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(57)【要約】
【課題】パソコンと共に携行するのに極めて適した携帯
電話機及びそれに使用するプログラムを提供する。
【解決手段】本発明のカード型電話機１は、電話機１を
使用しない場合などに、図に示すようにノートパソコン
１４のＰＣカードスロット１５に挿入することで収納さ
れるように、その外形（縦×横）寸法がＰＣカードの規
格サイズ（８６．５×５４ｍｍ）に合わせて作られた筺
体２を備えた。また、電話機１の下端面には、コネクタ
部７が設けられており、電話機をＰＣカードスロット１
５内の通信用接続端子と接続させることで、パソコンと
の通信が可能で、パソコンからの電源供給によりバッテ
リを充電する機能を備えた。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パソコンのＰＣカードスロットに挿脱自在に収納され、かつ、当該パソコンを経由して
ＩＰ電話回線により通信を行うカード型電話機。
【請求項２】
　前記ＰＣカードスロット内の通信用接続端子からの電力供給により充電されることを特
徴とする、請求項１記載のカード型電話機。
【請求項３】
　パソコンのＰＣカードスロットに挿脱自在に収納され、かつ、当該パソコンを経由して
ＩＰ電話回線により通信を行うカード型電話機、と共に使用されるプログラムであって、
　前記カード型電話機が前記ＰＣカードスロットから離脱されると起動することを特徴と
するプログラム。
【請求項４】
　前記カード型電話機が前記ＰＣカードスロットに挿入されると終了することを特徴とす
る、請求項３記載のプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＰＨＳ（簡易型携帯電話）、デジタルセルラ、アナログセルラ等の携帯電話
機に関し、特に、持ち運びに便利なカード型の携帯電話機およびそれに使用するプログラ
ムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年の急速な携帯電話の普及に伴って、携帯に便利な、軽量で嵩張らない携帯電話機が
多数製品化されている。このような携帯電話機は、衣服のポケットなどに収納されること
が一般的である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかし、最近では、携帯電話機とノートパソコンを同時に携行する機会が増えてきてい
る。
【０００４】
　また、ＩＰ電話の様なインターネット回線による通信手段を利用した電話機では、パソ
コンを経由して、電話機がインターネットに接続されるため、ノートパソコンと電話機が
一緒に持ち運ばれることが多々ある。
【０００５】
　そこで、本発明が解決しようとする課題は、パソコンと共に携行するのに極めて適した
電話機及びそれに使用するプログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の課題を解決するために、本発明は、以下のように構成される。
（１）パソコンのＰＣカードスロットに挿脱自在に収納されることを特徴とする、カード
型電話機。
（２）前記ＰＣカードスロット内の通信用接続端子からの電力供給により充電されること
を特徴とする、（１）記載のカード型電話機。
（３）前記パソコンを経由してＩＰ電話回線に接続されることを特徴とする、（１）又は
（２）に記載のカード型電話機。
（４）パソコンのＰＣカードスロットに挿脱自在に収納され、かつ、当該パソコンを経由
してＩＰ電話回線により通信を行うカード型電話機、と共に使用されるプログラムであっ
て、前記カード型電話機が前記ＰＣカードスロットから離脱されると起動することを特徴



