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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　親指に着脱可能に巻付けられる帯状体からなる親指用巻付体と、
　人差し指に着脱可能に巻付けられる帯状体からなる人差し指用巻付体と、
　前記親指用巻付体の、当該親指用巻付体を親指に巻付けた際に、人差し指側となる外面
に配設された第１の照明部品と、
　前記人差し指用巻付体の、当該人差し指用巻付体を人差し指に巻付けた際に、親指側と
なる外面に配設された第２の照明部品と、
　前記第１の照明部品及び第２の照明部品に電気的に接続され、当該第１の照明部品及び
第２の照明部品に電流を供給する電源供給部と、
　を備えてなり、
　前記親指用巻付体の一方の先端部の表面及び他方の先端部の裏面には、互いに着脱可能
に係合する面ファスナが各々設けられ、
　前記人差し指用巻付体の一方の先端部の表面及び他方の先端部の裏面には、互いに着脱
可能に係合する面ファスナが各々設けられ、
　前記電源供給部は、
　電源と、
　前記電源と前記第１の照明部品及び第２の照明部品とを電気的に接続するリード線と、
　手首に着脱可能に装着され且つ前記電源が配設される電源装着部と、
　前記親指用巻付体及び人差し指用巻付体と電源装着部とを接続し、且つ前記リード線が
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配設される接続部と、
　を備え、
　前記リード線は、前記接続部の内部に配設されてなり、
　前記第１の照明部品及び第２の照明部品は、並列に接続されてなる、
　手元用照明器具。
【請求項２】
　前記接続部は手の甲に装着される請求項１記載の手元用照明器具。
【請求項３】
　前記電源は、前記電源装着部を手首に装着した際に、手首の甲側となる位置に配設され
てなる請求項１または請求項２記載の手元用照明器具。
【請求項４】
　前記電源は、前記電源装着部に着脱可能に配設されてなる請求項１ないし請求項３のい
ずれか一項に記載の手元用照明器具。
【請求項５】
　中指に着脱可能に巻付けられる中指用巻付体、薬指に着脱可能に巻付けられる薬指用巻
付体、小指に着脱可能に巻付けられる小指用巻付体の少なくとも一つをさらに備え、
　前記中指用巻付体、薬指用巻付体及び小指用巻付体には、これらの巻付体を各指に巻付
けた際に親指側となる外面に、第３の照明部品が配設されてなり、
　前記電源供給部は、前記第３の照明部品に電気的に接続され、当該第３の照明部品に電
流を供給する請求項１ないし請求項４のいずれか一項に記載の手元用照明器具。
【請求項６】
　前記電源供給部は、前記電源と前記第３の照明部品とを電気的に接続するリード線をさ
らに備え、
　前記接続部には、前記中指用巻付体、薬指用巻付体及び小指用巻付体の少なくとも一つ
と前記電源装着部とを接続し、且つ前記電源と前記第３の照明部品とを電気的に接続する
リード線が配設されてなる請求項５記載の手元用照明器具。
【請求項７】
　前記親指用巻付体、人差し指用巻付体、中指用巻付体、薬指用巻付体、小指用巻付体、
接続部、電源装着部が、防水素材から形成されてなる請求項５または請求項６記載の手元
用照明器具。
【請求項８】
　前記親指用巻付体に、前記第１の照明部品の一部を覆う笠部を配設した請求項１ないし
請求項７のいずれか一項に記載の手元用照明器具。
【請求項９】
　前記人差し指用巻付体に、前記第２の照明部品の一部を覆う笠部を配設した請求項１な
いし請求項７のいずれか一項に記載の手元用照明器具。
【請求項１０】
　前記中指用巻付体、薬指用巻付体、小指用巻付体の少なくとも一つに、前記第３の照明
部品の一部を覆う笠部を配設した請求項５ないし請求項９のいずれか一項に記載の手元用
照明器具。
【請求項１１】
　前記笠部は、光を反射する反射面を有してなる請求項８ないし請求項１０のいずれか一
項に記載の手元用照明器具。
【請求項１２】
　前記笠部は、光の拡散を防止する拡散防止部を有してなる請求項８ないし請求項１１の
いずれか一項に記載の手元用照明器具。
【請求項１３】
　前記電源の予備品を収容する予備品収容部をさらに備えてなる請求項４ないし請求項１
２のいずれか一項に記載の手元用照明器具。
【請求項１４】
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　前記予備品収容部が、前記電源装着部の端部に形成されてなる請求項１３記載の手元用
照明器具。
【請求項１５】
　前記電源と第１の照明部品及び第２の照明部品とを、定電流ダイオードを介して接続し
