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(57)【要約】
【課題】特に、耐久性と操作性により優れたコードロッ
クを提供する。
【解決手段】コードロックは、筒状の前後壁１０，１１
に対向して設けられている長孔１４及び両側壁１２の内
面に形成された傾斜部を有する本体１と、前壁上及び後
壁上にそれぞれ配置される前壁側操作部２０と後壁側操
作部２１とが連結部２２を介して一体に連結され、付勢
手段５による付勢によって、傾斜部と協働し、筒状内に
挿通される紐７を挟持可能な歯車状係合部４を備えた操
作ボタン２とからなり、操作ボタンには、連結部２２に
設けられた支持片２４、及び支持片に設けられて両操作
部の何れか一方に向かって突出して歯車状係合部４が軸
支される軸支部２５を有し、その軸端と他方側に設けら
れた歯車状係合部を支持する軸端又は支持部との間隔が
歯車状係合部４の厚みよりも狭く、操作ボタンに設けら
れた弾性変形部２２ａにより間隔が開き、歯車状係合部
が通過可能となる。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前後壁及び両側壁を持つ筒状をなし、筒状の一方側開口から他方側開口に紐を挿通可能
であると共に、前記前後壁に対向して設けられて筒方向に延びている長孔及び前記両側壁
の内面に形成された奥広がりの傾斜部を有する本体と、
　前記長孔を介して前記前壁上及び前記後壁上にそれぞれ配置される前壁側操作部と後壁
側操作部とが連結部を介して一体に連結され、付勢手段による一方側開口への付勢によっ
て、前記傾斜部と協働し、筒状内に挿通される紐を挟持可能な歯車状係合部を備えた操作
ボタンとからなるコードロックであって、
　前記操作ボタンには、前記前壁側操作部と後壁側操作部の少なくとも一方から他方に向
かって突出すると共に、前記歯車状係合部が軸支される軸支部を有し、その軸端と他方側
に設けられた前記歯車状係合部を支持する軸端又は支持部との間隔が前記歯車状係合部の
厚みよりも狭く、前記操作ボタンに設けられた弾性変形部により前記間隔が開き、前記歯
車状係合部が通過可能となることを特徴とするコードロック。
【請求項２】
　前後壁及び両側壁を持つ筒状をなし、筒状の一方側開口から他方側開口に紐を挿通可能
であると共に、前記前後壁に対向して設けられて筒方向に延びている長孔及び前記両側壁
の内面に形成された傾斜部を有する本体と、
　前記長孔を介して前記前壁上及び前記後壁上にそれぞれ配置される前壁側操作部と後壁
側操作部とが連結部を介して一体に連結され、付勢手段による一方側開口への付勢によっ
て、前記傾斜部と協働し、筒状内に挿通される紐を挟持可能な歯車状係合部を備えた操作
ボタンとからなるコードロックであって、
　前記操作ボタンには、前記連結部に設けられた支持片、及び前記支持片に設けられて前
壁側操作部と後壁側操作部の何れか一方に向かって突出して前記歯車状係合部が軸支され
る軸支部を有し、その軸端と他方側に設けられた前記歯車状係合部を支持する軸端又は支
持部との間隔が前記歯車状係合部の厚みよりも狭く、前記操作ボタンに設けられた弾性変
形部により前記間隔が開き、前記歯車状係合部が通過可能となることを特徴とするコード
ロック。
【請求項３】
　前記弾性変形部は前記連結部であることを特徴とする請求項１又は２に記載のコードロ
ック。
【請求項４】
　前記弾性変形部は前記支持片であることを特徴とする請求項１又は２に記載のコードロ
ック。
【請求項５】
　前記付勢手段はコイルばねであり、前記他方側開口にはコイルばねの対応端部を受ける
座を有していると共に開口端を一部閉塞するように抜け止め部を設け、前記抜け止め部の
閉塞部分以外の開口部分を紐の挿通部としたことを特徴とする請求項１から４の何れかに
記載のコードロック。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、靴や衣服の開口縁回り等に配置される紐（ロープやコードそれら類
似にするものを含む、以下、同じ）の両端側を任意の長さに係止したり、紐の引出量や締
め付け度合いを調整するために好適なコードロックに関する。
【背景技術】
【０００２】
　図１１は特許文献１に開示のコードロック（紐締具）を示している。この構造では、前
後壁及び両側壁を持つ筒状をなし、筒状の一方側開口から他方側開口に紐３を挿通可能で
あると共に、前後壁に対向して設けられて筒方向に延びている長孔８及び両側壁の内面に
