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(57)【要約】
【課題】黒板とスクリーンとを一緒に使用しながら、使
用しないスクリーンを簡単な構造で邪魔にならない位置
に収納する。
【解決手段】黒板装置は、本体１に連結している黒板２
と、黒板２の背面に配設しているスクリーン３と、スク
リーン３と黒板２を互いに反対方向に上下に移動させる
上下機構４とを備える。上下機構４は、中間を本体１に
連結している傾動アーム５と、傾動アーム５の一端に連
結されて、スクリーン３の下縁に沿う第１のガイドレー
ル８に沿って転動する第１のローラ６と、傾動アーム５
の他端に連結している第２のローラ７と、黒板２の背面
に固定されて、傾動アーム５に連結している第２のロー
ラ７を水平方向に移動させる第２のガイドレール９とを
備える。黒板装置は、定位置においては、スクリーン３
を黒板２の背面に配置しており、黒板２が降下位置に下
げられると、傾動アーム５が傾動されてスクリーン３が
上昇位置に移動される。
【選択図】図１０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　垂直姿勢に保持されて上下に移動できるように本体(1)に連結している黒板(2)と、この
黒板(2)の背面に配設されると共に、垂直姿勢に保持されて上下に移動できるように本体(
1)に連結しているスクリーン(3)と、このスクリーン(3)と黒板(2)を互いに反対方向に上
下に移動させる上下機構(4)とを備え、
　上下機構(4)が、黒板(2)の背面にあって、垂直面内で傾動できるように中間を本体(1)
に連結している傾動アーム(5)と、この傾動アーム(5)の一端に回転できるように連結され
て、スクリーン(3)の下縁に沿う第１のガイドレール(8)に沿って転動する第１のローラ(6
)と、傾動アーム(5)の他端に回転できるように連結している第２のローラ(7)と、前記黒
板(2)の背面に固定されて、傾動アーム(5)に連結している第２のローラ(7)を水平方向に
移動させる第２のガイドレール(9)とを備えており、
　黒板(2)とスクリーン(3)とは、定位置にあってはスクリーン(3)を黒板(2)の背面に配置
しており、黒板(2)が降下位置に下げられると、傾動アーム(5)が傾動されてスクリーン(3
)が上昇位置に移動されるようにしてなる黒板装置。
【請求項２】
　上下機構(4)が、黒板(2)の背面の左右に配置している一対の傾動アーム(5)を備え、一
対の傾動アーム(5)でもって、黒板(2)とスクリーン(3)を垂直姿勢で上下に移動させる請
求項１に記載される黒板装置。
【請求項３】
　スクリーン(3)の下縁に沿う第１のガイドレール(8)がスクリーン(3)の下面で、第１の
ローラ(6)がスクリーン(3)の下面に沿って転動する請求項１に記載される黒板装置。
【請求項４】
　黒板(2)の背面に固定している第２のガイドレール(9)がコ字金具である請求項１に記載
される黒板装置。
【請求項５】
　黒板(2)の右又は左に、上下に移動できるようにサブ黒板(11)を設けている請求項１に
記載される黒板装置。
【請求項６】
　傾動アーム(5)が黒板(2)とスクリーン(3)との間に配置されてなる請求項１に記載され
る黒板装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スクリーンを設けている黒板装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　黒板にスクリーンを設けている黒板装置は開発されている（特許文献１参照）。この公
報に記載される黒板装置を図１に示す。この黒板装置は、黒板８１の上部に巻上スクリー
ン８２と地図掛８３を設置している。巻上スクリーン８２を使用する場合、あるいは地図
掛８３を使用する場合は、黒板上下移動装置（図示せず）を下げることによって、巻上ス
クリーン８２を降ろすことも、地図を地図掛８３のＳカン８４に掛けることも、フック棒
を用いることなく人間の手によって行うことが出来る。その後、黒板上下移動装置により
、黒板８１を上へあげれば映写の画面も地図もよく見える。
【０００３】
　以上の黒板装置は、スクリーンと黒板の両方を便利に使用できない。それは、スクリー
