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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基端及び先端を有しており、その基端から先端へと延びる略先細り又は円錐状の内部空
洞を画定しており、当ハウジング内を通り基端から先端へと延びる開口がその内部空洞に
より形成されており、その内部に器具の先細り又は円錐状部分のうち所定部分のみが可着
脱受容されうるよう構成されているハウジングと、
　上記ハウジングの略先端に配置されており、視野を照らせるよう構成されている少なく
とも１個の光源と、
　上記ハウジング内に配置されており、上記少なくとも１個の光源に電力を供給してその
光源を発光させるよう構成されている電源と、
　を備える照明装置。
【請求項２】
　請求項１記載の照明装置であって、更に、上記空洞内に延びる少なくとも１個の出っ張
りを備え、その出っ張りが、第１リムと、その第１リムから先端に向かいある角度で延び
る第２リムと、を有し、その第２リムが、上記器具のうち上記所定部分に連接し本装置を
その器具にしっかりと可脱固定するよう構成されたタングを有する照明装置。
【請求項３】
　請求項２記載の照明装置であって、更に、上記タングに面し延びる弾性スリーブ及びそ
のタングのうち少なくとも一部分に付された被覆のうち、少なくとも一方を備え、当該少
なくとも一方が、上記タング・上記器具間摩擦接触をもたらし本装置・上記器具間相対摺
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動に抗するよう構成されている照明装置。
【請求項４】
　請求項２記載の照明装置であって、更に、上記ハウジングに対し動かせるようそのハウ
ジング内に配置された略先細り状又は円錐状のスリーブを備え、そのスリーブが、上記空
洞及び上記開口と、基端から外方に延びていてユーザが関与しうるように構成されている
フランジと、当スリーブの先端に形成された面取部と、を画定しており、上記スリーブを
上記ハウジングに対し先端方向に動かしたときに、上記面取部が上記少なくとも１個の出
っ張りと連接して当該少なくとも１個の出っ張りを上記器具から分離させる照明装置。
【請求項５】
　請求項１記載の照明装置であって、更に、
　上記電源から上記少なくとも１個の光源へと電力を供給するためのものであり、当該少
なくとも１個の光源に電力が供給されない常開状態及び当該少なくとも１個の光源に電力
が供給される閉状態を有する電気回路と、
　上記ハウジング内に配置されており、導電部分を有し膨れうるよう構成されている可撓
部分を有しており、膨れると、その導電部分で常開の上記電気回路が閉じられていない第
１ポジションから、当該導電部分で上記電気回路が閉じられていて電力が上記少なくとも
１個の光源に供給され当該少なくとも１個の光源が発光する第２ポジションへと、上記導
電部分が上記電気回路に対し動くフレームと、
　を備え、上記可撓部分が、更に、その内法にあり上記器具のうち上記少なくとも一部分
を受容してそれと連接しうるよう構成されている開口を有し、当該可撓部分が上記器具の
うち上記少なくとも一部分と連接しているときにその可撓部分が膨れると、上記第１ポジ
ションから上記第２ポジションへと上記導電部分が上記電気回路に対し動く照明装置。
【請求項６】
　請求項１記載の照明装置であって、更に、上記ハウジング内に配置されており、上記ハ
ウジングの先端寄りにあり、その内法には開口があり、その上には電子部材が固定されて
いる第１プレートと、上記ハウジング内に配置されており、上記ハウジングの基端寄りに
あり、その内法には開口があり、その上には電子部材及び複数個のバネが固定されている
第２プレートと、を備える照明装置。
【請求項７】
　請求項６記載の照明装置であって、更に、上記ハウジング内に配置されていて金属プレ
ートを有するフレームを備え、その金属プレートがそのフレームの先端に固定されていて
上記第１プレートと接触可能であり、その接触により電気回路が完成され上記少なくとも
１個の光源が発光する照明装置。
【請求項８】
　請求項１記載の照明装置であって、更に、その内法に開口があり上記ハウジング内に受
容可能なフレームと、その内法に開口があり上記フレーム内に受容可能なスリーブと、上
記空洞内に延びる出っ張りと、を備え、上記器具と連接して本装置をその器具にしっかり
固定するよう上記出っ張りが構成されている照明装置。
【請求項９】
　請求項１記載の照明装置であって、上記器具には基端及び先端が画定されており、上記
器具の上記先細り又は円錐状部分は、上記器具に本照明装置が取り付けられたときに、上
記器具の先端に隣接して位置し、上記器具には、当該器具の上記先細り又は円錐状部分の
基部側に、本照明装置の上記開口の寸法よりも大きい寸法が画定されており、これにより
上記先細り又は円錐状の空洞が上記器具の上記先細り又は円錐状部分を超えて上記器具に
装着されることはない、照明装置。
【請求項１０】
　請求項１記載の照明装置であって、更に、上記ハウジングに対して鋭利な角度で上記先
端に向かって上記空洞内に延びる少なくとも１個の出っ張りを備え、その出っ張りは、上
記器具の上記所定部分に連接して本装置に上記器具をしっかりと可脱固定するように構成
された端部を有する、照明器具。
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【請求項１１】
　請求項１０記載の照明装置であって、更に、上記ハウジングに対し動かせるようそのハ
ウジング内に配置されたスリーブを備え、上記スリーブは、ユーザが関与しうるように構
成され、上記スリーブを上記ハウジングに対し先端方向に動かしたときに、上記スリーブ
が上記少なくとも１個の出っ張りと連接して当該少なくとも１個の出っ張りを上記器具か
ら分離させる、照明装置。
【請求項１２】
　基端及び先端を有しており、その基端から先端へと延びる内部空洞を画定しており、当
ハウジング内を通り基端から先端へと延びる開口がその内部空洞により形成されており、
その内部に器具のうち少なくとも一部分が受容されうるよう構成されているハウジングと
、
　上記ハウジングの略先端に配置されており、視野を照らせるよう構成されている少なく
とも１個の光源と、
　上記ハウジング内に配置されており、上記少なくとも１個の光源に電力を供給してその
光源を発光させるよう構成されている電源と、
　上記空洞内に延びており、第１リム及びその第１リムから先端に向かいある角度で延び
る第２リムを有しており、その第２リムがタングを有しており、上記器具のうち上記少な
くとも一部分に連接し本装置をその器具にしっかりと可脱固定するよう上記タングが構成
されている少なくとも１個のセルフロック型出っ張りと、
　を備える照明装置。
【請求項１３】
　請求項１２記載の照明装置であって、上記器具が上記空洞内に受容されているときに、
（ｉ）上記セルフロック型出っ張りがバネ装荷されること及び（ｉｉ）上記セルフロック
型出っ張りが塑性変形することのうち少なくとも一方により、出っ張り・上記器具間接触
が保たれる照明装置。
【請求項１４】
　基端及び先端を有しており、その基端から先端へと延びる内部空洞を画定しており、当
ハウジング内を通り基端から先端へと延びる開口がその内部空洞により形成されており、
その内部に器具のうち少なくとも一部分が受容されうるよう構成されており、その器具の
うち上記少なくとも一部分の外径寸法より小さい内径寸法を有するカラー部分がその基端
にあり、そのカラー部分の壁を通じ基端から略先端に向かう方向に沿い延びるスリットが
当該カラー部分により画定されており、上記器具のうち上記少なくとも一部分が入ってき
たときに上記カラー部分が膨らんでその器具のうち上記少なくとも一部分の上記外径寸法
が受容されるよう且つその器具のうち上記少なくとも一部分に圧縮力が加わって本装置が
その器具にしっかりと摩擦固定されるよう、上記スリットが構成されているハウジングと
、
　上記ハウジングの略先端に配置されており、視野を照らせるよう構成されている少なく
とも１個の光源と、
　上記ハウジング内に配置されており、上記少なくとも１個の光源に電力を供給してその
光源を発光させるよう構成されている電源と、
　を備える照明装置。
【請求項１５】
　基端及び先端を有しその先端に開口がある器具と、
　基端及び先端を有しており、その基端から先端へと延びる内部空洞を画定しており、当
ハウジング内を通り基端から先端へと延びる開口がその内部空洞により形成されており、
その内部に上記器具のうち少なくとも一部分が受容されうるよう構成されているハウジン
グと、
　上記ハウジングの上記開口の先端を通じ延ばすことが可能であり、上記器具の上記開口
内にしっかりと受容可能であり、当シャフトから径方向外方に延びていて上記ハウジング
の先端と接触させうるカラーを有しており、その接触により上記ハウジングが上記器具上
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にしっかりと固定されるシャフトと、
　上記ハウジングの略先端に配置されており、視野を照らせるよう構成されている少なく
とも１個の光源と、
　上記ハウジング内に配置されており、上記少なくとも１個の光源に電力を供給してその
光源を発光させるよう構成されている電源と、
　を備える照明付器具。
【請求項１６】
　基端及び先端を有しており、その基端から先端へと延びる内部空洞を画定しており、当
ハウジング内を通り基端から先端へと延びる開口がその内部空洞により形成されており、
その内部に器具のうち少なくとも一部分が受容されうるよう構成されているハウジングと
、
　上記ハウジングの略先端に配置されており、視野を照らせるよう構成されている少なく
とも１個の光源と、
　上記ハウジング内に配置されており、第１プレート・第２プレート間にあり、上記少な
くとも１個の光源に電力を供給してその光源を発光させるよう構成されている電源と、
