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(57)【要約】
　クランプ装置（１０）は、中を細長い部品（１００）
が延出することが可能な通路（３４）を規定している本
体（１２）を有している。クランプ部材（１６）が、細
長い部品をクランプするように前記通路に配設され、部
品（１００）を夫々クランプ及び開放するためのクラン
プ及び開放状態の間で移動可能である。付勢手段（１４
）は、クランプ部材（１６）をクランプ状態に付勢する
ためのばね（２０）を有している。前記ばねは、クラン
プ部材（１６）を解放状態に付勢する解放形状に変形さ
れ得る。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　中を細長い部品が延出することが可能な通路を規定している本体と、細長い部品をクラ
ンプするように前記通路に配設され、細長い部品を夫々クランプ及び開放するためのクラ
ンプ及び開放状態の間で移動可能なクランプ部材と、クランプ部材をクランプ状態に付勢
するためのばねを有する付勢手段とを具備し、前記ばねは、クランプ部材を解放状態に付
勢する解放形状に変形され得る、クランプ装置。
【請求項２】
　前記ばねは、前記クランプ状態と解放状態との間のクランプ部材の移動の方向を横切る
方向で、ばねに解放力を与えることにより前記解放形状に変形可能であり、前記ばねへ解
放力を与えることにより、ばねがクランプ部材を解放状態に押すことを可能にしている、
請求項１のクランプ装置。
【請求項３】
　前記ばねは、前記本体の方向にばねに解放力を与えることにより、解放形状に変形可能
である請求項２のクランプ装置。
【請求項４】
　前記ばねは、前記本体の外へと延びており、使用者が指でばねを押すことにより、ばね
に解放力を使用者が与えることを可能にしている請求項１乃至３のいずれか１のクランプ
装置。
【請求項５】
　前記付勢手段は、前記ばねに取着された支持台を有しており、この支持台は、前記クラ
ンプ部材を支持している請求項１乃至４のいずれか１のクランプ装置。
【請求項６】
　前記支持台は、前記クランプ部材が入れられるスベースを規定している請求項５のクラ
ンプ装置。
【請求項７】
　このクランプ装置は、更に、前記付勢手段を前記本体に留める留め手段を具備し、この
留め手段は、留め部を有しており、また、前記本体は、前記留め部と共働して前記付勢手
段を前記本体に留める共働手段を有している請求項５又は６のクランプ装置。
【請求項８】
　前記共働手段は、前記留め部を保持するための保持成形部を有し、この保持成形部は、
留め部を中に受けるように前記本体に形成された開口部もしくは凹所であり、また、前記
付勢手段は、前記留め部を有している請求項７のクランプ装置。
【請求項９】
　前記保持成形部は、前記留め部を中に受けるスロットである請求項７又は８のクランプ
装置。
【請求項１０】
　前記スロットは、上方に面したスロットか、側方に面したスロットである請求項９のク
ランプ装置。
【請求項１１】
　前記前記留め部は、ほぼ平たい請求項７乃至１０のいずれか１のクランプ装置。
【請求項１２】
　前記付勢手段は、更なるばねを有して、１対のばねを構成しており、各ばねは、前記支
持台に取着されている請求項７乃至１１のいずれか１のクランプ装置。
【請求項１３】
　前記留め部は、前記１対のばね間に延びて、前記ばねを互いに接続させる接続部材を構
成している請求項１２のクランプ装置。
【請求項１４】
　前記ばねの一方もしくは各々は、前記本体から外方に湾曲した細長く湾曲した部材であ
り、前記付勢手段は、前記クランプ部材を前記解放状態に動かすように、前記１対のばね
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を互いに接近するように押すことにより、変形され得る請求項１乃至１３のいずれか１の
クランプ装置。
【請求項１５】
　前記付勢手段は、リング形状である請求項１乃至１４のいずれか１のクランプ装置。
【請求項１６】
　前記クランプ部材は、ローラもしくは楔を有している請求項１乃至１５のいずれか１の
クランプ装置。
【請求項１７】
　前記ローラは、円柱部材もしくはボールの形態である請求項１６のクランプ装置。