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形成された奥広がりの傾斜部ａを有する本体１と、長孔８を介して前壁上及び後壁上にそ
れぞれ配置される前壁側操作部と後壁側操作部とが連結部を介して一体に連結され、付勢
手段であるコイルスプリング１３による一方側開口方向への付勢によって、傾斜部ａと協
働し、筒状内に挿通される紐３を挟持可能な係合部を備えた操作ボタン（紐噛込み部材）
２とからなる。使用要領は、紐の締め具合を調整する場合、同（ｂ）のごとく紐３が傾斜
部ａと操作ボタン１０の係合部とに挟持されたロック状態から、操作ボタン２を両側の操
作部を指によりコイルスプリング１３の付勢力に抗し移動操作する。すると、操作ボタン
１０の係合部が傾斜部より離れて紐のロック解除状態となるので、紐３に対するコードロ
ックの位置を変更した後、指を操作部から離して再びロック状態にする。なお、符号１４
ｂは本体１内に装着される分割体である。この分割体１４ｂは、紐３の両端６を引出し孔
７から外へ引き出すと共に、コイルスプリング１３の一端側を係止する。
【０００３】
　以上の構造では、特に、操作ボタン１０が上下の操作部を利用して移動操作できるため
操作性に優れているが、操作ボタン１０の係合部が傾斜部ａに対応した平坦な傾斜面に形
成されているため、紐３を傾斜部ａとの間に挟持する際に摩擦抵抗に欠けて挟持力を増大
し難く、摩擦抵抗が紐を繰り返し締め付けると摩擦により更に弱くなる。図１２及び図１
３は、そのような欠点を操作ボタンの係合部を工夫することにより解消した２例である。
【０００４】
　図１２は特許文献２に開示のコードロック（紐止め具）を示している。この構造におい
て、操作ボタン（操作体）２は、ケース（本体）１の外面に配置されてケース１の長溝（
ガイド溝）１ａに沿って移動される摘み部２ｃと、ケース側壁１ｃの内面に形成された傾
斜部との間に紐４を挟持可能にする挟持部２ｂと、コイルスプリング３の一端を係止する
凸部１ｆとを一体に有している。また、挟持部２ｂは、略円弧状の外周に歯車状の突条２
ａを多数形成しており、側壁１ｃの傾斜部との間に紐を突条２ａの食い込み作用により摩
擦抵抗を増大したり摩耗しても初期の挟持力を維持し易い。
【０００５】
　図１３は特許文献３に開示のコードロックを示している。この構造において、操作ボタ
ン６は、ケース４の外面に配置されてケースの長孔（長溝）２０に沿って移動される操作
部２７と、付勢手段である弾性片部２５，２５と、歯車ないしは歯車状係合体５を支持す
る軸支部１１とを一体に有している。歯車状係合体５は、ケース側壁の傾斜部との間に紐
１７を歯の食い込み作用により摩擦抵抗を増大したり摩耗しても初期の挟持力を維持でき
る。また、この構造では、特許文献２のごとく挟持部２ｂが回動不能な構造に対し、歯車
状係合体５が軸支部１１に枢支されているため、軸支部を支点として回動したり微動する
ことで紐から受ける過大な応力を緩和したり吸収し、それにより耐久性の点からも好まし
い。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】実用新案出願公告平２－６８０９号公報
【特許文献２】実用新案登録第３０１９９１４号公報
【特許文献３】米国特許第５，４７７，５９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、コードロックとしては、特に以下のような項目から評価されることがある。
（ア）、使用者の使い勝手ないしは操作性がよいことである。この点から、特許文献１の
ものは、操作ボタンが操作部を本体前後壁の両外面に配置されているため、例えば、文献
２や３のごとく操作部を片側にだけ設けるような構成より優れている。また、従来例には
操作部を両側に設ける構成（例えば、台湾特許Ｍ４８９５２３５）もあるが、操作部が狭
くなり、歯車の径方向にスペースが大となるため、掴みづらく操作性が悪くなる。
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（イ）、ロック解除操作が違和感なく行えることである。この点から、特許文献３のもの
は、文献１や２のごとく金属製バネ材に比べ樹脂の弾性片により付勢手段を構成している
ため操作力が固かったり重くなり易く高級感に欠ける。
（ウ）、挟持力が強いと共に長期に亘って維持されることである。この点から、特許文献
３の歯車状係合体は、文献１や２のごとく係合部が回動不能な構成に比べ、紐に対する食
