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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数個の白色ＬＥＤ（１１～１３、３１～３４、４１～４６）と、一又は複数個の赤色
ＬＥＤ（１４）とを含んでいる、ＬＥＤ照明装置（１０、３０、４０）であって、
　上記赤色ＬＥＤと白色ＬＥＤが、照射面（２０）にて互いにほぼ同じ配光パターンとな
るような指向性を有し、上記赤色ＬＥＤが発光領域の中心に配置されており、上記白色Ｌ
ＥＤが、赤色ＬＥＤの周囲に互いにほぼ等角度間隔に配置されていることを特徴とする、
ＬＥＤ照明装置。
【請求項２】
　上記赤色ＬＥＤと白色ＬＥＤの光軸が互いにほぼ平行に配置されていることを特徴とす
る、請求項１に記載のＬＥＤ照明装置。
【請求項３】
　上記白色ＬＥＤが、青色ＬＥＤチップと、青色ＬＥＤチップからの青色光を吸収して黄
色系の蛍光を発して、青色光との混色により白色光を発生させる蛍光体と、から構成され
ていることを特徴とする、請求項１又は２の何れかに記載のＬＥＤ照明装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、光源としてＬＥＤを使用した照明装置に関し、特に白色ＬＥＤと赤色ＬＥＤを
混在させることにより演色性を高めるようにしたＬＥＤ照明装置に関するものである。
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【０００２】
【従来の技術】
従来、このような演色性を高めるようにした照明装置としては、例えば特許文献１から４
に示すような照明装置が知られている。
まず、特許文献１においては、光源として紫外線から赤外線領域までのレーザ光を発生さ
せる半導体レーザ素子を使用して、このレーザ光を蛍光体によりあるいは三原色の重ね合
わせにより、所望の色の照明光を得るようにしている。
その際、拡散レンズや集光レンズを使用することによって、精密に配光調整するようにし
ている。
【０００３】
次に、特許文献２においては、白色ＬＥＤに対して、高照度を得るために橙色や黄色のＬ
ＥＤを少数混在させた照明装置において、赤色ＬＥＤを少数混在させることにより、電球
色に近い照明色を得るようにしている。
ここで、配光の均一性を確保するために、所謂市松模様またはそれに近い配列となるよう
に、白色ＬＥＤ及び赤色ＬＥＤを配置するようにしている。
【０００４】
また、特許文献３においては、多色ＬＥＤにおいて、ＬＥＤチップを光軸上にて視野外と
なる位置に配置し、あるいは青色ＬＥＤチップを中心に配置することによって、樹脂モー
ルドから成るレンズに混入させる光分散材を減少させて、発光効率を高めるようにしてい
る。
【０００５】
さらに、特許文献４においては、赤色，緑色，青色の三原色のＬＥＤを多数混在させるこ
とにより、一般照明器具に対して、従来の電球等の代わりに取付可能に構成するようにし
ている。
【０００６】
【特許文献１】
特許第２５９６７０９号
【特許文献２】
特許第３１７７２３４号
【特許文献３】
特許第２８２２８１９号
【特許文献４】
特開２０００－８２３０４号
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、これらの特許文献に開示された照明装置に関しては、以下のような問題が
ある。
即ち、特許文献１においては、半導体レーザ素子からのレーザ光を拡散レンズや集光レン
ズの光学レンズ系によって精密に配光調整する必要があり、光学レンズ系が高価になって
しまうと共に、演色性を高めるためには、光学レンズ系の精度そして配光調整の精度を高
める必要があることから、光学レンズ系のコストがより一層高くなってしまう。
【０００８】
また、特許文献２においては、特に黄色蛍光体を使用した白色ＬＥＤは、暖色の演色性が
低下してしまうことから、混在させる赤色ＬＥＤを複数個混在させることにより演色性を