【請求項１８】
　前記本体は、前記通路を規制し、互いに対向した第１及び第２の壁面を有し、この第２
の壁面は、前記第１の壁面に対して鋭角をなして延びており、また、前記クランプ部材は
、細長い部品を前記第１の壁面に対してクランプさせるように移動可能である、請求項１
乃至１７のいずれか１のクランプ装置。
【請求項１９】
　前記クランプ部材は、前記解放状態からクランプ状態へと前記通路に沿って移動可能で
あり、また、前記支持台は、前記第１の壁面にほぼ平行な第１の面と、前記第２の壁面に
ほぼ平行な第２の面とを有している請求項１８のクランプ装置。
【請求項２０】
　前記第２の壁面は、前記クランプ部材が前記解放状態からクランプ状態へと移動する方
向で、第１の壁面に向かって傾斜している請求項１８又は１９のクランプ装置。
【請求項２１】
　このクランプ装置を補助部材に取着させるための取着手段を具備する請求項１乃至２０
のいずれか１のクランプ装置。
【請求項２２】
　前記取着手段は、前記補助部材の突出部を受け入れ可能な凹所を有し、この凹所は、前
記本体に形成されている請求項２１のクランプ装置。
【請求項２３】
　前記取着手段は、前記補助部材に形成された凹所中に受け入れられ得る突出部を有して
いる請求項２１のクランプ装置。
【請求項２４】
　添付の図面を参照して記載されたようなクランプ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願発明は、クランプ装置に関する。特に、しかし限定はされないが、本願発明は、ワ
イヤ、ワイヤロープ、等の細長い部材をクランプするためのクランプ装置に関する。本願
発明の実施の形態は、付勢手段によりクランプ状態に付勢されるクランプ部材を有するク
ランプ装置に関する。
【０００２】
　ワイヤ、ワイヤロープ、等をクランプするためのクランプ装置は、知られている。例え
ば、特許明細書No.GB2240581は、通路を備えた本体と、この通路内のワイヤをクランプす
るためのクランプ部材とを有しているコネクタを開示してる。しかし、ワイヤの開放は、
ワイヤを操作することによってしかできない。
【発明の概要】
【０００３】
　本願発明の一態様に係われば、中を細長い部品が延出することが可能な通路を規定して
いる本体と、細長い部品をクランプするように前記通路に配設され、細長い部品を夫々ク
ランプ及び開放するためのクランプ及び開放状態の間で移動可能なクランプ部材と、クラ
ンプ部材をクランプ状態に付勢するためのばねを有する付勢手段とを具備し、前記ばねは
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、クランプ部材を解放状態に付勢する解放形状に変形され得るクランプ装置が、提供され
る。
【０００４】
　本願発明の他の態様に係われば、中を細長い部品が延出することが可能な通路を規定し
ている本体と、細長い部品をクランプするように前記通路に配設され、細長い部品をクラ
ンプするためのクランプ状態と、細長い部品を開放するための開放状態との間で移動可能
なクランプ部材と、付勢手段とを具備し、付勢手段は、クランプ部材をクランプ状態に付
勢するためのばねを有するクランプ装置が、提供される。
【０００５】
　前記付勢手段は、前記クランプ部材を開放状態に付勢するための開放手段を構成し得る
。前記ばねは、テンションばねで構成され得る。このばねは、ばねに解放力を与えること
により、変形形状に変形され得る。
【０００６】
　好ましくは、前記ばねは、前記クランプ状態と解放状態との間のクランプ部材の移動の
方向を横切る方向で、ばねに解放力を与えることにより前記解放形状に変形可能であり得
る。前記解放力は、前記本体の方向に与えられ得る。ばねの変形は、好ましくも、クラン
プ部材を開放状態に付勢する。
【０００７】
　ここで記載されている一実施の形態において、ばねへの開放力の付与により、ばねは、
クランプ部材を開放状態に押すことができる。
【０００８】
　前記ばねは、前記本体の外へと延び得、例えば、使用者が指でばねを押すことにより、
ばねに解放力を使用者が与えることを可能にしている。
【０００９】
　前記付勢手段は、前記クランプ部材を保持することが可能である。この付勢手段は、前
