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(57)【要約】
【課題】電源装置の低背化を図るとともに、制御基板に
対する作業性の向上を図る。
【解決手段】複数の電池４が整列されてなる電池集合体
４０と、電池集合体の電極４１,４２同士を連結してそ
れぞれ接続する複数のバスバー１を収容するバスバー収
容部６１が複数連結されてなるバスバーモジュール６と
、各電池の電圧を検出する電圧検出端子に一側が接続さ
れて電池の整列方向に伸長する電圧検出線と、電池集合
体の一側に設けられた排煙ダクト３と、排煙ダクト上に
設けられて電圧検出線の他側が接続される制御基板２を
備え、排煙ダクトは、制御基板が設けられる箇所が他の
箇所に比べて低背かつ幅広の扁平形状をなした構成とす
る。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の電池が整列されてなる電池集合体と、
　前記電池集合体の電極同士を連結してそれぞれ接続する複数のバスバーを収容するバス
バー収容部が複数連結されてなるバスバーモジュールと、
　前記各電池の電圧を検出する電圧検出端子に一側が接続されて電池の整列方向に伸長す
る電圧検出線と、
　前記電池集合体の一側に設けられた排煙ダクトと、
　前記排煙ダクト上に設けられて前記電圧検出線の他側が接続される制御基板を備え、
　前記排煙ダクトは、前記制御基板が設けられる箇所が他の箇所に比べて低背かつ幅広の
扁平形状をなしていることを特徴とする電源装置。
【請求項２】
　前記排煙ダクトは、前記電池より排出されるガスの排出路をなす樋状のベース部と、前
記ベース部を覆うカバー部を有し、
　前記制御基板は、前記カバー部の一部もしくは全部として前記ベース部に対して着脱可
能に形成されてなる取付部材に取り付けられていることを特徴とする請求項１に記載の電
源装置。
【請求項３】
　前記バスバーモジュールには、前記電圧検出線を収容する電圧検出線収容溝が形成され
ていることを特徴とする請求項１又は２に記載の電源装置。
【請求項４】
　前記バスバーモジュールは、前記排煙ダクトに着脱可能に組み付けられていることを特
徴とする請求項１～３のいずれかに記載の電源装置。
【請求項５】
　前記取付部材は、前記ベース部を覆う蓋部と、前記蓋部と前記ベース部の間に挟まれて
保持される台座部を有し、
　前記制御基板は、前記蓋部と前記台座部の少なくとも一方に着脱可能に取り付けられて
いることを特徴とする請求項２～４のいずれかに記載の電源装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電源装置に関し、具体的には排煙ダクトを備えた電源装置に対する制御基板
の取付構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、電動モータを用いて走行する電気自動車やエンジンと電動モータを併用して走
行するハイブリッド自動車等には、電源装置が搭載される（特許文献１参照）。特許文献
１に開示された電源装置は、複数の電池（二次電池）からなる電池集合体と、該電池集合
体の上部に取り付けられるバスバーモジュールと、各電池の電圧を検出する電圧検出端子
に一側が接続される電圧検出線と、電池内部の圧力が上昇した時に各電池から発生するガ
スを排出する排煙ダクトと、前記電圧検出線の他側が接続されて各電池の電圧を検出する
制御基板を備えて構成されている。電池集合体は、一対のエンドプレートで挟持された状
態で拘束バンド等により束ねられて一体化されている。各電池には正極と負極が上部に間
隔をあけて突設されており、これらの電池は正極と負極が隣り合うように交互に向きを入
れ換えて配置されている。また、バスバーモジュールは、隣り合う電池の正極と負極を繋
いで電池を直列接続する複数のバスバーを収容するバスバー収容部が複数連結されて構成
されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
