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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】所望の場所に簡易に照明角度や照明方向を調整
して配置して電気スタンド様に用いることができる一方
、持ち運びに便利なように簡易にカンテラ様にセットし
て用いることもでき、それでいて全体的にコンパクトに
構成できる可搬型の照明具を提供する。
【解決手段】発光部１、電源部２及びそれら両者を連結
するアーム３を含んでおり、発光部１は正面１２部分に
光源１７を有しており、電源部２は充電放電可能な電池
及び太陽電池パネル２６を含んでおり、アーム３の突出
端部３１は、発光部１が、少なくとも、電源部２と間隔
Ｄを開けて隣り合わせた並列姿勢から電源部２の正面２
２部分の上方域へ立ち上がった姿勢にわたって旋回可能
に、且つ、発光部１の電源部２に対する立ち上がり角度
調整可能に、電源部２の上面２４側より下面２５側によ
り近い部分に連結されている可搬型照明具Ａ。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源を有する発光部、前記発光部へ電力供給する電源部及び前記発光部を前記電源部に
連結するアームを含んでおり、
　前記アームは、前記発光部から突出しており、前記発光部が該アームに支持されて前記
電源部のまわりに旋回できるように該アームの突出端部で該電源部に連結されており、
　前記発光部及び前記電源部はそれぞれ、左右の側面、該左右側面間の正背面及び上下面
を有しており、
　前記発光部は少なくとも正面部分に前記光源を有しており、
　前記電源部は充電放電可能な電池及び前記電池に充電する太陽電池パネルを含んでおり
、正面部分の少なくとも一部は前記太陽電池パネルの少なくとも一部で形成されており、
　前記アームの突出端部は、前記発光部が、少なくとも、該発光部の正面部分を前記電源
部の正面部分と同方向に向け、下面部分を前記電源部の上面部分に間隔を開けて隣り合わ
せた並列姿勢から前記電源部の正面部分の上方域へ立ち上がった姿勢にわたって旋回可能
に、且つ、該発光部の該電源部に対する立ち上がり角度調整可能に、前記電源部の上面側
より下面側により近い部分に連結されており、
　前記電源部は前記発光部のぶら下げ使用を可能にする把握部を兼ねているとともに前記
発光部の据え置きを可能にする発光部支持台を兼ねていることを特徴とする可搬型照明具
。
【請求項２】
　前記電源部はアダプタ接続部を有しており、前記アダプタ接続部に接続可能のアダプタ
を用いて外部電源から前記電池に充電可能な電源部である請求項１記載の可搬型照明具。
【請求項３】
　前記電源部は電力を外部へ供給可能とする電力供給用出力部を有しており、該電力供給
用出力部から外部機器へ電力供給可能である請求項１又は２記載の可搬型照明具。
【請求項４】
　前記発光部は前記光源として発光ダイオードを含んでいるとともに該発光ダイオードの
駆動回路及び該駆動回路の制御部を含んでおり、前記発光部及び前記電源部のいずれかに
前記電池電力を昇圧して前記駆動回路及び制御回路へ供給する昇圧回路が含まれている請
求項１、２又は３記載の可搬型照明具。
【請求項５】
　前記電源部は磁石吸着可能な他物体への吸着固定を可能にする磁石を備えている請求項
１から４のいずれか１項に記載の可搬型照明具。
【請求項６】
　前記電源部は他物体への螺子留め固定のための螺子留め用部を有している請求項１から
５のいずれか１項に記載の可搬型照明具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は持ち運び可能な携帯照明具として利用したり、所望の場所に場所変更可能に据
え置いて利用したりできる可搬型の照明具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　可搬型の照明具はこれまで様々なタイプのものが提案され、実用化されてきた。
　最も古い可搬型の照明具として乾電池で点灯可能な所謂懐中電灯を挙げることができる
が、その後、持ち運び可能な携帯照明具として利用したり、据え置いて利用したりできる
タイプの可搬型照明具も提案され、実用化されてきた。
【０００３】
