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(57)【要約】
【課題】身体の中で最も大きなパワーを発揮する脚力を
運動用のエネルギーとして蓄積し、運動エネルギーとし
て安定的に取り出し、スクリューの回転により身体の推
進力を得ることのできる、スクリュー付き泳具を提供す
る。
【解決手段】足首３ａより先にワイヤー２２の一端を係
止し、両足同時屈伸運動又は左右交互踏み足運動による
、ワイヤー２２の引張り力により回転軸２５を一方向に
回転させる回転軸回転機構部２０と、回転軸２５の一方
向への回転により動力エネルギーを蓄積するエネルギー
貯蔵部３０と、エネルギー貯蔵部３０から供給される動
力エネルギーにより身体１の腰部２付近に配置されるス
クリュー５２を回転させ、スクリュー５２の回転により
身体１の推進力を得るスクリュー推進機構部５０とを具
備し、回転軸回転機構部２０、エネルギー貯蔵部３０、
スクリュー推進機構部５０の各々を、身体１の腰部２に
装着される腰部ベルト７１に取り付ける。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
身体に装着して使用する泳具であって、
足首より先にワイヤーの一端を係止し、両足同時屈伸運動又は左右交互踏み足運動によ
る、前記ワイヤーの引張り力により回転軸を一方向に回転させる回転軸回転機構部と、
前記回転軸の一方向への回転により動力エネルギーを蓄積するエネルギー貯蔵部と、
前記エネルギー貯蔵部から供給される動力エネルギーにより身体の腰部付近に配置され
るスクリューを回転させ、当該スクリューの回転により身体の推進力を得るスクリュー推
進機構部とを具備してなり、
前記回転軸回転機構部、エネルギー貯蔵部、スクリュー推進機構部の各々が、身体の腰部
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に装着される腰部ベルトに取付けられていることを特徴とする、スクリュー付き泳具。
【請求項２】
前記エネルギー貯蔵部が、前記回転軸の一方向への回転によりゼンマイバネを巻回して
動力エネルギーを蓄積し、蓄積された動力エネルギーが前記ゼンマイバネの戻り力により
取り出される構成であることを特徴とする、請求項１記載のスクリュー付き泳具。
【請求項３】
前記ゼンマイバネの上流側にトルクリミッターが設けられていることを特徴とする、請
求項２記載のスクリュー付き泳具。
【請求項４】
引張りによって伸長されたワイヤーを巻き戻すためのワイヤー巻き戻し機構部が設けら
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れていることを特徴とする、請求項１ないし請求項３記載のスクリュー付き泳具。
【請求項５】
前記回転軸の一方向への回転力の一部を、動力エネルギーとしてエネルギー貯蔵部に蓄
積すると同時に、前記回転力の残りを、スクリュー側に伝達し、スクリューを回転させる
構成であることを特徴とする、請求項１ないし請求項４記載のスクリュー付き泳具。
【請求項６】
前記ワイヤーの他端側の前記回転軸回転機構部が、前記腰部ベルトの腹部側中央付近に
配置されていることを特徴とする、請求項１ないし請求項５記載のスクリュー付き泳具。
【請求項７】
バッテリーから供給される電力により前記スクリューを回転させるモーターと、当該モ
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ーターからの動力伝達と前記動力伝達機構からの動力伝達を切り替える切り替え機構部と
をさらに具備してなることを特徴とする、請求項１ないし請求項６記載のスクリュー付き
泳具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、身体に装着して、河川、海等で行われる水中活動、水中作業等を補助するた
めに用いられるスクリュー付き泳具に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
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従来、この種の泳具としては、足ヒレ（フィン）がある。足ヒレは、足を上下に動作す
ることで泳ぐことを助け、生身で泳ぐよりも速く泳ぐことを可能とするものである。しか
し、足ヒレ（フィン）は脚の持つ力の約１割程度しか、推進力に活用されていない。また
、そのフィンの形状も様々な形、デザインを凝らした製品が生み出されているが、それら
は水性生物が持つ足ヒレを単に真似したものに過ぎない。
【０００３】
また、水中の推進力をより増すための水中プロペラを身体の両脇に装備したもの、すな
わち、自転車用のペダル型の踏板に紐を取り付け、左右の足による交互の屈伸運動を該紐
の張力の往復運動として取り出し、これを一定方向のみの回転に変換する動力伝達装置と
一体化した滑車を介して水中プロペラを回転させて遊泳方向の推力を発現させるように構
