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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一方が開口する断面コ字状の照明装置本体の中央板状部下面に複数の発光ダイオードが
長手方向に並べられた照明装置であって、前記中央板状部から下方に延びる両側部の対向
する内側面を、該両側部の遊端側に向けて互いに距離が広がる方向に傾斜した反射面で構
成すると共に、両側部の上下端縁よりも中央部が凹設した位置に長手方向に向く複数の溝
が設けられ、かつ前記遊端近傍に半透光のカバー体を取り付けたことを特徴とする照明装
置。
【請求項２】
　前記カバー体は、前記対向する内側面の遊端近傍に設けた長手方向の溝条に嵌入してい
る請求項１に記載の照明装置。
【請求項３】
　前記複数の発光ダイオードは板状の配線基板に取り付けられ、該配線基板を前記中央板
状部下面に固定した請求項１または２に記載の照明装置。
【請求項４】
　前記照明装置本体はアルミの押出し成型で形成されている請求項１乃至３のいずれかに
記載の照明装置。
【請求項５】
　前記照明装置本体の左右端面を側端部材で覆い、前記カバー体の長手方向の移動を拘束
するようにした請求項１乃至４のいずれかに記載の照明装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一方が開口する断面コ字状の照明装置本体の中央板状部下面に複数の発光ダ
イオードが長手方向に並べられた照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、照明装置として複数の発光ダイオードを利用したものが知られている。しかし発
光ダイオードは白熱電球等に比べ指向性が高いため、発光した光が広角度に広がるように
複数列に並べた各列ごとの発光ダイオードを先端が広がるように互いに傾斜させて並べ、
更に透明カバーを通過するときに光を曲げたもの（例えば、特許文献１参照）、あるいは
発光ダイオードからの光を反射させ、更に透明カバーを通過するときに光を曲げたもの（
例えば、特許文献２参照）が知られている。
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－１６３９０６号公報（段落００１４、図２）
【特許文献２】特開２００３－２０８８０６号公報（段落００２３、図５）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、前記特許文献１の照明装置においては、発光ダイオードを複数列並べな
くては成らず、しかも列ごとの発光ダイオードの取付角度が異なるため、部品構成が複雑
になるばかりでなく、照明装置の構造が大型化になる難点があった。一方、前記特許文献
２の照明装置においては、発光ダイオードの発光する方向と、照射する方向が逆である場
合にしか適用できず、しかも反射基板が平坦であるために光の広がりに限界があった。
【０００５】
　本発明は、このような問題点に着目してなされたもので、部品構成を複雑化することな
く発光ダイオードから発光した光を広角度に広げることが可能な照明装置を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明の請求項１に記載の照明装置は、一方が開口する断
面コ字状の照明装置本体の中央板状部下面に複数の発光ダイオードが長手方向に並べられ
た照明装置であって、前記中央板状部から下方に延びる両側部の対向する内側面を、該両
側部の遊端側に向けて互いに距離が広がる方向に傾斜した反射面で構成すると共に、両側
部の上下端縁よりも中央部が凹設した位置に長手方向に向く複数の溝が設けられ、かつ前
記遊端近傍に半透光のカバー体を取り付けたことを特徴としている。
　この特徴によれば、照明装置本体の中央板状部下面に複数並べたので、充分な照度が得
られると共に、発光ダイオードからの光を一度半透光のカバー体で反射させて両側部の対
向する内側面に設けた反射面に再反射させることで、広範囲の照明領域を創設することが
できる。また照明装置本体が断面コ字状となり、且つ遊端側がカバー体で覆われているの
で、中央板状部下面にある複数の発光ダイオードを保護することが可能である。そして照