　例えば、特開２０１０－７３３３４号公報には、常時は外部電源に接続可能な場所に据
え付けて外部電源からの電力で照明用ランプとして使用でき、停電時には電源を、内蔵し
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た非常用電源（例えば充電可能な二次電池）に切り替え、前記場所から取り外して懐中電
灯として使用できる携帯可能なＬＥＤ（発光ダイオード）ランプが記載されている。
【０００４】
　実用新案登録第３１６４９３１号公報には、ベース部からフレキシブルアームを立ち上
げ、該アームに光源を含む照明部を支持させ、該ベース部を所望場所に配置することで据
え置き型の照明装置として利用でき、該フレキシブルアームをベース部の外周に設けた溝
に巻き付けることで全体をコンパクト化して携帯型の照明装置としても利用できる携帯型
照明装置が記載されている。
【０００５】
　また、太陽電池を利用した照明装置も提案されており、例えば、特開２００８－１９２
５２９号公報には、電源として太陽電池と充電可能な二次電池を併用し、光源にＬＥＤを
採用した照明装置が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１０－７３３３４号公報
【特許文献２】実用新案登録第３１６４９３１号公報
【特許文献３】特開２００８－１９２５２９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特開２０１０－７３３３４号公報に記載の携帯可能なＬＥＤ（発光ダイ
オード）ランプは、常時は、外部電源に接続可能な場所に据え付けて外部電源からの電力
で照明用ランプとして用いるもので、常時の据え付け場所が外部電源に接続可能な場所に
限定される。
【０００８】
　前記実用新案登録第３１６４９３１号公報に記載の携帯型照明装置では、照明部がベー
ス部から立ち上げたフレキシブルアームに支持されているので、そのベース部をテーブル
等の場所に配置することで電気スタンドのように用いることができるようであるが、携帯
型の照明装置として用いるときには、そのフレキシブルアームをいちいちベース部に巻き
付け収容しなければならず、それに手間を要するし、フレキシブルアームの収容が不安定
になる恐れがある。
【０００９】
　特開２００８－１９２５２９号公報記載の照明装置は定位置に据え置いて使用するタイ
プのものでり、可搬型の照明装置ではない。
【００１０】
　そこで本発明は、例えばテーブルのような所望の場所に、簡易に照明角度や照明方向を
を調整して配置でき、それにより電気スタンドのように用いることができる一方、持ち運
びに便利なように簡易にカンテラ様にセットして用いることもでき、それでいて全体的に
コンパクトに構成できる可搬型の照明具を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、
　光源を有する発光部、前記発光部へ電力供給する電源部及び前記発光部を前記電源部に
連結するアームを含んでおり、
　前記アームは、前記発光部から突出しており、前記発光部が該アームに支持されて前記
電源部のまわりに旋回できるように該アームの突出端部で該電源部に連結されており、
　前記発光部及び前記電源部はそれぞれ、左右の側面、該左右側面間の正背面及び上下面
を有しており、
　前記発光部は少なくとも正面部分に前記光源を有しており、
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　前記電源部は充電放電可能な電池及び前記電池に充電する太陽電池パネルを含んでおり
、正面部分の少なくとも一部は前記太陽電池パネルの少なくとも一部で形成されており、
　前記アームの突出端部は、前記発光部が、少なくとも、該発光部の正面部分を前記電源
部の正面部分と同方向に向け、下面部分を前記電源部の上面部分に間隔を開けて隣り合わ
せた並列姿勢から前記電源部の正面部分の上方域へ立ち上がった姿勢にわたって旋回可能
に、且つ、該発光部の該電源部に対する立ち上がり角度調整可能に、前記電源部の上面側
より下面側により近い部分に連結されており、
　前記電源部は前記発光部のぶら下げ使用を可能にする把握部を兼ねているとともに前記
発光部の据え置きを可能にする発光部支持台を兼ねている可搬型照明具を提供する。
