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(54)【発明の名称】射出装置
(57)【要約】
【課題】簡単で安価な構成で無重量状態を検知できる射
出装置を提供する。
【解決手段】射出装置は供試体１を付勢するコイルバネ
２と、一端が供試体１に固定されているロープ１ａと、
互いに上下に対向し、ロープ１ａの他端を上下から挟持
する上側部材５及び下側部材２２と、上側部材５の上に
取り付けられている重量体３とを備えている。重量状態
のときには、供試体１がロープ１ａに引っ張られていて
コイルバネ２により付勢されている状態で、重量体３に
より上側部材５が下方に押されていてロープ１ａの他端
が上側部材５及び下側部材２２により挟持されている。
重量状態から無重量状態になったときに、重量体３によ
り上側部材５が押されなくなり、挟持が解除され、供試
体１はコイルバネ２により押されて射出される。
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【特許請求の範囲】

をさらに備えていることを特徴とする請求項３又は４に

【請求項１】

記載の射出装置。

重量状態から無重量状態になったときに

供試体を射出する射出装置であって、

【請求項６】

供試体を付勢する付勢手段と、

第１の磁性体と引き合う第２の磁性体とをさらに備えて

一端が供試体に固定されていて、前記付勢手段により供

おり、

試体が付勢されるよう供試体を引っ張るロープと、

前記第１の磁性体は、前記保持部材、前記伝達機構及び

互いに上下に対向し、前記ロープの他端に設けられた被

前記作用部材の内の少なくとも１つに設けられた作用部

挟持部を上下から挟持する上側部材及び下側部材と、

に固定されており、

前記上側部材の上に取り付けられている重量体と、
を備えており、

前記離間手段は、第１の磁性体と、この

この作用部は、重量状態から無重量状態になって保持部
10

材が供試体から離間すると、保持部材に連動して接合位

重量状態のときには、供試体がロープに引っ張られてい

置に移動し、

て付勢手段により付勢されている状態で、重量体により

前記第２の磁性体は、前記作用部が接合位置に位置して

上側部材が下方に押されていて被挟持部が上側部材及び

いるときに前記第１の磁性体と接触する位置に配置され

下側部材により挟持されており、

ており、

重量状態から無重量状態になったときに、重量体により

重量状態から無重量状態になると、供試体から離間する

上側部材が押されなくなり、被挟持部での挟持が解除さ

保持部材に連動して作用部が接合位置に移動し、そして

れ、供試体は付勢手段により押されて射出されることを

第１の磁性体と第２の磁性体が磁気的に接合し、この結

特徴とする射出装置。

果、保持部材が供試体から離間した状態に維持されるこ

【請求項２】

とを特徴とする請求項５に記載の射出装置。

前記射出装置は、供試体が射出される方

向が所望の方向に向くよう、前記付勢手段を方向付ける

20

【発明の詳細な説明】

配向機構をさらに備えていることを特徴とする請求項１

【０００１】

に記載の射出装置。

【発明の属する技術分野】本発明は、供試体を射出する

【請求項３】

射出装置に関する。特に、無重量環境下で供試体を所望

重量状態から無重量状態になったときに

供試体を射出する射出装置であって、

の初期速度で射出する射出装置に関する。

供試体を付勢する付勢手段と、

【０００２】

前記付勢手段により供試体が付勢された状態になるよ

【従来の技術】無重量環境下、例えば落下塔などを利用

う、供試体に力を加えて保持する保持部材と、

した無重量実験で実現される環境下では、供試体を所望

重量体と、

の初期速度で射出する射出装置がしばしば用いられる。

前記重量体が固定されており、重量状態のときに前記重

このような実験では、落下塔内で実験室を落下させ、無

量体により下方に力を加えられる作用部材と、

30

重量状態の実験室内で供試体を射出し、無重量状態での

前記作用部材に加えられる力を前記保持部材に伝達し

供試体の軌跡などを観測する。無重量状態が維持される

て、保持部材に供試体を保持させる伝達機構と、

時間は短いので、重量状態から無重量状態になると同時

を備えており、

に供試体が射出されることが必要とされている。

重量状態のときには、重量体により作用部材に加えられ

【０００３】従来の射出装置は、重量状態から無重量状

る力が伝達機構により保持部材に伝達されていて、供試

態になったときに信号を発信するセンサーを有してい

体は付勢手段により付勢された状態で保持部材により保

る。センサーからの信号は処理部に送られ、処理部はこ

持されており、

の信号に応じて射出装置に供試体を射出させる。

重量状態から無重量状態になったときに、重量体から保

【０００４】

持部材に伝達されていた力がなくなり、供試体は付勢手
段により押されて射出されることを特徴とする射出装

【発明が解決しようとする課題】上記のような従来の射
40

置。
【請求項４】

出装置は、無重量状態を検知するための構成が複雑であ
り、コストが高い。

前記射出装置は、供試体が射出される方

【０００５】本発明は、上記問題を鑑みてなされたもの

向が所望の方向に向くよう、前記付勢手段を方向付ける

であり、簡単で安価な構成で無重量状態を検知すること

配向機構をさらに備えていることを特徴とする請求項３

ができる射出装置を提供することを目的とする。

に記載の射出装置。

【０００６】

【請求項５】

前記保持部材は、重量状態のときに供試

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため

体に接していて、重量状態から無重量状態になったとき

に、本発明の請求項１に係わる射出装置は、重量状態か

に供試体から離間し、

ら無重量状態になったときに供試体を射出する射出装置

前記射出装置は、重量状態から無重量状態になった後に

であって、供試体を付勢する付勢手段と、一端が供試体

保持部材を供試体から離間した状態に維持する離間手段

50

に固定されていて、前記付勢手段により供試体が付勢さ

( 3 )
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れるよう供試体を引っ張るロープと、互いに上下に対向

