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(57)【要約】
【課題】放電灯点灯装置の大型化やコストアップ、雑音
除去性能のばらつきを招くことなく、基板のアース電極
と金属ケースとの電気的な接続、及び基板の固定を行う
と共に、金属ケースと充電部との絶縁性を確保した放電
灯点灯装置及び照明器具を提供する。
【解決手段】金属ケース１と、一面が金属ケース１底面
と平行に対向して収納される基板２と、基板２に実装さ
れる電子部品３と、金属ケース１底面から、少なくとも
基板２の一面に実装された電子部品３内で最も高さの高
いものの先端までの間に充填される絶縁性充填材５と、
一端が金属ケース１底面に接続され、他端に穿設される
ねじ孔４ｂが基板２のアース電極２ａ上に形成される挿
通孔２ｂを挿通したねじ９に螺合され、金属ケース１と
基板２とを機械的に接続しアース電極２ａと金属ケース
１とを電気的に接続し、基板２の一面に実装された電子
部品３内で最も高さの高いものよりも長い金属部品３と
を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属から形成された中空箱型のケースと、
　外形がケースの底面と略同一形状に形成され、アース電位となるアース電極を有し、一
面がケースの底面と略平行に対向してケース内に収納される基板と、
　基板の少なくとも一面に実装され、放電灯点灯回路を構成する電子部品と、
　ケースの底面から、少なくとも基板の一面に実装された電子部品の内で最も高さ寸法の
長い電子部品の先端までの間に充填される絶縁性充填材と、
　一端がケースの底面に接続され、他端が基板の一面に当接し、基板のアース電極上に形
成される挿通孔を基板の他面側から挿通したねじが、他端に穿設されるねじ孔に螺合する
ことによって、ケースと基板とを機械的に接続すると共に、アース電極とケースとを電気
的に接続する金属部品とを備え、
　前記金属部品は、基板の一面に実装された電子部品の内で、最も高さ寸法の長い電子部
品よりも長い寸法に形成されることを特徴とする放電灯点灯装置。
【請求項２】
　前記金属部品は、基板の一面に実装された電子部品の内で最も高さ寸法の長い電子部品
の先端と、ケースの底面との間に設けられる第一の空間距離が、基板の一面に実装された
電子部品とケースとの間に充填された絶縁性充填材の絶縁性能、及び当該第一の空間にお
ける絶縁充填材の流動性を考慮した距離に形成されることを特徴とする請求項１記載の放
電灯点灯装置。
【請求項３】
　前記絶縁性充填材は、ケースの底面から少なくとも基板の他面までの間に充填され、基
板及び電子部品と、基板の周端部に対向するケースの内側面との間には、電子部品とケー
スとの間に充填された絶縁性充填材の絶縁性能、及び絶縁充填材の流動性を考慮した第二
の空間距離が設けられることを特徴とする請求項１または２記載の放電灯点灯装置。
【請求項４】
　前記第二の空間距離は、基板の周端面とケースの内側面とから構成されることを特徴と
する請求項３記載の放電灯点灯装置。
【請求項５】
　前記基板の外寸は、ケースの内寸と略同寸法に形成され、第二の空間距離は、基板の周
端部に形成される切り欠き部の端面とケースの内側面とから構成されることを特徴とする
請求項３または４記載の放電灯点灯装置。
【請求項６】
　前記基板の外寸は、ケースの内寸と略同寸法に形成され、第二の空間距離は、基板の周
端部に沿って形成されるスリットによって構成されることを特徴とする請求項３または４
記載の放電灯点灯装置。
【請求項７】
　前記基板と金属部品、及び基板とネジとの間には、それぞれ経年劣化による寸法変化が
起こる物質を介在させないことを特徴とする請求項１乃至６いずれか記載の放電灯点灯装
置。
【請求項８】
　前記アース電極は、基板の他面にのみ形成されることを特徴とする請求項１乃至７いず
れか記載の放電灯点灯装置。
【請求項９】
　前記絶縁性充填材は、基板に実装された全ての電子部品の充電部を覆うことを特徴とす
