬＫを介して、
ホスト機器２との間でシリアルデータ、バスステート信号及びクロック端子の転送を行う
。コントローラ１１は、ホスト機器２から供給されるシリアルデータ（実データ及び制御
データ）に基づき、第１のＩＣメモリ１２-１及び第２のＩＣメモリ１２-２に対する、デ
ータの書込及び読出の制御を行う。また、コントローラ１１は、コントロール端子ＣＮＴ
を有しており、このコントロール端子ＣＮＴからＩＣメモリに対するデータの書き込み及
び読み出しのタイミングを示すメモリコントロール信号を発生する。コントローラ１１は
、第１のＩＣメモリ１２-１及び第２のＩＣメモリ１２-２に対する書込及び読出を行うと
きに当該メモリコントロール信号をＬｏｗとし、書込及び読出を行っていないときには当
該メモリコントロール信号をＨｉｇｈとする。
【０１０６】
第１のＩＣメモリ１２-１及び第２のＩＣメモリ１２-２は、ＮＡＮＤ型のフラッシュメモ
リ等の不揮発性の半導体メモリである。第１のＩＣメモリ１２-１及び第２のＩＣメモリ
１２-２は、それぞれ独立したデバイス（ＩＣ）として構成されている。第１のＩＣメモ
リ１２-１及び第２のＩＣメモリ１２-２は、ともにバス（アドレスバス、データバス及び
制御バス）１４を介してコントローラ１１に接続されている。
【０１０７】
第１のＩＣメモリ１２-１及び第２のＩＣメモリ１２-２には、チップセレクト端子ＣＳが
設けられている。第１のＩＣメモリ１２-１及び第２のＩＣメモリ１２-２は、チップセレ
クト端子に供給される信号（チップセレクト信号）が、ＬＯＷとなっているときにコント
ローラ１１からのデータの書込及び読出を可能とし、ＨＩＧＨとなっているときにはコン
トローラ１１からのデータの書込及び読出を受け付けない。
【０１０８】
メモリ切換スイッチ４７は、筐体の外部に設けられた第１のスライドスイッチ４４と連動
して切り換わるスイッチである。メモリ切換スイッチ４７は、１つの固定接点４７ａと、
２つの可動接点（第１の可動接点４７ｂ及び第２の可動接点４７ｃ）を有している。メモ
リ切換スイッチ４７は、第１のスライドスイッチ４４の可動部４４ａのスライド動作に連
動して、固定接点４７ａと、いずれか１つの可動接点４７ｂ～４７ｃとを接続する。固定
接点４７ａは、コントローラ１１のコントロール端子ＣＮＴと接続されている。第１の可
動接点４７ｂは、第１のＩＣメモリ１２-１のチップセレクト端子ＣＳに接続されている
とともに、第１のプルアップ抵抗１５を介して電源端子Ｖｃｃに接続されている。第２の
可動接点４７ｃは、第２のＩＣメモリ１２-２のチップセレクト端子ＣＳに接続されてい
るとともに、第２のプルアップ抵抗１６を介して電源端子Ｖｃｃに接続されている。
【０１０９】
このようなメモリ切換スイッチ４７は、第１のスライドスイッチ４４の可動部４４ａが一
方の端部側の固定位置に切り換えられた場合には固定接点４７ａと第１の可動接点４７ｂ
とを接続し、第１のスライドスイッチ４４の可動部４４ａが一方の端部側とは反対の他方
の端部側の固定位置に切り換えられた場合には固定接点４７ａと第２の可動接点４７ｃと
を接続する。
【０１１０】
従って、第１のスライドスイッチ４４の可動部４４ａが一方の端部側の固定位置に切り換
えられている場合には、コントローラ１１からのメモリコントロール信号が第１のＩＣメ
モリ１２-１のチップセレクト端子ＣＳに供給され、第２のＩＣメモリ１２-２のチップセ
レクト端子ＣＳには常にＨｉｇｈレベルが供給される。つまり、第１のスライドスイッチ
４４の可動部４４ａが一方の端部側の固定位置に切り換えられている場合には、第１のＩ
Ｃメモリ１２-１に対してのみデータの書込及び読出が行われる。
【０１１１】
また、第１のスライドスイッチ４４の可動部４４ａが他方の端部側の固定位置に切り換え
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られている場合には、コントローラ１１からのメモリコントロール信号が第２のＩＣメモ
