
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子機器の単一のバッテリー収容室に収容される厚さが異なる第１、第２バッテリー装
置であって、
　前記各第１、第２バッテリー装置は、幅方向の両端に位置する側面と、厚さ方向の両端
に位置する上面および下面と、長さ方向の両端に位置する前面および後面とを有するケー
スと、前記ケースの内部に設けられた充電池部と、前記ケースの前面に設けられ前記充電
池部に接続されたバッテリー側端子とを備えており、
　前記第１バッテリー装置のケースと、前記第２バッテリー装置のケースとは、幅と長さ
が略等しく、かつ、厚さが前記第１バッテリー装置のケースよりも第２バッテリー装置の
ケースが大きく形成され、
　第１バッテリー装置に設けられたバッテリー側端子と、前記第２バッテリー装置に設け
られたバッテリー側端子とは、それらの前面においてそれらの下面、側面を基準とした同
一の箇所に設けられ、
　前記第２バッテリー装置のケースの前面には係合凹部が設けられ、
　前記第２バッテリー装置のケースの下面から、前記係合凹部を形成する前記ケースの壁
部で前記下面寄りの箇所までの寸法と、前記第１バッテリー装置のケースの下面から上面
までの寸法は等しく形成され
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、
前記第１、第２バッテリー装置のケースは、それぞれフレームと、このフレームの前後

を除く部分に貼着されたフィルムにより構成されている、



　ことを特徴とするバッテリー装置。
【請求項２】
　前記係合凹部は前記ケースの幅方向に間隔を置いて複数設けられていることを特徴とす
る請求項１記載のバッテリー装置。
【請求項３】
　前記フィルムは前記フレームの前後部を除く全周に貼着され、前記ケースの側面に対応
する前記フレームの側面で前記前後部に臨む箇所には、前記フレームの長さ方向の中間部
からフレームの前部または後部に至るにつれて次第に前記フレームからの突出量が多くな
り前記前後部と連続状につながる傾斜部が設けられていることを特徴とする請求項 記載
のバッテリー装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はバッテリー装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、左右方向の幅と上下方向の厚さと前後方向の長さを有し、かつ、上下方向で
対向する上面、下面と、前記長さ方向で対向する前面、後面とを有する矩形板状に形成さ
れたケースと、ケースの内部に設けられた充電池部と、ケースの前面に設けられ充電池部
に接続されたバッテリー側端子とを備えたバッテリー装置が提供されている（例えば特許
文献１参照）。
　また、前記バッテリー装置が収容されるバッテリー収容室を有する電子機器も提供され
ている。
　この種のバッテリー収容室は、前記バッテリー装置のケースの幅方向に対応する幅と、
ケースの厚さに対応する高さと、ケースの長さに対応する深さと、バッテリー装置が長さ
方向を深さ方向に平行させ挿入された状態でバッテリー側端子に接触する収容室側端子と
を備えている。
【特許文献１】特開２００２－１１０１２１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、上述のバッテリー装置では、バッテリー収容室の高さが単一のバッテリ
ー装置のケースの厚さに合わせて形成されているため、厚さの異なる２種類のバッテリー
装置を収容することができない。
　そのため、例えば、使用用途や使用目的に応じて容量の異なるバッテリー装置を使い分
けることができず、使い勝手の点で改善の余地があった。
　本発明はこのような事情に鑑みなされたものであり、その目的は、容量が異なる２種類
のバッテリー装置を使うことができ使い勝手を向上する上で有利なバッテリー装置を提供
することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上述の目的を達成するため、本発明のバッテリー装置は、電子機器の単一のバッテリー