記ばねに取着された支持台を有し得、この支持台は、前記クランプ部材を支持している。
また、この支持台は、前記クランプ部材が入れられるスベースを規定し得る。
【００１０】
　このクランプ装置は、更に、前記付勢手段を前記本体に留める留め手段を具備し得る。
この留め手段は、留め部を有し得、また、前記本体は、前記留め部と共働して前記付勢手
段を前記本体に留める共働手段を有し得る。
【００１１】
　前記共働手段は、前記留め部を保持するための保持成形部を有し得る。この保持成形部
は、留め部を中に受ける開口部もしくは凹所であり得る。前記開口部もしくは凹所は、前
記本体に形成され得る。また、前記付勢手段は、前記留め部を有し得る。第１の実施の形
態では、前記留め部は、取着部材により前記ばねに取着され得る。
【００１２】
　前記保持成形部は、前記留め部を中に受けるスロットであり得る。一実施の形態では、
このスロットは、上方に面したスロットであり得る。他の実施の形態では、このスロット
は、側方に面したスロットであり得る。
【００１３】
　前記付勢手段は、更なるばねを有し得、１対のばねを構成している。この更なるばねは
、テンションばねであり得る。各ばねは、前記支持台に取着され得る。留め部材は、取着
部材により、両ばねに取着され得る。一方もしくは各々のばねは、前記本体から外方に延
出され得る。一方もしくは各々のばねは、実質的に平たい片で良い細長いストリップを有
し得る。
【００１４】
　第２の実施の形態では、前記留め部は、前記１対のばね間に延びて、前記ばねを互いに
接続させる接続部材を有し得る。この接続部材は、実質的に平たくて良い。
【００１５】
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　一方のもしくは各々のばねは、細長く湾曲された部材であり得る。前記湾曲された部材
は、前記本体から外方向かって湾曲され得る。前記付勢手段は、リング形状で良い。一方
のもしくは各々のばねは、平たいばねで構成され得る。
【００１６】
　前記付勢手段は、前記１対のばねを互いに接近するように押すことにより、変形され得
る。両ばねは、前記クランプ部材を前記解放状態に動かすように、前記本体に向かって押
され得る。
【００１７】
　前記クランプ部材は、円筒部材もしくはボールの形状で良いローラを有し得る。代わっ
て、前記クランプ部材は、楔を有し得る。
【００１８】
　前記本体は、前記通路を部分的に規定している第１の壁面を有し得る。前記クランプ部
材は、前記第１の壁面にほぼ平行に移動し得る。クランプ部材は、第１の壁面に対して細
長い部品をクランプさせることができる。
【００１９】
　前記本体は、前記通路を部分的に規定し、前記第１の壁面に対して鋭角をなして延出し
ている第２の壁面を有し得る。クランプ部材は、前記解放状態からクランプ状態へと前記
通路に沿って移動可能である。前記支持台は、前記第１の壁面に実質的に平行な第１の面
と、前記第２の壁面に実質的に平行な第２の面とを有し得る。
【００２０】
　前記第２の壁面は、前記クランプ部材が前記第１の壁面に物品をクランプさせるときに
、クランプ部材に相互作用力を与える相互作用壁面で良い。この第２の壁面は、前記クラ
ンプ部材が前記解放状態からクランプ状態へと移動する方向で、第１の壁面に向かって傾
斜し得る。
【００２１】
　一方のもしくは各々のばねは、プラスチック材により形成され得る。
【００２２】
　このクランプ装置は、補助部材に取着させるための取着手段を有し得る。一実施の形態
では、この取着手段は、補助装置の一部により受け入れられるように構成され得るか、補
助装置の一部を受け入れるように構成され得る取着部を有し得る。
【００２３】
　他の実施の形態では、前記取着手段は、補助部材の突出部を受け入れ可能な凹所を有し
得る。この凹所は、前記本体に形成され得る。代わって、前記取着手段は、前記補助部材
に形成された凹所中に受け入れられ得る突出部を有し得る。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】図１は、クランプ装置の第１の実施の形態の正面図である。
【図２】図２は、図１のII - II線に沿った断面図である。
【図３】図３は、クランプ装置の第１の実施の形態の側面図である。
