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(57)【要約】
　ハンズフリー照明具、その構成要素、及びハンズフリ
ー照明具と組み合わされる他の付属品が提供される。ハ
ンズフリー照明具は、帽子又は照明具付きの衣料品を含
む照明具付きの被り物であることが好ましい。ハンズフ
リー照明具はまた、それと共に用いられる様々な付属品
、例えば、赤目効果を低減するように構成されたフラッ
シュを有して被り物に取り付けられたカメラ、高出力の
光源から発生する熱を放散させるための種々の構成、帽
子の本来の外観を保つために被り物内に隠されたスイッ
チ、作動スイッチの偶発的な作動を防止するための作動
スイッチの保護ガード、及び、照明具付き帽子の本来の
流線形をした外観を保ちながら照明具付き帽子に電力を
供給するように構成された比較的可撓性があるバッテリ
モジュールなどを備え得る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　照明具付き被り物であって、
　空洞を形成する内表面を有するクラウン部分であって、前記空洞が使用者の頭部を受け
入れる湾曲を有するクラウン部分と、
　該被り物に配置され、該被り物から外側に向かって照明する少なくとも１つの光源と、
　前記少なくとも１つの光源に電気的に連通する電源バッテリと、
　前記電源バッテリ及び前記少なくとも１つの光源の間に延びる電線と、
　前記電源バッテリを収容するモジュールであって、該モジュールから前記電線が延び、
前記クラウン部分の前記空洞内に取り付けられるモジュールと、
　前記電源バッテリをその中に着脱可能に受け入れるポケットを有する前記モジュールの
剛性があるベース部分と、
　前記モジュールの可撓性があるオーバーモールド部分であって、前記剛性があるベース
部分に取り付けられ、前記電線を取り囲むことにより、前記剛性があるベース部分との接
続部で前記電線を保護し且つ前記モジュールを曲げさせて前記クラウン部分の空洞の湾曲
に沿って受け入れられるように前記モジュールが曲がることを可能にする可撓性を前記電
源バッテリモジュールに与える、可撓性があるオーバーモールド部分と
を備える照明具付き被り物。
【請求項２】
　布材の可撓性がある留めループが、前記モジュールを前記クラウン部分の空洞の前記内
表面に取り付ける請求項１に記載の照明具付き被り物。
【請求項３】
　照明具付き被り物であって、
　主要な上面及び主要な下面、並びに、前記主要な上面及び前記主要な下面の間の周縁部
を有するブリムと、
　前記ブリムに取り付けられ、該被り物の外側に向かって照明を向ける少なくとも１つの
光源と、
　前記少なくとも１つの光源に選択的に通電する電源と、
　フレキシブル回路基板であって、前記ブリムの前記主要な上面及び前記主要な下面のう
ちの一方に取り付けられる第１の部分、並びに前記ブリムの前記周縁部に取り付けられる
第２の部分を有し、前記電源及び前記少なくとも１つの光源に電気的に連通するフレキシ
ブル回路基板と、
　熱伝導材であって、前記ブリムの主要な上面に取り付けられる主要な放熱部分、及び前
記周縁部に取り付けらる第２の縁部部分を有する薄く平坦な形態を有し、前記第２の縁部
部分が前記光源から発生する熱を放散させるために前記少なくとも１つの光源と接触する
熱伝導材と
を備える照明具付き被り物。
【請求項４】
　前記ブリムが湾曲を有し、前記熱伝導材の前記主要な放熱部分が前記ブリムの湾曲に適
合する請求項３に記載の照明具付き被り物。
【請求項５】
　前記ブリムの周縁部が湾曲を有し、前記熱伝導材の前記第２の縁部部分が前記ブリムの
周縁部の湾曲に適合する請求項３に記載の照明具付き被り物。
【請求項６】
　照明具付き被り物であって、
　使用者の頭部に着用される頭部部分と、
　該照明具付き被り物に比較的近い領域を照明するように構成された少なくとも１つの第
１の光源と、
　該照明具付き被り物から比較的離れた領域を照明するように構成された少なくとも１つ
の第２の光源と
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を備える照明具付き被り物。
【請求項７】
　比較的遠い距離の照明を供給するように投射される狭い光錐を有する第１のＬＥＤと、
比較的近い距離の照明を供給するように、前記第１のＬＥＤからの前記狭い光錐より広く
投射される光錐を有する第２のＬＥＤとをさらに備える請求項６に記載の照明具付き被り
物。
【請求項８】
　前記第１の光源及び前記第２の光源が取り付けられたブリムをさらに備え、前記第１の
光源が、前記照明具付き被り物に比較的近い照明を供給するために前記第２の光源に対し
て下方に傾けられる請求項６に記載の照明具付き被り物。
【請求項９】
　カメラと照明具付き被り物との組み合わせ体であって、
　クラウン及びブリムを有し、前記ブリムが前縁部部分及び対向する側縁部部分を有する
帽子と、
　前記ブリムの前縁部部分の中央に取り付けられたレンズを有するデジタルカメラと、
　前記ブリムの前記対向する側縁部部分の各々で前記デジタルカメラのレンズの両側に等
しく間隔をあけて配置される一対の白色ＬＥＤであって、前記デジタルカメラと電気的に
接続されてフラッシュバルブとして機能し、該一対の白色ＬＥＤが前記レンズから間隔を
あける距離は赤目現象を低減するものである一対の白色ＬＥＤと
を備えるカメラと照明具付き被り物との組み合わせ体。
【請求項１０】
　前記ブリムは、下面を有し且つ前記下面に取り付けられたファインダを有し、前記ファ
インダは、前記ブリムの下面に隣接した格納位置から前記ブリムの下面とほぼ直交する動
作位置まで枢動し、前記動作位置では、前記ファインダは、前記被り物を着用している人
の視線の範囲内における前記デジタルカメラのレンズからの画像を供給するように配置及
び構成される請求項９に記載のカメラと照明具付き被り物との組み合わせ体。
【請求項１１】
　照明具付き被り物であって、
　開口が形成された周縁部を有するブリムと、
　前記ブリムに取り付けられる少なくとも１つの光源と、
　前記ブリムの周縁部の前記開口に取り付けられる回転スイッチであって、前記ブリムに
受け入れられる部分、及び前記少なくとも１つの光源に選択的に通電及び通電の遮断をす
るために使用者によって回されるよう露出した部分を有する回転スイッチと
を備える照明具付き被り物。
【請求項１２】
　照明具付き被り物であって、
　フードを有する衣料品と、
　ブリム及び前記フードに取外し可能に取り付けられるクラウン部分を有する取外し可能
な被り物部分であって、少なくとも１つの光源を有する取外し可能な被り物部分と
を備える照明具付き被り物。
【請求項１３】
　前記取外し可能な被り物部分が、着用者の頭部を取り囲む弾性ヘッドバンドを有し、前
記フードは、内表面を有し且つ布ループを有し、前記弾性ヘッドバンドは、前記布ループ
に通されることにより前記被り物部分を前記フードに取り付ける請求項１２に記載の照明
具付き被り物。
【請求項１４】
　前記フードの内表面は留め具を有し、前記留め具は、前記取外し可能な被り物のクラウ
ンの一部に設けられた対応する留め具と結合するように構成される請求項１２に記載の照
明具付き被り物。
【請求項１５】
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　前記ブリムが、その中に空洞を有すると共に前記空洞を覆う着脱可能なフラップを有し
、前記空洞は、電源と、前記少なくとも１つの光源に通電するスイッチと、前記空洞から
前記ブリムを通って延びるチャネルとを収容し、前記チャネルは、前記少なくとも１つの
光源が前記チャネルを通して前記電源と電気的に接続することができるように、前記少な
くとも１つの光源を中に受け入れる請求項１２に記載の照明具付き被り物。
【請求項１６】
　ブリム下面に点灯スイッチを有する照明具付き帽子のブリム用のブリムスリーブであっ
て、
　薄いボール紙本体と、
　前記照明具付き帽子のブリムにわたるサイズの前記本体の上部部分と、
　前記点灯スイッチに隣接して延びるように方向付けられる前記本体の少なくとも１つの
下部部分と、
　前記本体の下部部分に関連するスイッチガードであって、前記点灯スイッチの周囲に延
在して前記点灯スイッチの意図しない作動を回避するように構成され、前記点灯スイッチ
を動作させる意図した直接的な前記点灯スイッチへのアクセスを可能にする開口を有する
スイッチガードと
を備えるブリムスリーブ。
【請求項１７】
　前記スイッチガードが、前記薄いボール紙本体の前記下部部分に固定された別個の成形
樹脂部材である請求項１６に記載のブリムスリーブ。
【請求項１８】
　前記スイッチガードが、立ち上がりフランジ部分を有し、前記立ち上がりフランジ部分
は、前記点灯スイッチの周りに延在し且つ前記ブリムの下面から離れて延びるように構成
され、それにより、前記点灯スイッチの意図しない作動を回避するスペーサがもたらされ
る請求項１６に記載のブリムスリーブ。
【請求項１９】
　前記スイッチガードが、前記スイッチガードを前記ブリムの下面に座らせる環状の平坦
なベース面を有する請求項１８に記載のブリムスリーブ。
【請求項２０】
　前記スイッチガードの前記立ち上がりフランジ部分が、テーパ状の断面をした輪郭を有
し、前記テーパ状の断面をした輪郭は、前記点灯スイッチの周りに延在する前記フランジ
部分に剛性を付与するように、互いに向かって延びる内壁部と外壁部とを有する請求項１
６に記載のブリムスリーブ。
【請求項２１】
　前記スイッチガードが、直径を有して前記点灯スイッチの周りに延びる環状の壁部を有
し、それによって、前記壁部の直径にわたり且つ前記点灯スイッチに向かって移動される
物は、間隔をあけて位置する別になった場所で前記壁部に係合し、それにより前記物が前
記点灯スイッチを意図せず作動することが阻まれる請求項１６に記載のブリムスリーブ。
【請求項２２】
　照明具付き被り物であって、
　着用者の頭部上で受け入れられるクラウンと、
　前記クラウンの前方の下側縁部から延びるブリムと、
　該照明具付き被り物から照明を供給するように、該照明具付き被り物に取り付けられる
少なくとも１つの光源及び電源と、
　前記ブリムに取り付けられるスイッチと、
　前記ブリムから離れるように延び、且つ前記光源を選択的に「オン」又は「オフ」に切
り換えるために前記ブリムに向かって押圧可能な、前記スイッチのプランジャ式アクチュ
エータと、
　前記ブリムに固定されるように構成された包装カバーと、
　前記スイッチを意図しない作動から保護する、前記包装カバーのスイッチガード部分と
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、
　前記スイッチガード部分の壁部であって、前記包装カバーが前記ブリムに固定された状
態で、該スイッチガード部分の壁部は、前記プランジャ式アクチュエータに隣接して配置
され且つ前記ブリムから離れるように前記プランジャ式アクチュエータを越えて延び、そ
れにより、購入する可能性がある購入者による前記プランジャ式アクチュエータへの意図
した直接的なアクセスを可能とし且つ前記プランジャ式アクチュエータの意図しない作動
を回避するように、配置及び構成されるスイッチガード部分の壁部と
を備える照明具付き被り物。
【請求項２３】
　前記スイッチに隣接した前記スイッチガードの前記壁部が、前記プランジャ式アクチュ
エータを実質的に取り囲む請求項２２に記載の照明具付き被り物。
【請求項２４】
　前記スイッチガード部分が、前記プランジャ式アクチュエータに直接アクセスするアク
セス開口を有し、前記アクセス開口は、使用者が前記アクセス開口を通じて前記スイッチ
を作動させることによって、前記プランジャ式アクチュエータを意図して作動させること
を可能とするものである請求項２３に記載の照明具付き被り物。
【請求項２５】
　前記プランジャ式アクチュエータが、前記被り物のブリム部分の下面にあり、前記包装
カバーが、対向する側部を有し且つ前記被り物のブリムの上面に沿って延びるように位置
する主要上部部分とフラップ部分とを有し、前記フラップ部分は、前記主要上部部分の各
側部から延び、且つ前記ブリムの外側縁部の周りに折り返して配置されて前記ブリムの下
面に沿って延び、それにより前記包装カバーを前記照明具付き被り物のブリムの上面及び
下面に適合するように位置付け、前記包装カバーを前記ブリムと実質的に同様の外形に保
つように前記ブリムの周りにスリーブを形成する請求項２２に記載の照明具付き被り物。
【請求項２６】
　各々の前記フラップ部分が、前記クラウンによって形成された内部空洞に挿入されるよ
うに配置及び構成された延長タブを有し、それにより前記包装カバーが、隠れた形で前記
照明具付き被り物に取外し可能に固定されることができる請求項２５に記載の照明具付き
被り物。
【請求項２７】
　前記タブが、前記クラウンの空洞の下側内表面の周りに延びる内側のビン革に重なり固
定される請求項２６に記載の照明具付き被り物。
【請求項２８】
　前記包装カバーがファイバーボード材であり、前記スイッチガード部分が、前記ファイ
バーボード材に留め具で固定される成形樹脂製の別個の部品である請求項２２に記載の照
明具付き被り物。
【請求項２９】
　前記樹脂製スイッチガード部分が、前記壁部の縁部から外側に延びるフランジを有し、
前記フランジは、前記樹脂製スイッチガード部分を前記包装カバーにおける前記ファイバ
ーボードのフラップ部分の１つに固定する合わせ面を有する請求項２８に記載の照明具付
き被り物。
【請求項３０】
　前記スイッチガード部分の前記壁部は、前記プランジャ式アクチュエータが前記ブリム
の表面を越えて突出する距離より大きい高さを有し、それにより、前記プランジャ式アク
チュエータと前記スイッチガードの壁部の外側縁部との間に間隙が形成される請求項２２
に記載の照明具付き被り物。
【請求項３１】
　複数の入れ子になった照明具付き帽子を備えるパッケージアセンブリであって、
　複数の照明具付き帽子であって、各帽子が、クラウン、前記クラウンの下側縁部から外
側に延び且つブリム上面及びブリム下面を有するブリム、前記帽子からの照明を供給する
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光源、前記光源に通電する電源、並びに、前記帽子のブリムの前記下面から下方に延び且