収容室に収容される厚さが異なる第１、第２バッテリー装置であって、前記各第１、第２
バッテリー装置は、幅方向の両端に位置する側面と、厚さ方向の両端に位置する上面およ
び下面と、長さ方向の両端に位置する前面および後面とを有するケースと、前記ケースの
内部に設けられた充電池部と、前記ケースの前面に設けられ前記充電池部に接続されたバ
ッテリー側端子とを備えており、前記第１バッテリー装置のケースと、前記第２バッテリ
ー装置のケースとは、幅と長さが略等しく、かつ、厚さが前記第１バッテリー装置のケー
スよりも第２バッテリー装置のケースが大きく形成され、第１バッテリー装置に設けられ
たバッテリー側端子と、前記第２バッテリー装置に設けられたバッテリー側端子とは、そ
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れらの前面においてそれらの下面、側面を基準とした同一の箇所に設けられ、前記第２バ
ッテリー装置のケースの前面には係合凹部が設けられ、前記第２バッテリー装置のケース
の下面から、前記係合凹部を形成する前記ケースの壁部で前記下面寄りの箇所までの寸法
と、前記第１バッテリー装置のケースの下面から上面までの寸法は等しく形成され

ことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００５】
　そのため、本発明のバッテリー装置によれば、係合凹部を利用することで、厚さの異な
る２種類の第１、第２バッテリー装置を同一のバッテリー収容室に選択的に収容すること
ができ、使用用途や使用目的に応じて容量の異なるバッテリー装置を使い分けることがで
き、使い勝手を向上する上で有利となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
　容量が異なる２種類のバッテリー装置を使うことができ使い勝手を向上する上で有利な
バッテリー装置を提供するという目的を、厚さの大きい第２バッテリー装置のケースの前
面に係合凹部を設けることによって実現した。
【実施例１】
【０００７】
　次に本発明の実施例１について図面を参照して説明する。
　図１は実施例１の第１、第２バッテリー装置の斜視図、図２はバッテリー装置の説明図
、図３はバッテリー装置に貼付されるフィルムの説明図、図４は電子機器のバッテリー収
容室の構成を示す一部を破断した状態を示す斜視図、図５は第１、第２バッテリー装置が
バッテリー収容室に収容された状態を示す説明図である。
　本実施例では、図１（Ａ）、（Ｂ）に示す第１バッテリー装置１、第２バッテリー装置
２の厚さの異なる２種類のバッテリー装置が図４に示す単一のバッテリー収容室５０に選
択的に収容される。
　まず、バッテリー装置について説明する。
　図１（Ａ）に示すように、第１バッテリー装置１は、ケース１０と、ケース１０の内部
に設けられた充電池部１２（図２（Ｂ））と、ケース１０に設けられたバッテリー側端子
１４とを備えている。
　図１（Ｂ）に示すように、第２バッテリー装置２は、ケース２０と、ケース２０の内部
に設けられた充電池部２２（図２（Ｂ））と、ケース２０に設けられたバッテリー側端子
２４とを備えている。
【０００８】
　本実施例では、ケース１０、２０は、幅方向Ｗの両端に位置する側面１０Ａ、２０Ａと
、厚さ方向Ｄの両端に位置する上面１０Ｂ、２０Ｂおよび下面１０Ｃ、２０Ｃと、長さ方
向Ｌの両端に位置する前面１０Ｄ、２０Ｄおよび後面１０Ｅ、２０Ｅとを有している。
　第１バッテリー装置１のケース１０と、第２バッテリー装置２のケース２０とは、幅と
長さが略等しく、かつ、厚さが第１バッテリー装置１のケース１０よりも第２バッテリー
装置２のケース２０が大きく形成されている。
　第１、第２バッテリー装置１、２に設けられたバッテリー側端子１４、２４は、それら
の前面１０Ｄ、２０Ｄにおいてそれらの下面１０Ｃ、２０Ｃ、側面１０Ａ、２０Ａを基準
とした同一の箇所に設けられ、それぞれ充電池部２２に接続されている。
【０００９】
　図２（Ａ）～（Ｃ）は第２バッテリー装置２のケース２０の左側面図、平面図、右側面
