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(57)【要約】
　本発明は、一体にされた照明源２０をもつ細長の支持
要素１０を備える照明装置を提供する。細長の要素は、
折り畳み式である、入れ子式である、又は弾性的な可撓
性を有するものであることが好ましい。細長の支持要素
１０は、収縮形態と伸張形態との間で往復移動するよう
に適合した複数のセクション１１，１２を含むことがで
きる。本照明装置は、テント、パラソル、日除け、シェ
ード又は同様のもののような仮設の又は折り畳み可能な
構造体に特に適している。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一体にされた照明源をもつ細長の支持要素を備える照明装置。
【請求項２】
　前記細長の支持要素は、折り畳み可能な又は仮設の構造体のための支持ポール又は支材
である請求項１に記載の照明装置。
【請求項３】
　前記構造体は、テント、パラソル、日除け、シェード又は同様のものである請求項１ま
たは２に記載の照明装置。
【請求項４】
　前記細長の支持要素は、永久的又は半永久的な構造体を支持する請求項１に記載の照明
装置。
【請求項５】
　前記細長の支持要素は、折り畳み式である、入れ子式である、又は弾性的な可撓性を有
する請求項１～４のいずれか一項に記載の照明装置。
【請求項６】
　前記細長の支持要素は、収縮形態と伸張形態との間で往復移動するように適合した複数
のセクションを含む請求項１～５のいずれか一項に記載の照明装置。
【請求項７】
　前記伸張形態では、前記セクション同士の間での相対的な移動が可能である請求項６に
記載の照明装置。
【請求項８】
　前記照明源は、前記セクションのうちの１つに一体にされる請求項６または７に記載の
照明装置。
【請求項９】
　前記照明源は、前記セクションの実質的に全長に延在する請求項８に記載の照明装置。
【請求項１０】
　照明源が前記セクションのうちの２つ以上に設けられ、前記照明装置が伸張形態にある
ときに前記照明源の相対的な位置及び相対的な方向が変更可能である請求項６または７に
記載の照明装置。
【請求項１１】
　前記支持要素は、展張可能な骨組みの支材又は支間部である請求項１～１０のいずれか
一項に記載の照明装置。
【請求項１２】
　前記照明源は、前記細長の支持要素によって永久的に又は少なくとも半永久的に保持さ
れる請求項１～１１のいずれか一項に記載の照明装置。
【請求項１３】
　前記照明源は、前記細長の支持要素における長手方向に延在するチャネル又は溝内で保
持される請求項１～１２のいずれか一項に記載の照明装置。
【請求項１４】
　前記照明源は、複数の発光ダイオードである請求項１～１３のいずれか一項に記載の照
明装置。
【請求項１５】
　前記照明源は細長のストリップとして設けられる請求項１～１４のいずれか一項に記載
の照明装置。
【請求項１６】
　前記細長の支持要素は、一体にされた複数の照明源を有する請求項１～１５のいずれか
一項に記載の照明装置。
【請求項１７】
　前記照明源は、前記細長の支持要素に解除可能に接続されるように適合した電源によっ
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て電力が供給される請求項１～１６のいずれか一項に記載の照明装置。
【請求項１８】
　前記電源は、充電可能なバッテリパックである請求項１１に記載の照明装置。
【請求項１９】
　前記照明源は、太陽光発電によって給電される請求項１～１８のいずれか一項に記載の
照明装置。
【請求項２０】
　前記照明源は、機械式の巻き式発電機によって給電される請求項１～１９のいずれか一
項に記載の照明装置。
【請求項２１】
　前記電源は、前記細長の支持要素内に収容される請求項１～２０のいずれか一項に記載
の照明装置。
【請求項２２】
　前記電源は、一体にされた触覚膜センサを用いて起動される請求項１～２１のいずれか
一項に記載の照明装置。
【請求項２３】
　外部電源を受け入れる接続部を備える請求項１～２２のいずれか一項に記載の照明装置
。
【請求項２４】
　前記照明源は、長さが概ね１メートルである請求項１～２３のいずれか一項に記載の照
明装置。
【請求項２５】
　前記照明源は、隣り合わせで取り付けられると共に長さが概ね０．５メートルである一
対のＬＥＤストリップを含む請求項１～２４のいずれか一項に記載の照明装置。
【請求項２６】
　前記照明源は、前記照明源のいずれの部分も前記細長の支持要素の所定の寸法を超えて
延在しないように、前記細長の支持要素で一体にされる請求項１～２５のいずれか一項に
記載の照明装置。
【請求項２７】
　前記照明源は、前記照明源のいずれの部分も前記細長の支持要素の周囲を超えて延在し
ないように、前記細長の支持要素に一体にされる請求項１～２６のいずれか一項に記載の
照明装置。
【請求項２８】
　前記支持要素の断面が、正方形、丸形、矩形、三角形、又は長円形の形状である請求項
１～２７のいずれか一項に記載の照明装置。
【請求項２９】
　前記細長の支持要素の少なくとも一部分は押出された要素によって提供される請求項１
～２８のいずれか一項に記載の照明装置。
【請求項３０】
　前記照明源の少なくとも一部分に隣接してレンズが設けられる請求項１～２９のいずれ
か一項に記載の照明装置。
【請求項３１】
　前記照明源はＬＥＤ３５２８ストリップである請求項１～３０のいずれか一項に記載の
照明装置。
【請求項３２】
　前記照明源はＬＥＤ５０５０ストリップである請求項１～３１のいずれか一項に記載の
照明装置。
【請求項３３】
　前記照明源の少なくとも一部は熱源で置き換えられる請求項１～３２のいずれか一項に
記載の照明装置。
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【請求項３４】
　一体にされた照明源をもつ細長の支持要素を備えるテントポール。
【請求項３５】
　請求項１１～２２のいずれか一項に記載される照明装置のうちの１つ以上を備える仮設
の又は折り畳み可能な構造体。
【請求項３６】
　構造体を照明する方法であって、前記構造体を支持するように請求項１～２８のいずれ
か一項に記載される照明装置を１つ以上設けることと、前記照明装置で一体にされた照明
源それぞれを用いて照明を起こすこととを含む方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、照明をもたらすためのシステム及び装置に関し、そのためのみではないが具
体的には、テント、日除け等のような仮設構造体又は折り畳み式構造体に照明をもたらす
ためのシステム及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本明細書全体にわたる従来技術のあらゆる考察は、そのような従来技術が広く既知であ
るとも当該技術分野で共通の一般的な知識の一部をなしているとも認めるものとしては、
決してみなされるべきではない。
【０００３】
　屋内用途及び屋外用途の双方に関して種々の形態の照明が存在する。一般的には、その
ような形態の照明は、室内又は屋外の用途に合わせて具体的に設計されており、様々な場
所で使用することはできない。さらに、一般的に、照明システムは、特に特定の設備のた
めのものである。
【０００４】
　特に遠隔地での野外及び野外活動に関連する困難な点の１つは、照明が必要であるとい
うことである。太陽と共に「起床する」及び「就寝する」という考えは素晴らしいことで
はあるが、照明は通常、様々な理由から夜間に必要とされる。多くの場合、人々は夕方に
シェルター又はテントを建てること、炊事をすること等を必要とし、そして、テントを離
れる必要がある場合又は視覚を必要とするいかなる活動を単に行うだけの必要がある場合
、何らかの形態の照明が必要である。多くの場合では、照明は、使用者がキャンプサイト
まで戻るように進むことができるよう、場所を示すものとして用いられる。
【０００５】
　一般的に、この照明は、テント自体又は支持構造体自体とは別になったランプ又は懐中
電灯によって提供される。場合によっては、ランプは燃料又はガスによって灯され、この
燃料又はガスは、構造体の内側で照明を用いる機会をなくしてしまう可能性がある。もし
バッテリが用いられれば、これらは通常、非常に重い。軽量のバッテリ／懐中電灯が用い
られる場合、これらは通常不十分な照明しか供給しないか、又はその寿命が非常に短くな
り得る。加えて、電気ランプ、ストリップライト等を用いる場合でさえ、これらは通常、
別になったマウント及び配線を必要とし、電源も必要とする。従来の照明システムに伴う
不便さ及び安全性の問題によって、従来の照明システムは広範に受け入れられ使用されて
いない。
【０００６】
　次のような照明源を提供することが必要とされており、それは、屋内用途及び屋外用途
に適しており、容易に設置され、好ましくは可搬であり、複雑な電源及び配線も高価な電
源及び配線も必要とせず、且つテント又は同様の仮設構造体若しくは折り畳み式構造体の
内部で及びその周りの双方で種々の活動のための照明をなおも提供するものである。
【発明の概要】
【０００７】
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　従来技術の不利な点のうちの少なくとも１つを克服若しくは改善すること、又は有用な
代替案を提供することが、本発明の目的である。
【０００８】
　本発明は、第１の態様では、一体にされた照明源をもつ細長の支持要素を備える照明装
置を提供する。
【０００９】
　好ましい実施形態では、細長の支持要素は、テント、パラソル、日除け、シェード又は
同様のもののような折り畳み可能な又は仮設の構造体のための支持ポールである。細長の
支持要素は、折り畳み式である、入れ子式である、又はドーム型テントで必要とされるよ
うな弾性的な可撓性を有するものであってよい。別の実施形態では、支持要素は、日除け
又は覆いにおける展張可能な「はさみ式（scissor）」の骨組みに設けられるような折り
畳み式構造体の支材又は支間部である。
【００１０】
　用語「一体にされる」とは、光源が永久的又は少なくとも半永久的なかたちで支持要素
の一部である又は支持要素によって保持されることを指す。この用語は、複数の別個の光
源がテントポール等の従来の支持要素に連結されること及び従来の支持要素の内側に設置
されることを含むようには意図されていない。
【００１１】
　本発明は、第２の態様では、一体にされた照明源をもつ少なくとも１つ細長の支持要素
を備えるテント、パラソル、日除け又は同様のもののための支持骨組み又は支持構造体を
提供する。
【００１２】
　本発明は、細長の支持要素に一体にされた照明源を提供する。細長の支持要素は、正方
形、丸形、矩形、三角形、又は長円形の断面の押出材から全体的に又は部分的に作製され
てよい。照明源は、細長の支持要素の周囲内にとどまるよう、細長の支持要素の関連する
所定の寸法内となるように制限されるのが好ましい。関連する寸法は、細長の支持要素の
周囲又は外周であってよい。関連する寸法は、支持要素の幅であってよい。照明源におけ
る細長の支持要素とのそのような一体化は、好ましいことに、照明源が永久的に取り付け
られると共に細長の支持要素の通常の機能に対して決して損なわすことも妨げることもし
ないということをもたらす。一体化は任意の適切な手段によるものであってよいが、特に
好ましい技術は、照明源が内部で保持されることができる長手方向に延在したチャネル又
は溝を設けることである。
【００１３】
　電源は、照明装置の外部にあってよく又は照明装置内で一体にされてもよい。一実施形
態では、電源は、照明源に給電するように細長の支持要素に解除可能に接続されてよい。
別の実施形態では、電源は、例えば細長の支持要素内に配置されたバッテリによって、細
長の支持要素内で一体にされてよい。このバッテリパックは、交換可能であってよく、又
は場合によっては、取り外した後若しくはそのままのいずれかで外部電源ソケットを用い
て充電できてもよい。そのような外部ソケットは、照明源に直接給電する働きもしてもよ
い。
【００１４】
　他の実施形態では、照明源が太陽光発電式であってよく、又は、バッテリが、太陽光に
よって充電される、若しくは例えば手回し発電機或いは巻き式発電機（wind up generato
r）である機械式の充電によって充電されてもよい。
【００１５】
　照明源は、ＬＥＤストリップであるのが好ましい。ＬＥＤストリップは、低輝度又は中
輝度のＬＥＤからなるのが好ましい。このことは、低輝度又は中輝度ＬＥＤが照明を拡散
させることでより好適な照明エリアを提供するという点で利点をもたらす。高輝度ＬＥＤ
は、方向性のある光からなる狭い光線を供給すると共に大量の電力を使用するように設計
されるため、本発明には通常適していない。