い付き力が大きいことに加え、操作ボタン側の軸支部に回動可能に支持されているため摩
耗し難く紐から受ける過大な外力を緩和吸収して耐久性からも好ましい。
【０００８】
　そこで、本発明の目的は、以上の（ア）から（ウ）に挙げたような項目と共に、特に歯
車状係合体の支持構成を改良することで耐久性と操作性により優れたコードロックを提供
することにある。他の目的は以下の内容説明のなかで明らかにする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するため請求項１と２の各発明は、図１から図１０の例を参照し特定す
ると、前提要件として、前後壁（１０，１１）及び両側壁（１２）を持つ筒状をなし、筒
状の一方側開口（１６）から他方側開口（１７）に紐を挿通可能であると共に、前記前後
壁に対向して設けられて筒方向に延びている長孔（１４）及び前記両側壁の内面に形成さ
れた奥広がりの傾斜部（１２ａ，１８）を有する本体（１）と、前記長孔を介して前記前
壁上及び前記後壁上にそれぞれ配置される前壁側操作部（２０）と後壁側操作部（２１）
とが連結部（２２）を介して一体に連結され、付勢手段（５）による一方側開口（１６の
方向）への付勢によって、前記傾斜部と協働し、筒状内に挿通される紐を挟持可能な歯車
状係合部（４）を備えた操作ボタン（２）とからなるコードロック（６）を対象としてい
る。
【００１０】
　請求項１の要部は、例えば、図７から図１０の例を参照すると、前記操作ボタン（２）
には、前記前壁側操作部（２０）と後壁側操作部（２１）の少なくとも一方から他方に向
かって突出すると共に、前記歯車状係合部（４）が軸支される軸支部（２５又は２５Ａ）
を有し、その軸端と他方側に設けられた前記歯車状係合部（４）を支持する軸端（図８の
例だと軸支部２５と対向する軸支部２５の構成、又は、図１０の例だと後側壁部１１に設
けられた軸支部２５Ａの構成）又は支持部（図７の例だと支持部２６、又は、図９の例だ
と前後壁１０，１１の一方、図１０の例だと支持部２４）との間隔が前記歯車状係合部の
厚みよりも狭く、前記操作ボタンに設けられた弾性変形部（２２ａや２４ａ等）により前
記間隔が開き、前記歯車状係合部（４）が通過可能となることを特徴としている。
【００１１】
　これに対し、請求項２の要部は、図３と図７及び図８の例を参照すると、前記操作ボタ
ン（２）には、前記連結部（２２）に設けられた支持片（２４）、及び前記支持片（２４
）に設けられて前壁側操作部と後壁側操作部の何れか一方に向かって突出して前記歯車状
係合部（４）が軸支される軸支部（２５）を有し、その軸端と他方側に設けられた前記歯
車状係合部を支持する軸端（図８の例だと支持片２６に設けられた軸支部２５の構成）又
は支持部（図３や図７の例だと支持部２６）との間隔が前記歯車状係合部の厚みよりも狭
く、前記操作ボタンに設けられた弾性変形部（２２ａや２４ａ等）により前記間隔が開き
、前記歯車状係合部が通過可能となることを特徴としている。
【００１２】
　以上の本発明は、請求項２～５で特定したように具体化されることがより好ましい。
　第１に、前記弾性変形部は図６に例示のごとく前記連結部の構成である（請求項３）。
　第２に、前記弾性変形部は図７や図８に例示のごとく前記支持片や支持部の構成である
（請求項４）。
　第３に、図５及び図６に例示されるように、前記付勢手段はコイルばねであり、前記他
方側開口にはコイルばねの対応端部を受ける座を有していると共に開口端を一部閉塞する
ように抜け止め部を設け、前記抜け止め部の閉塞部分以外の開口部分を紐の挿通部とした
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構成である（請求項５）。
【発明の効果】
【００１３】
　請求項１及び２の各発明では、上記したごとく操作部がケース前後壁の両外面に配置さ
れているため前後壁の一方だけに設ける構成やケースの両側に設ける構成に比べて良好な
操作性、歯車状係合部を用いているため安定した強い挟持力が得られる。また、各発明で
は、操作部を歯車状係合部の軸方向に配置しているため外観を損なうことなく面的に広く
設定でき、全体を薄くコンパクトにできる。しかも、歯車状係合部が軸支部に回動可能に
支持されているため摩耗し難い。その上で、以下のような利点を有している。
【００１４】
　請求項１の発明では、歯車状係合部の支持構造として、例えば、図７から図１０の例か
ら推察されるごとく歯車状係合部を操作ボタンに簡単に支持でき、その状態から本体に組
