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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の方向の反対側を向いた背面を含むハウジングであって、前記背面は、前記ハウジ
ングの第１端部から前記第１端部の反対側の前記ハウジングの第２端部に至る長手方向寸
法と、前記長手方向寸法に対して垂直な水平方向寸法とを有し、前記長手方向寸法は前記
水平方向寸法よりも大きい、ハウジングと、
　前記ハウジングによって支持される第１の光源であって、前記第１の方向に光を放射す
るように構成された第１の光源と、
　前記ハウジングによって支持される第２の光源であって、前記第１の方向に対して非平
行な第２の方向に光を放射するように構成された第２の光源と、
　前記第１の方向と前記第２の方向が前記ハウジングの長手方向に対して交差するように
前記第１の光源と前記第２の光源を収容する一つの反射器と、
　前記第１の方向に向けて前記ハウジングに配設されたレンズであって、前記背面の水平
方向寸法が当該レンズの直径よりも大きい、レンズと、
　前記背面の前記長手方向に沿って延びるクリップと、
　前記ハウジングに電池が収容された状態で、前記第１の光源および前記第２の光源に選
択的に電力を供給するように構成された操作スイッチと、
を備える、携帯電灯。
【請求項２】
　前記第２の方向は、前記第１の方向に対して、０°より大きく１８０°より小さい角度
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をなす、請求項１に記載の携帯電灯。
【請求項３】
　前記第２の方向は、前記第１の方向に対して４５°の角度である、請求項２に記載の携
帯電灯。
【請求項４】
　前記第１の光源および第２の光源のうち少なくとも１つが、１つまたは複数の発光ダイ
オードを備える、請求項１に記載の携帯電灯。
【請求項５】
　前記第２の光源は、複数の光源を備える、請求項１に記載の携帯電灯。
【請求項６】
　前記操作スイッチは、携帯電灯の動作モードを選択するために構成されている、請求項
１に記載の携帯電灯。
【請求項７】
　請求項６に記載の携帯電灯であって、
　第１のモードで、前記第１の光源および前記第２の光源それぞれが光を放射し、
　第２のモードで、第１の光源および第２の光源のうち１つだけが光を放射する、
携帯電灯。
【請求項８】
　前記操作スイッチは、前記第１の光源および前記第２の光源の上方に配置されている、
請求項７に記載の携帯電灯。
【請求項９】
　前記反射器は、前記第１の光源によって放射された光および前記第２の光源のよって放
射された光の両方を反射する、請求項１に記載の携帯電灯。
【請求項１０】
　前記反射器は、前記ハウジング内に配置されている、請求項１に記載の携帯電灯。
【請求項１１】
　前記携帯電灯は、直交形携帯電灯である、請求項１に記載の携帯電灯。
【請求項１２】
　携帯電灯を製造する方法であって、
　第１の方向の反対側を向いた背面を含むハウジングであって、前記背面は、前記ハウジ
ングの第１端部から前記第１端部の反対側の前記ハウジングの第２端部に至る長手方向寸
法と、前記長手方向寸法に対して垂直な水平方向寸法とを有し、前記長手方向寸法は前記
水平方向寸法よりも大きい、ハウジングを提供し、
　前記第１の方向に光を放射するように構成された第１の光源を前記ハウジングによって
支持されるように配置し、
　前記第１の方向に対して非平行な第２の方向に光を放射するように構成された第２の光
源を前記ハウジングによって支持されるように配置し、
　前記第１の光源と前記第２の光源が収容される反射器であって、前記第１の方向と前記
第２の方向が前記ハウジングの長手方向に対して交差するように前記第１の光源と前記第
２の光源が前記反射器に収容される反射器を提供し、
　前記第１の方向に向けて前記ハウジングに配設されたレンズであって、前記背面の水平
方向寸法が当該レンズの直径よりも大きいレンズを提供し、
　前記背面の前記長手方向に沿って延びるクリップを配置し、