(6) JP 2014-507045 A 2014.3.20

10

20

30

40

50

【００１６】
　複数のＬＥＤストリップが、細長の支持要素と一体にされてもよい。ＬＥＤストリップ
は細長の支持要素の外表面を実質的に超えて延在しないのが好ましい。一実施形態では、
細長の支持要素は、折り畳み可能／伸張可能であってよい。以下で考察されるように、Ｌ
ＥＤストリップは、伸張形態と折畳み形態との間での移動の妨げがないように、細長の支
持要素に一体にされてよい。
【００１７】
　ＬＥＤストリップが一体的なレンズシステムを備えてもよく、又は別個になったレンズ
若しくはカバーが、照明を集中又は拡散させるようにＬＥＤストリップの外部に配置され
且つＬＥＤストリップを損傷から保護する働きをしてもよいということも想定されるであ
ろう。
【００１８】
　さらに別の実施形態では、加熱ストリップが照明源と置き換えられてよい。装置には光
、熱又はこれらの両方を供給するエネルギー源が設けられてよいということが、当業者に
よって理解されるであろう。
【００１９】
　エネルギー源の制御機構は、照明装置に対して別個としてもよく、又は照明装置で一体
にしてもよい。特定の実施形態では、触覚膜制御部が、エネルギー源の制御のために細長
の支持要素に一体にされてよい。無線遠隔制御のような他の技術もまた想定されている。
【００２０】
　ＬＥＤストリップによって供給される照明レベルは、少なくとも０．２５ルクスである
。本発明の装置は、単独で、又は追加の照明源と組み合わせて用いられてよい。場合によ
っては、テント又は折り畳み式構造体の支持要素が、前述の支持要素と全体的に置き換え
られてよく、このときユーザーが複数の照明源に選択的に給電することによって構造体の
内部又は外部を照明することを選択する。或る実施形態では、電源が照明源ごとに必要と
される。或いは、幾つかの照明源が、単一の制御可能な電源によって給電されてよい。
【００２１】
　照明源即ちＬＥＤストリップを細長の支持要素と一体にすることによって、本発明がも
たらす多くの意義深い利点が存在する。細長の支持要素は、伸張形態と収縮形態との間で
、照明源による妨げを伴わない入れ子式及び折り畳み式であってよい。このことは従来技
術と非常に異なる。ＬＥＤを組み込む多くの従来技術の装置が存在するが、これらは一般
的には剛性のあるビーム又は支持体に存在する。或いは、多くの場合、光源は、クリップ
、接着剤等のような好適な手段によって、支持要素に取り付けられるか又は接着される。
このことは、複雑で時間のかかる設置を必要とし、見た目が悪く、そして多くの場合、様
々な構成要素におけるこれらの問題又は損失のため、使用できない。特に、広範囲に及ぶ
配線は通常、電照源を支持要素上で位置決めするのに使用される。
【００２２】
　本発明は、別個になった配線の技術又は複雑な設置の技術のあらゆる必要性を取り除く
。電源は、例えば全ての配線等がＬＥＤストリップに一体にされた状態で、ＬＥＤストリ
ップの一方の端部に直接設けられる。支持要素における入れ子式である特質、展張可能で
ある特質、折り畳み可能な特質は、照明源の一体化によっては全く譲歩されず、そして、
従来のシステムとは異なり、照明源又は熱源を支持要素に設けるための複雑な取付装備の
必要性がない。
【００２３】
　照明源を支持要素と一体にする適切な構成によって、装置は、テント又は同様の構造体
の内部及び外部の双方で用いられることができる。装置は、鉛直に、水平に又は湾曲に沿
うなどで立つように構成されてよい。これに関して、本明細書は、テント又は同様の折り
畳み式構造体を参照しながら、細長の支持要素の使用に言及することになる。しかしなが
ら、装置が別個の単独で動作する照明源として用いられてよく、又は他の構成で用いられ
てよいということは当業者によって理解されるであろう。