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成した足動遊泳具が提案されている（特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００４−３５９１１７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
しかしながら、上記特許文献１にて提案された泳具は、水中プロペラを回転させて遊泳
方向への推進力が得られるものの、水中プロペラを回転させる間、常に左右の足による交
互の屈伸運動を続けなければならないところ、左右の足による交互の屈伸運動は、遊泳方
向への推進力に対する水の抵抗力を常に発生させることとなり、十分な推進力を得ること
ができない欠点がある。また、左右の足による交互の屈伸運動は、身体の進行方向に対し
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て、左足（右足）→右足（左足）→左足（右足）の順に交互に抵抗が発生して、身体を左
右に揺らしたり、傾けるように作用するため、進行方向に身体をスムーズに推進させるこ
とが難しい。そのため、上記特許文献１の提案は、実用的であるとは言い難い。
【０００５】
本発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、身体の中で最も大きなパワーを発揮する
脚力を運動用のエネルギーとして蓄積し、運動エネルギーとして安定的に取り出し、スク
リューの回転により身体の推進力を得ることのできる、スクリュー付き泳具を提供するこ
とを目的とする。また、スクリュー回転による身体推進時に抵抗の少ない身体姿勢を得る
ことができ、これにより、進行方向に身体をスムーズに推進させて、スムーズな水中活動
、水中作業等を実現できる、スクリュー付き泳具を提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
前記課題を解決するために、本発明に係る請求項１記載のスクリュー付き泳具は、身体
に装着して使用する泳具であって、
足首より先にワイヤーの一端を係止し、両足同時屈伸運動又は左右交互踏み足運動によ
る、前記ワイヤーの引張り力により回転軸を一方向に回転させる回転軸回転機構部と、
前記回転軸の一方向への回転により動力エネルギーを蓄積するエネルギー貯蔵部と、
前記エネルギー貯蔵部から供給される動力エネルギーにより身体の腰部付近に配置され
るスクリューを回転させ、当該スクリューの回転により身体の推進力を得るスクリュー推
進機構部とを具備してなり、
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前記回転軸回転機構部、エネルギー貯蔵部、スクリュー推進機構部の各々が、身体の腰部
に装着される腰部ベルトに取付けられていることを特徴とする。
【０００７】
請求項１記載のスクリュー付き泳具によると、水中において、泳者が、一回のキック動
作、すなわち両足同時屈伸運動（平泳ぎ運動）又は左右交互踏み足運動を行ってワイヤー
を引張ることにより、身体の腰部ベルトに取り付けた泳具の、回転軸回転機構部の回転軸
を一方向に回転させて、同回転力を、動力エネルギーとしてエネルギー貯蔵部に蓄積でき
る。キック動作の後、エネルギー貯蔵部に蓄積された動力エネルギーを取り出して、スク
リュー側に伝達し、腰部付近に配置されるスクリューを回転させて、身体を推進させるこ
とができる。
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【０００８】
すなわち、本発明のスクリュー付き泳具は、身体の中で最も大きなパワーを発揮する脚
力のエネルギーをエネルギー貯蔵部に一時的に大量に蓄積し、蓄積した運動エネルギーを
エネルギー貯蔵部から安定的に取り出して、スクリューを回転させることができるもので
ある。キック動作後の、両足を身体と略平行に伸長した姿勢は、両足の屈曲姿勢に比べて
、水中での水の抵抗が少なく、進行方向に身体をスムーズに推進させることができる。こ
れにより、スムーズな水中活動、水中作業を実現できる。
【０００９】
本発明に係る請求項２記載のスクリュー付き泳具は、エネルギー貯蔵部が、前記回転軸
の一方向への回転によりゼンマイバネを巻回して動力エネルギーを蓄積し、蓄積された動
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力エネルギーを前記ゼンマイバネの戻り力により取り出す構成であることを特徴とする。
ゼンマイバネを使用することで、エネルギー貯蔵部の構成を簡単で、かつ、耐久性あるも
のとすることができる。
【００１０】
本発明に係る請求項３記載のスクリュー付き泳具は、ゼンマイバネの上流側にトルクリ
ミッターが設けられていることを特徴とする。ゼンマイバネの上流側にトルクリミッター
が設けられることで、ゼンマイバネに過剰な回転トルクが掛かり、ゼンマイバネが破損す
ることを防止できる。
【００１１】
