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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の電源を備えるドッキング・ステーションと、
　該ドッキング・ステーションに着脱可能に接続され、それぞれが第２の電源を備える、
複数の面ライトと、
　前記ドッキング・ステーションに配置され、前記第１の電源と該ドッキング・ステーシ
ョンに着脱可能に接続されている複数の面ライトのそれぞれとに電気的に接続されている
第１の電源スイッチと、
を備え、
　該第１の電源スイッチの起動により、該ドッキング・ステーションに着脱可能に接続さ
れている複数の面ライトに前記第１の電源から電力が供給され、該面ライトのそれぞれを
点灯させる、
携帯用ランタン。
【請求項２】
　前記ドッキング・ステーションは、基部と該基部から伸長するネック部を備え、該ネッ
ク部は、複数のドッキング・ベイを備え、該ドッキング・ベイのそれぞれは、前記複数の
面ライトのうちの１つをそれぞれ収容するように構成されている、請求項１に記載の携帯
用ランタン。
【請求項３】
　前記複数のドッキング・ベイのそれぞれは、第１の電気接続ポートを備え、前記複数の
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面ライトのそれぞれは、光源および第２の電気接続ポートを備え、前記面ライトが前記ド
ッキング・ベイ内に配置されているときに、該面ライトの第２の電気接続ポートが、該ド
ッキング・ベイの第１の電気接続ポートと係合する、請求項２に記載の携帯用ランタン。
【請求項４】
　前記複数の面ライトのそれぞれは、前記第２の電源に電気的に接続されている第２の電
源スイッチを備えており、該面ライトが前記ドッキング・ステーションから取り外されて
いる場合に、第２の電源スイッチの起動により、該取り外されている状態の面ライトに前
記第２の電源から電力が供給され、該面ライトを点灯させる、請求項１に記載の携帯用ラ
ンタン。
【請求項５】
　前記第１の電源が、前記ドッキング・ステーションに着脱可能に接続されている前記複
数の面ライトのそれぞれの第２の電源を充電するようになっている、請求項４に記載の携
帯用ランタン。
【請求項６】
　前記面ライトが前記ドッキング・ステーションから取り外されている場合に、第２の電
源が、該取り外されている状態の面ライトに自動的に電力を供給し、該面ライトを点灯さ
せる、請求項１に記載の携帯用ランタン。
【請求項７】
　前記複数の面ライトのそれぞれが、前記ドッキング・ステーションへの着脱可能な接続
を可能にするためのラッチ機構を備える、請求項１に記載の携帯用ランタン。
【請求項８】
　前記複数の面ライトのそれぞれは、前記光源を備える正面と、前記第２の電気接続ポー
トを備える背面を有する本体と、該本体から伸長するハンドルとを備える、請求項３に記
載の携帯用ランタン。
【請求項９】
　前記本体の前記正面上に、前記光源を覆うレンズカバーが設けられている、請求項８に
記載の携帯用ランタン。
【請求項１０】
　前記光源が、発光ダイオードにより構成されている、請求項３に記載の携帯用ランタン
。
【請求項１１】
　前記複数の面ライトのそれぞれは、複数の光源を備える、請求項３に記載の携帯用ラン
タン。
【請求項１２】
　前記複数の光源のうちの少なくとも１つは、発光ダイオードにより構成されている、請
求項１１に記載の携帯用ランタン。
【請求項１３】
　前記第１および第２の電源が、電池により構成される、請求項１に記載の携帯用ランタ
ン。
【請求項１４】
　基部と、該基部と、複数のドッキング・ベイを有するネック部とを備えるドッキング・
ステーションと、
　該ドッキング・ステーション内に配置された第１の電源と、
　それぞれ光源と第２の電源を備える、複数の面ライトとを備え、
　前記複数の面ライトのそれぞれは、前記複数のドッキング・ベイの１つの中で、前記ド
ッキング・ステーションに対して、着脱式に接続可能となっており、
　前記第１の電源は、前記ドッキング・ステーションに取り付けられている前記複数の面
ライトのそれぞれの光源に、選択的に給電可能となっており、かつ、
　前記複数の面ライトのそれぞれは、前記第２の電源が、前記面ライトが前記ドッキング
・ベイから取り外されている場合に、前記光源に給電可能となっている、