　前記ハウジングに電池が収容された状態で、前記第１の光源および前記第２の光源に選
択的に電力を供給する操作スイッチを構成する、
方法。
【請求項１３】
　前記第１の光源によって放射された光は、前記第２の光源によって放射された光に交差
する、請求項１に記載の携帯電灯。
【請求項１４】
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　前記第１の光源と前記第２の光源は前記ハウジングの前記第１の方向を向いた正面から
光を放射し、前記クリップは前記背面に配置される、請求項１に記載の携帯電灯。
                                                                                
          
【請求項１５】
　前記第１の方向は前記ハウジングの前記長手方向に垂直である、請求項１に記載の携帯
電灯。
【請求項１６】
　ハウジングと、
　前記ハウジングによって支持された、第１の方向に光を放射する第１の光源であって、
第１のプリント基板に結合された第１の光源と、
　前記ハウジングによって支持された、前記第１の方向に対して非平行な第２の方向に光
を放射する第２の光源であって、第２のプリント基板に結合された第２の光源と、
前記第１のプリント基板に接触している一方で、前記第２のプリント基板には接触してい
ないヒートシンクと、
　前記ハウジングに電池が収容された状態で、前記第１の光源および前記第２の光源に選
択的に電力を供給するように構成された操作スイッチと、
を備え、
　前記第１の光源および前記第２の光源は、同一の反射器内に収容される、
携帯電灯。
【請求項１７】
　請求項１６に記載の携帯電灯であって、前記ヒートシンクに接触しているスイッチプリ
ント基板を有する、携帯電灯。
【請求項１８】
　請求項１に記載の携帯電灯であって、
　前記第１の光源に結合された第１のプリント基板と、
　前記第２の光源に結合された第２のプリント基板と、
　前記第１のプリント基板に接触している一方で、前記第２のプリント基板には接触して
いないヒートシンクと、
　を更に備える携帯電灯。
【請求項１９】
　請求項１に記載の携帯電灯であって、前記背面全体に渡る前記水平方向寸法が当該レン
ズの直径よりも大きい、携帯電灯。
【請求項２０】
　請求項１に記載の携帯電灯であって、前記反射器が前記第１の方向を向く、携帯電灯。
【請求項２１】
　請求項１に記載の携帯電灯であって、前記レンズは前記第１の方向において前記反射器
に隣接して配置される、携帯電灯。
【請求項２２】
　請求項１２に記載の方法であって、
　前記第１の光源に結合された第１のプリント基板を提供し、
　前記第２の光源に結合された第２プリント基板を提供し、
　前記第１のプリント基板に接触している一方で、前記第２のプリント基板には接触して
いないヒートシンクを提供する、
　手順を更に備える方法。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　本開示は、概して携帯電灯の分野に関する。本開示は、より具体的には、複数の光源を
含む携帯電灯に関する。
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【発明の概要】
【０００２】
　携帯電灯は、ハウジングと、第１の光源と、第２の光源と、操作スイッチとを含む。ハ
ウジングは、電池を収容するためのものである。第１の光源は、ハウジングによって支持
されている。第１の光源は、第１の方向に光を放射するように構成されている。第２の光
源は、ハウジングによって支持されている。第２の光源は、第１の方向とは非平行な第２
の方向に光を放射するように構成されている。操作スイッチは、ハウジングに収容された
電池を用いて、第１の光源および第２の光源に選択的に電力を供給するように構成されて
いる。
【０００３】
　様々な実施形態において、第２の方向は、第１の方向に対して傾斜している。
【０００４】