　上記電源から上記少なくとも１個の光源へと電力を供給するためのものであり、上記少
なくとも１個の光源に電力が供給されない常開状態及び上記少なくとも１個の光源に電力
が供給される閉状態を有する電気回路と、
　上記ハウジング内に配置されており、導電部分を有する可撓部分を有しており、その可
撓部分に膨らむ余地があり、膨れると、上記導電部分で常開の上記電気回路が閉じられて
いない第１ポジションから、上記導電部分で上記電気回路が閉じられていて電力が上記少
なくとも１個の光源に供給される第２ポジションへと、当該導電部分が当該電気回路に対
し動くフレームと、
　を備え、上記可撓部分が、更に、その内法にあり器具のうち上記少なくとも一部分を受
容してそれと連接するよう構成されている開口を有し、当該可撓部分が上記器具のうち上
記少なくとも一部分と連接しているときにその可撓部分が膨らむと、上記第１ポジション
から上記第２ポジションへと上記導電部分が上記電気回路に対し動く照明装置。
【請求項１７】
　請求項１６記載の照明装置であって、上記可撓部分がベロ－を有する照明装置。
【請求項１８】
　請求項１６記載の照明装置であって、上記器具のうち上記少なくとも一部分を上記可撓
部分から分離させると、その可撓部分が縮み、上記第２ポジションから上記第１ポジショ
ンへと上記導電部分が上記電気回路に対し動き、ひいてはその電気回路を開かせる照明装
置。
【請求項１９】
　請求項１６に記載の照明装置であって、上記第１プレートは、上記ハウジングの先端寄
りにおいて、上記ハウジング内に配置されており、その内方には開口があり、その上には
電子部品が固定されており、さらに、本装置の略軸方向に沿った向きの導電プレートを備
え、上記導電プレートは、上記第１プレートと接触可能であり、その接触により上記電気
回路が完成され上記少なくとも１個の光源が発光する、照明装置。
【請求項２０】
　基端及び先端を有しており、その基端から先端へと延びる内部空洞を画定しており、当
ハウジング内を通り基端から先端へと延びる開口がその内部空洞により形成されており、
その内部に器具のうち少なくとも一部分を受容するよう構成されているハウジングと、
　上記ハウジングの略先端に配置されており、視野を照らせるよう構成されている少なく
とも１個の光源と、
　上記ハウジング内に配置されており、上記少なくとも１個の光源に電力を供給してその
光源を発光させるよう構成されている電源と、
　上記内部空洞内で上記先端に向かってある角度で延びており、上記器具の上記少なくと
も一部分に連接し本装置を上記器具にしっかりと可脱固定するよう構成された端部を有す
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る少なくとも１個の突起又は出っ張りと、
　を備える照明装置。
【請求項２１】
　基端及び先端を有しており、その基端から先端へと延びる内部空洞を画定しており、当
ハウジング内を通り基端から先端へと延びる開口がその内部空洞により形成されており、
その内部に器具のうち少なくとも一部分を受容するよう構成されているハウジングと、
　上記ハウジングの略先端に配置されており、視野を照らせるよう構成されている少なく
とも１個の光源と、
　上記ハウジング内に配置されており、上記少なくとも１個の光源に電力を供給してその
光源を発光させるよう構成されている電源と、
　上記ハウジングに対し動かせるようそのハウジング内に配置されたスリーブと、を備え
、そのスリーブには、上記空洞、上記開口、及び当該スリーブの基端が画定されており、
上記スリーブは、ユーザが関与して、上記ハウジングに対して当該スリーブを上記先端方
向に動せるように構成されている、照明装置。
【請求項２２】
　基端及び先端を有しており、その基端から先端へと延びる内部空洞を画定しており、当
ハウジング内を通り基端から先端へと延びる開口がその内部空洞により形成されており、
上記開口は、本照明装置にしっかりと可脱固定される物体の少なくとも一部分を内部に受
容するよう構成されている、ハウジングと、
　上記ハウジングの略先端に配置されており、視野を照らせるよう構成されている少なく
とも１個の光源と、
　電力を供給するものであり、上記物体の上記少なくとも一部分が上記開口内に受容され
て、その物体が本照明装置にしっかりと可脱固定された場合に、上記少なくとも１個の光
源に電力が自動的に供給される、電源と、
　を備える照明装置。
【請求項２３】
　請求項２２記載の照明装置であって、本照明装置は、上記物体の上記少なくとも一部分
と連接するように構成され、上記少なくとも１個の光源に自動的に供給される上記電力は
、（ｉ）本照明装置が上記物体の上記少なくとも一部分と連接したとき、及び／又は（ｉ
ｉ）本照明装置に上記物体がしっかりと可脱固定されたときに、上記少なくとも１個の光
源に自動的に供給される、照明装置。
【請求項２４】
　請求項２２記載の照明装置であって、本照明装置は、上記物体の上記少なくとも一部分
と連接するように構成され、更に、電気回路を備え、その電気回路は、（ｉ）上記物体の
上記少なくとも一部分が上記開口内に受容されて上記物体が本照明装置にしっかりと可脱
固定された場合、（ｉｉ）本照明装置が上記物体の上記少なくとも一部分と連接したとき
、及び／又は（ｉｉｉ）上記物体が本照明装置にしっかりと可脱固定されたときに、上記
電源から上記少なくとも１個の光源に電力を自動的に供給するように構成されている、照
明装置。
【請求項２５】
　請求項２２記載の照明装置であって、更に、
　上記電源から上記少なくとも１個の光源へと電力を供給するための電気回路であって、
当該電気回路が開いていて上記少なくとも１個の光源に電力が供給されない開状態有し、
且つ、当該電気回路が閉じて上記少なくとも１個の光源に電力が供給される閉状態を有す
る電気回路を備え、
　上記電気回路は、導電部分であって、当該導電部分で上記開いている電気回路が閉じら
れていない第１ポジションから、当該導電部分で上記電気回路が閉じられる第２ポジショ
ンまで上記ハウジングに対して相対的に移動する導電部分を含み、
　上記物体の上記少なくとも一部分が上記開口に受容されて上記物体が本照明装置にしっ
かりと可脱固定されたときに、上記導電部分は、当該導電部分で上記電気回路が閉じられ
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る第２ポジションにある、照明装置。
【請求項２６】
　請求項２５記載の照明装置であって、本照明装置は、上記物体の上記少なくとも一部分
と連接するように構成され、上記導電部分は、（ｉ）本照明装置が上記物体の上記少なく
とも一部分と連接したとき、及び／又は（ｉｉ）上記物体が本照明装置にしっかりと可脱
固定されたときに、上記第１ポジションから上記第２ポジションへと動く、照明装置。
【請求項２７】
　基端及び先端を有しており、その基端から先端へと延びる内部空洞を画定しており、当
ハウジング内を通り基端から先端へと延びる開口がその内部空洞により形成されており、
その内部に器具の少なくとも一部分を受容するよう構成されているハウジングと、
　上記ハウジングの略先端に配置されており、視野を照らせるよう構成されている少なく
とも１個の光源と、
　上記ハウジング内に配置されており、上記少なくとも１個の光源に電力を供給してその
光源を発光させるように構成されている電源と、
　上記電源から上記少なくとも１個の光源へと電力を供給するためのものであり、上記少
なくとも１個の光源に電力が供給されない常開状態及び上記少なくとも１個の光源に電力
が供給される閉状態を有する電気回路と、
　上記ハウジング内に配置されており、導電部分を有する部分を有するフレームであって
、上記導電部分は、上記導電部分で常開の上記電気回路が閉じられていない第１ポジショ
ンから、上記導電部分で上記電気回路が閉じられて上記少なくとも１個の光源に電力が供
給される第２ポジションへと、上記電気回路に対し動く、フレームと、
　を備え、上記部分が、更に、その内法にあり上記器具のうちの上記少なくとも一部分を
受容してそれと連接するように構成されている開口を有し、上記器具の上記少なくとも一
部分が上記開口内に受容されて、上記器具が本照明装置にしっかりと可脱固定されたとき
に、上記導電部分は、当該導電部分で上記電気回路が閉じられる上記第２ポジションにあ
る、照明装置。
【請求項２８】
　請求項２７記載の照明装置であって、上記導電部分は、（ｉ）上記部分が上記器具の上
記少なくとも一部分と連接したとき、及び／又は（ｉｉ）上記物体を本照明器具にしっか
りと可脱固定したときに、上記第１ポジションから上記第２ポジションまで上記電気回路
に対して相対的に動く、照明装置。
【請求項２９】
　基端及び先端を有しており、その基端から先端へと延びる内部空洞を画定しており、当
ハウジング内を通り基端から先端へと延びる開口がその内部空洞により形成されており、
上記開口は、その内部に物体の少なくとも一部分を受容するよう構成されている、ハウジ
ングと、
　上記ハウジングの略先端に配置されており、視野を照らせるよう構成されている少なく
とも１個の光源と、
　上記内部空洞内に延びており、上記物体の上記少なくとも一部分に連接して本装置を上
記物体にしっかりと可脱固定するよう構成されている少なくとも１個の突起又は出っ張り
と、
　を備え、上記空洞内に延びる上記少なくとも１個の突起又は出っ張りは、（ｉ）上記空
洞内に延びる梃子腕、及び／又は（ｉｉ）上記物体の上記少なくとも一部分と連接して本
装置を上記物体にしっかりと可脱固定するように構成されているタングを含む、コードレ
ス照明装置。
【請求項３０】
　請求項２９記載のコードレス照明装置であって、更に、上記ハウジングに対し動かせる
ようそのハウジング内に配置されたスリーブを備え、そのスリーブは、（ｉ）ユーザが関
与して、当該スリーブを先端方向に向けて上記ハウジングに対し動かせるように構成され
、（ｉｉ）ユーザが関与して、当該スリーブを上記ハウジングに対して動かしたときに、



