
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
二次電池 (2)と、この二次電池 (2)に接続している回路基板 (3)と、この回路基板 (3)と二次
電池 (2)とを収納すると共に、脱着できるように装着される電気機器 (20)との係合部材 (5)
を有する外装ケース (1)とを備えるバッテリパックであって、
外装ケース (1)は、対向して配置されてなる一対の表面プレート (1a)を備えると共に、一
対の表面プレート (1a)の外周縁を側壁部 (1b)で連結して閉塞構造としており、
二次電池 (2)は、一対の表面プレート (1a)の間に配設されると共に、回路基板 (3)は一対の
表面プレート (1a)の間であって、二次電池 (2)と側壁部 (1b)との間に、表面プレート (1a)
と平行な姿勢で配置され、
かつ、外装ケース (1)の表面プレート (1a)は、回路基板 (3)の収納部 (8)を二次電池 (2)の収
納部 (9)よりも薄くするように、回路基板 (3)の収納部 (8)に段差部 (7)を設けており、この
段差部 (7)に貫通孔を開口することなく、電気機器 (20)の係合部材 (5)であるロック凹部 (1
0)を設けているバッテリパック。
【請求項２】
ロック凹部 (10)が、バッテリパックの挿入方向に延びる縦溝 (10A)と、この縦溝 (10A)に交
差する方向に延びる横溝 (10B)からなるフック状である請求項１に記載されるバッテリパ
ック。
【請求項３】
一方の表面プレート (1a)に段差部 (7)を設け、あるいは一方の表面プレートに他方の表面
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プレートよりも深い段差部を設けている請求項１に記載されるバッテリパック。
【請求項４】
二次電池 (2)と、この二次電池 (2)に接続している回路基板 (3)と、この回路基板 (3)と二次
電池 (2)とを収納する共に、脱着できるように装着される電気機器 (20)との係合部材 (5)を
有する外装ケース (1)とを備えるバッテリパックであって、
外装ケース (1)は、対向してい配置されてなる一対の表面プレート (1a)を備えると共に、
一対の表面プレート (1a)の外周縁を側壁部 (1b)で連結してなる閉塞構造としており、
二次電池 (2)は、一対の表面プレート (1a)の間に配設されると共に、回路基板 (3)は一対の
表面プレート (1a)の間であって、二次電池 (2)と側壁部 (1b)との間に、表面プレート (1a)
と平行な姿勢で配置され、
かつ、外装ケース (1)は、回路基板 (3)と表面プレート (1a)の間に、電気機器 (20)の係合部
材 (5)を配置しており、
係合部材 (5)は、外装ケース (1)の両側の側壁部 (1b)に開口する貫通孔 (17)から出入りする
ロック爪 (16)と、このロック爪 (16)を出入りされるツマミ (18)と、このツマミ (18)をロッ
ク爪 (16)に連結してなるバネ連結部 (19)とを備えると共に、ロック爪 (16)とバネ連結部 (1
9)とツマミ (18)をプラスチックで一体的に成形しており、
さらに、表面プレート (1a)は、その内面に、バネ連結部 (19)のガイド (30)を設けており、
ツマミ (18)がバネ連結部 (19)を弾性変形させるように強制的に移動されると、バネ連結部
(19)がガイド (30)を摺動してロック爪 (16)を外装ケース (1)の内側に引き込み、ツマミ (18
)が強制的に移動されないと、バネ連結部 (19)の弾性復元力でロック爪 (16)を外装ケース (
1)から突出させるようにしてなるバッテリパック。
【請求項５】
バネ連結部 (19)がツマミ (18)との連結部分にＵ曲部 (19C)を設けている請求項４に記載さ
れるバッテリパック。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、電気機器に脱着できるように装着されるバッテリパックに関する。
【０００２】
