
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
無線送受信を行う携帯電話機に着脱自在に取り付けられる電源用のバッテリであって、
内部に電源用の電池を収納した電池カバーと、
この電池カバーに少なくとも一つ形成される第一のカード装着部と、
この第一のカード装着部に着脱自在に装着されるプラグインサイズのＩＣカードと、
前記電池カバーに少なくとも一つ形成される、前記プラグインサイズのＩＣカードと異な
る他のカードを装着する第二のカード装着部と、を備え、
前記電池カバーが携帯電話機に取り付けられることにより、前記第一のカード装着部に装
着されたＩＣカードの接触端子、及び前記第二のカード装着部に装着された他のカードが
、前記携帯電話機側と電気的に導通することを特徴とするＩＣカードを備えた携帯電話機
用バッテリ。
【請求項２】
前記第一のカード装着部の少なくとも一つが、前記電池カバーの外表面に形成された、前
記ＩＣカードを嵌め込むことにより装着可能な凹部からなり、
この凹部に嵌め込まれたＩＣカードの前記接触端子が、前記携帯電話機側のインターフェ
イス部と接触することにより電気的に導通する請求項１記載のＩＣカードを備えた携帯電
話機用バッテリ。
【請求項３】
前記第一のカード装着部に装着されるＩＣカードの少なくとも一つが、ＧＳＭ用プラグイ
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ンＳＩＭカードである請求項１又は２記載のＩＣカードを備えた携帯電話機用バッテリ。
【請求項４】
前記第二のカード装着部に装着される他のカードの少なくとも一つが、ＰＣカードである
請求項１，２又は３記載のＩＣカードを備えた携帯電話機用バッテリ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、携帯電話やＰＨＳ等、無線送受信を行う携帯電話機に着脱自在に取り付けられ
る電源用のバッテリに関し、特に、バッテリのカバー部にプラグインサイズのＩＣカード
を装着可能なカード装着部を備えることにより、携帯電話機本体が大型化することなくＩ
Ｃカードによる大容量の情報処理が行えるとともに、ＰＣカード等、他のカードの同時使
用も可能となり電話機としての汎用性，拡張性を高めることができるＩＣカードを備えた
携帯電話機用バッテリに関する。
【０００２】
【従来の技術】
一般に、携帯電話やＰＨＳに代表される小型の携帯型無線送受信装置（以下、単に「携帯
電話機」という）では、携帯時における可搬性，携帯性が優先されることから、電話機本
体は可能な限り小型軽量化されて、必要最小限の機能のみが備えられ、拡張機能等につい
ては、別途、パーソナルコンピュータ等の情報処理装置や各種の拡張カード等を接続して
補っている。
【０００３】
このため、例えば、携帯電話機を用いて大量のデータ等をやり取りするような場合は、電
話機本体のみではメモリ容量等が不足するため、図３に示すように、電話機本体１０１を
、通信ケーブル１０３や通信アダプタ用のＰＣカード１０４を介してパソコン等の情報処
理装置１０２に接続して通信作業を行っている。
【０００４】
しかし、このようにケーブルやカードを介してコンピュータ等に接続しなければならない
従来の携帯電話機では、特に、大量の情報通信を頻繁に行うような場合、携帯電話機とと
もに通信ケーブルや通信用カード及びパソコン等の情報処理装置を常に携帯し、通信のた
びにそれらを接続しなければならないことから、各機器すべてを携帯すると大型かつ大重
量となり、携帯性，可搬性がきわめて悪い上に、通信作業が複雑で大がかりなものとなっ
てしまうという問題があった。
【０００５】
また、デジタル系の回線システムであるＧＳＭ（  Global System for Mobile communicat
ion）規格に対応した携帯電話機では、ＳＩＭ（ Subscriber Identification Module ）用
のＩＣカードを使用するようになっており、従来の携帯電話機では、単独でこのＧＳＭ規
