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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記憶媒体を着脱可能である記憶媒体アダプタを着脱可能である電子機器であって、
　駆動力を供給するための駆動源と、
　前記記憶媒体が排出される際に、前記記憶媒体アダプタに対して前記記憶媒体の排出方
向と異なる方向に力を付与する第一の付与手段と、
　前記駆動源から駆動力を受け、前記記憶媒体に対して前記記憶媒体の排出方向に力を付
与する第二の付与手段と、
　前記記憶媒体を排出するか否かの指示を入力する入力手段と、
　前記入力手段において前記記憶媒体を排出する指示が入力された場合、前記第一の付与
手段が前記記憶媒体アダプタに対して前記記憶媒体の排出方向と異なる方向に力を付与し
、前記第二の付与手段が前記記憶媒体に対して前記記憶媒体の排出方向に力を付与するよ
うに、前記第一の付与手段と前記第二の付与手段とを制御する制御部とを有することを特
徴とする電子機器。
【請求項２】
　前記入力手段は、更に、前記記憶媒体アダプタを排出するか否かの指示を入力し、
　前記入力手段において、前記記憶媒体アダプタを排出する指示を入力した場合、前記記
憶媒体アダプタが排出方向に移動するように、前記記憶媒体アダプタに力を付与するアダ
プタ排出機構を有することを特徴とする請求項１に記載の電子機器。
【請求項３】
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　前記第一の付与手段は、前記入力手段において前記記憶媒体を排出する指示を入力した
場合、前記記憶媒体アダプタを前記電子機器に固定することを特徴とする請求項１又は２
に記載の電子機器。
【請求項４】
　前記第二の付与手段は、前記記憶媒体に力を付与する非円形ローラーを有することを特
徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の電子機器。
【請求項５】
　前記記憶媒体アダプタもしくは前記記憶媒体が前記電子機器に装着されていない場合、
前記第二の付与手段は、動作しないことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記
載の電子機器。
【請求項６】
　前記駆動源は、モータを有することを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載
の電子機器。
【請求項７】
　更に、前記記憶媒体が前記電子機器に挿入されたか否かを検知する検知手段を有し、
　前記検知手段において、前記記憶媒体が前記電子機器に挿入されたことが検知された場
合、前記第二の付与手段は、前記記憶媒体が挿入方向に移動するように、前記記憶媒体に
力を付与することを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の電子機器。
【請求項８】
　前記第一の付与手段と前記第二の付与手段とは、同一の前記駆動源から駆動力を受ける
ことを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載の電子機器。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、記憶媒体と記憶媒体アダプタを着脱可能である電子機器に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、様々な記憶媒体のインタフェイスを統一する動きが盛んになってきている。インタ
フェイス統一の動きに伴い、その中でも一般的になったPCMCIA（Personal Computer Memo
ry Card International Association）の規格が発表されている。これに伴い、PCMCIA規
格に対応する様々な情報処理装置（例えばコンピュータなど）が発売されている。他方、
専用の小さな記憶媒体を装備した電子機器としては、例えば電子手帳や電子カメラなどが
ある。この種の電子機器の記憶媒体を収納する機構として、上記PCMCIA規格に対応し、PC
MCIAカードの仕様に合わせてコンピュータにアクセス可能とする記憶媒体アダプタが存在
する。
【０００３】
従来は、記憶媒体アダプタに記憶媒体を取り付け、該記憶媒体アダプタを情報処理装置に
挿入し、記憶媒体を交換する場合は記憶媒体アダプタごと情報処理装置より排出した後、
記憶媒体アダプタより記憶媒体を取り外すという構造になっている。即ち、情報処理装置
が記憶媒体に蓄積されている電子データを読み込み、または逆に情報処理装置から記憶媒
体へ電子データを書き込んだ後、他の記憶媒体を使用したい場合には、記憶媒体アダプタ
を情報処理装置から一度取り外して記憶媒体を交換し、再び記憶媒体を記憶媒体アダプタ
に装着した後、記憶媒体アダプタを情報処理装置に挿入しなければならないと言う煩わし
さがあった。
【０００４】
上記のような、情報処理装置に対する記憶媒体アダプタの着脱及び記憶媒体アダプタに対
する記憶媒体の着脱における操作性向上のため、例えば特開平７－２３９９２３号公報に
示されるように、情報処理装置に対し記憶媒体が記憶媒体アダプタを介して装着された状
態で、記憶媒体のみを手動にて排出可能とする方法も提案されている。
【０００５】
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【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記従来技術においては次のような問題があった。情報処理装置に記憶媒
体アダプタを挿入する際は、操作者が直接手で挿入動作を行うため、記憶媒体のコネクタ
部と記憶媒体アダプタのコネクタ部との間の電気的接続の接触不良が生じる恐れや、不用
意な負荷がコネクタ部にかかり破損させる恐れがあった。そのため、コネクタの信頼性を
損なうだけでなく、記憶媒体アダプタのコネクタ部と情報処理装置のコネクタ部との間で
もコネクタの信頼性を損なうという問題があった。
【０００９】
　本発明は、上述した点に鑑みてなされたものであり、電子機器から記憶媒体を排出する
際に、駆動源から駆動力を受けた付与手段が記憶媒体に力を付与することで、記憶媒体も
しくは記憶媒体アダプタが損傷することを防止することができる電子機器を提供すること
を目的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するため、本発明は、記憶媒体を着脱可能である記憶媒体アダプタを着
脱可能である電子機器であって、駆動力を供給するための駆動源と、前記記憶媒体が排出
