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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下部走行体上に上部旋回体を縦軸まわりに旋回自在に搭載し、この上部旋回体の本体フ
レームの後部にエンジン等の機器類を、そのメンテナンス開口がボンネットで開閉される
状態で設けるとともに、後端部におけるこのボンネットの下方にカウンタウェイトを、ボ
ンネット開き状態で上面側が開放される状態で設け、かつ、バッテリを備えた建設機械に
おいて、上記カウンタウェイトの前後方向の厚み寸法が左右方向の中央部で最大かつ上記
バッテリの前後方向寸法よりも大きくなるように、カウンタウェイトの外面をほぼ円弧状
で内面の左右方向中央部を平らな面として形成し、このカウンタウェイトの左右方向中央
部の前面側に、上記バッテリの外形に沿って部分的に凹む凹部を上下貫通状態で設け、上
記バッテリを、全体がこの凹部に嵌まり込んで本体フレームの後端部上面に載置支持され
た状態で凹部に収容したことを特徴とする建設機械。
【請求項２】
　上記カウンタウェイトの上方に、バッテリを凹部から引き上げて後方に抜き出すのに十
分な空間が確保される状態で他の機器類を本体フレーム後部に配置したことを特徴とする
請求項１記載の建設機械。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はバッテリの配置に改良を加えた油圧ショベル等の建設機械に関するものである