になると、供試体から離間する保持部材に連動して作用

し、前記ロープの他端に設けられた被挟持部を上下から

部が接合位置に移動し、そして第１の磁性体と第２の磁

挟持する上側部材及び下側部材と、前記上側部材の上に

性体が磁気的に接合し、この結果、保持部材が供試体か

取り付けられている重量体と、を備えており、重量状態

ら離間した状態に維持される。

のときには、供試体がロープに引っ張られていて付勢手

【００１２】

段により付勢されている状態で、重量体により上側部材

【発明の実施の形態】図１〜図４を参照して、本発明の

が下方に押されていて被挟持部が上側部材及び下側部材

実施の形態に係わる射出装置を説明する。先ず、図１及

により挟持されており、重量状態から無重量状態になっ

び図２を参照して本発明の第１の実施の形態の射出装置

たときに、重量体により上側部材が押されなくなり、被
挟持部での挟持が解除され、供試体は付勢手段により押

を説明する。射出装置は、無重量環境下、例えば落下塔
10

などを利用した無重量実験で実現される環境下で供試体

されて射出される。

を射出するのに使用される。射出装置は重量状態から無

【０００７】本発明の請求項２に係わる射出装置では、

重量状態になったときに供試体を射出する。落下塔内で

前記射出装置は、供試体が射出される方向が所望の方向

実験室を落下させてこの実験室内に無重量環境を作り出

に向くよう、前記付勢手段を方向付ける配向機構をさら

す場合には、射出装置は、この実験室内に取り付けられ

に備えている。

る。

【０００８】本発明の請求項３に係わる射出装置は、重

【００１３】図１は重量状態のときの射出装置の概略的

量状態から無重量状態になったときに供試体を射出する

な側面図である。実験室内で固定された基台１０の下方

射出装置であって、供試体を付勢する付勢手段と、前記

に向いた面にはハウジング１１が固定されている。ハウ

付勢手段により供試体が付勢された状態になるよう、供

ジング１１は、所定の重量を有する重量体３を内蔵して

試体に力を加えて保持する保持部材と、重量体と、前記

20

いる。重量体３はハウジング１１内で自由に動くことが

重量体が固定されており、重量状態のときに前記重量体

できる。射出装置はコイルバネ２を有している。コイル

により下方に力を加えられる作用部材と、前記作用部材

バネ２は供試体１を付勢する付勢手段として用いられて

に加えられる力を前記保持部材に伝達して、保持部材に

いる。コイルバネ２はハウジング１１を囲むように配置

供試体を保持させる伝達機構と、を備えており、重量状

されている。コイルバネ２の収縮する方向は上下に向け

態のときには、重量体により作用部材に加えられる力が

られている。コイルバネ２の一端はハウジング１１に固

伝達機構により保持部材に伝達されていて、供試体は付

定されている。

勢手段により付勢された状態で保持部材により保持され

【００１４】本実施の形態では付勢手段としてコイルバ

ており、重量状態から無重量状態になったときに、重量

ネ２が用いられているが、本発明はこれに限定されな

体から保持部材に伝達されていた力がなくなり、供試体

い。例えば、付勢手段として板バネ、ゴムで形成された

は付勢手段により押されて射出される。

30

バネ、空気バネなどを用いても良い。コイルバネ２の他

【０００９】本発明の請求項４に係わる射出装置は、前

端には供試体１を押すための押し部材４が固定されてい

記射出装置は、供試体が射出される方向が所望の方向に

る。

向くよう、前記付勢手段を方向付ける配向機構をさらに

【００１５】供試体１にはロープ１ａの一端が固定され

備えている。

ている。ハウジング１１の底を形成する下側部材１２

【００１０】本発明の請求項５に係わる射出装置では、

と、押し部材４とにはそれぞれロープ１ａが通される通

前記保持部材は、重量状態のときに供試体に接してい

し孔１２ａ，４ａが形成されている。通し孔１２ａ，４

て、重量状態から無重量状態になったときに供試体から

ａは上下に並んでいる。ハウジング１１内には下側部材

離間し、前記射出装置は、重量状態から無重量状態にな

１２に対向している上側部材５が設けられている。上側

った後に保持部材を供試体から離間した状態に維持する
離間手段をさらに備えている。

部材５の上には重量体３が固定されている。通し孔１２
40

ａ，４ａに通されてハウジング１１内に導かれたロープ

【００１１】本発明の請求項６に係わる射出装置は、前

１ａの他端は、上側部材５と下側部材１２で上下から挟

記離間手段は、第１の磁性体と、この第１の磁性体と引

持される。尚、本実施の形態ではロープ１ａの他端自体

き合う第２の磁性体とをさらに備えており、前記第１の

が、上側部材５と下側部材１２で挟持される被挟持部と

磁性体は、前記保持部材、前記伝達機構及び前記作用部

して用いられている。

材の内の少なくとも１つに設けられた作用部に固定され

【００１６】挟持は重量状態のときに行われる。挟持の

ており、この作用部は、重量状態から無重量状態になっ

際、上側部材５は重量体３により下方に押されてロープ

て保持部材が供試体から離間すると、保持部材に連動し

１ａの他端に押し付けられる。上側部材５は柔軟性があ

て接合位置に移動し、前記第２の磁性体は、前記作用部

り、摩擦係数の大きな材料、例えばスポンジ、フェル

が接合位置に位置しているときに前記第１の磁性体と接

ト、ゴムなどで形成されている。上側部材５がロープ１

触する位置に配置されており、重量状態から無重量状態

50

ａの他端に押し付けられると、上側部材５は変形してロ

( 4 )
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ープ１ａの他端にフィットする。この結果、ロープ１ａ