改善するようにしているが、配光の均一性を確保するためには、赤色ＬＥＤを市松模様や
それに近い配列にするために、比較的多数、場合によっては白色ＬＥＤとほぼ同数の赤色
ＬＥＤが必要になってしまう。
【０００９】
これに対して、特許文献３においては、一つの素子にて複数色のＬＥＤチップを搭載する
ことにより、光分散材を低減させることにより、例えばインジケータとして使用する場合
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には、光効率を高めるために特に問題はないが、照明装置として使用する場合には、光分
散材による拡散発光のため配光特性の制御が困難であると共に、チップ位置とレンズとの
関係から光分散材で十分に拡散されない光の色収差が発生しやすく、各色の良好な配光バ
ランスを得ることが困難であり、照明装置としての演色性を低下させてしまうことになる
。
【００１０】
さらに、特許文献４においては、最も単純な構成により、良好な配光特性を得ることがで
きるが、より良好な配光特性を得るためには、より多数の素子が必要になり、照明装置全
体が複雑化してしまい、コストが増大してしまうことになる。
【００１１】
本発明は、以上の点から、簡単な構成により、より少ないＬＥＤを使用して、良好な色バ
ランスと良好な配光特性を得るようにした、ＬＥＤ照明装置を提供することを目的として
いる。
【００１２】
　上記目的は、本発明の構成によれば、複数個の白色ＬＥＤ（１１～１３、３１～３４、
４１～４６）と、一又は複数個の赤色ＬＥＤ（１４）とを含んでいる、ＬＥＤ照明装置（
１０、３０、４０）であって、上記赤色ＬＥＤと白色ＬＥＤが、照射面（２０）にて互い
にほぼ同じ配光パターンとなるような指向性を有し、上記赤色ＬＥＤが発光領域の中心に
配置されており、上記白色ＬＥＤが、赤色ＬＥＤの周囲に互いにほぼ等角度間隔に配置さ
れていることを特徴とする、ＬＥＤ照明装置により、達成される。
【００１４】
本発明によるＬＥＤ照明装置は、好ましくは、上記赤色ＬＥＤと白色ＬＥＤの光軸が互い
にほぼ平行に配置されている。
【００１５】
本発明によるＬＥＤ照明装置は、好ましくは、上記白色ＬＥＤが、青色ＬＥＤチップと、
青色ＬＥＤチップからの青色光を吸収して黄色系の蛍光を発して、青色光との混色により
白色光を発生させる蛍光体と、から構成されている。
【００１６】
上記構成によれば、赤色ＬＥＤを中心に配置することにより、赤色ＬＥＤからの赤色光が
、周囲に配置された白色ＬＥＤからの白色光に対して実質的に均等に分配され、配光され
ることによって、各白色ＬＥＤからの白色光が、均一に赤色ＬＥＤからの赤色光により演
色されることになる。なおまた、白色ＬＥＤを中心に配置する場合も同様の演色効果を得
ることが可能である。
【００１７】
上記赤色ＬＥＤと各白色ＬＥＤが、照射面にて互いにほぼ同じ配光パターンを有している
場合には、赤色ＬＥＤ及び各白色ＬＥＤからの光が、照射面にて実質的に同じ範囲に重な
り合って照射されるので、赤色ＬＥＤ及び各白色ＬＥＤからの光が、実質的に十分に混色
されることになる。
【００１８】
そして、赤色ＬＥＤからの赤色光及び各白色ＬＥＤからの白色光は、光学レンズ系を利用
することなく、また各ＬＥＤのレンズに光分散材を混入することなく、直接に照射される
ことになるので、光学レンズ系の製造コスト及び精密な組立コストが不要になると共に、
光分散材による光拡散が排除され、また光拡散材による光拡散のバラツキによって色収差
が発生することもない。
従って、本発明によれば、演色のための赤色ＬＥＤの数をできるだけ少なくすることによ
り、低コストで、演色性が高く、しかも色ムラのない均一な照明光が得られることになる
。
【００１９】
上記赤色ＬＥＤと各白色ＬＥＤの光軸が互いにほぼ平行に配置されている場合には、赤色
ＬＥＤ及び各白色ＬＥＤからの光が、光軸方向に向かって出射して、互いに光軸のずれの
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範囲内で実質的に重なり合って照射されるので、赤色ＬＥＤ及び各白色ＬＥＤからの光が