【従来の技術】
バッテリパックは、携帯電話、ＰＤＡ、ゲーム機等の携帯機器に脱着できるように装着さ
れて、機器を駆動する電力を供給する。このバッテリパックは、簡単に脱着できて、しか
もセットする状態では外れないようにすることが大切である。バッテリパックを外れない
ように装着する構造として、電気機器のケース内に中空の収納部を設ける構造が採用され
る。この電気機器は、ケースに設けた収納部に開閉蓋を設けている。この構造の電気機器
は、開閉蓋を開いて収納部にバッテリパックを出し入れし、バッテリパックを入れる状態
で開閉蓋を閉じて、出ないように収納する。この構造は、バッテリパックを確実にケース
に収納できる。ただ、この構造は、ケース全体の外形が大きくなる欠点がある。電池をバ
ッテリパックの外装ケースに入れ、さらにバッテリパックを電気機器のケースに入れて、
電池を二重のケースに収納する構造となるからである。電気機器の外形をできるかぎり小
さくするために、バッテリパックを電気機器のケースに収納しない構造が多く使用される
。このバッテリパックは、電気機器に装着される状態で、外装ケースの一部が電気機器の
ケースと共に、電気機器の外観を構成する。このバッテリパックは、電気機器に装着され
る状態で、ケースの一部を外部に表出させる。
【０００３】
この構造のバッテリパックは、ケースに収納しないので、電気機器から外れやすく、これ
を外れないように確実にケースに装着する必要がある。バッテリパックを電気機器にセッ
トするために、電気機器のケースにロック爪を設ける構造が開発されている。（特許文献
１及び２参照）
【０００４】
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【特許文献１】
特開２０００－３４０１９６号公報
【特許文献２】
特開平１０－２７５６０５号公報
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
これ等の公報に記載される電気機器とバッテリパックは、電気機器側にロック爪を設けて
、バッテリパックにはロック爪の係合部を設けるので、バッテリパックを簡単な構造にで
きる。ただ、この構造のバッテリパックは、ロック爪を挿入するために、外装ケースの内
面に突出部を設ける必要がある。この構造は、内側に突出する突出部が電池に衝突しない
ように、外装ケースを大きくする必要がある。このため、突出部の突出量に相当するよう
に、外装ケースの全体形状を大きくする必要がある。バッテリパックは、外形を小さくし
ながら、充電容量を大きくすることが大切である。このことを実現するために、電池を同
じ大きさとしながら、電容量を向上するために膨大な研究がなされている。小型の電池で
充電容量を大きくしても、バッテリパックとする状態で外形が大きくなると、現実に使用
する状態で、小さいバッテリパックで充電容量を大きくできなくなる。
【０００６】
本発明は、電池の充電容量を減少することなく、バッテリパックの外形をできるかぎり小
さくしながら、電気機器に確実に装着できるバッテリパックを提供することを目的に開発
されたものである。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
本発明のバッテリパックは、二次電池２と、この二次電池２に接続している回路基板３と
、この回路基板３と二次電池２とを収納すると共に、脱着できるように装着される電気機
器２０との係合部材５を有する外装ケース１とを備える。外装ケース１は、対向して配置
されてなる一対の表面プレート１ａを備えると共に、一対の表面プレート１ａの外周縁を
側壁部１ｂで連結して閉塞構造としている。二次電池２は、一対の表面プレート１ａの間
に配設している。回路基板３は、一対の表面プレート１ａの間であって、二次電池２と側
壁部１ｂとの間に、表面プレート１ａと平行な姿勢で配置している。さらに、外装ケース
１の表面プレート１ａは、回路基板３の収納部８を二次電池２の収納部９よりも薄くする
ように、回路基板３の収納部８に段差部７を設けており、この段差部７に貫通孔を開口す