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携帯用ランタン。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯用ランタン、特に、複数の面ライトを備える携帯用ランタンに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ランタンは、自立可能で、一般的な範囲を照らすことが可能な、携帯可能な光源である
。ランタンは、キャンプなどのアウトドア活動において、他の光源が不便であったり、利
用できなかったりする場合に、よく使用されている。また、ランタンは、家庭やその他の
場所においても、電力が供給停止されるなど、照明が利用できない場合の予備用電源とし
て、よく利用されている。
【０００３】
　ランタンには、エネルギ源により異なるタイプのものがある。たとえば、マントルを用
いて、燃料を燃焼させるタイプのものと、バッテリを用いた電灯タイプのものがある。電
気ランタンは、通常、光を当てるべき場所の近傍で、載置したり、吊り下げたりして使用
し、スイッチを入れて、電源を供給する。ランタンは人手で運搬可能であり、使用者が移
動時においても、その周辺を光で照らすことが可能である。
【０００４】
　ランタンは、このような通常要求される目的に対しては好適なものであるが、複数の場
所で照明が必要とされる場合には、その都度、場所から場所へと運搬する必要があり、不
便である。たとえば、２人以上の使用者が同時に１つのランタンを使用している場合、あ
る使用者がある場所で光を必要とすると同時に、別の使用者が他の場所で照明を必要とす
る場合がある。このように、１つのランタンを共通して使用している場合でも、複数の場
所で照明が必要となる場合がある。複数の場所に照明を供給するために、複数のランタン
を持ち運ぶことも考えられるが、こうすることが非実用的な場合もあり、コスト的な問題
も生じる。特に、特定の状況、具体的には、保管スペースが限られるキャンプなどの場合
には、非実用的である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】韓国特許出願公開第２００５０１０９１１８号公報
【特許文献２】米国特許第６８５１８２７号公報
【特許文献３】米国特許出願公開第２００５２３７７３４号公報
【特許文献４】特開２００１－２６６６３６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　同時に複数の場所で照明が必要となる場合にも、１つのランタンで照明を供給できるよ
うにする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、携帯用ランタンを提供する。本発明の携帯用ランタンは、第１の電源を有す
る、ドッキング・ステーション（接続架台）を備える。該携帯用ランタンは、前記ドッキ
ング・ステーションに着脱可能に接続できる、複数の面ライトを備える。該複数の面ライ
トのそれぞれは、第２の電源を備える。
【０００８】
　前記ドッキング・ステーションは、該ドッキング・ステーションに着脱可能に接続して
いる前記複数の面ライトのそれぞれに第１の電源から電源を供給でき、該ドッキング・ス
テーションに接続している該複数の面ライトが光を照射できるように、構成される。該複
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数の面ライトは、それぞれ第２の電源から電源を供給でき、前記ドッキング・ステーショ
ンから分離された状態で、光を照射できるように、構成される。さらに、第１の電源は、
前記ドッキング・ステーションに接続された各面ライトの第２の電源に給電して充電させ
ることができる。
【０００９】
　一実施態様では、携帯用ランタンは、ベース部とネック部とを有するドッキング・ステ
ーションを備え、該ネック部は、複数のドッキング・ベイ（ドッキング用区画）を備える
。第１の電源は、該ドッキング・ステーションの内側に配置される。複数の面ライトが、
該ドッキング・ステーションに着脱可能に接続されるが、この複数の面ライトのそれぞれ
は、前記複数のドッキング・ベイの１つに着脱可能に接続される。該面ライトのそれぞれ
