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(57)【要約】
【課題】各動物個体の生体機能を向上ないし回復させる
ことができる治療装置を提供すると共に、個体に応じた
色治療の可能な治療装置の売り渡し及び貸し渡し方法を
提供する。
【解決手段】動物を光で治療するための治療装置に関し
、赤色ＬＥＤ、緑色ＬＥＤおよび青色ＬＥＤを有し概ね
水平方向に光を出射する光源部４２と、檻または籠の上
に載置可能な方形平板状で光源部４２からの光の一部を
水平方向に導きながら他の一部を下方に向かって偏向さ
せる導光部４１と、各ＬＥＤに通電する電流値を制御し
て青色、緑色、赤色およびこれらの色を混合した中間色
のうちから選択された色を光源部４２から出射させる駆
動手段３とを備えている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動物の治療装置の売り渡し及び貸し渡し方法であって、
　病院において動物を光で治療する方法を診断するための診断装置と、家庭において動物
を光で治療するための治療装置とを用い、
　前記診断装置および治療装置は下方に向かって光を照射する照射手段と、
　青色、緑色、赤色およびこれらの色のうち２以上を混合した中間色のうちから選択され
た色を前記照射手段に照射させる駆動手段とを備え、
　前記照射手段が照射する色を選択するための操作手段を操作して前記診断装置の照射手
段から照射する光の色を選択する選択工程と、
　当該色の光を対象の個体に照射する照射工程とを実行して前記個体を治療できる光の色
を求め、
　当該光の色を前記個体の飼主に教えると共に前記治療装置を飼主に売り渡しないし貸し
渡すことを特徴とする。
【請求項２】
　請求項１の方法において、前記治療装置の照射手段から出射される光が前記個体を治療
するのに適した光の色となるように前記治療装置の駆動手段を設定し、当該設定した治療
装置を前記飼主に売り渡しないし貸し渡すことを特徴とする。
【請求項３】
　請求項２の方法において、前記照射手段は
　赤色ＬＥＤ、緑色ＬＥＤおよび青色ＬＥＤを有し概ね水平方向に光を出射する光源部と
、前記光源部からの光の一部を水平方向に導きながら他の一部を下方に向かって偏向させ
る導光部とを有する平面発光装置からなる。
【請求項４】
　請求項３の方法において、
　前記照射工程において、前記色の光を対象の個体に所定時間にわたって照射し、個体を
治療するのに適した光の色の照射時間を求め、
　当該時間を前記光の色と共に前記個体の飼主に教えると共に前記治療装置を前記飼主に
売り渡しないし貸し渡すことを特徴とする。
【請求項５】
　請求項４の方法において、
　前記治療装置は前記治療するのに適した光の色のデータおよび前記所定時間を記憶する
記憶部と、前記記憶部に記憶された時間の間、前記駆動装置を駆動させて、前記光の色を
前記照射時間に照射させる制御装置とを備える。
【請求項６】
　請求項５の方法において、前記操作手段は前記診断装置および治療装置の各駆動手段を
介して前記診断装置および治療装置の前記光の色を遠隔設定する設定器を有し、前記治療
装置は前記設定器で設定した光の色を設定変更する変更部を有し、前記設定器による光の
色の設定のレンジよりも前記変更部による光の色の変更のレンジが小さい。
【請求項７】
　請求項５の方法において、前記操作手段は前記診断装置および治療装置の各駆動手段を
介して前記診断装置および治療装置の前記光の色を遠隔設定する設定器を有し、前記治療
装置は前記設定器で設定した光の色を設定変更することができない。
【請求項８】
　動物を光で治療するための治療装置であって、
　赤色ＬＥＤ、緑色ＬＥＤおよび青色ＬＥＤを有し概ね水平方向に光を出射する光源部と
、
　檻または籠の上に載置可能な方形平板状で前記光源部からの光の一部を水平方向に導き
ながら他の一部を下方に向かって偏向させる導光部と、
　前記各ＬＥＤに通電する電流値を制御して青色、緑色、赤色およびこれらの色のうち２
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以上を混合した中間色のうちから選択された色を前記光源部から出射させる駆動手段とを
備えている。
【請求項９】
　請求項８の治療装置を用いた犬の治療のための診断方法であって、