図を示している。
　この図２を参照して第２バッテリー装置２のケース２０とともに、第１バッテリー装置
１のケース１０の概略構成について説明する。
　ケース１０、２０は、それぞれフレーム１００を有し、フレーム１００は四辺形の枠状
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第１、第２バッテリー装置のケースは、それぞれフレームと、このフレームの前後を除く
部分に貼着されたフィルムにより構成されている



部材１０１と、この枠状部材１０１の前部にはめ込まれた前キャップ１０２を有している
。
　そして、前面１０Ｄ、２０Ｄは前キャップ１０２の前面で構成され、後面１０Ｅ、２０
Ｅは枠状部材１０１の後部１０４の後面で構成されている。
　また、前キャップ１０２と後部１０４との間は枠状部材１０１の側壁１０６が露出して
おり、充電池部１２は前キャップ１０２に取着されてそれら前キャップ１０２と後部１０
４と、２つの側壁１０６で形成された空間に収納されている。
　また、ケース１０、２０は、図１に示すように、前面１０Ｄ、２０Ｄ寄り部分と後面１
０Ｅ、２０Ｅ寄り部分との間の前キャップ１０２、後部１０４、２つの側壁１０６上の全
周にフィルム２０２が巻装されて取着されている。
　より詳細に説明すると、フィルム２０２は絶縁性を有し、上フィルム２０４と下フィル
ム２０６により構成されている。
　そして、図３（Ａ）、（Ｂ）に示すように、まず、上フィルム２０４が、前キャップ１
０２と後部１０４との間で上方に露出する充電池部１２部分および側壁１０６部分を覆う
ように貼着され、さらに充電池部１２の下面の両側部分に貼着される。次いで、充電池部
１２（２２）の下面の両側部分に貼着された上フィルム２０４部分、および、前キャップ
１０２と後部１０４との間で下方に露出する充電池部１２（２２）の下面部分を覆うよう
に下フィルム２０６が貼着されている。
　このように大きさ形状が異なるものの第１バッテリー装置１と第２バッテリー装置２の
ケース１０、２０は、それぞれフレーム１００とフィルム２０２で構成されている。
【００１０】
　第２バッテリー装置２のケース２０の前面２０Ｄには、幅方向Ｗに間隔をおいて係合凹
部２６、２８が設けられている。
　一方の係合凹部２６は、２つの側面２０Ａのうちの一方の側面２０Ａおよび前面２０Ｄ
並びに上面２０Ｂに開放状に形成されている。
　他方の係合凹部２８は、２つの側面２０Ａのうちの他方の側面２０Ａおよび前面２０Ｄ
並びに上面２０Ｂに開放状に形成されている。
　各係合凹部２６、２８を形成する前キャップ２０２の壁部で下面２０Ｃ寄りの箇所は上
面２０Ｂおよび下面２０Ｃに平行な平坦面２４０２、２６０２として形成されている。
　そして、ケース２０の下面から平坦面２４０２、２６０２までの寸法と、第１バッテリ
ー装置１のケース１０の下面１０Ｃから上面１０Ｂまでの寸法は等しく形成されている。
【００１１】
　次に電子機器のバッテリー収容室について説明する。
　図４に示すように、バッテリー収容室５０は電子機器５１の筐体５１０２に設けられて
いる。
　バッテリー収容室５０は、筐体５１０２の後面に開口する挿脱用開口５２を有し、この
挿脱用開口５２は開閉蓋５１０４により開閉される。
　バッテリー収容室５０は、第１、第２バッテリー装置１、２のケース１０、２０の幅方
向Ｗの両端の側面１０Ａ、２０Ａに当接可能な側壁５４と、ケース１０、２０の下面１０
Ｃ、２０Ｃに当接可能な当接壁５６と、ケース１０、２０の長さに対応する深さに設けら
れた奥壁５８と、第２バッテリー装置２のケース２０の厚さに対応する高さに設けられた
上壁６０とを有している。
　奥壁５８には、第１、第２バッテリー装置１、２が挿脱用開口５２から長さ方向Ｌを前
記深さ方向に平行させ挿入された状態で前記バッテリー側端子１４、２４に接触する収容
室側端子６２が設けられている。
【００１２】
　奥壁５８の幅方向に間隔を置いた箇所には、係合凸部６４、６６が挿脱用開口５２に向
けて突出形成されている。
　係合凸部６４、６６は、第１バッテリー装置１のケース１０の上面１０Ｂの前縁に係合