　様々な実施形態において、第２の方向は、第１の方向に対して、０°より大きく１８０
°より小さい角度をなす。いくつかの実施形態では、第２の方向は、第１の方向に対して
４５°の角度になっている。いくつかの実施形態では、第１の方向は、ハウジングの長手
方向寸法に対して交差するように延びている。いくつかの実施形態では、第１の方向は、
地表面に対して実質的に平行である。いくつかの実施形態では、第１の方向は、ハウジン
グから前方向である。第２の方向は、下方向である。
【０００５】
　様々な実施形態において、第１の光源および第２の光源のうち少なくとも１つが、１つ
または複数の発光ダイオードを備えている。
【０００６】
　様々な実施形態において、第２の光源は、複数の光源を有している。
【０００７】
　様々な実施形態において、第２の光源は、第２の方向を向くように配置されている。
【０００８】
　様々な実施形態において、操作スイッチは、携帯電灯の動作モードを選択するために構
成されている。いくつかの実施形態では、第１のモードで、第１の光源および第２の光源
それぞれが光を放射する。第２のモードで、第１の光源および第２の光源のうち１つだけ
が光を放射する。いくつかの実施形態では、操作スイッチは、第１の光源および第２の光
源の上方に配置されている。
【０００９】
　様々な実施形態において、ハウジングは、第２の光源が収容される反射板アセンブリを
含む。いくつかの実施形態では、第１の光源が反射板アセンブリに収容される。いくつか
の実施形態では、反射板アセンブリは、ハウジング内に配置されている。
【００１０】
　様々な実施形態において、携帯電灯は直交形携帯電灯である。
【００１１】
　様々な実施形態において、携帯電灯は、ハウジングに結合された、携帯電灯をユーザに
固定する留め部材をさらに含む。
【００１２】
　様々な実施形態において、携帯電灯は、携帯電灯を充電するための充電ユニットをさら
に含む。
【００１３】
　携帯電灯を製造する方法であって（以下のいずれかまたは組み合わせに限定されないが
）、（ｉ）電池を収容するためのハウジングを提供し、（ｉｉ）第１の方向に光を放射す
るように構成された第１の光源をハウジングによって支持されるように配置し、（ｉｉｉ
）第１の方向に交差する第２の方向に光を放射するように構成された第２の光源をハウジ
ングによって支持されるように配置し、（ｉｖ）ハウジングに収容された電池を用いて第
１の光源および第２の光源に選択的に電力を供給するように操作スイッチを構成する、方
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法。
【００１４】
　携帯電灯は、ハウジングと、第１の光源と、第２の光源と、操作スイッチとを含む。ハ
ウジングは、電池を収容するためのものである。第１の光源は、ハウジングによって支持
され、第１の方向に光を放射する。第２の光源は、ハウジングによって支持され、第１の
方向とは非平行な第２の方向に光を放射する。操作スイッチは、ハウジングに収容された
電池を用いて、第１の光源および第２の光源に選択的に電力を供給するように構成されて
いる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は、本開示の様々な実施形態による携帯電灯の正面図である。
【図２】図２は、本開示の様々な実施形態による携帯電灯の断面図である。
【図３】図３は、本開示の様々な実施形態による携帯電灯の断面図である。
【図４】図４は、本開示の様々な実施形態による携帯電灯の充電システムの図である。
【図５】図５は、本開示の様々な実施形態による携帯電灯の充電システムの図である。
【図６】図６は、本開示の様々な実施形態による携帯電灯の充電システムの図である。
【図７Ａ】図７Ａは、本開示の様々な実施形態による携帯電灯の概略図である。
【図７Ｂ】図７Ｂは、本開示の様々な実施形態による携帯電灯の概略図である。
【図７Ｃ】図７Ｃは、本開示の様々な実施形態による携帯電灯の概略図である。