　犬舎の上に前記治療装置を設置すると共に前記犬舎内に検体を入れた状態で、
　前記導光部から前記犬舎に向かって下方に青色、緑色、赤色およびこれらの色のうち２
以上を混合した中間色のうちのいずれかを所定時間照射し、
　前記所定時間の間において前記検体が犬舎内で座っている時間、前記検体が立っている
時間、前記検体がクルクル回って動いている時間のうちの２以上の時間の割合から前記検
体の落ち着き度合を判断し、
　前記落ち着き度合に基づいて前記照射した色が当該検体の治療に利き目のある色か否か
を判断する。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は光による動物の治療に関する。
【背景技術】
【０００２】
　下記の特許文献１には発光ダイオードの照度を調整して「うつ病」などを発症したモデ
ル動物の作成が可能であることが開示されている。
　一方、下記の特許文献２には、ＬＥＤから５５０ｎｍ～６５０ｎｍのピーク波長を有す
る光を家禽に照射し、食欲等の調整に好影響を与えることが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】ＪＰ２００８－１３６３９５Ａ
【特許文献１】ＪＰ２００９－１７１８６６Ａ
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、前記各特許文献には、対象物である動物に照射する可視光の波長を選択し適切
な波長の光を照射することで、各個体が持つ精神的・肉体的なストレスを和らげ、場合に
よっては未病や病気を直すことができることについては何ら開示されていない。
【０００５】
　また、前記各文献には、個体ごとの症状に応じた波長の光（色）を照射することについ
ては何ら開示されていない。
【０００６】
　更に、似通った症状であっても、個体によって症状が改善される色や照射時間が個体ご
とに異なる可能性については何ら言及されていない。
【０００７】
　したがって、本発明の主な目的は、動物の治療装置、並びに、その売り渡し及び貸し渡
し方法、並びに、診断方法において、各動物個体の生体機能を向上ないし回復させること
ができる治療装置を提供すると共に、前記個体に応じた色治療の可能な前記治療装置の売
り渡し及び貸し渡し方法を提供することである。
【０００８】
　一般に、霊長類（人、猿）を除く動物は色を区別（識別）することができないと云われ
ている。
　しかし、本発明者は視覚により色を感じることができるか否かとは無関係に、色により
生体機能を回復させることができることを発見し、更に鋭意研究を重ねて本発明を完成し
た。
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【課題を解決するための手段】
【０００９】
　すなわち、本発明の方法は、動物の治療装置の売り渡し及び貸し渡し方法であって、病
院において動物を光で治療する方法を診断するための診断装置と、家庭において動物を光
で治療するための治療装置とを用い、前記診断装置および治療装置は下方に向かって光を
照射する照射手段と、青色、緑色、赤色（光の三原色）およびこれらの色のうちの２以上
を混合した中間色のうちから選択された色を前記照射手段に照射させる駆動手段とを備え
、前記照射手段が照射する色を選択するための操作手段を操作して前記診断装置の照射手
段から照射する光の色を選択する選択工程と、当該色の光を対象の個体に照射する照射工
程とを実行して前記個体を治療できる光の色を求め、当該光の色を前記個体の飼主に教え
ると共に前記治療装置を飼主に売り渡しないし貸し渡すことを特徴とする。
【００１０】
　好ましくは、前記治療装置の照射手段から出射される光が前記個体を治療できる光の色
となるように前記治療装置の駆動手段を設定し、当該設定した治療装置を前記飼主に売り
渡しないし貸し渡すことを特徴とする。
【００１１】
　より好ましくは、前記照射工程において、前記色の光を対象の個体に所定時間にわたっ
て照射し、個体を治療するのに適した光の色の照射時間を求め、
　当該時間を前記光の色と共に前記個体の飼主に教えると共に前記治療装置を前記飼主に
売り渡しないし貸し渡すことを特徴とする。
【００１２】
　更に好ましくは、前記治療装置は前記治療するのに適した光の色のデータおよび前記所
定時間を記憶する記憶部と、前記記憶部に記憶された時間の間、前記駆動装置を駆動させ