てなる請求項１ないし請求項１４のいずれか一項に記載の手元用照明器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、手元用照明器具にかかり、特に、使用者の手に装着することにより当該使用
者の手元付近を照らす手元用照明器具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、野外で夜間に作業をする等、通常の照明装置が設置されていない暗い場所で
作業をする際は、一方の手で懐中電灯を持ち、手元付近を照らしながら作業をしたり、頭
にヘッドライトを装着して作業をする等の方法がとられている。例えば、夜釣りを行う際
に手元を見るために懐中電灯を用いる場合、懐中電灯を一方の手で持つと、両手で作業を
行うことが困難になる。また、頭にヘッドライトを装着して作業を行う場合、頭を動かす
たびにライトの焦点がずれるため、その都度ライトの焦点を手元に合わせる必要があり面
倒である。そしてまた、懐中電灯やヘッドライトからの光が他人に当たると、不快感を与
える虞もある。
【０００３】
　そこで、作業時に手元を照らすためのライトを手袋の表面に設けたライト付き手袋が紹
介されている。（例えば、特許文献１及び２参照）。
【０００４】
　また、手袋の各指部の先端に発光体を設け、振動した際に、発光体を点灯させ、静置の
時消灯させる手袋も紹介されている。（例えば、特許文献３参照）。
【０００５】
　さらにまた、手袋と、当該手袋の指の付け根部分に設けられた発光素子と、当該手袋の
甲の部分に設けられた電池と、当該手袋の握力が加えられる部分に設けられた感圧導電ゴ
ムを備えた握力制御式発光器具も紹介されている。この握力制御式発光器具は、握力を増
加すると感圧導電ゴムの体積抵抗値が急激に減少するため、発光素子への供給電流が増加
し、握力に比例して発光強度を増加させるものである。（例えば、特許文献４参照）。
【０００６】
　そしてまた、手袋の少なくとも一つの指部にポケットが設置され、このポケット内に照
明装置が着脱自在に取り付けられてなる照明機能を具えた手袋も紹介されている。（例え
ば、特許文献５参照）。
【特許文献１】特開２００４－３１６０５０号公報
【特許文献２】特表平８－５０２６６６号公報
【特許文献３】実用新案登録第３０５７７７８号公報
【特許文献４】特開平７－３２３０９７号公報
【特許文献５】実用新案登録第３１１４１２５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１～４に記載された照明機能（ライト）付き手袋は、手袋の指
の部分に豆電球や発光ダイオード（ＬＥＤ）等の照明部品を取り付けた構成を備えている
ため、例えば、手を洗う時等、照明部品を指から遠ざけたい場合には、手袋全体を手から
外す必要があり、面倒である。
【０００８】
　また、特許文献５に記載された照明機能（ライト）付き手袋は、手袋の指部に設けられ
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たポケット内に照明装置が着脱自在に配設されているため、照明部品を指から遠ざけたい
場合には、当該照明部品をポケットから出すことができるが、取り出された照明部品を紛
失する虞がある。
【０００９】
　そしてまた、特許文献１～５に記載された照明機能（ライト）付き手袋は、ライト等の
照明部品が、手袋の甲の部分と略同一面上となる部分に設けられているため、光が手の外
側に向けて放出され、光を手元に集中させることが困難であった。また、これらの照明機
能（ライト）付き手袋は、指先全体を覆う構成を備えており、この構成の手袋にライト等
の照明部品が設けられているため、手袋内が高温多湿になりやすく、特に夏場等温度が高
くなる環境下では、快適に作業を行うことが困難となる虞もある。さらに、指先が手袋に
覆われた状態で作業を行うことになるため、細かい作業を行うことが困難である。
【００１０】
　本発明は、このような事情に鑑みなされたものであり、指に対し照明部品を簡単に取付
けたり、取り外したりすることができ、当該照明部品から放出される光を手元に集中させ
て手元を効率よく照らすことができると共に、快適に効率よく作業を行うことが可能な手
元用照明器具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】
【００１１】
　この目的を達成するため本発明は、親指に着脱可能に巻付けられる親指用巻付体と、人
差し指に着脱可能に巻付けられる人差し指用巻付体と、前記親指用巻付体の、当該親指用
巻付体を親指に巻付けた際に、人差し指側となる外面に配設された第１の照明部品と、前
記人差し指用巻付体の、当該人差し指用巻付体を人差し指に巻付けた際に、親指側となる
外面に配設された第２の照明部品と、前記第１の照明部品及び第２の照明部品に電気的に