つ前記光源に選択的に通電するように操作可能であるスイッチを有する複数の照明具付き
帽子と、
　前記複数の照明具付き帽子の入れ子状の配置であって、前記照明具付き帽子のうちの下
側の帽子が前記照明具付き帽子のうちの上側の帽子と入れ子にされ、それにより前記下側
の照明具付き帽子の前記クラウンが前記上側の照明具付き帽子の前記クラウンに挿入され
、且つ前記上側の照明具付き帽子の前記ブリムが、前記下側の照明具付き帽子の前記ブリ
ムの少なくとも一部に重なる、前記複数の照明具付き帽子の入れ子状の配置と、
　前記下側の照明具付き帽子の前記ブリムの上面及び前記上側の照明具付き帽子の前記ブ
リムの下面の間に位置付けられる差込スペーサ装置であって、前記上側の帽子のブリムの
下向きに延びるスイッチに隣接する前記上側の照明具付き帽子の前記ブリムの下面が、前
記入れ子状の配置にある状態で前記下側の帽子の前記ブリムの上面と間隔をおいて保たれ
それにより、前記入れ子にされた下側の帽子の前記ブリムの上面によって前記上側の帽子
のスイッチが意図せず作動することを回避するように構成された差込スペーサ装置と
を備えるパッケージアセンブリ。
【請求項３２】
　前記差込スペーサ装置が、前記複数の照明具付き帽子の各々に取外し可能に取り付けら
れた包装カバーに固定される請求項３１に記載のパッケージアセンブリ。
【請求項３３】
　前記包装カバーが、対向する側部を有し且つ前記帽子のブリムの上面に沿って延びるよ
うに位置付けられた上部カバー部分、、及びフラップ部分を有し、前記フラップ部分は、
前記上部カバー部分の各側部から延び、前記ブリムの外側縁部の周りに折り返して配置さ
れて前記ブリムの下面に沿って延在し、それにより、前記包装カバーが前記ブリムと同様
の外形を実質的に保つように、前記包装カバーを前記帽子のブリムの上面及び下面に適合
するように位置決めする請求項３１に記載のパッケージアセンブリ。
【請求項３４】
　各フラップ部分が、前記帽子のクラウンによって形成された内部空洞に挿入されるよう
に配置及び構成された延長タブを有し、それにより前記包装カバーが前記帽子の各々に取
外し可能に固定されることができる請求項３３に記載の照明具付き被り物。
【請求項３５】
　前記タブが、前記クラウンの空洞の下側内表面の周りに延びる内側のビン革に重なり固
定される請求項３４に記載の照明具付き被り物。
【請求項３６】
　前記包装カバーが板紙材であり、前記差込スペーサが、前記板紙材に留め具で固定され
る別個の成形樹脂部品である請求項３１に記載の照明具付き被り物。
【請求項３７】
　ブリムスリーブ包装カバーを有する被り物であって、
　上面及び下面、並びに前記上面及び前記下面の周りに延びる周縁部を含むブリムを有す
る帽子であって、前記ブリムの上面及び前記ブリムの下面が、前記ブリムの上面及び前記
ブリムの下面を横切る横方向の湾曲を有する帽子と、
　前記ブリムに取外し可能に取り付けられるように構成された前記ブリム用の板紙包装カ
バーと、
　前記ブリムの上面を実質的に覆うサイズであり且つ前記ブリムの上面の湾曲に適合する
ように構成された前記包装カバーの上側部分と、
　側部アーム部分であって、前記包装カバーの上側部分の対向する側部から下方に折り返
されて、前記ブリムの周縁部の周りに且つ前記ブリムの下面を横切って前記ブリムの下面
に沿って、互いに向かって横方向に延び、前記カバー上側部分及び折り返された該側部ア
ーム部分が前記ブリムの外形と同様の外形を有するように、前記ブリムの下面の湾曲に適
合するように構成された側部アーム部分と
を備える被り物。
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【請求項３８】
　前記帽子が、空洞を中に形成する内表面を有するクラウンを有し、前記側部アーム部分
が各々、前記クラウンの前記内部の空洞に挿入されるように前記各々の側部アーム部分か
ら後方に延びるタブを有し、それにより前記包装カバーが、隠れた形で前記帽子に固定さ
れることができる請求項３７に記載の被り物。
【請求項３９】
　前記クラウンが、その前記内表面の周りに延びる内側のビン革を有し、前記側部アーム
部分の前記タブが、前記内側のビン革に重なり固定される請求項３８に記載の被り物。
【請求項４０】
　前記包装カバーの前記上側部分及び前記側部アーム部分が、前記上側部分及び前記側部
アーム部分の間に折り目線を有し、前記折り目線は、前記側部アーム部分を前記折り目線
の周りに折り返して、前記ブリムの周縁部の周囲に延在させるものである請求項３８に記
載の被り物。
【請求項４１】
　前記帽子が、光源と、電源と、作動スイッチとを有し、前記包装カバーが、前記作動ス
イッチの意図しない作動を回避する、前記作動スイッチの周りに延びるスイッチガードを
有する請求項３８に記載の被り物。
【請求項４２】
　前記スイッチガードが、別個の成形樹脂製の壁部であり、前記別個の成形樹脂製の壁部
は、前記板紙包装カバーの前記側部アーム部分のうちの１つと接続され、前記スイッチを
取り囲む立ち上がりフランジを有する請求項３７に記載の被り物。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
［発明の分野］
　本分野は、ハンズフリー照明装置に関し、特に、照明具付き帽子、照明具付き衣料品、
並びに、ハンズフリー照明装置に関連する他の付属品及び構成要素に関する。
【０００２】
［関連出願との相互参照］
　本願は、参照することによって全体として本明細書に援用される２００７年１２月１８
日出願の米国仮特許出願第６１／０１４，７２６号明細書の利益を主張する。
【背景技術】
【０００３】
［発明の背景］
　人は多くの場合に、作業を行っている間にある領域を照明するように焦点が合わせられ
る光か、又は見通しが効くように全体として外側に向けられた光を必要とする。懐中電灯
を持つことが一つの選択肢となるが、かかる照明装置は、邪魔になることが多く作業の完
遂を妨げることもある、なぜなら、懐中電灯は、使用者が照明を必要とする作業場所に光
を向かわせるためには手で持たれている必要があるからである。結果的に、照明を必要と
する人が光源を手に持つ必要がないことから、ハンズフリーの照明が用いられることが多
い。
【０００４】
　照明具付き被り物は、様々なタイプの被り物及び帽子に取り付けられた照明光源を有し
得る。その光は、着用者が照明されることにより他人から見えるように向けることができ
る、又は、読書などのために着用者の視野内の領域を照明する着用者の前方への光を供給
するように、下方に向けることができる。本出願人の米国特許第６，６５９，６１８号明
細書によって、かかる照明具付き帽子の例が与えられている。光源は、１つ又は複数のＬ
ＥＤとすることができる。かかるＬＥＤ照明具付き被り物は、典型的な野球帽スタイルの
キャップに取り付けられたＬＥＤを有し得るもので、キャンプ、狩猟、魚釣り、又はジョ
ギングなどの、数多くのレクリエーション活動におけるハンズフリー照明に便利なもので



(8) JP 2011-518960 A 2011.6.30

10

20

30

40

50

ある。照明具付き被り物は、電源及び他の電気部品を保持するためのハウジング又はアセ
ンブリと、照明光源を含むための別のハウジング又はアセンブリとのように、別々になっ
た構成要素を有し得る。別の照明具付き帽子は、帽子のクラウン部分内及び／又はブリム
部分内にあらゆる電気部品を含み得る。いずれの場合も、照明具付き被り物は、概して、
ハウジングの１つ又は帽子の一部に位置し且つ使用者が作動させる（光源に通電するため
の）電源スイッチを有する。
【０００５】
　多くの場合に、照明具付き被り物は、購入する可能性がある者がスイッチを操作して光
源を点灯させることができるような形で店頭の商品棚に陳列される。このことのために、
帽子は、消費者が光源を作動させることができるように、電源が既に備わった状態で店舗
に供給され得る。しかしながら、照明具付き被り物は、電源が備わった状態で大量に店舗
に出荷され得るため、作動スイッチが隣に荷詰めされた帽子と接触することによって電源
が意図せず作動する可能性がある。特に、作動スイッチが帽子ブリムに位置付けられる場
合、配送過程において、ある帽子の帽子ブリムが、それと入れ子にされた（nested）別の
帽子の作動スイッチと係合する又はこの作動スイッチを押すことによって、偶発的に光源
の電源が入る可能性がある。このように偶発的に作動すれば、帽子が店頭の商品棚に陳列
される前に電源が消耗する可能性がある。
【０００６】
　事前に包装する構成は、商品が包装に入っていながら、スイッチを動かして電源を一時
的に作動させることができるように構成されている。しかしながら、かかる事前の包装は
、概して製品を完全に包み込むブリスタ型包装であるため、かさ高くなりがちであり、且
つ包装内の商品の外観を損なう。そのうえ、かかる事前のブリスタ包装の構成は、概して
、バッテリからの電力消耗を引き起こすかもしれないスイッチの偶発的な作動を阻止する
のに十分な構造を、包装に有していない。従って、こうした事前に包装する設計のものが
大量に出荷される場合には、隣接する包装同士の間で係合することによって電源が通電し
バッテリが消耗する危険性がある。
【０００７】
　例えば、Ｂｌａｕｓｔｅｉｎの米国特許第６，３１１，８３７号明細書により、電動歯
ブラシ用のかさ高いブリスタ包装が与えられている。このブリスタ包装は、包装材内にあ
りながら、電源スイッチを一時的に押すことができるようにすることによって、歯ブラシ
を一時的に作動させることが可能であるが、このブリスタ包装は、スイッチが永続的にオ
ンとなる位置にスライドすることを妨げることによって、電源が連続的に作動することを
阻止しようとするものである。このことのために、Ｂｌａｕｓｔｅｉｎは、スイッチを覆
うブリスタ包装材のもつ可撓性を用いて、その電源スイッチを一時的に押すことができる
ようにしている。このブリスタ包装材は、容易に変形することが可能であるため、スイッ
チは押されることができる。しかしながらその一方で、ブリスタ包装材は、一時的に作動
させるスイッチの一方の側に隣接する単一の細いリブを有するため、スイッチが連続的に
オン位置にスライドしたままの動作となることを防いでいる。
【０００８】
　Ｂｌａｕｓｔｅｉｎの単一のリブは、主として、作動スイッチが歯ブラシの柄に沿った
方向に移動又はスライドすることを阻止し、それによりスイッチが連続的にオン位置に移
動したままとなることを防止するように設計されている。この包装構成は、スイッチが連
続的にオン位置にスライドしたままとなることを防止するには効果的であり得るが、ブリ
スタ包装は、スイッチを一時的に作動させることができるようにするために、スイッチを
取り囲む比較的可撓性がある材料を有する。それ故、この包装構成を有する複数の商品が
互いに積み重ねられると、偶発的な作動がなお起こり得る。十分な数の商品が箱又は他の
輸送用クレート（crate）の中に密に詰められるとき、詰められた品物同士の間に発生す
る力は、スイッチを覆う薄いブリスタ包装材を変形させて、スイッチを一時的なオン位置
に押すのに十分となり得る。従って、Ｂｌａｕｓｔｅｉｎのスイッチは偶発的に一時的な
オン位置に押され、電源が消耗する可能性がある。
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【０００９】
　また、別の付属品が、かかる付属品における何らかのハンズフリー操作を概して可能と
するように、被り物に取り付けられている。この点で、その付属品が使用されている間、
人の両手は空いているため、他の作業を完了することができる。例えば、カメラ、双眼鏡
、並びに他の付属品が、概して人が両手を使う必要なしにその付属品の使用を可能にする
ために、被り物に取り付けられている。しかしながら、従来の帽子と付属品との構成は、
かさばる傾向があり、被り物の伝統的なスタイルを損なうものでもある。
【００１０】
　ある場合には、照明具付き被り物は、強力ＬＥＤなどの、動作時に比較的多量の熱を放
出する照明光源を含み得る。かかるＬＥＤの照明システムの構成要素を保護するために、
照明作動中に発生する熱を放散させることは都合がよい。残念ながら、ＬＥＤなどの小型
光源と共に使用するために構成された現行のヒートシンク（heat sink）は、大きくかさ
ばりがちであり且つヒートシンクを取り付ける比較的大きい平坦面を必要とする。加えて
、従来のヒートシンクとＬＥＤとの構成は、比較的厚く剛性があるものになる傾向があり
、野球帽型の縁有り帽子又は縁無し帽子のように、被り物のデザインによっては位置が制
限される可能性がある。従って、照明具付き帽子のＬＥＤにヒートシンクを取り付けると
、帽子の外形、そして特にそのブリムの外形が、そのより望ましい本来の外観と比べて厚
み及びかさが増す傾向となる。
【００１１】
　照明具付き被り物は、電源及び照明光源の間で電気的連通を行うように操作可能な作動
スイッチを有し得る。照明光源は、作動スイッチが押されるか、スライドされるか、又は
その他の方法で移動されてオン位置になると、通電されることができる。例えば、剛性を
もつブリム材を覆う布地の下に押しボタンスイッチを配置することが知られている。しか
しながら、多くの作動スイッチは、大きくかさばる傾向にあり、そして、作動スイッチに
よって帽子の外形に出っ張り又は他の隆起がもたらされるため、作動スイッチは、帽子が
そのより望ましい通常の外観を保つことをできなくする。
【００１２】
　他の被り物構成としては、剛性があるバッテリホルダに含まれる電源を有することであ
る。場合によっては、かかる剛性があるホルダは、被り物のクラウン部分における下方の
ビン革の領域内に配置される。なお、ビン革は、着用者の頭部のまわりを一周するもので
ある。バッテリホルダが剛性を有する構成であるため、バッテリホルダは一般に被り物の
湾曲した形状に適合しないので、被り物は着用者にとって着け心地の悪いものとなる可能
性がある。或いは、被り物に含まれる小袋又は他のポケットにバッテリを拘束せず入れる
こともできるが、そのようにバッテリを拘束しない構成はバッテリへの結線に負担をかけ
る可能性があり、結線は、帽子を繰り返し使用すると、繰り返し曲げられるため、最終的
に破損する可能性がある。
【発明の概要】
【００１３】