される際に、前記記憶媒体アダプタに対して前記記憶媒体の排出方向と異なる方向に力を
付与する第一の付与手段と、前記駆動源から駆動力を受け、前記記憶媒体に対して前記記
憶媒体の排出方向に力を付与する第二の付与手段と、前記記憶媒体を排出するか否かの指
示を入力する入力手段と、前記入力手段において前記記憶媒体を排出する指示が入力され
た場合、前記第一の付与手段が前記記憶媒体アダプタに対して前記記憶媒体の排出方向と
異なる方向に力を付与し、前記第二の付与手段が前記記憶媒体に対して前記記憶媒体の排
出方向に力を付与するように、前記第一の付与手段と前記第二の付与手段とを制御する制
御部とを有することを特徴とする。
【００１４】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。
【００１５】
本発明の実施の形態では、情報処理装置と情報処理装置に装備されたオートローディング
機構について、図１～図１６を参照しながら説明する。まず、記憶媒体アダプタを着脱可
能に収納すると共に記憶媒体に対する電子データの読み込み及び書き込みを行う情報処理
装置と、電子データを蓄積する記憶媒体と、記憶媒体を着脱可能に収納する記憶媒体アダ
プタの大まかな構成を、図１３～図１５を参照しながら説明する。
【００１６】
＜情報処理装置の構成＞
図１３は情報処理装置の外観を示す斜視図である。図中１１は、情報処理装置であるコン
ピュータ装置もしくは電子データベース装置であり、PCMCIA規格に準拠した記憶媒体を開
口部１２より挿抜（挿入及び抜去）可能なように記憶媒体保持部を有している。更に、情
報処理装置１１は、他の種類の記憶媒体（Compact Discなど）を保持する他記憶媒体保持
部１３や、電子データを他の機器に送信並びに他の機器から受信するための各種コネクタ
ジャック部１４を有している。
【００１７】
図１４は情報処理装置と記憶媒体の外観を示す斜視図である。図中１５は、電子手帳や電
子カメラなどの各種電子機器で蓄えられた電子データを加工あるいは蓄積させる記憶媒体
である。１６は、記憶媒体１５を情報処理装置１１であるコンピュータ装置もしくは電子
データベース装置へ挿抜可能にし、且つPCMCIA規格に準拠するように変換させる記憶媒体
アダプタである。この図１４では、記憶媒体１５が記憶媒体アダプタ１６に装着され収納
された状態で、情報処理装置１１の開口部１２より取り出されている状態を示している。
尚、記憶媒体１５及び記憶媒体アダプタ１６は、両者を電気的に接続するためのコネクタ
部（図示略）をそれぞれ備えている。
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【００１８】
図１６は情報処理装置１１の電気的構成を示す概略ブロック図である。情報処理装置１１
は、情報処理装置各部の制御を司る中央処理装置１１１、中央処理装置１１１が実行する
プログラム及び固定データを格納したＲＯＭ１１２、中央処理装置１１１の作業領域及び
一時記憶領域として使用されるＲＡＭ１１３、記憶媒体アダプタ１６（もしくはPCMCIAカ
ード）が着脱自在に収納されるオートローディング機構１１４、オートローディング機構
１１４の電気基板を介して記憶媒体１５（もしくはPCMCIAカード）に対し電力の供給及び
データの入出力を行う入出力部１１５、キーボード、ポインティングデバイス等の操作部
１１６、ディスプレイ等の表示部１１７を備えている。
【００１９】
記憶媒体アダプタ１６（もしくはPCMCIAカード）は、情報処理装置１１のオートローディ
ング機構１１４に着脱自在に収納される。情報処理装置１１の中央処理装置１１１は、オ
ートローディング機構１１４の動作を制御すると共に、入出力部１１５及びオートローデ
ィング機構１１４の電気基板を介して、記憶媒体１５（もしくはPCMCIAカード）に対する
電力の供給、電気的制御、記憶媒体１５（もしくはPCMCIAカード）に対するデータの書き
込み、読み出しを行う。
【００２０】
操作部１１６（キーボード、ポインティングデバイス）からは、オートローディング機構
１１４のソケットに装着された記憶媒体アダプタ１６からの記憶媒体１５の自動排出動作
（もしくはソケットからのPCMCIAカードの自動排出動作）の指示が可能である。即ち、本
実施の形態では、操作者は通常時において、オートローディング機構に装備されている後
述のイジェクトレバーを操作する必要はない。
【００２１】
中央処理装置１１１は、外部入力としての操作部１１６からの前記指示に基づき、オート
ローディング機構１１４により自動排出動作を行わせる。また、中央処理装置１１１は、
オートローディング機構のソケットに装着された記憶媒体アダプタ１６への記憶媒体１５
の操作者による挿入（もしくはソケットへのPCMCIAカードの操作者による挿入）を後述の
第一マイクロスイッチにより検知した場合、オートローディング機構１１４により自動装
着動作を行わせる。
【００２２】
＜記憶媒体と記憶媒体アダプタの構成＞
図１５は記憶媒体と記憶媒体アダプタの外観を示す斜視図である。図中１８は、PCMCIA規
格に準拠したPCMCIAカード（図１５（ａ））である。記憶媒体アダプタ１６は、記憶媒体
１５を着脱可能に収納する開口収納部１７（図１５（ｃ））を有し、記憶媒体アダプタ１
６の仕様寸法が、PCMCIAカードと同じ仕様寸法（例えば短辺54.0mm、長辺85.6mm）となっ
ている。本実施の形態では、情報処理装置１１の外部記憶媒体として、記憶媒体１５を収
納した記憶媒体アダプタ１６、PCMCIAカードの何れでも使用可能であり、後述するオート
ローディング機構のソケット４１（図５参照）に記憶媒体アダプタ１６、PCMCIAカードの
何れでも装着可能となっている。
【００２３】
ここで、記憶媒体は色々な種類があるが、一例として、Coｍpact Flash(登録商標) Card
（以下ＣＦカード）とCoｍpact Flash(登録商標) Card Adapter（以下ＣＦカードアダプ
タ）の関係を説明する。ＣＦカードは、その平面板状の厚さ方向の寸法が、PCMCIAカード
の平面板状の厚さ寸法より値が小さいTypeＩ（厚さ3.3mm）と、PCMCIAカードの平面板状
の厚さ寸法と同じ値のTypeII厚さ5.0mm）の二種類が汎用化されている。これらのTypeＩ
とTypeIIは、厚さ以外の仕様寸法（短辺36.4mm、長辺42.5mm）は、特にＣＦカードアダプ
タと接する部分については同一である。
【００２４】
但し、コネクタの接続位置によりTypeＩは厚み方向でＣＦカードアダプタの平面板状のど
ちらかの面側に寄っているが、情報処理装置１１への挿抜動作には支障がない。つまり、