(7) JP 2014-507045 A 2014.3.20

10

20

30

40

50

【００２４】
　本発明の装置が、例えば杖及びハイキングスティック／スキーストック、携帯可能な緊
急用電照装備、並びに家屋内での利用など、他の屋外及び屋内での使用における有用性を
有していることも理解されるであろう。
【００２５】
　ここで本発明の好ましい実施形態を、添付の図面を参照しながら説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１Ａ】本発明の第１の実施形態における種々の詳細のうちの１つを示す図である。
【図１Ｂ】本発明の第１の実施形態における種々の詳細のうちの１つを示す図である。
【図１Ｃ】本発明の第１の実施形態における種々の詳細のうちの１つを示す図である。
【図１Ｄ】本発明の第１の実施形態における種々の詳細のうちの１つを示す図である。
【図１Ｅ】本発明の第１の実施形態における種々の詳細のうちの１つを示す図である。
【図１Ｆ】本発明の第１の実施形態における種々の詳細のうちの１つを示す図である。
【図１Ｇ】本発明の第１の実施形態における種々の詳細のうちの１つを示す図である。
【図１Ｈ】本発明の第１の実施形態における種々の詳細のうちの１つを示す図である。
【図２Ａ】本発明の第２の実施形態の詳細を示す図である。
【図２Ｂ】本発明の第２の実施形態の詳細を示す図である。
【図２Ｃ】本発明の第２の実施形態の詳細を示す図である。
【図２Ｄ】本発明の第２の実施形態の詳細を示す図である。
【図２Ｅ】本発明の第２の実施形態の詳細を示す図である。
【図２Ｆ】本発明の第２の実施形態の詳細を示す図である。
【図２Ｇ】本発明の第２の実施形態の詳細を示す図である。
【図２Ｈ】本発明の第２の実施形態の詳細を示す図である。
【図２Ｉ】本発明の第２の実施形態の詳細を示す図である。
【図３Ａ】本発明の第３の実施形態の詳細を示す図である。
【図３Ｂ】本発明の第３の実施形態の詳細を示す図である。
【図３Ｃ】本発明の第３の実施形態の詳細を示す図である。
【図３Ｄ】本発明の第３の実施形態の詳細を示す図である。
【図４】好適な仮設構造体を伴う屋外環境における本装置の配置及び使用の概略図である
。
【図５Ａ】本発明の第４の実施形態の詳細を示す図である。
【図５Ｂ】本発明の第４の実施形態の詳細を示す図である。
【図５Ｃ】本発明の第４の実施形態の詳細を示す図である。
【図６Ａ】本発明の３つの付加的な実施形態のうちの１つの断面図である。
【図６Ｂ】本発明の３つの付加的な実施形態のうちの１つの斜視図である。
【図７Ａ】本発明の３つの付加的な実施形態のうちの１つの断面図である。
【図７Ｂ】本発明の３つの付加的な実施形態のうちの１つの斜視図である。
【図８Ａ】本発明の３つの付加的な実施形態のうちの１つの断面図である。
【図８Ｂ】本発明の３つの付加的な実施形態のうちの１つの斜視図である。
【図９Ａ】本発明の第５の実施形態の詳細を示す図である。
【図９Ｂ】本発明の第５の実施形態の詳細を示す図である。
【図９Ｃ】本発明の第５の実施形態の詳細を示す図である。
【図１０】本発明の装置を組み込んでいるさらなる付加的な実施形態を示す図であり、と
り得る環境での適用を示すものである。
【図１１】本発明の装置を組み込んでいるさらなる付加的な実施形態を示す図であり、と
り得る環境での適用を示すものである。
【図１２】本発明の装置を組み込んでいるさらなる付加的な実施形態を示す図であり、と
り得る環境での適用を示すものである。
【図１３】本発明の装置を組み込んでいるさらなる付加的な実施形態を示す図であり、と
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り得る環境での適用を示すものである。
【図１４】本発明の装置を組み込んでいるさらなる付加的な実施形態を示す図であり、と
り得る環境での適用を示すものである。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　本願は、テント、パラソル、日除け即ちシェード、又は同様の折り畳み可能な構造体の
内部又は外部を照明するための、洗練されており頑丈であり且つ費用効果的なシステムを
考え出した。本装置は、一体にされた照明源をもつ細長の支持要素を備えるので、そのよ
うな構造体と併せて又はそのような構造体から独立して用いられることができる。照明源
を一体にすることによって、支持要素は、照明源からの妨げを受けることなくその通常の
機能で用いられることができるようになる。図示される実施形態の幾つかでは、細長の支
持要素は、テント又は日除け等のような同様の折り畳み式構造体を支持するのに用いられ
るテントポールである。しかしながら、細長の支持要素を他の形態で提供することができ
ることは、当業者によって理解されるであろう。
【００２８】
　まず、図１Ａ～図１Ｈに示されている実施形態を参照されたい。図１Ａは、伸張された
「使用時」の形態における本発明の装置を示している。図１Ｂ及び図１Ｃはそれぞれ、最
上部の詳細図及び電源の詳細図である。図１Ｄ～図１Ｈは、図１Ａに示される本発明の装
置における種々の構成部分の詳細図である。
【００２９】
　図１Ａ～図１Ｈに示される実施形態において、細長の支持要素１０は、互いに入れ子に
なるように適合した上部部分１１及び下部部分１２を有している。ＬＥＤストリップ２０
の形態の照明源が、少なくとも上部部分１１で一体にされている。図１Ｃ、図１Ｇ及び図
１Ｈでより明確に示されているように、バッテリパックの形態の電源／制御ユニット５０
が、マウント５１によって細長の支持要素１０に連結されることができる。電源／制御ユ
ニット５０は、照明源即ちＬＥＤストリップに電力を供給するだけでなく、明るさのレベ
ル、及びＬＥＤストリップの起動即ち点灯／消灯の制御もする。図１Ｆ及び図１Ｈを参照
すると、電力制御ユニット５０は、マウント５１のスロット５３と係合すると共にスロッ
ト５３上を摺動することによって取り付けられる。
【００３０】
　図１Ｈに示されるように、電力制御ユニット５０は電気接点５５を有しており、これら
電気接点５５は、電力制御ユニット５０の後部から突出しており、内部配線２５を介して
ＬＥＤストリップ２０と接続すると共に電力を供給するように適合している。図示の実施
形態では、下部部分１２及び上部部分１１が伸ばされ且つ支持要素１０がその通常の鉛直
な向きにされると、ＬＥＤストリップ２０はポール１０の高くなった位置で与えられる。
実施形態によっては、この位置は、部分１１及び１２間において相対的に移動させること
によって変更されてもよく、実施形態によっては、ＬＥＤストリップ２０自体が支持要素
１０の長さに沿って移動可能であってもよい。
【００３１】
　図１Ｅ及び図１Ｆにおいてより明確に示されているように、照明源即ちＬＥＤストリッ
プ２０は支持要素１０に一体にされている。上側部分１１が下部部分１２に入れ子になる
ことができるため、ＬＥＤ照明源２０の位置及び方向は、部分１１及び１２が相対的に移
動すること及び相対的に回転することによって、所望に応じて変更されることができる。
照明源２０の高さ及び方向の双方は、下側部分１２に対する上側部分１１の相対的な位置
を単に調整すればいいだけのことである。図２Ａ～図２Ｉに示されるように、シンプルな
ネジノブ７０又はクランプ機構が、上部部分１１及び下部部分１２の相対的な高さ又は照
明源２０の方向を変更するのに用いられることができる。
【００３２】
　図示の実施形態では、図１Ｄ、図１Ｅ及び図１Ｇでより明確に示されているように、カ
ラー又は取付けカバー３０，３１が、ＬＥＤストリップ２０の両端部に設けられている。
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これらのカバーは、支持要素１０内での照明源２０の一体とされた位置を維持するのを補
助し、異物及び水の浸入を防止し、そして通常照明源２０の両端部を保護する。カラー３
１の少なくとも１つは、電源／制御ユニット５０のマウント５１としての機能も同時に果
たすことができる。図１Ｄの実施形態に示されている上側カラー３０は、従来のテントポ
ールのようにピン又はスパイク３５を受け入れるための開口をさらに含む。
【００３３】
　上側部分１１への照明源／ＬＥＤストリップ２０の一体化は、図１Ｄ～図１Ｆにおいて
より明確に示されている。上側部分１１は、チャネルセクション１５（図１Ｆ参照）を含
む押出体である。このチャネルセクション１５は、照明源２０を受け入れ保持するように
適合している。細長の支持要素１０で照明源を一体にすることは、従来技術に勝る多くの
意義深い利点を有している。本装置は、活線等が露出していない状態で組み立てて使用す
るように単純且つ安全なものである。電力は、支持要素１０へのバッテリパック／電源５
０を単純に取り付けることによってもたらされる。電源以外に追加の構成要素は一切ない
ということは留意されるであろう。本装置１０は本質的に、従来のテントポールと同様に
機能する。ＬＥＤストリップ２０によってもたらされる照明源は、テントポールの周囲を
超えては延在せず、テントポールは、照明源から妨げられることなく、伸張形態及び収縮
形態の間で動くことができる。本装置は、所望の場合に同時に照明することを伴った支持
要素として用いられることができ、又は照明を伴わずに用いられることができる。本装置
は、任意のテント又は同様の折り畳み可能な構造体に対して、その内部で、その外部で、
又は実際にはそれから独立して、使用されることができる。風がある空間又は閉鎖された
空間での安定性のような本発明がもたらす他の利点は、以下の記載から明らかとなるであ
ろう。
【００３４】
　ＬＥＤストリップ２０は低輝度ストリップ又は中輝度ストリップであることが好ましい
。標準的な明るさのＬＥＤ３５２８及び非常に明るいＬＥＤ５０５０を用いて試験を行っ
た。これらのＬＥＤは、双方とも比較的低い消費電力を有しており且つ防水野外型で利用
可能であるため、好ましいＬＥＤストリップである。ある特定の実施形態では、ＬＥＤス
トリップは、少なくともＩＰ６６の防水等級を与える透明な可撓性のあるシリコンで被覆
されている。
【００３５】
　双方のＬＥＤストリップの技術的な仕様は、表１において以下に示される。
【００３６】
【表１】