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【特許文献１】特開２０１０－５６０３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　かかる制御基板は、排煙ダクトの上にボルト等により締結することで電源装置に強固に
取り付けることができる。しかしながら、このように排煙ダクトの上に制御基板を取り付
けた場合、制御基板の高さ分だけ電源装置の高さが増す（背が高くなる）こととなり、電
源装置の低背化を図る上では問題となる。また、制御基板は、電圧検出線のコネクタ等を
介してバスバーの端子（電圧検出端子）に接続されるが、電圧検出端子に半田付けや圧接
などにより直接接合される場合もある。これにより、電圧検出線を配索する必要がなくな
る一方で、例えば制御基板の故障時に該制御基板のみの交換が困難となり、作業性の悪化
を招いてしまう。
【０００５】
　本発明はこれを踏まえてなされたものであり、その解決しようとする課題は、電源装置
の低背化を図るとともに、制御基板に対する作業性の向上を図ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するため、本発明に係る電源装置は、複数の電池が整列されてなる電池
集合体と、前記電池集合体の電極同士を連結してそれぞれ接続する複数のバスバーを収容
するバスバー収容部が複数連結されてなるバスバーモジュールと、前記各電池の電圧を検
出する電圧検出端子に一側が接続されて電池の整列方向に伸長する電圧検出線と、前記電
池集合体の一側に設けられた排煙ダクトと、前記排煙ダクト上に設けられて前記電圧検出
線の他側が接続される制御基板を備え、前記排煙ダクトは、前記制御基板が設けられる箇
所が他の箇所に比べて低背かつ幅広の扁平形状をなしていることを特徴とする。
【０００７】
　これによれば、排煙ダクト上に制御基板を設けた場合であっても、かかる制御基板が排
煙ダクトの他の箇所よりも上方へ大きく突出することを抑制でき、電源装置の低背化を図
ることができる。
【０００８】
　この場合において、前記排煙ダクトは、前記電池より排出されるガスの排出路をなす樋
状のベース部と、前記ベース部を覆うカバー部を有した構成とし、前記制御基板は、前記
カバー部の一部もしくは全部として前記ベース部に対して着脱可能に形成されてなる取付
部材に取り付けられる構成とすることができる。これにより、取付部材がカバー部の一部
もしくは全部として構成され、取付部材を排煙ダクトに組み付けた後であっても、該取付
部材のみを取り外すことができる。したがって、取付部材を排煙ダクトから取り外すこと
で制御基板の取り回しも容易となり、例えば制御基板の故障時などにかかる制御基板のみ
を取付部材から取り外し、新しい制御基板と交換することも容易に行うことができる。
【０００９】
　なお、前記バスバーモジュールには、前記電圧検出線を収容する電圧検出線収容溝が形
成された構成とすればよい。また、前記バスバーモジュールは、前記排煙ダクトに着脱可
能に組み付ける構成とすることができる。さらに、前記取付部材は、前記ベース部を覆う
蓋部と、前記蓋部と前記ベース部の間に挟まれて保持される台座部を有した構成とするこ
とができ、この場合、前記制御基板は、前記蓋部と前記台座部の少なくとも一方に着脱可
能に取り付ければよい。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、電源装置の低背化を図るとともに、制御基板に対する作業性の向上を
図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】



(4) JP 2015-18737 A 2015.1.29

10

20

30

40

50

【図１】本発明の一実施形態に係る電源装置の制御基板及びその周辺機器を部材ごとに分
解して示す斜視図である。
【図２】図１に示す制御基板及びその周辺機器を組み付けた状態を示す全体斜視図である
。
【図３】取付部材を構成部材に分解して示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の電源装置について、添付図面を参照して説明する。図１及び図２には、