(5) JP 4143353 B2 2008.9.3

10

20

30

40

50

記憶媒体アダプタ１６に記憶媒体１５を装着した状態（図１５（ｂ））での仕様が、PCMC
IAカードの仕様より出っ張らないようになっていれば、PCMCIA規格に準拠した記憶媒体保
持部の開口部１２への挿抜が可能であることが理解できる。
【００２５】
＜オートローディング機構の構成＞
図１～図４は情報処理装置１１に装備されたオートローディング機構の部分を情報処理装
置１１より抜き出して示した斜視図である。図１はオートローディング機構の左側上面側
をやや背面側より見た斜視図であり、図２はオートローディング機構の右側下面側をやや
正面側より見た斜視図である。図３は図１の板金を省略及び一部切り欠いた状態を示す斜
視図であり、図４は図２の板金を省略及び一部切り欠いた状態を示す斜視図である。
【００２６】
図中２１は、オートローディング機構における駆動源としての駆動モータであり、正回転
もしくは逆回転が可能である。２２は、伝達減速機構としての減速歯車列であり、駆動モ
ータ２１の駆動力を減速歯車列２２で、最適な速度へ減速して駆動力を伝達していく。歯
車２３と歯車２４は、歯車２５方向と歯車２６方向へ駆動力を分岐させ伝達していく、分
岐伝達機構としての分岐歯車列２７である。
【００２７】
歯車２５と歯車２６の歯数は同一になるように同一部品を使用し、歯車２５と歯車２６に
は位相位置が判るように、位置確認穴２８がそれぞれ目印として設けられている。これに
より、歯車２５と歯車２６は同一速度の回転であり、且つ、分岐歯車列２７での駆動力分
岐の際、歯車２４を中継しているので、歯車２５と歯車２６は回転方向が逆回転の関係に
なっている。ここで、歯車２３及び歯車２４は、歯車２５及び歯車２６と同一部品として
も良い。
【００２８】
３０は、上記の駆動モータ２１と、伝達減速機構としての減速歯車列２２と、伝達分岐機
構としての分岐歯車列２７とを支えている駆動用板金である。駆動用板金３０には、歯車
２５と歯車２６の各歯車にそれぞれ対応して、位相位置を合わせ込むための位置確認穴３
１が設けてあり、歯車２５と歯車２６の位置確認穴２８を上記それぞれの位置確認穴３１
に重ね合わせることで、目標の位相位置で組立作業が簡単にできる。
【００２９】
３２は、オートローディング機構の枠体となる枠用板金である。３３は、後述するように
回動自在に設けられた第一揺動板金であり、同じく３４は、後述するように回動自在に設
けられた第二揺動板金である。第一揺動板金３３と第二揺動板金３４は、記憶媒体１５を
挟み込む位置で対峙している。３５は、第一揺動板金３３を記憶媒体１５側へ付勢する第
一揺動ねじりバネであり、枠用板金３２と第一揺動板金３３の間に設けられており、同じ
く３６は、第二揺動板金３４を記憶媒体１５側へ付勢する第二揺動ねじりバネであり、枠
用板金３２と第二揺動板金３４の間に設けられている。
【００３０】
３７と３８は、第一揺動ねじりバネ３５により付勢させた第一揺動板金３３の回動を規制
する枠用板金３２に設けられた揺動板金規制部であり、同じく３９は、第二揺動ねじりバ
ネ３６により付勢させた第二揺動板金３４の回動を規制する枠用板金３２に設けられた揺
動板金規制部である。これにより、第一揺動板金３３と第二揺動板金３４は、各揺動板金
規制部に接触した位置、つまり記憶媒体１５と一定の距離を持った状態で保たれる。
【００３１】
図５～図１２はオートローディング機構の内部構造を示す斜視図である。図５はオートロ
ーディング機構の左側上面をやや背面側より見た斜視図であり、図６～図１１はオートロ
ーディング機構の右側下面をやや背面側より見た斜視図であり、図１２はオートローディ
ング機構の左側下面をやや背面側より見た斜視図であり、それぞれオートローディング機
構の各動作状態を示す図である。
【００３２】
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尚、オートローディング機構の内部構造が理解し易いように以下の部品を省略した。省略
した部品は、駆動用板金３０、枠用板金３２、第一揺動板金３３、第二揺動板金３４、第
一揺動ねじりバネ３５、第二揺動ねじりバネ３６、駆動モータ２１、減速歯車列２２、伝
達分岐歯車列２７、並びにこれらに付随したビス、軸、軸受け、Ｅリングなどである。こ
れにより、図５～図１２において、オートローディング機構の各内部構成部品が空中に浮
いているように見えるが、上記省略した部品にそれぞれ固定もしくは回転自在に取り付け
られている。
【００３３】
４１は、PCMCIA規格に準拠して、記憶媒体アダプタ１６もしくはPCMCIAカードを装着可能
に構成された汎用されているソケットである。４２は、ソケット４１から記憶媒体アダプ
タ１６もしくはPCMCIAカードを操作者が手動で排出可能とするイジェクトレバーであり、
イジェクトレバー４２の先端部分は、情報処理装置１１の開口部１２に位置するように設
定されている。４３は、ソケット４１に付随した電気基板であり、ソケット４１と共に駆
動用板金３０と枠用板金３２に位置決め固定されている。電気基板４３から情報処理装置
１１内部への電気配線は省略した。
【００３４】
５１は、歯車２６が取り付けられた第一押えカム軸である。５２は、第一押えカム軸５１
に取り付けられた扇形状の第一押えカムである。歯車２６と第一押えカム軸５１と第一押
えカム５２は、一体で回転自在に駆動用板金３０と枠用板金３２に軸受けを介して取り付
けられている。５３は、記憶媒体アダプタ１６の方向へ直線往復運動自在に設けられた第
一押えゴム台である。５４は、第一押えゴム台５３の記憶媒体アダプタ１６側に取り付け
られた弾性体の第一押えゴムである。
【００３５】
５５と５６は、第一押えゴム台５３に取り付けられ、枠用板金３２の一部分に接触作用し
て第一押えゴム台５３を記憶媒体アダプタ１６より遠ざかる方向へ付勢する第一押えゴム