る請求項１乃至８いずれか記載の放電灯点灯装置。
【請求項１０】
　請求項１乃至９いずれか記載の放電灯点灯装置と、当該放電灯点灯装置によって点灯す
るランプとを備えることを特徴とする照明器具。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、放電灯点灯装置及び照明器具に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、放電灯点灯回路を構成する電子部品を搭載した放電灯点灯装置が普及している。
そして、当該電子部品は、放熱性向上の為や、日本国内における電気用品安全法に準拠す
るために、金属ケースに覆われているものが多い。また、放電灯点灯装置の小型化への要
求から、金属ケース内に絶縁性の充填材を充填しているものが多い。
【０００３】
　例えば、この種の放電灯点灯装置として図１２に示すように、中空箱型の金属ケース１
、及び金属ケース１内に収納される基板２１、及び基板２１に実装される電子部品３、及
び金属ケース１と基板２１との間に介装されて基板２１を支持する非導電性材料からなる
スペーサ４１とを備えたものが提供されている。なお、以下図１２における上下左右を基
準として説明を行う。
【０００４】
　金属ケース１は、面を開口した略矩形箱状に形成されている。
【０００５】
　基板２１は、金属ケース１の底面と略同形状の略矩形板状に形成され、その上面にはア
ース電位となるアースパターンが形成されている。そして、当該アースパターンの一箇所
に一端が半田付けによって接続され、他端が金属ケース１とねじ留めによって固定される
アース電線８によって接地が行われる。
【０００６】
　電子部品３は、基板２１の上面及び下面に各々実装されている。
【０００７】
　スペーサ４１は、樹脂等の絶縁性材料から略円柱状に形成され、一端が金属ケース１の
底面に接続され、他端が基板２１の下面に当接して基板２１を支持している。
【０００８】
　ここで、上記構成を備える放電灯点灯装置において、通常、基板２１の上面に実装され
た電子部品３のリード線３ａの先端、及び基板２１の下面に実装された電子部品３の充電
部と、金属ケース１の底面との間には、絶縁性を確保するための絶縁距離Ｈ１１を設ける
必要がある。
【０００９】
　また、図１３（ａ）、（ｂ）に示すように、基板２１に複数の挿通孔２１ａを設け、当
該挿通孔２１ａを介して充填機１５より絶縁性充填材５を金属ケース１の底面と、基板２
１の下面に実装された電子部品３の充電部との間に充填することにより、絶縁距離Ｈ１２
（Ｈ１１＞Ｈ１２）に低減したものもある（例えば特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開平９－４６０７２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、上記従来例における放電灯点灯装置において、基板２１の下面に実装さ
れた充電部を有する電子部品３の外形が、基板２１の下面に実装された充電部を有さない
電子部品３の外形よりも小さい場合に、充電部を有さない電子部品３が絶縁性充填材５の
流動性を妨げることで、図１４に示すように、充電部を備える電子部品３の外郭近傍に気
泡６が残り、充電部の絶縁性を確保することができない虞がある。
【００１２】
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　そこで、当該充電部の絶縁性を確保するために、図１５に示すように、金属ケース１と
基板２１との間に絶縁紙７を挿入し、気泡６が生じた場合であっても、金属ケース１と充
電部との絶縁性を確保する方法や、更に長い絶縁距離を設けることで、充電部と金属ケー
ス１との絶縁を図る方法がある。
【００１３】
　しかし、絶縁紙７や気泡６が介在することによって熱伝導率が低下する虞があり、絶縁
距離を長くした場合には、放電灯点灯装置が大型化することで、コストアップ等を招く虞
がある。
【００１４】