本発明に係る請求項４記載のスクリュー付き泳具は、引張りによって伸長されたワイヤ
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ーを張力で巻き戻すワイヤー巻き戻し機構部が設けられていることを特徴とする。ワイヤ
ー巻き戻し機構部により、引張りにより伸長されたワイヤーが、スムーズに巻き戻され、
速やかに次のワイヤーの引張り動作に備えることができる。
【００１２】
本発明に係る請求項５記載のスクリュー付き泳具は、回転軸の一方向への回転力の一部
を、動力エネルギーとしてエネルギー貯蔵部に蓄積すると同時に、回転力の残りを、スク
リュー側に伝達し、スクリューを回転させる構成であることを特徴とする。回転軸の一方
向への回転力の一部を、動力エネルギーとしてエネルギー貯蔵部に蓄積すると同時に、回
転力の残りを、スクリュー側に伝達し、スクリューを回転させる構成とすることにより、
エネルギー貯蔵部に動力エネルギーを蓄積する最中においても、スクリューを回転させて
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、常時、スクリュー回転による身体の推進力を得ることが可能である。
【００１３】
本発明に係る請求項６記載のスクリュー付き泳具は、ワイヤーの他端側にある回転軸回
転機構部が、腰部ベルトの腹部側中央付近に配置されていることを特徴とする。回転軸回
転機構部が腹部中央付近に配置されることで、足首より先に一端が係止されたワイヤーが
脚部を中心とした身体に触れなくすることができ、ワイヤーが身体に擦れて身体に損傷を
生じたり不快感を生じたりすることを防ぐことができる。
【００１４】
本発明に係る請求項７記載のスクリュー付き泳具は、バッテリーから供給される電力に
より前記スクリューを回転させるモーターと、当該モーターからの動力伝達と前記動力伝
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達機構からの動力伝達を切り替える切り替え機構部とをさらに具備してなることを特徴と
する。両足同時屈伸運動又は左右交互踏み足運動で脚部の筋肉が疲労した場合などは、ス
クリューの動力をバッテリーに切り替えることで、身体を継続して推進させ、継続して水
中活動や水中作業を行なうことができる。
【発明の効果】
【００１５】
以上説明したように、本発明に係るスクリュー付き泳具によると、足首の先に係止した
ワイヤーを、両足同時屈伸運動又は左右交互踏み足運動により、引張って、身体の中で最
も大きなパワーを発揮する脚力を運動用のエネルギーとしてエネルギー貯留部に蓄積する
ようにし、かつ、エネルギー貯留に蓄積した運動エネルギーを安定的に取り出して、スク
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リューを回転させることができ、抵抗の少ない安定した姿勢で身体を推進させることがで
き、これによって安定した水中活動、水中作業を実施できるという優れた効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
次に本発明に係るスクリュー付き泳具の最良の実施形態を、図面を参照して説明する。
図１は本発明に係るスクリュー付き泳具を身体の腰部に装着して水中活動をしている状態
を示す側面図、図２はその正面図である。同図において、符号１は身体、符号１０はスク
リュー付き泳具を示している。
【００１７】
スクリュー付き泳具１０は、ワイヤーを備える回転軸回転機構部２０と、エネルギー貯
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蔵部３０と、動力伝達機構部４０と、スクリュー推進機構部５０とを左右に一つずつ具備
してなり、各々が、身体１の腰部２に装着される泳具固定具７０の腰部ベルト７１に取付
けられている。
【００１８】
前記回転軸回転機構部２０は、図１および図３に示すように、身体１の両脚部３の各足
首３ａより先に掛止されたバンド２１にワイヤー２２の一端を係止し、両足同時屈伸運動
又は左右交互踏み足運動による、前記ワイヤー２２の引張り力により回転軸２５を一方向
（Ａ方向）に回転させるもので、両足屈伸運動又は左右交互踏み足運動の伸長動作に伴い
、ワイヤー２２が引張られながら巻き出される巻き出しユニット２３と、巻き出されたワ
イヤー２２が、両足屈伸運動又は左右交互踏み足運動の屈曲動作に伴い、張力で自動的に
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巻き戻される巻き戻しユニット（ワイヤー巻き戻し機構部）２４と、前記回転軸２５を回
転自在に軸支する回転軸保持部２０ａとから構成されている。
【００１９】
巻き出しユニット２４は、回転軸２５の一端にワイヤー２２が巻き付けられるプーリー
２６が回転軸２５と一体に連結されており、プーリー２６に巻き付けられたワイヤー２２
を巻き出して、回転軸２５に一方向（Ａ方向：図４の時計方向）への回転力を付与するよ