接続され、当該第１の照明部品及び第２の照明部品に電流を供給する電源供給部と、を備
えてなる手元用照明器具を提供するものである。
【００１２】
　この構成を備えた手元用照明器具は、第１の照明部品が配設された親指用巻付体が、親
指に着脱可能に巻付けられ、第２の照明部品が配設された人差し指用巻付体が、人差し指
に着脱可能に巻付けられる構成を備えているため、手元用照明器具全体を手から取り外す
ことなく、親指用巻付体及び人差し指用巻付体を指から取り外すだけで、第１の照明部品
及び第２の照明部品を簡単に指から取り外すことができる。また、親指用巻付体及び人差
し指用巻付体を指に巻き付けるだけで、第１の照明部品及び第２の照明部品を簡単に指に
装着させることができる。さらにまた、本発明にかかる手元用照明器具は、手に装着した
際に、指先が露出した状態で作業を行うことができるため、細かい作業も素手で行う場合
と同様に行うことができる。
【００１３】
　そしてまた、この構成を備えた手元用照明器具は、手に装着された際に、親指用巻付体
に配設された第１の照明部品が人差し指側に位置し、人差し指用巻付体に配設された第２
の照明部品が親指側に位置するため、手で作業を行う際に、第１の照明部品及び第２の照
明部品から放出される光を、親指と人差し指との間に集中させることができる。したがっ
て、効率よく手元を照らすことができる。また、第１の照明部品及び第２の照明部品から
放出される光が他人に当たることも防止されるため、他人に不快感を与えることなく作業
を行うことができる。
【００１４】
　さらにまた、親指用巻付体及び人差し指用巻付体は、手袋の指先部分や指サックのよう
に、指全体を覆う構成ではなく、親指及び人差し指に巻き付ける構成となっているため、
指が蒸れる等の不快感が生じることを防止することもでき、快適な作業を行うことができ
る。
【００１５】
　また、本発明にかかる手元用照明器具の電源供給部は、電源と、前記電源と前記第１の
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照明部品及び第２の照明部品とを電気的に接続するリード線と、腕に着脱可能に装着され
且つ前記電源が配設される電源装着部と、前記親指用巻付体及び人差し指用巻付体と電源
装着部とを接続し、且つ前記リード線が配設される接続部とを備えることができる。この
構成を備えた手元用照明器具は、親指用巻付体及び人差し指用巻付体が接続部を介して電
源装着部に固定されるため、前記利点に加え、親指用巻付体及び人差し指用巻付体を指か
ら取外した際に、これらを紛失することがない。
【００１６】
　前記電源装着部は手首に装着することができる。また、前記接続部は、手の甲に装着す
ることができる。そして、前記電源は、前記電源装着部を手首に装着した際に、手首の甲
側となる位置に配設することができる。また、前記電源は、前記電源装着部に着脱可能に
配設することができるため、簡単に交換することができる。
【００１７】
　そしてまた、本発明にかかる手元用照明器具は、中指に着脱可能に巻付けられる中指用
巻付体、薬指に着脱可能に巻付けられる薬指用巻付体、小指に着脱可能に巻付けられる小
指用巻付体の少なくとも一つをさらに備え、前記中指用巻付体、薬指用巻付体及び小指用
巻付体には、これらの巻付体を各指に巻付けた際に親指側となる外面に、第３の照明部品
が配設されてなり、前記電源供給部は、前記第３の照明部品に電気的に接続され、当該第
３の照明部品に電流を供給するよう構成することもできる。このように構成することで、
前記利点に加え、作業内容や、作業する場所等に応じて、照明部品の数を増減させる（光
量を制御する）ことができる。また、この構成の場合、前記電源供給部は、前記電源と前
記第３の照明部品とを電気的に接続するリード線をさらに備え、前記接続部には、前記中
指用巻付体、薬指用巻付体及び小指用巻付体の少なくとも一つと前記電源装着部とを接続
し、且つ前記電源と前記第３の照明部品とを電気的に接続するリード線を配設することが
できる。
【００１８】
　さらにまた、前記親指用巻付体、人差し指用巻付体、中指用巻付体、薬指用巻付体、小
指用巻付体、接続部、電源装着部は、防水素材から形成することができる。このようにす
ることで、前記利点に加え、水を使用する作業の際であっても、より安心して使用するこ
とができる。
【００１９】
　また、本発明にかかる手元用照明器具は、前記親指用巻付体に、前記第１の照明部品の
一部を覆う笠部を配設することもできる。そしてまた、前記人差し指用巻付体に、前記第
２の照明部品の一部を覆う笠部を配設することもできる。さらにまた、前記中指用巻付体
、薬指用巻付体、小指用巻付体の少なくとも一つに、前記第３の照明部品の一部を覆う笠
部を配設することもできる。