格に対応することができなかった。
【０００６】
そこで、このような従来の携帯電話機における問題を解消するため、これまで、電話機本
体に拡張用のＩＣカード等を備えるようにした携帯電話機が提案されている。
例えば、図４に示すように、電話機本体２００に実装される配線基板２０１上に、ＩＣカ
ード用ソケット２０２を搭載し、このソケット２０２を介してメモリ用のＩＣカードを取
り付ける携帯電話機が提案されている。
このような電話機によれば、電話機本体にＩＣカードが内蔵できるので、特に、上述した
ＧＳＭ規格対応のＳＩＭ用プラグインサイズのＩＣカードを、プラグイン用ソケットを介
して電話機本体に実装することができ、携帯電話機の本体単独でＧＳＭ規格に対応するこ
とが可能となった。
【０００７】
また、実開平５－９０５７号や実公平７－４６６１号，実用新案登録第２５６９２１０号
，特許第２５２６５００号等の各公報では、電話機本体と電池パックの間にフルサイズの

10

20

30

40

50

(2) JP 3690337 B2 2005.8.31



ＩＣカードを着脱可能に配設することにより、拡張用メモリカードやＳＩＭ用カード等の
ＩＣカードを使用可能とした携帯電話機が提案されている。
このようにＩＣカードを電話機本体に着脱自在に取り付ける携帯電話機では、大がかりな
装備を必要とすることなく、ＩＣカードの記憶容量や演算処理機能等を携帯電話機の機能
として拡張することができ、従来パソコン等を介して行っていた大量の情報を通信するよ
うな場合でも、ＩＣカードを備えた携帯電話機単独で処理が可能となった。
【０００８】
なお、このように携帯電話機の拡張用等に使用されるＩＣカードとしては、通常、図５に
示すように、プラグインサイズとフルサイズという二種類の大きさのＩＣカードがある。
図５は、携帯電話機に使用されるＩＣカードの実寸大を示す概略正面図で、（ａ）はフル
サイズカード、（ｂ）はプラグインサイズカードを示している。
【０００９】
フルサイズのＩＣカードは、図５（ａ）に示すように、全長約８７ｍｍ，全幅約５５ｍｍ
のプラスチックカードにＩＣチップを埋め込んだもので、通常のクレジットカードや現金
カード等と同様の大きさとなっており、取り扱いが容易でカード単独での携帯も可能なた
め、上述した実開平５－９０５７号等の携帯電話機のように、主に電話機本体に対して着
脱可能に取り付けられるＩＣカードとして用いられている。
【００１０】
一方、プラグインサイズのＩＣカードは、図５（ｂ）に示すように、全長約２６ｍｍ，全
幅約１５ｍｍのカード板にＩＣチップを埋め込んだもので、フルサイズカードと比較して
面積で約８％程度に小型化されており、上述しＧＳＭのＳＩＭカードのように、電話機本
体に内蔵されるＩＣカードとして使用されている。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、このようにＩＣカードを内蔵又は取付可能とした従来の携帯電話機では、
電話機本体が大型化したり、汎用性に欠けるという問題があった。
まず、図４で示したような、ＩＣカードを電話機本体内に実装する携帯電話機では、本体
内のプリント基板上にソケットを実装し、このソケットにＩＣカードを搭載することによ
って、ソケットを介してＩＣカードと本体側のプリント板とを接続するようになっていた
。
このため、電話機本体がソケットの高さ分だけ厚みが増してしまい、携帯電話機の薄型化
，小型軽量化を阻害するという問題が発生した。
【００１２】
また、このようなＩＣカード内蔵型の電話機では、他のＩＣメモリカード等を本体に対し
て着脱自在に用いることはできなかったので、内蔵カードとは別のＩＣカードを同時に使
用するような場合には、従来の携帯電話機の場合と同様、ケーブル等を介してメモリカー
ドを別途接続しなければならなかった。
このため、例えば、ＧＳＭ対応の携帯電話機においてＳＩＭカードとデータ等をメモリす
る他のＩＣカードを同時に使用するような場合や、パソコンとの間でデータ等を共用する