　ハンズフリー照明具、その構成要素、及びハンズフリー照明具と組み合わされる他の付
属品が提供される。ハンズフリー照明具は、帽子又は照明具付きの衣料品を含む照明具付
きの被り物であることが好ましい。ハンズフリー照明具はまた、それと共に用いられる様
々な付属品、例えば、赤目効果を低減するように構成されたフラッシュを有して被り物に
取り付けられたカメラ、高出力の光源から発生する熱を放散させるための種々の構成、帽
子の本来の外観を保つために被り物内に隠されたスイッチ、作動スイッチの偶発的な作動
を防止するための作動スイッチの保護ガード、及び、照明具付き帽子の本来の流線形をし
た外観を保ちながら照明具付き帽子に電力を供給するよう構成された比較的可撓性がある
バッテリモジュールなどを備え得る。
【００１４】
　一態様において、照明具付き被り物は、照明具付きの野球帽型の帽子であり、この被り
物では、帽子のブリムに複数のＬＥＤが取り付けられ、それにより帽子から少なくとも２
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つの異なる距離まで、外側に向かう照明を供給する。ある形態では、ＬＥＤは、２つの異
なる所定の光錐を有するＬＥＤを使用することによって、異なる距離まで外側への照明を
投射するように構成される。かかる形態では、一方のＬＥＤが、帽子により近い作用距離
に照明を供給するより広い光錐を有し、同時に、他方のＬＥＤが、帽子からより離れた作
用距離に照明を供給するより狭い光錐を有している。別の形態では、ＬＥＤは、様々な角
度で外側への照明を供給するようにブリムに取り付けられ、配置されることが可能である
。この形態では、１つ又は複数のＬＥＤが、帽子から遠く離れた距離にある領域に照明を
供給するように、ブリムと実質的に平行に照明を向けるように取り付けられることができ
、別のＬＥＤが、帽子の近くに照明を投射するように、ブリムに対して斜めに取り付けら
れることができる。かかるＬＥＤ照明具付き帽子は、近い作用距離、例えば、着用者の前
方約２４～３０インチの読書用の距離にも、又は着用者から大きく離れた作用距離にも、
向けられた照明を調光スイッチを必要とすることなく供給する。このことのために、本明
細書の照明具付き帽子はまた、着用者に近いところと着用者から離れたところとに、ほぼ
同じ光の強さを有する照明を供給するが、この場合、調光スイッチを用いる従来の帽子で
は、調光スイッチの位置によって強さを変えていた。
【００１５】
　別の態様において、照明具付き被り物は、ブリムに取り付けられたカメラ付属品を備え
る。ある形態では、カメラ付属品は、使用者がその両手を他の作業を行うために空けてお
きながら、カメラを操作することができるように構成されることができる。照明具付き被
り物／カメラ付属品はまた、１つ又は複数のＬＥＤを備え、こうしたＬＥＤは、ブリムに
沿ってカメラから所定の距離に取り付けられ、カメラにフラッシュを供給するようにカメ
ラと同期して通電される。写真撮影時によく起こる赤目効果をなくすために、ＬＥＤは、
カメラのレンズから比較的遠く離れた所定の距離に取り付けられることが好ましく、例え
ば、帽子のブリムの外側縁部における帽子のブリムの弓状部分に位置付けられる。一手法
によれば、ＬＥＤは、帽子のブリムの対向する両側部に取り付けられ、一方でカメラのレ
ンズがブリムの中央に取り付けられる。ＬＥＤを帽子のブリムの縁部に位置付けながら、
カメラのレンズをブリムの中央に位置付けることによって、赤目効果を最小限に抑えるこ
とができる。
【００１６】
　別の形態では、照明具付き被り物／カメラの組み合わせ体はまた、カメラファインダを
備えることができ、ファインダは、カメラのレンズに電気的に連通してカメラのレンズか
らの画像を供給する。好ましくは、ファインダは、帽子のブリムの下面に枢動可能に取り
付けられ、それにより、カメラを使用していないときには、ブリムの下側に隣接する又は
ブリムの下側とぴったり重なるように枢軸に従ってファインダを回転させることが可能で
ある。使用時は、ファインダを下方へと着用者の視線に枢動させることができ、そのため
、着用者は、カメラを向けて、カメラのレンズが焦点を合わせているものの像を見ること
ができる。
【００１７】
　別の態様において、照明具付き被り物は、フレキシブル回路基板と組み合わせた比較的
薄く可撓性があるヒートシンクを備える。ある形態では、ヒートシンクと回路基板との組
み合わせ体は、表面実装ＬＥＤと共に使用されるように構成されることが好ましく、表面
実装ＬＥＤは、帽子のブリムの外縁部に取り付けられる。比較的薄く可撓性があるヒート
シンクは、光源が動作することによって発生する熱を放散させるために、光源と接触する
熱伝導材である。比較的薄く可撓性があるヒートシンクは、大きくて厚い従来のヒートシ
ンクに優る利点を提供するが、それは、このヒートシンクが、帽子のブリムの湾曲に適合
すること及び／又はブリムの縁部に被せて曲げることができ、それにより、ブリムの縁部
に取り付けられた表面実装ＬＥＤと直接接触するが、それでも同時に熱の放散を行うから
である。フレキシブル回路基板は、電源及び光源と電気的に連通し、照明具付き帽子の外
形を縮小するような形で帽子のブリムに配置され且つ比較的薄く可撓性があるヒートシン
クと接続されることができることが好ましい。好ましい形態では、回路基板及びヒートシ
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ンクの双方が、帽子のブリムの外縁部に被さって曲がる。この点で、ヒートシンク及び回
路基板の双方が、ブリムの外縁部にあるＬＥＤと直接係合することができ、このことによ
り、それらの間で他の接続を配線することが避けられ、帽子の組立てが簡略化される。
【００１８】
　さらに別の態様において、照明具付き被り物は回転スイッチを備え、回転スイッチは、
ブリムの縁部に沿って位置し、且つブリムを覆うために用いられるブリムの布地の上側部
分と下側部分との間に位置付けられる。回転スイッチは、ブリムの本来の流線形をした外
観を保つような方法で帽子に配置されることが好ましい。回転スイッチは、スイッチをそ
の回転軸の周りに回すことにより、通電されるか、通電が遮断されるか、又は光源の照度
が変化するように構成されることができる。
【００１９】
　別の態様において、照明具付き被り物は、フード部分とブリム付きの帽子部分とを備え
るスウェットシャツ又は別の衣服の形態とすることができる。ブリムは、光源と、電源と
、作動スイッチとを有し、これらが全て単一の着脱可能なモジュールに組み込まれること
が好ましい。帽子部分はフード部分に固定されてもよく、又は帽子部分及び／若しくはブ
リムが取付機構を介してフード部分に着脱可能に取り付けられてもよい。一手法によれば
、帽子部分とフード部分との間の連結機構（attachment mechanism）は、ジッパー、ベル
クロ（Velcro、商標）、スナップ、磁石、ボタン、ピン、接着剤、及び帽子部分とフード
部分との間に取外し可能な接続を与える他の留め具であってよい。着脱可能なモジュール
又は着脱可能な帽子部分に電気部品を有することによって、衣服のフード部分を洗濯する
ために電気部品を取り外すことができる。
【００２０】
　さらに別の態様において、照明具付き被り物は比較的可撓性があるバッテリモジュール
又はホルダを備え、バッテリモジュール又はホルダは、少なくとも１つのバッテリ容器（
battery receptacle）と、バッテリ容器内に保持されたバッテリに電気的に接続される電
気配線のための可撓性がある部分とを備える。バッテリモジュールは、照明具付き帽子に
取り付けられる照明システムの構成要素による目障りな突出部又は出っ張りがなく、帽子
がその本来の外観を保つことができるような方法で、照明具付き帽子の側部又は後部のほ
うに配置される。バッテリホルダの可撓性がある部分は、モジュールを帽子の湾曲に適合
させることができる少なくとも１つの細長い可撓性部分と、バッテリの接続部及び接続部
への電気配線の間の電気的接続部に応力緩和をもたらす少なくとも１つのより剛性がある
剛性部分とを有するベース部分であることが好ましい。好ましい形態では、ベース部分は
容器上に弾性材料でオーバーモールドされ、それにより可撓性部分とより剛性がある剛性
部分とが１つの一体化した成形部品となる。可撓性部分は、可撓性部分の環状の本体に形
成された切り込み部によって、配線がバッテリに接続される剛性部分と比べてより高い可
撓性を有する。従って、バッテリホルダは、可撓性部分を介して、帽子の湾曲に適合する
ためにモジュールを曲げることが可能であるが、同時に、バッテリ及び配線の間の電気的
接続部に対する保護を与える剛性部を有する。
【００２１】
　さらに別の態様において、照明具付き被り物は着脱可能なブリムスリーブを備え、ブリ
ムスリーブは、照明具付き被り物に関連する点灯スイッチの偶発的な作動を防止するよう
に、照明具付き被り物のブリム部分に取り付けられ得る。ブリムスリーブは、照明具付き
被り物のブリムに取外し可能に取り付けることができる、薄いボール紙、板紙、若しくは
他のファイバーボードの包装カバー又は本体を有することが好ましい。ブリムスリーブの
本体の上側部分は、照明具付き帽子のブリムの上部部分にわたって延び且つ上部部分を実
質的に覆うように構成され、そして、ブリムスリーブの本体の少なくとも１つの下側部分
と接続される。この下側部分は、照明具付き帽子のブリムの底面に沿って、ブリムの対向
するブリム側縁部同士の間に延びるように構成される。かかる構成により、ブリムの周り
にスリーブを形成する包装カバーが設けられ、このスリーブは、ブリム表面の湾曲と同様
の湾曲を有する薄い外形を保つように、ブリム上面及びブリム下面にほぼ適合する。この
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ブリムスリーブの構成によって、しるし（indicia）又は他のキャップの識別情報のため
のパッケージ表面が与えられるが、このブリムスリーブの構成は、かさばらず、概して帽
子の外観を損なうことがない。これは、ブリムスリーブが、ブリム上面及びブリム下面の
湾曲に適合するように構成されているためである。加えて、ブリムスリーブが帽子のブリ
ムと比べてこのように小型であり且つ形状が適合する構成であることによって、ブリムス
リーブがクラウン又は帽子のうち頭部を包み込む他の部分を妨げることがないため、消費
者が店頭で帽子を試着することも可能となる。
【００２２】
　照明具付き被り物は、照明具付き被り物の光源を作動するために用いられる作動スイッ
チも備える。作動スイッチは、様々な形態を有していてよく、帽子の様々な場所に位置付
けられてもよい。一例において、作動スイッチは、ブリム下面に配置され、ブリム表面か
ら離れるように延びるボタン又はプランジャ式アクチュエータを有する。ボタン又はプラ
ンジャ式アクチュエータは、ブリムに向かって押すことによって光源が作動して「オン」
又は「オフ」状態となり得るように、ブリムに向かって押圧可能に構成されている。使用
者は、ボタン又はプランジャ式アクチュエータを押すことにより、照明具付き被り物を作
動してオン状態にすることができ、オン状態には、オン状態のモードを選択するためにボ
タンを繰り返し押すことによって選択される複数の別の点灯モード（点滅、色、通電する
光源数の変化等）が含まれてもよい。使用者がプランジャ式アクチュエータを再び押して
スイッチに照明具付き被り物をオフ状態に設定させるまで、光源はオン状態（又は選択さ
れた点灯モード）のままである。
【００２３】
　ブリムスリーブはまた、作動スイッチに隣接する若しくは作動スイッチを囲んで延在す
る保護ガード又はスイッチガードを備え得る。例えば、ブリムスリーブの本体の少なくと
も１つの下側部分が、それに関連するスイッチガードを有し得る。スイッチガードは、作
動スイッチの偶発的な作動を回避するように、作動スイッチの周りに延在するように構成
される。スイッチガードは、ボール紙本体の一部であってもよく、又は取付フランジ及び
合わせ面を介してブリムスリーブのボール紙若しくは板紙の部分に取り付けられる別個の
樹脂部品であってもよい。好ましい形態では、スイッチガードは、立ち上がりフランジ又
は壁部分を有する成形樹脂材であり、この立ち上がりフランジ又は壁部分は、帽子のブリ
ムに取り付けられると、ブリム表面から離れてプランジャ式アクチュエータを越えて延び
、作動スイッチの意図しない作動を回避するためのバリアとして機能する。立ち上がりフ
ランジ又は壁部分は、作動スイッチを概して取り囲み得るが、ボタン又はプランジャ式ア
クチュエータに関連するアクセス開口をなお有しており、それによりスイッチへの直接的
で意図したアクセスを与える。
【００２４】
　多くの照明具付き帽子は、同じ施設で製造され、その施設から消費者の購買先となる小
売店へと、配送用の箱又は他のクレートに入れて輸送され得る。かかる照明具付き帽子の
好都合な輸送方法は、複数の照明具付き帽子を入れ子構成に配置することであり、入れ子
構成では、複数の照明具付き帽子のなかの個々の帽子が互いに積み重ねられ、そのため、
下側の照明具付き帽子のクラウンが上側の照明具付き帽子のクラウンの中に挿入され、そ
れと同時に、下側の照明具付き帽子のブリムが上側の照明具付き帽子のブリムの少なくと
も一部と重なる。この入れ子構成によって、複数の照明具付き帽子を簡便且つ効率的に輸
送することが可能となる。複数の照明具付き帽子のなかの個々の帽子のいずれについても
、それに関連する作動スイッチの偶発的な作動を防止するために、隣接する帽子の入れ子
状になったブリム同士の間に位置付けられる差込スペーサ装置が設けられる。例えば、差
込スペーサ装置は、下側の帽子のブリム上面と上側の帽子のブリム下面との間に位置付け
され得る。このとき、スペーサ装置は、２つの帽子のブリム同士の間に間隔を保つように
配置及び構成され、それにより、帽子が入れ子状に配置されているとき、上側の帽子の下
面にあるスイッチが下側の帽子のブリム上面と隔てられたままとなる。
【００２５】
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　ある形態では、差込スペーサ装置は、上述のブリムスリーブ及びスイッチガードを含ん
でよく、それにより、入れ子状に配置されたとき、個々の帽子のそれぞれについて、それ