(7) JP 6379178 B2 2018.8.22

10

20

30

40

50

当該スリーブが上記少なくとも１個の突起又は出っ張りと連接して、上記物体の上記少な
くとも一部分から上記少なくとも１個の突起又は出っ張りが分離されうるように構成され
、及び／又は（ｉｉｉ）ユーザが当該スリーブを上記ハウジングに対して動かして、上記
少なくとも１個の突起又は出っ張りに力を加えることで、上記物体の上記少なくとも一部
分から上記少なくとも１個の突起又は出っ張りが分離されうるように構成される、コード
レス照明装置。
【請求項３１】
　請求項２９又は３０に記載のコードレス照明装置であって、上記少なくとも１個の突起
又は出っ張りは、上記物体の上記少なくとも一部分に連接して本装置を上記物体にしっか
りと可脱固定するよう構成されたタングを有する、コードレス照明装置。
【請求項３２】
　請求項３０のいずれか１項に記載のコードレス照明装置であって、上記スリーブは、ユ
ーザが上記ハウジングに対して当該スリーブを動かして、上記少なくとも１個の突起又は
出っ張りに力を加えることで、上記物体の上記少なくとも一部分から上記少なくとも１個
の突起又は出っ張りが分離されうるように構成されるコードレス照明装置。
【請求項３３】
　請求項１乃至３２のいずれか一つに記載の照明装置であって、上記少なくとも１個の光
源はＵＶ光を発生するように構成される、照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
［関連出願の相互参照］
　本願は、この参照を以て本願の一部として明示的に組み入れられるところの、「手術器
具照明アタッチメント」(Operative Instrument Light Attachment)と題する２０１３年
４月１日付米国暫定特許出願第６１／８５３２３２号につき、米国特許法第１１９条（ｅ
）に基づく利益を享受する出願である。
【０００２】
［発明の分野］
　本発明は照明装置に関する。より具体的には、本発明は、器具又は物体に取り付けうる
無線照明装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
　照明装置を使用することで、オペレータは、空間又は領域を照明して明るい視野をもた
らし、それによりその空間又は領域をより精密に管制、強調することができる。照明装置
は、多くの場合、さもなければ十分な量の光を安定的に受け取れないであろう閉空間又は
狭隘空間を照明するのに役立てることができる。既存の照明装置のうち、種々の器具例え
ば医用装置やネジ回しに連結可能なものなら、その装置又は器具が使用されようとしてい
る領域を照明することができる。そうした照明装置及び光源としては、そのアタッチメン
ト（取付体）から延びていて電源に接続可能な電気コードを有するアタッチメントや、電
池から給電を受けるアタッチメントや、個別の視野上に光が送られるよう器具内に一体形
成された光源がある。
【０００４】
　医療現場では、照明装置が、手術又は検査の対象となる個別の領域に光を差し向けるの
に使用されている。例えば、照明装置を、経組織切開用ＢＯＶＩＥ（登録商標）ペン等の
ハンドヘルド式電子手術装置や、他の様々な手術器具例えば開創器及び鉗子と、併用する
ことができる。照明付開創器は手術に広く使用されていて、手術野の照明に役立っている
。
【０００５】
　本発明の発明者は、従来から既知の照明装置が有する多数の難点について洞察した。例
えば、既知の照明装置のうちその内部に光源が一体形成されているものは、一般に高価、
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嵩高であり、しかも負傷を引き起こしかねない。既知のコードレス照明装置やコード付照
明装置では器具に顕著な嵩が加わるので、ユーザは、多くの状況で必要とされる精度にて
その器具を操ることや、その器具を狭空間内に届かせることができない。加えて、多くの
照明装置特にコード付照明装置では、恒常的な再位置決めが必要であり、その取扱が厄介
であり、保持又は再位置決めをアシスタントに頼ることになり、更には手術野を損ねかね
ない。更に、コード付照明装置や器具内一体形成型光源は、高温になってユーザ及び／又
は患者にやけどを負わせかねず、更には火災さえも引き起こしかねない。照明装置の代わ
りにヘッドライトを使用することもできる。しかしながら、照明装置と同じくヘッドライ
トも嵩高であり、一般に電源接続用ケーブルを必要とし、恒常的な再調整を必要とし、し
かも潜在的な安全性ハザードをもたらしかねない。更に、頭部に装着される分、ヘッドラ
イトは手術野からの距離が大きくてその有効性が低く、しかもユーザにとり取扱が厄介に
なりがちで、更には長時間装着していると疲労してしまう。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００９／００５４８９０号明細書（Ａ１）
【特許文献２】米国特許第７９２７２４０号明細書（Ｂ２）
【特許文献３】米国特許第６０８４４２２号明細書（Ａ）
【特許文献４】米国特許出願公開第２０１２／０２８３７２８号明細書（Ａ１）
【特許文献５】米国特許第５６９２８６３号明細書（Ａ）
【特許文献６】米国特許第４５３９００３号明細書（Ａ）
【特許文献７】米国特許出願公開第２０１３／０３３１６５７号明細書（Ａ１）
【特許文献８】米国特許第７５００９４７号明細書（Ｂ２）
【特許文献９】米国特許第６５１７５５１号明細書（Ｂ１）
【特許文献１０】米国特許第７００８０７６号明細書（Ｂ２）
【特許文献１１】米国特許出願公開第２００５／００６５４９６号明細書（Ａ１）
【特許文献１２】米国特許出願公開第２０１１／０２５７４８８号明細書（Ａ１）
【特許文献１３】米国特許出願公開第２０１１／０２６１５８３号明細書（Ａ１）
【特許文献１４】米国特許出願公開第２０１２／０１４９９９２号明細書（Ａ１）
【特許文献１５】米国特許出願公開第２０１２／０２８３７１８号明細書（Ａ１）
【特許文献１６】米国特許第４５４２７４１号明細書
【特許文献１７】米国特許第４６１９２４８号明細書
【特許文献１８】米国特許第４６５７０１２号明細書
【特許文献１９】米国特許第５２８１１３４号明細書
【特許文献２０】米国特許第６４２８１８０号明細書
【特許文献２１】米国特許第６４９６７１８号明細書
【特許文献２２】米国特許第６５０４９８５号明細書
【特許文献２３】米国特許第６６４８９０２号明細書
【特許文献２４】米国特許第６９５５４４４号明細書
【特許文献２５】米国特許第７０８３６１３号明細書
【特許文献２６】米国特許第７１０８３９５号明細書
【特許文献２７】米国特許第７２７０４３９号明細書
【特許文献２８】米国特許第７３２２１３５号明細書
【特許文献２９】米国特許第７３９３１１４号明細書
【特許文献３０】米国特許第７３９９１０１号明細書
【特許文献３１】米国特許第７６３１９８１号明細書
【特許文献３２】米国特許第７８３２９１４号明細書
【特許文献３３】米国特許第７９２２３７８号明細書
【特許文献３４】米国特許第８０３８４３９号明細書
【特許文献３５】米国特許第８１５２７１８号明細書
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【特許文献３６】米国特許第８１８６８６４号明細書
【特許文献３７】米国特許第８２４６２３０号明細書
【特許文献３８】米国特許第８２６７８５５号明細書
【特許文献３９】米国特許第８３２８４０２号明細書
【特許文献４０】米国特許第８３７１８４８号明細書
【特許文献４１】米国特許第８４０３８４３号明細書
【特許文献４２】国際公開第ＷＯ２００６／０６５２７１号パンフレット（Ａ２）
【特許文献４３】独国実用新案第２０２００４　００２９６３号明細書（Ｕ１）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかるに、本発明の目的は、従来技術が有している上述の欠点及び／又は短所のうち１
個又は複数個を克服することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、器具又は物体に取り付けて視野内を照明することが可能なコードレス照明装
置に関する。器具の端部に接し且つ面し本装置が摺動する構成なら、従来既知の装置に比
べ小さな外形とより対称的な照明野とがもたらされる。本装置は、使用中は器具上にしっ
かりと保持されるが取り外しが可能である。ある種の実施形態に係る照明装置は、器具又
は物体への取り付けに応じ自動的に起動させることができ、またその器具又は装置からの
取り外しに応じ自動的に停止させることができる。
【０００９】
　ある種の実施形態に係る照明装置には、基端及び先端を有していて、基端から先端にか
け略先細り又は円錐状の内部空洞が延びていて、同ハウジングを貫き基端から先端へと延
びる開口がその内部空洞により形成されるような、ハウジングが備わる。そのハウジング
の先端には、視野を照明するライトが１個又は複数個備わる。その又はそれらのライトは