【００３７】
　当業者には明らかであるように、複数のテントポール即ち支持構造体は一般的に、テン
ト、日除け又は同様の仮設、折り畳み式構造体を組み立てるときに互いから数メートル離
して配置される。試験は、３メートルベースで離した４つの照明装置を用いる単純な構造
体と共に前述の概念を用いて行った。前述のＬＥＤ３５２８ストリップ及びＬＥＤ５０５
０ストリップを用いて、４つの異なる状況を試験した。加えて、長さ１メートルのＬＥＤ
及び長さ５０ｃｍのＬＥＤを用いて、ストリップ長さを試験した。
【００３８】
　個々のＬＥＤ３５２８ストリップ及びＬＥＤ５０５０ストリップはそれぞれ、約２００
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Ｌｍ及び３２４Ｌｍを放射する。４つの異なる状況を試験した、即ち
　ａ）隣接する角部に２本×１メートルのＬＥＤ３５２８ストリップ、
　ｂ）隣接する角部に２本×１メートルのＬＥＤ５０５０ストリップ、又は、
（全ての４本のストリップは照明付きであるが、ストリップ長さの半分が戻されて５０ｃ
ｍのストリップ長さにされている。）
を試験した。
【００３９】
　これらの試験によって、前述の照明ストリップのうちの１つしか作動しない場合であっ
ても、許容可能な照明が、３×３メートルの構造体の中心にあるテーブルに供給されるこ
とが確認された。当然ながら、この照明の輝度は、より多くの照明が供給されるにつれて
増す。
【００４０】
　図４は、前述の試験の概略図を示している。Ｈは、ＬＥＤ５０５０照明源の位置を示し
ている。Ｌは、ＬＥＤ３５２８源の位置を示している。これらの照明源の種々の組合せを
試した。参考として、３×３エリアの中央にあるテーブル上に本が配置され、光度が、Ｄ
ＳＥ　Ｑ－１４００デジタル照度計を用いて測定された。加えて、ＩＳＯ　１００で１０
００ｍｓとして小さな絞りｆ５．６に設定したカメラを用いて写真が撮影された。試験は
、環境の干渉又は反射光が最小限であるのを確実にするように闇夜に屋外にて行われた。
照明源は、１２ｖのＤＣ変圧器によって給電された。結果は以下の通りであった。
１）１４ルクス－非常に読書しやすい照明
２）１１ルクス－読書しやすい
３）９ルクス－ほとんど労することなく読書可能である
４）４ルクス－見えるが読書しにくい
５）６ルクス－辛うじて読書可能である
６）９ルクス－ほとんど労することなく読書可能である
７）５ルクス－ほとんど労することなく読書可能である
８）２ルクス－細部を見るのが非常に困難である
９）５ルクス－ほとんど労することなく読書可能である
１０）３ルクス－細部を見るのが非常に困難である
【００４１】
　これらの結果は、本発明を使用することによってもたらされる多くの意義深い利点を示
している。まず、照明の可変性及び受容性が完全にユーザーの制御内にある。消費電力及
び電力効率は、遠隔地では優先事項である。無限に可変である照明システムを提供するこ
とによって、ユーザーは、所望の目的に必要な最小限の照明を単に選択するだけでよい。
例えば読書は、寝袋を広げて配置するよりも困難であるだろう。よって、さらなる試験を
行うべきであるが、標準的な明るさのＬＥＤ３５２８による照明が、状況によってはＬＥ
Ｄ５０５０よりも受容できる可能性がある。
【００４２】
　本発明の照明システムの無限の変化及び融通性が従来のシステムによっては単純には提
供され得ないということが分かる。本発明の装置を用いると、照明されるエリアに配線は
一切設けられず、全ての照明は、個々のバッテリパック、又は所望の場合には単一の電源
のいずれかによって制御される。安全の要素は単独で、従来のシステムに勝る優れた利点
をもたらす。
【００４３】
　図２Ａは、本発明の第２の実施形態であり、図１Ａと同様に、伸張された「使用時」の
形態にある装置の図である。図２Ｂ、図２Ｃ、図２Ｄ及び図２Ｅは、図２Ａに示された装
置の種々の構成要素の詳細図である。図２Ｆ、図２Ｈ及び図２Ｉは、図２Ａに示された実
施形態の構成要素の分解図であり、図２Ｇは図２Ａに示された実施形態の構成要素の断面
図である。
【００４４】
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　ここで、図２Ａ～図２Ｉに示された実施形態を参照すると、この実施形態では、下部部
分１２は、上側部分１１よりも大きく、図２Ｃに示されるように上側部分１１を受け入れ
て収容するように適合している。このことは、不使用時に照明源２０を隠して保護すると
いう追加の利点をもたらす。この実施形態では、図１Ａ～図１Ｈに示されるカラーは必要
ではない。その代わりに、テントに係合するためのピン又はスパイク３５が、支持要素又
はポール１０の上側部分１１内に直接的に取り付けられている。電力制御ユニット５０に
は、取付用のクリップ５７が設けられることができ、このとき、電力は、細長の支持要素
１０の開口１９と係合する電気接点５５によって照明源２０に到達する（図２Ｈ及び図２
Ｉ参照）。
【００４５】
　前述したように、解除可能なネジ係止部７０が、細長の支持要素１０上に設けられるこ
とができ、細長の支持要素１０の上側部分１１及び下側部分１２の間で相対的な移動を可
能にする。電力制御ユニット５０は、図１Ａ～図１Ｈの実施形態と多くの点が同じであり
、ストリップの起動即ち点灯／消灯、及び明るさのレベルを制御することができる。
【００４６】
　この実施形態では、チャネル１５（図２Ｇ参照）が、上側部分１１でＬＥＤストリップ
２０を一体にするために、上側部分１１内に入り込んで配置されていることが分かる。こ
のことによって、ＬＥＤが上側部分１１の周囲即ち外周を超えては延在しないということ
が確実になる。さらには、このことによって、上側部分１１が上述のように下側部分１２
内に全体的に収容されることが可能になる。加えて、照明源２０が上側部分１１の外周即
ち周囲を超えて突出しない状態であるため、上側部分１１が通らなければならないいかな
る通路、スリーブ及び同様のものも、照明源２０を一体にすることによって悪影響を受け
ることにならない。当業者には明らかであるように、構造体によっては、スリーブ又は同
様のものに通すことを、テントポール又は同様の細長の支持要素に要求するものがある。
細長の支持要素１０の上部部分１１の周り全体にわたって一貫性のある外周を維持するこ
とによって、この上部部分１１は、そのような通路又はスリーブに通すことができる。こ
のことに関して、特にドーム型テントはそのようなスリーブを有しており、本発明は、グ
ラスファイバ又は中空のアルミニウムのセグメント化されたテントポールのような弾性的