に関連する対応する作動スイッチの偶発的な作動が防止される。特に、各帽子は、作動ス
イッチの周りに延びる関連したスイッチガードを伴って、ブリムを取り囲む関連したブリ
ムスリーブを有する。こうしたスイッチガードはまた、立ち上がりフランジ又は壁部分を
有することが好ましく、この立ち上がりフランジ又は壁部分は、作動スイッチを取り囲む
ことにより、入れ子状に配置された複数の照明具付き帽子のなかの他の個々の帽子のいず
れによっても作動スイッチが偶発的に作動されることを回避する。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】照明具付き野球用キャップの平面図であり、狭い光錐を有するＬＥＤと広い光錐
を有するＬＥＤとを示す。
【図２】照明具付き野球用キャップのブリムの断面図であり、異なる軸に沿って光を投射
するようブリムに配置されたＬＥＤを示す。
【図３】照明具付き野球用帽子の電気部品の例示的回路図であり、電源及び２組のＬＥＤ
に電気的に連通するスイッチを含んでいる。
【図４】照明具付き野球用キャップの平面図であり、キャップのブリムに取り付けられ且
つ想像線（phantom）で示されるフレキシブルプリント回路基板及び電源と電気的に連通
した、レンズを有するカメラ及び白色ＬＥＤを示す。
【図５】照明具付き野球用キャップの斜視図であり、カメラと、レンズと、フラッシュＬ
ＥＤと、ファインダとを示し、ファインダは、キャップに取り付けられた枢軸の周りに回
転可能であり、そのため、ファインダは、帽子のブリムの下面に沿って延びる引込位置か
ら、ブリムに対し横方向に着用者の視線内に延びる動作位置に枢動することができる。
【図６】照明具付き野球用キャップの断片的な平面図であり、フレキシブルプリント回路
基板と、比較的薄く可撓性があるヒートシンクと、帽子から外側に照明を供給するように
構成されたＬＥＤとを示す。
【図７Ａ】野球用帽子のブリムの断面図であり、比較的薄く可撓性があるヒートシンクに
取り付けられたＬＥＤと、ヒートシンクから間隔をあけて配置されたフレキシブルプリン
ト回路基板とを示す。
【図７Ｂ】野球用帽子のブリムの断面図であり、比較的薄く可撓性があるヒートシンクに
取り付けられたＬＥＤを、フレキシブルプリント回路基板及びヒートシンクが帽子のブリ
ムを覆うブリムの布材同士の間に挟まれた状態で示す。
【図８】照明具付き野球用キャップの平面図であり、帽子から外側に離れて照明を供給す
るように構成されたＬＥＤと電源との間に電気的連通を確立するように操作可能である回
転作動スイッチを示す。
【図９】照明具付き野球用キャップの斜視図であり、ブリムの外縁部にある開口から外側
に突出する回転スイッチを示す。
【図１０】ブリムの側面図であり、回転の中心となる軸に取り付けられた回転スイッチを
示す。
【図１１】照明具付き野球用帽子の底面図であり、作動スイッチの保護ガードを有する包
装材を示す。
【図１１ａ】包装材の保護ガードの壁部分の断面図であり、作動スイッチの偶発的な作動
を防止するように構成された内側及び外側のフランジ部分を有する。
【図１２】入れ子にされた複数の帽子のブリムの断面図であり、ブリムのスイッチが偶然
に作動することが回避されるように保護ガードによって隣接するブリムとの間隔が保たれ
ることを示す。
【図１３】照明具付き野球用帽子の斜視図であり、巻き付けていない形態の保護ガードを
有する包装材を示す。
【図１４】照明具付き野球用帽子の斜視図であり、巻き付けられたスリーブ形態の保護ガ
ードを有する包装材を示す。
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【図１５】可撓性があるストリップを介して照明具付き帽子に取り付けられるように構成
されたバッテリホルダの斜視図であり、比較的可撓性がある部分と比較的剛性がある部分
とを有する細長い弾性をもつベース部材を示す。
【図１６】バッテリホルダの立面図であり、ホルダのベースを照明具付き帽子に固定する
可撓性があるストリップを示す。
【図１７】衣服の照明具付き被り物の立面図であり、ＬＥＤを有するブリム部分を示し、
ブリム部分は、部分的なクラウン部分のビン革をフードの内側のループに通すことによっ
て、衣服のフード部分に取り付けられる。
【図１８】衣服用の照明具付き被り物の別の形態の立面図であり、ＬＥＤを有するブリム
部分と、フード部分に着脱可能に取り付けられるクラウン部分とを示す。
【図１９】ＬＥＤを有する照明具付きブリムの立面図であり、このＬＥＤはクラウン部分
に取外し可能に取り付けられる。
【図２０】ＬＥＤを有する照明具付きブリムの立面図であり、このブリムは、ベルクロ（
商標）固定システムを介してクラウン部分に着脱可能に取り付けられる。
【図２１】内蔵型照明具付きブリムの斜視図であり、着脱可能なライトモジュールに取り
付けられた、ＬＥＤと、電源と、回路基板とを示し、このモジュールは、ブリムと取外し
可能に接続される布製フラップによりアクセス可能である。
【図２２】図２１の着脱可能なモジュールの部分斜視図であり、モジュールの外側縁部に
あるスロットに入れることのできる電源を示す。
【図２３】図２１と同様の内蔵型照明具付きブリムの斜視図であり、ブリムにおける着脱
可能なライトモジュールを示す。このモジュールは、ブリムの布地のジッパー開口を通じ
てアクセス可能なものであり、想像線で示される。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
［好ましい実施形態の詳細な説明］
　概して、本明細書における本発明の様々な態様は、ハンズフリー照明具、その構成要素
、及びハンズフリー照明具と組み合わされる他の付属品に関する。以下にさらに説明され
るように、ハンズフリー照明具は、着用者の前方を照明するために配置されたライトを有
する、野球用キャップを含む帽子、フード、及び他の照明具付き衣料品等の照明具付きの
被り物を、含み得る。ハンズフリー照明具は、複数の方向に照明を供給するための構成と
、光源によって発生する熱を放散させるための流線形の形態と、被り物に隠された多機能
スイッチと、堅固な電源ホルダ構成とを有し、堅固な電源ホルダ構成は、概してバッテリ
との接続を補強するが、電源ホルダにいくらかの可撓性をなお許容する。照明具付き被り
物に関連する他の付属品としては、赤目効果を低減するように構成されたフラッシュをそ
の上に有する被り物に取り付けられたカメラか、スイッチが偶発的に作動して照明具付き
被り物のライトが通電することを制限する保護ガードをもつ着脱可能な包装材か、又は照
明具付き被り物に流線形となるように結合された比較的可撓性があるバッテリホルダが挙
げられる。
【００２８】
　複数の方向に光を向かわせるように構成された光源を有するハンズフリー照明具の第１
の実施形態が示される。概して、本明細書に記載される照明具付き帽子及び他の被り物は
、様々な異なる照明光源を有し、これらの光源は好ましくはＬＥＤであり、帽子の種々の
場所に取り付けられる。これらの照明光源に通電するため、様々な機構を用いてエネルギ
ーを発生する様々な異なる電力アセンブリもまた用いることができる。例えば、全体とし
て本明細書に援用される本出願人の米国特許出願第１１／９４１，５５８号明細書に開示
されるように、電源は、開示される帽子が有し得る様々な光源を最終的に通電させる電力
を発生するために、太陽エネルギー、風力エネルギー若しくは運動エネルギーなどの再生
可能なエネルギーを使用する発電機か、又は、様々なバッテリの構成を有していてもよい
。以下の記載及び例示は、従来のバッテリ電源を記載しているが、米国特許出願第１１／
９４１，５５８号明細書に記載されるように、再生可能エネルギー発電機もまた、帽子の
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実施形態に含まれ得る。加えて、好ましい被り物は野球帽型の縁有り帽子又は縁なし帽子
であるが、電力アセンブリ及び照明光源はまた、バイザー、ヘルメット、ヘッドバンド、
又はフードなどの任意の好適な被り物に取り付けられてもよい。
【００２９】
　図１～図３を参照すると、複数の方向を照明するように構成された光源１８を具体化し
ている例示的な照明具付き帽子１０が示されている。帽子１０は、クラウン１４と、クラ
ウン１４の下側の前縁部部分から前方に突出するブリム１６とを有する野球帽型キャップ
１２として示されている。この実施形態において、帽子１０は、これらの光源１８から照
明を供給するように設計され、光源１８は概して、帽子１０から様々な異なる距離で照明
の焦点を合わせるように構成されている。これまでの帽子の設計は、通常、照明の強さを
変える調光スイッチを有している。しかしながら、かかる調光スイッチは、同程度の照度
を保ちながら照明の角度又は方向を変えるものではない。以下にさらに説明するように、
照明具付き帽子１０は、同じ照度を保ちながら、様々な距離又は様々な位置にある物を照
明することができる。一手法によれば、帽子１０は、様々な光錐角度２０の照明を供給す
るように構成された光源１８を有している。別の手法では、帽子１０は、異なる軸に沿っ
て光を投射するようにブリム１６に取り付けられた光源１８を有している。
【００３０】
　図１を参照すると、複数の光源１８、好ましくはＬＥＤは、前方への照明を供給するよ
うに、構成され且つ帽子１０に配置することができる。この図において、ブリム１６の外
縁部又は外周部２９に沿って互いに間隔をあけて配置された光源２２、２４、２６、及び
２８が、この実施形態を例示している。光源１８の１つ又は複数、例えば光源２２及び２
８が、自動車のハイビームライトのように、着用者から離れた作用距離までを照明するよ
うに構成されていることが好ましい。この点で、ＬＥＤ２２及び２８は、ハイビーム光源
３０と見なすことができる。加えて、光源１８の１つ又は複数、例えば光源２４及び２６
はまた、自動車のロービームライトのように、着用者に近い作用距離を照明するように構
成されている。この点で、ＬＥＤ２２及び２８は、ロービーム光源３２と見なすことがで
きる。一例では、ロービーム光源３２の作用距離は、帽子の光源３２から２４～３０イン
チの間など、着用者の読書距離の範囲内である。ハイビーム光源３０についての作用距離
は読書距離の外側、すなわちそれを越えたところであり、場合によっては、帽子１０から
４～６フィートとなり得る。
【００３１】
　一手法によれば、ハイビーム光源３０は、ＬＥＤを通じて、着用者から離れた距離に照
明を供給することができ、このＬＥＤは、帽子１０から離れた距離に投射することができ
る集中光線を供給するように比較的狭い角度αの光錐２０を有している。ある形態では、
この角度αは、およそ約１５～約２５度、好ましくは約２０度である。他の場合では、光
線は約４０度である。
【００３２】
　ロービーム光源３２は、角度βの比較的広い光錐２１を有するＬＥＤを設けることによ
って読書用の照明を供給するなど、着用者の近くに照明を投射するように構成されている
。ある形態では、角度βは、約３０度～約６０度、好ましくは約４０度～約６０度である
。このようにして、ハイビーム光線２０は、着用者からより遠くに離れた距離に位置する
物を照明することができる、より小さい幅の円錐角αを有し、ロービーム光線２１は、近
距離の光の照射野を拡げ且つ着用者のより近くに位置する物を照明することができる、よ
り大きい幅の円錐角βを有している。
【００３３】
　一実施形態において、ハイビーム光源３０及びロービーム光源３２の双方は、一般的に
図３に示されるように、着用者がハイビーム光源３０又はロービーム光源３２のいずれか
を選択することを可能にするスイッチ又は装置を伴って構成することができる。スイッチ
又は装置３５は、電源３１とハイビーム光源３０及び／又はロービーム光源３２のライト
との間で電気的連通を行うために用いることができ、そして、種々の光源２２、２４、２
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６及び２８を同時に、又は、各光源を個別に且つ互いに独立して制御するために用いるこ
とができる。スイッチ３５が閉じられ第１の位置になると、電源３１は負荷抵抗３３を介
してハイビーム光源３０を電気的に作動させる。負荷抵抗３３は、抵抗器３３をはさんで
起こる電圧降下を生じさせることによって電流の流れを制限する。ひいては負荷抵抗は、
Ｖ＝ＩＲのオームの法則に従い上昇する電圧によって光源の照明を生み出す助けとなる。
スイッチ３５が閉じられ第２の位置になると、ロービーム３２の光源が負荷抵抗３７を介
して電源３１と電気的に接続される。
【００３４】
　図２を参照すると、ハイビーム／ロービーム照明具付き帽子の代替形態が示されている
。この実施形態において、照明具付き帽子のブリム１６は、概して、ブリム軸Ｂに沿って
前後方向に延び、照明具付き帽子１０は、ほぼブリム軸Ｂに沿って光を向かわせるように
位置する少なくとも１つの光源３４と、少なくとも１つの光源３６とを有し、光源３６は
、ブリム１６に配置され、ブリム軸Ｂを横断して延びる軸Ｔに沿うような、ブリム軸Ｂに
対して横切る向きに光を向かわせるように構成される。この実施形態では、光源３４及び
３６は、帽子から異なる距離だけ離れた領域にある物を照明するように構成されている。
例えば、ブリム軸Ｂに沿った光源３４は、着用者から比較的離れた距離（すなわち、着用
者から約４～６フィートなど）にある物又は場所に照明を供給し、そして、ブリム軸Ｂに
対して傾き且つ横断軸Ｔに沿った光源３６は、着用者が自身の頭部をいかなる所定の方向
にも動かすことを必要とせずに、着用者により近い距離（すなわち、２４～３０インチな
どの読書距離）にある物又は場所に照明を供給する。光源３４及び３６は、同様の光錐を
有してもよく、又は上記のように狭い光錐２０と広い光錐２１とを有してもよい。
【００３５】
　ここで図２Ａ及び図２Ｂを参照すると、ハイビーム／ロービーム照明具付き帽子の別の
代替形態が示されている。この形態では、帽子は、ブリム１６の周縁部２９に取り付けら
れた少なくとも１つのハイビーム光源３０を有し、このハイビーム光源３０は、２０～４
０度の光錐などの比較的狭い光錐２０を有し得る。帽子はまた、図２Ａに最もよく示され
るように、第２又はロービーム光源３２（いわゆる「下向き」光源）を有し、このロービ