メモリ用のＰＣカード等を使用したい場合には、従来の携帯電話機の場合と同様の複雑で
大がかりな装備が必要となってしまい、携帯電話機としての汎用性，拡張性に欠ける面が
あった。
【００１３】
一方、実開平５－９０５７号等で提案されている電話機本体に対して着脱可能にＩＣカー
ドを取り付ける携帯電話機では、取り付けるＩＣカードがいずれもフルサイズのカードと
なっていたため、電話機本体の大きさがフルサイズカード以下の大きさにできないという
問題が生じた。
特に、上記各公報の携帯電話機は、いずれも、電話機本体に取り付けられる電池パックを
ＩＣカードの脱落防止手段として用いて、カードを電話機本体と電池パックとで挟持する
ようにしていたので、電池パック自体をフルサイズカードより大きくしなければならず、
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携帯電話機の小型化を阻害する大きな要因となっていた。
【００１４】
また、これら各公報の携帯電話機においても、着脱可能なＩＣカードは一枚しか使用でき
なかったので、他のＩＣカードを同時に使用するためには、接続ケーブル等を用いなけれ
ばならず、図４に示したＩＣカード内蔵型の電話機の場合と同様に、ＧＳＭ対応電話機で
他のＩＣカードを同時に使用したり、パソコン用のＰＣカード等を使用するといったこと
は困難で、携帯電話機としての汎用性や拡張性が十分でないという問題があった。
【００１５】
本発明は、このような従来の技術が有する問題を解決するために提案されたものであり、
バッテリのカバー部にプラグインサイズのＩＣカードを装着可能なカード装着部を備える
ことにより、携帯電話機本体が大型化することなくＩＣカードによる大容量の情報処理が
行えるとともに、ＰＣカード等、他のカードの同時使用も可能となり、電話機としての汎
用性，拡張性を高めることができる、特に、ＳＩＭカードを使用するＧＳＭ規格対応の携
帯電話機に好適な、ＩＣカードを備えた携帯電話機バッテリの提供を目的とする。
【００１６】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するため本発明の請求項１記載のＩＣカードを備えた携帯電話機用バッテ
リは、無線送受信を行う携帯電話機に着脱自在に取り付けられる電源用のバッテリであっ
て、内部に電源用の電池を収納した電池カバーと、この電池カバーに少なくとも一つ形成
される第一のカード装着部と、この第一のカード装着部に着脱自在に装着されるプラグイ
ンサイズのＩＣカードと、前記電池カバーに少なくとも一つ形成される、前記プラグイン
サイズのＩＣカードと異なる他のカードを装着する第二のカード装着部を備え、前記電池
カバーが携帯電話機に取り付けられることにより、前記第一のカード装着部に装着された
ＩＣカードの接触端子、及び前記第二のカード装着部に装着された他のカードが、前記携
帯電話機側と電気的に導通する構成としてある。
【００１７】
特に、請求項２では、前記第一のカード装着部の少なくとも一つが、前記電池カバーの外
表面に形成された、前記ＩＣカードを嵌め込むことにより装着可能な凹部からなり、この
凹部に嵌め込まれたＩＣカードの前記接触端子が、前記携帯電話機側のインターフェイス
部と接触することにより電気的に導通する構成としてある。
【００１８】
そして、請求項３では、前記第一のカード装着部に装着されるＩＣカードの少なくとも一
つが、ＧＳＭ用プラグインＳＩＭカードである構成としてある。
【００１９】
また、請求項４では、前記第二のカード装着部に装着される他のカードの少なくとも一つ
が、ＰＣカードである構成としてある。
【００２０】
このような構成からなる本発明のＩＣカードを備えた携帯電話機用バッテリによれば、バ
ッテリの電池カバー表面にプラグインサイズのＩＣカードが装着される第一のカード装着
部を設け、電話機本体のバッテリ取付部にＩＣカードの接触端子と直接接触して電話機本
体側と電気的導通を図るＩＣカードインターフェイス部を設けてあるので、ＩＣカードを