ることなく、電気機器２０の係合部材５であるロック凹部１０を設けている。
【０００８】
ロック凹部１０は、バッテリパックの挿入方向に延びる縦溝１０Ａと、この縦溝１０Ａに
交差する方向に延びる横溝１０Ｂからなるフック状とすることができる。外装ケース１は
、一方の表面プレート１ａに段差部７を設け、あるいは一方の表面プレートに他方の表面
プレートよりも深い段差部を設けることができる。
【０００９】
さらに、本発明の請求項４のバッテリパックは、二次電池２と、この二次電池２に接続し
ている回路基板３と、この回路基板３と二次電池２とを収納する共に、脱着できるように
装着される電気機器２０との係合部材５を有する外装ケース１とを備える。外装ケース１
は、対向して配置されてなる一対の表面プレート１ａを備えると共に、一対の表面プレー
ト１ａの外周縁を側壁部１ｂで連結してなる閉塞構造としている。二次電池２は、一対の
表面プレート１ａの間に配設している。回路基板３は、一対の表面プレート１ａの間であ
って、二次電池２と側壁部１ｂとの間に、表面プレート１ａと平行な姿勢で配置している
。外装ケース１は、回路基板３と表面プレート１ａの間に、電気機器２０の係合部材５を
配置している。係合部材５は、外装ケース１の両側の側壁部１ｂに開口する貫通孔１７か
ら出入りするロック爪１６と、このロック爪１６を出入りされるツマミ１８と、このツマ
ミ１８をロック爪１６に連結してなるバネ連結部１９とを備える。ロック爪１６とバネ連
結部１９とツマミ１８は、プラスチックで一体的に成形している。さらに、表面プレート
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１ａは、その内面に、バネ連結部１９のガイド３０を設けている。ツマミ１８がバネ連結
部１９を弾性変形させるように強制的に移動されると、バネ連結部１９がガイド３０を摺
動してロック爪１６を外装ケース１の内側に引き込み、ツマミ１８が強制的に移動されな
いと、バネ連結部１９の弾性復元力でロック爪１６を外装ケース１から突出させるように
している。
【００１０】
バネ連結部１９は、ツマミ１８との連結部分にＵ曲部１９Ｃを設けることができる。
【００１１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施例を図面に基づいて説明する。ただし、以下に示す実施例は、本発明
の技術思想を具体化するためのバッテリパックを例示するものであって、本発明はバッテ
リパックを以下のものに特定しない。
【００１２】
さらに、この明細書は、特許請求の範囲を理解しやすいように、実施例に示される部材に
対応する番号を、「特許請求の範囲の欄」、および「課題を解決するための手段の欄」に
示される部材に付記している。ただ、特許請求の範囲に示される部材を、実施例の部材に
特定するものでは決してない。
【００１３】
図１～図５と図６～図１０とに示すバッテリパックは、二次電池２と、この二次電池２に
接続している回路基板３と、この回路基板３と二次電池２とを収納する外装ケース１とを
備える。回路基板３は、バッテリパックの出力端子４と、電池を保護する電子部品１２を
固定している。ただ、回路基板には、出力端子のみを固定し、あるいは電池を保護する電
子部品のみを実装することもできる。回路基板３は、リード線１３を介して二次電池２に
接続され、さらに、外装ケース１に挟着され、あるいは外装ケース１に接着され、あるい
は外装ケースにネジ止して定位置に固定される。
【００１４】
図１と図２に示すバッテリパックは、電気機器のケースの内部に入れてセットされるので
はない。電気機器２０のケース２１の背面等に設けている装着凹部２２にセットされる。
電気機器２０は、背面や底面等のケース２１の一部に、バッテリパックを嵌着できる装着
凹部２２を設けている。バッテリパックがこの装着凹部２２にセットされる状態において
、バッテリパックの外装ケース１の一部をケース２１の外部に表出させている。図のバッ
テリパックは、電気機器２０にセットされる状態で、一方の表面プレート１ａが電気機器