み込むため組立性に優れている点、歯車状係合部が本体内で軸支部に枢支されているため
、仮に紐から大きな負荷を受けても効率よく緩和したり吸収し、前記した紐に対する挟持
力を安定維持でき、耐久性を向上できる。
【００１５】
　請求項２の発明では、歯車状係合部の支持構造として、例えば、図３と図７及び図８の
例から推察されるごとく歯車状係合部を操作ボタンに簡単に支持でき、その状態から本体
に組み込むため組立性に優れている点、歯車状係合部が本体内で支持片と対応部との間に
挟まれた状態で軸支部に枢支されているため、仮に紐から大きな負荷を受けても不用意に
傾いて回動不能になることがなく、それにより過大な外力を効率よく緩和したり吸収し、
上記した挟持力を安定維持でき、耐久性を向上できる。
【００１６】
  請求項３の発明では、操作部同士を接続している連結部の弾性変形が操作ボタンを本体
に組み付けた状態で、図４から分かるごとく両方の操作部で本体の前後壁を挟んだ状態と
なるため変形規制され、それにより品質を損ねることなく実施容易となったり薄型化も可
能となる。
【００１７】
  請求項４の発明では、連結部に突設された支持片や支持部の弾性変形が操作ボタンを本
体に組み付けた状態で、図４から推察されるごとく歯車状係合部と対応する本体前後壁の
一方との間に支持片や支持部を挟んだ状態となるため変形規制され、それにより品質を損
ねることなく実施容易となったり薄型化も可能となる。
【００１８】
　請求項５の発明では、抜け止め部の存在で全体の剛性を確保したり踏み付け強度を向上
できると共に、紐の挿通箇所が形態のごとく左右の側壁と抜け止め部との間に区画される
ことで、図６（ｃ）から推察されるごとく紐の絡み合いも防ぎ易くなる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】形態のコードロックの使用状態での模式外観図であり、（ａ）は紐ロック状態を
示す外観図、（ｂ）は紐ロック解除状態を示す外観図である。
【図２】上記コードロックの分解斜視図である。
【図３】操作ボタンに歯車状係合部を支持するときの要領を示し、（ａ）は支持前の側面
図、（ｂ）は支持操作途中での側面図、（ｃ）は支持後の側面図である。
【図４】上記コードロックを組立完了時の状態で示し、（ａ）は上面図、（ｂ）は（ａ）
のＡ－Ａ線断面図、（ｃ）は（ｂ）のＢ－Ｂ線断面図である。
【図５】上記コードロックを紐にセットする際の途中状態で示し、（ａ）は上面図、（ｂ
）は（ａ）のＡ１－Ａ１線断面図、（ｃ）は（ｂ）のＢ１－Ｂ１線断面図である。
【図６】上記コードロックを紐にセットした使用時の状態で示し、（ａ）は上面図、（ｂ
）は（ａ）のＡ２－Ａ２線断面図、（ｃ）は（ｂ）のＢ３－Ｂ３線断面図である。
【図７】上記操作ボタンの変形例１を図３に対応して示し、（ａ）は歯車状係合部の支持
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前の側面図、（ｂ）は支持操作途中での側面図、（ｃ）は支持後の側面図である。
【図８】図７の支持部を支持片に変形した一例を示し、（ａ）は図３（ａ）に対応して示
す歯車状係合部の支持前の側面図、（ｂ）は図５（ｂ）に対応して示す図、（ｃ）は図６
（ｂ）に対応して示す図である。
【図９】上記操作ボタンの変形例２を示し、（ａ）は図３（ａ）に対応して示す歯車状係
合部の支持前の側面図、（ｂ）は図５（ｂ）に対応して示す図、（ｃ）は図６（ｂ）に対
応して示す図である。
【図１０】上記操作ボタンの変形例３を示し、（ａ）は図３（ａ）に対応して示す歯車状
係合部の支持前の側面図、（ｂ）は図５（ｂ）に対応して示す図、（ｃ）は図６（ｂ）に
対応して示す図である。
【図１１】（ａ）と（ｂ）は特許文献１の構造を説明するための図である。
【図１２】（ａ）と（ｂ）は特許文献２の構造を説明するための図である。
【図１３】（ａ）と（ｂ）は特許文献３の構造を説明するための図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　本発明の最適な形態及びその変形例を図面を参照しながら説明する。この説明では、図
１から図６の形態であるコードロックの構造、使用例、図７及び図８の変形例１、図９の
変形例２、図１０の変形例３の順に詳述する。
【００２１】
（構造）形態のコードロック６は、本体である略筒形のケース１と、ケース１に組み付け
られる操作ボタン２と、ケース１に対しケース一方側開口１６を塞いだ状態に装着される
