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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　雄具とこの雄具の一部を付勢手段の付勢に抗した押し込み操作可能に納める雌具とを有
し、雄具の所定の押し込み位置においてこの雄具及び雌具の側部に形成された紐の通し孔
を整合させるように構成されたコードロックであって、
　雄具における通し孔の貫通方向に交叉する方向にある側部であって、この通し孔の押し
込み先側に位置される孔縁よりも押し込み手前側に位置される箇所に、前記付勢手段の付
勢により雌具の被掛合部に掛合して雄具の前記押し込み操作前の位置からの抜け出しを阻
止する掛合部が形成されており、
　しかも、雄具の押し込み方向に直交する向きの断面外郭形状が雌具の内部形状と相補関
係となる形状となっていると共に、
　前記断面外郭形状を構成する雄具の中心を通ってこの雄具を二分する仮想の直線の一方
側の輪郭と、他方側の輪郭とが、
　雄具を雌具に対し、その通し孔の形成された側部を雌具の通し孔の形成された側部側に
位置させ、かつ、その掛合部の形成された側部を雌具の被掛合部の形成された側部側に位
置させた状態でのみ組み合わせ可能とする、この雄具の中心を基準とした点対称の形状と
なっており、
　さらに、前記付勢手段を、バネ上端の側からバネ下端の側に近づくに連れてバネ径を小
さくするように構成された圧縮コイルバネとすると共に、
　前記雄具の掛合部を、この雄具の側部から突き出す突部とし、かつ、雌具の側部に雌具
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の内外を連通させる連通部を形成させ、この連通部により、雌具における雄具の押し込み
手前側に位置される上面との間に位置される雌具の側部の一部を、前記雌具の通し孔の形
成された側部間に亘る弾性変形可能な架橋片状をなす被掛合部とさせてなることを特徴と
するコードロック。
                                                                        
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、紐の任意の位置に留め付け可能であり、また、この留め付け状態を雌具内
に雄具を付勢に抗して押し込み操作することで解くように構成されたコードロックの改良
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　雄具とこの雄具の一部をバネの付勢に抗した押し込み操作可能に納める雌具とを有し、
この雄具の所定の押し込み位置においてこの雄具及び雌具の側部に形成された紐の通し孔
を整合させるように構成されたコードロックがある。（特許文献１参照）この特許文献１
のコードロックにあっては、雄具を押し込み操作しない状態においては雄具の紐の通し孔
の下方に形成された突部が雌具の紐の通し孔の上縁に前記バネの付勢により引っかかるよ
うになっており、これによりコードロックに紐を通さない状態においても雄具と雌具とが
分離しないようになっている。しかるに、このように構成されたコードロックにあっては
、雄具の通し孔と押し込み先側に位置される雄具の内端との間の寸法を小さくすることに
限界を有するところであり、したがって、この方向でのコードロックの寸法を最小限化し
難いものであった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】意匠登録第１３６６４５２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　この発明が解決しようとする主たる問題点は、この種のコードロックに付勢手段の付勢
にかかわらず雄具と雌具とが分離してしまうことのない構造を持たせながら、雄具の押し
込み方向におけるコードロックの寸法をできるだけ小さくできるようにする点にある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　前記課題を達成するために、この発明にあっては、コードロックを、雄具とこの雄具の
一部を付勢手段の付勢に抗した押し込み操作可能に納める雌具とを有し、雄具の所定の押
し込み位置においてこの雄具及び雌具の側部に形成された紐の通し孔を整合させるように
構成されたコードロックであって、
　雄具における通し孔の貫通方向に交叉する方向にある側部であって、この通し孔の押し
込み先側に位置される孔縁よりも押し込み手前側に位置される箇所に、前記付勢手段の付
勢により雌具の被掛合部に掛合して雄具の前記押し込み操作前の位置からの抜け出しを阻
止する掛合部が形成されているものとした。
【０００６】
　かかる掛合部は、雄具における通し孔の貫通方向に交叉する方向にある側部であって、