２０のケース２１の一部を構成する状態となる。
【００１５】
図１と図２に示す電気機器２０は、バッテリパックの先端部６を挿入してセットする挿入
部２３を装着凹部２２に設けている。挿入部２３には、装着凹部２２にセットしたバッテ
リパックが抜けるのを阻止するラッチ具２４を設けている。ラッチ具２４は、電気機器２
０のケース２１に摺動できるように装着している。ラッチ具２４は、バッテリパックの係
合部材５であるロック凹部１０に係止されるフック部２５と、このフック部２５を係止方
向に弾性的に移動させる弾性体２７と、フック部２５とプラスチックで一体的に成形され
てなる操作部２６とからなる。フック部２５は、挿入部２３に配設されて、ここに挿入さ
れるバッテリパックの係合部材５であるロック凹部１０に係止される。操作部２６は、外
部から操作できるように、ケース２１の外部に表出する。ラッチ具２４は、バッテリパッ
クを出し入れする矢印で示す方向と直交する方向に移動できるように電気機器２０のケー
ス２１に装着している。さらに、ラッチ具２４のフック部２５は、先端に、バッテリパッ
クの当接部分を摺動させる傾斜部２５Ａを設けている。この構造は、ラッチ具２４を操作
することなく、バッテリパックを装着凹部２２に入れることができる。傾斜部２５Ａが、
バッテリパックに押されて、ラッチ具２４が弾性体２７を弾性変形させる方向に移動する
からである。
【００１６】
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図３～図５の断面図に示すバッテリパックは、薄型電池である二次電池２を外装ケース１
に収納している。薄型電池は、２本を同一面に２列に並べて外装ケース１に収納している
。図のバッテリパックは、二次電池２を薄型電池とするが、本発明のバッテリパックは、
角型電池や円筒型電池の二次電池を同一面に並べて外装ケースに収納する構造とすること
もできる。二次電池２は、リチウムイオン電池である。ただ、二次電池は、ニッケル－水
素電池やニッケル－カドミウム電池とすることもできる。
【００１７】
外装ケース１は、対向して配置されてなる一対の表面プレート１ａを備えると共に、一対
の表面プレート１ａの外周縁を側壁部１ｂで連結して閉塞構造としている。この外装ケー
ス１は、図３の断面図に示すように、表面プレート１ａを、第１ケース１Ａと第２ケース
１Ｂに設けて、第１ケース１Ａと第２ケース１Ｂを外周で連結して、閉鎖構造としている
。第１ケース１Ａの表面プレート１ａと、第２ケース１Ｂの表面プレート１ａとの間に二
次電池２を配置して、外装ケース１に収納している。
【００１８】
図のバッテリパックは、第１ケース１Ａに設けている表面プレート１ａの一部に段差部７
を設けている。段差部７は回路基板３の収納部８に設けており、かつ回路基板３の収納部
８を二次電池２の収納部９よりも薄くする形状としている。図のバッテリパックは、第１
ケース１Ａの表面プレート１ａにのみ段差部７を設けて、第２ケース１Ｂの表面プレート
１ａには段差部を設けていない。ただし、本発明のバッテリパックは、第２ケースの表面
プレートにも段差部を設けることができる。第１ケースと第２ケースの表面プレートに段
差部を設けるバッテリパックは、いずれか一方の段差部を深くして、浅い段差部の表面プ
レートに接近して回路基板を配置する。
【００１９】
図のバッテリパックは、段差部７に貫通する孔を開口することなく、電気機器２０のラッ
チ具２４を係止するための係合部材５であるロック凹部１０を段差部７に設けている。こ
のバッテリパックは、段差部７に貫通する孔がないので、回路基板３が静電気等で絶縁破
壊して故障するのを有効に防止できる。それは、ラッチ具２４等に連結するために貫通孔
を設けないので、貫通孔を介して放電破壊されるのを阻止できるからである。とくに、図
のバッテリパックは、段差部７に設けている端部の全体に貫通する孔を開口しない構造に
できるので、回路基板３の絶縁破壊電圧をさらに高くできる特長がある。とくに、図のバ
ッテリパックは、外装ケース１の内部に回路基板３を配置できることによってできるスペ