【００１２】
　本発明に係る可搬型照明具によると、電源部の電池は太陽電池パネルから充電すること
ができ、太陽電池パネルから電池に充電しておくことで、外部電源なしでも発光部に電力
供給して光源から発光させ、照明対象を照明することができる。
【００１３】
　本発明に係る可搬型照明具によると、例えば、前記発光部と前記電源部を、該発光部の
光源を有する正面部分を該電源部の正面部分と同方向に向け、該発光部の下面部分を該電
源部の上面部分に間隔を開けて隣り合わせた並列姿勢にセットすることで、全体を、前記
電源部を把持部としてそこから前記発光部がぶら下がったカンテラ様にセットして持ち運
び自在に使用することができる。
【００１４】
　また、前記電源部に対して前記発光部を前記アーム突出端部を中心部として旋回させて
該電源部の正面部分の上方域に該電源部に対して所望の立ち上がり角度で立ち上げ、該電
源部を発光部支持台としてテーブル等上に据え置くことで、全体として、発光部をテーブ
ル等上に据え置きして電気スタンド様に用いることができ、該発光部の該電源部に対する
立ち上がり角度を調整することで照明方向或いは照明角度を容易に調整することができる
。
【００１５】
　このように電気スタンド様にセットして用いる場合、前記発光部は前記アームに支持さ
れ、前記電源部の上面側より下面側により近い部分に連結されたアーム突出端部を中心部
として該電源部上方域へ立ち上がるので、該発光部の下面側の部分が該電源部の上面側の
部分にヒンジ連結されて両者がノート状に開閉できる場合や、前記アーム突出端部が前記
電源部の下面側より上面側により近い部分に連結されている場合と比較すると、電源部の
上方域の高い位置をとることができ、発光部の立ち上がり角度を調整できることと相まっ
て照明可能範囲が広くなり、使い易い。
【００１６】
　前記カンテラ様のセットや電気スタンド様のセットは、例えば前記特許文献２のような
携帯型照明装置と比較すれば分かるように、前記発光部と前記電源部を相対的に旋回させ
ることで簡単、容易に行うことができる。また、照明具全体をコンパクトに構成すること
ができる。
【００１７】
　本発明に係る照明具を電気スタンド様に用いる場合の前記電源部に対する前記発光部の
立ち上がり角度調整の容易化のため、安定化のために、例えば、前記アーム突出端部は、
発光部を電源部に対して強制的に旋回させることができるとともに所望立ち上がり角度を
保持させることができるタイプのトルクヒンジにより電源部に連結してもよい。
【００１８】
　前記電源部はアダプタ接続部を有しており、前記アダプタ接続部に接続可能のアダプタ
を用いて外部電源から前記電池に充電可能な電源部であってもよい。
　ここでアダプタとしては、外部電源を家庭用電源として、それに接続して用いるに適す
るＡＣアダプタや、外部電源を自動車電源として、それに接続して用いるに適するシガー
プラグ型のアダプタを例示できる。
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【００１９】
　前記電源部は異なる外部電源に対応できる複数種類のアダプタ接続部を有していてもよ
い。
【００２０】
　前記電源部は電力を外部へ供給可能とする電力供給用出力部を有しており、該電力供給
用出力部から外部機器へ電力供給可能である電源部であってもよい。
【００２１】
　前記電力供給用出力部としては、例えば、携帯電話、スマートフォン、携帯音楽プレー
ヤ等の外部機器へ電力供給できる出力部（例えばＵＳＢ端子を接続できる出力部）を挙げ
ることができる。
【００２２】
　前記発光部の光源としては、代表例としてＬＥＤ（発光ダイオード）を挙げることがで
きる。発光部は、ＬＥＤを採用する場合、該ＬＥＤの駆動回路及び該駆動回路の制御部を
含んでいてもよい。また、前記発光部及び前記電源部のいずれかに前記電池の電力（出力
）を昇圧して前記駆動回路及び制御回路へ供給する昇圧回路が含まれていてもよい。
【００２３】
　例えば、前記充放電可能な電池として一般的な、出力１．２Ｖの電池を２本採用する場
合において、それら電池出力２．４ＶをＬＥＤの駆動回路及び該駆動回路の制御部の駆動
に要求される５Ｖに昇圧する昇圧回路を採用する場合を挙げることができる。
【００２４】
　前記電源部は磁石吸着可能な他物体への吸着固定を可能にする磁石を備えていてもよい