【図７Ｄ】図７Ｄは、本開示の様々な実施形態による携帯電灯の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　代表的実施形態を詳細に図示した図面を参照する前に、本願が、明細書に記載されたあ
るいは図面に図示された詳細または方法論に限定されないことを理解されたい。また、用
語は説明のみを目的としており、限定的にみなされるべきでないことも理解されたい。
【００１７】
　図面を全体的に参照する。２組の光源を含む携帯電灯が図示および説明されている。１
組目の光源は、携帯電灯から前方へと光る高輝度光源である。いくつかの実施形態では、
当該光源は、高輝度発光ダイオード（ＬＥＤ）でもよい。２組目の光源は、携帯電灯から
下方に光を放射して携帯電灯のユーザのために進路を照明する複数の光源（下向き光源）
でもよい。いくつかの実施形態によれば、２組目の光源は、例えば、携帯電灯から下方４
５°の角度をなす３個のＬＥＤでもよい（しかし、これに限定されない）。
【００１８】
　様々な実施形態において、携帯電灯は、消防士用光源として利用されてもよい。消防士
用光源は、消防士が前方（例えば、ドア、壁など）および前方の床を見ることができるよ
うに、前方向および下方向への光を放射するかまたは消防士に対してそのような光を提供
するように構成される。別の実施形態では、前方を照明することおよび前方にある進路を
照明することが所望されるいかなる状況においても携帯電灯を使用することができる。い
くつかの実施形態では、携帯電灯は、携帯電灯を服（例えば、消防士のコートの胸部周り
など）にクリップ留めするのを可能にするクリップを含んでもよい。
【００１９】
　図１を参照する。携帯電灯１００の正面図が図示されている。携帯電灯１００は、光源
１０２を含む。いくつかの実施形態では、光源１０２は高輝度発光ダイオード（ＬＥＤ）
である。光源１０２は、携帯電灯１００の主光源を提供する。光源１０２は、概して前方
向に光を放射するように構成されている。特定の実施形態では、光源１０２は、煙、霧、
その他視界が制限された状況を通じて前方に光を発することができる高輝度光源でもよい
。特定の実施形態では、携帯電灯１００は、直交形携帯電灯である（例えば、携帯電灯の
ハウジングに対して直交方向を向いた光源（１０２）を有する携帯電灯）。
【００２０】
　携帯電灯１００は、さらに１組の光源１０４を含む。光源１０４は、光源１０２に対し
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てある角度で下方に光を発するように配置されている。すなわち、光源１０４によって放
射された光は、光源１０２によって放射された光に非平行である（または傾斜している）
。光をある角度で下方に発することにより、光源１０４は、制限された視界状況において
、ユーザに対してユーザの前方の進路の視野を提供する。特定の実施形態では、光源１０
４は４５°の角度で下方に光を発してもよい。別の実施形態によれば、光源１０４は別の
角度で下方に光を発してもよい（例えば、３０°、６０°など）。いくつかの実施形態で
は、光源１０４の角度（および／または光源１０４によって発せられる光の方向）は、携
帯電灯１００が組み立てられるときに設定されてもよい。別の実施形態では、光源１０４
の角度（および／または光源１０４によって発せられる光の方向）は、光源１０４の角度
（および／または光源１０４によって発せられる光の方向）がユーザによって調節できる
ように、可動的に構成されてもよい。
【００２１】
　図１では、光源１０４が携帯電灯１００の上部に結合され下方を向いて示されている。
例えば、光源１０４は、光源１０２が配置されている反射板アセンブリと同一の反射板ア
センブリに配置されてもよい。別の実施形態では、光源１０４は、携帯電灯１００から下
方を向いた状態で携帯電灯１００の他の場所に設置されてもよい。別の実施形態では、光
源１０４は、光源１０４が向いている方向とは関係なく、携帯電灯１００から下方に光を
発するように配置されている。例えば、反射面あるいはその他の構成要素を配置して、光
源１０４によって放射された光を携帯電灯１００から下方に向けてもよい。