ンを降ろして使用するときには、スクリーンが黒板の表面の特定の部分をカバーして見え
なくするからである。黒板とスクリーンは一緒に使用して便利に使用できる。たとえば黒
板に記述する事項の具体例や、詳しい説明等をスクリーンに投影して説明することがある
からである。
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【０００４】
　この欠点を解消するために、スクリーンを主黒板に対して左右に移動できる黒板装置が
開発されている（特許文献２参照）。この公報に記載される黒板装置は、巻上スクリーン
を主黒板に対してレールで左右に移動できるようにしている。このため、巻上スクリーン
を左右に移動して、主黒板に対して相対的に移動できるようにしている。この構造は、ス
クリーンと主黒板の両方を一緒に使用するのに便利である。スクリーンが主黒板をカバー
する部分を変更できるからである。
【０００５】
　しかしながら、この構造の黒板装置は、使用しないときに巻上スクリーンを巻いて収納
するので、年数が経過するにしたがって、開いたスクリーンの表面に凹凸ができやすく理
想的な平面に保持するのが難しい欠点がある。とくに長時間巻いた状態で保管すると、所
定の曲率でまがりくせが付いて、完全な平面に広げるのが難しくなる。この欠点は、図１
に示す黒板装置においても同様である。
【０００６】
　さらに、この欠点を解消するために、スクリーンを主黒板の背面に収納する黒板装置が
開発されている（特許文献３参照）。この公報に記載される黒板装置は、黒板の両側に、
左右に引出しできるようにスクリーンに使用できる拡張ボードを設けている。この構造に
よると、スクリーンを使用するときには、拡張ボードを主黒板から横に引き出して使用で
きる。また、スクリーンを使用しないときは、主黒板の裏面に押し込んで収納できる。
【０００７】
　しかしながら、スクリーンを左右に引出する黒板装置は、スクリーンに映像を投影する
プロジェクターの位置を最適位置にできないという共通の欠点がある。たとえば、学校の
教室で黒板とスクリーンを使用する場合、教卓にプロジェクターを置いてスクリーンに投
影して便利に使用できる。ところが、黒板の左右に引き出されるスクリーンには、教室の
中央に設置される教卓のプロジェクターから綺麗に投影できない。黒板の側部にあるスク
リーンに綺麗に投影するには、教卓をスクリーンの前方まで移動させる必要がある。この
ため、プロジェクターを使用する毎に教卓を移動する必要があって便利に使用できない欠
点がある。
【０００８】
　本発明者は、この欠点を解決することを目的に図２に示す黒板装置を開発した（特許文
献４参照）。この黒板装置は、主黒板９１と、この主黒板９１の側部にあって、主黒板９
１を配置している面から前面に離して配置されて、主黒板９１との間に収納隙間９３を設
けている補助黒板９２と、収納隙間９３に出し入れできるように収納され、かつ収納隙間
９３から主黒板９１の前面に引き出しされ、かつ主黒板９１の前から収納隙間９３に収納
される引出スクリーン組立９４とを備える。引出スクリーン組立９４は、収納隙間９３か
ら引き出しできるように主黒板９１に連結してなる引出フレーム９６と、この引出フレー
ム９６の一方の側縁を中心として回動できるように引出フレーム９６に連結してなる傾動
フレーム９８と、この傾動フレーム９８の前面に配置してなるスクリーン９９とを備える
。この黒板装置は、傾動フレーム９８を引出フレーム９６と平行な姿勢として、引出スク
リーン組立９４を収納隙間９３に収納し、引出スクリーン組立９４を収納隙間９３から引
き出した状態で、傾動フレーム９８を傾動させてスクリーン９９を主黒板９１に対して所
定の角度に停止する。
【特許文献１】特開２００２－２９３０９１号公報
【特許文献２】実開昭６１－２８５９２号公報
【特許文献３】特開２０００－２２５７９７号公報
【特許文献４】特開２００５－３５１６３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　この黒板装置は、全体の構造が複雑になって製造コストが高くなる。また、引出スクリ
