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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の解除操作を行なうことによりロックを解除し、所定のロック操作を行なうことに
よりロックする二次電池用のインターロック装置であって、
　前記二次電池の所定位置に装着されたときに該二次電池を電力の受給可能な状態とする
と共に該所定位置から取り外されたときに該二次電池の電力の受給を遮断し、前記所定の
解除操作と前記所定のロック操作とが可能な安全プラグと、
　前記安全プラグが装着されて前記所定の解除操作が行なわれたときにはロックを解除す
ると共に該安全プラグの離脱を禁止し、前記安全プラグにより前記所定のロック操作が行
なわれたときにはロックすると共に該安全プラグの離脱を許可するロック機構とを備え、
　前記ロック機構は、前記安全プラグの前記所定の解除操作および前記所定のロック操作
に伴って回転動作してロックおよびロックの解除を行なうロック用リンクと、前記安全プ
ラグが装着されるまでは前記ロック用リンクのロック状態からの回転動作を禁止し、該安
全プラグの装着により前記ロック用リンクのロック状態からの回転動作を許可する動作禁
止許可用リンクとを備える、二次電池用のインターロック装置。
【請求項２】
　請求項１記載の二次電池用のインターロック装置であって、
　前記安全プラグは、二つの位置に操作可能なハンドルを有し、
　前記所定の解除操作は、前記安全プラグのハンドルの前記二つの位置のうちの一方の位
置から他方の位置への操作であり、
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　前記所定のロック操作は、前記安全プラグのハンドルの前記他方の位置から前記一方の
位置への操作である二次電池用のインターロック装置。
【請求項３】
　前記安全プラグは、前記ハンドルに前記所定の解除操作を行なったときに該安全プラグ
の前記ロック機構からの離脱を禁止する離脱禁止部が形成されてなる請求項２記載の二次
電池用のインターロック装置。
【請求項４】
　前記安全プラグは、前記二次電池の所定位置に装着されたときに該二次電池のケースを
閉ロックすると共に該所定位置から取り外されたときに該二次電池のケースの閉ロックを
解除するプラグである請求項１ないし３いずれか記載の二次電池用のインターロック装置
。
【請求項５】
　前記ロック機構は、前記二次電池および／または該二次電池の制御用機器のケースを閉
ロックする機構である請求項１ないし４いずれか記載の二次電池用のインターロック装置
。
【請求項６】
　前記ロック機構は、前記二次電池および／または該二次電池の制御用機器のケースの開
閉蓋を取り付け固定する少なくとも一つのボルトへの操作を閉ロックする機構である請求
項１ないし４いずれか記載の二次電池用のインターロック装置。
【請求項７】
　前記ロック機構は、前記二次電池を充電するコネクタへの操作を閉ロックする機構であ
る請求項１ないし４いずれか記載の二次電池用のインターロック装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、二次電池用のインターロック装置に関し、詳しくは、所定の解除操作を行なう
ことによりロックを解除し、所定のロック操作を行なうことによりロックする二次電池用
のインターロック装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、この種の二次電池用のインターロック装置としては、電気自動車に搭載された二次
電池パックに取り付けられたものが提案されている。この装置では、二次電池パックを開
くときにはインターロックを解除する必要があり、不用意に二次電池パックが開かれるこ
とによる不都合を回避し、作業者の安全性を確保している。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、こうした二次電池用のインターロック装置では、再びロックするためにス
イッチ操作の必要があり、作業者がスイッチ操作を忘れると、インターロック機能が作動
しない。
【０００４】
本発明の二次電池用のインターロック装置は、作業者のより高い安全性を確保することを
目的の一つとする。また、本発明の二次電池用のインターロック装置は、作業者による再
ロック操作の確実性を図ることを目的の一つとする。
【０００５】
【課題を解決するための手段およびその作用・効果】
本発明の二次電池用のインターロック装置は、上述の目的の少なくとも一部を達成するた
めに以下の手段を採った。
【０００６】