明装置を持ち運んだり取り付けたり外したりする場合に、両側部の外面に設けられた複数
の溝に指や手を掛けられるので、滑ることなく確実に保持することができるとともに、複
数の溝によって両側部の外面と空気との接触面積が拡大されることから、発光ダイオード
の輝度が高輝度の場合であっても、両側部の溝形状が放熱フィンとして発光ダイオードの
熱を外部に放散する効果を発揮する。
【０００７】
　本発明の請求項２に記載の照明装置は、請求項１に記載の照明装置であって、前記カバ
ー体は、前記対向する内側面の遊端近傍に設けた長手方向の溝条に嵌入していることを特
徴としている。
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　この特徴によれば、内側面の遊端近傍に長手方向の溝条を設けることにより、カバー体
を容易に照明装置本体に装着することができる。
【０００８】
　本発明の請求項３に記載の照明装置は、請求項１または２に記載の照明装置であって、
前記複数の発光ダイオードは板状の配線基板に取り付けられ、該配線基板を前記中央板状
部下面に固定したことを特徴としている。
　この特徴によれば、発光ダイオードを板状の配線基板に取り付けることにより、発光ダ
イオードを配線ごとまとめて照明装置本体に取り付けることができ、組み付けが容易であ
る。
【０００９】
　本発明の請求項４に記載の照明装置は、請求項１乃至３のいずれかに記載の照明装置で
あって、前記照明装置本体はアルミの押出し成型で形成されていることを特徴としている
。
　この特徴によれば、照明装置本体はアルミの押出し成型で形成することにより、両側部
の対向する内側面に反射材を新たに取り付ける必要がない。
【００１１】
　本発明の請求項５に記載の照明装置は、請求項１乃至４のいずれかに記載の照明装置で
あって、前記照明装置本体の左右端面を側端部材で覆い、前記カバー体の長手方向の移動
を拘束するようにしたことを特徴としている。
　この特徴によれば、コ字状の照明装置本体の左右端面を側端部材で覆うことで、下面の
カバー体と併せて内部にある発光ダイオードを外部から完全に被覆することができると共
に、カバー体を保持するための部品を新たに用意する必要がない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　本発明の実施例を以下に説明する。
【実施例】
【００１３】
　図１は、本発明の実施例における照明装置の全体像を示す斜視図であり、図２は、照明
装置の使用例を示す斜視図であり、図３は、照明装置の分解組立斜視図であり、図４は、
照明装置本体への磁石の取り付けを示す側断面図であり、図５は、照明装置の側断面図で
あり、図６は、照明装置の取り付け及び取り外しを示す側断面図であり、図７（ａ）は、
照明装置からカバー部材を取り外した状態における発光ダイオードの照射範囲を示す側断
面図であり、図７（ｂ）は、照明装置にカバー部材を取り付けた状態における発光ダイオ
ードの照射範囲を示す側断面図である。
【００１４】
　図１に示されるように照明装置１は、アルミの押出し成型により長手方向に延設された
横長の照明装置本体２と、その長手方向の両端にアルミまたは硬質樹脂の成型による側端
部材１２，１２が各々設けられ、さらに下面部に半透光性のある薄板状のカバー体（通常
半透明のプラスチックが用いられる）１０が設けられている。尚、本実施例の説明におい
て、照明装置１の長手方向を左右方向として、照明装置１の背面側を前方とし正面側を後
方として以下に説明する。
【００１５】
　照明装置１の内部には長手方向に沿って発光ダイオード（以下、ＬＥＤ１５ａ）が複数
設けられており、カバー体１０の右側に設けられたＯＮ／ＯＦＦ切換式のボタン１６ａの
操作によって、ＬＥＤの点灯および消灯を行えるようになっており、複数のＬＥＤ１５ａ
の発光によって下方に向けて照明可能になっている。これらＬＥＤ１５ａの発光電力は右
側の側端部材１２から内部に引き込まれたコード１８によって外部より給電されている。
【００１６】
　図２に示されるように、照明装置１は机３０の上部に設置された鉄製の棚板３１下面の
前後中央位置に、棚板３１の左右の長手方向に沿って取り付けられている。このように、