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ーンを水平方向に移動して、補助黒板の背面に設けている収納隙間から引き出す構造から
、全体の横幅が広くなる欠点がある。また、スクリーンを使用する状態では、スクリーン
が主黒板が前面に位置するので、主黒板とスクリーンを一緒に使用できない欠点があった
。
【００１０】
　本発明は、さらにこのような欠点を解決することを目的に開発されたもので、本発明の
大切な目的は、全体の構造を簡単にして製造コストを低減しながら、黒板とスクリーンと
を互いに反対方向に上下に移動でき、黒板とスクリーンとを一緒に使用しながら、使用し
ないスクリーンを邪魔にならない位置に収納できる黒板装置を提供することにある。
　また、本発明の他の大切な目的は、長い間使用しないで収納しても、表面に凹凸ができ
ることがなく、使用するときにスクリーンの表面を理想的な平面にでき、スクリーンの寿
命を著しく長くできる黒板装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の黒板装置は、前述の目的を達成するために以下の構成を備える。
　黒板装置は、垂直姿勢に保持されて上下に移動できるように本体１に連結している黒板
２と、この黒板２の背面に配設されて、垂直姿勢に保持されて上下に移動できるように本
体１に連結しているスクリーン３と、このスクリーン３と黒板２を互いに反対方向に上下
に移動させる上下機構４とを備える。上下機構４は、黒板２の背面にあって、垂直面内で
傾動できるように中間を本体１に連結している傾動アーム５と、この傾動アーム５の一端
に回転できるように連結されて、スクリーン３の下縁に沿う第１のガイドレール８に沿っ
て転動する第１のローラ６と、傾動アーム５の他端に回転できるように連結している第２
のローラ７と、黒板２の背面に固定されて、傾動アーム５に連結している第２のローラ７
を水平方向に移動させる第２のガイドレール９とを備える。黒板装置は、黒板２とスクリ
ーン３とを、定位置にあってはスクリーン３を黒板２の背面に配置しており、黒板２が降
下位置に下げられると、傾動アーム５が傾動されてスクリーン３が上昇位置に移動される
。
【００１２】
　本発明の黒板装置は、上下機構４が、黒板２の背面の左右に配置している一対の傾動ア
ーム５を備え、一対の傾動アーム５でもって、黒板２とスクリーン３を垂直姿勢で上下に
移動させることができる。
【００１３】
　本発明の黒板装置は、スクリーン３の下縁に沿う第１のガイドレール８をスクリーン３
の下面とし、第１のローラ６をスクリーン３の下面に沿って転動させることができる。
【００１４】
　本発明の黒板装置は、黒板２の背面に固定している第２のガイドレール９をコ字金具と
することができる。
【００１５】
　本発明の黒板装置は、黒板２の右又は左に、上下に移動できるようにサブ黒板１１を設
けることができる。
【００１６】
　本発明の黒板装置は、傾動アーム５を、黒板２とスクリーン３との間に配置することが
できる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明の黒板装置は、全体の構造を簡単にして製造コストを低減しながら、黒板とスク
リーンとを互いに反対方向に上下に移動して、黒板とスクリーンとを一緒に使用でき、し
かも使用しないスクリーンを邪魔にならない位置に収納できる特徴がある。それは、本発
明の黒板装置が、上下機構で黒板とスクリーンとを互いに上下反対方向に移動させると共
に、この上下機構が両端にローラを連結している傾動アームを傾動させて、黒板とスクリ
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ーンとを上下反対方向に移動させるからである。
【００１８】
　さらに、本発明の黒板装置は、従来のように巻上スクリーンとすることなく、黒板の背
面にスクリーンを配置するので、長い間使用しないで収納してもスクリーン表面に凹凸が
できることがなく、使用するときにスクリーンの表面を理想的な平面にでき、スクリーン
の寿命を著しく長くできる。しかも、本発明の黒板装置は、スクリーンを使用しないとき
には、スクリーンを黒板の背面に収納するので、使用しないときに平面状のスクリーンが
邪魔になることもない。また、スクリーンを使用しないときには、黒板の背面に収納する