な可撓性を有する細長の支持要素に同様に適用することができるということが想定される
。
【００４７】
　また、エネルギー源２０は熱源とすることができるという可能性もある。当業者には明
らかであるように、ＬＥＤストリップ２０が細長の支持要素１０に一体化されるのとほと
んどが同じである方法で、同様にして、熱エネルギー源が加熱装置を提供するように一体
にされることができる。
【００４８】
　図２Ａ～図２Ｉの実施形態では、前述したように、細長の支持要素の上側部分１１は、
照明／エネルギー源２０から発する照明を方向付けるように回転移動を制限することがで
きていた。ここでも同様に、このことは、従来技術と比較した場合の意義深い利点である
。従来技術では、支持体のほとんどが剛直であり、よって、電照の位置が変更できない。
本発明では、支持要素の異なるセグメントの間で相対的な移動を生じることができること
によって、支持要素に一体化される照明／熱源から発する照明又は熱における位置の変更
及び方向の変更が可能になる。
【００４９】
　図３Ａ～図３Ｄは、他の実施形態をさらに提供する。制御ユニット５０は、クリップ５
７によって細長の支持要素１０に対して保持される点で、図２Ａ～図２Ｉの制御ユニット
と同様である。
【００５０】
　この実施形態では、２つのＬＥＤストリップが照明源として細長の支持要素に一体にさ
れている。このことに関して、ＬＥＤストリップは、１つの幅広になったチャネル、又は
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その代わりとしての２つの隣接する小さくなったチャネル１５Ａ及び１５Ｂ内に保持され
る。ここでも同様に、照明源は、上側部分１１の周囲即ち外周を超えては延在しない。図
示の実施形態では、レンズ１６もまたＬＥＤストリップ２０の上を覆って設けられている
。図３Ｂでは、レンズ１６も同様に、上部ポールの押出部１１の周囲即ち外周を超えては
延在しないということが留意されるであろう。
【００５１】
　この実施形態では、ＬＥＤストリップの長さは、図１Ａ～図１Ｈ及び図２Ａ～図２Ｉと
比較すると、短くされている。ＬＥＤストリップの長さは、図１Ａ～図１Ｈ及び図２Ａ～
図２Ｉに示される１メートルの長さではなく、０．５メートルの長さを２つとして示され
ている。このことは、照明電力に関する意義深い利点を有することができる。
【００５２】
　説明すると、この構成の１つの利点は、ユニットの発光セクションが小さいエリアに配
置され、その結果、グレアを生むのに効果的ではなくなるエリアが存在するが、同時に同
量の光が生成されることである。加えて、照明がない状態と、１つのＬＥＤストリップの
照明状態と、明るい電照が必要な場合には両方のＬＥＤストリップを用いる照明状態との
間で切り替えることが可能である。このことは明らかに、照明とバッテリ電力の維持とに
関する追加の融通性を可能にする。さらに、電照用の１つのエネルギーストリップ及び加
熱用の１つのエネルギーストリップを含むことも可能である。このことは、照明源への熱
損傷がないのを確実にするように何らかの遮蔽をすること、又は光源から熱源を間隔をあ
けて配置することを必要とし得るが、これら光源及び熱源の双方は、本発明による細長の
支持要素に一体にされ得る。
【００５３】
　図３Ａ～図３Ｄに示される実施形態はまた、より大きい高さ調整をできる可能性をさら
に高める。この理由は、図３に示されるように、制御ユニットが、細長の支持要素１０の
上部部分１１のさらに上方に位置付けられることができるためである。
【００５４】
　図示の実施形態では、細長の支持要素１０及び照明源２０は、鉛直の姿勢で設けられて
いる。しかしながら、支持要素１０への照明源２０の一体化におけるそのような配置は、
他の角度とすることもできることが当業者には明らかであろう。例えば、「はさみ式動作
」の折り畳み式日除けでは、照明源の同様の一体化が与えられることができる。
【００５５】
　図３Ｂに示されるように、ＬＥＤストリップを覆うレンズ１６は、照明エリアに関して
追加の保護だけでなく融通性も提供する。レンズ１６は、定められると、広い照明角度又
は狭い照明範囲をもたらすことができる。
【００５６】
　実施形態によっては、本装置は、両方のタイプのレンズ又は複数の装置を含むことがで
き、これらは、広範な一般的な照明と、例えば会話、読書等の特定の目的のための狭くて
高い輝度の特定の照明との双方を供給するように用いられるものである。さらに他の実施
形態では、レンズは、照明源２５に対して回転することができるように、回転可能なスリ
ーブを介して設けられることができる。
【００５７】
　電力ユニット５０を細長の支持要素１０の頂部に配置することも可能であり、それによ
って、下部部分１２に対する上部部分１１のより大幅な移動を許容することができる。別
の実施形態では、電源は、別々になった支持要素上の複数の照明源２０に電力を供給する
ことができる。このことは、特に、「はさみ式動作」の折り畳み式日除けタイプの構成又
はパラソルでの場合となる。複数のＬＥＤユニットが、組み立てられてしまうと電源に造
作もなく接続されるアーム又は日除け又はパラソルに一体にされることができ、電源は、
照明源のうちの１つ以上から照明を選択的に点灯すること、及び／又はそのようなＬＥＤ
源の個々の明るさのレベルを変更することができる。
【００５８】
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　加えて、ＬＥＤは、ストロボ発光する、点滅発光する、又は美的効果として様々な色を
供給するように設けられることができる。
【００５９】
　実施形態によっては、効率的に行うことができるかを判断する必要があるだろうが、照
明源へ無線送電を与えることが可能であってもよい。
【００６０】
　細長の支持要素を使用した広範囲に及ぶ展張又は折り畳み可能な構造体が存在すること
は、当業者には明らかであろう。これらの構造体は、固定された構造体への付加物、例え
ば構造壁又は車両から延在する日除けであってよく、又はこれらの構造体はさらに、テン
トと同様の構造体自体の中にある構造体であってもよい。本発明は、構造体の少なくとも
一部分、又は別の要素、例えば標識、パラソル、人を、同時に支持し且つ照明を供給する
装置を提供する。
【００６１】
　本発明のさらなる実施形態が図５Ａ～図５Ｃに示されている。分解形態が図５Ａに示さ
れている。細長の支持要素１０はここでも同様に、互いに入れ子になるように適合した上
部部分１１及び下部部分１２を含む。しかしながら、この実施形態では、上部部分１１は
、上部部分内に保持されるバッテリパックの形態で電源５０を有している。カバー５５は