装着したバッテリを電話機本体に取り付けるのみで、ＩＣカードを電話機の拡張機能とし
て使用することができる。
そして、このようにプラグインサイズのＩＣカードを装着可能なバッテリによれば、通常
のフルサイズカードの約８％程度の面積のＩＣカードを、バッテリのカバー壁面に設けた
装着部に装着するだけで電話機の機能を拡張することが可能となる。
【００２１】
これによって、複雑なソケット等の実装手段を必要とすることなく、バッテリのカバー壁
面の厚みのみを利用してＩＣカードを装着することができ、従来の携帯電話機のように、
ＩＣカードを内蔵することにより電話機本体が大型化したり、フルサイズカードを備える
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ことにより電話機本体やバッテリの大きさが制約されることがなくなり、電話機の小型軽
量化，薄型化を図りつつ、ＩＣカードによる拡張機能を活用することができる。
【００２２】
また、バッテリに第二のカード装着部を設けてプラグインサイズのＩＣカードと異なる他
のカードを装着可能とすることにより、従来の携帯電話機のようにケーブル等を介してメ
モリカードを別途接続することなく、ＩＣカードとは別のＰＣカード等を同時に使用する
ことが可能となる。
これにより、特に、ＧＳＭ対応の携帯電話機において、電話機本体単独でＳＩＭカードと
データ等をメモリする他のカード等を同時に使用することができ、複雑で大がかりな装備
を必要とすることなく、携帯電話機としての機能を拡張，変更することができ、携帯電話
機の汎用性，拡張性を向上させることが可能となる。
【００２３】
【発明の実施の形態】
以下、本発明のＩＣカードを備えた携帯電話機用バッテリの実施の形態について、図１及
び図２を参照して説明する。
図１は、本発明の一実施形態にかかるＩＣカードを備えた携帯電話機用バッテリを電話機
本体から取り外した状態を示す、電話機の背面下方から見た斜視図である。
図２は、図１に示す本実施形態にかかるバッテリを電話機本体から取り外した状態の要部
断面側面図である。
【００２４】
これらの図に示すように、本実施形態にかかるＩＣカードを備えた携帯電話機用バッテリ
は、無線送受信を行う携帯電話機１の電話機本体１０に着脱自在に取り付けられる電源用
のバッテリ２０であり、プラグインサイズのＩＣカード３０が着脱自在に装着できる第一
のカード装着部２２と、ＰＣカード４０を装着する第二のカード装着部２３を備えている
。
そして、この第一のカード装着部２２にプラグインサイズのＩＣカード３０を装着し、ま
た、第二のカード装着部２３にフルサイズのＰＣカード４０を装着して、バッテリ２０を
電話機本体１０に取り付けることにより、ＩＣカード３０及びＰＣカード４０を電話機本
体の拡張機能として利用することができるようになっている。
【００２５】
電話機本体１０は、図１に示すように、本体背面側にバッテリ取付部１１が設けてあり、
バッテリ２０が着脱自在に取り付けられるようになっている。
バッテリ取付部１１とバッテリ２０の着脱取付構造としては、バッテリ取付部１１及びバ
ッテリ２０の対応する箇所に互いに嵌合する凹凸部や爪部を設ける等、通常の携帯電話機
におけるバッテリの取付構造と同様である。
また、バッテリ取付部１１には、バッテリ２０側の電池端子２０ａと接触する電池端子１
１ａが備えられ、バッテリ２０からの電力が電池端子１１ａを介して電話機本体１０に供
給されるようになっている。
【００２６】
そして、本実施形態では、図１及び図２に示すように、バッテリ取付部１１にＩＣカード
インターフェイス部１２及びＰＣカードインターフェイス部１３が設けてある。
ＩＣカードインターフェイス部１２は、電話機本体１０の内部に実装されている図示しな
いプリント板に接続されており、バッテリ２０がバッテリ取付部１１に取り付けられたと
きに、後述するバッテリ２０側に装着されたＩＣカード３０の接触端子３１と接触する位
置に設けてある。
このＩＣカードインターフェイス部１２を介して、ＩＣカード３０と電話機本体１０との
間でデータ処理が行えるようになっている。