て、前記光の色を前記照射時間に照射させる制御装置とを備える。
【発明の効果】
【００１３】
　動物病院等の専門機関において、予め個体の飼主（所有者）に症状を問診し、当該問診
の結果、当該個体の治療に適した光の色と時間とを経験則によって獣医が判断する。
　たとえば、太りすぎの犬の食欲を低めるには紫色の光を照射するのが良い。一方、個体
の不安を軽減する場合には個体差が大きく、黄、白、緑、橙の４つの色のうち、いずれか
１つの色の照射が症状を緩和する。
【００１４】
　獣医の判断に応じて、前記診断装置および操作手段を用いて所定の色の光を所定時間個
体に照射し当該個体の反応を観察し、当該個体に最も適切な治療色と照射時間を獣医が求
める。
　獣医は前記色と照射時間を飼主に伝えると共に、前記治療装置について前記治療色およ
び照射時間となるように設定し、この設定した状態で前記治療装置を売り渡し又は貸し渡
す。
　これにより、飼主が色による治療の難解なメカニズムを知らなくても、個体の治療が可
能となる。
　また、治療装置とは別の診断装置を用いて個体の診断を行うので、診断のみの場合にも
装置を返品する必要がなく、飼主および獣医の経済的負担が小さくなる。
【００１５】
　本発明において中間色とは、光の三原色である、青、赤、緑の二以上の光を照射する（
混合する）ことにより得られる色をいい、たとえば図３Ｂや図６に列挙される色がある。
【００１６】
　本発明の治療装置は、赤色ＬＥＤ、緑色ＬＥＤおよび青色ＬＥＤを有し概ね水平方向に
光を出射する光源部と、檻または籠の上に載置可能な方形平板状で前記光源部からの光の
一部を水平方向に導きながら他の一部を下方に向かって偏向させる導光部と、前記各ＬＥ
Ｄに通電する電流値を制御して青色、緑色、赤色およびこれらの色のうちの２以上を混合
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した中間色のうちから選択された色を前記光源部から出射させる駆動手段とを備えている
。
【００１７】
　この場合、個体（検体）には面発光された光が照射されるので、天井に多数のＬＥＤを
配置した場合に比べ、色ムラが生じにくい。
　また、水平方向に広く大きい導光部において照度が分散するので、薄い導光部でも色ム
ラをなくすることができる。
【００１８】
　本発明の診断方法は、犬舎の上に前記治療装置を設置すると共に前記犬舎内に検体を入
れた状態で、前記導光部から前記犬舎に向かって下方に青色、緑色、赤色およびこれらの
色のうちの２以上を混合した中間色のうちのいずれかを所定時間照射し、前記所定時間の
間において前記検体が犬舎内で座っている（座位）時間、前記検体が立っている（立位）
時間、前記検体がクルクル回って動いている（旋回）時間のうちの２以上の時間の割合か
ら前記検体の落ち着き度合を判断し、前記落ち着き度合に基づいて前記照射した色が当該
検体の治療に利き目のある色か否かを判断する。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】図１Ａは本発明の診断装置を犬舎の上に載せた状態で示す斜視図、図１Ｂは治療
装置の斜視図である。
【図２】図２Ａは診断装置および治療装置の照射手段の構造を示す概略側面図、図２Ｂお
よび図２Ｃは光源部を示す概念図である。
【図３】図３Ａは操作手段、診断装置および治療装置の概略構成図、図３Ｂは第２記憶部
の記憶内容を示す図表である。
【図４】本発明方法の一例を示すフローチャートである。
【図５】図５Ａは試験の結果を示す図、図５Ｂは診断装置および治療装置の他の例を示す
概略構成図である。
【図６】人の場合の症状と“利き目のある色”との関係を示す図表である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、本発明の一実施例を図面にしたがって説明する。
　図１Ａの診断装置（第１の治療装置）１Ａと図１Ｂの治療装置（第２の治療装置）１Ｂ
とは本質的に同じ構造および機能の平面発光装置４０を有する。前記診断装置１Ａは病院
内の犬舎Ｗの上に設置されて用いられ、治療装置１Ｂは飼主の所有する犬舎（図示せず）
上に設置される。
　なお、病院の犬舎Ｗの外には検体の行動を移すビデオカメラＣａが設置されている。
【００２１】
　図１および図２Ａに示すように、平面発光装置４０は、幅方向の端面のうち一方が光入