、バッテリパックを所定の位置に保持し、バッテリパックを損傷から保護する。バッテリ
パック５０は、充電するために取り外すことができ、又はその代わりとして電源ソケット
１００若しくは他の機構（例えばソーラー機構、機械式巻き機構等）を介してそのままで
充電することができる。これらの電源ソケットはまた、ＬＥＤストリップ２０のための外
部電源を提供する働きをすることもできる。別の実施形態では、バッテリパックは、交換
可能なバッテリを組み込むことができる。図５Ｂに示されるように、クイックリリース１
２０が、バッテリパックを確実に所定の位置に保持する。
【００６２】
　図５Ｃは、ＬＥＤストリップの形態の照明源２０及び制御機構２００の位置付けをより
明確に示している。この場合、制御機構は触覚膜センサである。制御機構は、単純なオン
／オフスイッチ２１０と、単一のＬＥＤストリップ照明又は二重のＬＥＤストリップ照明
を供給する働きをするスイッチ２２０と、高／低の電源のボタン２３０とを含んでいる。
このような触覚膜センサは、上部部分１１の幅又は直径を超えては突出せず、そのため、
触覚膜センサは、下側部分１２によって完全に包まれた状態へと入れ子にされることがで
きるということは留意されるであろう。同様の説明が、上述されたようなＬＥＤストリッ
プ２０に当てはまる。
【００６３】
　ここで、図６Ａ／図６Ｂ、図７Ａ／図７Ｂ、及び図８Ａ／図８Ｂに示される実施形態を
参照すると、これらの実施形態は、照明源即ちＬＥＤストリップ２５の種々の構成を示す
と共に、照明源即ちＬＥＤストリップ２５が細長の支持要素上にどのように配置されるこ
とができるかを示している。図６Ａ及び図６Ｂでは、単一のＬＥＤストリップが設けられ
ている。この単一のＬＥＤストリップは通常、低電力の外部バッテリパックを有する小径
のポール１１のためのものである。この理由は、細長の支持要素の内部は電源を収容する
には小さすぎる可能性があるためである。
【００６４】
　図７Ａ及び図７Ｂに示される実施形態は、単一又は二重のＬＥＤストリップ２５を用い
ることができる。その細長の支持要素における部分１１は、図６Ａ／図６Ｂのものよりも
僅かに大きく、一体型のバッテリパックの形態で電源５０を保持することができるという
ことは留意されるであろう。上述のように、外部の電源を設けてもよい。
【００６５】
　図８Ａ及び図８Ｂに示される最後の形態は、多数のＬＥＤストリップを含む。この実施
形態では、５つのＬＥＤストリップ２５が存在しているが、当業者は、より多く又はより
少なくＬＥＤストリップを設けることができることを認識するであろう。ＬＥＤストリッ
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プ２５の数が多くなればなるほど、細長の支持要素１１の内部容積が減少するということ
は留意されるであろう。この実施形態では、外部バッテリパック又は外部電力供給源は通
常、細長の支持要素の直径に応じて設けられる。
【００６６】
　図示の実施形態では、ＬＥＤストリップ即ち照明源は、細長の支持要素のセグメントの
うちの１つのほぼ全体又は細長の支持要素の一部にわたって延在するのが好ましいという
ことにも気づくであろう。説明すると、ほとんどの入れ子式又は折り畳み式の細長の支持
要素は、複数のセグメントから構成されている。これらのセグメントは、１つのセグメン
トを別のセグメント内に入れ子にすることによって押し縮められた形態即ち収縮された形
態において互いに概ね直接隣接する（入れ子式）か、又は互いに直接隣りあって保持され
る（折り畳み式／はさみ動作式）。伸張形態では、セグメントは通常、端部と端部とを合
わせて（end on end）、即ち伸張された入れ子式のかたちで配置される。図示の実施形態
では、照明源／ＬＥＤストリップ２０がセグメントのうちの１つの実質的な全長に対して
延在するということは留意されるであろう。換言すれば、本装置の照明源及び電源は、必
要であれば、１つのセグメント内に全体的に含まれることができる。ここでも同様に、こ
のことは、照明源が設けられ得るが通常は支持要素における１つの位置にのみ又は支持要
素の全長に配置される従来のシステムとは全く異なる。非常に好ましいものであり得る特
定の実施形態では、ＬＥＤストリップは、２つ以上のセグメントに設けられることができ
、それにより、セグメントの間での可能な相対的な移動を用いて、照明又は熱が様々な方
向に供給されることができる。例えば、テントポールの形式では、本装置は、上側部分及
び下側部分が互いに対して９０度をなして照明及び／又は熱を供給する状態で、角位置に
設けられることができる。当業者は当然ながら、このことに関して他の構成を見つけだす
ことができるであろう。
【００６７】
　図９Ａ～図９Ｃは、コンパクトで携帯可能な電照ユニットとしての本発明の他の実施形
態をさらに示す。本装置は、図９Ａではその折り畳み形態即ち収縮形態で示されている。
図９Ｂは、１つの伸張形態にある本装置を示している。細長の支持要素１０は、任意選択
的な脚部２５０によって所定の位置に保持されるのが好ましい。外部電源６０が、細長の
支持要素１０の基部に設けられている。この外部電源もまた、本装置を安定させることが
できる。
【００６８】
　図示の実施形態では、本装置の上側部分１１は、図８Ａ及び図８Ｂに示される実施形態
、即ち、上側部分１１が照明源２０として複数のＬＥＤストリップを含む実施形態と同様
である。
【００６９】
　図９Ｃは、別の伸張形態を示す。この形式では、反射器３００が、照明源２０に隣接す
るように本装置の上側部分に取り付けられ、それによって、ＬＥＤストリップの幾つかか
ら発する照明を反射し方向付けすることができる。ヒンジ３５０又は同様の機構が、上側
部分１１を位置決めするように細長の支持要素に組み込まれ、それによって、所望に応じ
て照明を方向付けることができる。
【００７０】
　図１０は、テントと共に本発明の装置を使用する典型的な例を表している。図示される
ように、幾つかの装置１０がテントの周りに配置され、それによりエリアを同時に照明し
ながら構造体を支持することができる。
【００７１】
　図１１は、カフェ又は屋外娯楽エリアにおける本発明の使用例である。この実施形態で
は、装置１０は、パラソル３００のための支持要素として設けられている。ここでも同様
に、装置１０は、互いに対して相対的に可動である複数のセグメントを含むことが好まし
い。この実施形態では、照明源２０は、好ましくは可動であり、より好ましくは、テーブ
ル３５０及び／又はパラソル３００に対して回転可能である。これによって、照明は、テ