ースを有効に利用して、表面プレート１ａの段差部７に、貫通孔で外部に開口されないロ
ック凹部１０を設けるので、回路基板３の絶縁破壊電圧を高くしながら、バッテリパック
をコンパクトにできる。
【００２０】
図のロック凹部１０は、バッテリパックの挿入方向に延びる縦溝１０Ａと、この縦溝１０
Ａに交差する方向に延びる横溝１０Ｂからなるフック状としている。縦溝１０Ａは、ここ
にラッチ具２４のフック部２５を案内できるように、フック部２５の全幅（Ｗ）よりも広
くしている。また、縦溝１０Ａと横溝１０Ｂの深さは、ラッチ具２４のフック部２５の厚
さにほぼ等しく、あるいはこれよりもわずかに深くしている。バッテリパックの段差部７
を設けている部分を、装着凹部２２の挿入部２３に入れる状態で、ラッチ具２４のフック
部２５をバッテリパックの左右に移動させるためである。
【００２１】
図のバッテリパックは、段差部７に１列のロック凹部１０を設けているが、段差部には複
数列のロック凹部を設けることもできる。複数のロック凹部を設けているバッテリパック
は、複数のラッチ具を設けている電気機器の装着凹部にセットされる。複数のロック凹部
は、電気機器のラッチ具のフック部を案内する位置に設けられる。
【００２２】
図３と図４の回路基板３は、第２ケース１Ｂに開口している端子窓１１の位置に出力端子
４を固定している。出力端子４は、保護部品である電子部品１２を介して二次電池２に接
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続される。図４の底面図に示すバッテリパックは、正負の電源端子と、信号端子等の出力
端子４を備える。
【００２３】
回路基板３は一対の表面プレート１ａの間であって、二次電池２と側壁部１ｂとの間に、
表面プレート１ａと平行な姿勢で配置される。図３のバッテリパックは、回路基板３を、
第２ケース１Ｂの表面プレート１ａと平行な姿勢として、第２ケース１Ｂの表面プレート
１ａの内側に接近する位置に固定している。回路基板３は、第１ケース１Ａの表面プレー
ト１ａの段差部７から離して配置されて、段差部７と回路基板３の表面との間に隙間を設
けている。段差部７は貫通しないロック凹部１０を成形して設けて、ロック凹部１０を成
形する部分を段差部７の内面に突出させている。この突出部は、回路基板３との間の隙間
に突出している。さらに、この隙間には回路基板３に実装する電子部品１２を配置してい
る。
【００２４】
さらに図１と図５のバッテリパックは、外装ケース１の両側にガイド凸部１４とガイド側
壁１５を設けている。ガイド凸部１４は、電気機器２０の装着凹部２２に設けているガイ
ド溝（図示せず）に案内されて、バッテリパックを電気機器２０に装着する。ガイド側壁
１５は、図５の断面図に示すように、本体側面から離して固定される。ガイド側壁１５と
本体との間にはガイド隙間３３が設けられる。ガイド隙間３３は、電気機器２０に設けて
いるガイドプレート（図示せず）を案内して、バッテリパックを位置ずれしないようにセ
ットする。図のバッテリパックが、電気機器２０の装着凹部２２にセットされると、ガイ
ド凸部１４はガイド溝に案内され、ガイド側壁１５と本体とのガイド隙間３３にはガイド
プレートが案内され、段差部７である先端部６は装着凹部２２の挿入部２３に入れられる
。さらに、バッテリパックのロック凹部１０にはラッチ具２４のフック部２５が挿入され
、ラッチ具２４がバッテリパックを外れないように係止する。装着凹部２２から引き抜く
ときは、操作部２６でラッチ具２４を横に移動させて、フック部２５とロック凹部１０と
の係止状態を解除する。
【００２５】
さらに、図６～図１０のバッテリパックは、電気機器の装着凹部にセットされる。このバ
ッテリパックを装着する電気機器は、図１の電気機器のように、先端部を挿入するための
挿入部を装着凹部に設ける必要がなく、また、ラッチ具を設ける必要もない。バッテリパ
ックが、係合部材５としてロック爪１６を備えるからである。このバッテリパックを装着
する電気機器２０は、図８の断面図に示すように、ロック爪１６を係止するストッパ２８