射面４１ａとされており、一方主面が光出射面４１ｂとされており、他方主面が光反射面
４１ｃとされている導光板（導光部の一例）４１と、導光板４１の光入射面４１ａに配置
されている光源部４２と、導光板４１の光反射面４１ｃ上に配置されている反射シート４
３と、導光板４１の光出射面４１ｂの下に配置されている拡散シート４４とを備える。な
お、導光板４１は方形平板状である。
【００２２】
　導光板４１は、所定の厚みを有する透明な平板であり、主面のサイズは照明する犬舎Ｗ
の天井面に合わせたサイズとされている。
　導光板４１は、光入射面４１ａから入射された光を光出射面４１ｂと光反射面４１ｃと
で全反射させながら導光し、光出射面４１ｂから出射させる。光出射面４１ｂからは、臨
界角未満で光出射面４１ｂの内面に入射した光が出射される。
【００２３】
　導光板４１の材料としては、アクリル樹脂、メタクリル樹脂、スチレン樹脂、ポリカー
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ボネート樹脂などの透明の熱可塑性樹脂が用いられる。導光板４１は、たとえば、アクリ
ル樹脂を射出成形することによって形成される。
【００２４】
　導光板４１の光反射面４１ｃには、細かい凹凸形状、たとえば、プリズムパターンやド
ットパターンなどが形成されており、導光板４１内に導光された光を効率良く光出射面４
１ｂに向かわせる。この光反射面４１ｃに形成されたプリズムパターンやドットパターン
によって光出射面４１ｂ方向へ立ち上げられた光が、光出射面４１ｂから均一な光として
出射されることで、導光板４１は面発光する。
【００２５】
　前記光源部４２は図２Ｂ又は図２ＣのＲ，Ｇ，Ｂで示す赤色ＬＥＤ、緑色ＬＥＤ、青色
ＬＥＤの組を多数有し概ね水平方向に光を出射する。なお、３色のＬＥＤの組は正三角形
の位置に近接して配置されていてもよいし、互いに１列に接近して配置されていてもよい
。
【００２６】
　各光源部４２から出射された光は、それぞれ、導光板４１の光入射面４１ａから入射し
て、導光板４１内を光出射面４１ｂ又は光反射面４１ｃによって全反射されながら導光さ
れ、光反射面４１ｃに形成されたプリズムパターンやドットパターンによって偏向されて
光出射面４１ｂから下方に向かって出射される。
【００２７】
　反射シート４３は、導光板４１を全反射しながら導光される光のうち、光反射面４１ｃ
から導光板４１の外側に飛び出した光を反射して、再び導光板４１内に戻す働きをしてい
る。
　拡散シート４４は、導光板４１の光出射面４１ｂから出射された光を均一に拡散し、導
光板４１の光出射面４１ｂから出射された光の面内強度を均一にする。
【００２８】
　前記平面発光装置４０の光源部４２は、以下に説明する図３Ａのリモコン（操作手段の
一例）１０、制御装置２および駆動装置（駆動回路）３を介して所定の発光を行う。前記
制御装置２および駆動装置３は平面発光装置４０に一体となって、診断装置１Ａ又は治療
装置１Ｂの一部を構成する。
【００２９】
　図３Ａにおいて、リモコン（操作手段）１０は、第１表示部１１，色相角設定部１２，
光量設定部１３，時間設定部１４および第１記憶部１５を備える。リモコン１０の各設定
部１２～１４において色相角（色のデータの一例）、光量、照射時間が設定されると、こ
れらの値が第１記憶部１５に記憶されると共に第１表示部１１に表示される。
【００３０】
　前記第１記憶部１５に記憶された色相角、光量、照射時間の情報が制御装置２に送信さ
れると、これらの内容が第２記憶部２５に記憶されると共に第２表示部２５に表示される
。制御装置２のON・OFF スイッチ２０をオンにすると、前記設定・記憶された内容で駆動
装置３が駆動し各ＬＥＤが所定の強度で発光し、所期の色および照度の光が図１Ａの平面
発光装置４０から下方の犬舎Ｗ内に向かって所定時間出射される。
【００３１】
　なお、第１記憶部１５および第２記憶部２５としては、書き換え可能な不揮発性のメモ
リ（フラッシュメモリ）を用いるのが好ましい。同一の設定内容の再現が容易だからであ
る。
【００３２】
　前記第２記憶部２５には予めルックアップテーブルが記憶されている。ルックアップテ
ーブルは、図３Ｂに示すように、予め、ＬＥＤ群が発光する各色における色相角度を電流
値や電圧値等の電気量で表し、これをテーブル化したもので、第２記憶部２５に記憶・入