。
　また、前記電源部は他物体への螺子留め固定のための螺子留め用部を有していてもよい
。
【発明の効果】
【００２５】
　以上説明したように本発明によると、例えばテーブルのような所望の場所に、簡易に照
明角度や照明方向を調整して配置でき、それにより電気スタンドのように用いることがで
きる一方、持ち運びに便利なように簡易にカンテラ様にセットして用いることもでき、そ
れでいて全体的にコンパクトに構成できる可搬型の照明具を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明に係る可搬型照明具の１例の正面図である。
【図２】図１の照明具の背面図である。
【図３】図１の照明具の右側面図である。
【図４】図１の照明具を電気スタンド様にセットした例の正面図である。
【図５】図４のようにセットされた照明具の右側面図である。
【図６】図１から図５に示す照明具の回路構成を概略的に示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、本発明に係る可搬型照明具の例を図面を参照して説明する。
　図１は可搬型照明具の１例Ａの正面図であり、図２は同照明具の背面図であり、図３は
同照明具の右側面図である。図６は照明具Ａの回路構成を概略的に示している。
【００２８】
　可搬型照明具Ａは発光部１と、発光部１へ電力供給する電源部２と、発光部１を電源部
２に連結する左右一対のアーム３を含んでいる。
【００２９】
　発光部１はケース１Ｃを含んでおり、これに種々の部品等を組み付けて構成したもので
あり、基本的には左右の側面１１並びに該左右側面間の正面１２、背面１３、上面１４及
び下面（底面）１５を有し、全体的に概ね直方体形状の外観を呈しており、それら面のそ
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れぞれは概ね平坦に形成されている。
【００３０】
　電源部２はケース２Ｃを含んでおり、これに種々の部品等を組み付けて構成したもので
あり、基本的には左右の側面２１並びに該左右側面間の正面２２、背面２３、上面２４及
び下面（底面）２５を有し、全体的に概ね直方体形状の外観を呈しており、それら面のそ
れぞれは概ね平坦に形成されている。
【００３１】
　なお、発光部１にしても、電源部２にしても、本発明に係る可搬型照明具を実現できる
のであれば、上記各面は平坦状に形成されている必要はなく、例えば、それら面のうち一
つ又は二つ以上において、例えば湾曲面状、波面状、山形を連ねた面状等の面を採用する
こともできる。
【００３２】
　発光部１には、正面透明カバー１６１で覆われた基板１６を設けてあり、該基板１６に
光源として複数の発光ダイオード（ＬＥＤ）１７を配列してある。
　発光ダイオード１７は正面側から視認可能に、換言すれば、正面前方へ光照射可能に基
板１６に搭載されている。基板１６の裏側には発光ダイオード駆動回路１７１が搭載され
ている（図６参照）。
【００３３】
　発光部１はさらに発光ダイオード駆動回路１７１の制御部Ｃｏｎｔを含んでいる（図６
参照）。また、発光ダイオード１７の点灯（オン）、消灯（オフ）や、点灯パターン（本
例では連続点灯、点滅）の切り換えのためのスイッチＳＷが正面部分の手動操作可能な部
位に設けられており、制御部Ｃｏｎｔに接続されている。
【００３４】
　発光部１には、さらに、昇圧回路１８が内蔵されており（図６参照）、ＬＥＤ駆動回路
１７１及び制御部Ｃｏｎｔはこの昇圧回路１８から電力供給されて動作することができる
。発光部１の基板１６には後述する充電完了表示発光ダイオード（充電完了ＬＥＤ）１９
も搭載されている。昇圧回路１８や充電完了ＬＥＤ１９については後ほどさらに説明する
。
【００３５】
　電源部２には、正面２２部分に太陽電池パネル２６が組み込まれており、内部に充電放
電可能な２本の電池（二次電池）２７及び降圧回路を兼ねる充電完了表示回路２８が内蔵
されている。それとは限定されないが、本例では電池２７は充電完了状態の一本の出力が
１．２Ｖのものであり、２本で２．４Ｖ出力するものである。
【００３６】
　電源部２の下面（底面）２５部分には、外部電源から電力供給を受けるためのアダプタ
接続部２９１及び発光部１に内蔵された昇圧回路１８に接続された外部機器への電力出力