【００２０】
　また、前記笠部が、光を反射する反射面を有することで、第１の照明部品、第２の照明
部品、第３の照明部品から放出された光を反射させ、さらに効率よく手元に光を集中させ
ることができる。
【００２１】
　そしてまた、前記笠部が、光の拡散を防止する拡散防止部を有することで、第１の照明
部品、第２の照明部品、第３の照明部品から放出された光を、さらに効率よく手元に集中
させることができる。
【００２２】
　また、本発明にかかる手元用照明器具は、前記電源の予備品を収容する予備品収容部を
有することもできる。このようにすることで、使用中の電源（例えば、電池等）が寿命と
なった場合、予備品収容部に収容されていたスペア（予備）の電源を使用することができ
る。また、前記予備品収容部には、スペア（予備）の電源の代わりに、寿命がきた電源を
収容し、持ち帰ることもできる。
【００２３】
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　前記予備品収容部の形成位置は、特に限定されるものではないが、例えば、前記電源装
着部の端部に形成することができる。
【００２４】
　また、本発明にかかる手元用照明器具は、前記電源と第１の照明部品及び第２の照明部
品とを、定電流ダイオードを介して接続することもできる。このようにすることで、例え
ば、仮に、間違って規格外の電池がセットされたり、太陽光等の熱気等により、電圧が適
正値よりも上昇し、当該電源から第１の照明部品及び第２の照明部品に過電流が供給され
ようとした場合であっても、定電流ダイオードによって、第１の照明部品及び第２の照明
部品に供給される電流を一定に維持することができる。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明にかかる手元用照明器具は、親指用巻付体及び人差し指用巻付体を指から取外す
だけで、第１の照明部品及び第２の照明部品を簡単に指から取り外すことができ、且つ、
親指用巻付体及び人差し指用巻付体を指に巻き付けるだけで、第１の照明部品及び第２の
照明部品を簡単に指に装着させることができる。また、この手元用照明器具は、手に装着
した際に、第１の照明部品が人差し指側に位置し、第２の照明部品が親指側に位置するた
め、これらから放出される光を親指と人差し指との間に集中させることができ、効率よく
手元を照らすことができる。さらにまた、この手元用照明器具は、指先が露出した状態で
作業を行うことができるため、細かい作業も素手で行う場合と同様に行うことができる。
この結果、装着が簡単であり、快適に効率よく作業を行うことができる手元用照明器具を
提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　次に、本発明の好適な実施の形態にかかる手元用照明器具について図面を参照して説明
する。なお、以下に記載される実施の形態は、本発明を説明するための例示であり、本発
明をこれらの実施の形態にのみ限定するものではない。したがって、本発明は、その要旨
を逸脱しない限り、様々な形態で実施することができる。また、本実施の形態では、手元
用照明器具を使用者の左手に装着する場合について説明するが、本発明にかかる手元用照
明器具は、使用者の右手に装着可能な構成にし、これを使用者の右手に装着してもよく、
両手に装着してもよいことは勿論である。
【００２７】
（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１にかかる手元用照明器具の平面図、図２は、図１に示す
手元用照明器具の内部の状態を示す図、図３は、図１及び図２に示す手元用照明器具の構
成要素である電源部分を示す斜視図であって、電池を電池ボックスに挿入する状態を示す
図、図４は、図１に示す手元用照明器具を左手に装着した状態を示す平面図、図５は、図
１に示す手元用照明器具を左手に装着した状態で作業を行う様子を示す斜視図である。
【００２８】
　図１～図５に示すように、実施の形態１にかかる手元用照明器具１は、使用者の親指に
着脱可能に巻付けられる親指用巻付体１０と、使用者の人差し指に着脱可能に巻付けられ
る人差し指用巻付体２０と、親指用巻付体１０に配設された第１の照明部品としてのＬＥ
Ｄ３０と、人差し指用巻付体２０に配設された第２の照明部品としてのＬＥＤ４０と、Ｌ
ＥＤ３０及びＬＥＤ４０に電気的に接続され、ＬＥＤ３０及び４０に電流を供給する電源
供給部５０と、を備えて供給されている。
【００２９】
　親指用巻付体１０は、例えば、約１ｃｍ程度の幅を有し、且つ使用者の親指に巻付ける
ことが可能な長さを有する帯状体から構成されている。この親指用巻付体１０の一方の先
端部には、ＬＥＤ３０が露出した状態で配設されている。このＬＥＤ３０は、図４及び図