本発明の一実施形態に係る電源装置における制御基板の取付構造を示す。図１は、制御基
板及びその周辺機器を部材ごとに分解して示す斜視図であり、図２は、図１に示す部材を
組み付けた状態を示す全体斜視図である。本発明の電源装置は、例えば電気自動車やハイ
ブリッド自動車等に搭載された電動モータに対する電力供給装置として用いることができ
るが、その用途はこれに限定されるものではない。なお、以下の説明においては、図１に
矢印Ｘで示す方向を前後方向、矢印Ｙで示す方向を左右方向、矢印Ｚで示す方向を上下方
向という。なお、上下方向については、図１における上方へ向かう方向を上向き（上側）
、下方へ向かう方向を下向き（下側）として特定する。ただし、これらの前後方向、左右
方向及び上下方向は、例えば電源装置が車載された状態における各方向（例えば、自動車
の前後方向、左右方向や上下方向）と必ずしも一致していなくともよい。
【００１３】
　図１及び図２に示すように、本実施形態に係る電源装置は、複数の電池４が整列されて
なる電池集合体４０と、電池集合体４０の電極４１,４２同士を連結してそれぞれ接続す
る複数のバスバー１を収容するバスバー収容部６１が複数連結されてなるバスバーモジュ
ール６と、各電池４の電圧を検出する電圧検出端子（図示省略）に一側が接続されて電池
４の整列方向（前後方向）に伸長する電圧検出線（図示省略）と、電池集合体４０の一側
（上側）に設けられた排煙ダクト３と、排煙ダクト３上に設けられて電圧検出線の他側が
接続される制御基板２を備えている。
【００１４】
　電池集合体４０を構成する各電池４は、略直方体状をなし、上部の一端側に正極（一例
として、図１に示す電極４１）、他端側に負極（同、電極４２）がそれぞれ円柱状に突出
してナットを螺合可能に構成されている。これらの電池４は、正極４１と負極４２が隣り
合うように交互に向きを入れ換えて整列され、絶縁性を有する保持部材（以下、保持ケー
スという。）５に収容保持されている。なお、電池集合体は、各電池４を保持ケース５で
収容保持する構成ではなく、例えば矩形の平板状に形成された複数の電池を一対の板状部
材（エンドプレート）の間に挟み込み、これらのエンドプレートを締付部材（帯状のバン
ドや金属板等）で緊結して束ねた構成であっても構わない。この場合、隣り合う電池の間
には、これらの電池を絶縁する部材（スペーサ）を介在させてもよい。
【００１５】
　電池４には、正極４１と負極４２の間（一例として、電極間の中間部位）にガス放出口
４３が形成されている。ガス放出口４３は、例えば電池４の電極面（正極４１及び負極４
２が突出する面）を開口させ、該開口部分を薄い金属膜等で塞いで形成される。これによ
り、電池４の内部でガスが発生して電池内の圧力が所定値以上に高くなると、金属膜を破
断してガス放出口４３からガスが放出されるようになっている。
【００１６】
　バスバー１は、例えば導体平板を打ち抜き加工や折り曲げ加工等することによって形成
され、隣り合う電池４の正極４１及び負極４２が挿通される孔（電極孔）を有している。
かかる電極孔に挿通して突出させた電極４１,４２にナット等を螺合させることで、バス
バー１は電池集合体４０に固定され、隣り合う電池４の正極４１と負極４２の間を繋いで
直列接続する。なお、隣り合う電池４の正極４１と負極４２を直列接続するバスバー１に
は、２つの電極孔が形成され、電池集合体４０の総正極４１(４１ａ)及び総負極４２(４
２ａ)に接続されるバスバー１(１ａ)には、１つの電極孔が形成されている。また、バス
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バー１には、電圧検出線と導通される電圧検出端子が接続されており、かかる電圧検出端
子は、例えば導体平板を打ち抜き加工や折り曲げ加工等することによって形成されている
。
【００１７】
　制御基板２は、各電池４の電圧を検出し、検出された電圧値に基づいて各電池４の充放
電等の制御を行う電子部品であって、マイクロコンピュータ、各電池４の電圧、電流や温
度等の検出回路を備えて構成されている。制御基板２は、電圧検出線の一端側と接続され