抜け止め部である仕切部材３と、ケース1の筒状内に挿通される紐６を後述するケース内
に設けられた傾斜部との間で挟持可能にする歯車状係合部４と、歯車状係合部４を付勢し
て紐６の移動を阻止可能にする付勢手段であるコイルばね５とを備えている。なお、ケー
ス１、操作ボタン２、仕切部材３は何れもが樹脂成形品であるが、樹脂以外でも差し支え
ない。コイルばね５は金属製である。全体の大きさは、作図上拡大しているが、実際はか
なり小さくなっている。細部は以下の通りである。
【００２２】
　まず、ケース１は、図２及び図５に示されるごとく、前後壁１０，１１及び両側壁１２
で区画された軸線方向に長い筒状となっており、筒形の一方側開口１７から他方側開口１
６又は他方側開口１６から一方側開口１７へ紐６を挿通可能となっている。ケース１には
、前後壁１０，１１に対向した長溝１４及び係止孔１５並びに開口１６側の他端から各係
止孔１５に延びている溝１３と、両側壁１２の内面を一端開口１７側より他端開口１６に
向けて略ハ形状にした傾斜部１２ａとが設けられている。
【００２３】
　このうち、長溝１４は、左右中間に位置して開口１６側の他端から開口１７の一端側の
少し手前まで延びている。係止孔１５は、仕切部材３を係合する箇所であり、開口１６側
にあって長溝１４の左右に設けられている。溝１３は、仕切部材３を導いて後述する爪３
５を係止孔１５に係合可能にする。傾斜部１２ａは、奥広がり、つまり開口１６から開口
１７側に行くに従って次第に前後壁の中心線に近づくテーパーであり、開口１７側の所定
範囲に凹凸部ないしは歯状部１８を形成している。
【００２４】
　操作ボタン２は、図２及び図３並びに図５に示されるごとく、ケースの前壁１０外面に
配置される前壁側操作部２０と、ケースの後壁１１外面に配置される後壁側操作部２１と
、両操作部２０，２１を連結している連結部２２と、連結部２２の一方側に突設されてい
る支持片２４及び支持部２６と、連結部２２の他方側に突設されている軸部２７とを備え
ている。
【００２５】
　このうち、各操作部２０，２１は、板幅及び長さが前後壁１０，１１より若干小さく形
成されているが、文献１の操作部よりもかなり広い偏平板状となっている。外面には、２
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つの三角印２ａ、つまり操作部２０，２１の一方端側に位置した大きい三角印２０ａとそ
の下側に位置した小さい三角印２０ａが設けられている。この三角印２０ａは、必要に応
じて付設されるもので、操作ボタン２の紐６を拘束するロック方向を示している。このた
め、この例では、操作ボタン２を三角印２０ａの方向と逆方向に移動して紐６の拘束をロ
ック解除することになる。
【００２６】
　連結部２２は、操作部２０と操作部２１を対向内面の概略中央部で連結している。支持
片２４及び支持部２６は開口１６と対応する方向へ突出されると共に、軸部２７は開口１
７と対応する方向へ突出されている。連結部２２の両端、つまり操作部２０，２１に連結
している箇所がヒンジ部つまり弾性変形部２２ａとして若干欠肉されている。また、図４
（ｂ）に示されるごとく、操作部２０と支持片２４の間は、ケース前壁１０の対応部が挿
入される間隔を保っている。操作部２１と支持部２６の間は、ケース後壁１１の対応部が
挿入される間隔を保っている。また、軸部２７は、コイルばねの一端５ａに挿入した状態
で、コイルばね５を連結部２２に安定支持されるようにする。
【００２７】
　支持片２４と支持部２６は、軸支部の有無により分けたが、支持部２６を支持片と捉え
ても差し支えない。すなわち、支持片２４及び支持部２６は、歯車状係合部４が間に回動
可能に収まる間隔を保っている。支持片２４には、軸支部２５が支持部２６と対向する側
より連結部２２と略平行ないしは支持部２６の方向に向かって突設されている。軸支部２
５は、歯車状係合部４の軸穴４ｂに嵌合する枢軸である。
【００２８】
　以上の操作ボタン２には、歯車状係合部４が支持片２４と支持部２６の間に配置され、
かつ軸穴４ｂに軸支部２５を嵌合することにより回動可能に支持される。この操作では、
図３（ｂ）に示したごとく、例えば、前後の操作部２０，２１に対して各操作部の一端側
同士を近づける方向に指８，９で外から内側に押す。すると、操作部２０，２１は、対応
する弾性変形部２２ａにより他端側同士の間隔を拡大する方向へ傾斜し、それに伴って支
持片２４及び支持部２６が拡開方向へ傾いて支持片同士の間隔を拡大する。このため、歯