５に示すように、親指用巻付体１０を使用者の親指に巻き付けた際に、使用者の人差し指
側となる外面に配設されている。また、この親指用巻付体１０のＬＥＤ３０が配設されて
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いる先端部の表面には、フック状の面ファスナ１１が設けられており、親指用巻付体１０
の他方の先端部の裏面には、フック状の面ファスナ１１と係合するループ状の面ファスナ
１２が配設されている。
【００３０】
　人差し指用巻付体２０は、例えば、約１ｃｍ程度の幅を有し、且つ使用者の人差し指に
巻付けることが可能な長さを有する帯状体から構成されている。この人差し指用巻付体２
０の一方の先端部には、ＬＥＤ４０が露出した状態で配設されている。このＬＥＤ４０は
、図４及び図５に示すように、人差し指用巻付体２０を使用者の人差し指に巻き付けた際
に、使用者の親指側となる外面に配設されている。また、この人差し指用巻付体２０のＬ
ＥＤ４０が配設されている先端部の表面には、フック状の面ファスナ２１が設けられてお
り、人差し指用巻付体２０の他方の先端部の裏面には、フック状の面ファスナ２１と係合
するループ状の面ファスナ２２が配設されている。
【００３１】
　電源供給部５０は、電源としての電池５１と、電池５１とＬＥＤ３０及びＬＥＤ４０と
を電気的に接続するリード線５２と、使用者の手首に着脱可能に装着され且つ電池５１が
配設される電源装着部５３と、親指用巻付体１０及び人差し指用巻付体２０と電源装着部
５３とを接続し且つリード線５２が配設される接続部５４とを備えている。
【００３２】
　電源装着部５３は、一端にフック状の面ファスナ５５が配設され、他端にフック状の面
ファスナ５５と係合するループ状面ファスナ５６が形成されており、電源装着部５３を使
用者の手首に巻き付けた際に、フック状の面ファスナ５５とループ状面ファスナ５６とを
係合させることで、電源装着部５３が使用者の手首に着脱自在に装着されるようになって
いる。
【００３３】
　また、電源装着部５３の略中央部には、電池５１を収納するための電池収納部６０が配
設されている。この電池収納部６０は、電源装着部５３の略中央部に形成されたポケット
６１と、ポケット６１を開閉する蓋部６２と、ポケット６１内に収納されるケース６５（
図３参照）と、ケース６５内に電池５１を挿入及び引出し可能に装着させる電池引出し部
６６（図３参照）とを備えている。
【００３４】
　ポケット６１の外表面には、ループ状面ファスナ６３が配設され、蓋部６２の内表面に
は、ループ状面ファスナ６３と係合するフック状の面ファスナ６４が配設されている。ケ
ース６５の上面には、スイッチ６７が配設されており、ケース６５内に電池引出し部６６
を挿入して電池５１が配設された際に、このスイッチ６７をＯＮ状態にすることで、リー
ド線５２を介して電池５１とＬＥＤ３０及び４０とが電気的に接続され、ＬＥＤ３０及び
４０が点灯し、スイッチ６７をＯＦＦ状態にすることで、ＬＥＤ３０及び４０が消灯する
ようになっている。なお、ケース６５は、予めポケット６１内に収納されており、リード
線５２が、ケース６５内に配設された電池５１と電気的に接続されている状態となってい
るが、このリード線５２が接続された状態で、ケース６５をポケット６１の外部に引き出
すこともできるようになっている。また、ケース６５は、スイッチ６７が指先側となるよ
うに、ポケット６１内に収納されている。
【００３５】
　接続部５４は、電源装着部５３の電池収納部６０が配設されている位置から、電源装着
部５３の長手方向に対し略垂直方向に延出しており、その先端側が２つに分岐している。
一方の分岐部５４Ａの先端には、親指用巻付体１０が配設されており、他方の分岐部５４
Ｂの先端には、人差し指用巻付体２０が配設されている。なお、この接続部５４は、手元
用照明器具１が使用者の手に装着された際に、使用者の手の甲に装着され、前述した電池
収納部６０は、使用者の手首の甲に装着される。
【００３６】
　なお、親指用巻付体１０、人差し指用巻付体２０、電源装着部５３及び接続部５４は、
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ウエットスーツ素材等の防水素材から形成されている。
【００３７】
　次に、実施の形態１にかかる手元用照明器具１の具体的動作について説明する。先ず、
電池引出し部６６に電池５１をセットし、この電池５１がセットされた電池引出し部６６
を、予めポケット６１内に収納されているケース６５にセットする。次いで、ポケット６
１に蓋部６２を被せ、ループ状面ファスナ６３とフック状の面ファスナ６４とを係合させ
る。なお、電池５１がセットされた電池引出し部６６をケース６５に装着する際、ケース