することで第１バッテリー装置１のケース１０の下面１０Ｃを当接壁５６に当て付けた状
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態に保持し、かつ、第２バッテリー装置２のケース２０の係合凹部２６、２８に係合する
ことで第２バッテリー装置２のケース２０の下面２０Ｃを当接壁５６に当て付けた状態に
保持するように構成されている。
　より詳細には、各係合凸部６４、６６が当接壁５６に臨む下面６４Ａ、６６Ａが、第１
バッテリー装置１のケース１０の上面１０Ｂの前縁に係合することで第１バッテリー装置
１を当接壁５６に当て付けた状態に保持し、かつ、各係合凸部６４、６６の下面６４Ａ、
６６Ａが第２バッテリー装置２のケース２０の係合凹部２６、２８の平坦面２６０２、２
８０２に係合することで第２バッテリー装置２を当接壁５６に当て付けた状態に保持する
ように構成されている。
【００１３】
　また、挿脱用開口５２を構成する上壁６０部分には押え部材６８が設けられており、押
え部材６８の先端の係合部６８０２は、第１バッテリー装置１および第２バッテリー装置
２の双方のケース１０、２０の後面１０Ｅ、２０Ｅの上縁に係合し、バッテリー収容室に
収用された第１、第２バッテリー装置１、２を奥壁５８方向に付勢し、バッテリー側端子
１４、２４を収容室側端子６２に接触した状態に保持するように構成されている。本実施
例では、押え部材６８は可撓性を有する弾性部材によって構成され、バッテリー装置を挿
脱する際に指によって持ち上げられる。
　なお、バッテリー収容室に収容された第１、第２バッテリー装置１、２を奥壁５８方向
に付勢し、バッテリー側端子１４、２４を収容室側端子６２に接触した状態に保持する構
造としては従来公知の様々な機構が採用可能であり、この機構は実施例のように筐体側に
設けてもよいし、開閉蓋５１０４に設けてもよい。
【００１４】
　次に第１、第２バッテリー装置１、２のバッテリー収容室５０への収容、取り出しにつ
いて説明する。
　バッテリー収容室５０に第１バッテリー装置１を収容する際には、図５（Ａ）に示すよ
うに、押え部材６８の係合部６８０２を指で挿脱用開口５２から上方に変位させた状態と
し、第１バッテリー装置１のバッテリー側端子１４をバッテリー収容室５０の挿脱用開口
５２に臨ませ、その長さ方向Ｌをバッテリー収容室５０の深さ方向に平行させ、挿入する
。これにより、第１バッテリー装置１の下面１０Ｃはバッテリー収容室５０の当接壁５６
に案内され、第１バッテリー装置１の両側面１０Ａはバッテリー収容室５０の両側壁５４
に案内されバッテリー収容室５０に挿入される。
　押え部材６８から指を外すと、係合部６８０２は第１バッテリー装置１の上面１０Ｂに
接触した状態となり、さらなる第１バッテリー装置１の挿入により第１バッテリー装置１
の上面１０Ｂの前面１０Ｄ寄りの箇所にバッテリー収容室５０の２つの係合凸部６４、６
６が係合し、第１バッテリー装置１のケース１０の下面１０Ｃが当接壁５６に当て付けた
状態に保持される。
　さらなる第１バッテリー装置１の挿入によりバッテリー側端子１４が収容室側端子６２
に接触し、この状態で押え部材６８の係合部６８０２が上面１０Ｂの後縁に係合し、バッ
テリー側端子１４が収容室側端子６２に接触した状態に保持され、第１バッテリー装置１
がバッテリー収容室５０に収容される。
　一方、バッテリー収容室５０から第１バッテリー装置１を取り出す際には、押え部材６
８の係合部６８０２を指で挿脱用開口５２から上方に変位させ、第１バッテリー装置１を
指で把持して後方へ抜き出すことにより、第１バッテリー装置１がバッテリー収容室５０
から取り出される。
【００１５】
　バッテリー収容室５０に第２バッテリー装置２を収容する際には、図５（Ｂ）に示すよ
うに、押え部材６８の係合部６８０２を指で挿脱用開口５２から上方に変位させた状態と
し、第２バッテリー装置２のバッテリー側端子２４をバッテリー収容室５０の挿脱用開口
５２に臨ませ、その長さ方向Ｌをバッテリー収容室５０の深さ方向に平行させ、挿入する
。これにより、第２バッテリー装置２の下面２０Ｃはバッテリー収容室５０の当接壁５６