また、ＰＣカードインターフェイス部１３は、後述するＰＣカードコネクタ２３ａの接触
端子に対応する位置に備えられ、電話機本体１０の図示しないプリント板に接続されてい
る。
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【００２７】
バッテリ２０は、内部に電源用の電池（図示省略）を収納した電池カバー２１により構成
され、上述したようにバッテリ取付部１１側と嵌合する凹凸手段によって電話機本体１０
側に着脱自在に取り付けられるようになっている。
電池カバー２１には、バッテリ取付部１１側の電池端子１１ａと接触する電池端子２１ａ
が備えてあり、この電池端子２１ａを介してバッテリ２０の電力が電話機本体１０に供給
されるようになっている。
【００２８】
そして、本実施形態のバッテリ２０には、電池カバー２１に、プラグインサイズのＩＣカ
ード３０が着脱自在に装着される第一のカード装着部２２が形成してある。
この第一のカード装着部２２は、図１に示すように、電池カバー２１のバッテリ取付部１
１と対向する壁面に形成された凹部となっており、装着されるＩＣカード３０の接触端子
３１が、バッテリ２０が電話機本体１側に取り付けられた状態でＩＣカードインターフェ
イス部１２と接触する位置に形成してある。
【００２９】
ここで、本実施形態の第一のカード装着部２２は凹状に形成してあり、プラグインサイズ
のＩＣカード３０が横方向あるいは上方から嵌め込まれることにより装着できるようにな
っている。
すなわち、第一のカード装着部２２は、ＩＣカード３０とほぼ同様の外形及び深さを有す
る凹状に形成してあり、ＩＣカード３０を横方向からスライドさせたり、上方から押圧す
ることにより圧入状態で嵌め込むことができるようになっている。
これにより、ＩＣカード３０は、電池カバー２１の表面から突出することなく、バッテリ
２０のカバー壁面に埋設状態で装着される（図２参照）。
なお、本実施形態では、図１，図２に示すように、第一のカード装着部２２の電話機本体
上端側縁部に傾斜を設けてあり、ＩＣカード３０をスライドさせて装着し易いようにして
ある。
【００３０】
ここで、この第一のカード装着部２２とＩＣカード３０との嵌合着脱構造として、本実施
形態では、カード装着部２２をＩＣカード３０が圧入状態で嵌合するようＩＣカード３０
とほぼ同様の大きさに形成してあるが、これ以外の嵌合構造を採用することもできる。
例えば、カード装着部２２の内壁にＩＣカード３０の外縁が係合する溝部や突部等のガイ
ド手段を形成し、このガイド手段にＩＣカード３０を嵌め込むようにしてもよい。
また、第一のカード装着部２２の底面に粘着性部材を配設することにより、ＩＣカード３
０を粘着力により保持することもできる。
なお、本実施形態では、バッテリ２０に第一のカード装着部２２を一箇所形成し、一枚の
ＩＣカード３０を装着して使用するようにしてあるが、第一のカード装着部２２を複数形
成し、電話機本体１０側にそれに対応した複数のＩＣカードインターフェイス部１２を複
数設けることにより、同時に複数のＩＣカード３０を使用できるようにすることも可能で
ある。
【００３１】
ＩＣカード３０は、本実施形態では、図５（ｂ）で示したプラグインサイズのＩＣカード
を採用しており、全長約２６ｍｍ，全幅約１５ｍｍのカード板にＩＣチップを埋め込んで
構成され、カード板面に接触端子３１が露出している。
このＩＣカード３０は、第一のカード装着部２２に装着可能なプラグインサイズのカード
であれば、どのような機能のカードであっても適用することができ、二枚以上のカードを
選択的に装着して使用することもできる。
【００３２】
そして、本実施形態では、このＩＣカード３０のうち、少なくとも一枚のカードが、上述
したＧＳＭ規格に対応した、ＩＳＯ７８１６に準拠するＳＩＭカードとなっている。
これにより、ＩＣカード３０を第一の装着部２２に装着してバッテリ２０を電話機本体１