【００２２】
　いくつかの実施形態では、光源１０４によって放射された光は、光源１０２によって放
射された光と交差する。したがって、いくつかの実施形態によれば、光源１０４によって
放射された光は、光源１０２によって放射された光に対して０°より大きく１８０°より
小さい角度をなす。このような実施形態では、例えば、光源１０４（または光源１０４に
よって放射された光を方向づける構成要素）は、光源１０２の上方に配置されてもよい。
別の実施形態では、（光源１０４と光源１０２の両方が点いている場合）光源１０４によ
って放射された光は、光源１０２によって放射された光と交差しない。このような実施形
態では、光源１０４（または光源１０４によって放射された光を方向づける構成要素）は
、光源１０２の下および／または光源１０４によって放射された光が光源１０２によって
放射された光と交差しないような別の位置（光源１０２の側面など）に配置されてもよい
。
【００２３】
　図１において、光源１０４は、携帯電灯１００から下方に光を発するように配置された
３個のＬＥＤとして図示されている。別の実施形態では、光源１０４は、３個より多いま
たは３個より少ないＬＥＤ（例えば、１個のＬＥＤ、４個のＬＥＤなど）を含んでもよい
。
【００２４】
　本実施形態は、携帯電灯において使用されるＬＥＤ光源について説明しているが、どん
な種類の光源も使用可能であることを理解されたい。例えば、１つまたは複数の光源１０
２および光源１０４のＬＥＤの代わりに、キセノンバルブを発光源として使用することが
できる。
【００２５】
　次に、図２、図３を参照する。携帯電灯１００の断面図が示されている。光源１０２は
一つのＬＥＤとして示され、光源１０４は、下にある進路を照らすために下方を向いた状
態で携帯電灯１００の上部に取り付けられた複数のＬＥＤとして示される。
【００２６】
　いくつかの実施形態では、携帯電灯１００は、さらにクリップ１０６を含む。クリップ
１０６によって携帯電灯１００をユーザの服（例えば、消防士のコート、ベルト、ハーネ
ス、バックパックなど）またはその他の対象物に固定することが可能になる。クリップ１
０６をその他の対象物または人に固定した場合、ユーザが携帯電灯を手にもたなくても携
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帯電灯１００を前方に向けることが可能になり、光源１０２が前方へ光を提供し、光源１
０４が進路を照らす下方への光を提供することが可能になる。いくつかの実施形態では、
携帯電灯１００は、携帯電灯１００をユーザの服またはその他の対象物に固定するための
適切な取り付け装置または留め具を含んでいてもよい。
【００２７】
　光源１０２は、プリント基板（ＰＣＢ）１０８に結合されている。特定の実施形態では
、ＰＣＢ１０８はメタルコアＰＣＢである。ＰＣＢ１０８は、光源１０２を携帯電灯１０
０のその他の電子構成要素と接続するように、および光源１０２を携帯電灯組立品に機械
的に結合するように構成されている。光源１０２およびＰＣＢ１０８は、ヒートシンク１
１０に取り付けられてもよい。ヒートシンク１１０は、光源１０２を冷やすように構成さ
れている。特定の実施形態では、ヒートシンク１１０は、光源１０２は冷やすが、ＰＣＢ
１０８の電子部品は冷やさないように構成されている。光源１０２の出力は、携帯電灯１
００のその他の構成要素との電気的接続を介して制御されることができる。
【００２８】
　光源１０４は、ＰＣＢ１１２に取り付けられている。ＰＣＢ１１２は、光源１０４の出
力を制御するように構成されている。ＰＣＢ１１２は、光源１０４を携帯電灯１００のそ
の他の電子部品と接続するように、および光源１０４を携帯電灯組立品と機械的に結合す
るように構成されている。特定の実施形態では、ＰＣＢ１１２は、その他のＰＣＢ（例え
ば、１０８、１１４）とは異なり、ヒートシンク１１０に接触しない。光源１０４の出力
は、携帯電灯１００のその他の構成要素との電気的接続を介して制御されることができる
。