本発明のインターロック装置は、
所定の解除操作を行なうことによりロックを解除し、所定のロック操作を行なうことによ
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りロックする二次電池用のインターロック装置であって、
前記二次電池の所定位置に装着されたときに該二次電池を電力の受給可能な状態とすると
共に該所定位置から取り外されたときに該二次電池の電力の受給を遮断し、前記所定の解
除操作と前記所定のロック操作とが可能な安全プラグと、
前記安全プラグが装着されて前記所定の解除操作が行なわれたときにはロックを解除する
と共に該安全プラグの離脱を禁止し、前記安全プラグにより前記所定のロック操作が行な
われたときにはロックすると共に該安全プラグの離脱を許可するロック機構と
を備えることを要旨とする。
【０００７】
この本発明の二次電池用のインターロック装置では、二次電池の所定位置に装着されたと
きに二次電池を電力の受給可能な状態とすると共に所定位置から取り外されたときに二次
電池の電力の受給を遮断する安全プラグを用いて、ロック機構の解除操作とロック操作と
を行なう。したがって、ロック機構の解除操作を行なう際には、安全プラグを二次電池の
所定位置から取り外して二次電池を電力の受給が遮断された状態としてからロック機構に
装着するから、作業者のより高い安全性を確保することができる。しかも、ロック機構は
、安全プラグにより所定の解除操作が行なわれたときには安全プラグの離脱を禁止し、安
全プラグにより所定のロック操作が行なわれたときに安全プラグの離脱を許可するから、
ロック解除状態でロック機構から安全プラグを取り外して二次電池の所定位置に装着する
ことを防止することができる。即ち、安全プラグにより所定のロック操作を行なった後に
のみ安全プラグをロック機構から取り外して二次電池の所定位置に装着することができる
から、作業者によるロック操作の確実性を図ることができる。
【０００８】
こうした本発明の二次電池用のインターロック装置において、前記安全プラグは二つの位
置に操作可能なハンドルを有し、前記所定の解除操作は前記安全プラグのハンドルの前記
二つの位置のうちの一方の位置から他方の位置への操作であり、前記所定のロック操作は
前記安全プラグのハンドルの前記他方の位置から前記一方の位置への操作であるものとす
ることもできる。こうすれば、単にハンドルの操作だけで所定の解除操作や所定のロック
操作を行なうことができる。この態様の本発明の二次電池用のインターロック装置におい
て、前記安全プラグは、前記ハンドルに前記所定の解除操作を行なったときに該安全プラ
グの前記ロック機構からの離脱を禁止する離脱禁止部が形成されてなるものとすることも
できる。
【０００９】
また、本発明の二次電池用のインターロック装置において、前記安全プラグは、前記二次
電池の所定位置に装着されたときに該二次電池のケースを閉ロックすると共に該所定位置
から取り外されたときに該二次電池のケースの閉ロックを解除するプラグであるものとす
ることもできる。こうすれば、安全プラグの二次電池の所定位置の装着によりケースを閉
ロックすることができる。この結果、安全プラグを装着した状態でケースを開けてしまう
ことに基づく不都合を回避することができる。
【００１０】
さらに、本発明の二次電池用のインターロック装置において、前記ロック機構は、前記安
全プラグの前記所定の解除操作および前記所定のロック操作に伴って回転動作してロック
およびロックの解除を行なうロック用リンクと、前記安全プラグが装着されるまでは前記
ロック用リンクのロック状態からの回転動作を禁止し該安全プラグの装着により前記ロッ
ク用リンクのロック状態からの回転動作を許可する動作禁止許可用リンクとを備えるもの
とすることもできる。
【００１１】
あるいは、本発明の二次電池用のインターロック装置において、前記ロック機構は、前記
二次電池および／または該二次電池の制御用機器のケースを閉ロックする機構であるもの
としたり、前記二次電池および／または該二次電池の制御用機器のケースの開閉蓋を取り
付け固定する少なくとも一つのボルトへの操作を閉ロックする機構であるものとすること
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もできる。
【００１２】
また、本発明の二次電池用のインターロック装置において、前記ロック機構は、前記二次
電池を充電するコネクタへの操作を閉ロックする機構であるものとすることもできる。
【００１３】
【発明の実施の形態】
次に、本発明の実施の形態を実施例を用いて説明する。図１は、本発明の一実施例である