　また、放電灯を点灯させる際に必要な始動用高電圧の安定化を図るために、基板２１の
アース電位となるアース電極と金属ケース１とを電気的に接続する電線８を設ける必要が
ある。しかし、当該アース電線８の引き回し方の違いによって、雑音除去性能にばらつき
が発生する虞がある。
【００１５】
　更に、金属ケース１と電子部品３との接触を避けるために、非導電性材料からなるスペ
ーサ５を金属ケース１と基板２１との間に介在させて、絶縁性充填材５によって基板２１
を固定した場合に、絶縁性充填材５の経年劣化によって基板２１との接着性が弱まり、基
板２１が固定されなくなることで、金属ケース１の天面に対する基板２１の位置固定がで
きなくなる虞がある。
【００１６】
　本発明は、上記事由に鑑みてなされたものであり、その目的は、大型化やコストアップ
、雑音除去性能のばらつきを招くことなく、基板のアース電極と金属ケースとの電気的な
接続、及び基板の固定を行うと共に、金属ケースと充電部との間の絶縁性を確保すること
ができる放電灯点灯装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　請求項１の発明は、金属から形成された中空箱型のケースと、外形がケースの底面と略
同一形状に形成され、アース電位となるアース電極を有し、一面がケースの底面と略平行
に対向してケース内に収納される基板と、基板の少なくとも一面に実装され、放電灯点灯
回路を構成する電子部品と、ケースの底面から、少なくとも基板の一面に実装された電子
部品の内で最も高さ寸法の長い電子部品の先端までの間に充填される絶縁性充填材と、一
端がケースの底面に接続され、他端が基板の一面に当接し、基板のアース電極上に形成さ
れる挿通孔を基板の他面側から挿通したねじが、他端に穿設されるねじ孔に螺合すること
によって、ケースと基板とを機械的に接続すると共に、アース電極とケースとを電気的に
接続する金属部品とを備え、前記金属部品は、基板の一面に実装された電子部品の内で、
最も高さ寸法の長い電子部品よりも長い寸法に形成されることを特徴とする。
【００１８】
　この発明によれば、放電灯点灯装置の大型化やコストアップ、雑音性能除去性能のばら
つきを招くことなく、基板のアース電極とケースとの電気的な接続、及び基板の固定を行
うと共に、ケースと充電部との間の絶縁性を確保することができる。
【００１９】
　請求項２の発明は、請求項１の発明において、前記金属部品は、基板の一面に実装され
た電子部品の内で最も高さ寸法の長い電子部品の先端と、ケースの底面との間に設けられ
る第一の空間距離が、基板の一面に実装された電子部品とケースとの間に充填された絶縁
性充填材の絶縁性能、及び当該第一の空間における絶縁充填材の流動性を考慮した距離に
形成されることを特徴とする。
【００２０】
　この発明によれば、基板の一面とケースの底面との間において、絶縁性充填材の流動が
阻害されず隙間無く行き渡ることで気泡が発生せず、基板の一面に実装された電子部品と
ケースとの間の絶縁性能を確保することができる。



(5) JP 2010-176909 A 2010.8.12

10

20

30

40

50

【００２１】
　請求項３の発明は、請求項１または２の発明において、前記絶縁性充填材は、ケースの
底面から少なくとも基板の他面までの間に充填され、基板及び電子部品と、基板の周端部
に対向するケースの内側面との間には、電子部品とケースとの間に充填された絶縁性充填
材の絶縁性能、及び絶縁充填材の流動性を考慮した第二の空間距離が設けられることを特
徴とする。
【００２２】
　この発明によれば、基板に実装された電子部品のリード線及び基板上の配線パターンな
どの充電部と、ケースの内側面との間の絶縁性能を確保することができる。
【００２３】
　請求項４の発明は、請求項３の発明において、第二の空間距離は、基板の周端面とケー
スの内側面とから構成されることを特徴とする。
【００２４】
　この発明によれば、基板に実装された電子部品のリード線及び基板上の配線パターンな