６５をポケットから外部に引き出してもよい。このように、電池５１は、手元用照明器具
１に対し、着脱可能であるため、例えば、電池５１が寿命になった際には、電池５１を簡
単に取り替えることができ、また、手元用照明器具１をしばらく使用しない場合には、電
池５１を外しておくこともできる。
【００３８】
　次に、この電池５１がセットされた手元用照明器具１を使用者の左手に装着するには、
先ず、電池収納部６０が使用者の手首の甲にくるようにして電源装着部５３を手首に巻き
付けた後、フック状の面ファスナ５５とループ状面ファスナ５６とを係合させる。次に、
接続部５４を使用者の手の甲に載せ、親指用巻付体１０を親指に巻き付け、フック状の面
ファスナ１１とループ状面ファスナ１２とを係合させる。この時、ＬＥＤ３０は、図４及
び図５に示すように、親指の人差し指側に位置する。次に、人差し指用巻付体２０を人差
し指に巻き付け、フック状の面ファスナ２１とループ状面ファスナ２２とを係合させる。
この時、ＬＥＤ４０は、図４及び図５に示すように、人差し指の親指側に位置する。この
ようにして、手元用照明器具１を使用者の左手に装着した。
【００３９】
　なお、前述した装着手順は一例であり、例えば、親指用巻付体１０及び人差し指用巻付
体２０を使用者の親指及び人差し指に装着した後、電源装着部５３を手首に装着してもよ
く、人差し指用巻付体２０を使用者の人差し指に装着した後、親指用巻付体１０を使用者
の親指に装着する等、手元用照明器具１は、任意の手順で装着することができる。
【００４０】
　この手元用照明器具１を左手に装着し、スイッチ６７を押してＯＮ状態とすると、ＬＥ
Ｄ３０及びＬＥＤ４０が点灯する。この時、図５に示すように、ＬＥＤ３０が親指の人差
し指側に位置し、ＬＥＤ４０が人差し指の親指側に位置しているため、ＬＥＤ３０及びＬ
ＥＤ４０から放出される光を、親指と人差し指との間に集中させることができる。したが
って、効率よく手元を照らすことができる。また、ＬＥＤ３０及びＬＥＤ４０から放出さ
れる光が他人に当たることを防止することができるため、他人に不快感を与えることなく
作業を行うことができる。また、手元用照明器具１は、手に装着した際に、指先が露出し
た状態で作業を行うことができるため、細かい作業も素手で行う場合と同様に行うことが
できる。さらにまた、親指用巻付体１０及び人差し指用巻付体２０は、手袋の指先部分や
指サックのように、指全体を覆う構成ではなく、親指及び人差し指に巻き付ける構成とな
っているため、指が蒸れる等の不快感が生じることを防止することもでき、快適な作業を
行うことができる。なお、図５では、夜釣りを行っている際に、手元用照明器具１を装着
し、ＬＥＤ３０及びＬＥＤ４０を点灯させて、釣り糸２００を扱っている状態を一例とし
て示している。
【００４１】
　次に、例えば、手を洗う等、一時的にＬＥＤ３０及びＬＥＤ４０を指から遠ざけたい場
合は、フック状の面ファスナ１１とループ状面ファスナ１２との係合を解除して、親指用
巻付体１０を親指から外し、フック状の面ファスナ２１とループ状面ファスナ２２との係
合を解除して、人差し指用巻付体２０を人差し指から外せばよい。このように、一時的に
ＬＥＤ３０及びＬＥＤ４０を指から遠ざけたい場合に、手元用照明器具１全体を手から外
す必要がなく装着が便利である。また、この時、ＬＥＤ３０及びＬＥＤ４０は、親指用巻
付体１０及び人差し指用巻付体２０に設けられており、親指用巻付体１０及び人差し指用
巻付体２０が接続部５４を介して電源装着部５３に固定されているため、親指用巻付体１
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０及び人差し指用巻付体２０を指から取外した際に、ＬＥＤ３０及びＬＥＤ４０を紛失す
る虞もない。さらに、親指用巻付体１０及び人差し指用巻付体２０を紛失する虞もない。
【００４２】
　なお、再度作業を行う際は、前記と同様に、親指用巻付体１０及び人差し指用巻付体２
０をそれぞれの指に装着させればよい。
【００４３】
　実施の形態１では、親指用巻付体１０及び人差し指用巻付体２０を備えた手元用照明器
具１について説明したが、これに限らず、本発明にかかる手元用照明器具は、例えば、図
６に示すように、中指に着脱可能に巻付けられる中指用巻付体７０をさらに備えていても
よい。なお、この中指用巻付体７０には、中指用巻付体７０を使用者の中指に巻き付けた
際に、使用者の親指側となる外面にＬＥＤ８０が配設され、人差し指用巻付体２０と同様
に、フック状の面ファスナ（図示せず）と、このフック状の面ファスナに係合するループ
状の面ファスナ（図示せず）が配設されている。そして、中指用巻付体７０は、接続部５