、本装置内のオンボード電源例えば電池から給電を受ける。本装置は、器具の先細り又は
円錐状の部分に可脱取付される。その内部空洞は、同空洞内に器具のうち幾らかの部分が
受容されそこに同空洞が取付されるように形状設定及び構成される。このような構成では
、本照明装置の位置を選び最も有利な位置にすることができる。例えば手術器具の場合、
本装置を器具の鋭利部分付近に配置することで、本装置を手術部位に極力近づけ、可能な
限り良好例えば直接的な照明を提供することができる。
【００１０】
　ある種の実施形態に係る照明装置には、基端及び先端並びに内部空洞を有していて、同
ハウジングを貫き基端から先端へと延びる開口がその内部空洞により形成されるような、
ハウジングが備わる。そのハウジングの先端には、視野を照明するライトが１個又は複数
個備わる。その又はそれらのライトは、本装置内のオンボード電源例えば電池から給電を
受ける。本装置は、内部空洞内にある前傾角(forward angle)（先端に向かう角）で延び
る１個又は複数個のセルフロック型出っ張りにより、器具に可脱取付される。本装置を器
具上に装着、例えば器具の先端から器具の基端へと向かう方向に沿い装着する際には、そ
の又はそれらの出っ張りが随時前方向及び／又は上方向に撓み、本装置・器具間の相対摺
動運動を可能とする。反面、器具の先端方向に本装置を動かそうとする際には、その又は
それらの出っ張りが前傾角を有していることから、器具との連接(engagement)により、そ
の又はそれらの出っ張りが基端及び／又は下方向へと引かれることとなる。これにより、
入楔(wedging)効果が生じ、及び／又は、その又はそれらの出っ張りから器具の表面に作
用する力が増加して、本装置を器具上に保持する力が増すこととなる。これは、本装置が
器具から不意に外れる機会を減少させる。
【００１１】
　ある種の実施形態に係る照明装置の先端及び／又は基端にはスプリットカラー（割襟）
部分が備わる。このカラー上にスリットがあるため、本照明装置は、膨らんでその内部空
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洞内に器具を受け容れることができる。このような構成では、本発明を様々なサイズの器
具上に装着することができる。スプリットカラーを形成する素材にバネ力があるためシャ
フト上に加わる圧縮力は、本装置を器具に対し例えば摩擦的にしっかりと固定するのに役
立つ。
【００１２】
　器具のなかには、複数個のインタフィッティング（嵌合）片を有していて、第１部分例
えばブレードを同器具の第２部分内例えばハンドル内に挿入取付可能なものがある。ある
種の実施形態に係る本光源付装置では、器具の第２部分例えばハンドルを本装置の空洞内
に入れた上で、第１部分例えばブレードを第２部分内に挿入してそこにしっかりと固定す
ることができる。その種の器具のなかには、径方向外方に延びるカラーが第１部分に備わ
り、通常使用時にそのカラーが器具の端部に当接するものがある。ある種の実施形態に係
る本光源付装置の先端には、ブレード上のカラーの外径より小さな内径を有するフランジ
又は接触部分が備わる。器具の第１部分を第２部分に挿入／固定するとそのカラーが本装
置の接触部分と接触又は当接するので、本装置が器具にしっかりと固定されると共に、本
装置が器具から不意に外れにくくなる。
【００１３】
　ある種の実施形態に係る照明装置は、器具に取り付けると自動的に発光し、及び／又は
、器具から取り外すと自動的に消灯する。例えば、ある種の実施形態には、ハウジング内
で先端寄りにありその上にはライトに通電する電子部材が固定されている第１プレートと
、ハウジング内でハウジングの基端寄りにありその上に電子部材が存する第２プレートと
が備わる。これら第１プレート、第２プレート及び電源により、ライトに給電して照明光
を発生させる全き電気回路を形成することができる。非装着ポジションでは、電源例えば
バッテリを伴うこの電気回路が完成されないためライトは発光しない。本装置を器具上に
装着するとその電気回路が完成してライトが発光する。本装置を器具から取り外すと同回
路が再び開きライトが消灯する。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の長所のうち一つは、従来装置に比べ照明装置がコンパクトなことである。他の
長所は、照明装置を器具に容易に取り付けうること及びその器具から容易に取り外しうる
ことである。更に他の長所は、器具に対する照明装置の取付と同時並行的に光源を発光さ
せうるため、組立及び使用が効率化及び容易化されることである。更なる長所は、器具の
所望部分にて又は面しその器具に照明装置をしっかりと固定できることである。これらを
含め、本発明及び／又はその現下好適な実施形態の目的及び長所については、以下の詳細
な説明及び別紙図面に照らせば、より速やかに明らかとなろう。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】器具上に配置されていてその器具のシャフトが貫通している照明装置の前斜視図
である。
【図２】図１の照明装置であって器具に連結されているものの右側面図である。
【図３】図１の照明装置の前斜視図である。
【図４】図１の照明装置の後斜視図である。
【図５】図１の照明装置の右側面図である。
【図６】図１の照明装置の正面図である。
【図７】図１の照明装置の背面図である。
【図８】図１の照明装置の図４内Ａ－Ａ線沿い後斜視断面図である。
【図９】図１の照明装置の図６内Ｂ－Ｂ線沿い断面図である。
【図１０】図１の照明装置の分解図である。
【図１１】図１の照明装置のうち外ハウジングの図１０内Ｃ－Ｃ線沿い後斜視断面図であ
る。
【図１２】図１の照明装置のうち外ハウジング内に受容される内フレームの前斜視図であ
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る。
【図１３】図１の照明装置のうちその上に光源が配置されている第１プレートの後斜視図
である。
【図１４】図１の照明装置のうち第２プレートの前斜視図である。
【図１５】図１４の照明装置のうち第２プレートの後斜視図である。
【図１６】図１の照明装置のうち、第１プレート、第２プレート及びそれらプレート間に
配置された電源からなるアセンブリの側面図である。
【図１７】他の実施形態に係り、器具のシャフトの周沿いに延びるショルダによりその器
具にしっかりと固定されている照明装置の前斜視図である。
【図１８】更に他の実施形態に係りスプリットカラーを有する照明装置の構成の斜視図で
ある。
【図１９】他の実施形態に係り、スリーブから内側に延びる出っ張りを有していてその出
っ張りにより器具にしっかりと可脱固定される照明装置の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施形態を示す別紙図面を参照しつつ、本発明についてより詳らかに説
明する。但し、本発明は多様な形態で具現化されうるので、本願記載の実施形態に限定さ
れるものとして本発明を認定すべきではない。同様の部材には一貫して同様の符号を付し
てある。
【００１７】
　図１及び図２に示す実施形態では、コードレス照明装置、即ち参照符号１０でその全体
が指し示されている装置が、器具１２の先端のうち一部分に接し且つ面するよう装着され
ており、またその部分に対し可脱となっている。器具１２のシャフト１４は、本装置１０
で器具１２が囲まれることとなるよう、本照明装置１０の基端から先端へと延びる開口を
通じ更に先に延ばすことができる。図示実施形態における器具１２はＢＯＶＩＥ（登録商
標）ペン、そのシャフト１４はＢＯＶＩＥ（登録商標）ペンのブレードである。しかしな
がら、本発明は、手術用か非手術用かを問わず、様々な形状及び寸法を有する様々な種類
の器具上に装着することができる。本件技術分野に習熟した者（いわゆる当業者）には本
願中の詳述に従いご理解頂けるように、本照明装置１０及びその諸構成要素の寸法及び形
状は、所望の器具を受け容れること及びその器具上に装着することができるように、改変
することができる。
【００１８】
　大略、器具１２上の所定位置に本照明装置１０を摩擦連接させると、指向性のある光ス
トリームが同装置１０から自動的に発射される。本照明装置１０は、同照明アタッチメン
ト１０の基端に軸力を印加することでターンオフさせ器具１２から分離させることができ
、ひいてはその器具１２から本照明装置１０を取り外すことができる。実施形態によって
は、本照明装置に、光源の動作状態をコントロールするためのオン／オフスイッチ又はボ
タンが、代わりに設けられる。
【００１９】
　図３～図７に照明装置１０の諸方向外観及び構成部材を示す。これから詳述する通り、
本照明装置１０には、大略、ハウジング１６、少なくとも１個の光源１８、第１プレート
２０、フレーム２２、第２プレート２４、スリーブ２６及び電源２８が備わっている。
【００２０】
　図３～図７及び図１０に示すように、ハウジング１６は、第１ハウジング要素３０と、