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に案内され、第２バッテリー装置２の上面２０Ｂはバッテリー収容室５０の上壁６０に案
内され、第１バッテリー装置２の両側面２０Ａはバッテリー収容室５０の両側壁５４に案
内されバッテリー収容室５０に挿入される。
　押え部材６８から指を外すと、係合部６８０２は第２バッテリー装置２の上面２０Ｂに
接触した状態となり、さらなる第２バッテリー装置２の挿入により第２バッテリー装置２
の各係合凹部２６、２８の平坦面２６０２、２８０２にバッテリー収容室５０の２つの係
合凸部６４、６６の下面６４Ａ、６６Ａが係合し、第２バッテリー装置２のケース２０の
下面２０Ｃが当接壁５６に当て付けた状態に保持される。
　さらなる第２バッテリー装置２の挿入によりバッテリー側端子２４が収容室側端子６２
に接触し、この状態で押え部材６８の係合部６８０２が上面２０Ｂの後縁に係合し、バッ
テリー側端子１４が収容室側端子６２に接触した状態に保持され、第２バッテリー装置２
がバッテリー収容室５０に収容される。
　一方、バッテリー収容室５０から第２バッテリー装置２を取り出す際には、押え部材６
８の係合部６８０２を指で挿脱用開口５２から上方に変位させ、第２バッテリー装置２を
指で把持して後方へ抜き出すことにより、第２バッテリー装置２がバッテリー収容室５０
から取り出される。
【００１６】
　したがって、本実施例によれば、厚さの異なる２種類の第１、第２バッテリー装置１、
２を同一のバッテリー収容室５０に選択的に収容することができ、例えば、使用用途や使
用目的に応じて容量の異なるバッテリー装置を使い分けることができ、使い勝手を向上す
る上で有利となる。
　また、実施例では、係合凸部６４、６６および係合凹部２４、２６を幅方向Ｗに間隔を
おいて複数（２つ）設けたので、第１、第２バッテリー装置１、２のバッテリー収容室５
０への収容状態を安定させる上で有利となる。
　また、実施例では、バッテリー収容室５０に、第２バッテリー装置２の上面２０Ｂに当
接可能な上壁６０が設けられているので、第２バッテリー装置２のバッテリー収容室５０
への収容状態を安定させる上で有利となる。
【実施例２】
【００１７】
　次に実施例２について説明する。
　実施例２が実施例１と異なるのは押え部材７８が上下方向にスライド可能に設けられて
いる点である。
　図６は実施例２におけるバッテリー収容室の構成を示す説明図である。
　図６に示すように、押え部材７８は上下方向に直線状に延在し下端にケース１０、２０
の後面１０Ｅ、２０Ｅ上部に係合する係合凹部７８０２が設けられている。
　押え部材７８は、挿抜用開口５２に臨む筐体５１０２部分に配設されている。
　押え部材７８は、該押え部材７８に設けられたガイド溝７８１０に筐体５１０２から突
設されたピン５１１０が係合することで上下方向にスライド可能に設けられ、下端の係合
凹部７８０２が当接壁５６方向に向けて付勢部材７８０４で常時付勢されており、指によ
って押え部材７８を上方に動かすことで係合凹部７８０２が挿抜用開口５２から退避する
ようになっている。
　したがって、第１バッテリー装置１、第２バッテリー装置２の挿脱の際には、実施例１
と同様に指により押え部材７８を挿脱用開口５２から退避させることが行われる。
　また、図６において二点鎖線で示すように、第１バッテリー装置１がバッテリー収容室
５０に挿入されると、押え部材７８の係合凹部７８０２が第１バッテリー装置１のケース
１０の上面１０Ｂの上縁に係合することで、第１バッテリー装置１のバッテリー側端子１
４が収容室側端子６２に接触した状態に保持される。
　また、図６において実線で示すように、第２バッテリー装置２がバッテリー収容室５０
に挿入されると、押え部材７８の係合凹部７８０２が第２バッテリー装置２のケース２０
の上面２０Ｂの上縁に係合することで、第２バッテリー装置２のバッテリー側端子２４が
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収容室側端子６２に接触した状態に保持される。