車状係合部４は、支持片２４及び支持部２６が弾性変形部２２ａにより変位した状態で、
軸穴４ｂに軸支部２５を嵌合しワンタッチ操作にて支持可能となる。なお、歯車状係合部
４は、歯４ａを多数形成していると共に、中央部に円形軸穴４ｂを有している。
【００２９】
　そして、操作ボタン２は、以上のようにして歯車状係合部４を支持した図３（ｃ）の状
態からケース１に組み込まれる。この操作では、ケースの前後壁１０，１１の外面に対応
する操作部２０，２１を位置するようにして、連結部２２を前後壁の各長溝１４に嵌入さ
せる。その後は、コイルばね５が上述したごとく軸部２７を介して連結部２２に対応端５
ａを当接した状態で支持される。
【００３０】
　仕切部材３は、図２及び図５に示されるごとく、本体３０がケースの開口１７に応じた
大きさの小ブロック状をなし、対向した各長溝１４に嵌合される対の張出部３１と、各張
出部３１の両側にあって縦溝３３により区画されている両側部３４と、各側部３４の下前
後面にそれぞれ突設された合計４つの爪３５と、本体３０の下面側に設けられた凹部３２
とを備えている。
【００３１】
　以上の仕切部材３は、ケース１に対し本体３０の全体が開口１７に差し込まれるが、そ
の際は両側部３４が対応する溝１３に沿って嵌入されると、前後４箇所の爪３５が対応す
る係止孔１５と係合することで装着される。この装着状態では、各長溝１４の入口側が対
応する張出部３１で塞がれると共にケースの開口１７内を二分する。このため、紐７は、
例えば、図５（ｃ）のごとく両側壁１２のうち、一端７ａが一方側壁１２と仕切部材１３
との間の空間から外へ引き出され、他端７ｂが他方側壁１２と仕切部材１３との間の空間
から外へ引き出されることになる。
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【００３２】
（使用例）以上のコードロック６において、組立状態及び使い方については特許文献１か
ら３と同じであり、例えば靴、衣服、袋状部材の開口縁回り等に配置される紐７の両端７
ａ，７ｂ又は一端を任意の長さに係止したり、紐７の引出量や締め付け度合いを調整する
ときに用いられる。具体的には以下の通りである。
【００３３】
（１）、図４はコードロック６の組立完了時の状態を示している。この状態では、操作ボ
タン２がコイルばね５の付勢力により開口１６側に最大まで移動、つまり連結部２２がケ
ースの長溝１４の奥端面に当接されるまで移動されている。歯車状係合部４は、軸支部２
５に枢支されると共に、支持片２４と支持部２６及び両側壁１２で区画された空間に回動
可能に拘束された状態で、外周の歯４ａが両傾斜部１２ａに設けられた歯状部１８と噛み
合っている。
【００３４】
（２）、図５はコードロック６を紐７にセットする際の途中状態を示している。この操作
では、前後の操作部２０，２１を図１（ｂ）に一点鎖線で示した矢印方向、つまり三角印
２０ａと反対方向へコイルばね５の付勢力に抗して指等により移動させ、その移動後の状
態に保つ。すると、歯車状係合部４は、歯状部１８との噛み合いが解除されて開口１７側
の傾斜部１２ａと対向する。このため、歯車状係合部４と傾斜部１２ａとの間には、紐挿
通用の隙間が両内側に形成されるので、例えば、紐の両端７ａ，７ｂが図５（ｃ）に示し
たごとく開口１６側よりその対応する隙間を通って開口１７の外へ引き出される。その後
は、両端７ａ，７ｂを必要量だけ引き出してから、操作部２０，２１から指等を離す。な
お、以上の構造では、操作ボタンの操作部２０，２１を歯車状係合部４の軸方向に配置し
ているため外観を損なうことなく操作部を面的に広く形成可能となり、全体を薄くコンパ
クトにできる。
【００３５】
（３）、図６はそのようにしてコードロック６を紐７にセットした使用時の状態を示して
いる。すなわち、前記したごとく操作部２０，２１から指等を離すと、操作ボタン２はコ
イルばね５の付勢力により開口１６側へ移動されて、紐７の対応部が歯車状係合部４の歯
４ａと一方側の歯状部１８、及び他方側の歯状部１８との間に挟持されて、引き抜き不能
となる。
【００３６】
（４）、以上のコードロック６では、紐７が傾斜部１２ｂに設けられた歯状部１８と歯車
状係合部の歯４ａの両方の食い付き作用により安定した強い挟持力が得られる点、歯車状
係合部４が操作ボタン側の軸支部２５に回動可能に枢支されてため摩耗し難い点、歯車状
係合部４が軸支部２５に枢支された状態で支持片２４と他の支持部２６との間に配置され
ているため、仮に紐７から負荷を受けても不用意に傾いて回動不能になることがなく、そ