ので、スクリーンが日に焼けたり、汚れたりするのを有効に防止できる特長もある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施例を図面に基づいて説明する。ただし、以下に示す実施例は、本発
明の技術思想を具体化するための黒板装置を例示するものであって、本発明は黒板装置を
以下のものに特定しない。
【００２０】
　さらに、この明細書は、特許請求の範囲を理解しやすいように、実施例に示される部材
に対応する番号を、「特許請求の範囲」および「課題を解決するための手段の欄」に示さ
れる部材に付記している。ただ、特許請求の範囲に示される部材を、実施例の部材に特定
するものでは決してない。
【００２１】
　図３ないし図７に示す黒板装置は、垂直姿勢に保持されて上下に移動できるように本体
１に連結している黒板２と、この黒板２の背面に配設されて、垂直姿勢に保持された上下
に移動できるように本体１に連結しているスクリーン３と、このスクリーン３と黒板２を
互いに反対方向に上下に移動される上下機構４とを備える。
【００２２】
　本体１は、箱形で前面に黒板２とサブ黒板１１を配置する大きさとしている。図の本体
１は、左側に黒板２とスクリーン３を前後に配置して、右側にサブ黒板１１を配置してい
る。さらに、図の本体１は、定位置にある黒板２とサブ黒板１１よりも下側の内部に、収
納スペース２５を設けている。この収納スペース２５は、前面に設けた引戸２６を開閉し
て、内部に種々の物品を便利に収納できる。
【００２３】
　サブ黒板１１は、上下に移動できるように本体１に連結している。このサブ黒板１１は
、図５に示すように、バランスウエイト１２でバランスして上下に移動される。バランス
ウエイト１２はサブ黒板１１と同じ重量で、滑車１３にかけている紐体１４を介して連結
されている。サブ黒板１１は左右の両端部に紐体１４を連結している。サブ黒板１１の左
右に連結している紐体１４は、本体１に回転できるように連結している滑車１３にかけら
れて、先端をバランスウエイト１２に連結している。さらに、図５の本体１は、サブ黒板
１１の背面に、モニタ１５の収納部１６を設けている。この本体１は、サブ黒板１１を降
下させて、収納部１６に配置するモニタ１５を外部に表出させて、モニタ１５を使用でき
る状態とする。
【００２４】
　さらに、図３ないし図５に示す本体１は、黒板２、スクリーン３及びサブ黒板１１を上
下方向に案内する上下レール１７を備える。上下レール１７は、黒板２、スクリーン３及
びサブ黒板１１の両側に位置して垂直姿勢で設けている。図３ないし図５に示す本体１は
、両側に設けた側部支柱１８の内面と、中央に設けた中央支柱１９の両側面に上下レール
１７を設けている。図の黒板装置は、向かって左半面に黒板２とスクリーン３を、右半面
にサブ黒板１１を配置しているので、左側の側部支柱１８の内面と中央支柱１９の左面に
は２列の上下レール１７を、右側の側部支柱１８の内面と中央支柱１９の右面には１列の
上下レール１７をそれぞれ設けている。これらの上下レール１７は、図８の拡大水平断面
図に示すように、断面形状をコ字とするレールである。黒板２、スクリーン３及びサブ黒
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板１１は、両側に昇降ローラ２０を連結しており、この昇降ローラ２０を上下レール１７
の内側で転動させて、上下に移動できる構造としている。黒板２とサブ黒板１１は、両側
部において、背面に突出する連結金具２１を固定すると共に、この連結金具２１から外側
に突出して、昇降ローラ２０を回転できるように連結している。スクリーン３は、両側面
から外側に突出して、昇降ローラ２０を回転できるように連結している。黒板２、スクリ
ーン３及びサブ黒板１１は、上下レール１７に沿って上下方向に正確に移動できるように
、片側に複数個の昇降ローラ２０を連結している。これらの昇降ローラ２０は、黒板２、
スクリーン３及びサブ黒板１１を上下に移動させる状態で、上下レール１７から外れるこ
となくレール内を移動できる位置に配設している。
【００２５】
　黒板２は、四角形の板状で前面に黒板塗料を塗布している。ところで、本明細書におい