【図４Ａ】図４Ａは、クランプ状態のクランプ部材を示す、図３のIV - IV線に沿った断
面図である。
【図４Ｂ】図４Ｂは、図４Ａとは、類似している、解放状態のクランプ部材を示す図であ
る。
【図５】図５は、クランプ装置の第１の実施の形態の分解図である。
【図６】図６は、クランプ装置の第２の実施の形態の斜視図である。
【図７】図７は、クランプ装置の第２の実施の形態の分解図である。
【図８Ａ】図８Ａは、クランプ状態でのクランプ部材を示す、図６のVIII - VIII線に沿
った断面図である。
【図８Ｂ】図８Ｂは、図８Ａと類似した図であるが、解放状態でのクランプ部材を示す。
【図９】図９は、図６のIX - IX線に沿った断面図である。
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【発明を実施するための形態】
【００２５】
　図面の図１乃至８を参照すると、ワイヤ、ワイヤロープ、等の形態の細長い物品１００
をクランプするためのクランプ装置１０が示されている。このクランプ装置１０は、本体
１２と、付勢手段１４と、前記本体１２の中の細長い物品をクランプするためのクランプ
部材１６とを有している。
【００２６】
　前記クランプ部材１６は、図４Ａに示されているクランプ状態から図４ｂに示されてい
る解放状態へと移動可能である。
【００２７】
　ここに示されている実施の形態では、前記クランプ部材１６は、円柱形のローラの形態
である。
【００２８】
　前記付勢手段１４は、テンションばねの形態の１対のばね２０により形成されているリ
ング１８を有している。各ばね２０は、図１、４Ａ、４Ｂに最も良く示されているように
、本体１２から外方に湾曲した細長い湾曲部材の形態である。また、各ばね２０は、実質
的に平たい片の形態でもある。
【００２９】
　前記付勢手段１４は、更に、ばね２０に一体的に装着された、ほぼ正方形の部材の形態
の支持台２２を有している。前記ばね２０は、支持台２２の両側から外方に延びている。
この支持台２２は、中にクランプ部材１６が支持されるスペース２４を規定している。
【００３０】
　前記付勢部材１４は、また、装着部材２８によってばね２０に取着された留め部材２６
を有している。各ばね２０は、支持台２２から装着部材２８へと延びている。
【００３１】
　前記本体１２は、上方面したスロット３２の形態での保持形状部を構成しているドーム
形状の上側領域３０を有している。前記留め部２６は、前記上方に面したスロット３２の
中に入れられて保持されることによって、付勢手段１４を本体１２に取着させている。
【００３２】
　前記本体１２は、更に、中に支持台２２とクランプ部材１６とが保持される通路３４を
規定している。また、この本体１２は、前記上側領域３０とは反対の側に、取着部３８の
形態の取着部材を有している。
【００３３】
　このクランプ装置を、例えば、ねじが切られたロッドに装着するために、前記取着部３
８は、本体１２を補助部材４０に取着させるように設けられている。この補助部材４０は
、前記取着部３８を中に受けて、本体１２を補助部材４０に取着させるための口部４２を
規定している。
【００３４】
　第１の開口部３６が、本体１２内に形成されている。この開口部は、前記上側領域３０
と対向するように取着部３８を横切って延びている。この第１の開口部３６は、通路３４
と本体１２の外側の領域とを連通させている。かくして、第１の開口３６は、支持台２２
が、通路３４内に挿入されることを可能にしている。前記ばね２０は、第１の開口３６を
通って、通路３４内の支持台２２へと延びている。前記補助部材４０は、第２の対応開口
部３７を規定している。この第２の開口部は、補助部材４０が、本体１２に装着されてい
るときには、前記第１の開口部３６とアラインメントしている。かくして、前記２つのば
ね２０は、装着部材２８から、互いに反対方向に本体１２を周り、通路３４内の支持台２
２へと、第１の開口部３４及び補助部材４０を通って延びている。
【００３５】
　特に図２を参照すると、前記本体１２内に形成された通路３４は、前記上側領域３０を
通って前記第１の開口部３６とは反対側の第２の開口部４４へと延びている。かくして、