台戻し板バネである。第一押えゴム台戻し板バネ５５と５６により付勢された第一押えゴ
ム台５３は、扇形状の第一押えカム５２に接触することで位置を規制されて、第一押えカ
ム５２の回転により扇形状の半径方向の上死点半径（長半径）と下死点半径（短半径）と
の間の寸法差により、記憶媒体アダプタ１６の長手方向（挿抜方向）への直線往復運動を
する。
【００３６】
同様に、６１は、歯車２５が取り付けられた第二押えカム軸である。６２は、第二押えカ
ム軸６１に取り付けられた扇形状の第二押えカムである。歯車２５と第二押えカム軸６１
と第二押えカム６２は、一体で回転自在に駆動用板金３０と枠用板金３２に軸受けを介し
て取り付けられている。６３は、記憶媒体アダプタ１６の方向へ直線往復運動自在に設け
られた第二押えゴム台である。６４は、第二押えゴム台６３の記憶媒体アダプタ１６側に
取り付けられた弾性体の第二押えゴムである。
【００３７】
６５と６６は、第二押えゴム台６３に取り付けられ、枠用板金３２の一部分に接触作用し
て第二押えゴム台６３を記憶媒体アダプタ１６より遠ざかる方向へ付勢する第二押えゴム
台戻し板バネである。第二押えゴム台戻し板バネ６５と６６により付勢された第二押えゴ
ム台６３は、扇形状の第二押えカム５２に接触することで位置を規制されて、第二押えカ
ム６２の回転により扇形状の半径方向の上死点半径（長半径）と下死点半径（短半径）と
の間の寸法差により、記憶媒体アダプタ１６の方向への直線往復運動をする。
【００３８】
第一押えカム５２と第二押えカム６２、及び第一押えゴム台５３と第二押えゴム台６３は
、記憶媒体アダプタ１６を挟み込む位置で対称に配置されている。第一押えゴム台５３と
第二押えゴム台６３は、それぞれ第一押えカム５２と第二押えカム６２の上死点半径位置
により、直線的に移動して記憶媒体アダプタ１６を挟み持ち、第一押えゴム５４と第二押
えゴム６４が圧縮されて記憶媒体アダプタ１６を確実に押さえ込むことで、記憶媒体１５
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の着脱動作時に記憶媒体アダプタ１６が移動しないように固定することが可能となる。
【００３９】
また、第一押えカム５２と第二押えカム６２の下死点半径位置では、第一押えゴム台５３
と第二押えゴム台６３は、第一押えゴム台戻し板バネ５５、５６と第二押えゴム台戻し板
バネ６５、６６により、第一押えゴム５４と第二押えゴム６４が記憶媒体アダプタ１６よ
り確実に離れる位置へ退避する。これにより、情報処理装置１１への記憶媒体アダプタ１
６の着脱動作時に干渉することがない。
【００４０】
５７は、第一押えゴム台５３に取り付けられたロック部材である。４４は、ロック部材５
７の移動時にその先端部分が入り込むようにソケット４１に設けられた係止穴である。イ
ジェクトレバー４２を操作者が手動で押すと、イジェクトレバー４２の後端部分がソケッ
ト４１内部をスライド移動して係止穴４４と重なり係止穴４４をふさぐようになっている
。第一押えゴム台５３とロック部材５７が連動して記憶媒体アダプタ１６側へ移動の際、
ロック部材５７の先端部分が係止穴４４に入り込み、イジェクトレバー４２の後端部分が
スライド時に干渉するので、操作者はイジェクトレバー４２を押すことができないように
なっている。
【００４１】
７１は、第一押えカム軸５１の駆動力を伝達して行く第一伝達歯車列であり、歯車７２と
歯車７５の歯数が同一速度の回転となるように同一部品を使用している。本構成では、第
一伝達歯車列７１の歯車を全て同一として簡単にしてある。第一押えカム軸５１には歯車
７２が取り付けられている。７６は、駆動力を中継する軸を兼ね、且つ第一揺動板金３３
の回動中心となる第一回動中心軸であり、歯車７３が取り付けられており、歯車７３と一
体となって回転自在に駆動用板金３０と枠用板金３２に軸受けを介して取り付けられてい
る。また、第一回動中心軸７６を固定して、歯車７３を回転自在に取り付けて構成しても
良い。
【００４２】
第一揺動板金３３は、軸受けを介して回動自在に第一回動中心軸７６に取り付けられ、歯
車７４は回転自在に第一揺動板金３３に取り付けられており、第一揺動板金３３が回動を
しても、歯車７３と歯車７４の間隔は一定に保たれ駆動力の伝達が行われる。
【００４３】
７７は、歯車７５が取り付けられた第一搬送ローラ軸であり、第一搬送ローラ軸７７は、
第一揺動板金３３に軸受けを介して取り付けられている。７８は、第一搬送ローラ軸７７
に取り付けられた扇形状の第一搬送ローラである。歯車７５と第一搬送ローラ軸７７と第
一搬送ローラ７８は、一体で回転自在となっている。
【００４４】
第一搬送ローラ７８は、扇形状の外周円弧状の弾性体部分が記憶媒体１５に接触すること
で、記憶媒体１５の搬送（排出方向または装着方向への移動）を可能にしており、第一揺
動板金３３の回動と第一揺動ねじりバネ３５にて記憶媒体１５の厚み方向に最適な圧力が
掛かるようになっている。また、第一搬送ローラ７８の短半径の部分は、第一揺動板金３
３の回動と揺動板金規制部３７と３８にて、記憶媒体１５と記憶媒体アダプタ１６の着脱
時に接触しないようになっている。更に、第一搬送ローラ７８は、第一伝達歯車列７１に
より第一押えカム５２と同一の速度で回転することとなる。
【００４５】
同様に、８１は、第二押えカム軸６１の駆動力を伝達して行く第二伝達歯車列であり、歯
車８２と歯車８５の歯数が同一速度の回転となるように同一部品を使用している。本構成
では、第二伝達歯車列８１の歯車を全て同一として簡単にしてある。第二押えカム軸６１
には歯車８２が取り付けられている。８６は、駆動力を中継する軸を兼ね、且つ第二揺動
板金３４の回動中心となる第二回動中心軸であり、歯車８３が取り付けられており、歯車
８３と一体となって回転自在に駆動用板金３０と枠用板金３２に軸受けを介して取り付け
られている。また、第二回動中心軸８６を固定して、歯車８３を回転自在に取り付けて構