は、光源と第２の電源を備える。第１の電源は、前記ドッキング・ステーションに接続さ
れている前記複数の面ライトのそれぞれの光源に、選択的に給電可能であり、かつ、該複
数の面ライトのそれぞれは、該面ライトが前記ドッキング・ベイから分離している際に、
第２の電源がそれぞれの前記光源に、選択的に給電可能となっている。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、本発明のランタンの斜視図である。
【図２】図２は、本発明のランタンについて、面ライトの２つが分離している状態を示す
斜視図である。
【図３】図３は、図１に示したランタンが備える面ライトの１つの正面図である。
【図４】図４は、図３に示した面ライトの側方斜視図である。
【図５】図５は、図３に示した面ライトの背面斜視図である。
【図６】図６は、図１に示したランタンにおける面ライト側のロック機構の代替構成を示
す斜視図である。
【図７】図７は、代替的なロック機構を有する面ライトの１つを示す背面斜視図である。
【図８】図８は、図１に示したランタンに組み込まれる回路の一例の回路図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明およびその特徴と効果についての十分な理解を図るため、以下、添付図面を参照
しながら、本発明について詳細な説明を行う。
【００１２】
　本発明は、複数の着脱式のサブ・ランタン（面ライト）を備える、携帯用ランタンに関
する。該サブ・ランタンが該ランタンに接続されている場合には、該ランタンは、単一の
光源として機能する。あるいは、前記サブ・ランタンの１つ以上が該ランタンから分離さ
れている場合には、該分離されたサブ・ランタンのそれぞれは、個別の光源として機能す
る。
【００１３】
　該ランタンは、一次電池、蓄電池、その他の直流電源などからなる電源を有するベース
ユニット（ドッキング・ステーション）を備える。前記サブ・ランタンは、該ベースユニ
ットに着脱可能に取り付けられており、この場合には、該サブ・ランタンは、該ベースユ
ニットの前記電源と電気的に連通している。連結状態では、該電源が、前記接続されてい
るサブ・ランタンのそれぞれに電力を供給する。
【００１４】
　該サブ・ランタンのそれぞれは、個別の電源を備える。前記ベースユニットからサブ・
ランタンが分離されている場合には、該サブ・ランタンの電源が、該分離されているサブ
・ランタンの光源に電力を供給する。
【００１５】
　以下、図面を参照するが、図中において、同様の要素には、同一の符号が付されている
。図１には、その周囲に複数の面ライト２４が着脱可能に取り付けられている、ドッキン
グ・ステーション２２を備えた、ランタン２０を示している。ハンドル２６が、ランタン
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２０の上端部２３より逆Ｕ字状に伸長している。ハンドル２６は、伸長位置と収納位置と
の間で移動可能となっており、ハンドル２６をドッキング・ステーション２２の上端部２
３に向けて回動させると、ハンドル２６を収納位置に収納できる。
【００１６】
　ドッキング・ステーション側の電源スイッチ２８が、ドッキング・ステーション２２の
上端部２３に配置されており、面ライト２４がドッキング・ステーション２２に取り付け
られている場合には、このスイッチ２８により、面ライト２４の発光量を制御できる。電
源スイッチ２８の上端部２３への配置は一例であり、このスイッチ２８は、ドッキング・
ステーション２２上の配置可能な任意の個所に備えるようにしてもよい。図示の実施形態
では、ランタン２０は、４つの個別の面ライト２４を備える。しかしながら、面ライトの
数は任意であり、また、相互にサイズ、ワット数、形状を同じとする必要はない。
【００１７】
　ドッキング・ステーション２２は、面ライト２４がドッキング・ステーション２２の周
囲の一般的な範囲に光を照射できる限り、面ライト２４を支持できる任意の構造を採用で
きる。ドッキング・ステーション２２は、面ライト２４に電力を供給しうる、電池などの
内部電源（図示せず）を備える。該電源は、ドッキング・ステーション２２のベース部３
０の内側に配置される。図２に示すように、ドッキング・ステーション２２のネック部３
２が、ベース部３０から上方に向けて伸長している。ベース部３０は、ネック部３２を支