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細長い物品１００は、第１及び第２の開口部３６，４４を通って本体１２に入って本体か
らでるように、通路３４を通って延びている。
【００３６】
　前記通路３４は、前記本体１２の内側の第１の壁面４６と第２の壁面４８との間に規定
されている。細長い部品１００は、第１の壁面４６に沿って延びる。前記第２の壁面４８
は、第１の壁面４６に対して鋭角をなすように配置され、第１の開口部３６から第２の開
口部３８に向かう方向で、第２の壁面４８に向かって傾斜している。
【００３７】
　前記支持台２２は、前記第１の壁面４６に面し、この壁面とほぼ平行に延びた第１の表
面５０を有している。また、支持台２２は、前記第２の壁面４８に面し、第２の壁面４８
にほぼ平行に延びた第２の表面５２を有している。
【００３８】
　使用に際しては、補助部材４０が本体１２に装着され、細長い部品１００が、図２で矢
印Ａで示された方向に、本体１２の通路３４を通るように挿入される。クランプ装置１０
が、細長い部品１００の所望の位置に達したときに、細長い部品１００は、図２で矢印Ｂ
で示された方向に移動される。
【００３９】
　テンションがかけられたばね２０は、矢印Ｂにより示された方向に、細長い部品と第２
の壁面４８とが係合するように、支持台２２とクランプ部材１６とを引っ張る。更に、ク
ランプ部材が細長い部品と係合しているときの、矢印Ｂにより示された方向への細長い部
品の移動は、更に、支持台２２とクランプ部材１６とを同じ方向に引っ張る。
【００４０】
　第１の壁面４６方向への第２の壁面４８の傾斜は、前記移動の結果として、クランプ部
材１６を細長い部品１００に対してしっかりとした係合を果たさせる。図２及び４Ａは、
クランプ部材１６が細長い部品１００をクランプしているクランプ状態にクランプ部材１
６を保持している支持台２２を示している。
【００４１】
　細長い部品１００に沿ったクランプ部材１６の位置は、例えば、使用者がクランプ装置
１０が細長い部品１００の正しくない位置にあると気付いたときに、調節されることがで
きる。これは、図４Ａ、４Ｂで矢印Ｘで示されているように、ばね２０を内方に押圧して
、図４Ｂで示された解放形状へと変形させることにより、なされることができる。ばね２
０のこのような変形は、支持台２２とクランプ部材１６とを、図４Ａに示されたクランプ
状態から図４Ｂに示された解放状態へと押すことになる。
【００４２】
　クランプ部材１６が、解放状態のときに、細長い部品１００は、クランプ部材１６によ
ってクランプされず、かくして、クランプ部材１６を細長い部品１００に沿って正しい位
置に移動させることを可能としている。かくして、クランプ装置１０は、前述されたよう
に、細長い部品１００にクランプされることができる。
【００４３】
　種々の変更が、本願発明の範囲を逸脱することがなく、なされることができる。例えば
，クランプ部材は、球形状の部材又は楔形状の部材でも良い。
【００４４】
　かくして、クランプ部材１６が、ばね２０を内方に押すことにより、クランプ状態から
解放状態へと容易に解放することができる、細長い部品をクランプするためのクランプ装
置１０が記載されている。
【００４５】
　クランプ装置１０の第２の実施の形態が図６乃至９に示されている。クランプ装置１０
の第２の実施の形態は、図１乃至５に示された第１の実施の形態の多くの構成を含んでい
る。図６乃至９において、第１の実施の形態にある第２の実施の形態の構成は、図１乃至
５と同じ参照符号で示されている。
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【００４６】
　第２の実施の形態は、上側領域３０が、側方に面したスロット１３２を規定しているこ
とで、第１の実施の形態とは、異なる。更なる相違は、付勢手段１４が、ほぼ扁平な接続
部材１２６の形態の留め部を有していることである。
【００４７】
　この接続部材１２６は、ばね２０を互いに付勢手段１４の上部に接続している。この接
続部材１２６は、本体１２の外側から側方に面したスロット１３２に挿入され、かくして
、本体１２に支持されている。接続部材１２６は、側方に面したスロット１３２内で突出