うになっている。また、巻き戻しユニット２４は、回転軸２５の他端にプーリー２７ａが
回転軸２５と一体に連結されており、回転軸２５の一方向（Ａ方向）への回転によりワイ
ヤー巻き戻し用ゼンマイバネ２８が、他方のプーリー２７ｂに巻回されるようになってい
る。そして、両足屈伸運動又は左右交互踏み足運動の屈曲動作に伴い、他方のプーリー２
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７ｂ側に巻回されたワイヤー巻き戻し用ゼンマイバネ２８の、プーリー２７ａ側への戻り
引張り力によって、回転軸２５を他方向（Ｂ方向：図４の半時計方向）にフリー回転させ
、これによって、巻き出されたワイヤー２２を自動的に巻き戻すようになっている。なお
、回転軸２５は、後述する一方向クラッチ４２によって、下流側の動力伝達軸４１に対し
、一方向（Ａ方向）への回転のみを伝達し、他方向（Ｂ方向）への回転は伝達せずにフリ
ー回転するようになっている。
【００２０】
エネルギー貯蔵部３０は、前記ワイヤー２２の引張り力による回転軸２５の一方向（Ａ
方向）への回転力を、動力エネルギーに変換して貯蔵するもので、前記回転軸２５からの
一方向（Ａ方向）への回転力を、いったんチューブ状の腰部ベルト７１内に通される動力
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伝達ワイヤー２９を介して、動力伝達機構部４０の動力伝達軸４１に伝達した後、動力伝
達軸４１の一方向（Ａ方向）への回転力を、一方向クラッチ４２を介して、エネルギー貯
蔵用ゼンマイバネ３１に伝達するようになっている。そして、エネルギー貯蔵用ゼンマイ
バネ３１が一方向（Ａ方向）へ巻回されることにより、動力エネルギーが同ゼンマイバネ
３１に蓄積されるようになっている。動力伝達ワイヤー２９と回転軸２５、動力伝達ワイ
ヤー２９と動力伝達軸４１は、それぞれフレキシブルジョイント２９ａ，２９ａを介して
連結されている。
【００２１】
一方向クラッチ４２は、図４に示すように、動力伝達軸４１と、その周囲に同軸的に配
置されるインナーハウジング４３との間に周方向等間隔に配置された扁平形状の規制爪４
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２ａの作用によって、動力伝達軸４１の一方向（Ａ方向）への回転力のみをインナーハウ
ジング４３に伝達し、動力伝達軸４１の他方向（Ｂ方向）への回転は伝達せず、フリー回
転する構成となっている。なお、一方向クラッチ４２の作用により、インナーハウジング
４３は、一方向（Ａ方向）へのみ回転し、他方向（Ｂ方向）へは回転しないようになって
いる。
【００２２】
インナーハウジング４３の外面には前記エネルギー貯蔵用ゼンマイバネ３１の一端が固
定され、同ゼンマイバネ３１の他端はインナーハウジング４３の外面に沿って周方向に螺
旋状に延びて伝達ハウジング４４の内面に固定されている。伝達ハウジング４４は、イン
ナーハウジング４３とアウターハウジング４５の間に位置して、アウターハウジング４５
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の内周面に軸受４６を介して、相対回転可能に支持されている。また、伝達ハウジング４
４の内周面とアウターハウジング４５の側壁との間には、それぞれ軸受４６、４６を介し
て、前記動力伝達軸４１が相対回転可能に軸支されている。
【００２３】
前記動力伝達軸４１の、一方向クラッチ４２よりも上流側には、トルクリミッター４７
が設けられており、回転軸２５側から許容値を超える回転トルクが動力伝達軸４１に伝達
されようとする場合には、回転軸２５からの伝達をトルクリミッター４７で遮断するよう
になっている。これにより、泳者の脚力によって過大な回転トルクが回転軸２５に作用し
ても、同回転トルクがトルクリミッター４７で遮断され、運動エネルギー貯蔵部３０およ
び動力伝達機構部４０に過大な負荷が掛からず、構成部品に破損が生じることを防ぐよう
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になっている。また、泳者の脚力によって左右のワイヤー２２，２２を引張ることにより
、回転軸回転機構部２０，２０を装着する泳具固定具７０の腰部ベルト７１にも下向きの
引張り力が掛かるが、身体１の肩部４から吊り下げられる吊り下げベルト７２（図２参照
）によって、腰部ベルト７１の位置が正常位置に保持されるようになっている。
【００２４】
伝達ハウジング４４の下流側には、遊星歯車機構から構成される増速機構部６０（図３
の点線６０で囲まれる部分）が連結されている。この増速機構部６０は、伝達ハウジング
４４の一方向（Ａ方向）への回転速度を増速して、スクリュー推進機構部５０に増速され
た回転力を伝達するもので、伝達ハウジング４４の出力軸４４ａに連結された回転板６１
に対し、回転自在な遊星歯車６２が軸支され、この遊星歯車６２は、伝達ハウジング４４