を装着凹部２２に設けている。図のストッパ２８は、ロック爪１６を案内する凹部である
。ストッパ２８にロック爪１６が案内されて、バッテリパックは抜けないように電気機器
２０の装着凹部２２にセットされる。
【００２６】
このバッテリパックも、図３のバッテリパックと同じように、薄型電池である二次電池２
を外装ケース１に収納している。薄型電池は、２本を同一面に２列に並べて外装ケース１
に収納している。このバッテリパックも、二次電池２を薄型電池としているが、角型電池
や円筒型電池の二次電池を同一面に並べて外装ケースに収納する構造とすることもできる
。二次電池は、リチウムイオン電池であるが、ニッケル－水素電池やニッケル－カドミウ
ム電池またポリマー電池とすることもできる。さらに、これらの電池の外装体は、金属ケ
ースや樹脂ケースまたラミネートシートを用いることができる。
【００２７】
外装ケース１は、図３のバッテリパックと同じように、対向して配置されてなる一対の表
面プレート１ａを備えると共に、一対の表面プレート１ａの外周縁を側壁部１ｂで連結し
て閉塞構造としている。この外装ケース１は、表面プレート１ａを、第１ケース１Ａと第
２ケース１Ｂに設けて、第１ケース１Ａと第２ケース１Ｂを外周で連結して、閉鎖構造と
している。第１ケース１Ａの表面プレート１ａと、第２ケース１Ｂの表面プレート１ａと
の間に二次電池２を配置して、外装ケース１に収納している。
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【００２８】
回路基板３は、図１０に示すように出力端子４を固定している。この出力端子４は、第２
ケース１Ｂに開口している端子窓１１の位置に配置される。出力端子４は、保護部品であ
る電子部品１２を介して二次電池２に接続される。回路基板３は、一対の表面プレート１
ａの間であって、二次電池２と側壁部１ｂとの間に、表面プレート１ａと平行な姿勢で配
置される。図９と図１０のバッテリパックは、回路基板３を、第１ケース１Ａと第２ケー
ス１Ｂの表面プレート１ａと平行な姿勢として、第２ケース１Ｂの表面プレート１ａの内
側に接近する位置に固定している。回路基板３は、第１ケース１Ａの表面プレート１ａか
ら離して配置されて、第１ケース１Ａの表面プレート１ａと回路基板３の表面との間に隙
間を設けて、ここに電気機器２０との係合部材５を配置している。
【００２９】
このバッテリパックは、図１のバッテリパックのように、第１ケース１Ａに段差部を設け
ていない。第１ケース１Ａと第２ケース１Ｂの表面プレート１ａの全体を平面状に成形し
ている。このバッテリパックは、回路基板３を第２ケース１Ｂの表面プレート１ａに接近
して配置することにより、回路基板３と第１ケース１Ａの表面プレート１ａとの間に広い
隙間ができるので、この隙間に係合部材５を配置している。
【００３０】
係合部材５は、外装ケース１の両側の側壁部１ｂに開口する貫通孔１７から出入りするロ
ック爪１６と、このロック爪１６を出入りさせるツマミ１８と、このツマミ１８をロック
爪１６に連結してなるバネ連結部１９とを備える。ロック爪１６とバネ連結部１９とツマ
ミ１８からなる係合部材５は、全体をプラスチックで一体的に成形している。
【００３１】
ロック爪１６は、外装ケース１の両側に設けられて、バッテリパックの両側を装着凹部２
２のストッパ２８に係止する。このバッテリパックは、左右をバランスよく装着凹部２２
に係止する。このため、バッテリパックは、出力端子４を位置ずれしないように正確に電
気機器２０の端子に接触させて、接触不良を少なくできる。
【００３２】
バネ連結部１９は、弾性変形できるようにロック爪１６とツマミ１８よりも薄く成形され
る。係合部材５を成形するプラスチックは、バネ連結部１９を弾性変形できる硬質プラス
チックである。図６において、バネ連結部１９は、ロック爪１６の上部に連結される直線
部１９Ａと、ツマミ１８の下端に連結される傾斜部１９Ｂとからなる。傾斜部１９Ｂは、
図７の断面図に示すようにその端部分をＵ曲形状として、そのＵ曲部１９Ｃをツマミ１８