(2) JP 4544121 B2 2010.9.15

10

20

30

40

50

。
【背景技術】
【０００２】
　本発明の好適例である後方小旋回型等と称される小型の油圧ショベルを図５に示す。
【０００３】
　この油圧ショベルは、クローラ式の下部走行体１上に上部旋回体２が縦軸まわりに旋回
自在に搭載され、この上部旋回体２の前部に、ブーム３、アーム４、バケット５等を備え
た掘削アタッチメント６が取付けられて構成される。
【０００４】
　上部旋回体２は本体フレーム(通称アッパーフレーム)７を有し、この本体フレーム７上
にエンジン８等の各種機器類が搭載される。
【０００５】
　この機器類はガードカバー９で覆われ、同カバー９の背面側に、ボンネット１０によっ
て開閉されるメンテナンス用の開口部(図示省略)が設けられている。
【０００６】
　各機器類のうち、エンジン８をはじめとして日常的なメンテナンスを必要とする機器類
(以下、メンテ機器類という)は後部に配置され、ボンネット１０を開いた状態で上記背面
側開口部からメンテナンスされる(特許文献１参照)。
【０００７】
　図５中、１１は上部旋回体２の後端部におけるボンネット１０の下方に設けられたカウ
ンタウェイト、１２は運転席である。
【特許文献１】特開２００１－２７９７１５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところが、従来の小型ショベルにおいては、メンテ機器類の一つであるバッテリ１３(
図５参照)は、小型機ゆえのスペースの制約から、他のメンテ機器類とは別に運転席１２
の足下部分等の空き空間に配置し、別途設けたメンテカバーで覆う構成をとっていた。
【０００９】
　従って、メンテナンス個所が少なくとも後部とバッテリ部分とに分散され、それぞれに
開閉式のカバーが必要となるため、コスト高となるとともに、分散された複数個所にアク
セスしなければならないことでメンテナンス作業が煩雑となっていた。
【００１０】
　そこで本発明は、バッテリを含めたメンテ機器類をボンネットで開閉される後部に集中
配置し、コストダウン及びメンテナンス作業の容易化を実現することができる建設機械を
提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　請求項１の発明は、下部走行体上に上部旋回体を縦軸まわりに旋回自在に搭載し、この
上部旋回体の本体フレームの後部にエンジン等の機器類を、そのメンテナンス開口がボン
ネットで開閉される状態で設けるとともに、後端部におけるこのボンネットの下方にカウ
ンタウェイトを、ボンネット開き状態で上面側が開放される状態で設け、かつ、バッテリ
を備えた建設機械において、上記カウンタウェイトの前後方向の厚み寸法が左右方向の中
央部で最大かつ上記バッテリの前後方向寸法よりも大きくなるように、カウンタウェイト
の外面をほぼ円弧状で内面の左右方向中央部を平らな面として形成し、このカウンタウェ
イトの左右方向中央部の前面側に、上記バッテリの外形に沿って部分的に凹む凹部を上下
貫通状態で設け、上記バッテリを、全体がこの凹部に嵌まり込んで本体フレームの後端部
上面に載置支持された状態で凹部に収容したものである。
【００１２】
　請求項２の発明は、請求項１の構成において、上記カウンタウェイトの上方に、バッテ
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リを凹部から引き上げて後方に抜き出すのに十分な空間が確保される状態で他の機器類を
本体フレーム後部に配置したものである。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によると、カウンタウェイトの前後方向の厚み寸法が左右方向の中央部で最大か
つバッテリの前後方向寸法よりも大きくなるように、カウンタウェイトの外面を円弧状で
内面の左右方向中央部を平らな面として形成し、このカウンタウェイトの左右方向中央部
の前面側に、バッテリの外形に沿って部分的に凹む凹部を上下貫通状態で設け、バッテリ
を、全体がこの凹部に嵌まり込んで本体フレームの後端部上面に載置支持された状態で凹
部に収容したから、小型機においても、狭い後部空間に他のメンテ機器類とともにバッテ
リを配置することが可能となる。
【００１４】
　これにより、バッテリ専用のメンテカバーが不要となるためコストダウンを実現できる
とともに、メンテ機器類を後部に集中させることでメンテナンス作業を一個所で能率良く
行うことができる。
【００１５】
　しかも、バッテリは本体フレームの後端部上面に載置支持されるため、機械の振動時に
本体フレームと一体に振動する。このため、カウンタウェイトに支持させる構成とした場
合のように、本体フレームとカウンタウェイトの振動状況が異なることによってバッテリ
に対するハーネスの接続部分等に無理な荷重が作用するというおそれがない。
【００１６】
　また、凹部を設けたことによるウェイト重量の減少分はバッテリで補えるため、カウン
タウェイト機能が低下するおそれがない。
【００１７】
　この場合、凹部を、カウンタウェイトを上下方向に貫通する状態で設けたから、バッテ
リを本体フレーム後部に設置した後、凹部にバッテリが嵌まり込むようにカウンタウェイ
トを上方または後方から設置することができる。このため、たとえば下面側が塞がった凹
部にバッテリを収容する構成をとった場合と比較して、バッテリ及びカウンタウェイトを
それぞれ単独で着脱することができる。このため、組立性が良いとともに、バッテリの交
換も容易となる。
【００１８】
　請求項２の発明によると、カウンタウェイトの上方に、バッテリを凹部から引き上げて
後方に抜き出すのに十分な空間が確保される状態で他の機器類を本体フレーム後部に配置
したから、バッテリの交換を他の機器類に邪魔されることなくより簡単、迅速に行うこと
ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　本発明の実施形態を図１～図４によって説明する。
【００２０】
　ここでは、小型の油圧ショベルを適用対象として例示している。
【００２１】
　なお、実施形態においてショベルの基本構成は図５に示す従来のショベルと同じのため
、同一部分には同一符号を付して示し、その重複説明を省略する。
【００２２】
　上部旋回体２における本体フレーム７の後部にメンテ機器類が、ガードカバー９(図３
に示す)で覆われた状態で搭載され、背面側のメンテナンス開口１４がボンネット１５で
開閉されるように構成されている。
【００２３】
　メンテ機器類として、ここでは図１,２に示すように後部の中央部にエンジン８、右側