ーム光源３２は、ブリム１６の主要な下面３１上などに、周縁部２９から離れて帽子ブリ
ム１６に取り付けられている。このことのために、ロービーム光源３２は、帽子ブリム１
６の主要な下面３１に取り付けられ、図示のように、ブリムの前縁部２９から後方に、帽
子ブリムの前縁部２９と後縁部２７との間の前後距離３５のほぼ半分、好ましくは半分よ
り大きい距離３３だけ間隔をあけて配置され得る。このロービーム光源３２の位置は、着
用者の視野内に光を向かわせて読書距離の範囲内を照明するが、同時に、帽子着用者の近
傍にいる他の人に光を向けることを回避しているため、都合がよいものであり、なお、こ
の他人に向けられた光は、不都合なことに他の人の目に差し込んでしまうと、炎症及び一
時的に何も見えない状態を引き起こす可能性がある。
【００３６】
　一手法によれば、下面３１に取り付けられたロービーム光源３２は、帽子ブリム１６を
通って延びる軸Ｂに対して角度θ１だけ傾けられており、そのためロービーム光線２１は
、帽子ブリム１６の前方に向けられ、帽子ブリム１６に比較的近い領域を照明する。好ま
しくは、傾斜角度θ１は、約１５～約３０度、最も好ましくは約２０度である。より詳細
には、ロービーム光源３２は、６０度の光錐を有する５０，０００ＭＣＤの発光ダイオー
ドであり、そして、上述のように、約２０度のブリム軸Ｂからの傾斜角度θ１を有してい
る。既述のように、ロービーム光源３２をブリムの周縁部２９から離して取り付け、且つ
ライトを前方に傾けることによって、ロービーム光線２１の方向が、照明具付き帽子を着
用する人の近傍にいる他の人の方向に向かうことがない。都合がよいことに、ロービーム
ライト３２をこのように傾けることで、着用者の視野内における着用者に隣接した領域（
すなわち、読書距離）は照明されるが、帽子の着用者の近傍にいる他の人の目がくらむこ
とはない。
【００３７】
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　ハイビーム光源３０は、帽子ブリム１６の周縁部２９から延びて、着用者の前方に光を
向かわせるように位置する。一手法によれば、ハイビーム光源３０もまた、ブリム軸Ｂに
対して傾斜角度θ２だけ傾けられてもよいが、ロービームライト３２より小さい角度θ２
にわたって傾けられる。例えば、ハイビームライトは、軸Ｂから０～約１５度下方に傾け
られ得る。より具体的には、ハイビームライト３０は、４０度の光錐を有する２０，００
０ＭＣＤの発光ダイオードであってよく、発光ダイオードは、帽子ブリム１４を通って延
びる軸Ｂから下方に約１５度傾けられる。
【００３８】
　帽子は、帽子ブリムに複数のハイビーム光源又はロービーム光源を有していてもよい。
一手法によれば、照明具付き帽子は、全体として本明細書に援用される本出願人の米国特
許第６，６５９，６１８号明細書に与えられるように、帽子ブリムの中心線の両側に互い
に間隔をあけて配置された少なくとも２つのＬＥＤを有し得る。ブリム中心線の両側に間
隔をあけて配置された２つのＬＥＤを有することによって、照明具付き帽子は、照明され
るべき領域を十分に照らす強化した照明を供給し得る。光源を帽子の中心線から離して位
置付け、且つブリムにおけるＬＥＤ同士の互いの間隔を保つことによって、本明細書にお
ける帽子は、照明されるべき領域の奥行きの知覚の向上をもたらし、これは、間隔をあけ
て配置されたＬＥＤからの照明が、照明されている物に対して明確な影及び質感を付与す
るためである。
【００３９】
　ハイビーム光源３０とロービーム光源３２とは、互いに間隔をあけて配置されている。
このことのために、ライト３０及び３２は、帽子ブリムの異なる部分に取り付けられる。
例えば、既述のように、ハイビーム光源３０は、ブリムの外側の周縁部２９から延びるよ
うに取り付けられ、ロービーム光源３２は、ブリムの下側又は下面を形成する主要な面３
１から下方に延びるように取り付けられる。このライト３０及び３２の構成及び位置決め
の結果として、ロービームの光錐２１及びハイビームの光錐２０は、互いに交わったり又
は重なり合ったりせず、そして、異なる目的（すなわち、遠方照明及び近接照明）のため
に分離し別個になった照明光錐を与えることが好ましい。双方の組のライトが通電される
と、着用者は、近くの物及び遠くの物に光を集めるために自身の頭部の向きを変える必要
はなく、帽子が既に２つの異なる方向（direction）及び向き（orientation）に照明を向
けているため、着用者は、頭部を動かさずに単に自身の目を動かすだけでよい。
【００４０】
　照明具付き帽子の形態はまた、ブリム下面３１に位置する単機能又は多機能スイッチ４
１を有し得る。一態様において、スイッチ４１は、様々な照明モードを選択するために、
少なくとも４位置スイッチなどの１つ又は複数の位置又はモードを有する多位置スイッチ
であり得る。例えば、スイッチ４１は、ハイビーム照明若しくはロービーム照明のいずれ
かを選択する又はその双方を同時に選択すること、一方又は双方の光源の強さを変えるこ
と、色を変えることなどができる。
【００４１】
　光源に通電するために、照明具付き帽子は、帽子に取り付けられた２つのバッテリパッ
クを有してもよい。一形態では、双方のバッテリパックがロービームライトとハイビーム
ライトとの双方に電気的に接続されるが、別の形態では、一方のバッテリパックがロービ
ームライトと電気的に接続され、他方のバッテリパックがハイビームライトと接続される
。この場合、バッテリの構成は各組のライトに対して最適化することができる。例えば、
追加の照明が設けられる場合に、ロービームライト又はハイビームライトのいずれかに対
して追加のバッテリ電源を与えることができる。
【００４２】
　場合によって、光源３４及び３６は、一定の照明角度ではなく、枢軸（図示せず）を介
して枢動するように構成することができる。枢動機構は、スイッチ３５により電気的に制
御することができ、枢軸と、ブリム軸Ｂに対して平行又は横切る軸に沿って照明するよう
に枢軸に固定された光源３４及び３６とを回転させるように動作可能である。
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【００４３】
　図４及び図５を参照すると、カメラ付き帽子の形態の照明具付き帽子１１０が示されて
いる。カメラ付き帽子１１０は、クラウン１１４と、クラウン１１４の下側の前縁部部分
から前方に突出するブリム１１６とを有する野球帽型キャップ１１２として示されている
。この実施形態において、カメラ付き帽子１１０は、間隔をあけて配置された照明光源１
１８とカメラ１４４とを有し、これらは、着用者が着用者の手でカメラを押さえて向きを
定める必要なしにカメラ１４４を操作することを可能にするものである。光源１１８は、
照明を供給するために通電されることが可能であり、又は、カメラ１４４で写真が撮影さ
れるときに、カメラ１４４のフラッシュ１４２として自動的に通電されることが可能であ
る。
【００４４】
　より具体的には、図４を参照すると、カメラ付き帽子１１０は、ブリム１１６の外側縁
部１４０に位置するＬＥＤ１１８及びカメラ１４４を有している。好ましくは、デジタル
カメラなどのカメラ１４４は、帽子１１０の中心線の軸Ｘに沿って位置付けられたレンズ
１４５を有し、それにより、着用者の真正面にある物の写真が、着用者が単にその物を直
接見るだけによって、簡単に撮影されることができる。ＬＥＤ１１８は、帽子の中心線Ｘ
から所定の距離Ｄ１及びＤ２だけ間隔をあけて配置されることが好ましい。最も好ましい
のは、ＬＥＤ１１８が、ブリム外側縁部１４０における対向する弓状の側部１４１及び１
４３に隣接して位置付けられることである。このようにすることによって、ＬＥＤはまた
、ブリムの前後軸Ｘに沿って距離Ｄ３だけカメラの後方に配置される。例を目的とするも
ので限定を目的とするものではないが、距離Ｄ１及びＤ２は、各々、おおよそ２．５イン
チ～３インチとすることができ、そして、距離Ｄ３は、おおよそ０．７５インチ～１．５
インチとすることができる。結果として、ＬＥＤ１１８の距離Ｄ１及びＤ２は、レンズ１
４５から十分に間隔をあけて配置され、それによって、ＬＥＤがカメラ１４４のフラッシ
ュとして通電されるとき、フラッシュ源（すなわち、ＬＥＤ１１８）が目の中心から外れ
た角度になるため、赤目効果を低減することができる。赤目現象は、通常、カメラのフラ
ッシュからの光が人の網膜に反射する結果であり、結果的に、ＬＥＤ１１８をレンズ１４
５から距離Ｄ１及びＤ２だけ離して位置付けすることによって、赤目現象が低減され、好
ましくはなくすことができる。ある形態では、レンズ１４４及びＬＥＤ１１８は、電源１
５０に接続されたプリント回路基板１４８と電気的に連通することができる。加えて、レ
ンズ１４４及びＬＥＤ１１８をブリム外側縁部１４０に沿って配置することによって、帽
子１１０は、従来の野球用帽子がもっている、より自然のままで流線形の外観を維持する
。
【００４５】
　図４及び図５を参照すると、カメラ付き帽子１１０は、ファインダ１５２を有してもよ
い。ファインダ１５２により、着用者が自身の手を使ってカメラを自分の目の前に位置決
めする必要なしに、着用者はレンズ１４５が焦点を合わせている像を見ることができる。
ある形態では、ファインダ１５２は、ブリム１１６の下面１５４に沿って延びる引込位置
Ｒ（破線）から、下面１５４から離れる方向に旋回した動作位置Ｏへと枢動するように、
ブリム１１６の下面１５４に枢動可能に取り付けられている。動作位置Ｏでは、ファイン
ダ１５２は、帽子を着用している人の目の前に位置する。このことのために、ファインダ
１５２は、枢軸１５６を介して引込位置Ｒと動作位置Ｏとの間で軸Ｐの周りに枢動するよ
うに構成される。ファインダ１５２は、使用時には軸Ｔに沿って配置されるのが好ましく
、軸Ｔは、ブリム軸Ｂに対して横切る方向に、好ましくはブリム軸Ｂと直交して延び、そ
れにより、着用者が画像を最適に見ることができるようにファインダ１５２が位置決めさ
れる。ファインダ１５２は、使用者に、その時点でレンズ１４５が焦点を合わせているも
ののリアルタイムな視覚的画像を供給することが好ましい。このことのために、ファイン
ダ１５２は、ＬＣＤスクリーン又は同等物などの小型ディスプレイ１５３を有してよく、
小型ディスプレイ１５３は、着用者によって見ることができるように、レンズ１４５を通
して見られている像を映し出す。画像転送機構１４７が、レンズ１４５に見えている像を
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伝送し、ファインダ１５２のＬＣＤスクリーン上に見えるように画像を転送する。
【００４６】
　図６及び図７を参照すると、高輝度ＬＥＤ１１８を有するハンズフリー照明具付き帽子
２１０が、フレキシブルプリント回路基板（ＰＣＢ）２５８及びヒートシンク２６０と共
に示されている。照明具付き帽子２１０は、クラウン２１４と、クラウン２１４の下側の
前縁部部分から前方に突出するブリム２１６とを有する野球帽型キャップ２１２として示
されている。しかしながら、他のタイプの被り物がこの実施形態でも用いられてもよい。
この実施形態において、帽子２１０は、比較的高輝度のＬＥＤ２６２、例えば高輝度表面
実装ＬＥＤ２６２を介して、帽子２１０から外側前方に照明を供給するように構成され、
帽子２１０では、ヒートシンク２６０は、これらの高輝度ＬＥＤ２６２から発生する熱を
放散させるように位置決めされる。
【００４７】
　図６を参照すると、帽子２１０は、前方に向いた照明を供給するように帽子ブリム２１
６に配置された少なくとも１つの光源２６２を有している。上述のように、光源２６２は
、好ましくは少なくとも１つ、好ましくは間隔をあけて配置された２つの表面実装ＬＥＤ
であり、ブリム２１６の外側縁部２４０に又は外側縁部２４０に隣接して配置される。表
面実装ＬＥＤは、薄型の光源を提供するが、比較的多量の熱も発生し、この比較的多量の
熱は、特に、読書用の照明を供給するのに十分な照明を着用者の前方の領域に送るために
必要となるより高い輝度で照明が供給されるときに、発生する。光源を効率的に動作させ
るため、光源にあるヒートシンク２６０によって熱を放散させる。
【００４８】
　帽子２１０はまた、フレキシブルＰＣＢ２５８を有することが好ましく、フレキシブル
ＰＣＢ２５８を使用して、光源２６２のうちの少なくとも１つと電源（この図には図示せ
ず）との間に電気的連通をもたらすことができる。フレキシブルＰＣＢ２５８はヒートシ
ンク２６０とも接続されてよく、この接続は、照明具付き帽子１０の外形、そして、特に
そのブリム２１６の外形が多分に大きくなることが回避されるような方法で行わることが
好ましい。
【００４９】
　一態様において、フレキシブルＰＣＢ２５８は、約０．５～約５ミリ厚のフィルムから
形成されてもよく、又は複数のかかるフィルムの層を有してもよい。フレキシブルＰＣＢ
２５８は、ブリムの主要な湾曲面２３０、２３２の一方に沿うか、又はブリムの湾曲した
外側縁部２３４の周りに沿うか、そのいずれかによって湾曲したブリムに固定するために
曲がる（bend）又は湾曲する（curve）のに十分な可撓性を有するべきである。すなわち
、フレキシブルＰＣＢ２５８は、ブリムの主要な面２３０、２３２又は２３４の１つに平
らに取り付けるため、約３～約７インチの曲率半径を有するように湾曲することができる
べきである。しかしながら、照明具付き帽子１０又は他の被り物の特定の設計によっては
、より高い又はより低い可撓性もまた許容され得る。或いは、既述のように、フレキシブ
ルＰＣＢ２５８は、ブリム２１６の外側縁部２４０を囲んで湾曲する又は曲がるのに十分
な可撓性を有しているべきである。
【００５０】
　図７Ａ及び図７Ｂを参照すると、フレキシブルＰＣＢ２５８は、照明具付き帽子１０に
おいて、ヒートシンク２６０に対して種々の位置に位置決めすることができる。図６及び
図７Ａに示されるように、フレキシブルＰＣＢ２５８の一つの位置は、ブリム２１６に取
り付けられてもいるヒートシンク２６０から離して配置された、形状保持力のあるブリム
インサート２５９の上にあり、例えば帽子２１０における追加の構成要素のいかなるかさ
ばった外観も最小限に抑えるように、ブリム２１６を覆う布製の上側と下側とのパネル又