(3) JP 2008-167213 A 2008.7.17

10

20

30

40

50

とする、プログラム。
（５）前記カード型電話機が前記ＰＣカードスロットに挿入されると終了することを特徴
とする、（４）記載のプログラム。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明のカード型電話機によれば、パソコンのＰＣカードスロットに収納されることで
、パソコンと共に携行する際に極めて利便性が良い。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、本発明を実施するための最良の形態に即して詳細に説明する。
【０００９】
　１．第一形態例：カード型携帯電話機
　図１は、本発明のカード型電話機の第一形態例を示す斜視図（概念図）である。図２は
、本発明のカード型電話機の第一形態例を示す前面図（概念図）である。図３は、本発明
のカード型電話機の第一形態例を示す下端面図（概念図）である。図４は、本発明のカー
ド型電話機の第一形態例において、当該電話機がノート型ＰＣに挿入される様子を示す図
（概念図）である。
【００１０】
　１－１．構成
　図１及び図２に示すように、電話機１の筺体２の上面側には、スピーカ（受話部）３と
、ＬＣＤ等よりなる表示部４と、キーボタン５と、マイク（送話部）６とが配設されてい
る。また、筺体２内部には回路要素が適宜に分散して配置されている。本実施形態では、
ＲＦ（高周波）部、ＩＦ（中間周波数）部、ＢＢ（ベースバンド）部で構成される通話系
回路部と、各種プログラムにしたがって各種処理を実行するマイコン及び表示系回路部等
と、薄板状のバッテリーが内蔵されている。そして各回路要素は、フレキシブルフラット
ケーブルや接続ケーブルによって接続されている。また、筺体２内に他の回路系と分離し
て収納した通話系回路部は、電磁シールドが施されており、他の回路要素に電磁ノイズ等
による悪影響を与えないように配慮されている。
【００１１】
　筺体１は電話機を使用しない場合などに、図４に示すようにノートパソコン１４のＰＣ
カードスロット１５に挿入することで収納されるように、その外形（縦×横）寸法がＰＣ
カードの規格サイズ（８６．５×５４ｍｍ）に合わせてある。
【００１２】
　また、ＰＣカード規格（ＰＣＭＣＩＡ）には、カードの厚さによってＴｙｐｅ１、Ｔｙ
ｐｅ２、Ｔｙｐｅ３の３つの種類があり、厚さ５ｍｍのＴｙｐｅ２が、もっとも広く普及
しているタイプであるため、本実施形態の電話機の最大厚みは５ｍｍとなっている。現状
で入手可能な電子部品の厚みに加えて、製品強度等の観点からみた電話機の構造上必要な
厚みを考慮しても、このように厚さ５ｍｍのＰＣカードサイズ電話機は十分に設計、製作
することが可能である。また、電話機に使用するバッテリとしても、現状で入手可能なも
のを好ましく使用でき、たとえば特開２００１－０８６２０６号公報に開示されているポ
リマー２次電池などがあげられる。
【００１３】
　また、電話機１の下端面には、コネクタ部７が設けられており、電話機をＰＣカードス
ロット１５内の通信用接続端子と接続させることで、パソコンとの通信が可能で、パソコ
ンからの電源供給によりバッテリーを充電することが可能となっている。
【００１４】
　また、電話機１内のメモリ情報の管理などもパソコン上で行うことができる。
【００１５】
　１－２．作用・効果
　上記のように構成されたカード型携帯電話機によれば、携帯電話を使用しない時にはパ
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ソコンに収納され、また、パソコンによる電力供給によって充電を行うことができること
により、パソコンと共に持ち運ばれるのに極めて適している。
【００１６】
　２．第２形態例：カード型電話機（インターネット接続型）
　図５は、本発明のカード型電話機の第２形態例（アダプタが接続された状態）を示す斜
視図（概念図）である。図６は、本発明のカード型電話機の第２形態例（アダプタが接続
された状態）を示す前面図（概念図）である。図７は、本発明のカード型電話機の第２形
態例（アダプタが接続された状態）を示す下端面図（概念図）である。図８は、本発明の
カード型電話機の第２形態例（アダプタが接続されていない状態）を示す下端面図（概念
図）である。
【００１７】
　２－１．構成
　図４に示すように、電話機８の筺体９の上面側には、スピーカ（受話部）３と、ＬＣＤ
等よりなる表示部４と、キーボタン５と、マイク（送話部）６とが配設されている。また
、本例では、電話機をＰＣカードサイズより小型化し、より使用者の手になじむ大きさに
設計されているため、パソコンのＰＣカードスロットに挿入する際には、枠状のアダプタ
１０に電話機を接続し、それとともに挿入する。本例では、電話機の厚みと長手方向の長
さはＰＣカードの規格サイズより若干短い程度であるが、横幅寸法が小さく設計されてお
り、使用者の手になじみやすくなっている。また、アダプタ１０には、その下端面にＰＣ
カードスロット内の通信用接続端子と接続させるコネクタ部１１と、電話機がアダプタ１
０を経由してＰＣカードスロット内の通信用接続端子と接続されるように、図示しないコ