【００２９】
　携帯電灯１００は、スイッチＰＣＢ１１４を含んでもよい。スイッチＰＣＢ１１４は、
スイッチまたはその他のアクチュエータ（例えば、ユーザが携帯電灯１００を選択的に点
けたり消したりできるような、また携帯電灯１００の動作モードを選択できるようなユー
ザ制御型スイッチ）に接続されていてもよい。特定の実施形態では、ＰＣＢ１１４は、ヒ
ートシンク１１０の近傍にあるが、ヒートシンク１１０との熱相互作用はない。様々な実
施形態において、携帯電灯１００は、ヒートシンク１１０（および／またはその他のヒー
トシンク）と携帯電灯１００の回路とを物理的に分離するために、携帯電灯１００の様々
な場所においてプラスチック１１８（あるいはその他の適切な材料）を含んでもよい。
【００３０】
　特定の実施形態では、ＰＣＢ１１６が、携帯電灯１００のメインＰＣＢであってもよい
。いくつかの実施形態では、処理回路が、携帯電灯１００の動作を制御するＰＣＢ１１６
と結合している。別の実施形態では、携帯電灯１００の機能等は、携帯電灯１００内の別
の場所に位置する処理回路によって制御されてもよい。信号は、ユーザによる選定あるい
は切り替え（例えば、電源オンオフコマンド、または携帯電灯１００の動作モードを変更
させるコマンド）に関連したＰＣＢ１１４に接続された構成要素を介して受け取られても
よい。次に、例えば、ＰＣＢ１１０、１１２に接続された構成要素を介して光源１０２、
１０４へ指示が提供される。
【００３１】
　いくつかの実施形態では、指示はユーザの選択した動作モードに基づいていてもよい。
ユーザは、携帯電灯１００の動作に関する携帯電灯１００のモードを選択してもよい。例
えば、第１のモードでは、光源１０２、光源１０４のそれぞれが、第１の輝度レベル（例
えば、出力１００％）で照明してもよい。第２のモードでは、光源１０２、光源１０４の
それぞれが、第２の輝度レベル（例えば、出力５０％）で照明してもよい。第３のモード
では、光源１０４のみが進路だけを照らすように照明する（すなわち、光源１０２は、前
方に光を供給するようには照明しない）。第４のモードでは、光源１０２のみが前方だけ
を照らすように照明する（すなわち、光源１０４は下方に光を供給するようには照明しな
い）。第５のモードでは、１つまたは複数の光源１０２、１０４は、閃光灯とすることが
できる。前述されたモードは、動作モードの単なる例であって、したがって、携帯電灯１
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００は、このようなモードのうちのいずれか１つ、またはそれらの組み合わせに限定され
ない。その他の非限定的な代表的モードでは、光源１０２、光源１０４の輝度を変化させ
たり、光源１０２、光源１０４の閃光または点滅のパターンを変化させたり、光源１０４
のうちどれが照明されるのか（例えば、３個のＬＥＤのうち２個だけ）などを変化させた
りしてもよい。いくつかの実施形態では、ユーザは、予め設定された複数の動作モードか
ら動作モードを選択してもよい。別の実施形態では、ユーザが、携帯電灯１００の所望の
動作モードを指定してもよい。
【００３２】
　図２、図３の実施形態は、携帯電灯１００の動作を制御する１つの設定を図示している
が、携帯電灯１００内のＰＣＢおよび電子部品の構成は、本開示の範囲から逸脱しない範
囲で異なっていてもよいことを理解されたい。
【００３３】
　図１、図２に戻る。電池カバー１２０が、携帯電灯１００の底部に示されている。いく
つかの実施形態では、携帯電灯１００は電池で動作し、ユーザは、電池カバー１２０を取
り外すことによって、電池を携帯電灯１００内へ挿入することができる。電池は、携帯電
灯１００の底部を通じて取り付けることができるが、別の実施形態では、電池は、携帯電
灯１００の別の位置に挿入されてもよい。いくつかの形態においては、携帯電灯１００は
、４個のＡＡサイズ（単３形）のアルカリ電池で動く携帯電灯である。別の実施形態では
、携帯電灯１００に電力供給するために、あらゆるタイプ、サイズ、個数の電池を利用す