持するのに適切である限り、円筒形、その他の形状を採用できる。一実施形態では、前記
電源は、ベース部３０内に配置されるが、この電源を、ネック部３２やその他の場所の内
側に配置することも可能である。ネック部３２は、ベース部３０から上方に伸長する細長
い略円筒形状を採ることができ、ネック部３２の外側垂直面を形成する、複数のドッキン
グ・ベイ３４を有する。ドッキング・ベイ３４のそれぞれには、電気接続ポート３６が配
置されており、各電気接続ポート３６は、各面ライト２４の背面４０に設けられている、
対応電気接続ポート３８と係合するようになっている（図５参照）。
【００１８】
　電気接続ポート３６は、面ライト２４の対応電気接続ポート３８に取り付けられる限り
、任意の構造を採用できる。一実施形態では、電気接続ポート３６は、ネック部３２から
、それぞれのドッキング・ベイ３４内に伸長するボックス形状の構造を採っている。複数
の電気接点が、電気接続ポート３６内に配されている。この電気接点は、第１、第２、お
よび第３のドッキング・ステーション側接点４２、４４、４６を備え、それぞれは、面ラ
イト２４の電気接続ポート３８の対応する電気接点に電気的に接続されるように構成され
ている。
【００１９】
　図３に、面ライト本体５０を有する面ライト２４を示す。一実施形態では、面ライト本
体５０は、プラスチックなどの材料製で、細長い矩形の構造を備えており、外側表面の一
部は、レンズ５２によって覆われている。光が透過する限り、レンズ５２の材質は任意で
あるが、透明または半透明のプラスチック材料またはガラス材料を採用できる。逆Ｕ字状
のハンドル５４が、面ライト本体５０から上方に伸長している。
【００２０】
　図４に、レンズ５２を取り外した状態の面ライト２４を示す。面ライト２４は、１つ以
上の光源５６を備えている。光源５６は、その周囲を取り囲む反射体５８の内側に配置さ
れている。反射体５８は、それぞれの光源５６からの光を反射して、レンズ５２を通過し
て照射するように構成されている。
【００２１】
　一実施形態では、光源５６は、それぞれ反射体５８の内側に配置されている複数の発光
ダイオード（ＬＥＤ）により構成される。しかしながら、他の光源を採用することもでき
る。このような光源としては、白熱電球、ハロゲン球、蛍光灯などが挙げられる。また、
これらの光源はそれぞれ単独で用いられるが、複数の種類の光源を組み合わせて使用する
ことも可能である。
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【００２２】
　図５に、面ライト２４の背面４０を示す。背面４０は、レンズ５２とは反対側にある。
背面４０には、面ライト側の電気接続ポート３８が設けられており、この電気接続ポート
３８は、面ライト側の第１、第２、第３の電気接点６０、６２、６４を備える。面ライト
側電気接点６０、６２、６４のそれぞれは、面ライト２４がドッキング・ステーション２
２のドッキング・ベイ３４内にあるときに、ドッキング・ステーション側の電気接点４２
、４４、４６の１つと係合するようになっている。具体的には、図示の実施形態では、面
ライト２４がドッキング・ステーション２２のドッキング・ベイ３４内にある場合に、面
ライト側の第１の電気接点６０は、ドッキング・ステーション側の第１の電気接点４２に
、第２の電気接点６２は第２の電気接点４４に、第３の電気接点６４は第３の電気接点４
６に、それぞれ係合する。図示の例では、３つのドッキング・ステーション側電気接点４
２、４４、４６と、対応する面ライト側電気接点６０、６２、６４が示されているが、接
点の数は、ドッキング・ステーション２２と各面ライト２４の両方に備えられる回路に応
じて変化する。
【００２３】
　一実施形態では、面ライト２４の背面４０は、バッテリ用ドアカバー６６がさらに備え
られており、面ライト２４用の電源へのアクセスが可能となっている。通常、バッテリ用
ドアカバー６６は、面ライト２４用の電源に選択的にアクセス可能である限り、任意の構
造を採用できる。一実施形態では、面ライト２４用の電源は、１つ以上の充電池であるが
、他のタイプの電池や電源も使用することは可能である。
【００２４】
　電源スイッチ６８が、面ライト２４の背面４０に選択的に設けられている。電源スイッ
チ６８は、面ライト２４がドッキング・ステーション２２から分離している場合に、光源