(8) JP 4143353 B2 2008.9.3

10

20

30

40

50

成しても良い。
【００４６】
第二揺動板金３４は、軸受けを介して回動自在に第二回動中心軸８６に取り付けられてい
る。歯車８４は、回転自在に第二揺動板金３４に取り付けられており、第二揺動板金３４
が回動をしても、歯車８３と歯車８４の間隔は一定に保たれ駆動力の伝達が行われる。
【００４７】
８７は、歯車８５が取り付けられた第二搬送ローラ軸であり、第二搬送ローラ軸８７は、
第二揺動板金３４に軸受けを介して取り付けられている。８８は、第二搬送ローラ軸８７
に取り付けられた扇形状の第二搬送ローラである。歯車８５と第二搬送ローラ軸８７と第
二搬送ローラ８８は、一体で回転自在となっている。
【００４８】
第二搬送ローラ８８は、扇形状の外周円弧状の弾性体部分が記憶媒体１５に接触すること
で、記憶媒体１５の搬送（排出方向または装着方向への移動）を可能にしており、第二揺
動板金３４の回動と第二揺動ねじりバネ３６により記憶媒体１５の厚み方向に最適な圧力
が掛かるようになっている。また、第二搬送ローラ８８の短半径の部分は、第二揺動板金
３４の回動と揺動板金規制部３９にて、記憶媒体１５と記憶媒体アダプタ１６の着脱時に
接触しないようになっている。更に、第二搬送ローラ８８は、第二伝達歯車列８１により
第二押えカム６２と同一の速度で回転することとなる。
【００４９】
９１は、記憶媒体アダプタ１６に対する記憶媒体１５の装着の有無（もしくはソケット４
１に対するPCMCIAカードの装着の有無）を検知する検知手段としての第一マイクロスイッ
チである。９２は、ソケット４１に対する記憶媒体アダプタ１６の装着の有無（もしくは
ソケット４１に対するPCMCIAカードの装着の有無）を検知する検知手段としての第二マイ
クロスイッチである。第一マイクロスイッチ９１と第二マイクロスイッチ９２が共にOFF
であれば、ソケット４１に何も装着されていないことが判る。
【００５０】
情報処理装置１１に記憶媒体アダプタ１６単体のみで装着する場合は、開口部１２より記
憶装置アダプタ１６を挿入すると、第一マイクロスイッチ９１をONさせる。その後、前記
挿入動作に伴い記憶媒体アダプタ１６が奥側に進行することで、ソケット４１に記憶媒体
アダプタ１６が装着された位置では、記憶媒体１５を装着可能な開口収納部１７にて第一
マイクロスイッチ９１がOFFとなり、第二マイクロスイッチ９２がONとなるので、確実に
記憶媒体アダプタ１６が装着されたことが検知される。
【００５１】
また、情報処理装置１１から記憶媒体アダプタ１６単体のみで排出するときは、第二マイ
クロスイッチ９２がOFFした後に、第一マイクロスイッチ９１のONとOFFが行われるので、
確実に記憶媒体アダプタ１６が排出されたことが検知される。
【００５２】
第二マイクロスイッチ９２がON状態のときに、第一マイクロスイッチ９１がON／OFFする
ことで記憶媒体１５の有無を検知して、オートローディング機構にて記憶媒体１５の挿入
動作並びに排出動作を選択的に行う。
【００５３】
第一マイクロスイッチ９１のONとOFFが行われた後でも、第二マイクロスイッチ９２がOFF
状態のままでは、情報処理装置１１に記憶媒体アダプタ１６が装着されていないと判断し
て、オートローディング機構の動作を行わない。
【００５４】
第一マイクロスイッチ９１がONしてこの状態のまま直後に、第二マイクロスイッチ９２が
ONした場合は、記憶媒体１５を装着した状態の記憶媒体アダプタ１６もしくはPCMCIAカー
ドが挿入されたことを情報処理装置１１が判断することとなり、オートローディング機構
の動作を行わない。しかしながら、情報処理装置１１で電子データの読み込みや書き込み
のアクセス動作を行うことで、記憶媒体１５なのかPCMCIAカードなのかを判別可能であり