、実質的に十分に混色されることになる。
【００２０】
上記赤色ＬＥＤと各白色ＬＥＤが、照射面にて互いにほぼ同じ配光パターンを有している
場合には、赤色ＬＥＤ及び各白色ＬＥＤからの光が、照射面にて実質的に同じ範囲に重な
り合って照射されるので、赤色ＬＥＤ及び各白色ＬＥＤからの光が、実質的に十分に混色
されることになる。
【００２１】
上記白色ＬＥＤが、青色ＬＥＤチップと、青色ＬＥＤチップからの青色光を吸収して黄色
系の蛍光を発して、青色光との混色により白色光を発生させる蛍光体と、から構成されて
いる場合には、各白色ＬＥＤにて、青色ＬＥＤチップから青色光が蛍光体に入射して、蛍
光体により黄色系の蛍光に変換される。そして、蛍光体からの黄色光が青色ＬＥＤチップ
からの青色光と混色されることにより、白色光となって外部に照射される。
そして、各白色ＬＥＤからの白色光が、赤色ＬＥＤからの赤色光と混色されることにより
、演色が行なわれることになる。
【００２２】
このようにして、本発明によれば、簡単な構成により、即ち演色のための赤色ＬＥＤを少
数使用して、また光学レンズ系や光分散材を使用することなく、低コストで、演色性の高
い、均一な配光特性を有するＬＥＤ照明装置を提供することができる。
【００２３】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の好適な実施形態を図１乃至図９を参照しながら、詳細に説明する。
尚、以下に述べる実施形態は、本発明の好適な具体例であるから、技術的に好ましい種々
の限定が付されているが、本発明の範囲は、以下の説明において特に本発明を限定する旨
の記載がない限り、これらの態様に限られるものではない。
【００２４】
図１は、本発明によるＬＥＤ照明装置の第一の実施形態の構成を示している。
図１において、ＬＥＤ照明装置１０は、照明すべき床面２０の上方に配置されており、床
面２０に向かって照明光Ｌを照射するようになっている。
上記ＬＥＤ照明装置１０は、図２及び図３に示すように、発光部として、例えば基板（図
示せず）上に実装された複数個のＬＥＤ、即ち複数個（図示の場合、３個）の白色ＬＥＤ
１１，１２，１３と、一つの赤色ＬＥＤ１４と、を含んでいる。
ここで、上記各白色ＬＥＤ１１，１２，１３は、下方から見たとき、図２に示すように、
中心に配置された赤色ＬＥＤ１４の周りに、互いにほぼ等角度間隔に配置されている。
【００２５】
上記白色ＬＥＤ１１，１２，１３は、それぞれ公知の互いに同じ構成であって、青色ＬＥ
Ｄチップ（図示せず）と、青色ＬＥＤチップを覆うように配置された蛍光体と、から構成
されている。
ここで、各白色ＬＥＤ１１，１２，１３は、図３に示すように、それぞれその光軸が下方
に向かってほぼ鉛直に延びるように配置されている。
これにより、青色ＬＥＤチップから出射する青色光が蛍光体に入射して、黄色系の蛍光に
変換され、青色ＬＥＤチップからの青色光と混色されることにより、例えば図４（Ａ）に
示すようなスペクトル特性の白色光Ｌ１，Ｌ２，Ｌ３を外部に向かって照射するようにな
っている。
【００２６】
上記赤色ＬＥＤ１４は、公知の構成であって、駆動電圧が印加されたとき、例えば図４（
Ｂ）に示すようなスペクトル特性の赤色光Ｌ４を発生させるようになっている。
そして、上記赤色ＬＥＤ１４も、同様に、図３に示すように、その光学が下方に向かって
ほぼ鉛直に、そして互いにほぼ平行に延びるように配置されている。
【００２７】
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さらに、上記各白色ＬＥＤ１１，１２，１３及び赤色ＬＥＤ１４は、床面２０上にて、互
いにほぼ同じ配光パターンを有するように構成されている。
これにより、各白色ＬＥＤ１１，１２，１３及び赤色ＬＥＤ１４は、互いに光軸のずれ量
だけ互いにずれた照射範囲に対して照明光を照射するようになっている。
【００２８】