二次電池用のインターロック装置２０の構成の概略を示す構成図である。実施例の二次電
池用のインターロック装置２０は、図示するように、二次電池とその制御用の機器を収納
するケース１０の二次電池側の蓋１２に取り付けられた安全プラグ３０と、ケース１０の
制御用の機器側の蓋１４をロックするロック機構４０とから構成されている。
【００１４】
図２は安全プラグ３０の外観を例示する外観図であり、図３はハンドル３６を倒した状態
の安全プラグ３０の外観を例示する外観図である。安全プラグ３０は、図示するように、
筐体３２と、その内側に導電性の材料によりＵ字状に形成されて取り付けられたプラグ３
４と、筐体３２に９０度の角度をもって回転自在に取り付けられたハンドル３６と、ハン
ドル３６の回転軸近傍に回転軸から偏心して回転軸方向に延出して形成された操作軸３８
とを備える。
【００１５】
安全プラグ３０は、図１に示すように、通常は、ケース１０の蓋１２の安全プラグ取付部
１３に装着され、図３に示すように、ハンドル３６が倒れた状態とされている。安全プラ
グ取付部１３には、二次電池における電力の受給を行なう電力ライン（例えば、バスバー
や電力供給ラインなど）が配線されており、安全プラグ３０が装着されると二次電池の電
力の受給が可能な状態となり、安全プラグ３０が取り外されると二次電池の電力の受給が
遮断されるようになっている。また、安全プラグ取付部１３は、図示しないが、安全プラ
グ３０が装着されると、安全プラグ３０により蓋１２が閉ロックされるようになっている
。さらに、安全プラグ取付部１３の内側には、二次電池の制御用の機器の制御の実行を許
可するスイッチが設けられており、安全プラグ３０のハンドル３６を倒すことにより、操
作軸３８がスイッチをオンするようになっている。
【００１６】
図４ないし図６は、安全プラグ３０をロック機構４０に装着してロックを解除している動
作を示す説明図である。ロック機構４０は、図１および図４に示すように、筐体４１の上
部に形成された装着部４２に安全プラグ３０を装着し（図５参照）、安全プラグ３０のハ
ンドル３６を倒すことにより（図６参照）、ロックが解除されると共にロック機構４０の
装着部４２からの安全プラグ３０の離脱が禁止されるようになっている。
【００１７】
図７はロック機構４０を分解して安全プラグ３０と共に示す分解斜視図であり、図８はロ
ック機構４０の内部を安全プラグ３０と共に示す説明図である。ロック機構４０は、図示
するように、筐体４１と、下部材５０と、筐体４１の内部に取り付けられるロック用リン
ク６０と、このロック用リンク６０の動作を禁止したり許可する動作禁止許可用リンク８
０とから構成されている。
【００１８】
筐体４１の装着部４２の側面には略矩形形状の鍵孔状の操作孔４３が形成されている。こ
の操作孔４３の図中右側には、押さえ軸４４，回転軸４５，止め軸４６の３つの軸が形成
されており、操作孔４３の下部隅には段差部４８上に回転軸４７が形成されている。また
、下部材５０の下面には、ロック用の鍵孔状のロック孔５２が形成されている。
【００１９】
図９は、ロック用リンク６０の外観を示す斜視図である。ロック用リンク６０は、図示す
るように、扇形状のリンク本体６２と、回転孔６４と、カム６６と、ハンマーヘッド状の
二つのヘッド７２，７４が形成されたロック棒７０とから構成されており、図７および図
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８に示すように、回転孔６４が筐体４１に形成された回転軸４７で軸支されるよう回転自
在に筐体４１に取り付けられている。カム６６には、アーム６７により操作用開口部６９
が形成されており、ハンドル３６の操作軸３８と操作用開口部６９との協同関係によりロ
ック用リンク６０が回転孔６４を中心とした回転駆動ができるようになっている。なお、
アーム６７の端部には、円弧状の止め部６８が形成されている。
【００２０】
動作禁止許可用リンク８０は、図８に示すように、回転孔８２から放射状に形成されたロ
ックアーム８４，操作アーム８６，止めアーム８８の３つのアームにより構成されており
、回転孔８２が筐体４１に形成された回転軸４５で軸支されるよう回転自在に筐体４１に
取り付けられている。ロックアーム８４の端部および操作アーム８６の端部には、押さえ
軸４４および止め軸４６に係合する湾曲部８５，８７が形成されている。
【００２１】
図１０は安全プラグ３０をロック機構４０に装着する前のロック用リンク６０と動作禁止
許可用リンク８０のポジションを示す説明図であり、図１１は安全プラグ３０をロック機
構４０に装着する途中におけるロック用リンク６０と動作禁止許可用リンク８０のポジシ
ョンを示す説明図であり、図１２は安全プラグ３０をロック機構４０に装着したときにお