はパネル部分２６４の間にある。このために、ＰＣＢ２５８の厚さとヒートシンク２６０
の厚さとは、均一な厚さの帽子ブリム２１６を形成するように実質的に同じである。
【００５１】
　或いは、図７Ｂに示されるように、フレキシブルＰＣＢ２５８は、形状保持力のあるブ
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リム材２５９の主要な面２３０に沿って延び、ブリム外縁部２４０に被せて曲げられる。
この構成では、ヒートシンク２６０もまた、ＰＣＢ２５８と接触しており、ブリム外縁部
２４０に被せて曲げられ得る。光源２６２との伝熱性を保つために必要であれば、ヒート
シンクと回路基板との間に任意の断熱材又は他の保護材が必要であれば設けてよい。
【００５２】
　図７Ａ及び図７Ｂに最もよく示されるように、光源２６２は表面実装ＬＥＤであること
が好ましい。しかしながら、十分な照明を生じるようなサイズの表面実装ＬＥＤは、比較
的多量の熱も発生する可能性がある。適切に表面実装ＬＥＤを正常に機能させておくため
に、ヒートシンク２６０を用いてＬＥＤから放出される熱を吸収し、放散させる。ひいて
はこのことにより、ＬＥＤ及びその構成要素が熱によって破損するのが防がれることにな
る。
【００５３】
　ヒートシンク２６０は、アルミニウム、スズ、又は任意の他の伝熱性の金属を含む様々
な材料で製作することができる。好ましい実施形態において、帽子ブリム２１６の厚さ及
び外形を縮小するために、ヒートシンク２６０は比較的薄く可撓性があるシート状の熱伝
導性材料から形成される。このことのために、可撓性を有するヒートシンク２６０は、湾
曲したブリム部分２１６に適合するよう湾曲させられ、そして、図７Ａ及び図７Ｂに示さ
れるように、ブリムの外縁部２４０に被さって延びる曲げ部分２６１も有し得る。このよ
うにすることで、表面実装ＬＥＤ２６２は、帽子の外縁部２４０上のヒートシンクの曲げ
部分２６１に直接取り付けられてもよく、そして、ヒートシンクは、曲げ部分２６１とブ
リム表面を横切って延びる主要部分２６３とにより、熱を放散するのに十分な大きさの表
面積を有する。
【００５４】
　図８～図１０を参照すると、回転スイッチ３６６の形をした、ブリムに取り付けられた
作動スイッチの一実施形態が示されている。回転スイッチ３６６は、帽子における少なく
とも１つの光源を、通電する、通電を遮断する、又はその照度を変更するために使用する
ことができる。好ましくは、回転スイッチ３６６は、ブリム３１６に位置し、ブリム３１
６の本来の流線形の外観を実質的に保つような方法で配置される。着用者は、スイッチ３
６６を所定の回転距離だけある回転方向に回転させることによって光源に通電することが
でき、同様に、スイッチ３６６を逆の回転方向に回転させることによって光源の通電を遮
断することができる。
【００５５】
　より具体的には、回転スイッチ３６６は、図８及び図９に示されるように、回転スイッ
チ３６６が帽子ブリム３１６の外縁部３４０から外側に突出するようにして、帽子ブリム
３１６に取り付けられている。この構成では、回転スイッチ３６６は、帽子ブリム３１６
の外形が最小限に抑えられるように、ブリムの縁部３４０に沿って、ブリムを被覆する上
側の布地３６４と下側の布地３６５との間に配置されている。一実施形態において、回転
スイッチ３６６は、環状をしたホイールのアクチュエータ（wheel actuator）３７０を有
している。そして、このアクチュエータ３７０は、上側及び下側の布パネル３６４の間に
延びる鉛直シャフト３７４を中心とする回転方向に回されるもので、そして、ホイールの
アクチュエータ３７０の一部分３７６が、シャフト３７４に隣接するブリムの縁部３４０
に形成された細長状のスロット３７２を通って突出している（図１０）。アクチュエータ
３７０は、着用者の親指、親指以外の指、又は他の突出した部位が迅速且つ容易にアクチ
ュエータ３７０と係合して光源３６２を作動させるためにアクチュエータ３７０を回転方
向に回すことができるように、構成されている。或いは、スイッチ３６６は、押しボタン
型の機能を有することができ、この機能では、スイッチ３６６は、押されると、帽子の他
の電子的な機構、例えば、カメラ１４４及び／又はフラッシュＬＥＤ１１８を通電するこ
とができる。
【００５６】
　再び図８を参照すると、回転スイッチ３６６は、ブリム３１６内で電源３５０及び光源
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３６２と電気的に連通して示されている。回転スイッチ３６６を回すか、又は押すことに
よって、回転スイッチ３６６は、電源３５０に光源３６２又は他の帽子の付属品を通電さ
せる。回転スイッチ３６６及び他の構成要素は、内蔵型の照明具付きブリム３１６の中に
完全に位置し、ブリム３１６の薄く低い外形又は流線形の外観を維持するように配置され
ることができる。
【００５７】
　米国特許出願第１１／９４１，５５８号明細書に記載されるように、光源３６２は種々
の照明モードで動作し得る。例えば、光源３６２は、同時に照明してもよく、別個に照明
されてもよく、点滅してもよく、又は種々のパターンで照明してもよい。これに関連して
、回転スイッチ３６６は、使用者が複数のモードの各々を選択することができるように、
複数の停止位置又は通電接点を有してもよい。同様に、回転スイッチ３６６は、押し（pu
sh）たり、又は押し下げられる（depress）ことによって上記のモードの各々が選択され
るように構成されてもよい。
【００５８】
　図１１、図１１ａ、及び図１２～図１４を参照すると、好ましくはブリムスリーブ（br
im sleeve）の形状をしたガード又はカバー装置４０２が示されており、この装置４０２
は、照明具付き帽子４０４の包装カバーを提供し、照明具付き帽子４０４上の電源スイッ
チ４０６の偶発的な作動を妨げる又は防止するためのバリアを提供するために、照明具付
き帽子４０４と組み合わせて使用されるものである、。ブリムスリーブ４０２は、帽子に
関する情報を提供するための帽子の包装カバーを与えると同時に、電源の意図しない作動
に対する保護を与えるため都合がよく、そのことによって、電源又は他のバッテリが製造
中に帽子に設置されることが可能になり、それにより、設置された電源が偶発的に消耗す
る危険性を伴わずに帽子を小売店に出荷することができる。
【００５９】
　概して、ブリムスリーブ４０２には、帽子４０４に取外し可能に固定することができる
取外し可能なカバー４０８と、スイッチ４０６の偶然による作動に対する保護のための、
バリア壁部又は防護部材／防護部分４１０とが備えられている。防護部分４１０は、スイ
ッチ４０６が意図せず作動することを防ぐが、同時にそれでも、購入する可能性がある購
入者又は他の使用者がスイッチ４０６を直接的に意図して動作させることを可能とする。
すなわち、防護部材４１０は、スイッチ４０６に隣接し、好ましくはスイッチ４０６を部
分的又は完全に取り囲む保護バリアとして構成される。それによって、隣接した面（テー
ブル、壁部、又は図１２に示される入れ子になった他の帽子４０４ａなど）によりスイッ
チ４０６が偶発的に押されることがなくなる。このことは、防護部材４１０によって隣接
した面がスイッチ４０６から所定の距離の間隔をおいた状態で保たれ、それ故、隣接した
面が作動スイッチ４０６と接触することが制限されるためである。同時に、防護部材４１
０はまたアクセス開口を有し、この開口は、意図して動作させるために使用者によるスイ
ッチ４０６への直接的で意図したアクセス（access）を可能にする大きさである。このよ
うにすることで、帽子４０４は、電源４１１を設置して店舗に出荷することができるが、
このとき、帽子が隣接した面（互いに入れ子にされた複数の帽子など）と接触した場合に
電源スイッチが意図せず作動し、店頭の商品棚に並ぶ前にバッテリが消耗し得る危険性が
ない。同時に、防護部材４１０はまた、アクセス開口を通して作動スイッチ４０６を意図
して作動させることを可能にし、帽子が店舗の陳列棚にある間、消費者が帽子を試すこと
を可能にする。
【００６０】
　図面に示されるように、帽子４０４は伝統的な野球帽スタイルの帽子であってよく、こ
の野球帽スタイルの帽子は、図１１、図１３、及び図１４に示されるように、クラウン部
分４１２と、クラウン部分４１２の前方の下側縁部から延びるブリム部分４１４とを有し
ている。帽子４０４はまた、１つ又は複数の照明光源４１６を有することが好ましく、こ
れらの照明光源４１６は、本明細書において先述した光源、及び全体として本明細書に援
用される関連出願の米国特許出願第１１／９４１，５５８号明細書に記載されている光源
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のいずれであってもよい。ガード装置４０２は、野球帽スタイルの帽子用に設計された構
成に特に有用であるが、ガード装置４０２がまた、同様の方法で他のタイプの被り物用に
構成されてよいことは理解されるであろう。加えて、ガード装置４０２の防護部材／防護
部分４１０は、照明光源４１６の意図せぬ作動を回避することを目的とすることが好まし
いが、防護部材４１０はまた、被り物に取り付けられた付加的な付属品、いくつか例を挙
げれば、カメラ、スピーカー、ラジオ、ＭＰ３プレーヤーなどを操作するために構成され
た他のスイッチの偶発的な作動を防止するために用いられてもよい。
【００６１】
　ある形態では、ガード装置の防護部材／防護部分４１０は、概して図１２に示されるよ
うな、照明光源を作動するための押圧可能なボタン式又はプランジャ式アクチュエータ（
button or plunger actuator）４０６ａを有する照明作動スイッチ４０６の偶発的な作動
の防止に特に効果的であり得る。スイッチ４０６のプランジャ式アクチュエータ４０６ａ
は、外部ボタン４０６ｂを有し、この外部ボタン４０６ｂは、ブリムから離れるように延
び、照明具付き帽子の光源に通電するために「オン」状態又は「オフ」状態にブリムに向
かって押圧可能である。このことのために、ボタンが１回目に押されると、照明具付き帽
子のライトは通電してその「オン」状態となり、「オン」状態では、ライトは、使用者が
２回目に再びボタン又はプランジャを押して、スイッチに照明具付き帽子をその「オフ」
状態に設定させるまで、引き続きオン状態のままである。以下にさらに説明されるように
、防護部材／防護部分４１０は、照明具付き帽子の作動スイッチ及びプランジャを取り囲
むことによって照明具付き帽子の偶発的な作動を効果的に防止し、帽子の表面を越えてプ
ランジャ式アクチュエータより延びている。防護部材／防護部分がプランジャを越えて延
びるこの追加された距離は、防護部材／防護部分がプランジャ式アクチュエータへのアク
セスを阻止する又は妨げるので、ボタン式又はプランジャ式アクチュエータの偶発的な押
圧の防止に効果的である。
【００６２】
　さらなる詳細を見ると、ガード装置４０２の取外し可能なカバー４０８は、薄いボール
紙又は板紙の本体４０３（図１３）を有し帽子ブリムを取り囲むスリーブを効果的に形成
する。この本体４０３は上部部分又は主要面部分４２０を有し、この部分４２０は、帽子
ブリム４１４の上面４２２の上側の湾曲に適合するように構成され、且つブリム４１４の
上面４２２を横切って延びるサイズである（図１３）。ブリムスリーブの本体４０３はま
た、本体上部部分４２０の対向する側端部４２６及び４２８から延びる、一対のフラップ
アーム又は側部部分４２４を有している。フラップアーム又は側部部分４２４は、概して
図１１及び図１４（図１３の矢印Ａを参照）に示されるように、上部部分４２０の下側に
折り返すように構成される。フラップ部４２４は、図１１に最もよく示されるように、帽
子ブリムの下側に折り返された形態のときに、互いに重なり合うのに十分な長さを有して
いるのが、好ましい。このようにすることで、帽子４０４に取り付けられたとき、ブリム
スリーブの上部部分４２０が帽子ブリム４１４の上面４２２を横切って延び、そして、図
１１に最もよく示されるように、ブリムスリーブのアーム側部部分４２６は、ブリム縁部
４３０でブリム４１４の下側に折り返され、帽子ブリム４１４の下面４３２を横切って延
びるように構成される。このことのために、包装カバー体４０８は、アームフラップ２４
２をブリム縁部４３０の周りに容易に曲げる又は折り返すことを可能にするにように、必
要に応じて、様々な折り目（fold）、折り溝（crease）、又は曲がりを有してもよい。
【００６３】
　ブリムスリーブの対向する側端部４２６及び４２８は、概して、帽子ブリム４１４と同
じ厚さであり（図１４）、そして、取外し可能なカバー４０８が帽子ブリム４１４に取り
付けられたときに帽子ブリム４１４と同様の外形を保ち得るように、ブリムスリーブの上
部部分４２０とフラップアーム又は側部部分４２４との間を接続する／その間に延びる。
このことのために、対向する側端部４２６及び４２８は各々、下側縁部４４６と上側縁部
４４８とを有してもよく（図１４）、これらはそれぞれ、側部部分４２４と上部部分４２
０との間を接続する。下側縁部４４６及び上側縁部４４８の双方とも、ブリムスリーブの
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本体４０３のボール紙材又は板紙材を折り曲げ易くする、これら縁部に沿った折り線、折
り目、折り溝、ミシン目又は他の刻み目を含み得、これら折れ線などにより、対向する側
端部４２６及び４２８はブリムの縁部４３０と同様の外形及び厚さを保つことができる。
【００６４】
　フラップ４２４の各々により、カバー４０８を帽子４０４に取外し可能に取り付けるこ
とが可能となる。一手法によれば、各フラップ４２４はまた、フラップ４２４の遠位端部
４３６に隣接して位置して後方に延びるストリップ４３４の形状をした、留め部材４３２
を有している（図１１及び図１３）。図１１に最もよく示されるように、ストリップ４３
４の各々は、互いに重なり合い、そして、帽子のクラウン４１２内に形成されたヘッドバ
ンド材（headband）４３８に巻き付けられる又は折り込まれるように構成される。ストリ
ップ４３４は、ヘッドバンドに挿入されるか、及び／又は、双方のストリップ４３４とヘ