本発明実施形態によるＬＥＤ照明装置１０は、以上のように構成されており、各白色ＬＥ
Ｄ１１，１２，１３及び赤色ＬＥＤ１４に対して駆動電圧が印加されることにより、これ
らの各白色ＬＥＤ１１，１２，１３及び赤色ＬＥＤ１４が発光する。
これにより、赤色ＬＥＤ１４から出射した赤色光Ｌ４は、床面２０にて、図５（Ａ）に示
す照射範囲２１に対してほぼ一致した照射範囲（図５（Ｂ）参照）に照射パターンを形成
する。
【００２９】
これに対して、各白色ＬＥＤ１１，１２，１３は、それぞれＬＥＤ照明装置１０の中心（
即ち赤色ＬＥＤ１４の中心）から所定距離だけずれていることから、各白色ＬＥＤ１１，
１２，１３から出射した白色光Ｌ１，Ｌ２，Ｌ３は、それぞれ図５（Ｃ）に示すように、
照射範囲２１に対して、僅かにずれた照射範囲に照射パターンを形成する。
これにより、各白色ＬＥＤ１１，１２，１３から出射した白色光Ｌ１，Ｌ２，Ｌ３は、全
体として図５（Ｄ）に示すように、上記照射範囲２１とほぼ一致する照射範囲Ｌ０を形成
することになる。
【００３０】
そして、上記各白色ＬＥＤ１１，１２，１３及び赤色ＬＥＤ１４から出射した光Ｌ０及び
Ｌ４は、全体として、図５（Ｅ）に示すように、照射範囲２１とほぼ一致する照射範囲Ｌ
を形成する。
ここで、照射範囲Ｌにおいては、各白色ＬＥＤ１１，１２，１３及び赤色ＬＥＤ１４から
出射した光Ｌ０及びＬ４が全体に亘ってほぼ均一に配光されることになるので、照射範囲
Ｌのスペクトル特性は、図４（Ｃ）に示すように、白色光Ｌ０が、赤色光Ｌ４と均一に混
色され、演色されることになる。
【００３１】
このようにして、本発明によるＬＥＤ照明装置１０によれば、中心の赤色ＬＥＤ１４の周
りに複数個の白色ＬＥＤ１１，１２，１３をほぼ等角度間隔に配置することにより、全体
として均一な白色光Ｌ０と赤色光Ｌ４との混色が行なわれ、得られた混色光Ｌが全体とし
て均一になり、混色光における配光の均一性が得られることになる。
【００３２】
この場合、従来のような光学レンズ系を使用していないことから、簡単な構成により、低
コストで照明装置を構成することが可能になると共に、光学レンズ系の高精度の位置合わ
せが不要であることから、光学レンズ系の製造コスト、そして組立コスト及びメンテナン
スコストが低減され得ることになる。
【００３３】
また、赤色ＬＥＤの周りに白色ＬＥＤをほぼ等角度間隔に配置することにより、赤色ＬＥ
Ｄの個数が最小限で済み、また白色ＬＥＤも比較的少数でよいことから、部品コストが少
なくて済むと共に、光分散材による拡散発光が不要であることから、色収差が発生したり
、配光特性のバラツキが発生するようなことはなく、演色性を高めることが可能になる。
【００３４】
図６は、本発明によるＬＥＤ照明装置の第二の実施形態を示している。
図６において、ＬＥＤ照明装置３０は、図１乃至図３に示したＬＥＤ照明装置１０とほぼ
同様の構成であり、同じ構成要素には同じ符号を付して、その説明を省略する。
ＬＥＤ照明装置３０は、図１乃至図３に示したＬＥＤ照明装置１０と比較して、四個の白
色ＬＥＤ３１，３２，３３，３４を備えている点でのみ、異なる構成になっている。
これらの白色ＬＥＤ３１，３２，３３，３４は、中心に配置された赤色ＬＥＤ１４に対し
て、その周りにほぼ等角度間隔に配置されていると共に、それぞれその光軸が下方に向か
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ってほぼ鉛直に延びるように配置されている。
【００３５】
このような構成のＬＥＤ照明装置３０によれば、各白色ＬＥＤ３１乃至３４からの白色光
が、床面２０の照射範囲２１に対してほぼ均一に照射されると共に、赤色ＬＥＤ１４から
の赤色光が、同様に床面２０の照射範囲２１に対してほぼ均一に照射される。
これにより、床面２０の照射範囲２１に対して、各白色ＬＥＤ３１乃至３４からの白色光
と赤色ＬＥＤ１４からの赤色光がほぼ均一に混色されることになり、均一な配光特性が得
られると共に、演色性が高められることになる。
【００３６】
図７は、本発明によるＬＥＤ照明装置の第三の実施形態を示している。