部１２８と共働するように、共働凹所１２７を規定している（図７，８Ａ、８Ｂを見よ）
。
【００４８】
　支持台２２とクランプ部材１６とは、第１の実施の形態と同様に、本体１２内の通路３
４の中に保持されている。かくして、この第２の実施の形態は、第１の実施の形態と同じ
ように動作する。
【００４９】
　他の相違は、本体１２が、本体１２に形成された２つの凹所１３８Ａ、１３８Ｂの形態
の１対の対向した取着形状部を有していることである。補助部材１４０は、前記凹所１３
８Ａ、１３８Ｂに挿入されることができて、補助部材を本体１２に装着させる１対の対向
した突出部１４２Ａ、１４３Ｂを有している。補助部材１４０は、傾斜壁面１４４を有し
ている。この傾斜壁面に沿って、細長い部品１００が、細長い部品１００がクランプ部材
１６によりクランプされているときに、延びている。
【００５０】
　補助部材は、ねじ付ロッドのような更なる部品（図示されず）を装着するためにねじ穴
のような留め形状部１５０を有することができる。
【００５１】
　図８Ａ及び８Ｂは、クランプ状態及び開放状態でのクランプ装置１０の第２の実施の形
態の断面図を示している。図８Ｂは、解放状態での付勢手段１４を示している。これら図
は、図４Ａ、４Ｂに示された図と類似している。
【００５２】
　上述された２つの実施の形態は、エンドキャップを設ける必要が無い効果を有している
。補助部材１４０が、設けられる代わりに、クランプ装置を異なる機能を奏させることを
可能にする、異なる補助部材１４０に交換されることができる。また、上記実施の形態は
、クランプ部材１６には歯が無く、亜鉛で形成されることができるので、費用を減じるこ
とができる効果も、ある。
【００５３】
　上記実施の形態の更なる効果は、従来技術のデザインと比較して部品点数を減じること
ができ、クランプ部材１６を開放状態に移動する機能、即ち、ばね２０を内方に押すこと
は、従来技術のデザインよりもはるかに容易な解放を可能にしている。
【００５４】
　第２の実施の形態は、本体１２の側面にスロット１３２を形成することにより、付勢手
段１４とクランプ部材１６との取外しが容易である、更なる効果を有している。
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【図３】 【図４Ａ】
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【図４Ｂ】 【図５】

【図６】 【図７】
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【図８Ａ】 【図８Ｂ】

【図９】
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【手続補正書】
【提出日】平成27年6月25日(2015.6.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　中を細長い部品が延出することが可能な通路を規定している本体と、細長い部品をクラ
ンプするように前記通路に配設され、細長い部品を夫々クランプ及び開放するためのクラ
ンプ及び開放状態の間で移動可能なクランプ部材と、クランプ部材をクランプ状態に付勢
するための１対のばねを有する付勢手段とを具備し、前記１対のばねは、互いに前記本体
の外へと延びており、１対のばねを互いに接近する方向に押すことにより、クランプ部材
を解放状態に付勢する解放形状に変形され得る、クランプ装置。
【請求項２】
　前記ばねは、前記クランプ状態と解放状態との間のクランプ部材の移動の方向を横切る
方向で、ばねに解放力を与えることにより前記解放形状に変形可能であり、前記ばねへ解
放力を与えることにより、ばねがクランプ部材を解放状態に押すことを可能にしている、
請求項１のクランプ装置。
【請求項３】
　前記ばねは、前記本体の方向にばねに解放力を与えることにより、解放形状に変形可能
である請求項２のクランプ装置。
【請求項４】
　前記付勢手段は、前記ばねに取着された支持台を有しており、この支持台は、前記クラ
ンプ部材を支持している請求項１乃至３のいずれか１のクランプ装置。
【請求項５】
　前記支持台は、前記クランプ部材が入れられるスベースを規定している請求項４のクラ