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棚板３１の下面に照明装置１が取り付けられたことで、棚板３１の上面に設置される書籍
や収納ボックス３２の使用に支障をきたすことなく暗くなりがちな棚下空間を照明できる
。
【００１７】
　そこで、例えば机３０の机上でパソコン３２等をもちいてデスクワークを行う際にも、
快適に作業を行えるようになっている。また、ＬＥＤ１５ａの特性としては、従来公知の
蛍光灯を用いた照明装置に比べて、省電力に優れしかも長寿命である。尚、照明装置１の
棚板３１への取付構造については後述において説明する。
【００１８】
　照明装置１について図３，４を用いて詳しく説明する。まず図３に示されるように、照
明装置本体２は断面下向きコ字状に一方が開口するように左右の長手方向に向けて延設さ
れており、上部の中央板状部３の前後中間位置には溝部３ａが長手方向に向けて凹設され
ている。この溝部３ａには長手方向に延びる薄板状の磁石１３を上方より取り付け可能に
なっている。
【００１９】
　照明装置本体２について具体的に説明すると図４に示されるように、磁石１３の下面に
は予め接着強度のある両面テープや接着剤等で接着面１３ａが形成されており、平坦状に
形成された溝部３ａに取り付けられている。この磁石１３の取り付けにおいては、取付面
１３ｂが中央板状部３の上面から僅かに突出させた状態で溝部３ａに取り付けられている
。
【００２０】
　中央板状部３の裏面には平坦状の下面３ｂが形成されており、後述において説明する配
線基板１４の取付面となっている。中央板状部３の前後には短手方向に突出する上端縁４
ｃ，４ｃが形成され、これら上端縁４ｃ，４ｃからは下方に向けて側部４，４が延設され
ている。そして、側部４，４の遊端部からは短手方向に突出する手掛部４ｂ，４ｂが形成
されている。
【００２１】
　これら側部４，４外面の上端縁４ｃ，４ｃと手掛部４ｂ，４ｂの上下間には、それぞれ
長手方向に向けて溝４ａが上下複数段で形成されている。照明装置本体２内部の内側面６
，６には、上部に長手方向に向けて上溝条６ａ，６ａが形成され、下部に長手方向に向け
て下溝条６ｂ，６ｂが形成されている。
【００２２】
　両内側面６，６の略中央位置から下溝条６ｂ，６ｂの上端に掛けては、側面視で互いに
遊端側に向けて距離が広がる方向に傾斜したハ字状に傾斜する反射面８，８が形成されて
いる。なお、照明装置本体２をアルミの押出し成型で形成することにより、両内側面６，
６がそのまま反射面となるので、反射材を新たに取り付ける必要がない。
【００２３】
　図３に示されるように、照明装置本体２の左右端面７，７側に位置する側端部材１２，
１２の内面側にはそれぞれ外周縁１２ｂが凸設され、中央に凹設面１２ｄが形成されてい
る。この凹設面１２ｄの上端前後の２箇所からは、照明装置本体２側に向けて嵌入片１２
ａが一対突設され、照明装置本体２の一対の上溝条６ａ，６ａにそれぞれ嵌入可能になっ
ている。
【００２４】
　配線基板１４は左右方向に延びる矩形の薄板で形成され、前述したＬＥＤ１５ａを備え
る照明部１５が前後中間位置で長手方向に沿って所定の間隔で一直線上に設けられている
。このＬＥＤ１５ａは光源体を透明な合成樹脂材で被覆して成型されている。配線基板１
４の右側には上方向に押圧可能なボタン１６ａを備えた操作部１６が設けられ、左側には
複数の照明部１５を制御する制御部１７が設けられている。
【００２５】
　これら各部材（１５，１６，１７）はコード１８および内部の接続配線１９により接続
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されている。尚、制御部１７ではコード１８からの交流電力を直流に変換するコンバータ
機能を備えるとともに、ＬＥＤ１５ａの照度や発色の調整および、ボタン１６ａ操作によ
る操作部１６からのＯＮ／ＯＦＦ信号に基づくＬＥＤ１５ａの制御機能等を備えている。
【００２６】
　次いで、カバー体１０について説明すると、本実施例の半透明のカバー体１０はやや白
色（または乳白色）がかった半透光性を有する半透明のプラスチック樹脂材が用いられ、
左右方向に延びる矩形の薄板で形成されている。カバー体１０の前後縁には段状の端部１