20

の一方向（Ａ方向）への回転によって、アウターハウジング４５の内周面に固定されたリ
ングギア６３の内周面に噛み合いながら、伝達ハウジング４４の出力軸４４ａと同軸線上
に位置する回転自在な太陽歯車６４の周囲を一方向（Ａ方向）に公転しながら、太陽歯車
６４を同一方向へ回転（自転）させ、太陽歯車６４に連結された出力軸６４ａを同一方向
へ増速された速度で回転させるようになっている。
【００２５】
太陽歯車６４に連結された出力軸６４ａはアウターハウジング４５の他方の側壁に軸受
４６を介して回転自在に支持されており、この出力軸６４ａの先端には、同出力軸６４ａ
と直角に配置されるスクリュー軸５１に対し、一方向（Ａ方向）への回転を伝達する一方
の傘歯車６５が一方向クラッチ６６を介して取り付けられている。一方向クラッチ６６は
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、太陽歯車６４の出力軸６４ａからの一方向（Ａ方向）への回転を傘歯車６５に伝達する
一方、後述するモーター５５の出力軸５５ａからの回転については傘歯車６５の上流側に
伝達しないようになっている。なお、一方向クラッチの代わりに、後述するモーター５５
の駆動電気信号を受けて、太陽歯車６４の出力軸６４ａと傘歯車６５の連結を解除する電
磁式クラッチを採用することも可能である。
【００２６】
スクリュー推進機構部５０は、スクリュー軸５１の先端のスクリュー５２を回転させて
、身体の推進力を得るもので、スクリュー軸５１には前記傘歯車６５と噛み合う他方の傘
歯車６７が取り付けられている。これにより、伝達ハウジング４４の出力軸４４ａからの
一方向（Ａ方向）への回転力が、傘歯車６５、６７を介して、スクリュー軸５１に伝達さ
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れ、スクリュー５２が一方向（図３のＣ方向）に回転するようになっている。なお、スク
リュー軸５１およびスクリュー５２は、筒状の保護カバー（図示せず）によって保護され
ている。
【００２７】
スクリュー軸５１の後端には、一方向クラッチ５３を介して、小型バッテリー５４を電
源として駆動されるモーター５５の出力軸５５ａが連結されている。このモーター５５は
、図１に示すように、傘歯車６７、一方向クラッチ５３と共に、モーターケース５６（図
１および図２参照）に内蔵されている。一方向クラッチ５３は、モーター５５の駆動によ
る出力軸５５ａからの一方向（Ｃ方向）への回転を、スクリュー軸５１に伝達する一方、
モーター５５を駆動させない時は、太陽歯車６４の出力軸６４ａ側の傘歯車６５からの一
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方向（Ａ方向）への回転を受けて傘歯車６７の回転を許容し、スクリュー軸５１に伝達す
るようになっている。すなわち、２つの傘歯車６５、６７と２つの一方向クラッチ６６、
５３は、モーター５５からの動力伝達と動力伝達機構部４０からの動力伝達を切り替える
切り替え機構部８０を構成している。なお、小型バッテリー５４は、腰部ベルト７１の腹
部側中央に配置したＯＮ／ＯＦＦスイッチ（図示せず）により電力の供給／停止を切り替
えるようになっており、かかる小型バッテリー５４は、泳具固定具７０の吊り下げベルト
７２の背中部７２ａに取付けられるようになっている。
【００２８】
次に、上記構成の泳具１０を身体１に装着して、水中で推進する方法について、説明す
る。
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【００２９】
水中において、図５（Ａ）に示す両足を屈曲した姿勢から、キック動作によって、図５
（Ｂ）に示す両足を伸長する姿勢に移行させると、ワイヤー２２が引張られて、巻き出し
ユニット２４から巻き出しされ、回転軸２５を一方向（Ａ方向）に回転させる。回転軸２
５の一方向（Ａ方向）への回転は、一方向クラッチ４２、インナーハウジング４３を介し
てエネルギー貯蔵部３０のエネルギー貯蔵用ゼンマイバネ３１を巻回させて動力エネルギ
ーを貯蔵させつつ、伝達ハウジング４４を一方向（Ａ方向）に回転させる。そして、伝達
ハウジング４４の一方向（Ａ方向）への回転は、増速機構部６０によって増速された後、
傘歯車６５、６７を介して、スクリュー推進機構部５０のスクリュー軸５１に伝達され、