第１ハウジング要素３０に連結すること例えば差し込むことが可能でその連結によりハウ
ジング１６が完成する第２ハウジング要素３２とを有している。実施形態によっては、第
１ハウジング要素３０及び第２ハウジング要素３２が、連結時に、内部部材をハウジング
１６内への流体侵入から保護できるよう概ね流体密なシール（封止部）を形成する。ここ
で示した実施形態ではハウジング１８が２個のハウジング要素３０，３２を有しているが
、それら２個の相独立な要素に代え１個の単体要素でハウジング２０を形成することも難
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しくない。
【００２１】
　第１ハウジング要素３０は、基端から先端へと延び内部空洞を画定している開口３４と
、第１ハウジング要素３０の外周沿いにあり外方に張り出している複数個の出っ張り３６
と、ハウジング１６の先端から基端に向かい内方に延びる窪み３８とを有している。光源
１８はその窪み３８内に位置している。即ち、窪み３８は、外部の面との接触から光源１
８を保護している。その逆に、窪み３８は、光源１８に直に接触すると損傷しかねない外
部の面例えば組織に光源１８が接触することを減らし又は防ぐのにも役立つ。窪み３８は
、また、特定の照明対象空間へと光源１８を差し向ける助けにもなる。実施形態によって
は、窪み３８の表面を反射素材で形成又は被覆できるので、いわゆる当業者にとり自明な
通り、窪みの形状と相俟ち、光源１８に発する光をその面で方向転換させて照明を更に指
向させ又は制御することができる。
【００２２】
　実施形態によっては、光源１８に、第１ハウジング要素３０先端の周沿いに配置された
複数個のＬＥＤライトが備わる。これらＬＥＤライトで白色光を発生させてもよいし、例
えばＵＶ発光染料又は素材を照明すべくＵＶ光を発生させてもよい。図３、図５、図９、
図１０、図１３及び図１６ではＬＥＤライトが２個使用されている。ＬＥＤライトが２個
なので、本照明装置１０により特定の空間へと十分な量の光を差し向けその領域を穏健な
電力消費で照明することができると共に、ユーザの視界が遮られないよう装置１０を流線
形状に保ち、本照明装置の重量及び価格を抑えることができる。とはいえ、いわゆる当業
者にはご理解頂けるように、ライトはユーザが必要とするところに応じ何個でも使用する
ことができるし、ＬＥＤライトに代え既知の又は既知となるであろうどのような光源、例
えばホトルミネッセンス、化学発光、エレクトロルミネッセンス、スナップスティック及
びグロースティックでも使用することができる。更に、図示の通り、これらのライト１８
は本装置１０内にほぼ等角度間隔で配置されている。これは、光をより均等に分布させる
のに役立つ。とはいえ、本発明には光源１８の様々な好適配置が包括される。
【００２３】
　本装置１０は、種々のアタッチメント機構を用い器具１２又は物体に可脱取付すること
ができる。図８及び図１１に示す実施形態では、本照明装置１０に複数個の出っ張り４０
が備わっており、それらがハウジング１６内に形成された窪み４２内に配置されているた
め、本照明装置１０を器具１４に可脱取付することができる。この出っ張り４０は、窪み
４２内にあってハウジング１６の内周からある角度で内方に延びて出っ張り４０と摩擦接
触する角度付ストップ４３により、その窪み４２内に固定されている。出っ張り４０は、
また、第２ハウジング要素３２から延びていてその出っ張り４０と接触しうる出っ張り４
４により、窪み４２内に固定されている。図示実施形態では、それらの出っ張り４０があ
る前傾角にて装置１０の先端方向に向けられている。それらにバネ装荷してもよい。出っ
張り４０は、第１リム４６、その第１リム４６からある前傾角で延びる第２リム４８、並
びにその第２リム４８からより小さな前傾角で延びるタング５０を有している。出っ張り
４０及びタング５０は、本装置１０が器具１２上に装着されたときにその器具１２の外面
に接触するよう配置及び構成されている。
【００２４】
　タング５０・器具１２間の接触により、本装置１０は器具１２上に配置されたままに保
たれる。タング５０・器具１２外面間の接触で生じる摩擦は、本装置１０・器具１２間相
対摺動を妨げるのに役立つ。その摩擦の量は、部分的には、タング５０が器具１２に及ぼ
す力に左右される。その力は、器具１２・タング５０間干渉の度合いと、出っ張り４０の
バネ特性とにより左右される。前者に関していえば、干渉が強いほど、即ち器具１２の外
面がタング非圧縮状態におけるタング５０間空間より大きい度合いが高いほど、出っ張り
４０が器具表面により例えば図８の実施形態では外方へとより多く圧縮されることとなり
、また器具１２に働く逆向きのバネ力が強くなる。後者に関していえば、出っ張り４０の
バネ特性は、その出っ張り４０を形成している素材のバネ特性と、出っ張り４０それ自体
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の構成とにより左右される。図８に示すように、第２リム４８は第１リム４６との関係で
梃子腕として作用する。この出っ張りの実効バネ定数は、第２リム４８の長さ及び前傾角
を大きくすると小さくなる。
【００２５】
　いわゆる当業者にはご理解頂けるように、その際、摩擦量は、部分的には、出っ張り４
０の構成を定めること及び出っ張り４０を形成する素材を選定することによりコントロー
ルすることができる。従って、本装置１０に働く摩擦保持力を、想定動作条件下で本装置
１０が器具１２から不意に外れないようにするのに十分なものとすることができる。故に
、出っ張り４０は、金属、プラスチック、炭素繊維その他、既知の又は既知となるであろ
うあらゆる好適な素材で形成することができる。
【００２６】
　摩擦力は、また、部分的に、器具１２に接触するタング５０を形成している素材の摩擦
係数にも左右される。例えば、強い摩擦力が望まれる場合、タングを比較的高摩擦な素材
例えばラバー等の弾性素材で形成するか、或いはタングの接触面に接し又は面しスリーブ
、エンドキャップ又は被覆をそのタングに設けることで、所望の摩擦把持力を発生させる
ことができる。例えば、出っ張り４０を金属又はプラスチックで形成することで、出っ張
り４０に対し強度及び全体として好ましいバネ定数を付与すること、それでいて器具に対
し低摩擦接触面をもたらすことができる。高めの摩擦係数を有する素材例えばラバーをタ
ング５０に組み込むこと、例えばその素材でタング５０を被覆することにより、所望の摩
擦係数を実現してもよい。
【００２７】
　器具１２の外面が比較的柔軟な素材で形成されており、且つタング５０が十分に硬質な
素材で形成されているか尖鋭な構造例えば鋭利な縁を有している場合、タング５０で器具
１２の外面をある程度変形させること、例えばそこに“食い込ませる”ことによって、単
なる摩擦連接だけの場合よりしっかりと本装置１０を固定することができる。本発明の発
明者が発見したところによれば、多くの場合器具１２に有害な損傷を及ぼすのに不十分な
ほど少量の変形でも、本装置１０の保持性が顕著に強まる。
【００２８】
　図示実施形態では、第２リム４８の前傾角により、装着が過剰に阻害されないようにし
ながら、器具１２からの本装置１０の分離に抗するセルフロック効果即ち入楔効果を提供
している。図８から最もよく分かるように、本装置１０が器具１２上に装着（或いは逆に
器具１２が本装置１０の空洞／開口内に挿入）されているとき、器具１２の外面がタング
５０と接触すると、それによりタング５０上ひいては出っ張り４０上に先端方向の力が作
用する。出っ張り４０がこれにより前方（先端方向）及び外方に付勢されるので、器具１
２上での保持力が穏当になる。他方、諸部品を逆方向（図８では器具１２を相対的に右、
本装置１０を相対的に左）に動かそうとすると、器具１２の表面とタング５０との間の接
触を通じ、タング５０上ひいては出っ張り４０上に基端方向（後方）の力が作用する。そ
の出っ張りがこれにより後方（基端方向）及び内方に付勢されるので、器具１２に対し出
っ張り４０が入楔される等、出っ張り４０が器具１２に及ぼす力が強まるため、器具１２
上における本装置１０の保持性が高まる。この動作は、器具１２及び本装置１０の不意な
分離を防ぐのに役立つ。
【００２９】
　図示実施形態特に図８及び図９のそれでは、スリーブ２６がフレーム２２内、フレーム
２２がハウジング１６内に入っている。そのスリーブ２６は、基端から外方に延びるフラ
ンジ６２と、面取済の先端面６４とを有している。その面取済面６４は、出っ張りの第２
リム４８に当接するか、その付近に存している。器具１２から本照明装置１０を取り外す
際には、フランジ６２に対し先端方向に力を加えることで、スリーブ２６に撓み、或いは
本照明アタッチメント１０の先端に向かう軸方向移動を起こさせる。面取済面６４は第２
リム４８と接触し、その第２リム４８に抗する楔又はランプとして機能する。これにより
前方（先端方向），径方向外方双方の力が第２リム４８に作用するので、第２リム４８が