この通し孔の押し込み先側に位置される孔縁よりも押し込み手前側に位置される箇所に形
成されていることから、雄具における通し孔下の寸法を最小限のものにすることができ、
したがって、コードロックにおける雄具の押し込み方向の寸法をできるだけ小さくするこ
とが可能となる。
【０００７】
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 前記雄具の掛合部をこの雄具の側部から突き出す突部としておくと共に、雌具の側部に
雌具の内外を連通させる連通部を形成させ、この連通部と雌具における雄具の押し込み手
前側に位置される上面との間に位置される雌具の側部の一部を弾性変形可能な被掛合部と
しておけば、雄具を雌具内に入れ込む過程において掛合部を被掛合部に突き当ててこの被
掛合部下に掛合部が入り込む位置までの雄具の導入を許容し、この被掛合部下に掛合部が
入り込んだ位置での被掛合部の弾性復帰により、雄具を押し込み操作しない状態において
は、付勢手段の付勢によりこの被掛合部に掛合部が掛合し、雄具と雌具とは紐を通し孔に
挿通させない状態においても分離することはないようにすることができる。
【０００８】
　前記雄具の押し込み方向に直交する向きの断面外郭形状を雌具の内部形状と相補関係と
なる形状としておくと共に、前記断面外郭形状を構成する雄具の中心を通ってこの雄具を
二分する仮想の直線の一方側の輪郭と、他方側の輪郭とが、この雄具の中心を基準とした
点対称の形状となるようにしておけば、雄具は雌具に対し、その通し孔の形成された側部
を雌具の通し孔の形成された側部側に位置させ、かつ、その掛合部の形成された側部を雌
具の被掛合部の形成された側部側に位置させた状態でのみ組み合わせることができるよう
になり、雄具と雌具のアッセンブリの容易化が図られる。
【発明の効果】
【０００９】
　この発明にかかるコードロックによれば、掛合部と被掛合部との掛合により付勢手段の
付勢にかかわらず紐を通さない状態において雄具と雌具とが分離してしまうことのないよ
うにすることができると共に、このように掛合部を備えながら雄具の押し込み方向におけ
るコードロックの寸法をできるだけ小さくすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１はコードロックの斜視図である。
【図２】図２はコードロックの平面図である。
【図３】図３はコードロックの底面図である。
【図４】図４はコードロックの正面図である。
【図５】図５はコードロックの右側面図である。
【図６】図６は図２におけるＡ－Ａ線断面図である。
【図７】図７は図２におけるＢ－Ｂ線断面図である。
【図８】図８は雌具の斜視図である。
【図９】図９は雌具の平面図である。
【図１０】図１０は雌具の底面図である。
【図１１】図１１は雌具の正面図である。
【図１２】図１２は雌具の右側面図である。
【図１３】図１３は雄具の斜視図である。
【図１４】図１４は雄具の平面図である。
【図１５】図１５は雄具の底面図である。
【図１６】図１６は雄具の正面図である。
【図１７】図１７は雄具の右側面図である。
【図１８】図１８は紐を通した状態のコードロックの断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、図１～図１８に基づいて、この発明の典型的な実施の形態について、説明する。
この実施の形態にかかるコードロックＲは、紐Ｃの任意の位置に留め付け可能であり、ま
た、この留め付け状態を雌具２内に雄具１を付勢に抗して押し込み操作することで解くよ
うに構成されたものである。かかる紐Ｃは、このようにコードロックＲの留め付けが可能
なものであれば、その形状（丸紐、平紐など）、材質や構造（編み紐、ゴム紐、合成樹脂
製の紐など）は問われない。かかるコードロックＲは、典型的には、こうした紐Ｃにより
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絞られたり、引き締められたりする箇所を備えた各種の物品におけるこの紐Ｃに留め付け
られて、その留め付け位置を変えることでこのような箇所を絞ったり、緩めたりするよう
に用いられる。
【００１２】
　かかるコードロックＲは、雄具１と、この雄具１の一部を付勢手段３の付勢に抗した押
し込み操作可能に納める雌具２とを有し、この雄具１の所定の押し込み位置においてこの
雄具１及び雌具２の側部に形成された紐Ｃの通し孔１３、２２を整合させるように構成さ
れる。このように通し孔１３、２２を整合させた状態でコードロックＲに紐Ｃが通され、
あるいは、既に通された紐Ｃに対するコードロックＲの留め付けが解かれる。そして、雄
具１に対する前記押し込み操作を止めて前記付勢により雄具１を押し込み操作前の位置に
向けて移動させることで不整合となる雄具１の通し孔１３と雌具２の通し孔２２とにより