ッドバンドを形成する布材とを通る留め具４４０、例えば、ステープル、ピン、スナップ
、ストラップ、接着剤などによってヘッドバンドに固定される。ストリップ４３４を重ね
合わせてストリップ４３４をヘッドバンド４３８に固定することによって、ガード装置４
０２はブリム４１４に着脱可能に取り付けることができる。これは、単に留め具４４０を
取り外してブリム４１４の周りの折り返されたストリップ４３４及びフラップ４２４を拡
げることだけによって、ガード装置４０２を帽子から取り外すことができるためである。
このようにすることで、帽子のブリムだけを包み込むスリーブが形成されることによって
、帽子４０４の外観を損なうことなく、カバー４０８及びそのガード装置４０２を帽子４
０４に固定することができる。このことのために、本明細書に示されるようにカバー４０
８を帽子に固定することによって、ブリムスリーブ４０２が帽子の外形に適合しそして帽
子のクラウン部分４１２の妨げとなりクラウン部分４１２をふさぐことがないため、消費
者が店頭で帽子を試着することができる。
【００６５】
　ブリムスリーブ４０２の本体４０３は、紙、ボール紙、ファイバーボード、ラミネート
材又は他の適合性を有する包装タイプの材料であることが好ましく、この材料は、十分な
可撓性を有し、且つ端部４２６及び４２８で折り返すことができ、帽子ブリム４１４の湾
曲に適合させることが可能となるものである。このことのために、カバー４０８は、容易
に折り曲げることを可能とし且つ隣接するカバー部分同士の間の交差を生むするための折
り線、折り目、折り溝、ミシン目又は他の刻み目４４８、４４６を有し得る。取外し可能
なカバー４０８の上面４２０はまた、装飾用外層を有してもよく、これは、ブリムスリー
ブ４０２が製品の識別手段又は販売ラベルとしても機能するように、ラベル、ロゴ、及び
他の取扱説明文などの様々なマーク（marking）及び他のしるし（indicia）に使用される
。例えば、この上面は、帽子が「トライミー機能（try me feature）」を備えていること
を掲示することによって、光源が試されてもよいことを示し得る。
【００６６】
　ブリムスリーブの防護部材又は防護部分４１０は、板紙本体の一部であってもよく、又
は好ましくは、成形樹脂で形成された別個の構造体を有していてもよく、この構造体はブ
リムスリーブの板紙本体４０３の一部に取り付けられる。一手法によれば、防護部材４１
０は、立ち上がりフランジ４４１から形成される壁部４４２を有している（図１１及び図
１１ａ）。そして、立ち上がりフランジ４４１は、帽子のスイッチ４０６に隣接して位置
し、そして、好ましくはスイッチ４０６を部分的又は完全に取り囲んで位置する。同時に
、壁部４４２の立ち上がりフランジ４４１はまた、概して図１１及び図１２に示されるよ
うに、壁部４４２の遠位端部４４５にスイッチアクセス開口４４４を形成し、それにより
スイッチ４０６に直接的且つ意図してアクセスするための開口を与えている。このことの
ために、スイッチ４０６のプランジャ式アクチュエータ４０６ａは、ブリムスリーブ４０
２の本体４０３を形成する材料又は防護部材４１０の樹脂のいずれによっても覆われてい
ないが、それにもかかわらず、プランジャ式アクチュエータ４０６ａに隣接して、スイッ
チ４０６の偶発的な作動を防止するバリアとして作用する壁部４４２の立ち上がりフラン
ジ４４１を有している。防護材４１０は、樹脂材料から形成され、好ましい環状形状に成
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形されることが好ましい。しかしながら、図面では防護材４１０は環状形態を有するもの
として示されているが、ガード材４１０は、それがスイッチに隣接する及び／又はスイッ
チを取り囲むことにより、スイッチの意図せぬ作動を防止することが可能であるような任
意の形状を有し得ることは理解されるであろう。
【００６７】
　ある形態では、防護壁部４４２は、立ち上がりフランジ４４１、特に、帽子に取り付け
られるとスイッチ４０６を取り囲むように配置及び構成された環状構造体を形成する一対
の立ち上がりフランジから形成される。再び図１１ａを参照すると、壁部４４２は、一対
の立ち上がり壁部フランジ４５４及び４５６を有し、これらフランジは、概して互いに向
かって延びて、壁部４４２の基部が壁部の遠位端より広い幅を有するテーパ状の壁部形態
を形成する。テーパ状の形態は、防護部材４１０のアクセス開口４４４のいずれかの側に
ある外側壁部フランジ４５４と内側壁部フランジ４５６とを有している。このテーパ状の
形態は、防護壁部４４２の強度の増加をもたらすため都合がよい。
【００６８】
　防護材４１０が取外し可能なカバー４０８の板紙本体と別個の部品である場合、防護材
４１０はまた、その取付フランジ４４３を有する。取付フランジ４４３は、留め具４４３
ａ（ステープル、ピン、接着剤など）によって対応する合わせ面４５０に取り付けること
ができるものである。この合わせ面４５０は、図１１に最もよく示されるように、ブリム
スリーブ本体のフラップ４２４の一方において、上述のように本体４０３がブリム４１４
に取り付けられたときに、防護部材４１０の壁部４４２がブリムに取り付けられたスイッ
チ４０６を取り囲むような位置に配置されている。このことのために、取付フランジ４４
３は、壁部４４２に対してほぼ直交する又はおおよそ横断する方向に延び、図１１に最も
よく示されるように、防護材４１０の片側から延びるのが好ましい。これにより、防護材
４１０が、ブリムスリーブのフラップアーム４２４の一方の縁部から離れる方向に延在す
ることが可能となる。
【００６９】
　防護部材４１０はまた、ブリム表面に取り付けられたときに、ブリム表面とぴったりと
係合するための台座フランジを有することが好ましい。図１１ａを参照すると、防護部材
４１０は、外側壁部フランジ４５４に隣接した外側台座フランジ４５３と、内側壁部フラ
ンジ４５６に隣接した内側台座フランジ４５２とを有している。各台座フランジ４５３及
び４５２は、ブリム表面にぴったりと座るように構成され、そのため、ブリムスリーブが
ブリムに固定されたときに、防護部材４１０はブリムにぴったりと取り付けることができ
る。より詳細には、外側台座フランジ４５３は、概して壁部フランジ４５４から外側に離
れるように延び、内側台座フランジ４５２は、内側壁部フランジ４５６に隣接してアクセ
ス開口４４４へ内側に向かって延びる。
【００７０】
　図１１ａをまだ参照すると、内側台座フランジ４５２と外側台座フランジ４５３とは、
壁部４４２の基部で互いに離され間隔をあけて配置されている。内側台座フランジ４５２
及び外側台座フランジ４５３は、防護部材４１０が照明具付き帽子４０４に取り付けられ
ている間、防護装置が帽子のスイッチ４０６に隣接し及び／又はスイッチ４０６を取り囲
んだまま保たれるよう、防護部材４１０の安定性の向上をもたらすことに役立つ。内側台
座フランジ４５２は、内側の縦のフランジ４５６と接続されており、帽子ブリム４１４に
隣接したアクセス開口の内側の下縁部の周りを環状に且つ帽子ブリム４１４とほぼ平行な
方向に延びている。内側台座フランジ４５２は、帽子ブリム４１４の下面にほぼぴったり
と接触して座り、作動スイッチ４０６をほぼ取り囲んでよい。外側台座フランジ４５３は
、外側の縦フランジ４５４に接続されており、環状に、そして帽子ブリム４１４とほぼ平
行な方向に延びている。外側台座フランジ４５３もまた、帽子ブリム４１４の下面にほぼ
ぴったりと接触して座ってよい。さらに、外側台座フランジ４５３の少なくとも一部は、
防護部材４１０を取外し可能なカバー４０８と接続するための取付フランジ４４３に接続
されてもよい。
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【００７１】
　防護部材４１０と、スイッチの上方でスイッチから間隔をあけて位置する遠位端部４４
５を有する立ち上がりフランジ４４１とが好ましい環状形状を有することによって、作動
スイッチ４０６を取り囲むバリア壁部が与えられ、且つ環状の遠位端部４４５に沿った多
数の接触位置で物の侵入を阻止する面が与えられることにより、作動スイッチ４０６の偶
発的な作動が防止される。例えば、アクセス開口４４４より大きいサイズを有し且つ防護
部材／防護部分４１０と接触しようとする物は、環状の遠位端部４４５に沿った様々な場
所に同時に接触し得る。ある形態では、侵入しようとする物は、環状の遠位端部４４５に
おける反対となる側にある対向する２つの場所（すなわち、図１１ａにおける４４５ａ及
び４４５ｂ）に接触することができ、このとき、遠位端部４４５は、作動スイッチ４０６
の上方の対向する２つの場所で侵入しようとする物を支持することができ、それにより、
侵入しようとする物によるスイッチ４０６の偶発的な作動を防止する。少なくとも２つ接
触点を有するようにすることにより、壁部４４２は、表面が係合した時の圧壊又は変形に
対する抵抗性の向上をもたらす。
【００７２】
　ガード装置４０２は、隣り合う面を電源スイッチ４０６から離した状態で保つので、都
合がよいものである。有用な適用の一つは、包装及び店舗への出荷のため複数の帽子４０
４が互いに入れ子にされる場合である。図１２を参照すると、各々がクラウン４１２（図
１２には図示せず）とブリム４１４とを有する複数の照明具付き帽子が、入れ子の形態で
配置されている。この例では、この入れ子の形態は、複数の照明具付き帽子のうちの上側
の帽子（４１１）と互いに入れ子になっている複数の照明具付き帽子のうちの下側の帽子
（４１４ａ）を含んでおり、このとき、下側の照明具付き帽子のクラウンが上側の照明具
付き帽子のクラウンの中に挿入され、下側の照明具付き帽子のブリム４１４ａが、上側の
照明具付き帽子のブリム４１４の少なくとも一部に重なっている（すなわち、下側のブリ
ム４１４ａが真ん中のブリム４１４に重なり、次に真ん中のブリム４１４が上側のブリム
４１４ｂに重なっている）。複数の入れ子になった照明具付き帽子の各々は、帽子ブリム
の各々にある作動スイッチ４０６の偶発的な作動を防止するために、各々に取り付けられ
たガード装置４０２の形態のスペーサ装置を有している。上述で開示されるように、ガー
ド装置４０２は防護部材４１０を有することが好ましい。ガードするために、防護部材の
壁部４４２の高さＨ１は、スイッチ４０６がブリム４１４の表面を越えて上方に延びる距
離より大きく、そのため、防護材４１０の遠位端部４４５はスイッチ４０６から距離Ｈ２
だけ間隔をあけて位置する。このようにすることで、ガード４１０及び特にその壁部４４
２によって、隣り合って下側で入れ子になった帽子４０４ａのブリム４１４ａは、真ん中
の帽子のブリム４１１の作動スイッチ４０６から間隔をおいた状態で保たれ、これは、防
護壁部４４２によって、隣り合って入れ子になったブリム４１４ａが真ん中の帽子のスイ
ッチ４０６と接触しないようにするためである。ガード壁部４４２の高さＨ１はまた、十
分に高いため、ブリムを覆う布地４１１が引っ張られてスイッチ４０６の上に密着したと
しても、スイッチはなおガード壁部４４２の頂部４４５から間隔をあけて位置している。
【００７３】
　照明具付き帽子は、消費者が購入する前に店頭の商品棚に陳列されるかもしれない。照
明具付き帽子の照明光源がどの程度うまく作用するかについて判断するために、消費者が
何度も照明具付き帽子を試したいと思うことかもしれない。陳列中は、防護部材４１０に
付随するスイッチのアクセス開口４４４によって、使用者は、作動スイッチ４０６へ意図
して直接的にアクセスすることができる。従って、使用者は、指を使ってスイッチアクセ
ス開口４４４に直接入ってスイッチ４０６を意図して作動させることができ、そのため、
帽子が店頭の商品棚に陳列されている間に、照明又は他の付属品装置を試すことができる
。上述のように、この構成によって、使用者が作動スイッチを意図してに動作させるため
直接アクセスすることが可能となりながら、それにもかかわらず、作動スイッチの意図し
ない作動が防止される。このようにすることで、帽子４０４は、電源４１１が既に設置さ
れた状態で店舗に出荷可能であり、この際、出荷中に作動スイッチが偶発的にその電源が
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消耗する可能性があるオンになるという懸念は必要ない。
【００７４】
　図１１、図１５、及び図１６を参照すると、本明細書に記載される照明具付き被り物に
使用されるフレキシブルなバッテリモジュール（flexible battery module）５０２が示
されている。図１１に示されるように、バッテリモジュール５０２は、帽子のクラウン４
１２の下側の内側部分に形成されたヘッドバンド材４３８に挿入するものとして構成され
ている。すなわち、典型的な野球帽スタイルのキャップにおいて、ヘッドバンド材４３８
は、クラウン４１２によって形成される内側空間へと内側に折り返され、それによりヘッ
ドバンド４３８とクラウン４１２の内表面との間にほぼ環状の空間を形成する。フレキシ
ブルなバッテリモジュール５０２は、この空間に挿入されて帽子のバンド又はクラウンに
固定されることが好ましい。バッテリモジュール５０２は、バッテリモジュール５０２の
複数の部分を屈曲させたり曲げたりすることができるようにフレキシブルに構成されてい
る。この点で、バッテリモジュール５０２は、帽子のクラウン４１２の湾曲にほぼ適合し
、人に対してより苦痛がない着用感をもたらす。これは、バッテリモジュール５０２が、
着用者の頭部に接し得る突出部をもたらす可能性がある硬い部分をより少なくして、着用
者の頭部の湾曲形状により上手く適合することが可能なためである。同時に、バッテリモ
ジュール５０２はまた、バッテリとの接続部を保護するように構成された剛性部分をより
多く備える。
【００７５】
　図１７を参照すると、バッテリモジュール５０２の一形態がさらに詳細に示されている
。図示されるように、バッテリモジュール５０２は２つのバッテリ受入ポケット５０４を
有し、これらのポケット５０４は、各々、単一のバッテリ５０６、例えば薄いコイン電池
タイプのバッテリを、通常スナップ嵌めの接続で受け入れるように構成されている。例え
ば、バッテリ５０６は、ポケット５０４の両側部にある間隔をあけて位置する把持フィン
ガ部５０８によりポケット５０４にぴったりと受け入れられることによって、ポケット５