身体１の腰部２の両脇に位置する一対の各スクリュー５２、５２を回転させ、身体１を前
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方へ推進させる。
【００３０】
ワイヤー２２の引張りが終わり、回転軸２５の一方向（Ａ方向）への回転が停止すると
略同時に、巻回されたエネルギー貯蔵用ゼンマイバネ３１が巻き出されて、蓄積された動
力エネルギーが供給されることにより、伝達ハウジング４４を継続して同一方向（Ａ方向
）に回転させ、上記と同じく、増速機構部６０によって増速された後、傘歯車６５、６７
を介して、スクリュー推進機構部５０のスクリュー軸５１を回転させ、各スクリュー５２
を継続して同一方向（Ｃ方向）に回転させ、身体１を前方へ継続して推進させる。図５（
Ｂ）に示す両足の伸長姿勢の場合、水に対する身体１の抵抗が最も少なく、身体１をスム
ーズにかつ効率よく推進させることができる。
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【００３１】
エネルギー貯蔵用ゼンマイバネ３１の巻き出しが終了し、蓄積された動力エネルギーを
供給し終わったら、再び、キック動作により、図５（Ａ）の両足の屈曲姿勢から、図５（
Ｂ）の両足の伸長姿勢に移行し、回転軸２３を一方向（Ａ方向）へ再び回転させて、エネ
ルギー貯蔵用ゼンマイバネ３１を巻回しつつ、伝達ハウジング４４の下流側に回転を伝達
し、腰部２の両脇のスクリュー５２，５２を一方向（Ｃ方向）に回転させ、身体１を前方
へ継続して推進させる。なお、図５（Ｂ）の両足の伸長姿勢から図５（Ａ）の両足の屈曲
姿勢に移行する時は、巻き戻しユニット２５の、ワイヤー巻き戻し用ゼンマイバネ２８の
戻り力によって、ワイヤー２２が巻き戻しユニット２５内に巻き戻される。
【００３２】
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以上のようにして、両足の屈曲姿勢から伸長動作によって、ワイヤー２２を引張りなが
ら、エネルギー貯蔵用ゼンマイバネ３１を巻回して動力エネルギーを貯蔵しつつ、スクリ
ュー５２、５２を回転させ、ワイヤー２２の引張り後は、エネルギー貯蔵用ゼンマイバネ
３１に貯蔵された動力エネルギーを取り出して、スクリュー５２、５２を継続的に回転さ
せ、これにより、身体１をスムーズに推進させるとともに、水中活動（手で撮影機を把持
しての水中撮影など）や、水中での物品搬送作業、人命救助等の各種作業に供することが
できる。
【００３３】
スクリュー５２を回転させる動力をモーター５５側に切り替える場合には、バッテリー
５４のスイッチをＯＮにするだけでよく、バッテリー５４からの電力によりモーター５５
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の出力軸５５ａが一方向（Ｃ方向）に回転して、一方向クラッチ５３を介して、回転をス
クリュー軸５１に伝達し、スクリュー５２を同一方向（Ｃ方向）に回転させ、身体１を推
進させることができる。なお、モーター５５の出力軸５５ａの一方向（Ｃ方向）への回転
により、傘歯車６５が従動的に一方向（Ａ方向）に回転するが、傘歯車６５と太陽歯車６
４の出力軸６４ａとの間に介在された一方向クラッチ６６の作用により、傘歯車６５の回
転は、太陽歯車６４の出力軸６４ａ側に伝達されることはない。
【産業上の利用可能性】
【００３４】
本発明に係るスクリュー付き泳具は、河川や海等で行われる水中活動や、水中での物品
搬送作業、人命救助等の水中作業等を補助するために用いられる泳具として、幅広く利用
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可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明のスクリュー付き泳具を装着して水中を推進する状況を横から見た状態を
示す図である。
【図２】図１に示す状況を正面から見た状態を示す図である。
【図３】図１に示すスクリュー付き泳具の動力メカニズムの構造を示す図である。
【図４】図３のＸ−Ｘ線矢視断面図である。
【図５】水中でのキック動作を示すもので、（Ａ）は両足を屈曲させた姿勢を示す図、（
Ｂ）は両足を伸ばした姿勢を示す図である。
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【符号の説明】
【００３６】
１