リ１２-２のチップセレクト端子ＣＳに供給され、第１のＩＣメモリ１２-１のチップセレ
クト端子ＣＳには常にＨｉｇｈレベルが供給される。つまり、第１のスライドスイッチ４
４の可動部４４ａが他方の端部側の固定位置に切り換えられている場合には、第２のＩＣ
メモリ１２-２に対してのみデータの書込及び読出が行われる。
【０１１２】
以上のように、メモリ切換スイッチ４７は、第１のスライドスイッチ４４に連動して動作
し、内部の２つのＩＣメモリのうちいずれか１つのＩＣメモリを選択した状態とする。
【０１１３】
誤消去防止スイッチ４８は、筐体の外部に設けられた第２のスライドスイッチ４６と連動
して切り換わるスイッチである。誤消去防止スイッチ４８は、１つの固定接点４８ａと、
２つの可動接点（第１の可動接点４８ｂ及び第２の可動接点４８ｃ）を有している。誤消
去防止スイッチ４８は、第２のスライドスイッチ４６の可動部４６ａのスライド動作に連
動して、固定接点４８ａと、いずれか１つの可動接点４８ｂ～４８ｃとを接続する。固定
接点４８ａは、コントローラ１１と接続されている。第１の可動接点４８ｂは、第３のプ
ルアップ抵抗４９を介して電源端子Ｖｃｃに接続されている。第２の可動接点４８ｃは、
グランドに接続されている。
【０１１４】
このような誤消去防止スイッチ４８は、第２のスライドスイッチ４６の可動部４６ａが一
方の端部側の固定位置に切り換えられた場合には固定接点４８ａと第１の可動接点４８ｂ
とを接続し、第２のスライドスイッチ４６の可動部４６ａが一方の端部側とは反対の他方
の端部側の固定位置に切り換えられた場合には固定接点４８ａと第２の可動接点４８ｃと
を接続する。
【０１１５】
従って、誤消去防止スイッチ４８は、第２のスライドスイッチ４６の可動部４６ａが一方
の端部側の固定位置に切り換えられている場合には、コントローラ１１に対してＨｉｇｈ
を与えることができ、可動部４６ａが他方の端部側の固定位置に切り換えられている場合
には、コントローラ１１に対してＬｏｗを与えることができる。コントローラ１１は、ホ
スト機器２からメモリカード４０の状態を確認するためのレジスタ読み出し命令を受信す
ると、誤消去防止スイッチ４８の状態を内部レジスタに書き込み、このレジスタの内容を
シリアルデータ線を介してホスト機器２に返送する。ホスト機器２は、この内容に基づい
て書き込み禁止状態から書き込み許可状態かを判断する。
【０１１６】
以上のように第３の実施の形態のメモリカード４０では、内部のＩＣメモリの切り換え用
の第１のスライドスイッチ４４の取り付け位置が、裏面１ｂに設けられている。このよう
に第１のスライドスイッチ４４が裏面１ｂに設けられることによって、メモリカード４０
がホスト機器２に挿入された状態のときに、ユーザによる外部から切り換えが不可能とな
る。従って、第３の実施の形態のメモリカード４０では、内部に複数のフラッシュメモリ
を設け、そのフラッシュメモリを外部の切換スイッチで切り換えて利用できるようにした
とともに、データをホスト機器２に挿入している最中にはユーザによる切り換えを防止し
て、記録済みデータの破壊等を発生させない。
【０１１７】
なお、以上のような第１～第３のメモリカードの使用方法として、一方のＩＣメモリに対
して書き込み及び読み出しを行う場合には、パスワードにより認証を行い、他方のＩＣメ
モリに対して書き込み及び読み出しを行う場合には、パスワードによる認証を行わないと
いったように、セキュリティの有無によって使用するＩＣメモリを区別するようにしても
よい。また、一方のＩＣメモリには、個人データを記録しておき、他方のＩＣメモリには
、業務用のデータを記録するといったように、プライベートデータかパブリックデータか
によって使用するＩＣメモリを区別するようにしてもよい。また、ホスト機器２がデジタ
ルスチルカメラである場合には一方のＩＣメモリにデータを記録し、ホスト機器２がパー