けるロック用リンク６０と動作禁止許可用リンク８０のポジションを示す説明図であり、
図１３は安全プラグ３０のハンドル３６を倒したときにおけるロック用リンク６０と動作
禁止許可用リンク８０のポジションの動作を示す説明図である。また、図１４は安全プラ
グ３０をロック機構４０に装着する前のロック機構４０と蓋１４との関係を示す説明図で
あり、図１５は安全プラグ３０のハンドル３６を倒したときのロック機構４０と蓋１４と
の関係を例す説明図であり、図１６はロック機構４０を蓋１４から取り外した状態を示す
説明図である。
【００２２】
図１０に示すように、ロック機構４０に安全プラグ３０を装着する前の状態では、動作禁
止許可用リンク８０は、ロックアーム８６の端部の湾曲部８５が若干の弾性変形を伴って
押さえ軸４４に嵌合しているから、動作禁止許可用リンク８０の回転軸４５を中心とした
回転駆動は抑止されている。また、動作禁止許可用リンク８０の止めアーム８８の端部は
、ロック用リンク６０のカム６６に形成されたアーム６７の端部の止め部６８に当接して
おり、ロック用リンク６０の回転軸４７を中心とした回転を禁止している。このとき、ロ
ック用リンク６０のロック棒７０のヘッド７２，７４のうちの下方のヘッド７４は下部材
５０のロック孔５２から突出した状態で停止している。このため、ロック機構４０がケー
ス１０の蓋１４に取り付けられているとすれば、図１４に示すように、ロック棒７０のヘ
ッド７４により蓋１４は閉ロックされる。
【００２３】
安全プラグ３０をロック機構４０の装着部４２に挿入していくと、図１１に示すように、
安全プラグ３０のハンドル３６に形成された操作軸３８が動作禁止許可用リンク８０の操
作アーム８６に当接する。さらに、安全プラグ３０を装着部４２に挿入すると、操作軸３
８による操作アーム８６の押圧力がロックアーム８６の端部の湾曲部８５に若干の弾性変
形を生じさせて押さえ軸４４との嵌合状態を解除し、図１２に示すように、動作禁止許可
用リンク８０を図中反時計回りに回転させる。このとき、動作禁止許可用リンク８０の止
めアーム８８のアーム６７の止め部６８への当接状態も回転駆動に伴って解除される。こ
のため、ロック用リンク６０は動作禁止許可用リンク８０による回転軸４７を中心とした
回転駆動の禁止状態が解除されるが、安全プラグ３０の操作軸３８が操作用開口部６９に
位置することになるから、操作軸３８がアーム６７に当接してその回転駆動は抑止される
状態となる。
【００２４】
この状態から、安全プラグ３０のハンドル３６を図１２中右側に倒すと、操作軸３８はロ
ック用リンク６０の操作用開口部６９のカム６６側に当接して円弧移動する。このため、
ロック用リンク６０は、図１３に示すように、操作軸３８の円弧移動に伴って回転軸４７
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を中心とした図中矢印方向に回転し、ロック棒７０のヘッド７４が下部材５０のロック孔
５２を介して下部材５０の内側に収納される。この結果、ロック機構４０がケース１０の
蓋１４に取り付けられているとすれば、図１５に示すように、ロック棒７０のヘッド７４
による蓋１４は閉ロックは解除され、ロック機構４０は、図１６に示すように、蓋１４か
ら取り外すことができる。一方、安全プラグ３０は、このハンドル３６を倒した状態でロ
ック機構４０から外そうとしても、操作軸３８が筐体４１の操作孔４３の上部４３ａに当
接してそれを抑止する。したがって、安全プラグ３０は、ロック機構４０のロックを解除
した状態ではロック機構４０から取り外すことができない。
【００２５】
以上、ロック機構４０による蓋１４の閉ロックを解除する操作についてその機構と共に説
明した。ロック機構４０による蓋１４の閉ロックの操作については、閉ロックの解除操作
の逆の手順になる。即ち、図１３のロック解除状態から、安全プラグ３０のハンドル３６
を起こして図１２の状態として安全プラグ３０のロック機構４０からの離脱禁止を解除す
ると共にロック機構４０をロック状態とし、安全プラグ３０をロック機構４０から引き抜
く操作となる。
【００２６】
以上説明した実施例の二次電池用のインターロック装置２０によれば、ロック機構４０の
解除操作を行なうときには、安全プラグ３０を安全プラグ取付部１３から取り外して二次
電池を電力の受給が遮断された状態とし、その後、ロック機構４０に装着する必要がある
から、作業者のより高い安全性を確保することができる。しかも、ロック機構４０は、安
全プラグ３０により蓋１４の閉ロックの解除操作が行なわれたときには安全プラグ３０の
離脱を禁止し、安全プラグ３０によるロック操作が行なわれたときに安全プラグ３０のロ