(15) JP 2014-507045 A 2014.3.20

10

20

30

40

ーブル３５０の利用者が要求するように方向付けられることができるようになる。パラソ
ル３００自体は折り畳み式であってもよいが、本装置が剛直な折り畳み不可能なパラソル
と共に用いられることができるということは想定される。
【００７２】
　別の実施形態が図１２に示されている。この実施形態では、本発明の装置１０は、緊急
救援環境における支持及び照明を提供する。細長の支持要素１０がここでも同様に照明源
２０を提供し、このとき、緊急事態指示器又は緊急事態表示７０が細長の支持要素１０の
頂部で支持されている。この実施形態では、基部８０が、細長の支持要素を鉛直の形態で
保持するように設けられている。
【００７３】
　またさらに他の実施形態が図１３に示されている。この実施形態では、入れ子式のハイ
キングスティック又はスキーストックが提供される。このハイキングスティック又はスキ
ーストックは、裾部分１０５と共に、握り柄部分１０１を有している。これらの間には、
一連の支柱セグメント１０２，１０３，１０４が設けられている。これらのセグメントの
うちの少なくとも１つは、上記に示される実施形態と本質的に同様である照明ストリップ
２０が設けられている。そのような装置が使用時に非常に融通性があるのは明らかである
。そのような装置は、当然ながら、例えば地面又は雪へ優れた照明を供給するハイキング
スティック又はスキーストックとして使用されることができる。ここでも同様に、この装
置は、支持及び照明の二重の機能を提供する。
【００７４】
　図１４に示されるさらなる実施形態では、同様の緊急時の電照構成が提供されている。
この装置は、地面に突き刺す杭として形成される下側部分１２を有している。そのような
構成において、そのとき本装置は、上側部分１１を露出させるように伸張され、そして設
計されたように電照を提供することができる。通常この装置は地面に縦にして配置される
が、壁又は同様の構成体から水平に延在するように配置されてもよいということが想定さ
れるであろう。
【００７５】
　多くの他の実施形態が当業者によって想定されるであろう。実施形態によっては、照明
装置は中央部分に設けられることができ、このとき、照明源の中央を露出させるように、
入れ子式のアーム（複数）が中央部分から延在する。
【００７６】
　従来のシステムに勝る本発明に関連付けられた複数の重要な利点が存在するということ
は、当業者には明らかなことであろう。洗練され、安全であり且つ簡易である本発明によ
って提供される照明は、鮮やかである。照明の質及び電力の節約に関する融通性もまた、
従来のシステムを用いては得られない。照明源は、単独で動作するユニットとしても、仮
設／折り畳み式構造体の一部としても用いられることができる。場合によっては、細長の
支持要素が、構造的な支持を同時に伴った照明のためにではなく、単に照明能力のために
使用されることができるということが想定されるであろう。例えば、本発明は、夜間に設
営されるキャンプ構造体に、１つ以上の細長の支持要素を用いて最初に造作無く設営され
て照明を起こすことを可能にし、この１つ以上の細長の支持要素は、構造体が十分に組み
立てられてしまうと、そのとき、照明／支持の二重の形態へと移行されることができる。
【００７７】
　上述されたような他の実施形態では、本装置は、加熱又は緊急用照明に対して内部設置
でも外部設置でも使用されることができる。本装置は、杖又はハイキングスティック等の
携帯可能なデバイスとして使用されることができる。
【００７８】
　他の変更形態及び変形形態が、本発明の思想における精神及び範囲から逸脱することな
く、本発明の装置に対してなされ得るということが想定されるであろう。
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【図１Ａ】 【図１Ｂ】