て黒板は、チョークで文字や図形を書くものに加えて、フェルトペン等で文字や図形を書
くことができる白板を含む広い意味に使用する。黒板２は、前面を垂直面に位置される姿
勢として、左右をバランスして上下に移動できるように本体１に連結される。黒板２は、
本体１に垂直方向に設けた上下レール１７に沿って上下に移動するように連結される。
【００２６】
　スクリーン３は、黒板２とほぼ同じ大きさの四角形で、黒板２の背面に表面を垂直面に
位置させる姿勢として、左右をバランスして上下に移動できるように本体１に連結される
。このスクリーン３も、本体１に上下に設けた上下レール１７に沿って上下に移動できる
ように連結される。スクリーン３と黒板２との間には、上下機構４の傾動アーム５を配置
する隙間２２を設けている。
【００２７】
　上下機構４は、図６、図７、図９ないし図１１に示すように、黒板２の背面にあって、
垂直面内で傾動できるように中間の支点５ａを本体１に連結している傾動アーム５と、こ
の傾動アーム５の一端に回転できるように連結されて、スクリーン３の下縁に沿う第１の
ガイドレール８に沿って転動する第１のローラ６と、傾動アーム５の他端に回転できるよ
うに連結している第２のローラ７と、黒板２の背面に固定されて、傾動アーム５に連結し
ている第２のローラ７を水平方向に移動させる第２のガイドレール９とを備えている。
【００２８】
　図９ないし図１１の上下機構４は、黒板２の背面の左右に配置している一対の傾動アー
ム５を備える。一対の傾動アーム５は同じ形状で、黒板２とスクリーン３を上下に移動さ
せる。この黒板装置は、一対の傾動アーム５でもって、黒板２とスクリーン３の左右をバ
ランスして水平な姿勢で上下に移動できる。
【００２９】
　傾動アーム５は金属板で、回転軸１０を介して、支点５ａを本体１に連結している。図
６、図７、図９ないし図１１に示す黒板装置は、スクリーン３と黒板２との間の隙間２２
に、傾動アーム５の回転軸１０を連結して支持する垂直姿勢の支持支柱２３を設けている
。図の上下機構４は一対の傾動アーム５を備えているので、本体１には、各々の傾動アー
ム５を支持する支持支柱２３を所定の間隔で設けている。すなわち、一対の傾動アーム５
は、一対の支持支柱２３を介して本体１に連結している。傾動アーム５は、回転軸１０に
回転できるように支持支柱２３に連結され、あるいは傾動アーム５に回転軸１０を固定し
て、回転軸１０を回転できるように支持支柱２３に連結している。
【００３０】
　傾動アーム５は、垂直面内で回転して、黒板２とスクリーン３とを上下に移動させる。
したがって、回転軸１０は水平姿勢で本体１に連結される。回転軸１０が傾動アーム５を
本体１に連結する支点５ａの位置は、黒板２とスクリーン３の荷重を互いにバランスでき
る位置としている。すなわち、傾動アーム５のテコ比（ａ：ｂ）は、黒板２とスクリーン
３の重さの比率としている。たとえば、黒板２の重量をＷ１、スクリーン３の重量をＷ２
とするとき、Ｗ１：Ｗ２＝ａ：ｂとなるように、テコ比（ａ：ｂ）を特定している。すな
わち、テコ比（ａ：ｂ）は、重い側を短く、軽い側を長くして重量バランスしている。図
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の黒板装置は、黒板２をスクリーン３よりも重くしているので、図１０と図１１の傾動ア
ーム５のテコ比（ａ：ｂ）は、黒板側を短く、スクリーン側を長くしている。すなわち、
テコ比（ａ：ｂ）は、ａを大きく、ｂを小さくしている。この構造は、黒板２とスクリー
ン３の荷重を傾動アーム５でバランスするので、黒板２とスクリーン３を軽く移動でき、
また移動位置でバランスして停止できる。
【００３１】
　さらに、傾動アーム５のテコ比（ａ：ｂ）を、黒板側で短く、スクリーン側で長くする
構造は、スクリーン３と黒板２を、上下方向であって互いに反対方向に移動させるときに
、黒板２の移動距離ｄ１を小さくして、スクリーン３の移動距離ｄ２を大きくできる。す
なわち、黒板２を上下させる距離を小さくしながら、スクリーン３を上下させる距離を大
きくできる。この構造は、黒板２を移動させる距離を小さくしながら、簡単にスクリーン
３を上下に大きく移動できる。
【００３２】