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ソナルコンピュータである場合には他方のＩＣメモリにデータを記録するといったように
、ホスト機器２の種類に応じて使用するＩＣメモリを区別するようにしてもよい。
【０１１８】
【発明の効果】
　本発明では、内部の複数の不揮発性メモリを第１のスイッチによって切り換えることに
より、ホスト機器に対してそれぞれの記録領域を独立のデバイスとして認識をさせる。さ
らに、この本発明では、任意の不揮発性メモリを選択する接点から他の不揮発性メモリを
選択する接点への切り換えの中間位置に、いずれの不揮発性メモリも選択しない接点が第
１のスイッチに設けられており、第２のスイッチが、第１のスイッチがいずれかの不揮発
性メモリを選択する接点に切り換えられているときには検出端子をグランドに接続して、
ホスト機器に対してデータ記憶装置が装着されたことを検出させ、第１のスイッチがいず
れの不揮発性メモリも選択していない接点に切り換えられているときには検出端子を開放
して、ホスト機器に対してデータ記憶装置が装着されていないと検出させる。
【０１１９】
　このため本発明では、ホスト機器に対してデータ記憶装置が装着された状態で第１のス
イッチを操作して不揮発性メモリ手段を切り換えたとしても、ホスト機器に対しては、一
旦、着脱がされたものと検出させることができるため、安全に不揮発性メモリ手段の切り
換えをすることができる。したがって、本発明では、ホスト機器に対してデータ記憶装置
が装着された状態で、内部の複数の記憶領域をスイッチで切り換えることができることに
より、ホスト機器に対してそれぞれの記録領域を独立のデバイスとして認識をさせ、且つ
、ホスト機器に装着した状態で第１のスイッチを切り換えることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１の実施の形態のメモリカード及びそのホスト機器の外観斜視図である。
【図２】第１の実施の形態のメモリカードを表面側から見た斜視図である。
【図３】第１の実施の形態のメモリカードを裏面側から見た斜視図である。
【図４】第１の実施の形態のメモリカードの内部のブロック図である。
【図５】ロータリースイッチを設けたメモリカードの斜視図である。
【図６】ロータリースイッチを設けたメモリカード内のスイッチ構成を示す図である。
【図７】表示部を設けたメモリカードの斜視図である。
【図８】表示部を設けたメモリカードの内部のブロック図である。
【図９】誤消去防止スイッチが設けられた第１の実施の形態のメモリカードを裏面側から
みた斜視図である。
【図１０】第２の実施の形態のメモリカードを裏面側から見た斜視図である。
【図１１】第２の実施の形態のメモリカードのスライドスイッチ６の取り付け位置を説明
するための図である。
【図１２】第２の実施の形態のメモリカードの内部のブロック図である。
【図１３】誤消去防止スイッチが設けられた第２の実施の形態のメモリカードを裏面側か
らみた斜視図である。
【図１４】誤消去防止スイッチが側面部に設けられた第２の実施の形態のメモリカードを
裏面側からみた斜視図である。
【図１５】スライドスイッチの取り付け位置を変更した第２の実施の形態のメモリカード
を裏面側からみた斜視図である。
【図１６】第３の実施の形態のメモリカードを表側からみた斜視図である。
【図１７】第３の実施の形態のメモリカードを裏面側からみた斜視図である。
【図１８】第３の実施の携帯のメモリカードの内部のブロック図である。
【符号の説明】
１，３０，４０　メモリカード、２　ホスト機器、６　スライドスイッチ、１１　コント
ローラ、１２-１，３１-１　第１のＩＣメモリ、１２-２，３１-２　第２のＩＣメモリ、
３１-３　第３のＩＣメモリ、１３　第１のスイッチ、１４第２のスイッチ、２１　ロー
タリースイッチ、２２　第１の発光ダイオード、２３　第２の発光ダイオード、３２　メ
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