、該電圧検出線の他端側が各バスバー１の電圧検出端子とそれぞれ接続されることで、各
電池４と電気的に接続されている。これにより、各電池４の電圧を電圧検出端子及び電圧
検出線を介して制御基板２に出力することができるようになっている。電圧検出線は、例
えば導電性を有する導体と、該導体の外周を覆う絶縁被覆を備えた構成とすることができ
る。かかる導体は複数の芯線を撚り合わせた構成であってもよいし、単一の芯線で構成さ
れていても構わない。この場合、制御基板２には、電圧検出線を接続するためのコネクタ
２１が設けられており、該コネクタ２１に電圧検出線の一端側に設けた接続用のコネクタ
を接続させることで、電圧検出線を制御基板２と電気的に接続させることができるように
なっている。これにより、制御基板２への電圧検出線の接続及び制御基板２からの電圧検
出線の取り外しを容易に行うことができる。電圧検出線と電圧検出端子との接続は、電圧
検出線の他端側に設けた接続用のコネクタを介して行ってもよいし、半田付け等による接
合であっても構わない。
【００１８】
　バスバーモジュール６は、樹脂等の絶縁材で構成され、ヒンジ等により複数連結された
バスバー収容部６１が前後方向に二列並んで一対をなし、一対をなす各列のバスバー収容
部６１が連結部６２で連結されている。かかるバスバーモジュール６は、二列のバスバー
収容部６１が左右方向に所定間隔（各電池４の正極４１と負極４２の間隔に相当）をあけ
て並ぶように、排煙ダクト３に着脱可能に組み付けられる。これにより、バスバーモジュ
ール１と排煙ダクト３の一体的な取り回し、及びこれらを別々に分離させた取り回しのい
ずれにも対応することができるようになっている。各列のバスバー収容部６１は、左右方
向の両側で列をなす電池集合体４０の複数の電極４１,４２に沿って延在しており、前後
方向の略中間部位及び一端側で連結部６２によって連結されて一体化されている。各バス
バー収容部６１は、例えば枠状に起立された周壁に囲まれて形成されて該周壁内にバスバ
ー１が一つずつ収容されるように構成することができる。収容されたバスバー１は、例え
ば枠状に起立された周壁から突出させた爪部等により係止することでバスバー収容部６１
に保持することができる。また、バスバーモジュール６には、電圧検出線を収容する電圧
検出線収容溝が形成されている。電圧検出線収容溝は、例えば二列をなすバスバー収容部
６１の外側や内側に各列のバスバー収容部６１と連なって前後方向に延在した構成とする
ことができる。これにより、電圧検出線収容溝に収容した電圧検出線を各列のバスバー収
容部６１に沿って前後方向に配索することができる。なお、図１及び図２に示すように、
バスバーモジュール６はカバー部材６３でバスバー１及び電圧検出線を覆うことができる
ようになっている。
【００１９】
　排煙ダクト３は、制御基板２が設けられる箇所（後述するユニット取付部３３）が他の
箇所に比べて低背かつ幅広の扁平形状をなしている。これにより、排煙ダクト３に制御基
板２を設けた場合であっても、かかる制御基板２が排煙ダクト３よりも上方へ大きく突出
することを抑制でき、電源装置の低背化を図ることができる。
【００２０】
　本実施形態において、排煙ダクト３は、電池４より排出されるガスの排出路をなす樋状
のベース部３１と、ベース部３１を覆うカバー部３２を有して構成されている。ベース部
３１は、底部３１ａと、底部３１ａの両縁から起立して対向する二つの壁部３１ｂを備え
ており、各電池４に形成されたガス放出口４３と連通し、ガス放出口４３から放出された
ガスを排煙ダクト３のガス排出口３ａまで導いてガスを電源装置の外部へ排出する。各電
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池４のガス放出口４３は、ベース部３１（つまりガスの排出路）に形成された複数のガス
流入口（図示しない）と連通するようになっている。この場合、ベース部３１はガス放出
口４３に沿って延在されており、ガス流入口はガス放出口４３の開口位置に対応してベー
ス部３１を貫通するように穿孔されている。例えば、ガス流入口をベース部３１の長手方
向（前後方向）に沿って一列に並べて形成し、二列に延在するバスバー収容部６１の間に