(14) JP 6379178 B2 2018.8.22

10

20

30

40

50

偏向して例えば器具１２との連接が解かれ、及び／又は、取り外しの間、出っ張り４０に
対する上述の入楔作用が妨げられる。こうなれば、本装置１０を器具１２から取り外すこ
とができる。図示実施形態の場合、それらスリーブ２６及びフランジ６２がハウジング１
６を越え外方（基端方向）に延び、本装置１０の基端を形成している。そのため、器具１
２から本装置１０を取り外す際は、ユーザが、装置の後端（基端）例えばフランジに強く
触れ、本装置１０を先端方向（前方）に動かす。シャフト１４が大きすぎ、器具１２にお
けるシャフト１４の位置を保ったまま本装置１０を取り外すことができない場合は、装置
１０を取り外せるよう、シャフト１４を器具１２から取り払う。
【００３０】
　図示実施形態では、スリーブ２６がテーパを帯びて略円錐状又は先細り形状となってお
り、器具１４に備わり略円錐状又は先細り形状を有する先端に面し延びている。しかしな
がら、いわゆる当業者にはご理解頂けるように、スリーブ２６は、その上にそのスリーブ
２６が配置される器具１４の形状を受け容れうるものなら、どのような既知形状の形態も
採りうる。例えば、器具１４が円筒状である場合や、器具１４の先端ではなく器具１２の
シャフト１４が本装置１０の取付先でありそこが円筒状である場合には、その器具１２及
び／又はシャフト１４の輪郭におおよそ整合するようスリーブ２６を円筒状にするとよい
。
【００３１】
　いわゆる当業者にはご理解頂けるように、図示実施形態では角度付でバネ装荷型の出っ
張り４０が使用されているが、スリーブ２６に人力を印加しないとアタッチメント１０が
察知されないよう十分な把持力が同じく確保されるものである限り、出っ張り４０は様々
な構造的構成を採りうる。例えば、実施形態によっては、出っ張り４０を、バネ装荷型で
はなく、ややリジッドで塑性変形可能なものとする。その種の実施形態では、装置１０を
器具１２に取り付けたとき及び／又は装置１０を器具１２から取り外したときに出っ張り
４０が塑性変形しうる。結果として、出っ張り４０を変形させるにはその出っ張り４０に
ある程度の力を作用させることが必要になるため、本装置１０が器具１２から不意に外れ
ることはなく、それでいて概ね意図的な程度の分離力を装置１０に及ぼしたときだけ外れ
ることとなる。実施形態によっては、或いは、出っ張り４０を、本装置１０（ひいては出
っ張り４０）に対しある程度の分離力を作用させることでハウジング１６から破断又は分
離可能なものとする。ひとたび破断又は分離すると、その出っ張り４０では本装置１０が
器具１２上に保持されなくなる。いわゆる当業者にはご理解頂けるように、出っ張り４０
は、分離力が指定程度となるよう、例えば出っ張り４０が十分に変形、破断又は分離して
本装置１０が器具１２から分離されるよう設けるとよい。例えば、設計上、特定及び／又
は所定の力によりそこで出っ張り４０が変形、破断又は分離する脆化部分又は領域を、出
っ張り４０に設けるとよい。
【００３２】
　加えて、出っ張り４０に代え他のアタッチメント機構及び／又は付勢部材を用いてもよ
い。その例としては、これに限られるものではないが、接着剤、ラッチ、スナップ若しく
はシンチタイ若しくはファスナ、クランクファスナ、リング、アイレット等、既知の又は
既知となるであろう他のあらゆる技術がある。器具１２が磁性素材例えば鉄系素材に吸着
させうる素材を含有している場合、本装置１０に更に又は代わりに磁性的な部材を設けて
もよい。このようにすれば、本装置１０を、少なくとも部分的には磁気的に、器具１２に
しっかりと固定することができる。
【００３３】
　図１０は一実施形態に係る照明装置１０の分解図であり、その照明装置１０を構成する
諸部材と、それらのハウジング１６内配置とを描出している。
【００３４】
　図１０及び図１６に示す通り、電源２８には１個又は複数個の電池を組み込むことがで
きる。図１０及び図１６に示した電池２８はピン型電池であるので、本照明装置１０を、
全体として細長く（基端と先端を結ぶ方向に長く）、その径方向外形（直径）が小さなも
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のにすることができる。但し、太陽電池やコンデンサを含め、既知の又は既知となるであ
ろう他のどのような種類の電源も、電池に代え使用することができる。加えて、ピン型電
池に代え他種電池、例えばストリップ型電池、コイン電池及びクロス電池を用いてもよい
。更に、電池は使い捨て電池でも充電式電池でもよい。１回だけ使用できる使い捨て電池
の例としてはアルカリ電池、炭素亜鉛電池、リチウム電池、銀亜鉛電池及び亜鉛空気電池
がある。図１０及び図１６に示したピン型電池２８は使い捨て型のリチウム電池である。
こうしたピン型電池は高いエネルギ密度（例．８００Ｗｈ／ｌ）をもたらすものであり、
広い温度域（例．－２０℃～約６０℃）下で使用でき、２年超に亘りエネルギを蓄積でき
、低い放電率（例．１％／年未満）を呈し、漏れ抵抗性があり、信頼でき、且つ重金属を
含まなくて環境に優しい製品である。
【００３５】
　図１１は、一実施形態に係る第１ハウジング要素３０の図１０内Ｃ－Ｃ線沿い断面図で
ある。前述の通り、第１ハウジング要素３０には、電池２８の外殻を受容しうるよう本要
素から外方に張り出された出っ張り３６と、第１ハウジング要素３０内に形成されていて
出っ張り４０を受容可能な窪み４２と、ハウジング１６の先端付近にある壁５６の内法に
形成された開口３４，５８，６０とを設けるとよい。更に、内方に延びる複数個の出っ張
り６６を第１ハウジング要素３０に設けてハウジング１６をフレーム２２に連結するのに
役立ててもよいし、Ｏリング６８その他の弾性手段をハウジングの開口内に配して汚染物
質又は流体の侵入から保護してもよい。
【００３６】
　図９及び図１０から最もよく分かるように、第１プレート２０がハウジング１６内で締
める位置は、ハウジング１６の先端付近にある壁５６とフレーム２２との間であり、光源
１８は、そのハウジング１６の壁５６を貫く開口５８，６０を通り外方に張り出している
。第２プレート２４がハウジング１６内で占める位置はハウジング１６の基端付近である
。
【００３７】
　図１３には一実施形態に係る第１プレート２０を示しており、これは、プレート２０の
内法にありそれを通じ器具１２のシャフト１４を受け容れうる開口７６と、プレート２０
を貫く複数個の開口７８，８０，８２，８４を通り延びていてプレート２０の周沿いにあ
る光源１８と、を有している。光源１８には、第１プレート２０の開口７８，８０，８２
，８４内を通り延びるプロング８６，８８が備わっており、それらプロングは、第１プレ
ート２０に固定又は形成されている複数個の電気回路９０，９２，９４に接続することが
できる。
【００３８】
　図１４及び図１５として示されているのは、それぞれ、第２プレート２４の前斜視図及
び後斜視図である。この第２プレート２４は、第１プレート２０に固定又は形成された複
数個の電気回路９６，９８，９９と、回路９６，９８及び第２プレート２４を貫き延びる
複数個の開口１００，１０２，１０４，１０６と、プレート２４を貫き延びる開口１００
，１０２，１０４，１０６の位置にて第２プレート２４の第１面上にある回路９６，９８
，９９に固定された複数個の圧縮バネ１０８とを有している。この実施形態では圧縮バネ