図７において、ＬＥＤ照明装置４０は、図１乃至図３に示したＬＥＤ照明装置１０とほぼ
同様の構成であり、同じ構成要素には同じ符号を付して、その説明を省略する。
ＬＥＤ照明装置４０は、図１乃至図３に示したＬＥＤ照明装置１０と比較して、六個の白
色ＬＥＤ４１，４２，４３，４４，４５，４６を備えている点でのみ、異なる構成になっ
ている。
これらの白色ＬＥＤ４１乃至４６は、中心に配置された赤色ＬＥＤ１４に対して、その周
りにほぼ等角度間隔に配置されていると共に、それぞれその光軸が下方に向かってほぼ鉛
直に延びるように配置されている。
【００３７】
このような構成のＬＥＤ照明装置４０によれば、各白色ＬＥＤ４１乃至４６からの白色光
が、床面２０の照射範囲２１に対してほぼ均一に照射されると共に、赤色ＬＥＤ１４から
の赤色光が、同様に床面２０の照射範囲２１に対してほぼ均一に照射される。
これにより、床面２０の照射範囲２１に対して、各白色ＬＥＤ４１乃至４６からの白色光
と赤色ＬＥＤ１４からの赤色光がほぼ均一に混色されることになり、均一な配光特性が得
られると共に、演色性が高められることになる。
【００３８】
図８は、本発明によるＬＥＤ照明装置の第四の実施形態を示している。
図８において、ＬＥＤ照明装置５０は、図１乃至図３に示したＬＥＤ照明装置１０とほぼ
同様の構成であり、同じ構成要素には同じ符号を付して、その説明を省略する。
ＬＥＤ照明装置５０は、図１乃至図３に示したＬＥＤ照明装置１０と比較して、六個の白
色ＬＥＤ５１，５２，５３，５４，５５，５６を備えている点並びに一個の赤色ＬＥＤ１
４を有する点でのみ、異なる構成になっている。
これらの白色ＬＥＤ５１乃至５６の内、白色ＬＥＤ５１が中心に配置され、赤色ＬＥＤ１
４並びにその他の白色ＬＥＤ５２乃至５６がその周りにほぼ等角度間隔に配置されている
と共に、それぞれその光軸が下方に向かってほぼ鉛直に延びるように配置されている。
【００３９】
このような構成のＬＥＤ照明装置５０によれば、赤色ＬＥＤ１４並びにその他の白色ＬＥ
Ｄ５２乃至５６からの光が、床面２０の照射範囲２１に対してほぼ均一に照射されると共
に、白色ＬＥＤ５１からの光が、同様に床面２０の照射範囲２１に対してほぼ均一に照射
される。
これにより、床面２０の照射範囲２１に対して、各白色ＬＥＤ５１乃至５６からの白色光
と赤色ＬＥＤ１４からの赤色光がほぼ均一に混色されることになり、均一な配光特性が得
られると共に、演色性が高められることになる。
【００４０】
図９は、本発明によるＬＥＤ照明装置の第五の実施形態を示している。
図９において、ＬＥＤ照明装置６０は、図１乃至図３に示したＬＥＤ照明装置１０とほぼ
同様の構成であり、同じ構成要素には同じ符号を付して、その説明を省略する。
ＬＥＤ照明装置６０は、図１乃至図３に示したＬＥＤ照明装置１０と比較して、五個の白
色ＬＥＤ６１，６２，６３，６４，６５を備えている点並びに二個の赤色ＬＥＤ１４を有
する点でのみ、異なる構成になっている。
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これらの白色ＬＥＤ６１乃至６５の内、白色ＬＥＤ６１が中心に配置され、二個の赤色Ｌ
ＥＤ１４並びにその他の白色ＬＥＤ６２乃至６５がその周りにほぼ等角度間隔に配置され
ていると共に、それぞれその光軸が下方に向かってほぼ鉛直に延びるように配置されてい
る。
【００４１】
このような構成のＬＥＤ照明装置６０によれば、二個の赤色ＬＥＤ１４並びにその他の白
色ＬＥＤ６２乃至６５からの光が、床面２０の照射範囲２１に対してほぼ均一に照射され
ると共に、白色ＬＥＤ６１からの光が、同様に床面２０の照射範囲２１に対してほぼ均一
に照射される。
これにより、床面２０の照射範囲２１に対して、各白色ＬＥＤ６１乃至６５からの白色光
と二個の赤色ＬＥＤ１４からの赤色光がほぼ均一に混色されることになり、均一な配光特
性が得られると共に、演色性が高められることになる。
【００４２】