実験で無重量実験開始時に電気信号をＯＮにしたい場合

の一端が比較的強い力で引っ張られる場合でも、ロープ

に使用するスイッチ装置などにも応用できる。

１ａの挟持が安定して強固になされる。尚、本実施の形

【００２３】次に、図３を参照して本発明の第２の実施

態では上側部材５と重量体３は別の材料で形成されてい

の形態の射出装置を説明する。図３は射出装置の概略的

るが、同じ材料で一体的に形成されていても良い。

な側面図である。落下塔内の実験室内で固定された基台

【００１７】次に、射出装置の動作を説明する。初め重

２０には上下に延びるシャフト２１を介して平板状の下

量状態のときに、図１に示されているように供試体１を

側部材２２が取り付けられている。下側部材２２はシャ

付勢した状態でロープ１ａの他端を上側部材５と下側部

フト２１を介して回転する。このとき、下側部材２２の

材１２で挟持させる。詳細には、先ず押し部材４をコイ
ルバネ２の弾性力に抗して押し上げ、押し上げた状態で

上面の向きは常に上方に維持される。下側部材２２には
10

ヒンジ２３を介して回動部材２４が取り付けられてい

保持する。次に、ロープ１ａを通し孔４ａ，１２ａに通

る。回動部材２４にはコイルバネ２の一端が固定されて

してロープ１ａの他端をハウジング１１内に導く。この

いる。コイルバネ２の他端には供試体１を押して射出す

後、ロープ１ａの他端の上に上側部材５を介して重量体

るための押し部材４が固定されている。ヒンジ２３周り

３を載置する。上述したように重量体３により上側部材

に回動部材２４が回動することで、コイルバネ２の収縮

５が下方に押され、この結果ロープ１ａの他端は上側部

方向、即ち供試体１が射出される方向を下方から横方向

材５と下側部材１２により挟持される。挟持の際、供試

を越えて上方まで向けることができる。さらに、下側部

体１が押し部材４に接近する、好ましくは供試体１が押

材２２が回転できるので、供試体１が射出される方向を

し部材４に接触するとともに、ロープ１ａが供試体１と

所望の方向に向けることができる。シャフト２１とヒン

下側部材１２の間でほぼ直線状に延びるようにする。挟

ジ２３はコイルバネ２を方向付ける配向機構を形成して

持の後、押し部材４の保持を解除する。解除すると、供

20

いる。

試体１がロープ１ａに引っ張られていてコイルバネ２に

【００２４】供試体１にはロープ１ａの一端が固定され

より付勢されている状態が実現される。この状態で、重

ている。押し部材４、回動部材２４及び下側部材２２に

量体３により上側部材５が下方に押されていてロープ１

はそれぞれロープ１ａが通される通し孔４ａ，２４ａ，

ａの他端が上側部材５及び下側部材１２により挟持され

２２ａが形成されている。下側部材２２の上面には重量

ている。

体３が載置される。重量体３の下には上側部材５が固定

【００１８】このとき、ロープ１ａにはロープ１ａの他

されている。通し孔４ａ，２４ａ，２２ａに通されて下