１０８を示したが、既知の又は既知となるであろう他の付勢機構をそれに代え使用しても
よい。
【００３９】
　図１６からよく分かるように、複数個ある電源２８は第１プレート２０・第２プレート
２４間に亘っており、その電源２８の端子１１０は第２プレート２４の開口１００，１０
２，１０４，１０６を貫き延びている。組立後に、端子１１０を第２プレート２４の第２
面に半田付けすることで、電源２８をその場に固定することができる。圧縮バネ１０８は
、圧縮状態では電源２８の導電性外殻、例えばアルミニウム又は鋼たりうるそれと接触す
る。この圧縮バネ１０８に内在する復元バネ力が、電源２８の外殻との接触を維持するの
に役立つ。同じく図１６から分かるように、光源１８に備わっていて径方向内側にある端
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子８６，８８は互いに電気的に導通していない。従って、完全な又は閉じた回路が形成さ
れておらず、光源１８には電力が流れ込んでいない。
【００４０】
　図１２は一実施形態に係るフレーム２２の斜視図である。このフレーム２２は、自フレ
ーム２２の先端から延びる複数個のベロ－７０を有しており、また、任意の好適な導電素
材例えば導電性金属で形成された導電リング又はプレート７２が、フレーム２２の先端に
固定され又はフレーム２２内にモールドされている。フレーム２２のうち少なくともベロ
－７０が弾性素材で形成されているので、フレーム２２及び／又はベロ－７０は膨れる（
伸長する）余地及び縮む（短縮する）余地がある。このフレーム２２は少なくとも部分的
に弾性素材で形成されているが、他の任意な素材で、少なくともベロ－７０が膨縮しうる
ようフレーム２２を形成することもできる。即ち、フレーム２２は複数素材の組合せでも
単一の弾性素材でも形成できる。
【００４１】
　フレーム２２先端の周沿い、ベロ－７０間には、装置１０の他の構成要素との連携及び
クリアランス目的でギャップが延設されている。フレーム２２には、更に径方向内方及び
外方に延びる複数個の出っ張り７４が備わっており、これは、フレーム２２をハウジング
１６及びスリーブ２６に連結することで、フレーム２２を本照明アタッチメント１０の他
の構成要素に連結している。更に、図１０ではフレーム２２及びスリーブ２６が２個の相
独立した構成要素として示されているが、これらフレーム２２及びスリーブ２６を１個の
単体要素として構成してもよい。
【００４２】
　器具１２上への本装置１０の装着に先立つ初期状態では、図９から最もよく分かるよう
に、ベロ－７０が生得的な状態であり、導電リング７２が第１プレート２０と接触せず例
えばギャップで隔てられるよう十分に圧縮されている。光源１８に備わる径方向内側の端
子８６，８８が互いに電気的に導通していないため、（図１６に示す如く）電気回路は開
いていて光源が発光していない。ベロ－７０には（例えば図１０に示す如く）ベローズリ
ング７０ａが備わっており、器具１２上に本装置１０を装着するとそれを通り器具１２が
延びることとなる開口が、そのリングにより画定されている。
【００４３】
　器具１２上に本照明アタッチメント１０を取り付けている最中には、ベロ－７０が軸方
向に膨らむ。本装置１０が器具１２先端の指定部分に面し配されると、それは器具１２と
連接する。連接中には、器具１２とフレーム２２例えばベローズリング７０ａとの間の摩
擦によりフレーム２２の先端例えばベロ－７０が膨らみ、本装置１０の他構成部材に比べ
伸びる。特に、導電リング７２が、第１プレート２０と接触するに至るまで第１プレート
２０に対し先端方向に動く。より具体的には、光源１８に備わり径方向内側にあるプロン
グ８６，８８にその導電リングが接触し、それらを互いに電気的に導通させる。これによ
り、電源２８との電気回路が完成して閉じられるので、電気が光源１８に供給されてその
光源１８が発光する。
【００４４】
　器具１２から本装置１０が外される際には逆の動作によって光源１８がターンオフされ
る。外される際にフレーム２２及びベロ－７０に働く摩擦力は装着する際のそれとは逆方
向である。これらの力や、装着する際にその伸長によりベロ－７０内に蓄積された復元バ
ネ力は、フレーム２２例えばベロ－７０を縮ませ、ひいては導電プレート７２を本装置１
０の他構成部材に対し基端方向に動かす。その結果、ベロ－７０が図９に示したポジショ
ンへと縮み又は圧縮されるため、導電プレート７２が第１プレート２０及び径方向内方の
プロング８６，８８から分離される。プロング８６，８８は互いに電気的に導通しなくな
り、それにより回路が開かれる。そのため、本照明装置１０が器具１２に取り付けられて
いないときには、その光源１８はもはや発光しない。
【００４５】
　注記すべきことに、上述の構成は、光源１８をターンオン及び／又はオフ可能な手法の
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一つに過ぎない。本発明は、既に既知のものか今後発見されるものかを問わず、これを実
現できるあらゆる好適な手法を包括する。例えば、本照明装置１０にスイッチ又はボタン
を設け、ユーザがそれを手動操作することで本装置１０をターンオン及びオフさせるよう
にしてもよい。
【００４６】
　図１７に示す実施形態では、器具それ自体により器具１１２上に保持される別のコード
レス照明付装置１００が提示されている。その器具１１２は基端及び先端を有している。
器具１１２の先端には、シャフト１１４例えばブレードを受容しうる開口がある。そのシ
ャフト１１４は器具１１２に挿入可能であり、既知の形態に従いその器具１１２の体部で
保持可能である。この例では、シャフト１１４に、挿入時に器具１１２の先端上に座すよ
う構成されたカラー、リム又はショルダ１１５が備わっている。
【００４７】
　照明付器具１００の諸構成要素は、指示のある個所を除き照明装置１０のそれと略同様
である。例えば、本装置１００は、照明付装置１０と同様、ハウジング１１６とコードレ
ス電源から給電を受ける少なくとも１個の光源１１８とを有し、自装置１００の基端から
先端へと延びる開口又は空洞内に器具を受け容れる構成である。その空洞は、器具１１２
の所定部分が本装置１００で囲まれるよう、例えば当該所定部分に本装置１０を取り付け
うるよう形状設定及び構成されている。図示の通り、本装置１００は、器具１１２の先端
上に連接させうるよう構成されている。このような構成では、光源１１８がシャフト１１
４の極力近く、例えば手術部位の近くに位置することとなるが、器具１１２の機能性が貶
められることはない。
【００４８】
　図１７から分かるように、ハウジング１１６は先端から延びる出っ張り１１７を有して
おり、本装置の貫通孔がその出っ張り１１７により取り巻かれている。この出っ張り１１
７によりその先端にリム１１９が形成されている。出っ張り１１７及びリム１１９の内径
は、シャフト１１４を器具の先端に十分に挿入及び実装できるほど大きいが、シャフトの
カラー１１５の外径よりは小さい。従って、シャフト１１４を器具内に挿入するとカラー
１１５・リム１１９間に寸法的干渉が生じ、それにより、器具１１２の先端からの本装置
１００の脱落が妨げられる。本装置１１０は、シャフト１１４、より具体的にはそのショ
ルダ１１５により、器具にしっかりと固定される。シャフト１１４を器具１１２から取り
外せる場合、更に、照明装置１０に関し上述したのと似た要領で、器具から本装置１１０
を取り外すことができる。
【００４９】