部２９２が設けられている。
【００３７】
　アダプタ接続部２９１は、それとは限定されないが、本例では家庭用ＡＣ電源から電力
供給を受けるためのＡＣアダプタ（図示省略）の接続部と自動車のシガープラグ型の降圧
機能付きアダプタ（図示省略）の接続部とを兼ねており、いずれのアダプタが採用される
場合でも、電源部２はそのアダプタを介して電圧５Ｖの直流電力を受けることができる。
【００３８】
　出力部２９２は、それとは限定されないが、本例では、携帯電話、スマートフォン、携
帯音楽プレーヤ等の外部機器へ電力供給できる、ＵＳＢ端子を接続できる出力部である。
【００３９】
　接続部２９１及び出力部２９２は、使用しないときは開閉可能のカバー状蓋体２９０（
図１、図２参照）で覆っておくことができ、必要に応じ蓋体２９０を開けて用いることが
できる（図４参照）。
　発光部１と電源部２間の配線は、アーム３に設けた図示省略の中空部を利用して行われ
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る。
【００４０】
　以上説明した照明具Ａによると、電源部２の２本の電池２７を次のようにして充電する
ことができる。すなわち、太陽電池パネル２６により充電することができる。夜間時のよ
うに太陽電池パネル２６による発電を行えないときや、太陽電池パネル２６を使える昼間
等でも所望とあれば、ＡＣアダプタ（図示省略）を介して家庭用電源から、或いはシガー
プラグ型アダプタ（図示省略）を介して自動車電源からアダプタ接続部２９１で５Ｖ直流
電力を受けて充電することができる。
【００４１】
　太陽電池パネル２６から充電する場合であれ、アダプタ接続部２９１で５Ｖ直流電力を
受けて充電する場合であれ、充電のための電力は一旦、降圧回路を兼ねる充電完了表示回
路２８で電池充電可能な電圧へ降圧して電池充電に充てられる。
【００４２】
　電池２７の充電中でも、回路２８は発光部１の昇圧回路１８へ電力供給することができ
、発光部１においてスイッチＳＷを操作することで、発光ダイオード１７を点灯させるこ
とができる。
【００４３】
　電池２７の充電中は発光部１に設けた充電完了ＬＥＤ１９（本例では赤色）が点灯され
、電池２７の充電が完了すると、回路２８はＬＥＤ１９を消灯し、電源を電池２７へ切り
換える。
【００４４】
　電池２７からの出力（本例では２．４Ｖ）は昇圧回路１８で、ＬＥＤ駆動回路１７１及
び制御部Ｃｏｎｔの動作に適する５Ｖに昇圧され、ＬＥＤ駆動回路１７１及び制御部Ｃｏ
ｎｔは昇圧後の電力で動作することができる。
【００４５】
　いずれにしても、ＬＥＤ駆動回路１７１及び制御部Ｃｏｎｔに昇圧後の電力が供給され
る状態で、スイッチＳＷを、消灯した初期状態から一度押すことで発光ダイオード１７を
点灯させ、且つ、連続的に点灯させ、もう一度押すとことで発光ダイオード１７を点滅さ
せ、さらにもう一度押すことで発光ダイオードを消灯させることができる。
【００４６】
　照明具Ａの電源部２の背面２３側には、図２に示すように、二つの磁石３０が設けられ
ているとともに前記電池２７を取り出せるように開閉可能の蓋板２７１が設けられている
。磁石３０は電源部２を、ひいては照明具Ａを磁石吸着可能な他物体へ吸着固定させるこ
とができる磁石である。また、電源部２の上面２４の背面２３側の端部から他物体への螺
子留め固定のための螺子留め用部２０（螺子通し孔付き）を突設してある。
【００４７】
　発光部１を電源部２へ連結する一対のアーム３のそれぞれは、発光部１の側面１１部分
（本例ではケース１Ｃの側面部分）からそれと一体的に突出しており、アーム突出端部３
１で電源部２の側面２１部分（本例ではケース２Ｃの側面部分）における電源部上面２４
側より電源部下面２５側により近い部位にトルクヒンジＨで回動可能に連結されており、
それにより発光部１は電源部２に対して旋回することができるようになっている。
【００４８】
　トルクヒンジＨは、後述するように照明具Ａを電気スタンド様に用いる場合の電源部２
に対する発光部１の立ち上がり角度調整の容易化のため、姿勢安定化のために、発光部１
を電源部２に対して強制的に旋回させることができるとともに所望立ち上がり角度を保持
させることができるタイプのトルクヒンジである。
【００４９】