上述した実施形態においては、三個，四個，五個または六個の白色ＬＥＤが備えられてい
るが、これに限らず、二個または七個以上の白色ＬＥＤが備えられていてもよいことは明
らかである。その場合、各白色ＬＥＤは、それぞれ中心の赤色ＬＥＤ又は白色ＬＥＤの周
りにほぼ等角度間隔で配置されればよい。
【００４３】
また、上述した実施形態においては、中心に一個の赤色ＬＥＤ１４が配置され、又は中心
に配置されている白色ＬＥＤの周りに一個又は二個の赤色ＬＥＤ１４が配置されているが
、これに限らず、中心又は周囲に二個以上の赤色ＬＥＤが配置されていてもよい。
さらに、上述した実施形態においては、ＬＥＤ照明装置１０，３０，４０，５０．６０は
、下方に向かって床面２０に対して照明光を照射するようになっているが、これに限らず
、上方，側方等他の方向に照明光を照射するようにしてもよいことは明らかである。
【００４４】
【発明の効果】
以上述べたように、本発明によれば、赤色ＬＥＤからの赤色光及び各白色ＬＥＤからの白
色光は、光学レンズ系を利用することなく、また各ＬＥＤのレンズに光分散材を混入する
ことなく、直接に照射されることになるので、光学レンズ系の製造コスト及び精密な組立
コストが不要になると共に、光分散材による光拡散が排除され、また光拡散材による光拡
散のバラツキによって色収差が発生することもない。
【００４５】
従って、演色のための赤色ＬＥＤの数をできるだけ少なくすることにより、低コストで、
演色性が高く、しかも色ムラのない均一な照明光が得られるので、例えばシャンデリア，
シーリングライト，ペンダントライト，ブラケットライト，バスルームライト，キッチン
ライト等の一般照明器具の光源として利用することができる。
【００４６】
このようにして、本発明によれば、簡単な構成により、より少ないＬＥＤを使用して、良
好な色バランスと良好な配光特性を得るようにした、極めて優れたＬＥＤ照明装置が提供
され得る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明によるＬＥＤ照明装置の第一の実施形態の使用状態を示す概略図である。
【図２】図１のＬＥＤ照明装置の各白色ＬＥＤ及び赤色ＬＥＤの配置を示す概略平面図で
ある。
【図３】図１のＬＥＤ照明装置の要部を示す一部破断拡大側面図である。
【図４】図１のＬＥＤ照明装置における（Ａ）白色ＬＥＤからの白色光，（Ｂ）赤色ＬＥ
Ｄからの赤色光及び（Ｃ）全体の混色光のスペクトル特性を示すグラフである。
【図５】図１のＬＥＤ照明装置による床面における（Ａ）照明装置の照射範囲，（Ｂ）赤
色ＬＥＤの赤色光の照射範囲，（Ｃ）各白色ＬＥＤの白色光の照射範囲，（Ｄ）全白色Ｌ
ＥＤの白色光の全体の照射範囲及び（Ｅ）全白色ＬＥＤと赤色ＬＥＤからの混色光の全体
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の照射範囲を示す平面図である。
【図６】本発明によるＬＥＤ照明装置の第二の実施形態による各白色ＬＥＤ及び赤色ＬＥ
Ｄの配置を示す概略平面図である。
【図７】本発明によるＬＥＤ照明装置の第三の実施形態による各白色ＬＥＤ及び赤色ＬＥ
Ｄの配置を示す概略平面図である。
【図８】本発明によるＬＥＤ照明装置の第四の実施形態による各白色ＬＥＤ及び赤色ＬＥ
Ｄの配置を示す概略平面図である。
【図９】本発明によるＬＥＤ照明装置の第五の実施形態による各白色ＬＥＤ及び赤色ＬＥ
Ｄの配置を示す概略平面図である。
【符号の説明】
１０　　ＬＥＤ照明装置
１１，１２，１３　　白色ＬＥＤ
１４　　赤色ＬＥＤ
２０　　床面
２１　　照射範囲
３０　　ＬＥＤ照明装置
３１，３２，３３，３４　　白色ＬＥＤ
４０　　ＬＥＤ照明装置
４１，４２，４３，４４，４５，４６　　白色ＬＥＤ
５０　　ＬＥＤ照明装置
５１，５２，５３，５４，５５，５６　　白色ＬＥＤ
６０　　ＬＥＤ照明装置
６１，６２，６３，６４，６５　　白色ＬＥＤ

【図１】 【図２】
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