　傾動アーム５は、傾動面２４に対して直交する軸を回転軸１０として、一端に第１のロ
ーラ６を、他端に第２のローラ７を、それぞれ回転できるように連結している。第１のロ
ーラ６と第２のローラ７は、表面又は全体をウレタンとするローラである。このローラは
、スムーズに、静かに第１のガイドレール８と第２のガイドレール９を転動する。図の傾
動アーム５は、スクリーン側の背面に突出するように第１のローラ６を連結して、黒板側
である前面に突出して第２のローラ７を連結している。この傾動アーム５は、傾動面２４
の後方でスクリーン３を上下に移動に移動させて、傾動面２４の前方で黒板２を上下に移
動させる。
【００３３】
　傾動アーム５の一端に設けた第１のローラ６は、スクリーン３に設けた第１のガイドレ
ール８を転動する。図の黒板装置は、スクリーン３の下面を第１のガイドレール８として
、第１のローラ６をスクリーン３の下面に沿って転動させる。この構造は、スクリーン３
の下縁をガイドレールに併用するので、専用のパーツとしてガイドレールをスクリーン３
に固定する必要がなく、構造を簡単にできる。第１のローラ６は、スクリーン３の下面に
あって、スクリーン３の荷重を支える。ただ、図示しないが、黒板装置は、スクリーンの
下面または下端部の前面に、断面形状をコ字状とするレールを固定して、第１のガイドレ
ールとすることもできる。
【００３４】
　傾動アーム５の他端に設けた第２のローラ７は、黒板２に設けた第２のガイドレール９
を転動する。第２のガイドレール９は、黒板２の背面に水平に固定される。この第２のガ
イドレール９は、金属板を断面形状がコ字状となるように加工したコ字金具である。この
形状第２のガイドレールは、第２のローラをレールから脱輪させることなく確実にレール
内で転動できる。第２のガイドレール９は、黒板２の背面側に開口するように、黒板２の
背面に水平に固定される。
【００３５】
　黒板２とスクリーン３とは、定位置にあってはスクリーン３を黒板２の背面に配置して
おり、黒板２が降下位置に下げられると、傾動アーム５が傾動されてスクリーン３が上昇
位置に移動される。
【００３６】
　以上の構造の上昇機構は、以下のようにして、黒板２を降下位置に、スクリーン３を上
昇位置に移動させる。
（１）図３と図６に示すように、黒板２とスクリーン３が定位置にある状態では、スクリ
ーン３は黒板２の背面に位置しており、正面からはスクリーン３が見えない状態にある。
このとき、上昇機構４は、図６と図１０に示すように、スクリーン３の下面である第１の
ガイドレール８が降下位置にあって、黒板２の背面に設けた第２のガイドレール９が上昇
位置にある。したがって、傾動アーム５は、一端に連結された第１のローラ６がスクリー
ン３の下面にあって降下位置にあり、他端に連結された第２のローラ７が第２のガイドレ
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ール９内にあって上昇位置にある。
（２）図４の矢印Ａで示すように、黒板２を降下させる。黒板２は、左右の両側部に設け
た上下レール１７に沿って降下する。黒板２は、両側部の背面に連結金具２１を介して昇
降ローラ２０を連結しており、この昇降ローラ２０を上下レール１７内で移動させながら
降下する。黒板２が降下すると、黒板２の背面に固定された第２のガイドレール９が、図
１０の矢印Ａで示す方向に降下する。
（３）降下する第２のガイドレール９は、傾動アーム５の一端に連結された第２のローラ
７を降下させる。降下する第２のローラ７は、傾動アーム５を、図１０の矢印Ｂで示すよ
うに、回転軸１０を中心として回動させる。このとき、第２のローラ７は、図１０の矢印
Ｄで示す水平方向に、第２のガイドレール９内を転動しながら降下する。さらに、傾動ア
ーム５が水平姿勢となるまで回動すると、第２のローラ７は、図１０の矢印Ｄと反対方向
に、第２のガイドレール９内を転動しながら降下する。
（４）回動する傾動アーム５は、図１０の矢印Ｃで示すように、他端に連結された第１の
ローラ６を上昇させる。このとき、第１のローラ６は、図１０の矢印Ｅで示す水平方向に
、第１のガイドレール８であるスクリーン３の下面を転動しながら上昇する。さらに、傾
動アーム５が水平姿勢となるまで回動すると、第１のローラ６は、図１０の矢印Ｅと反対