どの充電部と、ケースの内側面との間の絶縁性能を確保することができる。
【００２５】
　請求項５の発明は、請求項３または４の発明において、前記基板の外寸は、ケースの内
寸と略同寸法に形成され、第二の空間距離は、基板の周端部に形成される切り欠き部の端
面とケースの内側面とから構成されることを特徴とする。
【００２６】
　この発明によれば、基板に実装された電子部品のリード線及び基板上の配線パターンな
どの充電部と、ケースの内側面との間の絶縁性能を確保することができ、更には、基板を
ケースに収納する際に、位置調整をすることなく容易に収納を行うことができる。
【００２７】
　請求項６の発明は、請求項３または４の発明において、前記前記基板の外寸は、ケース
の内寸と略同寸法に形成され、第二の空間距離は、基板の周端部に沿って形成されるスリ
ットによって構成されることを特徴とする。
【００２８】
　この発明によれば、基板に実装された電子部品のリード線及び基板上の配線パターンな
どの充電部と、ケースの内側面との間の絶縁性能を確保することができ、更には、基板を
ケースに収納する際に、位置調整をすることなく容易に収納を行うことができる。
【００２９】
　請求項７の発明は、請求項１乃至６いずれかの発明において、前記基板と金属部品、及
び基板とネジとの間には、それぞれ経年劣化による寸法変化が起こる物質を介在させない
ことを特徴とする。
【００３０】
　この発明によれば、基板と金属部品との間の寸法、及び基板とねじとの間の寸法が、経
年変化することを防止し、アース電極とねじとの接触不良を防止することができる。
【００３１】
　請求項８の発明は、請求項１乃至７いずれかの発明において、前記アース電極は、基板
の他面にのみ形成されることを特徴とする。
【００３２】
　この発明によれば、基板とケースの底面との間の距離を設計値どおりの略一定に保つこ
とができ、更には、ねじとアース電極との間の接触不良を防ぐことができる。
【００３３】
　請求項９の発明は、請求項１乃至８いずれかの発明において、前記絶縁性充填材は、基
板に実装された全ての電子部品の充電部を覆うことを特徴とする。
【００３４】
　この発明によれば、ケース内に結露が発生した場合であっても全ての充電部が絶縁性充
填材によって覆われていることで、絶縁性を保つことができる。
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【００３５】
　請求項１０の発明は、請求項１乃至９いずれか記載の放電灯点灯装置と、当該放電灯点
灯装置によって点灯するランプとを備えることを特徴とする照明器具。
【００３６】
　この発明によれば、請求項１乃至９いずれかの効果を奏する安全な照明器具を提供する
ことができる。
【発明の効果】
【００３７】
　以上説明したように、本発明では、大型化やコストアップ、雑音除去性能のばらつきを
招くことなく、基板のアース電極とケースとの電気的な接続、及び基板の固定を行うと共
に、ケースと充電部との間の絶縁性を確保することができるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明の実施形態１における放電灯点灯装置の概略図を示す。
【図２】（ａ）、（ｂ）は、同上における放電灯点灯装置の金属部品の断面図及び上面図
を示す。
【図３】（ａ）、（ｂ）は、同上における放電灯点灯装置の概略上面図を示す。
【図４】（ａ）、（ｂ）は、同上における放電灯点灯装置の製造時に絶縁性充填材を充填
する際の概略図を示す。
【図５】同上における放電灯点灯装置の要部拡大図を示す。
【図６】（ａ）、（ｂ）は、同上における放電灯点灯装置の要部拡大図を示す。
【図７】（ａ）、（ｂ）は、同上における放電灯点灯装置の基板の下面にアース電極を設
けた場合の要部拡大図を示す。
【図８】同上における放電灯点灯装置の断面図を示す。
【図９】本発明の実施形態２における放電灯点灯装置の概略図を示す。
【図１０】同上における放電灯点灯装置において基板の形状が異なる場合の概略図を示す
。