　発光部１と電源部２は、図１、図２に示すように発光部１の発光ダイオードのある正面
１２部分を電源部２の太陽電池パネルのある正面２２部分と同方向に向け、発光部下面１
５部分を電源部上面２４部分に間隔Ｄを開けて隣り合わせた並列姿勢をとることができる
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。間隔Ｄは少なくとも標準的体格の人が手指を通して電源部２を把持部として握ることが
できる間隔である。
【００５０】
　また、発光部１が電源部２に対して旋回して、図４及び図５に例示するように、発光部
１が電源部正面２２部分の上方域へ立ち上がった姿勢をとることができる。発光部１は、
少なくとも、前記並列姿勢から該立ち上がり姿勢にわたって電源部２に対して往復旋回可
能である。
【００５１】
　図４及び図５では、このように発光部１が電源部２の正面２２上方域に立ち上がり、電
源部２がその背面２３側を下に向けて例えばテーブルＴ上に載置されている様子を示して
いる。この状態では、前記のアダプタ接続部２９１や出力部２９２は視認しやく、接近し
やすい位置をとる。また、テーブルＴの上面が例えば磁石吸着可能な金属製面であれば、
背面磁石３０でそこに電源部２を吸着固定することができる。
【００５２】
　いずれにしても図４及び図５に示す状態では、照明具Ａは電気スタンド様になり、電源
部２は発光部１を支持する支持台として機能する。
　なお、電源部２は前記螺子留め用部２０を利用してテーブルＴや図示省略の壁面等に螺
子留め固定することもできる。
【００５３】
　照明具Ａによると、例えば、発光部１と電源部２を図１に示す並列姿勢にセットすると
もに発光部１と電源部２を図１の状態から倒立させ、電源部２を把持部としてそこから発
光部１をぶら下げた恰好とし、電源部２を手でもってカンテラ様に持ち運び自在に使用す
ることができる。
【００５４】
　また、例えば、図４及び図５に示すように、発光部１を電源部２に対して旋回させて立
ち上げ、電源部２を発光部の支持台様に用いてテーブル等上に据え置いて、全体として電
気スタンド様に使用することもできる。このとき、発光部１の電源部２に対する立ち上が
り角度を調整することで照明方向或いは照明角度を容易に調整することができる。
【００５５】
　このように電気スタンド様にセットして用いる場合、発光部１はアーム３に支持され、
電源部２の上面２４側より下面２５側により近い部分に連結されたアーム突出端部３１を
中心部として電源部上方域へ立ち上がるので、発光部１の下面１５側の部分が電源部２の
上面２４側の部分にヒンジ連結されて両者がノート状に開閉できる場合や、アーム突出端
部３１が電源部２の下面２５側より上面２４側により近い部分に連結されている場合と比
較すると、電源部２の上方域の高い位置をとることができ、発光部１の立ち上がり角度を
調整できることと相まって照明可能範囲が広くなり（照明範囲や照明角度、方向の選択幅
が大きくなり）、使い易い。
【００５６】
　カンテラ様のセットや電気スタンド様のセットは、発光部１と電源部２を相対的に旋回
させることで簡単、容易に行うことができる。また、照明具Ａ全体をコンパクトに構成す
ることも可能である。
【産業上の利用可能性】
【００５７】
　本発明はカンテラ様に使用したり、電気スタンド様に使用したりできる可搬型照明具を
提供することに利用できる。
【符号の説明】
【００５８】
Ａ　可搬型照明具
１　発光部
１１　側面
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１２　正面
１３　背面
１４　上面
１５　下面
１６１　正面透明カバー
１６　基板
１７　発光ダイオード
１７１　発光ダイオード駆動回路
Ｃｏｎｔ　制御部
ＳＷ　スイッチ
１８　昇圧回路
１９　充電完了表示発光ダイオード
２　電源部
２１　側面
２２　正面
２３　背面
２４　上面
２５　下面
２６　太陽電池パネル
２７　充電放電可能な電池
２７１　蓋体
２８　降圧回路を兼ねる充電完了表示回路
２９０　蓋体
２９１　アダプタ接続部
２９２　電力出力部
２０　螺子留め用部
３０　磁石
３　アーム
３１　アーム突出端部
Ｈ　トルクヒンジ
Ｄ　隙間
Ｔ　テーブル
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