端を上側部材５と下側部材１２の間から引き出そうとす

側部材２２の上面に導かれたロープ１ａの他端は、上側

る力が働く。重量体３の重量は、この力に抗して強固に

部材５と下側部材２２で上下から挟持される。上側部材

ロープ１ａの挟持がなされるよう、十分大きく設定され

５は、第１の実施の形態と同様に、柔軟性があり、摩擦

ている。

30

係数の大きな材料で形成されており、挟持の際に変形し

【００１９】図２は無重量状態になったときの射出装置

てロープ１ａの他端にフィットする。

の概略的な側面図である。重量状態から無重量状態にな

【００２５】本実施の形態ではロープ１ａの他端自体

った時点、即ち実験開始時に、重量体３により上側部材

が、上側部材５と下側部材１２で挟持される被挟持部と

５が押されなくなり、ロープ１ａの他端での挟持が解除

して用いられているが、本発明はこれに限定されない。

され、供試体１はコイルバネ２により押し部材４を介し

例えば、被挟持部はロープ１ａの他端に固定され、摩擦

て押されて下方に射出される。

係数の大きな材料で形成された平板状部材で形成されて

【００２０】供試体１射出速度は、供試体１の質量など

いても良い。平板状部材が挟持されたときの接触面積は

に基づいて、コイルバネ２のバネ定数、実験開始時間前

ロープ１ａの他端自体が挟持されたときの接触面積より

のコイルバネ２の縮み量などを適切に選択することによ
り、任意に設定できる。

も大きい。従って、平板状部材を用いた場合、より安定
40

して強固に挟持が行われる。平板状部材及び通し孔４

【００２１】上述したように構成された射出装置を用い

ａ，２４ａ，２２ａのサイズは、平板状部材が容易に通

れば、実験開始時に落下塔などの無重量試験設備側か

し孔４ａ，２４ａ，２２ａを通過できるよう選択され

ら、電気的信号を何ら受け取ることなく射出を実行でき

る。

る。従って、簡単で安価な構成で無重量状態を検知する

【００２６】ロープ１ａの他端を挟持する上側部材５と

ことができる。また、実験開始時間を早められるのみな

下側部材１２の構成は上記に限定されない。テコを介し

らず、装置の信頼性を向上させることができる。

て重量体に働く重力を伝達し、これをロープ１ａの他端

【００２２】本実施の形態の射出装置では、実験開始時

を挟持する力として利用しても良い。例えば、互いにヒ

と同時にロープ１ａの挟持が解除される。即ち、本実施

ンジで結合された上側部材及び下側部材を用いても良

の形態の射出装置は重量の検知装置として機能すること

い。ヒンジ周りに上側部材を回動させると、上側部材と

を意味する。そのため、本実施の形態の射出装置はある

50

下側部材が互いに上下に対向する。ヒンジの近傍でロー

( 5 )
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プ１ａの他端を上側部材と下側部材で挟持し、上側部材