ンプ装置。
【請求項６】
　このクランプ装置は、更に、前記付勢手段を前記本体に留める留め手段を具備し、この
留め手段は、留め部を有しており、また、前記本体は、前記留め部と共働して前記付勢手
段を前記本体に留める共働手段を有している請求項４又は５のクランプ装置。
【請求項７】
　前記共働手段は、前記留め部を保持するための保持成形部を有し、この保持成形部は、
留め部を中に受けるように前記本体に形成された開口部もしくは凹所であり、また、前記
付勢手段は、前記留め部を有している請求項６のクランプ装置。
【請求項８】
　前記保持成形部は、前記留め部を中に受けるスロットである請求項６又は７のクランプ
装置。
【請求項９】
　前記スロットは、上方に面したスロットか、側方に面したスロットである請求項８のク
ランプ装置。
【請求項１０】
　前記前記留め部は、ほぼ平たい請求項６乃至９のいずれか１のクランプ装置。
【請求項１１】
　前記ばねの各々は、前記支持台に取着されている請求項４乃至１０のいずれか１のクラ
ンプ装置。
【請求項１２】
　前記留め部は、前記１対のばね間に延びて、前記ばねを互いに接続させる接続部材を構
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成している請求項１１のクランプ装置。
【請求項１３】
　前記本体は、前記通路を規制し、互いに対向した第１及び第２の壁面を有し、この第２
の壁面は、前記第１の壁面に対して鋭角をなして延びており、また、前記クランプ部材は
、細長い部品を前記第１の壁面に対してクランプさせるように移動可能である、請求項４
乃至１２のいずれか１のクランプ装置。
【請求項１４】
　前記クランプ部材は、前記解放状態からクランプ状態へと前記通路に沿って移動可能で
あり、また、前記支持台は、前記第１の壁面にほぼ平行な第１の面と、前記第２の壁面に
ほぼ平行な第２の面とを有している請求項１３のクランプ装置。
【請求項１５】
　前記第２の壁面は、前記クランプ部材が前記解放状態からクランプ状態へと移動する方
向で、第１の壁面に向かって傾斜している請求項１３又は１４のクランプ装置。
【請求項１６】
　前記１対のばねの少なくとも一方は、細長く湾曲した部材であり、前記湾曲された部材
は、前記本体から外方向かって湾曲されている請求項１乃至１５のいずれか１のクランプ
装置。
【請求項１７】
　前記付勢手段は、リング形状をしている請求項１乃至１６のいずれか１のクランプ装置
。
【請求項１８】
　前記クランプ部材は、ローラもしくは楔を有する請求項１乃至１７のいずれか１のクラ
ンプ装置。
【請求項１９】
　前記ローラは、円筒部材もしくはボールの形態である請求項１８のクランプ装置。
【請求項２０】
　このクランプ装置を補助部材に取着させるための取着手段を具備する請求項１乃至１９
のいずれか１のクランプ装置。
【請求項２１】
　前記取着手段は、前記補助部材の突出部を受け入れ可能な凹所を有し、この凹所は、前
記本体に形成されている請求項２０のクランプ装置。
【請求項２２】
　前記取着手段は、前記補助部材に形成された凹所中に受け入れられ得る突出部を有して
いる請求項２０のクランプ装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５４】
　第２の実施の形態は、本体１２の側面にスロット１３２を形成することにより、付勢手
段１４とクランプ部材１６との取外しが容易である、更なる効果を有している。　
　削除した請求項を、参考のために以下に付記として記載する。
［付記１］
　中を細長い部品が延出することが可能な通路を規定している本体と、細長い部品をクラ
ンプするように前記通路に配設され、細長い部品を夫々クランプ及び開放するためのクラ
ンプ及び開放状態の間で移動可能なクランプ部材と、クランプ部材をクランプ状態に付勢
するためのばねを有する付勢手段とを具備し、前記ばねは、クランプ部材を解放状態に付
勢する解放形状に変形され得る、クランプ装置。
［付記２］
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　前記ばねは、前記クランプ状態と解放状態との間のクランプ部材の移動の方向を横切る
方向で、ばねに解放力を与えることにより前記解放形状に変形可能であり、前記ばねへ解