ック機構４０からの離脱を許可するから、ロック解除状態でロック機構４０から安全プラ
グ３０を取り外して安全プラグ３０を安全プラグ取付部１３に装着することを防止するこ
とができる。もとより、安全プラグ３０により蓋１２を閉ロックすることができる。
【００２７】
実施例の二次電池用のインターロック装置２０では、ロック機構４０により蓋１４を閉ロ
ックするものとしたが、ロック機構により蓋１４を取り付け固定するボルトを閉ロックす
るものとしてもよい。図１７ないし図１９は蓋１４を取り付け固定するボルトを閉ロック
するロック機構４０Ｂの安全プラグ３０によるロックの解除動作を示す説明図であり、図
２０は変形例のロック機構４０Ｂを分解して安全プラグ３０と共に示す分解斜視図であり
、図２１は変形例のロック機構４０Ｂの内部を安全プラグ３０と共に示す説明図である。
変形例のロック機構４０Ｂは、図２０および図２１に示すように、筐体４１Ｂに開口部４
２Ｂが形成されている点と下部材５０Ｂに取り付け用のボルト５２Ｂの貫通孔５４Ｂが形
成されている点とロック用リンク６０Ｂの構造が異なる点を除いて実施例のロック機構４
０と同一の構成をしている。したがって、変形例のロック機構４０Ｂの構成のうち実施例
のロック機構４０と同一の構成については同一の符号を付し、その説明は省略する。
【００２８】
図２２は、ロック用リンク６０Ｂの外観を示す斜視図である。ロック用リンク６０Ｂは、
図２１および図２２に示すように、リンク本体６２Ｂに実施例のロック用リンク６０と同
様のカム６６とアーム６７とを備えている。リンク本体６２Ｂには、円弧状の蓋部６４Ｂ
が取り付けられている。
【００２９】
図２３ないし図２６は、安全プラグ３０を用いて変形例のロック機構４０Ｂのロックの解
除動作を説明する説明図である。変形例のロック機構４０Ｂは、図示するように、安全プ
ラグ３０の装着およびハンドル３６の操作により、実施例のロック機構４０の動作禁止許
可用リンク８０やロック用リンク６０と同様に動作してロック用リンク６０Ｂの蓋部６４
Ｂを回転させて筐体４１Ｂの開口部４２Ｂを介してのボルト５２Ｂの操作を可能とし、逆
の手順により筐体４１Ｂの開口部４２Ｂを介してボルト５２Ｂへの操作を閉ロックする。
【００３０】
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以上説明した変形例のロック機構４０Ｂを備える二次電池用のインターロック装置でも実
施例の二次電池用のインターロック装置２０と同様の効果を奏することができる。
【００３１】
実施例のロック機構４０や変形例のロック機構４０Ｂでは、同一の動作禁止許可用リンク
８０を用いたが、安全プラグ３０が装着されていないときにはロック用リンク６０，６０
Ｂの回転駆動を禁止し、安全プラグ３０の装着によりハンドル３６の操作に伴うロック用
リンク６０，６０Ｂを回転駆動を許可する機構であれば如何なる形状の動作禁止許可用リ
ンクを用いるものとしてもよい。図２７は異なる形状の動作禁止許可用リンク８０Ｃを備
える変形例のロック機構４０Ｃを分解して安全プラグ３０と共に示す分解斜視図であり、
図２８は変形例のロック機構４０Ｃの内部を安全プラグ３０と共に示す説明図であり、図
２９は動作禁止許可用リンク８０Ｃの外観を示す斜視図である。変形例のロック機構４０
Ｃは、図２７ないし図２９に示すように、動作禁止許可用リンク８０Ｃの形状が異なる点
を除いて変形例のロック機構４０Ｂと同一の構成をしている。したがって、変形例のロッ
ク機構４０Ｂの構成のうち実施例のロック機構４０と同一の構成については同一の符号を
付し、その説明は省略する。
【００３２】
動作禁止許可用リンク８０Ｃは、図示するように、回転孔８２Ｃを中心として約１８０度
角度を隔てて延出するロックアーム８４Ｃと止めアーム８６Ｃの二つのアームと、回転孔
８２Ｃのサイドに取り付けられたバネ部８８Ｃとから構成されており、図２７に示すよう
に、回転孔８２Ｃが筐体４１Ｃに形成された回転軸４５Ｃで軸支されるよう回転自在に筐
体４１Ｃに取り付けられている。
【００３３】
図３０ないし図３３は、安全プラグ３０を用いて変形例のロック機構４０Ｃのロックの解
除動作を説明する説明図である。図３０に示すように、変形例のロック機構４０Ｃに安全
プラグ３０が装着される前の状態では、動作禁止許可用リンク８０Ｃは、バネ部８８Ｃに
よる筐体４１Ｃの装着部４２を形成する壁面４６Ｃからの反力による図中時計回り方向の
付勢力を受けており、止めアーム８６Ｃがロック用リンク６０Ｂのカム６６に当接するこ
とによりロック用リンク６０Ｂの回転駆動を禁止している。ロックアーム８４Ｃは、その
端部が装着部４２の底部に浮き上がるように位置している。安全プラグ３０を変形例のロ