材６のさらに外側には、重量体３が固定された作用部材

の上に重量体を取り付ける。このとき、重量体をヒンジ

７が１つずつ配置されている。それぞれの作用部材７は

から離れた場所に取り付ける。このように上側部材と下

保持部材６から離間している。保持部材６と作用部材７

側部材を構成することにより、ロープ１ａの他端はテコ

は伝達部材８によりつながれている。保持部材６と作用

を用いない場合よりも強い力で挟まれるので、極めて強

部材７の間の距離、即ち伝達部材８の長さは適切に設定

固に挟持がなされる。

されている。作用部材７と伝達部材８は保持部材６とと

【００２７】次に、射出装置の動作を説明する。初め重

もにヒンジ３１ａ周りに回動する。

量状態のときに、シャフト２１とヒンジ２３を用いてコ

【００３４】それぞれの作用部材７の上側に設けられた

イルバネ２の収縮方向、即ち供試体１が射出される方向
を所望の方向に向ける。供試体１が射出される射出方向

作用部３２ａには第１の磁性体３２が１つずつ固定され
10

ている。それぞれの第１の磁性体３２の上方には基台３

を設定した後、ロープ１ａの他端を通し孔４ａ，２４

０に固定された第２の磁性体３３が配置されている。第

ａ，２２ａに通して下側部材２２の上面に導く。コイル

２の磁性体３３は第１の磁性体３２と引き合う。

バネ２を蓄勢した状態で保持する。ロープ１ａの他端を

【００３５】次に、射出装置の動作を説明する。初め重

たぐりよせると、供試体１が押し部材４に当接する。ロ

量状態のときに、両開きの扉を開くように保持部材６を

ープ１ａが張った状態でロープ１ａの他端を上側部材５

回動させて押し部材４を露出させる。ストッパ２ａの上

と下側部材１２で挟持させる。コイルバネ２の保持を解

下方向の長さを所定の長さに調節する。押し部材４を押

除すると、供試体１が付勢された状態で挟持がなされ

してコイルバネ２を縮めると、上述したように押し部材

る。

４がストッパ２ａに当接する。この結果、コイルバネ２

【００２８】重量状態から無重量状態になると、ロープ

は、所定の縮み量だけ縮む。次に、押し部材４の下に供

１ａの他端での挟持が解除され、供試体１はコイルバネ

20

試体１を位置させた後、扉を閉じるように保持部材６を

２により押し部材４を介して押されて射出される。この

回動させる。

とき、供試体１は上記のように設定された射出方向に射

【００３６】以上の動作が終了した時点で、保持部材６

出される。

は供試体１に接しており、伝達部材８はほぼ水平に延び

【００２９】本実施の形態の射出装置を用いれば、重量

ている。重量体３に重力が働くことで、作用部材７が重

状態から無重量状態になった時点で供試体１を所望の初

量体３により下方に力を加えられる。作用部材７に働く

速度で所望の方向に射出することができる。

力は伝達部材８とヒンジ３１ａを介して保持部材６に伝

【００３０】次に、図４（Ａ）及び図４（Ｂ）を参照し

達される。伝達部材８とヒンジ３１ａは伝達機構として

て本発明の第３の実施の形態の射出装置を説明する。図

用いられている。この力が保持部材６に伝達されると、

４（Ａ）は重量状態のときの射出装置の側面図である。

保持部材６は供試体１に力を加えて保持する。この結

落下塔内の実験室に固定された基台３０の下面にはコイ

30

果、供試体１はコイルバネ２により付勢された状態で保

ルバネ２の一端が固定されている。コイルバネ２の収縮

持される。

方向は下方に向けられている。コイルバネ２の他端には

【００３７】コイルバネ２のバネ定数と、供試体１が付

押し部材４が固定されている。

勢された状態で保持されたときのコイルバネ２の縮み量

【００３１】基台３０には、コイルバネ２の縮み量を調

は、供試体１が射出されるときの初速度に基づいて設定

節するためのストッパ２ａが固定されている。ストッパ

されている。重量体３の重量、伝達部材８の長さは、保

２ａは基台３０と押し部材４の間に配置されている。ス

持部材６により供試体１が付勢された状態で適正に保持

トッパ２ａの上下方向の長さは調節可能である。押し部

されるよう設定されている。

材４を押してコイルバネ２を縮めると、押し部材４はス

【００３８】重量状態から無重量状態になると、重量体

トッパ２ａに当接する。このとき、コイルバネ２の縮み
量は、ストッパ２ａの上下方向の長さに対応した量にな

３から保持部材６に伝達されていた力がなくなる。この
40

結果、供試体１はコイルバネ２により押され、保持部材

る。

６を押しのけて下方に射出される。

【００３２】押し部材４の両側には、重量状態のときに