位置付けられるようにベース部３１を電池集合体４０の上に取り付ければよい（図１及び
図２参照）。なお、電池４のガス放出口４３とベース部３１のガス流入口との連通部分に
はシール部材（図示しない）が設けられており、これらの連通部分がシール部材で気密に
保たれることで排煙ダクト３のガス排出口３ａ以外からのガス漏れ防止が図られている。
【００２１】
　カバー部３２は、その一部もしくは全部がベース部３１に対して着脱可能に形成されて
おり、かかる着脱可能部分が制御基板２を取り付けるための取付部材（以下、取付ユニッ
トという。）７として構成されている。すなわち、制御基板２は、カバー部３２の一部も
しくは全部としてベース部３１に対して着脱可能に形成されてなる取付ユニット７に取り
付けられる。取付ユニット７は、カバー部３２の一部もしくは全部として排煙ダクト３に
おける着脱可能な構成部材の一つとなっているため、排煙ダクト３の一部（取付ユニット
７）を取り外すことで制御基板２の取り回しも容易となり、制御基板２に対する作業性の
向上を図ることができる。例えば、制御基板２の故障時などにかかる制御基板２のみを取
付ユニット７から取り外し、新しい制御基板と交換することも容易に行うことができる。
【００２２】
　本実施形態においては、カバー部３２の一部をベース部３１に対して着脱可能に形成し
、かかる着脱可能部分を取付ユニット７として構成している。この場合、カバー部３２の
着脱可能部分以外の部分、つまり取付ユニット７以外の部分（以下、ダクト上面という）
３０は、ベース部３１と分離不能に一体的に形成されている。これらベース部３１とダク
ト上面３０により管状の空間が形成され、かかる空間は排煙ダクト３のガス排出路の一部
をなしている。本実施形態では、カバー部３２の一部をベース部３１に対して着脱可能な
取付ユニット７として構成しているが、カバー部の全部（以下、ダクトカバーという）を
着脱可能な構成としてもよい。この場合、ダクトカバーの全体を取付ユニットとすればよ
いが、ダクトカバーを所定箇所で切断するような分割構造（例えば二分割構造）とし、そ
の分割部分のいずれかを取付ユニットとすることも可能である。
【００２３】
　図３には、本実施形態に係る取付ユニット７を構成部材に分解して示す。図３に示すよ
うに、取付ユニット７は、ベース部３１を覆う蓋部７１と、蓋部７１とベース部３１の間
に挟まれて保持される台座部７２を有している。本実施形態では、これらの蓋部７１と台
座部７２が一体となってカバー部３２の一部をなし、ベース部３１に着脱可能に取り付け
られてベース部３１を覆っている。蓋部７１及び台座部７２は、ベース部３１よりも低背
（上下方向に小寸）かつ幅広（左右方向に対して大寸）の扁平に形成されている。ベース
部３１には、取付ユニット７（蓋部７１及び台座部７２）を取り付けるための凹状のユニ
ット取付部３３が形成されている。ユニット取付部３３は、ベース部３１の二つの壁部３
１ｂの高さ（上下方向に対する寸法）を略半分程度に低くし、カバー部３２の一部（取付
ユニット７に相当する部分）を切り欠いた状態として底部３１ａを外部へ臨ませるように
なっている。また、ユニット取付部３３は、蓋部７１及び台座部７２の幅（左右方向の寸
法）に合わせてベース部３１を拡幅させた幅広部３３ａと、壁部３１ｂの高さを低下させ
た部位に突設した突起部３３ｂを有し、これらの幅広部３３ａ及び突起部３３ｂで台座部
７２を支持して載置するようになっている。これにより、ユニット取付部３３に取付ユニ
ット７を取り付けた場合であっても、取り付けられた取付ユニット７がダクト上面３０か
ら大きく突出することを抑制でき、電源装置の低背化を図ることができる。この場合、幅
広部３３ａは台座部７２の底面７２ｃと当接して台座部７２を支持し、突起部３３ｂは台
座部７２の底面７２ｃを嵩上げする凹部７２ｄと当接して台座部７２を支持している。幅
広部３３ａ及び突起部３３ｂによる台座部７２の支持位置（上下方向に対する位置）は特
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に限定されないが、取り付けられた取付ユニット７がダクト上面３０から大きく突出する