４によって電源装着部５３に接続され、ＬＥＤ８０は、リード線５２を介して電池５１に
電気的に接続されている。
【００４４】
　また、本発明にかかる手元用照明器具は、前記と同様に、薬指に着脱可能に巻付けられ
る薬指用巻付体（図示せず）及び／または小指に着脱可能に巻付けられる小指用巻付体（
図示せず）を有し、これらの薬指用巻付体（図示せず）及び小指用巻付体（図示せず）に
は、使用者の指に巻き付けた際に、使用者の親指側となる外面にＬＥＤが配設されるよう
構成してもよい。
【００４５】
　なお、右手用の手元用照明器具は、実施の形態１で説明した手元用照明器具１と左右対
称の構成となる。
【００４６】
（実施の形態２）
　次に、本発明の実施の形態２にかかる手元用照明器具について以下の図面を参照して説
明する。
【００４７】
　図７は、本発明の実施の形態２にかかる手元用照明器具の平面図、図８は、図７に示す
手元用照明器具の一部を拡大して示す平面図、図９は、図８に示すIX－IX線に沿った断面
図である。なお、実施の形態２では、実施の形態１で説明した部材と同様の部材には、同
一の符号を付し、その詳細な説明は省略する。
【００４８】
　図７～図９に示すように、実施の形態２にかかる手元用照明器具２の、実施の形態１に
かかる手元用照明器具１と異なる主な点は、親指用巻付体１０に、ＬＥＤ３０の一部を覆
う笠部１３０を配設し、人差し指用巻付体２０に、ＬＥＤ４０の一部を覆う笠部１４０を
配設した点、及び電源装着部５３の端部に予備用の電池１５１（予備品）を収容する予備
品収容部１６０を形成した点である。なお、笠部１３０及び笠部１４０は、同様の部材で
あるため、笠部１３０について説明する。
【００４９】
　笠部１３０は、ＬＥＤ３０の基端側が中空の略円筒形からなり、これに連続した基端側
は、ＬＥＤ３０の先端側に向かうにしたがって径が大きくなる中空の略円錐形を備えてい
る。笠部１３０の基端側に形成された中空部分には、ＬＥＤ３０の基端側が挿入され、Ｌ
ＥＤ３０は、笠部１３０と共に親指用巻付体１０に固定されている。一方、笠部１３０の
先端側は、その内面が光を反射する反射面となっており、ＬＥＤ３０から放出された光を
反射して使用者の手元をより効率よく照らす構成となっている。
【００５０】
　予備品収容部１６０は、内部に予備用の電池１５１を収容可能なサイズのポケット布を
電源装着部５３の端部に縫合することで形成され、電池出入口１６１を有している。
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【００５１】
　この構成を備えた手元用照明器具２を使用する（実施の形態２では、使用者の左手に装
着する）際は、先ず、実施の形態１と同様に電池収納部６０に電池５１をセットし、ＬＥ
Ｄ３０が親指の人差し指側に位置し、ＬＥＤ４０が人差し指の親指側に位置するように、
使用者の左手に装着する。（図４及び図５参照）。また、予備用の電池１５１を予備品収
容部１６０に収容する。（図７参照）。
【００５２】
　この手元用照明器具２を左手に装着し、スイッチ６７を押してＯＮ状態とすると、ＬＥ
Ｄ３０及びＬＥＤ４０が点灯する。この時、図５に示すように、ＬＥＤ３０が親指の人差
し指側に位置し、ＬＥＤ４０が人差し指の親指側に位置するため、親指と人差し指との間
に集中させることができると共に、ＬＥＤ３０から放出された光が笠部１３０によって反
射され、ＬＥＤ４０から放出された光が笠部１４０によって反射されるため、手元を効率
よく、さらに明るく照らすことができる。
【００５３】
　これに加え、この手元用照明器具２は、実施の形態１にかかる手元用照明器具１と同様
に、ＬＥＤ３０及びＬＥＤ４０から放出される光が他人に当たることを防止することがで
きるため、他人に不快感を与えることなく作業を行うことができる。また、手元用照明器
具２は、指先が露出した状態で作業を行うことができるため、細かい作業も素手で行う場
合と同様に行うことができると共に、指が蒸れる等の不快感が生じることを防止すること
もでき、快適な作業を行うことができる。
【００５４】
　また、作業中に、電池５１が消耗し、寿命となった場合は、前記とは逆の手順で電池収
納部６０から寿命となった電池５１を取り出し、予備品収容部１６０から新しい電池１５
１を取り出して、前記と同様に電池収納部６０に電池１５１をセットすればよい。なお、
寿命となった電池５１は、予備品収容部１６０に一時的に収容しておき、後に正規の廃棄
場所に破棄することができる。
【００５５】
　また、手を洗う等、一時的にＬＥＤ３０及びＬＥＤ４０を指から遠ざけたい場合は、実
施の形態１と同様の方法で親指用巻付体１０及び人差し指用巻付体２０をそれぞれの指か
ら外せばよい。また、再度作業を行う際は、前記と同様に、親指用巻付体１０及び人差し