にラジエータ１６及び燃料タンク１７、左側に作動油タンク１８がそれぞれ配置されてい
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る。
【００２４】
　また、上部旋回体２の後端部におけるボンネット１５の下方にカウンタウェイト１９が
装着され、このカウンタウェイト１９の上方左側にメンテ機器類であるラジエータサブタ
ンク２０、中央部に同エアクリーナー２１がそれぞれ配置されている。
【００２５】
　なお、ボンネット１５は、左側端部に設けられたヒンジ部材２２によって縦軸まわりに
回動(開閉)自在に取付けられ、このボンネット１５が図２二点鎖線で示すように開放され
た状態で各メンテ機器類のメンテナンス作業を行うことができる。
【００２６】
　また、ボンネット１５を開いた状態で、カウンタウェイト１９の上面側が外部に開放さ
れる。
【００２７】
　カウンタウェイト１９は、外面がほぼ円弧状の曲面、左右方向中央部を含む内面が平ら
な面としてそれぞれ形成され、このカウンタウェイト１９の内面(前面)側の左右方向中央
部、すなわち、前後方向寸法が最大かつバッテリ２４の前後方向寸法よりも大きくなる部
分に、バッテリ２４の外形に沿って部分的に凹んだ凹部２３が設けられている。
【００２８】
　この凹部２３は、前面側のほか上下両面側が開放した上下貫通状態で設けられ、この凹
部２３にバッテリ２４が収容される。
【００２９】
　この場合、バッテリ２４は、図３に示すように凹部２３に嵌まり込んだ状態で本体フレ
ーム７の後端部上面に載置され、バッテリ重量がこの本体フレーム７で支持される。
【００３０】
　なお、凹部２３は、バッテリ２４全体を余裕を持って収容しうるようにその奥行き及び
幅寸法が設定されている。
【００３１】
　また、バッテリ２４は、バンド２５によって本体フレーム７に固定される。
【００３２】
　このバンド２５は、図３,４に示すように、一端が、本体フレーム７の後部におけるカ
ウンタウェイト１９の前方に設けられた補強用の垂直板２６に、他端が本体フレーム７の
後端部上面にそれぞれフック状の止め具２７,２８を介して止め付けられ、バッテリ交換
時等にフック２７,２８に対して取外し可能となっている。
【００３３】
　このバッテリ交換を容易にするための工夫として、
　(イ)　図３に示すようにエアクリーナー２１は、バッテリ２４の上方に、バッテリ２４
を引き上げて後倒れ姿勢で後方に抜き出すのに十分な空間が形成される高さ位置に配置さ
れ、
　(ロ)　図１,２に示すようにラジエータサブタンク２０はバッテリ２４の上方空間から
左側にずれた位置に配置
　されている。
【００３４】
　このように、カウンタウェイト１９の前面側中央部に部分的に凹んだ凹部２３を設け、
この凹部２３にバッテリ２４を収容したから、この実施形態で挙げた小型ショベルにおい
ても、狭い後部空間に他のメンテ機器類とともにバッテリ２４を配置することが可能とな
る。
【００３５】
　これにより、バッテリ２４専用のメンテカバーが不要となるためコストダウンを実現す
ることができる。
【００３６】
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　また、バッテリ２４を含めてメンテナンス機器類を後部に集中させ、ボンネット１５の
みを開くことによって背面側から同時にメンテナンスすることができる。このため、メン
テナンス作業を短時間で能率良く行うことができ、従来のように複数個所にアクセスする
煩わしさからメンテナンス作業がおろそかになる弊害を除去することができる。
【００３７】
　しかも、バッテリ２４は本体フレーム７に支持されるため、機械の振動時に本体フレー
ム７と一体に振動する。このため、たとえば凹部２３に底を設けてバッテリ重量をカウン
タウェイト１９で支持する構成とした場合のように、本体フレーム７とカウンタウェイト
１９の振動の仕方が異なることによってバッテリ２４に対するハーネスの接続部分等に無
理な荷重が作用するというおそれがない。
【００３８】
　一方、凹部２３を設けたことによってカウンタウェイト１９の重量が減少するが、バッ
テリ２４は周知のように十分重いため、上記ウェイト重量の減少分をバッテリ２４で補う
ことができる。すなわち、凹部２３を設けたことの弊害としてカウンタウェイト機能が低
下するおそれがない。
【００３９】
　さらに、凹部２３を上下貫通状態で設けたから、バッテリ２４を本体フレーム後部に設
置した後、凹部２３にバッテリ２４が嵌まり込むようにカウンタウェイト１９を上方また
は後方から設置することができる。
【００４０】
　従って、凹部２３に底を設けてバッテリ２４を収容する構成をとった場合と比較して、
バッテリ２４及びカウンタウェイト１９をそれぞれ単独で着脱することができる。このた
め、組立性が良いとともに、バッテリ２４の交換も容易となる。
【００４１】
　さらに、前記のようにカウンタウェイト１９の上方に、バッテリ２４を凹部２３から引
き上げて後方に抜き出すのに十分な空間が確保されるように他の機器類(エアクリーナー
２１、ラジエータサブタンク２０)の配置を工夫したから、バッテリ２４の交換を他の機
器類に邪魔されることなくより簡単、迅速に行うことができる。
【００４２】
　ところで、他の実施形態として、本体フレーム７のバッテリ設置部分にバッテリ受け台
を設け、バッテリ２４をこのバッテリ受け台に載置する構成をとってもよい。
【００４３】
　また、油圧ショベルは殆どの機種で機器類の設置スペースに制約を受けるため、本発明
は小型ショベルのみならずショベル全般に、そしてショベルに限らずショベルを転用して
構成される解体機や破砕機等にも適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本発明の実施形態にかかる油圧ショベルの概略平面図である。
【図２】図１の一部を拡大して示す図である。
【図３】図２のＩＩＩ－ＩＩＩ線拡大断面図である。
【図４】図２に示す部分の斜視図である。
【図５】小型の油圧ショベルを示す概略側面図である。
【符号の説明】
【００４５】
　１　下部走行体
　２　上部旋回体
　７　本体フレーム
　８　エンジン
　１６　他の機器類としてのラジエータ
　１７　同燃料タンク
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　１８　同作動油タンク
　１９　カウンタウェイト
　２３　凹部
　２４　バッテリ
　２５　バッテリを固定するバンド

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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