ことを抑制できるように取付ユニット７の高さ（上下方向に対する寸法）に応じて設定す
ればよい。
【００２４】
　制御基板２は、蓋部７１と台座部７２の少なくとも一方に取り付けられている。図３に
は、制御基板２が台座部７２に取り付けられる場合の構成例を示している。この場合、台
座部７２は、ユニット取付部３３に載置されてユニット取付部３３の上部を塞いでいる。
これにより、ベース部３１とダクト上面３０及び取付ユニット７（端的には、台座部７２
）により形成される管状の空間が排煙ダクト３のガス排出路をなす。台座部７２には、ユ
ニット取付部３３への載置側（下側）とは反対側（上側）に制御基板２が取り付けられて
いる。制御基板２の取付方法は特に限定されないが、本実施形態では制御基板２のネジ孔
に挿通した取付ネジ２ａを台座部７２に設けた螺合部７２ａに螺合させて取り付けている
。これにより、制御基板２の台座部７２への取り付け及び台座部７２からの取り外しを容
易に行うことができる。ただし、制御基板２の取り付け及び取り外しが容易であれば、例
えば制御基板２及び台座部７２のいずれか一方に係合部、他方に被係合部を設け、これら
を係合させることで制御基板２を台座部７２に取り付けてもよい。蓋部７１は、制御基板
２の平面形状に対応した平板状に形成され、台座部７２に取り付けられた制御基板２を覆
うように構成されている。
【００２５】
　蓋部７１と台座部７２は、一方に設けられた係合部と他方に設けられた被係合部を係合
させることで一体化できるようになっている。図３に示す構成では、係合部として係合突
起７２ｂが台座部７２に設けられ、係合突起７２ｂを嵌入して係合させる開口を有する弾
性変形可能な係合片７１ｂが被係合部として蓋部７１に設けられている。これにより、係
合突起７２ｂを係合片７１ｂと係合させることで、制御基板２が取り付けられた台座部７
２と蓋部７１が互いに係止され、これらを一体化させることができる。また、蓋部７１と
ユニット取付部３３は、一方に設けられた係合部と他方に設けられた被係合部を係合させ
ることで一体化できるようになっている。図３に示す構成では、係合部として係合突起３
３ｃがユニット取付部３３（具体的には、突起部３３ｂ）に設けられ、係合突起３３ｃを
嵌入して係合させる開口を有する弾性変形可能な係合片７１ｃが被係合部として蓋部７１
に設けられている。これにより、係合突起３３ｃを係合片７１ｃと係合させることで、ユ
ニット取付部３３と蓋部７１（換言すれば、一体化された蓋部７１と台座部７２）が互い
に係止されてこれらを一体化させることができる。すなわち、取付ユニット７を排煙ダク
ト３に組み付けることができる。なお、取付ユニット７を排煙ダクト３に組み付ける場合
、蓋部７１と制御基板２が取り付けられた台座部７２とをまず一体化させた後、これらを
ユニット取付部３３と一体化させてもよいし、蓋部７１、台座部７２、ユニット取付部３
３を同時に一体化させてもよい。このように同時に一体化させる場合には、制御基板２が
取り付けられた台座部７２をユニット取付部３３の上に載置し、かかる台座部７２の上に
蓋部７１を位置付けて係合片７１ｂと係合突起７２ｂ、係合片７１ｃと係合突起３３ｃを
それぞれ略同時に係合させればよい。これにより、蓋部７１とユニット取付部３３の間に
台座部７２を挟み込むようにこれらを一体化して組み付けることができる。
【００２６】
　係合片７１ｂ,７１ｃと係合突起７２ｂ,３３ｃは、両者を上下方向に近接させるように
相対移動させて係合突起７２ｂ,３３ｃを係合片７１ｂ,７１ｃの先端と当接させると、係
合片７１ｂ,７１ｃが外側へ広がるように弾性撓み変形して係合突起７２ｂ,３３ｃに乗り
上げ、該係合突起７２ｂ,３３ｃを開口に入り込ませると弾性撓み復帰変形する。これに
より、係合片７１ｂ,７１ｃと係合突起７２ｂ,３３ｃを係合させることができる。逆に、
係合片７１ｂ,７１ｃを外側へ広げるように弾性撓み変形させつつ、係合突起７２ｂ,３３
ｃから上下方向に離間するように相対移動させると、係合片７１ｂ,７１ｃが係合突起７
２ｂ,３３ｃに乗り上がり、係合突起７２ｂ,３３ｃが開口から抜け出て係合片７１ｂ,７