(9) JP 4143353 B2 2008.9.3

10

20

30

40

50

、電子データのアクセス処理後にオートローディング機構での記憶媒体１５の排出動作並
びに挿入動作を選択的に行う。
【００５５】
第一マイクロスイッチ９１がOFFの状態で、第二マイクロスイッチ９２のON／OFFが行われ
る場合は、PCMCIAカードもしくは記憶媒体１５と記憶媒体アダプタ１６との組み合わせで
は在り得ないので、オートローディング機構の動作を行わないだけでなく、電子データへ
のアクセス処理も行わない。
【００５６】
９３は、第二押えカム軸６１に取り付けられ、第二押えカム６２の回転位置を検知するた
めのセンサフラグであり、第二押えカム６２の下死点半径（短半径）の中央位置と位相を
合わせ切り欠きを設けてある。９４は、センサフラグ９３の回転位置を検知する手段とし
てのフォトンタラプタであり、電気基板４３上に設けられている。フォトンタラプタ９４
は、第二押えカム６２と、駆動力を中継伝達されている第二搬送ローラ８８の回転位置と
、組立時位相を合わせた第一押えカム５２と、同じく駆動力を中継伝達されている第一搬
送ローラ７８の回転位置を検出することとなる。尚、センサフラグ９３は、第二回動中心
軸８６に設けて使用する構成とすることも可能である。
【００５７】
ここで、第一押えカム５２と第一搬送ローラ７８と第二押えカム６２と第二搬送ローラ８
８との扇形状の円弧幅及び位相関係について説明する。
【００５８】
第一押えカム５２の扇形状円弧部分の回転方向角度は、第一搬送ローラ７８の扇形状円弧
部分の回転方向角度より大きく、且つ、第一押えカム５２の円弧部分の中央位置と第一搬
送ローラ７８の円弧部分の中央位置とを、記憶媒体１５の板面に対し鉛直に遠ざかる方向
へ円弧部分を向けた位置で位相を合わせている。
【００５９】
同様に、第二押えカム６２の扇形状円弧部分の回転方向角度は、第二搬送ローラ８８の扇
形状円弧部分の回転方向角度より大きく、且つ、第二押えカム６２の円弧部分の中央位置
と第二搬送ローラ８８の円弧部分の中央位置とを、記憶媒体１５の板面に対し鉛直に遠ざ
かる方向へ円弧部分を向けた位置で位相を合わせている。
【００６０】
更に、第一押えカム５２と第二押えカム６２、及び第一搬送ローラ７８と第二搬送ローラ
８８は、それぞれ記憶媒体１５と記憶媒体アダプタ１６を挟み対向する位置で位相を合わ
せている。
【００６１】
＜記憶媒体の排出動作＞
次に、情報処理装置１１のオートローディング機構により記憶媒体１５を排出する動作に
ついて順番に説明する。尚、オートローディング機構を構成する各部材の動作は上述して
きたことで理解でき、記憶媒体１５及び記憶媒体アダプタ１６（もしくはPCMCIAカード）
を挟んで対向している部材の動作は対称の動作となる。
【００６２】
図５と図６では、記憶媒体１５が収納された記憶媒体アダプタ１６をソケット４１に装着
してあり、情報処理装置１１の中央処理装置１１１は記憶媒体１５へアクセスしていない
状態である。よって、操作者がイジェクトレバー４２の操作を行えば記憶媒体アダプタ１
６の排出が可能である。記憶媒体アダプタ１６の排出が可能なときを、第二押えカム６２
と第二搬送ローラ８８の待機位置０度とし、第一押えカム５２と第一搬送ローラ７８も同
様に待機位置０度とする。
【００６３】
図７は、記憶媒体１５を記憶媒体アダプタ１６から排出する際の準備として、記憶媒体ア
ダプタ１６を移動しないように押え付けた状態を示している。駆動モータ２１の正回転に
より第二押えカム６２が図中反時計回りに９０度回転して、第二押えゴム台６３が記憶媒
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体１５の方向へ移動して第一押えゴム台５３と共に、記憶媒体アダプタ１６を挟持する。
このとき、第二搬送ローラ８８は図中時計回りに９０度回転するが、その扇形状円弧部分
は記憶媒体１５にまだ接触していない。これにより、記憶媒体１５の排出動作の前に確実
に記憶媒体アダプタ１６が挟持される。また、ロック部材５７との干渉によりイジェクト
レバー４２が不用意に操作をされることがない。
【００６４】
図８は、記憶媒体１５を記憶媒体アダプタ１６から排出させて行く状態を示している。操
作者が操作部１１６により、記憶媒体アダプタ１６からの記憶媒体１５の自動排出を指示
すると、オートローディング機構は自動排出動作を開始する。即ち、第二押えカム６２が
図中反時計回りに１８０度回転し、第二押えゴム台６３と第一押えゴム台５３は、記憶媒
体アダプタ１６を挟持し続けている。このとき、第二搬送ローラ８８は図中時計回りに１
８０度回転して、第一搬送ローラ７８と共に記憶媒体１５を排出させて行く。
【００６５】
図９は、記憶媒体１５を記憶媒体アダプタ１６から排出させた状態を示している。第二押
えカム６２が図中反時計回りに２７０度回転し、第二押えゴム台６３と第一押えゴム台５
３は、記憶媒体アダプタ１６を挟持し続けている。このとき、第二搬送ローラ８８は図中
時計回りに２７０度回転して、その扇形状円弧部分は記憶媒体１５よりすでに離れ、第一