ることができる。電池カバー１２０の組立品が、図７Ｄにより詳細に示されている。
次に図４～図６を参照する。携帯電灯１００の充電システムが示されている。様々な実施
形態において、携帯電灯１００は、再充電可能な携帯電灯である。特定の実施形態では、
携帯電灯１００は、４個のＡＡサイズ（単３形）のニッケル水素充電池で動作する携帯電
灯である。携帯電灯１００は、携帯電灯１００のハウジング上に充電ピン１３０を含んで
おり、この充電ピン１３０によって電池を本体から外すことなく電池を充電ユニット１３
４によって充電することが可能になる。充電ピン１３０は、携帯電灯１００に収容されて
いる携帯電灯１００の電池に電子的に結合されている。別の実施形態では、充電ユニット
１３４による充電のために携帯電灯１００から電池を取り外すことも可能である。
【００３４】
　様々な実施形態において、携帯電灯１００は、充電ユニット１３４の中に置かれてもよ
く、携帯電灯１００の充電中は、充電器ラッチ１３２などが携帯電灯１００を所定の位置
に固定するように構成されている。充電器ラッチ１３２を押すと、充電器ラッチ１３２を
押し下げられた状態(例えば図４）から押し下げられていない状態(例えば図５）へと動か
すことによって、携帯電灯１００が充電ユニット１３４から解放される。充電ユニット１
３４は、携帯電灯１００の電源(例えば電池）と充電ユニット１３４との間の接続を形成
するために充電ピン１３０と接続するように構成された充電ピン１３８を含む。
【００３５】
　本実施形態では、電池を携帯電灯の電源として説明しているが、別の実施形態において
は、本開示の範囲を逸脱しない範囲でその他の電源も利用できることを理解されたい。
【００３６】
　次に図７Ａ～図７Ｄを参照する。携帯電灯（例えば、図１～図３の携帯電灯１００）の
特徴をさらに説明する様々な概略図が示されている。図７Ａを具体的に参照する。スイッ
チ２（または別のアクチュエータ）が、携帯電灯のハウジング１の上部に取り付けられて
示されている。スイッチブート２は、携帯電灯１００の電源のオンオフを行うために携帯
電灯１００のユーザによって操作されることができる。本開示に記載されるように、スイ
ッチブート２は、さらに、携帯電灯１００のモードを変えるために携帯電灯１００のユー
ザによって操作されることができる。様々な実施形態によれば、携帯電灯１００は、ユー
ザに対して、携帯電灯１００の電源をオンオフすることを可能にする、または携帯電灯１
００の動作モードを変えることを可能にする、別の制御装置を含んでもよい。
【００３７】
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　ハウジング１は、携帯電灯１００の部分組立品８を覆っている。部分組立品８は、電子
部品（例えば、ＰＣＢ、ヒートシンク、光源）を収容しているか、またはそれらに結合し
ている。ハウジング１は、例えば、ネジを介してクリップ５に結合されていてもよい。ク
リップ５は、ユーザが、携帯電灯１００を手に持たなくてもいいように、ユーザの衣服や
その他の対象物に留まるように構成されたクリップである。携帯電灯１００は、携帯電灯
１００の主光源（例えば、図１～図３の光源１０２）の前の領域を覆うレンズ１４および
縁押さえ１３と、組立品を所定の位置に維持する反射板アセンブリ９とを含む。
【００３８】
　反射板アセンブリ９は、上部に３つの切り込みのある状態で示されている。携帯電灯１
００の１組の光源（例えば、光源１０４）は、反射板アセンブリ９または携帯電灯１００
の別の構成要素によって所定の位置に維持されることができる。反射板アセンブリ９は、
光源１０４に結合されるように構成されたＰＣＢを含む。様々な実施形態によれば、光源
１０４を下方４５°の角度で傾斜させる角度で下向きＰＣＢをオフセットしてもよい。別
の実施形態によれば、進路を照らすように光源１０４が下を向く角度を調節するために、
下向きＰＣＢをその他の角度でオフセットするかまたは別の方法で調節してもよい。換言
すれば、反射板アセンブリ９の下向きＰＣＢの構成によって、光源１０４が下向きになる