通された紐Ｃを挟み付けてこの紐ＣにコードロックＲが留め付く。（図１８）図示の例で
は、雄具１及び雌具２にそれぞれ、二箇所の通し孔１３、２２が形成されている。これに
より、図示の例では、二箇所の通し孔１３、２２の一方に通された紐Ｃをさらに二箇所の
通し孔１３、２２の他方に通すことでコードロックＲを一本の紐Ｃの結び目に代替できる
ようになっている。
【００１３】
　図示の例では、雄具１は、扁平盤状をなすように構成されている。この雄具１の厚さ方
向が雌具２内への押し込み方向ｘと一致するようになっている。雄具１の幅広の一面がそ
の押し込み操作をするときの操作面１０となっている。この雄具１の側部１１、つまり、
かかる操作面１０とこの操作面１０に対向する雄具１の幅広の他面１２との間に、紐Ｃの
通し孔１３が形成されている。図示の例では、雄具１の幅広の両面１０、１２はそれぞれ
、四つのコーナー部１４、１４…を備え、従って側部１１は四つの側面部１１ａ、１１ａ
…から構成されている。紐Ｃの通し孔１３は背中合わせの位置にある二つの側面部１１ａ
、１１ａ間に亘って雄具１を貫通している。この二つの側面部１１ａ、１１ａにはそれぞ
れ、この側面部１１ａが接する二つのコーナ部１４、１４間の略中程の位置を挟んだ一方
側と他方側とにそれぞれ通し孔１３が形成されている。雄具１の幅広の他面１２には、十
字状をなす突部１２ａが形成されている。図示の例では、後述する付勢手段３を構成する
圧縮コイルバネ３’のバネ上端３ａ内にこの突部１２ａがはまり込んで雄具１に対してこ
のバネ３’が組み合わされるようになっている。
【００１４】
　雄具１の四つの側面部１１ａ、１１ａ…のうち、通し孔１３の設けられていない二つの
側面部１１ａ、１１ａにはそれぞれ、前記付勢手段３の付勢により雌具２の被掛合部２５
に掛合して雄具１の前記押し込み操作前の位置からの抜け出しを阻止する掛合部１５が形
成されている。図示の例では、かかる掛合部１５は、これが形成されている側面部１１ａ
が接する二つのコーナ部１４、１４間の略中程の位置に設けられている。図示の例では、
この雄具１の掛合部１５はこの雄具１の側面部１１ａから外方に突き出す突起として構成
されている。かかる突起は、頂部１５ａを挟んで前記操作面１０側に位置される側の突き
だし面を側面部１１ａに略直交させる掛合面１５ｂとしていると共に、頂部１５ａを挟ん
だこの掛合面１５ｂと反対の側の突きだし面をこの頂部１５ａに向かうに連れて操作面１
０側に近づく傾斜面１５ｃとしている。それと共に、前記通し孔１３における雄具１の押
し込み先側Ｆｗに位置される孔縁１３ａよりも押し込み手前側Ｂｗに位置される箇所に、
この突部の掛合面１５ｂが位置されるようになっている。
【００１５】
 すなわち、この実施の形態にあっては、雄具１における通し孔１３の貫通方向に交叉す
る方向にある側部１１であって、この通し孔１３の押し込み先側Ｆｗに位置される孔縁１
３ａよりも押し込み手前側Ｂｗに位置される箇所に、前記掛合部１５となる掛合面１５ｂ
が形成されている。
【００１６】
　一方、雌具２は、扁平の箱状をなすように構成されている。この雌具２の厚さ方向が雄
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具１の押し込み方向ｘと一致するようになっている。雌具２における雄具１の押し込み手
前側Ｂｗに位置される幅広の上面は開放され、この開放部２０から雌具２内に雄具１がそ
の操作面１０と反対の側から入れ込まれるようになっている。雌具２の側部２３、つまり
、かかる開放部２０とこの底部２１との間に、紐Ｃの通し孔２２が形成されている。図示
の例では、雌具２は略四角形の箱状を呈しており、前記側部２３を構成する四つの側面部
２３ａ、２３ａ…を有している。そしての、紐Ｃの通し孔２２は背中合わせの位置にある
二つの側面部２３ａ、２３ａに雌具２の内外を連通するようにして形成させれている。こ
の二つの側面部２３ａ、２３ａにはそれぞれ、この側面部２３ａの左右方向略中程の位置
を挟んだ一方側と他方側とにそれぞれ通し孔２２が形成されている。雌具２の底部２１の
内側の中央には、周回突部２１ａが形成されており、後述する付勢手段３を構成する圧縮
コイルバネ３’のバネ下端３ｂ内にこの周回突部２１ａがはまり込むようになっている。
【００１７】
　また、かかる雌具２の側部２３には雌具２の内外を連通させる連通部２４が形成されて
おり、この連通部２４と雌具２の上面との間に位置される雌具２の側部の一部が弾性変形
可能な被掛合部２５となっている。かかる雌具２を合成樹脂の成形品とすることで、この
被掛合部２５に容易に弾性変形特性を付与することができる。図示の例では、雌具２の側
部２３を構成する四つの側面部２３ａ、２３ａ…のうち、通し孔２２が形成されていない
側面部２３ａにそれぞれ、かかる連通部２４が形成されている。この連通部２４は底部２