５６からの発光量を制御できるようにしてもよい。図示の例では、面ライト側の電源スイ
ッチ６８は、背面４０に設けられているが、面ライト２４がドッキング・ステーション２
２から分離している状態で、使用者によってアクセス可能である限り、面ライト２４の外
側面やその他の任意の位置に設けることもできる。
【００２５】
　ロック機構が、面ライト２４をドッキング・ベイ３４内に保持するために備えられてい
る。ロック機構は、ドッキング・ベイ３４内に面ライト２４を着脱可能に固定する際に使
用される作動式ラッチシステムを備えることができる。図２および図５に示すように、面
ライト２４の背面４０には、フック７０が備えられており、該フック７０は、ドッキング
・ベイ３４内のラッチ孔７２に係合するようになっている。これにより、面ライト２４を
、ドッキング・ステーション２２のドッキング・ベイ３４内の所定位置に、選択的に保持
することが可能となる。フック７０は、リリースボタン７４に機械的に取り付けられてい
て、リリースボタン７４を内側に押圧すると、フック７０がラッチ孔７２から開放される
ようになっている。これにより、使用者は、面ライト２４をドッキング・ステーション２
２から取り外すことができる。
【００２６】
　ドッキング・ベイ３４内に面ライト２４をよりしっかりと固定するために、面ライト２
４に位置合わせ用のレールを備えるようにしてもよい。一実施形態では、一対の平行レー
ル７６が、面ライト本体５０の底部７８に沿って伸長している。対応するスロット８０が
、ドッキング・ベイ３４の底部８２に備えられている。面ライト２４をドッキング・ベイ
３４内に置く場合、各レール７６は、対応するスロット８０内に存在することになり、面
ライト２４の底部７８の横方向への動きが、実質上阻止される。このスロット８０とレー
ル７６の構成に追加して、または代替して、面ライト２４がドッキング・ステーション２
２に係止されている場合に、ドッキング・ステーション２２に対する面ライト２４の動き
を防止するために、ドッキング・ステーション２２上の相補的な構造に対応する、任意の
構造および機構を面ライト２４上に設けることは可能である。
【００２７】
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　たとえば、図６および図７に示すように、面ライト２４の背面４０から突出し、矩形の
スナップ９０を備える突出構造８８を設けて、該突出構造８８を、ドッキング・ベイ３４
の凹部９２に係合させるようにしてもよい。凹部９２は、突出構造８８と相補的であり、
かつ、スナップ９０と係合する縁部９４を備える。さらに、ドッキング・ベイ３４は、下
側周縁部９８に沿って伸長するリップ９６を備えており、面ライト２４が持ち上げられ、
リップ９６を超えて外側に位置しない限り、面ライト２４の底部７８が、ドッキング・ス
テーション２２から外側に向けて移動することが防止されている。
【００２８】
　一実施形態では、図２に示すように、各ドッキング・ベイ３４は、ネック部３２内で内
側に伸長し、一対の垂直壁８６によって取り囲まれている空間により構成されている。ド
ッキング・ベイ３４の両側の各壁８６は、隣接するドッキング・ベイ３４の壁８６として
も機能する。電気接続ポート３６は、各ドッキング・ベイ３４内で、ネック部３２から外
側に突出している。
【００２９】
　一実施形態によれば、ドッキング・ステーション２２の電源スイッチ２８を起動させる
ことにより、ドッキング・ステーション２２に係止されている面ライト２４のそれぞれに
、ドッキング・ステーション側の電源から給電が開始される。たとえば、図示の実施形態
では、４つのすべての面ライト２４がドッキング・ステーション２２に係止されている場
合には、ドッキング・ステーション側の電源スイッチ２８の起動により、ドッキング・ス
テーション側の電源からの給電により、面ライト２４のそれぞれの光源５６が光を照射し
始める。面ライト２４の１つがドッキング・ステーション２２に係止されていない場合に
は、ドッキング・ステーション側の電源からの給電は、３つの面ライト２４にのみなされ
、これらの面ライトのみから光が照射されることになる。
【００３０】
　さらに、一実施形態では、面ライト２４のそれぞれは、個別かつ選択的に光を照射する
ことができる。たとえば、一実施形態では、面ライト２４は、ドッキング・ステーション