【図１１】（ａ）～（ｃ）本発明の実施形態３における照明器具の概略図を示す。
【図１２】従来例における放電灯点灯装置の概略図を示す。
【図１３】（ａ）、（ｂ）は、同上における放電灯点灯装置の製造時に絶縁性充填材を充
填する際の概略図を示す。
【図１４】同上における放電灯点灯装置の概略図を示す。
【図１５】同上における放電灯点灯装置に絶縁紙を設けた際の概略図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
【００４０】
　　（実施形態１）
　本発明の実施形態１について、図１を用いて説明を行う。なお、図１３～１６で示す従
来技術と共通する構造については、同様の符号を付して説明を省略する。また、図１にお
ける上下左右を基準として上下左右方向と直交する方向を前後方向として説明を行う。
【００４１】
　本実施形態における放電灯点灯装置Ａは、図１に示すように、中空箱型の金属ケース１
と、金属ケース１内に収納される基板２と、基板２の上面及び下面に実装され、放電灯点
灯回路を構成する電子部品３と、金属ケース１と基板２との間に介装される金属部品４と
を備え、金属ケース１内には、絶縁性充填材５が充填されている。
【００４２】
　基板２は、金属ケース１の底面と略同形状の略矩形板状に形成され、少なくともその上
面には、アース電位となるアースパターン２ｃが形成されている。
【００４３】
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　金属部品４は、図２（ａ）に示すように、略円柱状のスペーサであり、下端には鍔部４
ａが形成され、上端面から軸方向にねじ孔４ｂが穿設されている。そして、金属ケース１
の底面の四隅近傍に各々形成される挿通孔１ａに、当該鍔部４ａが各々圧入されることで
、４つの金属部品４が金属ケース１に固定される。
【００４４】
　そして、図３に示すように、基板２の四隅近傍には、図２（ｂ）に示す金属部品４の直
径Ｄ１よりも小さく、ねじ孔４ｂの直径Ｄ２よりも大きな直径Ｄ３を有する挿通孔２ｂが
各々穿設されており、４つの金属部品４の上端面に基板２が載置された後、ねじ９が基板
２の上面側から挿通孔２ｂを挿通し、ねじ孔４ｂに螺合することで基板２が固定される。
【００４５】
　絶縁性充填材５は、図４（ａ）、（ｂ）に示すように、基板２の略中央に形成される挿
通孔２ｄを介して充填機１５から金属ケース１の底面から少なくとも基板２の上面までの
間に充填されていればよく、本実施形態では、基板２の上面に実装された電子部品３のリ
ード線３ａをすべて覆う高さまで充填されている。
【００４６】
　上記構成からなる本実施形態の放電灯点灯装置Ａにおいて、基板２の四隅に各々形成さ
れる挿通孔２ｂの内の１箇所が、基板の上面に形成されたアースパターン２ｃ上に形成さ
れており、挿通孔２ｂの周縁部のアースパターン２ｃをアース電極２ａと称する。そして
、ねじ９によって基板２を金属部品４に固定することで、ねじ９と金属部品４とを介して
基板２のアースパターン２ｃと金属ケース１とが電気的に接続され、アース電位の安定化
を図ることができる。
【００４７】
　よって、金属部品４とねじ９とで基板２を挟み込み、固定することで、絶縁性充填材の
接着性に頼らずに機械的に基板２を固定することができると共に、アースパターン２ｃが
金属部品４及びねじ９を介して金属ケース１に電気的に接続されることでアース電位の安
定化を図ることができ、雑音除去性能のばらつきを防止することができる。
【００４８】
　また、電子部品３として、リード線３ａを有する挿入端子部品と、表面実装される表面
実装部品とが用いられており、基板２の上面には、挿入端子部品が実装され、基板２の下
面には、表面実装部品が実装されている。そして、図５（ａ）、（ｂ）に示すように、挿
入端子部品のリード線３ａと表面実装部品の内、基板２の下面からの突出長さが最も長い
もの（最突出部品）の突出寸法をＨ１、最突出部品の下端から金属ケース１の下面までの
第一の空間距離をＬ１、金属ケース１の厚みをＨ２とした場合に、金属部品４の高さ寸法