力させてある。
　図３Ｂに示しているルックアップテーブルでは、例えば、色が紫の場合、色相角度が２
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２６で、これに対応する変換値（ｍＡ）（色のデータの他の例）が、赤色Ｒ：０．２５、
緑色Ｇ：０．９６、青色Ｂ：０．７３である。
【００３３】
　図３Ａの制御装置２は、前記第２記憶部２５のルックアップテーブルから読み出し、色
相角度の指令値を電流、電圧等の電気量に変換して、駆動装置３が赤色ＬＥＤ群、緑色Ｌ
ＥＤ群、青色ＬＥＤ群にそれぞれ出力することによって光源部４２を駆動制御する。
【００３４】
　すなわち、前記リモコン１０は前記診断装置１Ａおよび治療装置１Ｂの各駆動装置３を
介して前記診断装置１Ａおよび治療装置１Ｂの前記光の色等を遠隔設定する設定部１２～
１４を有する。一方、前記治療装置は前記設定部１２～１４で設定した光の色等を設定変
更する変更部２２～２４を有し、前記設定部１２～１４による光の色の設定のレンジより
も前記変更部２２～２４による光の色等の変更のレンジが小さい。
　これにより、飼主が光の色や強度（光量）、照射時間を大きく変えることがないように
している。
　なお、リモコン１０に設定部１２～１４を設ける場合、制御装置２には変更部２２～２
４を設けなくてもよい。この場合、飼主による設定変更を防止できる。
【００３５】
　つぎに、診断方法について説明する。
　まず、図４のステップＳ１で飼主から問診を行い、獣医の経験則や治験例に基づいて、
ペットの症状に応じた光の色（色相角）、光量および照射時間を定める。ついで、ステッ
プＳ２に進み、図３Ａのリモコン１０の各設定部１２～１４から前記定めた色等を設定し
、第１記憶部１５に記憶させる。
【００３６】
　前記設定後、図４のステップＳ３に進み、予め図１の犬舎Ｗ内にペットを入れ、リモコ
ン１０から制御装置２に前記設定内容を送信し、図３ＡのON・OFF スイッチ２０をＯＮに
する。前記送信により第２記憶部２５に記憶された内容と図３Ｂのテーブルに従って駆動
装置３は光源部４２の各ＬＥＤから所期の光量の光が出射され、設定した色の光が設定し
た時間だけ出射される。
【００３７】
　ついで、ステップＳ４に進み、前記施術中および施術後のビデオカメラＣａの映像から
ペットの行動に基づいて色による利き目を獣医は判断し、前記光の色で当該ペット（個体
）の未病等を治療できるか否かを判断する。たとえば、興奮が軽くなったか否かは検体（
個体）の座位の時間が白色光の場合よりも短くなったかなどから知ることができる。
【００３８】
　前記判断の結果、前記色および時間で治療できないと判断した場合はステップＳ２に戻
り、前記色および時間の設定と、前記色の照射とを繰り返す。一方、前記判断の結果、前
記色および時間で治療ができると判断した場合はステップＳ５に進む。
【００３９】
　次のステップＳ５では、獣医は飼主を病院に呼出し前記光の色と時間とを教え、これに
よる治療でいかなる効果が得られるかを説明する。この説明に従って、次のステップＳ６
に進み図１の治療装置１Ｂの売買契約ないしリース契約を行う。
【００４０】
　契約が成立後、次のステップＳ７で獣医は治療装置１Ｂを商社に発注し、治療装置１Ｂ
が入荷した後にステップＳ８で当該治療装置１Ｂについて前記図３Ａのリモコン１０を用
いて前記テストにより求めた色、光量および時間を設定する。
【００４１】
　前記制御装置２の第２記憶部２５に光量、時間および色（色相角）が記憶された後に、
図４のステップＳ９進み治療装置１Ｂを前記飼主に引き渡す。
【００４２】
　前記治療装置１Ｂを購入した飼主は自宅の犬舎に載せると共に必要に応じてペットを犬
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舎内に入れて、当該ペットに治療を施す。
　この際、色、光量および時間が必要に応じて予め選択設定されているので、飼主は色治
療についての詳しい知識を必要としない。
【００４３】
　なお、各変更部２２～２４を設けておけば前記色、光量および時間は飼主が若干変更す
ることなできる。この場合に各変更部２２～２４によるレンジの幅が設定部１２～１４に
よるレンジの幅よりも狭いので、変更しすぎによる弊害を防止できる。
【００４４】
　また、前記各変更部２２～２４を設けない場合は、飼主による謝った治療装置１Ｂの用