２２から取り外されている場合には、自らの電源によって、自動的に点灯することができ
る。面ライト２４をドッキング・ステーション２２に戻すと、面ライト２４の照明の制御
は、ドッキング・ステーション２２側に戻される。
【００３１】
　代替的に、面ライト２４が電源スイッチ６８を備える場合には、ドッキング・ステーシ
ョン２２から取り外されている場合における面ライト２４の照明の制御は、各面ライト２
４上に配された面ライト側の電源スイッチ６８を起動することにより実行される。具体的
には、面ライト側の電源スイッチ６８を起動させることで、面ライト２４の電源から、光
源５６への給電がなされる。このようにして、面ライト２４をドッキング・ステーション
２２から取り外すことができ、面ライト２４を所望の場所に置いたり、手持ちの携帯光源
として持ち運んだりすることができる。
【００３２】
　より具体的には、キャップの際に、ランタン２０を食事用エリアの照明として使用する
ことができる。たとえば、面ライト２４の１つをドッキング・ステーション２２から取り
外し、調理用エリアなどの別の場所の照明として使用すると共に、残りの面ライト２４を
食事用エリアの照明として引き続き使用できる。さらに別の面ライト２４をドッキング・
ステーション２２から取り外して、テントの中などのさらに別の場所の照明に使用した場
合でも、ランタン２０を食事用エリアの照明として引き続き使用できる。さらに別の面ラ
イト２４もドッキング・ステーション２２から取り外して、さらなる別の場所の照明とし
て使用できる。このように、面ライト２４はそれぞれ自身の電源を備えているので、ラン
タン２０のすべての面ライト２４をドッキング・ステーション２２から取り外して、各面
ライト２４を別々の場所の照明として使用することができる。すなわち、１つのランタン
２０を、複数の場所の照明として使用できるので、それぞれのエリアを同時に照明するこ
とができる近傍に設置する必要がなくなる。



(8) JP 5023220 B2 2012.9.12

10

20

30

40

50

【００３３】
　所定の場所で面ライト２４が不要となった場合には、ドッキング・ステーション２２に
戻せばよく、これにより、ドッキング・ステーション側の電源から給電が行われたり、お
よび／または、ドッキング・ステーション側の電源により、面ライト２４の電源の充電が
行われたりする。一実施形態では、面ライト２４をドッキング・ステーション２２に戻す
と、ドッキング・ステーション側の電気接点４２、４４、４６が、対応する面ライト側の
電気接点６０、６２、６４と電気的に接続し、ドッキング・ステーション２２の電源から
、面ライト２４の電源への給電が開始される。このようにして、通常、面ライト２４の電
源は充電状態に維持され、ドッキング・ステーション２２から離れていても、面ライト２
４が必要とされる場所において、光源に電力を供給することが可能となる。
【００３４】
　上述の機能を提供するために、さまざまなタイプの回路がランタン２０に組み込まれる
。たとえば、図８は、ランタン２０の好適に使用される回路１００を示している。回路１
００は、ランタン用のサブ回路１０２を備えると共に、面ライト２４ごとに面ライト側の
サブ回路１０４を備えている。面ライト２４が、ドッキング・ステーション２２に係止さ
れると、ドッキング・ステーション側の第１の電気接点４２が面ライト側の第１の電気接
点６０と、第２の電気接点４４が第２の電気接点６２と、第３の電気接点４６が第２の電
気接点６４と、それぞれ接触することに伴って、ランタン用のサブ回路１０２と面ライト
側のサブ回路１０４が、着脱可能に、かつ電気的に接続することになる。
【００３５】
　一実施形態では、ランタン用サブ回路１０２は、電源１０８を備えており、この電源１
０８は、４つの１．５Ｖ単１電池を直列に接続した２セットを並列につないだもので構成
されているが、１つ以上の６Ｖの充電池、その他の適切な電源も使用することができる。
ドッキング・ステーション側の電源スイッチ２８と、第２のドッキング・ステーション側
電気接点４４は、電源１０８の正極に接続される。電源スイッチ２８と第１のドッキング
・ステーション側電気接点４２は、電源１０８の正極に接続される。そして、第３のドッ
キング・ステーション側電気接点４６は、電源１０８の負極に接続される。