　図１８に示す別の実施形態例では、照明装置３００が器具上にまた別の要領で保持され
る。本照明装置３００の諸構成要素は、指示のある個所を除き、諸実施形態の照明装置１
０及び１００で示したそれと略同様である。本装置３００のハウジング３０１はスリット
３０３付のスプリットカラー３０２を有しており、そのスリット３０３は、長手方向に沿
い、本装置３００の基端から幾ばくか入ったところまで延びており、同装置３００の先端
に向かう途中で終わっている。この実施形態では、ハウジング３０１が、少なくとも僅か
には可撓又はバネ状の素材で形成されている。本装置３００の空洞又は開口は器具の外面
より小さい。本装置３００を器具上に装着すると、器具と本装置３００の空洞との間の寸
法的干渉によって、またハウジング３０１を形成している素材の可撓性に応じ、そのスリ
ットが拡大又は拡幅する。即ち、その空洞又は開口が、器具の外面を受け容れうる程に拡
がる。
【００５０】
　同時に、ハウジング３０１を形成している偏向素材内に蓄積されている復元バネ状力の
働きで、器具の外面に対し逆向きの圧縮力が作用し、器具上への把持力及び／又は器具に
対する摩擦力が生じることとなる。この力は、本装置３００を器具に取り付けられたまま
に保つのに役立とう。いわゆる当業者にはご理解頂けるように、この保持力は所望の通り
又は好適な如くに定めることができる。例えば、いわゆる当業者にはご理解頂けるように
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、諸項目のうち、ハウジングを形成する素材をその素材の可撓性が所定程度となるよう選
定すること、器具と本装置３００の空洞との間の寸法的干渉の量を選定することで器具上
への本装置３００の装着に必要な撓み量又は偏向量を決めること、並びにハウジング３０
１の全体としての可撓性に影響するスロット３０１の形状、寸法及び構成を選定すること
で、この力を定めることができる。
【００５１】
　図１９に示す別の実施形態では、器具に照明装置４００をしっかりと固定するためにま
た別の構成が採られている。本照明装置４００の諸構成要素は、指示のある個所を除き、
諸実施形態の照明装置１０，１００及び３００について示したそれと略同様である。この
実施形態のスリーブ４２６は複数個の出っ張り４２７を有しており、その出っ張り４２７
は、スリーブ４２６の内周面から器具の受容先たる本装置の空洞内へと径方向内方に延び
ている。出っ張り４２７は可撓性、可圧縮性及び／又は弾性である。空洞内への出っ張り
４２７の張り出し長は、その出っ張り４２７と器具の外面との間に寸法的干渉が生じるよ
う定めておく。器具を空洞内に挿入すると、これらの出っ張りが撓み又は圧縮されて器具
が入っていく。更に、圧縮された／撓んだ出っ張り４２７に蓄積されている復元バネ力の
働きで器具の外面に対し逆向きの内方圧縮力が作用する。これにより出っ張り４２７・器
具間に生じる把持／摩擦力が、装置４００を器具に連接したままに保つのに役立つ。いわ
ゆる当業者にはご理解頂けるように、この保持力は所望の通り又は好適な如くに定めるこ
とができる。例えば、いわゆる当業者にはご理解頂けるように、諸項目のうち、出っ張り
４２７を形成する素材をその素材の可圧縮性／可撓性及び出っ張り４２７・器具間摩擦係
数が所定程度となるよう選定すること、並びに器具・出っ張り４２７間の寸法的干渉の量
を選定することで器具上への装置３００の装着に必要な撓み量又は偏向量ひいては逆向き
圧縮力を決めることで、この力を定めることができる。ご理解頂けるように、この保持力
は、本照明装置４００が稼働中に器具から不意に外れないよう、それでいて穏当な程度の
力でユーザが本照明装置４００を取り付けること及び取り外すことができるように、定め
るとよい。
【００５２】
　他の実施形態としては、出っ張り４２７が磁性素材を含有するものがありうる。そうし
た実施形態では、本装置４００を、少なくとも部分的には磁気的に、磁性的な器具１２に
対ししっかりと固定することができる。いわゆる当業者にはご理解頂けるように、出っ張
り４２７・器具１２間磁性力の強さは、本装置４００・器具１２間の不意な分離が概ね生
じない程度に強く、それでいて所望時に意図的に外せる程度に定めるとよい。
【００５３】
　本発明の照明装置には複数の長所がある。同照明装置の長所のうち一つはそのサイズで
ある。本照明アタッチメントの直径は器具の外周をほんの僅かに越える程度であるので、
ユーザが器具を容易に操れる一方、機動性が損なわれることやユーザの視線が遮られるこ
ともない。実施形態によっては、その向きが本装置に対し概ね基端・先端間位置関係に沿
っているピン形状電池の使用によりこうした実装上の長所がもたらされる。
【００５４】
　更なる長所は、本照明アタッチメントを器具に容易に取り付けうること及び器具から容
易に取り外しうることである。前述のように、本照明アタッチメントは、容易に、器具の
先端に面し摺動させ使用中の器具と連接させることができる。器具から本照明アタッチメ
ントを取り外したい場合、ユーザは、単に、本照明アタッチメントを取り外せるような軸
方向圧力を本照明アタッチメントの基端に加えるだけでよい。同時に、器具からの本装置
の不意な脱落も生じにくくなる。
【００５５】
　もう一つの長所は、器具への本照明アタッチメントの取付と同時並行的に光源を発光さ
せることができて組立及び使用が効率的になることである。本照明アタッチメントは器具
に対する連接及び分離が可能な取付手段を有しており、使用中に器具から本装置が自然に
外れてしまわないようにするための付加的なファスナが必要でない。
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【００５６】
　加うるに、本装置はコードレスであり自給式電源を有している。本装置は、電源コード
を介し別の場所のコンセントや光源に接続する必要がない。コードがあると器具の扱いは
面倒になり、その操作に助力が必要になることもある。また、既知のコード付装置では、
高温になってユーザ及び／又は患者がやけどを負うことがあり得、更には火災が発生する
余地もあった。本発明によれば、やけどや火災発生のリスクが軽減される。
【００５７】
　更なる長所は、本発明の照明アタッチメントを器具上の所望又は所定個所にしっかりと
固定できることである。そのため、照明の観点からも器具の操作性の観点からも、本装置
の好適配置が可能である。
【００５８】
　いわゆる当業者には本願での教示に基づきご理解頂けるように、上述のものを含め本発
明の諸実施形態には、別紙特許請求の範囲で規定される本発明の技術的範囲からの逸脱無
しに、様々な変更及び変形を施すことができる。そこで、本願での詳細説明は例示と捉え
るべきで説明した個別の実施形態に限定されるものではないこと、並びに変形その他の実
施形態が別紙特許請求の範囲による技術的範囲への包含を意図したものであることを、ご
理解されたい。ある種の構成要素が別のある種の構成要素との組合せにて実施形態中に記
述されているが、本発明がそうした組合せに限定されず、本願記載の構成要素の任意且つ
生起しうる全ての組合せを包括及びカバーすることを、ご理解頂きたい。更に、本願では
具体的な用語が使用されているが、それらは一般的且つ説明的な意味でのみ使用されてい
るのであって、限定を目的として使用されているのではない。

【図１】 【図２】
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