ック機構４０Ｃに装着すると、図３１および図３２に示すように、安全プラグ３０の筐体
３２の下端がロックアーム８４Ｃをバネ部８８Ｃの付勢力に抗して押されることにより、
動作禁止許可用リンク８０Ｃは時計反対方向に回転し、止めアーム８６Ｃのカム６６への
当接によるロック用リンク６０Ｂの回転駆動の禁止状態が解除される。しかし、安全プラ
グ３０の操作軸３８が操作用開口部６９に位置することになるから、操作軸３８がアーム
６７に当接してその回転駆動は抑止される状態となる。
【００３４】
この状態から安全プラグ３０のハンドル３６を倒す際のロック機構４０Ｃの動作は、実施
例のロック機構４０や変形例の４０Ｂと同様であるから、重複する説明を避けるため、そ
の説明は省略する。
【００３５】
以上説明した変形例のロック機構４０Ｃを備える二次電池用のインターロック装置でも実
施例の二次電池用のインターロック装置２０や変形例のロック機構４０Ｂを備える二次電
池用のインターロック装置と同様の効果を奏することができる。
【００３６】
実施例の二次電池用のインターロック装置２０では、ロック機構４０により蓋１４を閉ロ
ックするものとしたが、ロック機構により外部電源による二次電池の充電の際のコネクタ
の接続口などを閉ロックするものとしてもよい。図３４ないし図３６はコネクタの接続口
を閉ロックするロック機構４０Ｄの安全プラグ３０によるロックの解除動作を示す説明図
であり、図３７は変形例のロック機構４０Ｄを分解して安全プラグ３０と共に示す分解斜
視図であり、図３８は変形例のロック機構４０Ｂの内部を安全プラグ３０と共に示す説明
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図である。
【００３７】
変形例のロック機構４０Ｄは、図３４および図３６に示すように、筐体４１Ｄの上部に形
成された装着部４２に安全プラグ３０を装着し（図３５参照）、安全プラグ３０のハンド
ル３６を倒すことにより（図３６参照）、筐体４１Ｄの上面に取り付けられた第１扉４３
ａと第２扉４３ｂとが開かれてコネクタの接続口の閉ロックが解除されるようになってい
る。
【００３８】
変形例のロック機構４０Ｄは、図３７および図３８に示すように、筐体４１Ｄと、筐体４
１Ｄの内部に取り付けられるロック用リンク６０Ｄと、このロック用リンク６０Ｄの動作
を禁止したり許可する動作禁止許可用リンク８０Ｄとから構成されている。変形例のロッ
ク機構４０Ｄの基本的な構成は、実施例のロック機構４０と同様であるから、同一の構成
については同一の符号を付し、その説明は省略する。なお、筐体４１Ｄの操作孔４３の下
部には、回転止軸４７Ｄが形成されている。
【００３９】
ロック用リンク６０Ｄは、図３７および図３８に示すように、回転孔６４から延出するカ
ム６６Ｄと、カム６６Ｄとにより操作用開口部６９Ｄを形成する「く」字形状の操作アー
ム６８Ｄと、操作アーム６８Ｄの端部にヒンジを伴って取り付けられた扉開閉アーム７０
Ｄとから構成されており、回転孔６４Ｄが筐体４１Ｄに形成された回転軸４７で軸支され
るよう回転自在に筐体４１Ｄに取り付けられている。
【００４０】
動作禁止許可用リンク８０Ｄは、図３７および図３８に示すように、実施例のロック機構
４０が備える動作禁止許可用リンク８０と同一のリンクにヒンジ接続により折れ曲がり可
能なアーム８９ａとアーム８９ｂとからなる扉開閉アーム８９Ｄを取り付けて構成されて
いる。
【００４１】
図３９ないし図４２は、安全プラグ３０を用いて変形例のロック機構４０Ｄのロックの解
除動作を説明する説明図である。図３９に示すように、変形例のロック機構４０Ｄに安全
プラグ３０が装着される前の状態では、動作禁止許可用リンク８０Ｄは、実施例のロック
機構４０と同様に、操作アーム８６の端部の湾曲部８５が若干の弾性変形を伴って押さえ
軸４４に嵌合しているから、動作禁止許可用リンク８０Ｄの回転軸４５を中心とした回転
駆動は抑止されている。このとき、扉開閉アーム８９Ｄは、アーム８９ａとアーム８９ｂ
とがヒンジ部で屈曲した状態となるから、アーム８９ｂの端部に取り付けられた第１扉４
３ａは閉じた状態となる。一方、動作禁止許可用リンク８０Ｄの止めアーム８８の端部は
、ロック用リンク６０Ｄの操作アーム６８Ｄの屈曲部を回転止軸４７Ｄに押し付けた状態
で当接するから、ロック用リンク６０Ｄの回転軸４７を中心とした回転駆動は禁止されて
いる。なお、ロック用リンク６０Ｄの扉開閉アーム７０Ｄの端部は、第２扉４３ｂに取り
付けられており、この状態では第２扉４３ｂは閉じているように扉開閉アーム７０Ｄの長
さが調節されている。
【００４２】