【００３６】
　一実施形態では、面ライト側のサブ回路１０４は、面ライト２４のそれぞれに組み込ま
れる。面ライト側のサブ回路１０４は、外側サブ回路１１０と内側サブ回路１１２を備え
る。外側サブ回路１１０は、第１の面ライト側電気接点６０と第３の面ライト側電気接点
６４との間に並列に接続されている、複数の光源５６を備える。したがって、面ライト２
４がドッキング・ステーション２２に係止されている場合には、ドッキング・ステーショ
ン側の電源２８が、電源１０８からの電流を制御すると共に、光源５６と電源１０８を含
む単一の回路を開閉することによって、光源５６を制御する。
【００３７】
　内側のサブ回路１１２は、面ライト２４がドッキング・ステーション２２に係止されて
いる場合には、電源１０８からの電力を引き込み、面ライト側電源１１４を充電する。一
実施形態では、面ライト側電源１１４は、３つの１．２Ｖ単４電池を直列に接続したもの
からなるが、その他の適切な電源も使用することができる。また、面ライト側電源１１４
の充電に適切なサブ回路を、ドッキング・ステーション側のサブ回路１０２側に組み込ん
でもよい。
【００３８】
　面ライト２４がドッキング・ステーション２２に係止され、ドッキング・ステーション
側の電気接点４２、４４、４６のそれぞれが、面ライト側電気接点６０、６２、６４に電
気的に接続されているときには、第２の面ライト側接点６２は、回路内でドッキング・ス
テーション側電源１０８の正極に接続され、第３の面ライト側電気接点６４は、回路内で
電源１０８の負極に接続される。これにより、面ライト２４がドッキング・ステーション
２２に係止されている場合には、ドッキング・ステーション側の電源スイッチ２８の開閉
にかかわらず、電源１０８から内側サブ回路１１２に給電が行われ、面ライト用電源１１
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【００３９】
　一実施形態では、面ライト２４がドッキング・ステーション２２に係止されていない場
合に、光源５６からの光照射を面ライト電源スイッチ６８によって制御できるように、内
側サブ回路１１２を構成してもよい。具体的には、面ライト側の電源スイッチ６８を閉じ
ることによって、面ライト側の電源が光源５６に給電するように回路を閉状態とする。
【００４０】
　面ライト２４を、面ライト側電源スイッチ６８またはドッキング・ステーション２２の
電源スイッチ２８によって制御できるようにするために、その他の回路を使用することも
できる。たとえば、代替実施形態では、各面ライト２４が、面ライト用電源スイッチ６８
が閉じているときに、閉じて、光源５６への給電を行う回路を備えてもよい。ドッキング
・ステーション２２は、ドッキング・ステーション用の電源１０８とドッキング・ステー
ション用の電源スイッチ２８を、面ライト電源スイッチ６８と並列になるように備えて、
面ライト２４がドッキング・ステーション２２に係止されている場合に、電源スイッチ２
８を閉じて、電源１０８から特定の面ライト２４の光源５６へ給電する回路を備えてもよ
い。このような回路として、適切であれば、いかなる回路およびその組合せを使用するこ
とが可能である。
【００４１】
　その他の特徴についても、ランタン２０の電気回路に含めることは可能である。たとえ
ば、一実施形態では、ドッキング・ステーションは、電源入力（図示せず）を備えること
もでき、これにより、この電源入力を介して、これに接続されている外部の交流電源また
は直流電源により、ドッキング・ステーション２２に係止されている面ライト２４に選択
的に給電することか可能である。選択的または追加的に、電源入力を介して、外部の交流
電源または直流電源から、ドッキング・ステーション用電源への給電するようにしてもよ
い。
【００４２】
　なお、本明細書で引用されている参照文献については、その参照により、その内容が本
明細書に組み込まれているものとする。
【００４３】
　また、本発明は、本明細書において記述されているものに限定されるわけではない。そ
の旨の記載がない限り、添付図面における大きさは考慮されないものとする。本発明の概
念および思想の範囲にある限り、本発明に種々の改良や変形を施すことは可能である。
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