【図１Ｃ】 【図１Ｄ】
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【図１Ｅ】 【図１Ｆ】

【図１Ｇ】 【図１Ｈ】



(18) JP 2014-507045 A 2014.3.20

【図２Ａ】 【図２Ｂ】

【図２Ｃ】 【図２Ｄ】
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【図２Ｅ】 【図２Ｆ】

【図２Ｇ】 【図２Ｈ】
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【図２Ｉ】 【図３Ａ】

【図３Ｂ】 【図３Ｃ】
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【図３Ｄ】 【図４】

【図５Ａ】 【図５Ｂ】
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【図５Ｃ】 【図６Ａ】

【図６Ｂ】 【図７Ａ】
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【図７Ｂ】 【図８Ａ】

【図８Ｂ】 【図９Ａ】
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【図９Ｂ】 【図９Ｃ】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】
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【手続補正書】
【提出日】平成25年2月8日(2013.2.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　本発明は、第１の態様では、一体にされた照明源をもつ入れ子式の細長の支持要素を備
える照明装置を提供する。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　好ましい実施形態では、細長の支持要素は、テント、パラソル、日除け、シェード又は
同様のもののような折り畳み可能な又は仮設の構造体のための支持ポールである。細長の
支持要素はまた、ドーム型テントで必要とされるような弾性的な可撓性を有するものであ
ってもよい。別の実施形態では、支持要素は、日除け又は覆いにおける展張可能な「はさ
み式（scissor）」の骨組みに設けられるような折り畳み式構造体の支材又は支間部であ
る。
【手続補正書】
【提出日】平成25年2月14日(2013.2.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一体にされた照明源をもつ入れ子式の細長の支持要素を備える照明装置。
【請求項２】
　前記細長の支持要素は、折り畳み可能な又は仮設の構造体のための支持ポール又は支材
である請求項１に記載の照明装置。
【請求項３】
　前記折り畳み可能な又は仮設の構造体は、テント、パラソル、日除け、シェード又は同
様のものである請求項１または２に記載の照明装置。
【請求項４】
　前記細長の支持要素は、永久的又は半永久的な構造体を支持する請求項１に記載の照明
装置。
【請求項５】
　前記細長の支持要素はまた、弾性的な可撓性も有する請求項１～４のいずれか一項に記
載の照明装置。
【請求項６】
　前記細長の支持要素は、収縮形態と伸張形態との間で往復移動するように適合した複数
のセクションを含む請求項１～５のいずれか一項に記載の照明装置。
【請求項７】
　前記伸張形態では、前記セクション同士の間での相対的な移動が可能である請求項６に
記載の照明装置。
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【請求項８】
　前記照明源は、前記セクションのうちの１つに一体にされる請求項６または７に記載の
照明装置。
【請求項９】
　前記照明源は、前記セクションの実質的に全長に延在する請求項８に記載の照明装置。
【請求項１０】
　照明源が前記セクションのうちの２つ以上に設けられ、前記照明装置が伸張形態にある
ときに前記照明源の相対的な位置及び相対的な方向が変更可能である請求項６または７に
記載の照明装置。
【請求項１１】
　前記支持要素は、展張可能な骨組みの支材又は支間部である請求項１～１０のいずれか
一項に記載の照明装置。
【請求項１２】
　前記照明源は、前記細長の支持要素によって永久的に又は少なくとも半永久的に保持さ
れる請求項１～１１のいずれか一項に記載の照明装置。
【請求項１３】
　前記照明源は、前記細長の支持要素における長手方向に延在するチャネル又は溝内で保
持される請求項１～１２のいずれか一項に記載の照明装置。
【請求項１４】
　前記照明源は、複数の発光ダイオードである請求項１～１３のいずれか一項に記載の照
明装置。
【請求項１５】
　前記照明源は細長のストリップとして設けられる請求項１～１４のいずれか一項に記載
の照明装置。
【請求項１６】
　前記細長の支持要素は、一体にされた複数の照明源を有する請求項１～１５のいずれか
一項に記載の照明装置。
【請求項１７】
　前記照明源は、前記細長の支持要素に解除可能に接続されるように適合した電源によっ
て電力が供給される請求項１～１６のいずれか一項に記載の照明装置。
【請求項１８】
　前記電源は、充電可能なバッテリパックである請求項１７に記載の照明装置。
【請求項１９】
　前記照明源は、太陽光発電によって給電される請求項１～１８のいずれか一項に記載の
照明装置。
【請求項２０】
　前記照明源は、機械式の巻き式発電機によって給電される請求項１～１９のいずれか一
項に記載の照明装置。
【請求項２１】
　前記照明装置のための電源が、前記細長の支持要素内に収容される請求項１～２０のい
ずれか一項に記載の照明装置。
【請求項２２】
　前記照明源は、一体にされた触覚膜センサを用いて起動される請求項１～２１のいずれ
か一項に記載の照明装置。
【請求項２３】
　外部電源を受け入れる接続部を備える請求項１～２２のいずれか一項に記載の照明装置
。
【請求項２４】
　前記照明源は、長さが概ね１メートルである請求項１～２３のいずれか一項に記載の照
明装置。
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【請求項２５】
　前記照明源は、隣り合わせで取り付けられると共に長さが概ね０．５メートルである一
対のＬＥＤストリップを含む請求項１～２４のいずれか一項に記載の照明装置。
【請求項２６】
　前記照明源は、前記照明源のいずれの部分も前記細長の支持要素の所定の寸法を超えて
延在しないように、前記細長の支持要素で一体にされる請求項１～２５のいずれか一項に
記載の照明装置。
【請求項２７】
　前記照明源は、前記照明源のいずれの部分も前記細長の支持要素の周囲を超えて延在し
ないように、前記細長の支持要素に一体にされる請求項１～２６のいずれか一項に記載の
照明装置。
【請求項２８】
　前記支持要素の断面が、正方形、丸形、矩形、三角形、又は長円形の形状である請求項
１～２７のいずれか一項に記載の照明装置。
【請求項２９】
　前記細長の支持要素の少なくとも一部分は押出された要素によって提供される請求項１
～２８のいずれか一項に記載の照明装置。
【請求項３０】
　前記照明源の少なくとも一部分に隣接してレンズが設けられる請求項１～２９のいずれ
か一項に記載の照明装置。
【請求項３１】
　前記照明源はＬＥＤ３５２８ストリップである請求項１～３０のいずれか一項に記載の
照明装置。
【請求項３２】
　前記照明源はＬＥＤ５０５０ストリップである請求項１～３１のいずれか一項に記載の
照明装置。
【請求項３３】
　前記照明源の少なくとも一部は熱源で置き換えられる請求項１～３２のいずれか一項に
記載の照明装置。
【請求項３４】
　一体にされた照明源をもつ細長の支持要素を備えるテントポール。
【請求項３５】
　請求項１１～２２のいずれか一項に記載される照明装置のうちの１つ以上を備える仮設
の又は折り畳み可能な構造体。
【請求項３６】
　構造体を照明する方法であって、前記構造体を支持するように請求項１～２８のいずれ
か一項に記載される照明装置を１つ以上設けることと、前記照明装置で一体にされた照明
源それぞれを用いて照明を起こすこととを含む方法。
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