　このような実施例２においても実施例１と同様の作用効果を奏することはもちろんであ
る。
【００１８】
　次にフィルム２０２の貼付について説明する。
　本実施例では、図２（Ａ）、（Ｂ）に示すように、第１、第２バッテリー装置１、２は
、側方から見て前キャップ１０２と各側壁１０６の上縁との間にそれぞれ前キャップ１０
２が高く側壁１０６の上縁が低い段差Ｄが形成され、かつ、後部１０４と各側壁１０６の
上縁との間にそれぞれ後部１０４が高く各側壁１０６の上縁が低い段差Ｄが形成されてい
る。
　上述したように４つの段差Ｄが形成された状態で、図７（Ａ）、（Ｂ）に示すように、
前面１０Ｄ、２０Ｄ寄り部分と後面１０Ｅ、２０Ｅ寄り部分との間の前キャップ１０２、
後部１０４、２つの側壁１０６上に上フィルム２０４を貼り付け、上フィルム２０４の幅
方向の両側に下方（矢印Ｆ方向）の引っ張り力を加えると、図７（Ｃ）に示すように、上
フイルム２０４が各段差Ｄに当て付けられた部分に応力Ｆ１、Ｆ２が集中して生じ、これ
により上フィルム２０４にシワが発生してしまい、美観を損ねる不都合が発生する。
【００１９】
　このようなシワの発生を防止するために、図８（Ａ）、（Ｂ）に示すように、前キャッ
プ１０２に臨む側壁１０６の上縁部分に前キャップ１０２との段差Ｄを解消する上方に突
出した傾斜部１０８が設けられるととともに、後部１０４に臨む側壁１０６の上縁部分に
後部１０４との段差Ｄを解消する上方に突出した傾斜部１１０が設けられている。すなわ
ち、傾斜部１１０は、フレーム１００の長さ方向の中間部から前キャップ１０２または後
部１０４に至るにつれて次第にフレーム１００からの突出量が次第に多くなり前キャップ
１０２または後部１０４に連続状につながるように形成されている。
　このような構成によれば、図９に示すように、前面１０Ｄ、２０Ｄ寄り部分と後面１０
Ｅ、２０Ｅ寄り部分との間の前キャップ１０２、後部１０４、２つの側壁１０６上に上フ
ィルム２０４を貼り付け、上フィルム２０４の幅方向の両側に下方（矢印Ｆ方向）の引っ
張り力を加えたとしても、上フィルム２０４は各傾斜部１１０に当て付けられるため、こ
の当て付けられた部分に発生する応力Ｆ１、Ｆ２は分散し、これにより上フィルム２０４
にシワが発生することが防止され、美観を向上させる上で有利となる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】実施例１の第１、第２バッテリー装置の斜視図である。
【図２】バッテリー装置の説明図である。
【図３】バッテリー装置に貼付されるフィルムの説明図である。
【図４】電子機器のバッテリー収容室の一部を破断した状態を示す斜視図である。
【図５】第１、第２バッテリー装置がバッテリー収容室に収容された状態を示す説明図で
ある。
【図６】実施例２におけるバッテリー収容室の構成を示す説明図である。
【図７】フィルムの貼付時にシワが発生する状態を示す説明図である。
【図８】バッテリー装置のフレームに傾斜部を設けた構成を示す説明図である。
【図９】フィルムの貼付時にシワの発生が防止される状態を示す説明図である。
【符号の説明】
【００２１】
　１……第１バッテリー装置、２……第２バッテリー装置、１０、２０……ケース、１０
Ａ、２０Ａ……側面、１０Ｂ、２０Ｂ……上面、１０Ｃ、２０Ｃ……下面、１０Ｄ、２０
Ｄ……前面、１０Ｅ、２０Ｅ……後面、１２、２２……充電池部、１４、２４……バッテ
リー側端子、２６、２８……係合凹部、５０……バッテリー収容室、５２……挿脱用開口
、５４……側壁、５６……当接壁、５８……奥壁、６２……収容室側端子、６４、６６…
…係合凸部、６８、７８……押え部材。
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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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【 図 ９ 】
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