【００３９】図４（Ｂ）は無重量状態になったときの射

押し部材４の下に配置される供試体１を保持する保持部

出装置の側面図である。押しのけられた保持部材６は供

材６がそれぞれ１つずつ配置されている。それぞれの保

試体１から離間する。離間する供試体１に連動して、作

持部材６は２つの支柱３１に設けられたヒンジ３１ａに

用部３２ａは所定の位置（以降、接合位置とする）に移

それぞれ回動可能に取り付けられている。支柱３１は基

動する。第２の磁性体３３は、作用部３２ａが接合位置

台３０に固定されている。回動する２つの保持部材６は

に位置しているときに、第１の磁性体３２と接触する位

両開きの扉のように押し部材４を両側から覆うことがで

置に配置されている。作用部３２ａの移動の結果、第１

きる。

の磁性体３２と第２の磁性体３３が磁気的に接合するの

【００３３】押し部材４の両側であって、２つの保持部

50

で、作用部３２ａは接合位置に保持される。この結果、

( 6 )
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保持部材６は供試体１から離間した状態に維持される。

【００４６】

第１の磁性体３２と第２の磁性体３３とは、保持部材６

【発明の効果】以上詳述したことから明らかなように、

を供試体１から離間した状態に維持する離間手段を形成

本発明に従った射出装置においては、簡単で安価な構成

している。

で無重量状態を検知することができる。

【００４０】本実施の形態の射出装置を用いれば、上記

【図面の簡単な説明】

第１及び第２の実施の形態のように、供試体１にロープ

【図１】本発明の第１の実施の形態における重量状態の

などの付属物を取り付ける必要がない。

ときの射出装置の概略的な側面図。

【００４１】本実施の形態では、伝達機構は伝達部材８

【図２】無重量状態になったときの図１の射出装置の概

とヒンジ３１ａを有しているが、本発明はこれに限定さ
れない。例えば、伝達機構は１以上のリンク、１以上の

略的な側面図。
10

【図３】本発明の第２の実施の形態における射出装置の

カムなど有していても良い。

概略的な側面図。

【００４２】また、本実施の形態では、コイルバネ２が

【図４】（Ａ）及び（Ｂ）は本発明の第３の実施の形態

伸びる方向は下方に向けられており、供試体１は下方に

における射出装置の概略的な側面図。（Ａ）は重量状態

射出されるが、本発明はこれに限定されない。例えば、

のとき。（Ｂ）は無重量状態になったとき。

コイルバネ２が伸びる方向は斜め下方に向けられていて

【符号の説明】

も良い。この場合も本実施の形態と同様の保持部材、伝

１ 供試体

達機構、作用部材及び重量体を用いることができる。ま

１ａ

た、コイルバネ２が伸びる方向は上方に向けられていて

２ コイルバネ（付勢手段）

も良い。この場合、重量体から伝達機構により保持部材

２ａ

に力が伝達されると、保持部材が供試体１を下方に押す

20

ロープ
ストッパ

３ 重量体

ように、保持部材、伝達機構、作用部材及び重量体は構

４ 押し部材

成される。

５ 上側部材

【００４３】また、本実施の形態の射出装置は、第２の

６ 保持部材

実施の形態と同様に、コイルバネ２を方向付ける配向機

７ 作用部材

構を備えていても良い。例えば、基台３０に取り付けら

８ 伝達部材（伝達機構）

れ、これを回動させる可動機構を備えていても良い。

１２

下側部材

【００４４】また、本実施の形態では、作用部３２ａは

２１

シャフト（配向機構）

作用部材７に設けられているが、本発明はこれに限定さ

２２

下側部材

れるものではない。例えば、保持部材又は伝達機構に設

２３

ヒンジ（配向機構）

けられていても良い。また、保持部材、伝達機構及び作

30

３１ａ

用部材に複数設けられていても良い。

３２

【００４５】尚、本発明は上述した実施の形態に限定さ

３２ａ

れるものではなく、発明の趣旨を逸脱しない範囲内にお

３３

いて種々の変形や応用が可能であることは勿論である。
【図１】

ヒンジ（伝達機構）
第１の磁性体（離間手段）
作用部
第２の磁性体（離間手段）

( 7 )

【図２】
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【図３】
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【図４】
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