安全プラグ３０をロック機構４０Ｄの装着部４２に挿入すると、実施例のロック機構４０
と同様に、安全プラグ３０の操作軸３８が動作禁止許可用リンク８０Ｄの操作アーム８６
を押すことにより、動作禁止許可用リンク８０Ｄを図中反時計回りに回転させ、動作禁止
許可用リンク８０の止めアーム８８によるロック用リンク６０Ｄの回転駆動の禁止状態が
解除される。しかし、前述したように、安全プラグ３０の操作軸３８が操作用開口部６９
Ｄに位置することになるから、操作軸３８が操作アーム６８Ｄに当接してその回転駆動は
抑止される状態となる。動作禁止許可用リンク８０Ｄの回転に伴い、扉開閉アーム８９Ｄ
のアーム８９ａも回転するから、図４０に示すように、アーム８９ａとアーム８９ｂとの
リンク機構により第１扉４３ａは開かれる。
【００４３】
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この状態から、安全プラグ３０のハンドル３６を図４０中右側に倒すと、図４１および図
４２に示すように、操作軸３８はロック用リンク６０Ｄの操作用開口部６９Ｄのカム６６
Ｄ側に当接して円弧移動する。このため、ロック用リンク６０Ｄは、操作軸３８の円弧移
動に伴って回転軸４７を中心として時計反対方向に回転する。このとき、操作アーム６８
Ｄの端部に取り付けられた扉開閉アーム７０Ｄは、そのリンク機構により第２扉４３ｂを
押し開ける。
【００４４】
図４３は、変形例のロック機構４０Ｄにおける第１扉４３ａおよび第２扉４３ｂが開けら
れた状態におけるコネクタの接続口９０Ｄの概略を示す説明図である。図示するように、
ロック機構４０Ｄのロックが解除された状態では、第１扉４３ａおよび第２扉４３ｂが開
いてコネクタの接続口９０Ｄへの操作が可能となる。
【００４５】
以上説明した変形例のロック機構４０Ｄを備える二次電池用のインターロック装置でも実
施例の二次電池用のインターロック装置２０と同様の効果を奏することができる。
【００４６】
以上、本発明の実施の形態について実施例を用いて説明したが、本発明はこうした実施例
に何等限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において、種々なる形
態で実施し得ることは勿論である。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の一実施例である二次電池用のインターロック装置２０の構成の概略を
示す構成図である。
【図２】　安全プラグ３０の外観を例示する外観図である。
【図３】　ハンドル３６を倒した状態の安全プラグ３０の外観を例示する外観図である。
【図４】　安全プラグ３０をロック機構４０に装着してロックを解除している動作を示す
説明図である。
【図５】　安全プラグ３０をロック機構４０に装着してロックを解除している動作を示す
説明図である。
【図６】　安全プラグ３０をロック機構４０に装着してロックを解除している動作を示す
説明図である。
【図７】　ロック機構４０を分解して安全プラグ３０と共に示す分解斜視図である。
【図８】　ロック機構４０の内部を安全プラグ３０と共に示す説明図である。
【図９】　ロック用リンク６０の外観を示す斜視図である。
【図１０】　安全プラグ３０をロック機構４０に装着する前のロック用リンク６０と動作
禁止許可用リンク８０のポジションを示す説明図である。
【図１１】　安全プラグ３０をロック機構４０に装着する途中におけるロック用リンク６
０と動作禁止許可用リンク８０のポジションを示す説明図である。
【図１２】　安全プラグ３０をロック機構４０に装着したときにおけるロック用リンク６
０と動作禁止許可用リンク８０のポジションを示す説明図である。
【図１３】　安全プラグ３０のハンドル３６を倒したときにおけるロック用リンク６０と
動作禁止許可用リンク８０のポジションの動作を示す説明図である。
【図１４】　安全プラグ３０をロック機構４０に装着する前のロック機構４０と蓋１４と
の関係を示す説明図である。
【図１５】　安全プラグ３０のハンドル３６を倒したときのロック機構４０と蓋１４との
関係を例す説明図である。
【図１６】　ロック機構４０を蓋１４から取り外した状態を示す説明図である。
【図１７】　安全プラグ３０を変形例のロック機構４０Ｂに装着してロックを解除してい
る動作を示す説明図である。
【図１８】　安全プラグ３０を変形例のロック機構４０Ｂに装着してロックを解除してい
る動作を示す説明図である。
【図１９】　安全プラグ３０を変形例のロック機構４０Ｂに装着してロックを解除してい



(10) JP 4834909 B2 2011.12.14

10

20

30

40

50

る動作を示す説明図である。