Ｈは、Ｈ＝Ｈ１＋Ｌ１＋Ｈ２で表される。
【００４９】
　そして、絶縁性充填材５として、電気安全用品法上の絶縁物として厚さ１ｍｍ以上で絶
縁性能及び流動性が保証されたもの（例えば第一工業製薬（株）製のＥＦ５５２）を用い
た場合には、第一の空間距離Ｌ１をＬ１≧１ｍｍとすることで、基板２の下面と金属ケー
ス１の底面との間において、絶縁性充填材５の流動性が阻害されずに隙間無く充填される
と共に、絶縁性充填材５のみで金属ケース１と電子部品３の充電部との間の十分な絶縁性
を確保することができる。
【００５０】
　加えて、図３に示すように、基板２の周端面と金属ケース１の内側面との間の距離（第
二の空間距離）Ｌ２ついても、上記第一の空間距離Ｌ１と同様に、Ｌ２≧１ｍｍに設定す
ることで、金属ケース１の内側面と基板２の周端面との間における絶縁性充填材５の絶縁
性能及び流動性を確保することができる。このように、第二の空間距離Ｌ２についても第
一の空間距離Ｌ１と同様に設定することで、基板２に実装された電子部品３のリード線３
ａや基板２に形成された配線パターンなどの充電部と、金属ケース１の内側面との間の絶
縁性を確保すると共に、絶縁性充填材５の流動性を確保することができる。
【００５１】
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　また、本実施形態の放電灯点灯装置Ａが備える基板２には、前述の通り電子部品３が実
装されており、上面に挿入端子部品が実装され、下面には表面実装部品が実装されている
。そして、通常このような構成からなる基板２は、下面がフローはんだ面として用いられ
、下面をフローはんだすることによって上面及び下面に電子部品３が同時に実装される。
従って、図６に示すように、本実施形態で用いられている基板２の上面はフローはんださ
れないため、上面に形成されているアースパターン２ｃには、はんだが付着せず、アース
電極２ａとねじ９の座面とが直接当接する。
【００５２】
　更に、アース電極２ａを、基板２の上面のみにアースパターン２ｃ（回路パターン）が
形成されている箇所にとることで、金属部品４が当接する基板２の下面についてもフロー
はんだを行った際にはんだが付着せず、基板２と金属部品４とが直接当接する。
【００５３】
　従って、基板２とねじ９、及び基板２と金属部品４との間に、経年劣化を起こすものが
存在しないため、基板２と金属ケース１の底面との間の距離を一定に保つことができ、前
記第一の空間距離Ｌ１を安定させることができる。
【００５４】
　例えば、図７に示すように、基板２の下面にアース電極２ａ設ける場合には、基板２の
製造時におけるフローはんだ工程時に、基板２の下面のアースパターン２ｃにはんだ１１
が付着するため、当該アースパターン２ｃ上の一箇所をアース電極２ａとして用いた場合
、当該アース電極２ａと金属部品４との間にはんだ１１が介在することになる。そして、
フローはんだによってアースパターン２ｃに付着したはんだ１１は、高さにばらつきが発
生するため、基板２の下面と金属ケース１の底面との間の距離が安定せず、前記第一の空
間距離Ｌ１が安定しない虞がある。また、はんだ１１の厚みが、経年劣化によって薄くな
ると、基板２と金属部品４との間に隙間が発生し、それに伴って基板２とねじ９との接触
圧が低下してねじ９が緩み、ねじ９とアース電極２ａが接触不良を起こす虞もある。
【００５５】
　しかし、本実施形態の放電灯点灯装置Ａでは上記に示した通り、フローはんだ処理され
ず、且つ、ねじ９の座面に当接する基板２の上面側にアース電極２ａを設けることで、空
間距離Ｌ１を安定して略一定に保つことができると共に、ねじ９の緩みを防止して、ねじ
９とアース電極２ａの接触不良を防止し、安定した絶縁性を確保することができる。
【００５６】
　上記のことから本実施形態における放電灯点灯装置Ａでは、大型化やコストアップ、雑
音性能除去性能のばらつきを招くことなく、基板２のアース電極２ａと金属ケース１との
電気的な接続、及び基板２の固定を行うと共に、金属ケース１と充電部との間の絶縁性を