身体

２

腰部

３

脚部

３ａ
４

足首
肩部

１０

スクリュー付き泳具

２０

回転軸回転機構部

２０ａ

30

回転軸保持部

２１

バンド

２２

ワイヤー

２２ａ

ワイヤーの一端

２３

巻き出しユニット

２４

巻き戻しユニット（ワイヤー巻き戻し機構部）

２５

回転軸

２６，２７ａ，２７ｂ

プーリー

２８

ワイヤー巻き戻し用ゼンマイバネ

２９

動力伝達ワイヤー

２９ａ

フレキシブルジョイント

３０

エネルギー貯蔵部

３１

エネルギー貯蔵用ゼンマイバネ

４０

動力伝達機構部

４１

動力伝達軸

４２，５３，６６
４２ａ

一方向クラッチ

規制爪

４３

インナーハウジング

４４

伝達ハウジング

４４ａ，５５ａ，６４ａ
４５

40

アウターハウジング

出力軸
50
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４６

軸受

４７

トルクリミッター

５０

スクリュー推進機構部

５１

スクリュー軸

５２

スクリュー

５４

小型バッテリー

５５

モーター

５６

モーターケース

６０

増速機構部

６１

回転板

６２

遊星歯車

６３

リングギア

６４

太陽歯車

６５，６７

10

傘歯車

７０

泳具固定具

７１

腰部ベルト

７２

吊り下げベルト

７２ａ

背中部

８０

切り替え機構部

Ａ，Ｃ
Ｂ
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一方向

他方向

【図１】

【図２】
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【図５】

【図４】
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