ネクタが設けられている。さらに、電話機の下端面にはアダプタ１０の図示しないコネク
タに対応する端子１３が設けられており、これによりＰＣカードスロット内の通信接続端
子にアダプタ１０を経由して接続されることとなる。これにより、電話機８は未使用時に
は収納されるとともに、パソコンからの電源供給により充電可能となる。
【００１８】
　筺体９内部には第一形態例と同様に回路要素やバッテリなどが適宜に分散して配置され
ているが、本例では、カード型電話機は、当該電話機が収納されるパソコンを経由してイ
ンターネットに接続されることにより通話ができるため、パソコンとの通信手段として無
線通信機能を有している。このような無線通信手段としては、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録
商標）テクノロジーをあげることができる。また、インターネットを利用した通信回線手
段としてＩＰ電話を例示することができる。また、本例ではアダプタ１０の内部に、Ｂｌ
ｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）送受信用のドングル（アンテナ装置）を備えており、電話機
８がアダプタ１０を介してパソコンと音声情報などをやりとりする。
【００１９】
　この電話機８が、アダプタ１０と共にパソコンのＰＣカードスロットに挿入された状態
で、アダプタ１０から取り出されると、あらかじめ当該パソコンにインストールされた電
話機８を認識するための常駐プログラムにより、電話機８が使用状態になったと判断され
る。そして、この常駐プログラムは、ＩＰ電話回線接続プログラムを起動する。ＩＰ電話
回線接続プログラムは、ＩＰ電話回線を接続準備状態としてカード型電話機８からの相手
方特定のＩＰアドレス情報（ダイヤル番号など）を待機する。そして、電話機８から無線
通信により相手先を特定するためのＩＰアドレス情報が送信されてくると、それをＶｏＩ
Ｐゲートウェイに送信する。また、ＶｏＩＰゲートウェイから着信通知があった時は、無
線通信により電話機８に通知（呼び出し）する。通話時は音声情報を電話機８とＶｏＩＰ
ゲートウェイ間でやりとりし、音声のデジタル－アナログ変換処理を適宜行う。このよう
なＩＰ電話回線接続プログラムとしては、ＶｏＩＰゲートウェイと音声情報やＩＰアドレ
ス情報をやりとりするものであれば、特に制限されるものではなく、広く一般に普及して
いるものである。また、ＳＫＹＰＥ（登録商標）などのように、ＶｏＩＰゲートウェイを
介さないものでも良い。
【００２０】
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　さらに、このプログラムは、ＰＣカードスロットに再び電話機８が挿入されると終了す
るようにしても良い。
【００２１】
　２－２．作用・効果
　上記のように構成されたカード型電話機によれば、電話を使用しない時にはパソコンに
収納され、また、パソコンによる電力供給によって充電を行うことができることにより、
パソコンと共に持ち運ばれるのに極めて適している。
【００２２】
　また、上記のようなプログラムによれば、前記電話機の通信手段が、当該電話機が収納
されるパソコンを経由して接続されるインターネット回線である場合に、極めて効率よく
通信を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】図１は、本発明のカード型電話機の第一形態例を示す斜視図（概念図）である。
【図２】図２は、本発明のカード型電話機の第一形態例を示す前面図（概念図）である。
【図３】図３は、本発明のカード型電話機の第一形態例を示す下端面図（概念図）である
。
【図４】図４は、本発明のカード型電話機の第一形態例において、当該電話機がノート型
ＰＣに挿入される様子を示す図（概念図）である。
【図５】図５は、本発明のカード型電話機の第２形態例（アダプタが接続された状態）を
示す斜視図（概念図）である。
【図６】図６は、本発明のカード型電話機の第２形態例（アダプタが接続された状態）を
示す前面図（概念図）である。
【図７】図７は、本発明のカード型電話機の第２形態例（アダプタが接続された状態）を
示す下端面図（概念図）である。
【図８】図８は、本発明のカード型電話機の第２形態例（アダプタが接続されていない状
態）を示す下端面図（概念図）である。
【符号の説明】
【００２４】
　１　カード型電話機
　２　筺体
　３　スピーカ（受話部）
　４　液晶表示部
　５　キーボタン
　６　マイク（送話部）
　７　コネクタ
　８　カード型電話機
　９　筺体
　１０　アダプタ
　１１　コネクタ
　１３　端子
　１４　ノートパソコン
　１５　ＰＣカードスロット
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【図２】

【図３】
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【図５】
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【図６】

【図７】

【図８】
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