方向に、第２のガイドレール９を転動しながら上昇する。第１のガイドレール９を転動し
ながら上昇する第１のローラ６は、図４の矢印Ｂで示すように、スクリーン３を押し上げ
る。
（５）以上のようにして、黒板２が降下位置まで引き下げられて、スクリーン３が上昇位
置まで押し上げられる。
　この状態で、黒板２の上方に突出して表出するスクリーン３が使用される。また、降下
位置にある黒板２も使用できる。
【００３７】
　さらに、上昇機構４は、以下のようにして、黒板２とスクリーン３を定位置に戻す。
（１）図４の矢印Ａと反対方向に黒板２を引き上げる。黒板２が上昇すると、黒板２の背
面に固定された第２のガイドレール９が、図１１の矢印Ａで示す方向に上昇する。
（２）上昇する第２のガイドレール９は、傾動アーム５の一端に連結された第２のローラ
７を上昇させる。上昇する第２のローラ７は、傾動アーム５を、図１１の矢印Ｂで示すよ
うに、回転軸１０を中心として回動させる。このとき、第２のローラ７は、図１１の矢印
Ｄで示す水平方向に、第２のガイドレール９内を転動しながら上昇する。さらに、傾動ア
ーム５が水平姿勢となるまで回動すると、第２のローラ７は、図１１の矢印Ｄと反対方向
に、第２のガイドレール９内を転動しながら上昇する。
（３）回動する傾動アーム５は、図１１の矢印Ｃで示すように、他端に連結された第１の
ローラ６を降下させる。このとき、第１のローラ６は、図１１の矢印Ｅで示す水平方向に
、第１のガイドレール８であるスクリーン３の下面を転動しながら降下する。さらに、傾
動アーム５が水平姿勢となるまで回動すると、第１のローラ６は、図１１の矢印Ｅと反対
方向に、第２のガイドレール９を転動しながら降下する。第１のローラ６が第１のガイド
レール９を転動しながら降下すると、スクリーン３が自重で降下する。
（４）以上のようにして、黒板２とスクリーン３を定位置まで移動させる。
【産業上の利用可能性】
【００３８】
　本発明の黒板装置では、会議や授業、プレゼンテーション等において、黒板とスクリー
ンの両方を有効に活用して、極めて便利に使用できる。とくに、簡単な操作で、スクリー
ンを使用位置まで移動でき、またスクリーンを使用しないときには、邪魔にならない位置
にコンパクトに収納できる。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】従来の黒板装置の一例を示す正面図である。
【図２】本発明者が先に開発した黒板装置の水平断面図である。
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【図３】本発明の一実施例にかかる黒板装置の斜視図である。
【図４】図３に示す黒板装置の黒板を降下位置としてスクリーンを上昇位置とする状態を
示す斜視図である。
【図５】図３に示す黒板装置のサブ黒板を降下位置とする状態を示す斜視図である。
【図６】図３に示す黒板装置の左側部分の垂直断面図である。
【図７】図４に示す黒板装置の左側部分の垂直断面図である。
【図８】本体の中央支柱部分を示す拡大平面図である。
【図９】上昇機構を示す概略水平断面図である。
【図１０】黒板とスクリーンを定位置とする上昇機構を示す図である。
【図１１】黒板を降下位置としてスクリーンを上昇位置とする上昇機構を示す図である。
【符号の説明】
【００４０】
　　１…本体
　　２…黒板
　　３…スクリーン
　　４…上下機構
　　５…傾動アーム　　　　　　５ａ…支点
　　６…第１のローラ
　　７…第２のローラ
　　８…第１のガイドレール
　　９…第２のガイドレール
　１０…回転軸
　１１…サブ黒板
　１２…バランスウエイト
　１３…滑車
　１４…紐体
　１５…モニタ
　１６…収納部
　１７…上下レール
　１８…側部支柱
　１９…中央支柱
　２０…昇降ローラ
　２１…連結金具
　２２…隙間
　２３…支持支柱
　２４…傾動面
　２５…収納スペース
　２６…引戸
　８１…黒板
　８２…巻上スクリーン
　８３…地図掛
　８４…Ｓカン
　９１…主黒板
　９２…補助黒板
　９３…収納隙間
　９４…引出スクリーン組立
　９６…引出フレーム
　９８…傾動フレーム
　９９…スクリーン
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