１側においても開放されている。この連通部２４により、雌具２の開放部２０を巡る縁部
のうち、連通部２４の形成された側面部２３ａ側に位置される縁部は、通し孔２２の形成
された二箇所の側面部２３ａ、２３ａ間に亘る架橋片状をなし、この縁部が前記被掛合部
２５として機能するようになっている。
【００１８】
　付勢手段３は、図示の例では、バネ上端３ａの側からバネ下端３ｂの側に近づくに連れ
てバネ径を小さくするように構成された圧縮コイルバネ３’により構成されている。この
バネのバネ下端３ｂを前記周回突部２１ａを利用して雌具２の底部２１上に位置づけさせ
、且つ、このバネ３’のバネ上端３ａを前記十字状をなす突部１２ａを利用して雄具１の
操作面１０と反対の側に位置づけさせるようにした状態で、雄具１をこの操作面１０と反
対の側を先にして雌具２内に入れ込ませ、この入れ込みの過程において前記掛合部１５を
被掛合部２５に掛合させることで、コードロックＲが構成される。この実施の形態にあっ
ては、雌具２の一対の被掛合部２５、２５間の寸法よりも、雄具１の一対の掛合部１５、
１５の頂部１５ａ間の寸法の方がやや大きくなっている。かかる入れ込みの過程において
、掛合部１５の傾斜面１５ｃが被掛合部２５に突き当たって一対の被掛合部２５、２５間
の間隔を広げる向きにこの被掛合部２５を弾性変形させる。これにより、この被掛合部２
５下に掛合部１５の頂部１５ａが入り込む位置までの雄具１の導入が許容される。この被
掛合部２５下に掛合部１５の頂部１５ａが入り込むと、被掛合部２５は弾性復帰する。雄
具１を押し込み操作しない状態においては、付勢手段３の付勢によりこの被掛合部２５の
下面に掛合部１５の掛合面１５ｂが掛合し、雄具１と雌具２とは紐Ｃを通し孔１３、２２
に挿通させない状態においても分離することはない。この状態においては、雌具２の開放
部２０から雄具１の操作面１０側が突きだし、雄具１の通し孔１３と雌具２の通し孔２２
とは整合しないようになっている。（図１）この図１の状態から、雄具１を、この雄具１
の通し孔１３と雌具２の通し孔２２とを整合する位置まで前記付勢手段３の付勢に抗して
押し込むことで、コードロックＲに紐Ｃを通すことができるようになり、あるいはまた、
既にコードロックＲに通された紐Ｃに対するコードロックＲの留め付け状態が解かれるよ
うになっている。
【００１９】
　掛合部１５は、雄具１における通し孔１３、２２の貫通方向に交叉する方向にある側部
１１であって、この通し孔１３の押し込み先側Ｆｗに位置される孔縁１３ａよりも押し込
み手前側Ｂｗに位置される箇所に形成されていることから、雄具１における通し孔１３下
の寸法を最小限のものにすることができ、したがって、コードロックＲにおける雄具１の
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押し込み方向ｘの寸法をできるだけ小さくすることが可能となる。
【００２０】
　また、この実施の形態にあっては、雄具１の押し込み方向ｘに直交する向きの断面外郭
形状が雌具２の内部形状と相補関係となる形状となっていると共に、前記断面外郭形状を
構成する雄具１の中心ｙを通ってこの雄具１を二分する仮想の直線ｚの一方側の輪郭と、
他方側の輪郭とが、この雄具１の中心ｙを基準とした点対称の形状となっている。（図１
４）
【００２１】
　図示の例では、雄具１の前記四つのコーナー部１４…１４のうち、雄具１の前記中心ｙ
を通る図示しない一つの対角線上に位置される二つのコーナー部１４、１４においては小
さいアールを持つように構成されると共に、雄具１の前記中心ｙを通る図示しないその余
の一つの対角線上に位置される二つのコーナー部１４においてはこれよりも大きいアール
を持つように構成され、これにより雄具１は前記のような断面外郭形状を持つものとなっ
ている。雌具２の開放部２０はその縁部をこの雄具１の前記断面外郭形状に倣わせている
。そして、これにより、雄具１は雌具２に対し、その通し孔１３の形成された側部１１を
雌具２の通し孔２２の形成された側部２３側に位置させ、かつ、その掛合部１５の形成さ
れた側部１１を雌具２の被掛合部２５の形成された側部２３側に位置させた状態でのみ組
み合わせ可能となっており、雄具１と雌具２のアッセンブリの容易化が図られている。
【００２２】
　また、図示の例では、雌具２における連通部２４の形成された側面部２３ａの外側に、
通し孔２２の設けられた側面部２３ａから延長するように設けられた腕部２６によって帯
状体の掛け回し部２７が架設されている。
【符号の説明】
【００２３】
　１　雄具
　１１　側部
　１３　通し孔
　１３ａ　孔縁
　１５　掛合部
　２　雌具
　２２　通し孔
　２３　側部
　２５　被掛合部
　３　付勢手段
　Ｃ　紐
　Ｆｗ　押し込み先側
　Ｂｗ　押し込み手前側
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