マイクロスイッチ９１はOFFとなり、記憶媒体１５が排出されたことを検知できる。
【００６６】
図１０は、記憶媒体１５を記憶媒体アダプタ１６から排出し終わり、再度、記憶媒体アダ
プタ１６への記憶媒体１５の挿入を待機している状態を示している。第二押えカム６２が
図中反時計回りに３６０度回転して、第二押えゴム台６３は記憶媒体アダプタ１６より離
れ、第二搬送ローラ８８は図中時計回りに３６０度回転して元の待機位置へ戻る。
【００６７】
図１１と図１２は、記憶媒体アダプタ１６をソケット４１から排出する状態を示しており
、操作者がイジェクトレバー４２を操作することで記憶媒体アダプタ１６をソケット４１
から抜き出すことができる。
【００６８】
＜記憶媒体の装着動作＞
次に、オートローディング機構により記憶媒体１５を装着する動作について簡単に説明す
る。上述してきたように、記憶媒体アダプタ１６が情報処理装置１１のオートローディン
グ機構に収納されており、記憶媒体１５が記憶媒体アダプタ１６に装着可能な準備状態の
時に、操作者により記憶媒体１５が記憶媒体アダプタ１６（の第一マイクロスイッチ９１
による検知領域）に挿入されたことを第一マイクロスイッチ９１により検知すると、オー
トローディング機構は自動装着動作を開始する。即ち、駆動モータ２１は逆回転して、同
じく上述してきた記憶媒体１５の排出動作の進行を逆にたどるようにすることで、つまり
図１２より図５へ動作状態を移行していくことで、記憶媒体１５を装着する動作を行う。
【００６９】
ここで、情報処理装置１１の中央処理装置１１１が記憶媒体１５に蓄積されている電子デ
ータを読み込み中、または逆に情報処理装置１１の中央処理装置１１１から記憶媒体１５
へ電子データを書き込み中の場合におけるオートローディング機構の動作について、もう
少し詳しく説明する。
【００７０】
オートローディング機構は、情報処理装置１１の中央処理装置１１１が記憶媒体１５へア
クセス開始前は、上述した図５と図６の状態（イジェクトレバー４２の操作で記憶媒体ア
ダプタ１６の排出が可能な状態）であり、情報処理装置１１が記憶媒体１５へアクセス中
は、上述した図７の状態（第一押えゴム台５３及び第二押えゴム台６３で記憶媒体アダプ
タ１６を挟持した状態で且つイジェクトレバー４２が操作不可状態）に保たれ、情報処理
装置１１の中央処理装置１１１が記憶媒体１５へのアクセス終了後は、上述した図５と図
６の状態（イジェクトレバー４２の操作で記憶媒体アダプタ１６の排出が可能な状態）に
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戻る。
【００７１】
情報処理装置１１の中央処理装置１１１が記憶媒体１５へアクセスを開始する場合、始め
に、駆動モータ２１が正回転して、第二押えゴム台６３と第一押えゴム台５３が、記憶媒
体アダプタ１６を挟持する。そして、第二押えカム６２は反時計回りに９０度回転した状
態に保たれ、第一押えカム５２は時計回りに９０度回転した状態に保たれる。このとき、
第二押えカム６２と第一押えカム５２が回転しないように、第二押えカム軸６１と第二押
えカム軸５１を止める回転止め部材を設けても良い。更に、第二押えカム軸６１と第二押
えカム軸５１などにクラッチ機構などを設けても良い。また、記憶媒体アダプタ１６のイ
ジェクト動作ができないことは、上述した通りである。そして、情報処理装置１１の中央
処理装置１１１が記憶媒体１５へアクセス動作を行う。
【００７２】
報処理装置１１の中央処理装置１１１が記憶媒体１５へのアクセスを終了すると、今度は
駆動モータ２１が逆回転して、第二押えゴム台６３と第一押えゴム台５３が記憶媒体アダ
プタ１６より退避する。そして、第二押えカム６２と第一押えカム５２は、それぞれの９
０度回転していた位置から待機位置０度へ回転して戻る。これらの一連の動作中に、第二
搬送ローラ８８と第一搬送ローラ７８も待機位置０度と９０度回転した位置を往復するが
、その扇形状円弧部分は記憶媒体１５に接触しないので、情報処理装置１１の中央処理装
置１１１が記憶媒体１５へアクセスする動作に影響が無い。
【００７３】
以上説明したように、本実施の形態によれば、記憶媒体アダプタ１６を情報処理装置１１
より取り外すことなしに、情報処理装置１１に装着されている記憶媒体アダプタ１６に対
し記憶媒体１５を着脱する場合に、操作者が直接手で操作を行う従来のように、記憶媒体
のコネクタ部と記憶媒体アダプタのコネクタ部との間の電気的接続における接触不良を発
生させず、またコネクタ部にこじりや不要なストレスを掛けないので、コネクタの信頼性
を損なわず、記憶媒体アダプタのコネクタ部と情報処理装置のコネクタ部との間でもコネ
クタの信頼性を低下させるという従来の問題点を解決することができる。
【００７４】
また、情報処理装置１１側が、記憶媒体アダプタ１６に対する記憶媒体１５の装着及び排
出を行う構造を有するため、記憶媒体１５を装着または排出する機構を記憶媒体アダプタ
１６に設けることなく、記憶媒体アダプタ１６に対する記憶媒体１５の装着または排出が