い方を確実に防止し得る。
【００４５】
　つぎに、色治療を明瞭にするために、試験例を示す。
　色彩のある空間で犬の生理・心理的変化を明らかにし、普段と異なる環境において動物
にかかるストレスを軽減させる色彩環境について調べた。
【００４６】
　準備したもの：犬（検体）、動物飼育用の枠、前記平面発光装置４０、枠を覆う白い布
１００（図１Ａ参照）、ビデオカメラＣａ、ビデオ録画用ハードウェア
【００４７】
（１）実験環境内には、水の入った器を入れ、餌の供給は普段と同様に行い、排泄物は発
見時に除去し、ストレスの原因となる他の要因を極力除去した。
（２）実験の前日から、被験体（検体）を実験で用いる環境に移した。実験当日に柵外に
ビデオカメラＣａ（ＦＩＧ１Ａ参照）を設置した。録画を開始し、実験開始３０分前から
ＬＥＤライト照射（白）を開始した。
（３）黄色で３０分間照射する。
（４）白色（コントロール）を１０照射し、その後、赤色を３０分間照射した。
（５）（４）に述べた手順で緑色の照射を同様に行った。
（６）最後に白色ライトを１０分間照射した後、採血と心拍数、呼吸数、体温の測定を行
った。
（７）ビデオカメラの録画を停止した。
（８）実験中、ビデオカメラは継続して録画し、色彩の変化による検体の行動の変化は落
ち着いた状態で座っている時間、立っている時間および立ってクルクル回っている（旋回
している）時間の長さを測定した。
　前記各時間の長さの割合を図５Ａに示す。
【００４８】
　行動の変化は、犬（検体）が「座る」、「立つ」または「旋回運動（クルクル回る」に
よって判断した。これらの行動により検体の心の動揺や落ち着きの度合が分かるからであ
る。
　すなわち、一般に犬が落ち着いた状態では座っている場合が多く、落ち着きがなくなる
と、クルクル回り、警戒心が強い場合は立っていることが多い。
【００４９】
　図５から分かるように、緑色では犬の行動が落ち着くのに対し、赤色では犬の行動に落
ち着きがなくなるのが分かる。また、赤色と緑色との中間色である黄色の場合には前記赤
色と緑色の中間の結果が得られている。
【００５０】
　この顕著な結果から、動物（犬）も人と同様に色を識別する機能があり、また、人と同
様に色による病気、未病の治療やストレスの緩和を図り得ると推測される。
【００５１】
　図６は人の場合において、症状と“利き目のある色”との関係を本発明者が経験則等に
より知り得た結果を示す。
　この図表から分かるように、たとえば“倦怠の解消”をする場合に赤、青のいずれが効



(9) JP 2012-16426 A 2012.1.26

10

20

30

果的であるかは倦怠の原因によって大きく（真逆に）異なる。また、たとえば、“興奮を
軽くする”場合には青、緑の双方が効果的であるが、個体や状況に応じて、より効果的な
色がいずれであるか変動する。
　一方、同じ色を照射しすぎると、弊害も生じるため、１日ないし１週間当たりの適切な
治療（照射）時間も獣医が経験則などにより推定し、これを守ることは重要である。
　したがって、専門の獣医が予め診断し、その診断結果に応じて色および／または時間の
少なくとも一方を飼主に教示し、これを治療装置に初期設定することが有用であることが
分かる。
【００５２】
　前記実施例では図３Ａのリモコン１０に第１表示部１１，第１記憶部１５および設定部
１２～１４を設けたが、前記リモコン１０を必ずしも設ける必要はなく、図５Ｂのように
、制御装置２に第１表示部１１，色相角設定部１２および第１記憶部１５を設けてもよい
。また、図３Ａのタイマ２６や光量設定部１３および時間設定部１４は必ずしも設ける必
要はない。
【００５３】
　また、平面発光装置４０としては前記実施例のものに限らず、ＪＰ２００７－１７９７
５１ＡやＪＰ２００９－８６０２３Ａなどの種々の構造を採用し得る。
【産業上の利用可能性】
【００５４】
　本発明は主として、犬猫の未病、病気等の治療に利用できるが、他の動物の治療および
人にも利用し得る。
【符号の説明】
【００５５】
　２：制御装置
　３：駆動装置
　１０：リモコン
　４０：平面発光装置
　４１：導光板
　４２：光源部
　４３：反射シート
　４４：拡散シート
　１００：白い布
　Ｃａ：ビデオカメラ
　Ｗ：犬舎
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