【図２０】　変形例のロック機構４０Ｂを分解して安全プラグ３０と共に示す分解斜視図
である。
【図２１】　変形例のロック機構４０Ｂの内部を安全プラグ３０と共に示す説明図である
。
【図２２】　ロック用リンク６０Ｂの外観を示す斜視図である。
【図２３】　安全プラグ３０を変形例のロック機構４０Ｂに装着する前のロック用リンク
６０Ｂと動作禁止許可用リンク８０のポジションを示す説明図である。
【図２４】　安全プラグ３０を変形例のロック機構４０Ｂに装着する途中におけるロック
用リンク６０Ｂと動作禁止許可用リンク８０のポジションを示す説明図である。
【図２５】　安全プラグ３０を変形例のロック機構４０Ｂに装着したときにおけるロック
用リンク６０Ｂと動作禁止許可用リンク８０のポジションを示す説明図である。
【図２６】　安全プラグ３０のハンドル３６を倒したときにおけるロック用リンク６０Ｂ
と動作禁止許可用リンク８０のポジションの動作を示す説明図である。
【図２７】　ロック機構４０Ｃを分解して安全プラグ３０と共に示す分解斜視図である。
【図２８】　ロック機構４０Ｃの内部を安全プラグ３０と共に示す説明図である。
【図２９】　動作禁止許可用リンク８０Ｃの外観を示す斜視図である。
【図３０】　安全プラグ３０を変形例のロック機構４０Ｃに装着する前のロック用リンク
６０Ｂと動作禁止許可用リンク８０Ｃのポジションを示す説明図である。
【図３１】　安全プラグ３０を変形例のロック機構４０Ｃに装着する途中におけるロック
用リンク６０Ｂと動作禁止許可用リンク８０Ｃのポジションを示す説明図である。
【図３２】　安全プラグ３０を変形例のロック機構４０Ｃに装着したときにおけるロック
用リンク６０Ｂと動作禁止許可用リンク８０Ｃのポジションを示す説明図である。
【図３３】　安全プラグ３０のハンドル３６を倒したときにおけるロック用リンク６０Ｂ
と動作禁止許可用リンク８０Ｃのポジションの動作を示す説明図である。
【図３４】　安全プラグ３０を変形例のロック機構４０Ｄに装着してロックを解除してい
る動作を示す説明図である。
【図３５】　安全プラグ３０を変形例のロック機構４０Ｄに装着してロックを解除してい
る動作を示す説明図である。
【図３６】　安全プラグ３０を変形例のロック機構４０Ｄに装着してロックを解除してい
る動作を示す説明図である。
【図３７】　変形例のロック機構４０Ｄを分解して安全プラグ３０と共に示す分解斜視図
である。
【図３８】　変形例のロック機構４０Ｄの内部を安全プラグ３０と共に示す説明図である
。
【図３９】　安全プラグ３０を変形例のロック機構４０Ｄに装着する前のロック用リンク
６０Ｄと動作禁止許可用リンク８０Ｄのポジションを示す説明図である。
【図４０】　安全プラグ３０を変形例のロック機構４０Ｄに装着したときにおけるロック
用リンク６０Ｄと動作禁止許可用リンク８０Ｄのポジションを示す説明図である。
【図４１】　安全プラグ３０のハンドル３６を倒している途中のロック用リンク６０Ｄと
動作禁止許可用リンク８０Ｄのポジションの動作を示す説明図である。
【図４２】　安全プラグ３０のハンドル３６を倒したときにおけるロック用リンク６０Ｄ
と動作禁止許可用リンク８０Ｄのポジションの動作を示す説明図である。
【図４３】　変形例のロック機構４０Ｄにおける第１扉４３ａおよび第２扉４３ｂが開け
られた状態におけるコネクタの接続口の概略を示す説明図である。
【符号の説明】
１０　ケース、１２，１４　蓋、２０　二次電池用のインターロック装置、３０　安全プ
ラグ、３２　筐体、３４　プラグ、３６　ハンドル、３８　操作軸、４０，４０Ｂ，４０
Ｃ，４０Ｄ　ロック機構、４１，４１Ｂ，４１Ｃ，４１Ｄ　筐体、４２　装着部、４３　
操作孔、４３ａ　第１扉、４３ｂ　第２扉、４４　押さえ軸、４５　回転軸、４６　止め



(11) JP 4834909 B2 2011.12.14

軸、４６Ｃ　壁面、４７　回転軸、４７Ｄ回転止軸、４８　段差部、５０，５０Ｂ　下部
材、５２　ロック孔、５２Ｂ　ボルト、５４Ｂ　貫通孔、６０，６０Ｂ，６０Ｄ　ロック
用リンク、６２，６２Ｂ　リンク本体、６４　回転孔、６４Ｂ　蓋部、６６，６６Ｄ　カ
ム、６７　アーム、６８　止め部、６８Ｄ　操作アーム、６９，６９Ｄ　操作用開口部、
７０ロック棒、７０Ｄ　扉開閉アーム、７２，７４　ヘッド、８０，８０Ｃ，８０Ｄ　動
作禁止許可用リンク、８２，８２Ｃ　回転孔、８４，８４Ｃ　ロックアーム、８５　湾曲
部、８６　操作アーム、８６Ｃ　止めアーム、８８　止めアーム、８８Ｃ　バネ部、８９
ａ，８９ｂ　アーム、８９Ｄ　扉開閉アーム、９０Ｄ　コネクタの接続口。

【図１】 【図２】
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