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０に取り付けることによって、本実施形態の携帯電話機１をＧＳＭ対応の電話機として使
用することができるようになっている。
【００３３】
また、バッテリ２０は、ＰＣカード４０を装着する第二のカード装着部２３を備えている
。
この第二のカード装着部２３は、一般のパーソナルコンピュータ等に備えられる拡張用カ
ードスロットに相当する構成となっており、電池カバー２１の壁面の電話機下端側端面か
ら電話機長手方向に沿って形成された中空部で、この中空状の装着部２３に、先端部に接
触端子４１を備えたＰＣカード４０が挿入できるようになっている。
ここで、本実施形態のＰＣカード４０は、図５（ａ）で示したフルサイズカードとほぼ同
様の大きさのカードで、例えば、ＰＣＭＣＩＡ，ＰＣＭＣＩＡ２．０，２．１規格のＴｙ
ｐｅ II対応のメモリカードや、スマートメディアカード，コンパクトフラッシュカード等
のカードを適用することができる。
【００３４】
第二のカード装着部２３のカード挿入方向奥端には、ＰＣカード４０の先端の接触端子４
１が接続されるＰＣカードコネクタ２３ａが備えられている。
このＰＣカードコネクタ２３ａは、バッテリ２２の電話機本体側対向面に露出する接触端
子を備えている。
そして、電話機本体１０のバッテリ取付部１１側には、上述したように、ＰＣカードコネ
クタ２３ａの接触端子に対応する位置にＰＣカードインターフェイス部１３が備えられ、
電話機本体１０の図示しないプリント板に接続している。
これにより、ＰＣカード４０が第二のカード装着部２３に装着された状態でバッテリ２０
が電話機本体１０に取り付けられると、ＰＣカード４０先端の接触端子４１と電話機本体
１０のＰＣカードインターフェイス１３が、ＰＣカードコネクタ部２３ａを介して電気的
に導通され、ＰＣカード４０を電話機本体１０の拡張機能として使用することができる。
【００３５】
なお、特に図示しないが、第二のカード装着部２３に装着されるＰＣカード４０は、通常
のパソコン等におけるＰＣカードの場合と同様、所定の装着位置に完全に装着されると、
装着部２３側に備えられたカード保持機構（図示省略）によって位置決め及び保持され、
また、ＰＣカード４０の取り出し動作についても、装着部２３側に備えられた図示しない
イジェクト機構により簡単に行えるようになっている。
また、本実施形態では、詳細な説明は省略するが、バッテリ２０側には、ＰＣカード４０
のデータを所定の形式に変換するデータ変換部が備えられる。
さらに、ＰＣカード４０は、カード内部に備えられた電源によってバックアップが行える
ようになっているが、緊急の場合等には、バッテリ２０側の電池からの電源の供給を受け
ることができるようになっている。
【００３６】
以上の構成の他、本実施形態の携帯電話機１を構成する電話機本体１０及びバッテリ２０
は、通常の携帯電話機とほぼ同様となっており、電話機本体１０の上面からは信号送受信
用のアンテナ１５が突設してあり、電話機本体１０の正面には、入力操作用のボタン部１
６（図２参照）や図示しない表示部等が備えてある。
また、バッテリ２０には、通常の携帯電話機のバッテリと同様、電池カバー２１下端側に
図示しない充電用端子が備えられる。
【００３７】
以上のような構成からなる本実施形態のＩＣカードを備えた携帯電話機用バッテリによれ
ば、バッテリ２０の電池カバー２１表面に、プラグインサイズのＩＣカード３０を装着で
きる第一のカード装着部２２を設け、電話機本体１０のバッテリ取付部１１に、ＩＣカー
ド３０の接触端子３１と直接接触して電話機本体１０側と電気的導通を図るＩＣカードイ
ンターフェイス部１２を設けてあるので、ＩＣカード３０を装着したバッテリ２０を電話
機本体１０に取り付けるのみで、ＩＣカード３０を電話機の拡張機能として使用すること
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ができる。
【００３８】
そして、このようにプラグインサイズのＩＣカード３０を装着できるバッテリ２０では、