０ａ，１０ａが形成され、中間部がＬＥＤ１５ａの光を半透光可能な透光部１０ｂとなっ
ている。透光部１０ｂの右側には上下に貫通するボタン孔１０ｃが形成され、後述する照
明装置本体２へのカバー体１０の取付時に、ボタン１６ａ下部の一部を下方に突出可能に
なっている。
【００２７】
　そこで、照明装置本体２への側端部材１２，１２、配線基板１４、カバー体１０の取り
付けについて、図３および図５を併せ用いて説明すると、まず配線基板１４の上面または
中央板状部３の下面３ｂには、特に図示しないが予め接着強度のある両面テープや接着剤
等が塗工されており、配線基板１４の上面を下面３ｂに押し付けるだけで取り付けられる
。このように、配線基板１４に複数のＬＥＤ１５ａを一体に配設して中央板状部３の下面
３ｂに固定したことで、ＬＥＤ１５ａを配線ごとまとめて照明装置本体２に取り付けるこ
とができ組み付けが容易となる。
【００２８】
　次いで、照明装置本体２の左右のいずれか一方の端面７，７側より、カバー体１０の両
端部１０ａ，１０ａを前後の下溝条６ｂ，６ｂに嵌入させながら摺動移動させることで、
カバー体１０が長手方向に案内され取り付けられる。このように、内側面６，６の遊端近
傍に左右長手方向の溝条を設けることにより、カバー体１０を容易に照明装置本体２に装
着することができる。
【００２９】
　尚、このカバー体１０を取り付ける際には、操作部１６よりボタン１６ａを一時的に取
り外しておくことで、カバー体１０の摺動時にボタン１６ａとカバー体１０との衝突が未
然に避けられるとともに、カバー体１０の取り付け後に再度ボタン１６ａを下方よりボタ
ン孔１０ｃを介して挿通するだけで、簡便に操作部１６が取り付けられる。
【００３０】
　そして、照明装置本体２の左右に配置された側端部材１２，１２の嵌入片１２ａ，１２
ａを上溝条６ａ，６ａに挿し込んでいくことで嵌入固定され、外周縁１２ｂ，１２ｂが端
面７，７に当接されて側端部材１２，１２の取り付けが完了するとともに、カバー体１０
の左右端は下部の外周縁１２ｂに保持され左右方向の移動が確実に拘束されるので、カバ
ー体１０を保持するための部品を新たに用意する必要がない。
【００３１】
　尚、照明装置として一般に使用されている蛍光灯の場合、磁石を近づけると蛍光灯の光
源に対して悪影響を及ぼす事が知られているが、本実施例のようにＬＥＤ１５ａを磁石１
３の近傍に配設された場合には、何ら磁石１３による磁力に悪影響を受けることはない。
【００３２】
　このようにして構成された照明装置１では、図５に示されるようにボタン１６ａの操作
によって複数のＬＥＤ１５ａが一斉に発光されるので、充分な照度が得られるとともに、
照明装置本体２の中央板状部３上面に薄板状の磁石１３を取り付けても光源に対して悪影
響が及ぶことがない。また、ＬＥＤ１５ａは従来の蛍光灯に比べてコンパクトな構成なの
でＬＥＤ１５ａを複数収納して照度を高められるとともに省スペース化を実現できる。
【００３３】
　そして、側面視下向きコ字状の照明装置本体２の前後は、側部４，４で覆われ、且つ左
右端面７，７は側端部材１２，１２で覆われるとともに、下方はカバー体１０で覆われて
いるので、後述においても詳しく説明するがＬＥＤ１５ａの照明光を棚板３１の棚下（図
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２参照）に集中させて、棚下空間に充分な照明を施すことが可能となる。また、カバー体
１０によって内部にあるＬＥＤ１５ａを外部から完全に被覆することができるので、外部
からの衝撃に強くＬＥＤ１５ａの保護が図られるとともに埃や塵等の入り込みも防止され
る。
【００３４】
　さらに、両側部４，４に設けられた複数の溝４ａ，４ａによって、両側部４，４の外面
と空気との接触面積が拡大されることから、ＬＥＤ１５ａの輝度が高輝度の場合であって
も、両側部４，４の溝形状（４ａ，４ａ）が放熱フィンとして、ＬＥＤ１５ａの熱を外部
に放散する効果を発揮する。
【００３５】
　次に、図６に示されるように、棚板３１への照明装置１の取り付け及び取り外しについ
て説明する。まず照明装置１を取り付けるには、照明装置本体２の前後側部４の溝４ａ，
４ａに指を掛け、持ち上げるだけで簡便に片手で把持することができ、磁石１３の取付面