の下端に連結している。バネ連結部１９は、ツマミ１８が矢印で示す方向に移動されると
、鎖線で示すように弾性変形して、ロック爪１６を外装ケース１の内部に引き込む。ツマ
ミ１８を移動させない状態では、弾性的な復元力で図の実線で示す位置に復帰させる。
【００３３】
バネ連結部１９を、弾性変形させると共に、この部分を所定の位置に配置するために、表
面プレート１ａは、その内面に突出して、バネ連結部１９のガイド３０を設けている。ガ
イド３０は、プラスチック製の第１ケース１Ａに一体的に成形して設けられる。ガイド３
０は、バネ連結部１９の直線部１９Ａを案内する第１ガイド３０Ａと、傾斜部１９Ｂを案
内する第２ガイド３０Ｂとを有する。
【００３４】
第１ガイド３０Ａは直線状で、図６において直線部１９Ａの下方に配設される。バネ連結
部１９の直線部１９Ａは、第１ガイド３０Ａと外装ケース１の側壁部１ｂとの間に設けて
いる摺動隙間３１に、移動できるように配置される。
【００３５】
第２ガイド３０Ｂは、図７の拡大図においては傾斜部１９Ｂの下方、正確にはツマミ１８
を強制的に移動させる側に配置される。さらに第２ガイド３０Ｂは、バネ連結部１９の傾
斜部１９Ｂに向かって中央を突出させる形状に湾曲して、傾斜部１９Ｂをスムーズに摺動
できる形状としている。第２ガイド３０Ｂは、ツマミ１８を強制的に下方に移動させると
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、バネ連結部１９の傾斜部１９Ｂを押してＵ曲部１９ＣをさらにＵ曲させる方向に変形さ
せる。Ｕ曲部１９Ｃがこの形状に変形されると、直線部１９Ａがロック爪１６を引っ張っ
て外装ケース１の内部に引き込む。このため、ツマミ１８を矢印の方向に強制的に移動さ
せると、ロック爪１６が引き込まれてロック状態が解除される。ツマミ１８を強制的に移
動させない状態では、弾性的な復元力でＵ曲部１９Ｃがもとの形状に復元する。Ｕ曲部１
９Ｃがこの形状になると、傾斜部１９Ｂが第２ガイド３０Ｂに押し上げられて、ツマミ１
８はもとの位置に復帰する。この構造は、バネ連結部１９の弾性復元力でツマミ１８をも
との位置に復帰させるので、ツマミ１８を定位置に復帰させるバネ等の弾性体を設ける必
要がない。バネ連結部１９が、ロック爪１６を出入りさせながら、ツマミ１８を定位置に
復帰させるからである。ただ、本発明のバッテリパックは、ロック爪を別の弾性体でもと
の位置に復帰させることもできる。
【００３６】
ツマミ１８は、外部から操作できるように、図９の断面図に示すように、外装ケース１の
外部に突出する。第１ケース１Ａの表面プレート１ａは、ツマミ１８を外部に突出させる
貫通孔３２を開口している。ツマミ１８は、表面プレート１ａの外側で貫通孔３２よりも
幅を広くしてなる突出部１８Ａを設けている。突出部１８Ａが表面プレート１ａの外側面
を摺動して、ツマミ１８は第１ケース１Ａの表面プレート１ａに摺動される。このツマミ
１８は、操作するときに押しても、表面プレート１ａの内側に押し込まれることがない。
【００３７】
さらに図６のバッテリパックも、外装ケース１の両側にガイド凸部１４とガイド側壁１５
を設けている。ガイド凸部１４は、図１のバッテリパックと同じように、電気機器２０の
装着凹部２２に設けているガイド溝（図示せず）に案内されて、バッテリパックを電気機
器２０に装着する。ガイド側壁１５は、図１０の断面図に示すように、本体側面から離し
て固定される。ガイド側壁１５と本体との間にはガイド隙間３３が設けられる。ガイド隙
間３３は、図８に示すように、電気機器２０に設けているガイドプレート２９が案内され
て、バッテリパックを位置ずれしないようにセットする。図のバッテリパックは、電気機
器２０の装着凹部２２にセットされると、ガイド凸部１４がガイド溝に案内され、ガイド
側壁１５と本体とのガイド隙間３３にはガイドプレート２９が案内される。さらに、バッ
テリパックのロック爪１６が電気機器２０のストッパ２８に挿入されて、ロック爪１６が
バッテリパックを外れないように係止する。バッテリパックを装着凹部２２から引き抜く