通常のフルサイズカードの約８％程度の面積のＩＣカード３０をバッテリ２０のカバー壁
面に設けた凹部に埋設状態で装着するだけで、携帯電話機１の機能を拡張することができ
る。
これによって、ＩＣカード３０は、複雑なソケット手段等の実装手段を必要とすることな
く、バッテリ２０の壁面の厚みのみを利用して装着することができ、従来の携帯電話機の
ように、ＩＣカードを内蔵することにより電話機本体が大型化したり、フルサイズカード
を備えることにより電話機本体１０やバッテリ２０の大きさが制約されることが一切なく
、電話機の小型軽量化，薄型化を図りつつ、ＩＣカードによる拡張機能を使用することが
でき、携帯電話機の拡張性，汎用性を高めることができる。
【００３９】
また、本実施形態では、バッテリ２０にＰＣカード４０を装着する第二のカード装着部２
３を備えることにより、プラグインサイズのＩＣカード３０に加えて、フルサイズのＰＣ
カード４０を同時に使用することが可能となる。
これにより、ＰＣカード４０をメモリカードとして使用すれば、携帯電話機１を使用して
得られたデータを電話機本体１０のボタン操作等によってＰＣカード４０に保存したり、
ＰＣカード４０に記憶されたデータを電話機本体１０によって読み出すことができ、例え
ば、携帯電話機１で直接インターネットに接続して得られたデータを、電話機本体１０を
操作して、その場でＰＣカード４０に保存することも可能となる。
【００４０】
従って、このような本実施形態によれば、従来の携帯電話機のようにケーブル等を介して
メモリカードを別途接続する必要がなくなり、特に、ＧＳＭ対応の携帯電話機においてＳ
ＩＭカードと、データ等をメモリする他のＩＣカードを同時に使用することも簡単に行え
、複雑で大がかりな装備を必要とすることなく携帯電話機としての汎用性，拡張性を向上
させることが可能となる。
【００４１】
なお、本発明のＩＣカードを備えた携帯電話機用バッテリは、上述した実施形態にのみ限
定されるものではなく、本発明の要旨の範囲で種々の変更実施が可能であることは言うま
でもない。
【００４２】
【発明の効果】
以上説明したように本発明のＩＣカードを備えた携帯電話機用バッテリによれば、バッテ
リのカバー部にプラグインサイズのＩＣカードを装着可能なカード装着部を備えることに
より、携帯電話機本体が大型化することなくＩＣカードによる大容量の情報処理が行える
とともに、ＰＣカード等、他のカードの同時使用も可能となり電話機としての汎用性，拡
張性を高めることができ、特に、ＳＩＭカードを使用するＧＳＭ規格対応の携帯電話機に
好適である。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態にかかるＩＣカードを備えた携帯電話機用バッテリを電話機
本体から取り外した状態を示す、電話機の背面下方から見た斜視図である。
【図２】図１に示す本発明の一実施形態にかかるバッテリを電話機本体から取り外した状
態の要部断面側面図である。
【図３】従来の携帯電話機をケーブル及び通信アダプタ用カードを介してパーソナルコン
ピュータに接続した状態を示す斜視図である。
【図４】プラグインサイズのＩＣカードを内蔵した従来の携帯電話機の本体の分解斜視図
である。
【図５】携帯電話機に使用されるＩＣカードの実寸大を示す概略正面図で、（ａ）はフル
サイズカード、（ｂ）はプラグインサイズカードである。
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【符号の説明】
１　携帯電話機
１０　電話機本体
１１　バッテリ取付部
１２　ＩＣカードインターフェイス部
１３　ＰＣカードインターフェイス部
２０　バッテリ
２１　電池カバー
２２　第一のカード装着部
２３　第二のカード装着部
３０　ＩＣカード
３１　接触端子
４０　ＰＣカード
４１　接触端子
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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