指用巻付体２０をそれぞれの指に装着させればよい。
【００５６】
　なお、実施の形態２では、先端側が広い略円錐形状を有する笠部１３０及び１４０を配
設した場合について説明したが、これに限らず、笠部１３０及び１４０は、例えば、図１
０及び図１１に示すように、先端側も中空の略円筒形状を備えていてもよい。この場合、
笠部１３０及び１４０は、先端側に形成された略円筒形状部分が、光の拡散を防止する拡
散防止部となり、ＬＥＤ３０及び４０から放出された各々の光が拡散することを防止する
ことができる。したがって、使用者の手元に前記光をさらに集中させることができる。そ
してこの構成の場合も、笠部１３０及び１４０の内面が光を反射する反射面となっていて
もよい。
【００５７】
　また、実施の形態２では、予備品収容部１６０を電源装着部５３の端部に形成した場合
について説明したが、これに限らず、予備品収容部１６０は、所望により他の部位に形成
してもよい。
【００５８】
　そしてまた、実施の形態２にかかる手元用照明器具２は、図６に示す手元用照明器具と
同様に、中指に着脱可能に巻付けられる中指用巻付体７０をさらに備え、この中指用巻付
体７０に配設されたＬＥＤ８０の少なくとも一部を覆う笠部１３０及び１４０と同様の笠
部を配設してもよい。また、本発明にかかる手元用照明器具は、前記と同様に、薬指に着
脱可能に巻付けられる薬指用巻付体（図示せず）及び／または小指に着脱可能に巻付けら
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れる小指用巻付体（図示せず）を有し、これらの薬指用巻付体（図示せず）及び小指用巻
付体（図示せず）には、使用者の指に巻き付けた際に、使用者の親指側となる外面にＬＥ
Ｄが配設され、且つ笠部が配設された構成としてもよい。
【００５９】
　さらにまた、他の実施の形態として、図１２に示すように、電源（電池５１）と、第１
の照明部品及び第２の照明部品（ＬＥＤ３０及び４０）とを、定電流ダイオード２００（
保護ダイオード）を介して接続してもよい。このようにすることで、例えば、仮に、間違
って規格外の電池がセットされたり、太陽光等の熱気等により、電圧が適正値よりも上昇
し、電池５１からＬＥＤ３０及び４０に過電流が供給されようとした場合であっても、定
電流ダイオード２００によって、ＬＥＤ３０及び４０に供給される電流を一定に維持する
ことができる。なお、第３の照明部品（ＬＥＤ８０）が配設されている場合には、電池５
１と第３の照明部品（ＬＥＤ８０）も、定電流ダイオード２００（保護ダイオード）を介
して接続してもよいことは勿論である。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】本発明の実施の形態にかかる手元用照明器具の平面図である。
【図２】図１に示す手元用照明器具の内部の状態を示す図である。
【図３】図１及び図２に示す手元用照明器具の構成要素である電源部分を示す斜視図であ
って、電池を電池ボックスに挿入する状態を示す図である。
【図４】図１に示す手元用照明器具を左手に装着した状態を示す平面図である。
【図５】図１に示す手元用照明器具を左手に装着した状態で作業を行う様子を示す斜視図
である。
【図６】本発明の他の実施の形態にかかる手元用照明器具を左手に装着した状態で作業を
行う様子を示す斜視図である。
【図７】本発明の実施の形態２にかかる手元用照明器具の平面図である。
【図８】図７に示す手元用照明器具の一部を拡大して示す平面図である。
【図９】図８に示すIX－IX線に沿った断面図である。
【図１０】本発明の他の実施の形態にかかる手元用照明器具の一部を拡大して示す平面図
である。
【図１１】図１０に示すXI－XI線に沿った断面図である。
【図１２】本発明の他の実施の形態にかかる回路図である。
【符号の説明】
【００６１】
１　　手元用照明器具
１０　　親指用巻付体
１１、２１、５５、６４　　フック状面ファスナ
１２、２２、５６、６３　　ループ状面ファスナ
２０　　人差し指用巻付体
３０、４０、８０　　ＬＥＤ
５０　　電源供給部
５１　　電池
５２　　リード線
５３　　電源装着部
５４　　接続部
６０　　電池収納部
６１　　ポケット
６２　　蓋部
６５　　ケース
６６　　電池引出し部
６７　　スイッチ
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１３０、１４０　　笠部
１５１　　予備用の電池
１６０　　予備品収容部
２００　　定電流ダイオード

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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