１ｃが弾性撓み復帰変形する。これにより、係合片７１ｂ,７１ｃと係合突起７２ｂ,３３
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ｃの係合を解くことができる。このように、係合片７１ｂ,７１ｃと係合突起７２ｂ,３３
ｃを容易に係合させることができるとともに、これらの係合を容易に解くことができるた
め、取付ユニット７（制御基板２を含む）をユニット取付部３３（端的には、排煙ダクト
３）に対して着脱可能に組み付けることができる。なお、取付ユニット７を着脱可能に組
み付けることができれば、例えば嵌合構造やネジ止めなどにより取付ユニット７をユニッ
ト取付部３３に組み付けてもよい。
【００２７】
　したがって、取付ユニット７をユニット取付部３３に組み付けた後であっても、係合片
７１ｃと係合突起３３ｃの係合を解くことで、取付ユニット７（制御基板２を含む）をユ
ニット取付部３３（端的には、排煙ダクト３）から容易に取り外すことができる。さらに
係合片７１ｂと係合突起７２ｂの係合を解くことで、蓋部７１を台座部７２から容易に取
り外すことができる。このため、台座部７２に取り付けられた制御基板２を外部へ臨ませ
ることができ、制御基板２を台座部７２から容易に取り外すことができる。これにより、
例えば制御基板２の故障時などにかかる制御基板２のみを台座部７２から取り外し、新し
い制御基板２と交換して台座部７２に取り付ける一連の作業を容易に行うことが可能とな
る。
【００２８】
　そして、取付ユニット７をユニット取付部３３に組み付けた後、バスバー１の電圧検出
端子に接続された電圧検出線のコネクタを制御基板２のコネクタ２１に接続する。これに
より、制御基板２と電圧検出線が電気的に接続され、各電池４の電圧値を制御基板２に出
力することが可能となる。この場合、制御基板２のコネクタ２１は、制御基板２が台座部
７２に取り付けられて蓋部７１で覆われた状態でも外部へ臨んだ状態となるように制御基
板２に設けられている。
【００２９】
　なお、制御基板２は、蓋部７１と台座部７２の少なくとも一方に取り付けられていれば
よく、本実施形態では制御基板２を台座部７２に取り付けた構成としているが、制御基板
を蓋部に取り付けた構成としてもよいし、蓋部と台座部の双方に取り付けた構成であって
も構わない。例えば制御基板を蓋部に取り付けた場合、台座部をダクト上面と分離不能に
連なった構成とすることができ、カバー部を分割構造とせずに済む。この場合、取付ユニ
ットは制御基板が取り付けられた蓋部のみで構成され、該蓋部を台座部から取り外すだけ
で制御基板を外部へ臨ませることができ、制御基板のみを蓋部から容易に取り外すことが
可能となる。
【００３０】
　このように、本実施形態によれば、排煙ダクト３のユニット取付部３３及び取付ユニッ
ト７を低背かつ幅広の扁平形状とすることで、電源装置の低背化を図ることができるとと
もに、制御基板２を排煙ダクト３に対して着脱可能な取付ユニット７に取り付けることで
、制御基板２に対する作業性の向上を図ることができる。
【００３１】
　以上、本発明を一実施形態に基づいて説明したが、上述した実施形態は本発明の例示に
過ぎないものであり、本発明は上述した実施形態の構成のみに限定されるものではない。
したがって、本発明の要旨の範囲で変形又は変更された形態で実施することが可能である
ことは、当業者にあっては明白なことであり、そのような変形又は変更された形態が本願
の特許請求の範囲に属することは当然のことである。
【符号の説明】
【００３２】
　１　　　　　バスバー
　２　　　　　制御基板
　３　　　　　排煙ダクト
　６　　　　　バスバーモジュール
　６１　　　　バスバー収容部
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　３２　　　　カバー部
　４１，４２　電極

【図１】 【図２】
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【図３】
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