れにより過大な外力を効率よく緩和したり吸収して初期の挟持力を安定維持できると共に
、耐久性も向上できる。
【００３７】
（５）、以上のごとく紐７にコードロック６をセットした使用時の状態において、紐７の
引出量や締め付け度合いを調整する場合は、図５の場合と同様な操作、つまり操作ボタン
２をコイルばね５の付勢力に抗して移動し、その状態に保って紐７の引き出し端７ａ，７
ｂ側を必要量だけ引っ張ったり緩めることになる。図１（ｂ）の矢印は、そのように紐７
の引出量や締め付け度合いを調整している過程を模式的に示している。
【００３８】
（変形例１）図７及び図８は以上の弾性変形部２２ａの他の一例を図３に対応させて示し
ている。この説明では、上記形態と同一又は類似する箇所には同じ符号を付し、重複記載
を極力省きつつ変更点だけを明らかにする。
【００３９】
　変形例１の操作ボタン２では、上記形態の弾性変形部２２ａに代えて、支持片２４及び
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支持部２６（図８の場合は支持片２６Ａ）が連結部２２と連結している箇所つまり基端を
欠肉した弾性変形部２４ａ，２６ａを有している。このため、変形例１では、歯車状係合
部４を操作ボタン２に組み込む場合、図７（ｂ）に示したごとく、歯車状係合部４を支持
片２４と支持部２６（図８の場合は支持片２６Ａ）との間に同図の矢印方向へ押し付ける
と、支持片２４と支持部２６（支持片２６Ａ）が弾性変形部２４ａ，２６ａを支点として
間の間隔を拡大する方向に変位する。このため、歯車状係合部４は、支持片２４及び支持
部２６（支持片２６Ａ）が弾性変形部２４ａ，２６ａにより変位した状態で、軸穴４ｂに
軸支部２５を嵌合すると、後は同（ｃ）のごとく支持片２４及び支持部２６（支持片２６
Ａ）が弾性復帰して回動可能に支持される。よって、この変形例１でも、歯車状係合部４
を軸支部２５にワンタッチ操作にて支持可能となる。
【００４０】
　なお、変形例１において、支持片２４及び支持部２６（支持片２６Ａ）は共に弾性変形
部２４ａ，２６ａにより変位可能に形成されているが、支持片２４又は支持部２６の一方
だけを弾性変形部２４ａ又は２６ａにより変位可能にしてもよい。
【００４１】
　また、他の軸支部構成としては、図８に例示したが、以上の支持部２６を支持片２６Ａ
に代えて、両支持片２４，２６Ａをほぼ同じ長さに設定すると共に、両方の支持片２４，
２６Ａに所定長さの軸支部２５（この軸支部２５は上記形態の軸支部２５より短くなって
いる）をそれぞれ対向して突出している。このため、この例では、各軸支部２５を軸穴４
ｂに反対方向から挿入し嵌合することとなる。
【００４２】
（変形例２）図９は以上の支持部２６や支持片２６Ａを省略した変更例であり、同（ａ）
は図３（ａ）に対応し、同（ｂ）は図５（ｂ）に対応し、同（ｃ）は図６（ｂ）に対応し
て示している。この説明では、上記形態と同一又は類似する箇所には同じ符号を付し、重
複記載を極力省きつつ変更点だけを明らかにする。
【００４３】
　変形例２の操作ボタン２では、上記した支持片２４及び支持部２６や支持片２６Ａのう
ち、支持部２６や支持片２６Ａを省略した点、歯車状係合部４が支持片２４、連結部２２
、後壁１１にて区画される内空間２３に揺動可能に拘束されるようにした点、支持片２４
が変形例１と同じく連結部２２と連結している箇所つまり基端を欠肉して弾性変形部２４
ａに形成している点で変更されている。このため、この支持構造では、例えば、歯車状係
合部４を後側の操作部２１と軸支部２５との間から内空間２３に差し込んだ後、厚さ又は
径方向に動かして軸支部２５に軸穴４ｂを嵌合操作するか、或いは、歯車状係合部４を支
持片２４や軸支部２５に押し当てて支持片２４が弾性変形部２４ａを支点として前壁２０
方向へ弾性変位するようにして支持軸２５に軸穴４ｂを嵌合操作する。
【００４４】
  この変型例２では、歯車状係合部４を操作ボタン２に簡単に支持でき、その状態からケ
ースに組み込むため組立性に優れている。また、歯車状係合部４は、ケース内で軸支部２
５に枢支された状態で支持片２４と後壁１１との間に配置することも可能なため、仮に紐
から大きな負荷を受けても不用意に傾いて回動不能になることが生じ難く、それにより過
大な外力を効率よく緩和したり吸収し、上記した挟持力を安定維持でき、耐久性を向上で
きる。
【００４５】
　以上の変形例２の他の例としては、図９（ａ）に一点鎖線で加入したごとく支持片２４