可能となり、特殊な記憶媒体アダプタもしくは専用の記憶媒体アダプタを使用せずに、情
報処理装置１１への記憶媒体１５の着脱という目的を達成することができる。
【００７５】
また、情報処理装置１１において記憶媒体１５に対するデータの書き込み中並びに読み込
み中は、イジェクトレバー４２の操作を不可状態とするため、データの書き込み中並びに
読み込み中に、イジェクトレバー４２の不用意な操作で情報処理装置１１から記憶媒体１
５及び記憶媒体アダプタ１６が取り外されることがなく、記憶媒体１５に対するデータの
書き込み動作並びに読み込み動作を適正に行うことができるという目的を達成することが
できる。
【００７６】
更に、記憶媒体アダプタ１６を情報処理装置１１から取り外す場合に、わざわざロック機
構を解除することなしに記憶媒体アダプタ１６を取り外すことができるため、記憶媒体ア
ダプタ１６の簡単な取り出しという目的を達成することができる。
【００７７】
［他の実施の形態］
上記実施の形態では、PCMCIA規格に準拠した記憶媒体と記憶媒体アダプタ（もしくはPCMC
IAカード）の例を説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、PCMCIA規格に準
拠していない他の記憶媒体と記憶媒体アダプタ（もしくは他のカード型記憶媒体）であっ
ても、基本構成を同じにすれば本発明の効果を得ることができる。
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【００７８】
上記実施の形態では、記憶媒体が着脱自在な記憶媒体アダプタを着脱自在に装着する情報
処理装置の例を図１６に示したが、本発明は情報処理装置の特定の形態及び用途に限定さ
れるものではなく、デスクトップ型コンピュータ、ノート型コンピュータなどの各種形態
の情報処理装置、パーソナルコンピュータ、ワークステーションなどの各種用途の情報処
理装置に適用することができる。
【００７９】
【発明の効果】
　以上説明したように、本発明によれば、電子機器において記憶媒体を排出する際に、駆
動源から駆動力を受けた付与手段が記憶媒体に力を付与するため、記憶媒体もしくは記憶
媒体アダプタが損傷することを防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態に係る情報処理装置に装備されたオートローディング機構の
左側上面側をやや背面側より見た斜視図である。
【図２】オートローディング機構の右側下面側をやや正面側より見た斜視図である。
【図３】図１における板金を省略及び一部切り欠いた状態を示す斜視図である。
【図４】図２における板金を省略及び一部切り欠いた状態を示す斜視図である。
【図５】オートローディング機構に記憶媒体が装着された状態を示す斜視図である。
【図６】オートローディング機構に憶媒媒体が装着された状態を示す斜視図である。
【図７】オートローディング機構において記憶媒体の排出準備状態を示す斜視図である。
【図８】オートローディング機構において記憶媒体を排出する状態を示す斜視図である。
【図９】オートローディング機構において記憶媒体を排出させた状態を示す斜視図である
。
【図１０】オートローディング機構に記憶媒体が無い状態を示す斜視図である。
【図１１】オートローディング機構より記憶媒体アダプタを排出する状態を示す斜視図で
ある。
【図１２】オートローディング機構より記憶媒体アダプタを排出する状態を示す斜視図で
ある。
【図１３】情報処理装置を示す斜視図である。
【図１４】情報処理装置と記憶媒体を示す斜視図である。
【図１５】記憶媒体と記憶媒体アダプタを示す斜視図であり、（ａ）はPCMCIAカード、（
ｂ）は記憶媒体アダプタに記憶媒体を装着した状態、（ｃ）は記憶媒体アダプタから記憶
媒体を取り外した状態である。
【図１６】情報処理装置の電気的構成を示す概略ブロック図である。
【符号の説明】
１１　情報処理装置
１５　記憶媒体
１６　記憶媒体アダプタ
１８　PCMCIAカード（カード型記憶媒体）
２１　駆動モータ（自動着脱手段）
２２　減速歯車列（自動着脱手段）
２７　分岐歯車列（自動着脱手段）
４１　ソケット
４２　イジェクトレバー（手動排出手段）
５２　第一押えカム（押え手段）
５３　第一押えゴム台（押え手段）
５７　ロック部材
６２　第二押えカム（押え手段）
６３　第二押えゴム台（押え手段）
７８　第一搬送ローラ（自動着脱手段）
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８８　第二搬送ローラ（自動着脱手段）
９１　第一マイクロスイッチ（媒体検知手段）
９２　第二マイクロスイッチ（アダプタ検知手段）
１１１　中央処理装置（制御手段）
１１４　オートローディング機構（記憶媒体着脱機構）

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】
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