放力を与えることにより、ばねがクランプ部材を解放状態に押すことを可能にしている、
付記１のクランプ装置。
［付記３］
　前記ばねは、前記本体の方向にばねに解放力を与えることにより、解放形状に変形可能
である付記２のクランプ装置。
［付記４］
　前記ばねは、前記本体の外へと延びており、使用者が指でばねを押すことにより、ばね
に解放力を使用者が与えることを可能にしている付記１乃至３のいずれか１のクランプ装
置。
［付記５］
　前記付勢手段は、前記ばねに取着された支持台を有しており、この支持台は、前記クラ
ンプ部材を支持している付記１乃至４のいずれか１のクランプ装置。
［付記６］
　前記支持台は、前記クランプ部材が入れられるスベースを規定している付記５のクラン
プ装置。
［付記７］
　このクランプ装置は、更に、前記付勢手段を前記本体に留める留め手段を具備し、この
留め手段は、留め部を有しており、また、前記本体は、前記留め部と共働して前記付勢手
段を前記本体に留める共働手段を有している付記５又は６のクランプ装置。
［付記８］
　前記共働手段は、前記留め部を保持するための保持成形部を有し、この保持成形部は、
留め部を中に受けるように前記本体に形成された開口部もしくは凹所であり、また、前記
付勢手段は、前記留め部を有している付記７のクランプ装置。
［付記９］
　前記保持成形部は、前記留め部を中に受けるスロットである付記７又は８のクランプ装
置。
［付記１０］
　前記スロットは、上方に面したスロットか、側方に面したスロットである付記９のクラ
ンプ装置。
［付記１１］
　前記前記留め部は、ほぼ平たい付記７乃至１０のいずれか１のクランプ装置。
［付記１２］
　前記付勢手段は、更なるばねを有して、１対のばねを構成しており、各ばねは、前記支
持台に取着されている付記７乃至１１のいずれか１のクランプ装置。
［付記１３］
　前記留め部は、前記１対のばね間に延びて、前記ばねを互いに接続させる接続部材を構
成している付記１２のクランプ装置。
［付記１４］
　前記ばねの一方もしくは各々は、前記本体から外方に湾曲した細長く湾曲した部材であ
り、前記付勢手段は、前記クランプ部材を前記解放状態に動かすように、前記１対のばね
を互いに接近するように押すことにより、変形され得る付記１乃至１３のいずれか１のク
ランプ装置。
［付記１５］
　前記付勢手段は、リング形状である付記１乃至１４のいずれか１のクランプ装置。
［付記１６］
　前記クランプ部材は、ローラもしくは楔を有している付記１乃至１５のいずれか１のク
ランプ装置。
［付記１７］
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　前記ローラは、円柱部材もしくはボールの形態である付記１６のクランプ装置。
［付記１８］
　前記本体は、前記通路を規制し、互いに対向した第１及び第２の壁面を有し、この第２
の壁面は、前記第１の壁面に対して鋭角をなして延びており、また、前記クランプ部材は
、細長い部品を前記第１の壁面に対してクランプさせるように移動可能である、付記１乃
至１７のいずれか１のクランプ装置。
［付記１９］
　前記クランプ部材は、前記解放状態からクランプ状態へと前記通路に沿って移動可能で
あり、また、前記支持台は、前記第１の壁面にほぼ平行な第１の面と、前記第２の壁面に
ほぼ平行な第２の面とを有している付記１８のクランプ装置。
［付記２０］
　前記第２の壁面は、前記クランプ部材が前記解放状態からクランプ状態へと移動する方
向で、第１の壁面に向かって傾斜している付記１８又は１９のクランプ装置。
［付記２１］
　このクランプ装置を補助部材に取着させるための取着手段を具備する付記１乃至２０の
いずれか１のクランプ装置。
［付記２２］
　前記取着手段は、前記補助部材の突出部を受け入れ可能な凹所を有し、この凹所は、前
記本体に形成されている付記２１のクランプ装置。
［付記２３］
　前記取着手段は、前記補助部材に形成された凹所中に受け入れられ得る突出部を有して
いる付記２１のクランプ装置。
［付記２４］
　添付の図面を参照して記載されたようなクランプ装置。
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