０４にスナップ嵌めされることが好ましい。以下にさらに詳細に記載されるように、各ポ
ケット５０４はベース部材５１０に取り付けられ、このベース部材５１０は、電気配線５
１２を取り囲み、ポケット５０４との接続のための剛性がある取付部分を与え、そして、
バッテリモジュール５０２を帽子の湾曲形状に適合可能とする可撓性をもつ曲げ部分も有
している。
【００７６】
　配線５１２は、ベース部材を通ってバッテリの各々に延び、そして、ベース部材の遠位
端部から外に延び、この遠位端部では、配線５１２は、回路基板、照明光源、スイッチ、
又は他の付属品（図示せず）に接続されることが可能である。ベース部材５１０は、配線
と各バッテリ５０６との間の電気的接続部５１３に対する剛性がある保護を与え、この接
続部に起こり得る曲がり又は屈曲の量を制限する。バッテリモジュール５０２は、２つの
バッテリポケット５０４を有して示されているが、帽子及び関連する付属品に所望の電力
レベルを供給するために必要に応じて、追加のポケット又はより少ないポケットを有して
もよいことは理解されるであろう。
【００７７】
　ある形態では、ベース部材５１０は、配線５１２が貫通する樹脂の筒を形成する環状を
した壁部５１２を有する細長い筒状構造である。筒状壁部５１２は、バッテリモジュール
５０２の曲がり又は屈曲を可能にするよう構成された少なくとも２つの比較的可撓性があ
る部分５１４を有し、そして、バッテリポケット５０４との剛性がある接続部５１７を形
成する少なくとも２つの比較的剛性がある部分５１６もまた有している。可撓性がある部
分５１４は、筒の長手に沿って軸方向に間隔をあけて位置する一連の環状バンド５１８か
ら形成され、環状バンド５１８同士の間にはより狭くなった筒状部分５２０が備わる。狭
くなった筒状部分５２０は、剛性がある筒状部分５１６と比較して壁厚が比較的薄く、そ
れ故、筒状部分５１４が屈曲する又は曲がることが可能となる。環状バンド５１８は、比
較的厚い壁寸法を有し、可撓性がある部分５１４の曲がり量を制限する硬い止め部を提供
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することができる。このことのために、部分５１４を屈曲させたときに、十分に曲がって
いると、環状バンド５１８の外側縁部５１９が互いに当接して曲がり量が制限される。筒
部の屈曲量を制御するために、環状バンド５１８同士の間の間隔Ｄ１を変更することがで
きる。例えば、間隔Ｄ１が大きくなるほど、可撓性がある部分はより曲げることができ、
間隔Ｄ１が小さくなるほど、可撓性がある部分は曲げることができなくなる。
【００７８】
　ベース部材５１０は２つの可撓性がある部分５１４を有することが好ましい。一方の可
撓性がある部分５１４は、２つのバッテリポケット５０４及び剛性がある部分５１６同士
の間に位置付けられ、それにより各バッテリポケット５０４が互いに対して屈曲する又は
曲がることが可能となる。他方の可撓性がある部分５１４は、ベース部材５１０の遠位端
部５２２に設けられ、それにより配線がベース部材５１０に入る箇所に可撓性をもたらす
。
【００７９】
　図１６を参照すると、バッテリモジュール５０２は、留め具５４０によって被り物に取
り付けられる。ある形態では、留め具５４０はループ状の布材５４２であり、この布材５
４２は、ポケット５０４の各々の間でベース部材５１０を取り囲み、帽子のヘッドバンド
４３８の内側に縫い付けられる５４４。このようにすることで、バッテリモジュール５０
２は、帽子に便利に取り付けられるが、バッテリに至るためにねじを外す、取り除く又は
開けることが必要である他のポケット、モジュール、カバー、又は他のものがないため、
バッテリの交換を容易にすることが可能である。使用者は、折り返されているヘッドバン
ド４３８を拡げることでバッテリ５０６にアクセスすることができる。バッテリモジュー
ル５０２の１つの取付方法として布製ループ５４２が例示されているが、他のタイプの取
付方法、例えば、限定はされないが、スナップ、ベルクロ（商標）、糊、布製ポケット、
及び他の一般的な固定方法を用いてバッテリモジュールを帽子に固定し得ることは理解さ
れるであろう。
【００８０】
　図１７～図２３を参照すると、照明具付き衣料６０２の様々な実施形態が示されている
。概して、照明具付き衣料６０２は、例えばジャケット又はスウェットシャツのフードな
どにおけるフード部分６０４を有し、フード部分６０４は、照明光源６０６を有する帽子
部分６０５と組み合わされていて、それによりフードが持ち上げられ着用者の頭部を囲む
とき着用者の前方に照明を供給する。フードと結合されている帽子部分６０５は、クラウ
ン又はバイザー部分のような部分的クラウン６０８と、クラウン６０８の下部分から外側
に延びるブリム部分６０７とを有している。以下にさらに詳細に記載されるように、帽子
部分６０５は、照明光源６０６と、照明光源に通電するために必要な他の電気部品とを有
することが好ましいが、電気部品は、フード又は衣料の他の部分にあってもよい。この構
成では、帽子とフードとを組み合わせたものは、フード付きのスウェットシャツ又はジャ
ケットによって覆われた別個の帽子の外観に似ているが、安定性についてフードに取り付
けられている帽子の利点をもたらす。以下にさらに説明されるように、帽子部分６０５は
フード部分６０４に固定されてもよく、又は、帽子部分６０５（すなわち、クラウン又は
ブリム）はフード部分６０４に着脱可能に取り付けられてもよい。
【００８１】
　図１７をより詳しく参照すると、照明具付き衣料６０２の一実施形態には、フード６０
４に固定された帽子部分６０５が含まれる。照明具付き衣料のこの形態では、帽子部分６
０５は、クラウン部分６０８がフード６０４に取り付けられる、特に、フード６０４の外
側縁部６１０に取り付けられることによって、フード６０４に固定されている。クラウン
６０８は、縫い付け、糊着、及び他の固定方法によって取り付けられ得る。場合により、
クラウン６０８はフードの布地の延長部であってもよく、このとき、クラウン部分の湾曲
形状を形成するようにフードの布地の内表面に位置付けられる、より高い剛性をもつ裏当
て材（図示せず）を備えていても又は備えていなくともよい。
【００８２】
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　一実施形態において、帽子とフードとを組み合わせたものはまた、フード６０４の側部
及び後部の外側部分を囲んで延びるヘッドバンド６１２を有している。このヘッドバンド
は、帽子部分６０５を着用者の頭部における所望の位置に位置決めするのに役立つ。一手
法によれば、ヘッドバンド６１２は、弾性がある材料で形成されてもよく、そして、帽子
部分６０５の一方の側部から他方の側部まで、フードの側部及び後部を囲んで延びる。ヘ
ッドバンド６１２は、フードに縫い付けられてもよく、又は図１７に示されるように、フ
ード６０４の内表面に位置付けられた１つ又は複数の間隔をあけて位置するループ６１４
に通されて延びてもよい。
【００８３】
　帽子部分６０５は、照明光源６０６と、照明光源６０６に通電するために必要な電気部
品とを有している。例えば、帽子部分６０５は、本明細書における上述の照明具付き帽子
、若しくは関連出願の米国特許出願第１１／９４１，５５８号明細書に記載される上述の
照明具付き帽子のなかの任意のもの又はそのなかの任意の部分を有し得る。帽子部分６０
５は、帽子ブリム６０７の外縁部６１６に照明光源６０６を有し、着用者の前方に照明を
供給するように構成されることが好ましい。図１７に示されてフード部分６０４に固定さ
れた帽子部分６０５のアセンブリを有する実施形態によって、帽子部分６０５とフード部
分６０４とが概して単一の衣料品である丈夫な構造が与えられる。
【００８４】
　ここで図１８を参照すると、照明具付き衣料６０２の別の実施形態が示されている。こ
の実施形態において、帽子部分６０５は、固定機構６２０によってフード部分６０４に着
脱可能に取り付けられている。このようにすることで、帽子部分６０５はフード部分６０
４から取り外すことができ、そのため、帽子部分６０５の電気部品を水から保護する必要
なしにフードを洗濯し得る。
【００８５】
　一手法によれば、固定機構６２０としては、ベルクロ（商標）、スナップ、ピン、ボタ
ン、ジッパー、及び他の固定方法が挙げられる。図示されるように、クラウン部分６０８
の外側縁部６１９は、その上にスナップ６２２を有する複数の間隔をあけて配置された布
フラップ６２１を備えている。スナップ６２２の各々は、対応する受け側スナップ部材６
２５に受け入れられるように構成され、この受け側スナップ部材６２５は、フード６０４
の外側縁部６２３に隣接するなどして、フード６０４の内表面６２７に固定されている。
場合により、フード６０４は、一体となった又は別個になったヘッドバンド６２４を有し
てもよく、このヘッドバンド６２４は、着脱可能な帽子部分６０５の一部であってもよく
、又は上述のヘッドバンド６１２と同様のフード６０４の内側部分に設けられてもよい。
【００８６】
　また、ライト付き衣料６０２は、フード６０４に着脱可能に取り付けられたクラウン部
分６０８を有するのではなく、着脱可能な帽子ブリム６０７を有してもよい。例えば、図
１９に示されるように、帽子ブリム６０７は、取外し可能な留め具６３２を介してフード
６０４又はクラウン部分６０８に着脱可能に取り付けられることができ、取外し可能な留
め具６３２は、ブリムとフード６０４又はクラウン部分６０８との双方に、協働する留め
部分６３２ａ及び６３２ｂを有する。上述の実施形態と同様に、着脱可能なブリム６０７
によって、それに収容される電気部品をフード６０４から分離することが可能となり、そ
のため、いずれの電気部品にも損傷を与えることなくフード６０４を洗濯することができ
る。留め具６３２としては、限定はされないが、スナップ、ベルクロ（商標）、接着剤、
ジッパー、ボタン、タブ、ピン、及び他の取外し可能な固定手段など、フード６０４又は
クラウン部分６０８に対して、それに損傷を与えることなくブリム６０７を容易に取り外
し、そして再び取り付けることが可能な任意の一般的な固定機構を挙げることができる。
【００８７】
　図２０を参照すると、着脱可能なブリム６３４の一例が示されている。この実施形態に
おいて、ブリムは、上側被覆布及び下側被覆布６３７によって覆われた比較的剛性がある
形状保持部分６３６を有している。形状保持部分６３６は、その内側縁部６４０に沿った
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）などの留め具６４４を有し、留め具６４４は、帽子のクラウン６０８の下側の内表面６
４８又はフード６０４の下側の内表面にあるベルクロ（商標）などの対応する留め具６４
６と着脱可能に結合するように構成されている。この実施形態において、着脱可能なブリ
ム６０５は、伝統的な野球帽スタイルのキャップと同様の形状保持部分６３６の上面及び
下面にわたって張られた布地６３７を有し、そのため、クラウン及びフードに取り付けら
れると、このアセンブリは典型的な野球用キャップのように見える。
【００８８】
　ここで図２１を参照すると、代替的なライト付き衣料アセンブリ６０２が示されている
。この実施形態において、帽子部分６０５は、帽子ブリム６０７から取り外すことのでき
る着脱可能な電子モジュール６５２を有している。この実施形態では、全ての電気部品（
スイッチ、回路基板、バッテリ、及び照明光源）は、電気モジュール６５２に取り付けら
れている。このようにすることで、電気モジュール６５２を衣料から取り外すことができ
、そのため、フードと帽子とを組み合わせたものを、電気部品を有さずに容易に洗濯する
ことができる。
【００８９】
　より具体的には、ブリム６０７は、ブリム外壁部６５５と、ブリム外縁部６５７に沿っ
て延びるブリム縁壁部６５６とによって形成される内部空洞部６５４を有している。この
空洞部６５４は、電気モジュール６５２を中に受け入れるサイズである。照明光源６０６
を外側への照明投射のために位置決めするのに、縁壁部６５６は、空洞６５４部から外壁
部６５６を通って延びるスロット６５９を有することが好ましい。このことのために、電
気モジュール６５２は、照明光源をスロット６５９に配置した状態で空洞部６５４に挿入
される。
【００９０】
　空洞部６５４にアクセスするために、ブリム６０７の布製の下面６５８は、めくり返す
と空洞部６５４が露出するフラップ６６０を有している。フラップ６６０は、ここではベ
ルクロ（商標）として示されている留め具６５８によってブリム縁壁部６５６に固定され
るが、留め具６５８は、ボタン、スナップ、接着剤などの、任意の着脱可能な固定機構で
あってよい。代替的な実施形態では、図２３に示されるように、電気モジュール６５２は
、ブリム６０７の下面６５８に設けられたジッパーのスロット６７４を介してアクセスす
ることができる。
【００９１】
　好ましくは、電気モジュール６５２は、電源６０６を照明するために必要なあらゆる構
成要素を有する。図示されるように、電気モジュール６５２は、電源６６２と、回路基板
６６４と、作動スイッチ６６６と、他の電気的接続部６６８とを有している。電気モジュ
ール６５２に示される様々な電気部品は例示に過ぎず、各々の特定の状況下で必要に応じ
て他の電気的接続部及び構成要素が設けられ得ることは理解されるであろう。図２２に示
されるように、電源６６２は、電気モジュール６５２の外側縁部６７２に設けられたスロ
ット６７０に受け入れられることが好ましい。このようにすることで、電源６６２、例え
ばコイン型バッテリは、スロットに６７０に都合よく滑り込ませられ得る。確実な取り付
けをもたらすために、スロットは、バッテリ６６２をぴったりと嵌って受け入れるように
構成されたアンダーカット溝（undercut groove）６７４を有し得る。
【００９２】
　特許請求されるようにの照明具付き帽子及び衣服の本質を説明するために記載及び図示
されている部品及び構成要素の詳細、材料、及び配置について、当業者によって本発明の
原理及び範囲内で様々な変更が加えられ得ることは理解されるであろう。
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