１３ｂを上面にして棚板３１の下面位置に近接させるだけで、磁力で簡便に取り付けるこ
とができる。
【００３６】
　しかも、前後の複数の溝４ａ，４ａによって滑りが防止されることから、確実に取り付
け作業を行うことができる。また、溝４ａ，４ａの上下位置には短手方向に突出する上端
縁４ｃ，４ｃおよび手掛部４ｂ，４ｂが形成されたことで、指の把持位置である溝４ａ，
４ａの位置が前後から中央に向けて凹設された状態となるので、指の側部４，４からの安
易な取り外れが防止されている。また、ＬＥＤ１５ａは軽量なため、本実施例のように複
数用いても照明装置本体２に大きな負荷（重量）を与えない。
【００３７】
　このように、磁石１３を用いたことで照明装置１を鉄製の棚板３１の任意の位置に移動
させて取り付けることができ、かつ断面コ字状の照明装置本体２のみを指で把持し移動す
ることで、カバー体１０や複数のＬＥＤ１５ａを傷めることもなく、ボタン１６ａの接触
による誤動作も生じない構成になっている。
【００３８】
　しかも、磁石１３は中央板状部３の上面から僅かに突出しているため、棚板３１に照明
装置１が取り付けられた場合には、棚板３１の下面と磁石１３の取付面１３ｂとが中央板
状部３の上面に邪魔されることなく密着され、接続強度が弱まることもない。また、ＬＥ
Ｄ１５ａを光源に用いたことで、照明装置１の上下の厚みも極力生じさせずに薄型設計と
なり、棚板３１の下方に極力突出しない構成となり（図２参照）、棚板３１の棚下空間部
を有効利用することができ、机３０を利用する利用者に圧迫感を与えない。
【００３９】
　次いで、棚板３１から照明装置１を取り外すには、前述の照明装置１の取り付け時と同
様に前後側部４の溝４ａに指を掛けて片手で把持することができるとともに、溝４ａ，４
ａによって指先の滑りが防止された状態で、磁石１３の磁力に抗して強めに引き下げるこ
とで棚板３１から取り外し可能となる。しかも、引き下げの際には側部４，４から短手方
向に突出する手掛部４ｂ，４ｂが前後に形成されたことで指の引っ掛かり箇所となり、照
明装置１を下方（取り外し方向）に向けて、さらに強く引っ張ることができ容易かつ確実
に取り外し作業を行うことができる。
【００４０】
　次に、図７に示されるように、照明装置１内でのＬＥＤ１５ａの発光による照射につい
て具体的に説明するために、照明装置本体２からカバー体１０を取り外した組み付け完了
前の状態の照明装置１が示された図７（ａ）と、照明装置本体２にカバー体１０を設けた
組み付け完了状態が示された図７（ｂ）を比較して説明する。
【００４１】
　まず、図７（ａ）に示されるように、照明装置本体２の下溝条６ｂ，６ｂからカバー部
材１０を取り外した場合では、ＬＥＤ１５ａから発光される光の照射角度は、従来公知の
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白熱電球等に比べ指向性が高いため、ボタン１６ａの操作によってそのままＬＥＤ１５ａ
を発光させただけでは、このＬＥＤ１５ａの直下領域においては非常に明るく下方を照ら
すものの、棚板３１の棚下空間に広範囲に渡って光を照射することが困難である。
【００４２】
　そこで、図７（ｂ）に示されるように、照明装置本体２の下向き開口を閉塞するように
、カバー部材１０の端部１０ａ，１０ａが両側部４，４の下溝条６ｂ，６ｂに嵌入され取
り付けられた状態において、ボタン１６ａ操作によりＬＥＤ１５ａが発光されると、その
ＬＥＤ１５ａからの光の一部が透光部１０ｂの表面で反射されるとともに、残りの光が透
光部１０ｂを通過する。
【００４３】
　一度、透光部１０ｂの表面で反射された光の一部は、両側部４，４の対向する内側面６
，６に設けた反射面８，８に再反射され、再び透光部１０ｂに向けて光が照射される。そ
して、透光部１０ｂを通過する光が透光過程で光分散され、下方に向けて光が拡散して照
射される。尚、特に図示しないが、反射面８，８からの光は全て透光部１０ｂを通過する
ものではなく、反射面８，８からの光の一部は再度透光部１０ｂの表面で反射され、照明
装置１の内部で反射を繰り返し、いずれ内部に残留する光も透光部１０ｂを通過して下方
に向けて照射される。
【００４４】
　したがって、ＬＥＤ１５ａから発光される光は、カバー体１０の透光部１０ｂの全域に