確保することができる。
【００５７】
　また、放電灯点灯装置Ａは、点灯中と消灯時の温度差が大きく、屋外や屋側等の湿度の
高い環境下で使用された場合、金属ケース１内に結露が発生する虞があるが、図８に示す
ように、金属ケース１内の電子部品３を全て覆う高さまで絶縁性充填材５を充填すること
で、すべての充電部の絶縁性を確保して短絡を防止することができる。
【００５８】
　　（実施形態２）
　本発明の実施形態について図９を用いて説明を行う。
【００５９】
　本実施形態における放電灯点灯装置Ｂが、実施形態１の放電灯点灯装置Ａと異なる点は
、基板１２Ａの外寸が金属ケース１の内寸とが略等しい点であり、実施形態１の基板２と
外形のみが異なる。なお、その他の構成は、実施形態１における放電灯点灯装置と同一で
あり説明を省略する。
【００６０】
　基板１２Ａは、外寸が金属ケース１の底面と略等しい略矩形板状に形成されており、各
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辺には、略矩形状の切り欠き部１２ａが形成されている。
【００６１】
　そして、基板１２Ａは、外寸が金属ケース１の内寸と略等しいことから、金属ケース１
の内側面に沿って金属ケース１内に収納することで、設置位置の調整を容易に行うことが
できる。
【００６２】
　また、基板１２Ａの外寸が金属ケース１の内寸と略等しいことから、基板１２Ａの各辺
に形成される切り欠き部１２ａの端面と、金属ケース１の内側面とで第二の空間距離Ｌ３
が形成される。そして、当該第二の空間距離Ｌ３は、それぞれ絶縁性充填材５の絶縁性能
及び流動性を確保したＬ３≧１ｍｍに形成されている。また、各切り欠き部１２ａの幅方
向の寸法についても、絶縁性充填材５の絶縁性能及び流動性を考慮した寸法に形成される
。
【００６３】
　従って、基板１２Ａの外寸を金属ケース１の内寸に略等しく形成し、更に、基板１２Ａ
の各辺に、絶縁性充填材５の絶縁性能及び流動性を考慮した切り欠き部１２ａをそれぞれ
形成することで、基板１２Ａを金属ケース１内に設置する際に容易に位置調整が行えると
共に、絶縁性充填材５の絶縁性能、及び流動性を確保でき、放電灯点灯装置Ｂの大型化や
コストアップ、雑音除去性能のばらつきを招くことなく、基板１２Ａのアース電極２ａと
金属ケース１との電気的な接続、及び基板１２Ａの固定を行うと共に、金属ケース１と充
電部との絶縁性を確保することができる。
【００６４】
　また、図１０に示すように、基板１２Ｂの各辺に沿って、第二の空間距離Ｌ４としてス
リット１２ｂを各々形成し、第二の空間距離Ｌ４をＬ４≧１と設定した場合においても、
上記基板１２Ａを用いた時と同様の効果を得ることができる。
【００６５】
　　（実施形態３）
　本実施形態における照明器具について図１１（ａ）～（ｃ）を用いて説明を行う。
【００６６】
　本実施形態における照明器具は、実施形態１記載の放電灯点灯装置Ａを備え、図１１（
ａ）は、当該放電灯点灯装置Ａを適用したダウンライトを示し、図１１（ｂ）、（ｃ）は
、当該放電灯点灯装置Ａを適用したスポットライトを示す。
【００６７】
　そして、図１１（ａ）～（ｃ）に示す照明器具は、放電灯点灯装置Ａと、放電灯点灯装
置Ａから直接またはケーブル１３を介して電力供給を受ける放電灯１４と、放電灯１４が
取り付けられる器具本体１５とを備える。
【００６８】
　上記構成からなる本実施形態の照明器具は、大型化やコストアップ、雑音性能除去性能
のばらつきを招くことなく、基板のアース電極と金属ケースとの電気的な接続、及び基板
の固定を行うと共に、金属ケースと充電部との絶縁性を確保した放電灯点灯装置Ａを備え
るので、絶縁性が確保された安全な照明器具となっている。
【符号の説明】
【００６９】
１　金属ケース
２　基板
３　電子部品
４　金属部品
５　絶縁性充填材
９　ねじ
Ａ　放電灯点灯装置
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