ときは、ツマミ１８でロック爪１６を引き込み、ロック爪１６とストッパ２８との係止状
態を解除する。
【００３８】
【発明の効果】
本発明のバッテリパックは、外形をできるかぎり小さくしながら、確実に電気機器に装着
できる特長がある。それは、本発明のバッテリパックが、外装ケースに、出力端子や電池
を保護する保護回路等を構成する電子部品を固定している回路基板を配置してできる隙間
に、電気機器の係合部材を設けているからである。
【００３９】
請求項１のバッテリパックは、外装ケースに独特の姿勢と位置に回路基板を配置してでき
る部分を有効に利用するために、外装ケースの表面プレートに段差部を設け、さらにこの
段差部を回路基板の収納部に設けると共に、この段差部には貫通孔を開口することなく、
電気機器の係合部材であるロック凹部を設けているので、回路基板を絶縁破壊から有効に
保護しながら、バッテリパックを電気機器にしっかりと連結できる特長がある。
【００４０】
また、請求項４のバッテリパックは、回路基板と表面プレートの間に、ロック爪とツマミ
からなる係合部材を配置し、表面プレートにバネ連結部のガイドを設けているので、回路
基板と表面プレートの間にできるスペースを有効利用して係合部材を配置できると共に、
バッテリパックをしっりと電気機器に装着できる特長がある。また、プラスチックで一体
的に成形してなるロック爪とバネ連結部とツマミからなる係合部材を、回路基板と表面プ
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レートとの間に設け、さらに表面プレートにガイドを設けて、ツマミでロック爪を出入り
させる構造としているので、簡単な構造でバッテリパックを確実に電気機器に装着できる
特長もある。また、外装ケースから出入りするロック爪のある係合部材をバッテリパック
に設けているので、この機構が故障しても、電気機器のロック機構部分等を修理すること
なく、消耗部品であるバッテリパックを交換して修理できるので、いつまでもバッテリパ
ックを確実に電気機器に装着できる特長がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例にかかるバッテリパックを電気機器に装着する状態を示す分解
斜視図
【図２】図１に示すバッテリパックと電気機器との連結構造を示す拡大断面図
【図３】本発明の一実施例にかかるバッテリパックの縦断面図
【図４】図３に示すバッテリパックの底面図
【図５】図３に示すバッテリパックの横断面図
【図６】本発明の他の実施例にかかるバッテリパックの一部断面正面図
【図７】図６に示すバッテリパックの要部拡大図
【図８】図６に示すバッテリパックと電気機器との連結構造を示す拡大断面図
【図９】図６に示すバッテリパックの縦断面図
【図１０】図６に示すバッテリパックの横断面図
【符号の説明】
１…外装ケース　　　　　１Ａ…第１ケース　　　　１Ｂ…第２ケース
１ａ…表面プレート　　　１ｂ…側壁部
２…二次電池
３…回路基板
４…出力端子
５…係合部材
６…先端部
７…段差部
８…収納部
９…収納部
１０…ロック凹部　　　　１０Ａ…縦溝　　　　　　１０Ｂ…横溝
１１…端子窓
１２…電子部品
１３…リード線
１４…ガイド凸部
１５…ガイド側壁
１６…ロック爪
１７…貫通孔
１８…ツマミ　　　　　　１８Ａ…突出部
１９…バネ連結部　　　　１９Ａ…直線部　　　　　１９Ｂ…傾斜部
１９Ｃ…Ｕ曲部
２０…電気機器
２１…ケース
２２…装着凹部
２３…挿入部
２４…ラッチ具
２５…フック部　　　　　２５Ａ…傾斜部
２６…操作部
２７…弾性体
２８…ストッパ
２９…ガイドプレート
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３０…ガイド　　　　　　３０Ａ…第１ガイド　　　３０Ｂ…第２ガイド
３１…摺動隙間
３２…貫通孔
３３…ガイド隙間

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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