渡って照射され、さらに透光部１０ｂで通過する光が分散され、下方の棚板３１の棚下空
間部に向けて拡散されることから広範囲の照明領域を創設することが可能となる。つまり
、、照明装置本体２下方の側部４，４遊端近傍にカバー体１０を設けたことで、部品構成
を複雑化することなくＬＥＤ１５ａから発光した光を広角度に広げることが可能な照明装
置１となる。
【００４５】
　以上、本発明の実施例を図面により説明してきたが、具体的な構成はこれら実施例に限
られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲における変更や追加があっても本発
明に含まれ、例えば上記実施例では、照明装置本体２の両側部４，４に複数の溝４ａ，４
ａが形成されたことで、照明装置１の取り付けまたは取り外し時における指の滑りを防止
できることから好ましいが、他の実施形態として溝４ａ，４ａを形成せずに、両側部４，
４の外表面に細かな凹凸状の摩擦面を形成して、指の滑りを防止可能な構成にしても良い
。
【００４６】
　また、上記実施例では、照明装置本体２をアルミの押し出し成形で形成したため、両側
部４，４の対向する内側面６，６をそのまま、あるいは研磨して反射面８，８として利用
することができたが、照明装置本体２の内面が直接利用できない場合には、反射効果を有
する板体を内側面６，６に貼着するようにしても良い。
【００４７】
　そして、上記実施例では、鉄製の棚板３１への照明装置１の取り付けに磁石１３を用い
たことで、取り付け取り外しを繰り返し行えることから好ましいが、本発明はこれに限定
されるものではなく、磁石１３を用いずに棚板３１または中央板状部３の上面に両面テー
プや接着剤を塗工して照明装置１の取り付けを行ってもよく、この取り付けによれば鉄製
の棚板３１に限らず、木製の棚板への取り付けも行える。また、照明装置をスタンドタイ
プにして使用することも可能である。
【００４８】
　更にカバー体７の反射を積極的に行うために、ＬＥＤに面する上面を粗面化して乱反射
を起こさせたり、あるいはカバー体自体を下方に向け凸状に形成して照射範囲を広角にし
ても良い。
【図面の簡単な説明】
【００４９】



(8) JP 4571030 B2 2010.10.27

10

20

30

40

【図１】本発明の実施例における照明装置の全体像を示す斜視図である。
【図２】照明装置の使用例を示す斜視図である。
【図３】照明装置の分解組立斜視図である。
【図４】照明装置本体への磁石の取り付けを示す側断面図である。
【図５】照明装置の側断面図である。
【図６】照明装置の取り付け及び取り外しを示す側断面図である。
【図７】（ａ）は、照明装置からカバー部材を取り外した状態における発光ダイオードの
照射範囲を示す側断面図であり、（ｂ）は、照明装置にカバー部材を取り付けた状態にお
ける発光ダイオードの照射範囲を示す側断面図である。
【符号の説明】
【００５０】
１　　　　　　　　照明装置
２　　　　　　　　照明装置本体
３　　　　　　　　中央板状部
３ａ　　　　　　　溝部
３ｂ　　　　　　　下面
４　　　　　　　　側部
４ａ　　　　　　　溝
４ｂ　　　　　　　手掛部
４ｃ　　　　　　　上端縁
６　　　　　　　　内側面
６ａ　　　　　　　上溝条
６ｂ　　　　　　　下溝条
７　　　　　　　　端面
８　　　　　　　　反射面
１０　　　　　　　半透光のカバー体
１０ａ　　　　　　端部
１０ｂ　　　　　　透光部
１０ｃ　　　　　　ボタン孔
１２　　　　　　　側端部材
１２ａ　　　　　　嵌入片
１２ｂ　　　　　　外周縁
１２ｃ　　　　　　コード孔
１２ｄ　　　　　　凹設面
１３　　　　　　　薄板状の磁石
１３ａ　　　　　　接着面
１３ｂ　　　　　　取付面
１４　　　　　　　配線基板
１５　　　　　　　照明部
１５ａ　　　　　　発光ダイオード（ＬＥＤ）
１６　　　　　　　操作部
１６ａ　　　　　　ボタン
１７　　　　　　　制御部
１８　　　　　　　コード
１９　　　　　　　接続配線
３０　　　　　　　机
３１　　　　　　　鉄製の棚板
３２　　　　　　　パソコンや文具等の載置物
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