と共に他の支持部２６Ｂを設け、歯車状係合部４を支持片２４と支持部２６Ｂとの間に配
置するようにしてもよい。その場合は、両長溝１４のうち、支持部２６Ｂに対応して溝１
４の長さを支持部２６Ｂを逃がす分だけ長くする必要があるが、歯車状係合部４が紐から
大きな負荷を受けても不用意に傾いて回動不能になることが生じ難く、それにより過大な
外力を効率よく緩和したり吸収し、上記した挟持力を安定維持でき、耐久性を向上できる
。
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【００４６】
（変形例３）図１０は以上の軸支部２５の他の変更例であり、同（ａ）は図３（ａ）に対
応し、同（ｂ）は図５（ｂ）に対応し、同（ｃ）は図６（ｂ）に対応して示している。こ
の説明でも、上記形態と同一又は類似する箇所には同じ符号を付し、重複記載を極力省き
つつ変更点だけを明らかにする。
【００４７】
　変形例３の操作ボタン２は、上記した構成に対して、支持片２４が軸支部を省いた支持
部２４Ａに変更されている点、支持部２６や支持片２６Ａを省略した点、両操作部の一方
である後壁側操作部２１の内面に突設された軸支部２５Ａを有している点、後壁１１に設
けられている長孔１４が前壁１０の長孔１４より少し長くなっている点で変更され、また
、支持部２４Ａが連結部２２と連結している箇所つまり基端の弾性変形部２４ａを支点と
して変位可能となっている。このため、この支持構造では、例えば、歯車状係合部４を後
側操作部２１の軸支部２５Ａと支持部２４Ａとの間から支持片２４Ａの前壁２０方向への
変位を伴って、支持部２４Ａ、後側操作部２１、連結部２２で区画される内空間に差し込
んだ後、厚さ又は径方向に動かして軸支部２５Ａに軸穴４ｂを嵌合操作することになる。
なお、上記形態及び変型例１と２では、例えば、図９と図１０の対比から分かるように、
変形例３のごとく軸支部２５を操作ボタンの操作部２１に設ける構成に比べ、長孔１４を
短く設定可能なため剛性及び見栄えの点で有利である。
【００４８】
  この変型例３でも、歯車状係合部４を操作ボタン２に簡単に支持でき、その状態からケ
ースに組み込むため組立性に優れている。また、歯車状係合部４は、ケース内で軸支部２
５Ａに枢支された状態で支持部２４Ａと後壁１１との間に配置可能なため、仮に紐から大
きな負荷を受けても不用意に傾いて回動不能になることが生じ難く、それにより過大な外
力を効率よく緩和したり吸収し、上記した挟持力を安定維持でき、耐久性を向上できる。
【００４９】
　なお、以上の形態及び変形例は本発明を何ら制約するものではない。本発明は、請求項
で特定される構成を実質的に備えておればよく、細部は必要に応じて種々変更したり展開
可能なものである。特に、ケースや操作ボタンの外観形状については適宜変更されるもの
である。用途は、靴類の締め紐、リックサックやバック等の袋体の開口を開閉する紐、衣
服のくび周りや胴部を絞り込む紐、ヘルメットや帽子類の締め紐や飾り紐、更にそれ以外
でもコードや帯等の紐を目的の部位に締め付けたり緩めたりする場合等に広く適用可能な
ものである。
【符号の説明】
【００５０】
　１・・・・・ケース（本体に相当、１６は一方側開口、１７は他方側開口）
　２・・・・・操作ボタン（２０，２１は操作部）
　３・・・・・仕切部材（抜け止め部に相当、３５は爪、３２は凹部）
　４・・・・・歯車状係合部（４ａは歯、４ｂは軸孔）
　５・・・・・コイルばね（付勢手段）
　６・・・・・コードロック
　７・・・・・紐（７ａは一端、７ｂは他端）
　１０・・・・前壁（１５は係止孔）
　１１・・・・後壁（１５は係止孔）
　１２・・・・側壁（１２ａは傾斜部、１８は傾斜部に設けられた歯状部）
　１３・・・・導入用凹所
　１４・・・・長溝（長孔に相当）
　２２・・・・連結部（２２ａは弾性変形部）
　２３・・・・内空間
　２４・・・・支持片（２４ａは弾性変形部）
　２４Ａ・・・支持部（２４ａは弾性変形部）
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　２５・・・・軸支部
　２５Ａ・・・軸支部
　２６・・・・支持部
　２６Ａ・・・支持片（２４ａは弾性変形部）
　２６Ｂ・・・支持部
　３２・・・・凹部（座に相当）

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】
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