その角度が決定される。別の実施形態では、ユーザは、光源１０４の角度を手動で調節す
ることができる。いくつかの実施形態では、光源１０４の下向きＰＣＢは、携帯電灯１０
０の組立品の別の位置に取り付けられてもよい。
【００３９】
　組立品のスイッチブート２をさらに参照する。スイッチブート２は、電池レベル状態を
示す透明なウィンドウを含んでもよい。例えば、スイッチブート２の組立品は、透明なウ
ィンドウを介してユーザの目に見える、スイッチＰＣＢ（例えば、図２，３のスイッチＰ
ＣＢ１１４）に取り付けられた３個の小さなＬＥＤを含んでもよい。電池レベル低が、ス
イッチＰＣＢによって点灯された１個のＬＥＤによって示される。電池レベル中は、スイ
ッチＰＣＢによって点灯された２個のＬＥＤによって示される。電池レベル高は、スイッ
チＰＣＢによって点灯された３個のＬＥＤによって示される。別の実施形態では、携帯電
灯１００は、電池レベルまたは携帯電灯１００に関する別の情報を示すその他のディスプ
レイを含んでもよい。
【００４０】
　次に図７Ｂを参照する。携帯電灯（例えば、図１～３の携帯電灯１００）の部分組立品
がより詳細に示されている。部分組立品は、ＬＥＤモジュール組立品１と、電池カバー組
立品２とを含む。ＬＥＤモジュール組立品１は、携帯電灯１００の光源を収容する。
【００４１】
　次に図７Ｃを参照する。ＬＥＤモジュール組立品（例えば、図７Ｂの1）がより詳細に
示されている。ＬＥＤモジュール組立品は、メインＰＣＢ１４（例えば、図２および図３
のＰＣＢ１１６）であって、メインＰＣＢ１４からスイッチＰＣＢ２０（例えば、図２、
図３のＰＣＢ１１４）へと延びるワイヤ１と接続されたメインＰＣＢ１４を含む。また、
当該組立品は、携帯電灯１００のＬＥＤを冷やすように構成されたヒートシンク２と、メ
インＰＣＢ１４とヒートシンク２とを物理的に分離させるように構成されたスペーサ３と
を含む。
【００４２】
　充電接点１５および接点保護材１６をメインＰＣＢ１４と結合することができる。充電
接点１５および接点保護材１６は、電池または別の電源からメインＰＣＢ１４へ電源を供
給するように構成されることができる。また、メインＰＣＢ１４には、携帯電灯１００の
前方組立品を一緒に保持する反射板ホルダ２３が結合されている（図７Ｃ参照）。
【００４３】
　次に図７Ｄを参照する。電池カバー組立品がより詳細に示されている。電池カバー組立
品は、電池カバー２および上部電池カバー３を開閉するためのつまみ１を含む。つまみ１
は、ネジ付きスタッドに取り付けられ、電池カバー２が携帯電灯１００の部分組立品から
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緩むまで回転される。電池カバー２は、携帯電灯１００から緩んだり外れたりするのを防
ぐために、つなぎ綱５によって所定の位置に保持される。
【００４４】
　様々な代表的実施形態において示された本システムおよび本方法の構成および配置は、
単に説明を目的とするものである。本開示では数個の実施形態のみを詳細に説明したが、
多くの修正（例えば、個々の要素のサイズ、寸法、構造、形状、割合、パラメータの値、
取り付けの配置、材料や色や配向の利用などにおける変更）が可能である。例えば、要素
の位置は、逆にするかそうでなければ変更されてもよく、個別素子の特性または個数ある
いは位置は、変化または変更されてもよい。したがって、このような修正は、すべて本開
示の範囲内に含まれるものとする。代表的な実施形態の設計、動作条件、および配置につ
いてその他の代替、修正、変更および省略が、本開示の範囲から逸脱せずに行われてもよ
い。
 

【図７Ａ】 【図７Ｂ】
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【図７Ｃ】 【図７Ｄ】

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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