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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被固定部材に対象物を着脱可能に固定するバックル装置であって、
　表面の少なくとも一部に複数の歯が形成されたラチェットベルトと、
　前記ラチェットベルトを挿通し、挿通したラチェットベルトに対し相対移動可能である
と共に、当該ラチェットベルトをロックし且つロック解除するバックル部と、
を備え、前記バックル部は、
　ベースと、
　前記ベースに回動可能に軸支されると共に、前記ラチェットベルトの歯と係脱可能に係
合する第１の係合部が形成されてなるレバーと、
　前記ベースに回動可能に軸支されると共に、前記ラチェットベルトの歯と係脱可能に係
合して当該歯をロックする第２の係合部が形成されてなる複数のロック部と、
を有し、
　前記ベースと、前記レバー及び複数のロック部との間に、前記ラチェットベルトを挿通
可能な空間が形成されてなり、
　前記レバーは、第１の方向に回動した際に、前記第１の係合部が前記挿通されたラチェ
ットベルトの歯に係合し、前記第１の方向とは反対の第２の方向に回動した際に、当該係
合を解除し、且つ前記回動により当該ラチェットベルトに対し前記バックル部を相対移動
させ、
　前記複数のロック部は、前記レバーを挟んで前記相対移動方向と略垂直な両側における
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、使用者がこれらロック部を片手で操作可能な位置に各々配置されており、前記第１の方
向に回動した際に前記ロックを解除し、前記第２の方向に回動した際に前記ラチェットベ
ルトの歯をロックするバックル装置。
【請求項２】
　前記レバーは、前記回動による相対移動方向側の先端部が軸支されてなり、前記第１の
係合部は、前記回動による相対移動方向側の先端面に形成されてなる請求項１記載のバッ
クル装置。
【請求項３】
　前記レバーを前記第２の方向に付勢する付勢部材をさらに有し、前記レバーは、前記付
勢部材の付勢力に抗して前記第１の方向に回動する請求項２記載のバックル装置。
【請求項４】
　前記複数のロック部を前記第２の方向に各々付勢する付勢部材をさらに有し、前記各々
のロック部は、当該各々の付勢部材の付勢力に抗して前記第１の方向に回動する請求項３
に記載のバックル装置。
【請求項５】
　前記複数のロック部は、前記回動による相対移動方向側の先端部が軸支されてなり、前
記第２の係合部は、当該軸支された先端部とは反対側の先端部に形成されてなる請求項４
に記載のバックル装置。
【請求項６】
　前記第２の係合部は、前記バックル部が前記回動により相対移動する際に、前記挿通さ
れたラチェットベルトの歯面上を、当該相対移動方向に摺動可能である請求項５に記載の
バックル装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アイゼン、スノーシュー、スキー板、スノーボード、ベダル等の被固定部材
に靴等の対象物を着脱可能に固定する際に使用するバックル装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、例えば、アイゼン、スノーシュー、スキー板、スノーボード、ベダル等の被
固定部材に靴を着脱可能に固定する手段としてバックル装置が採用されている。このよう
なバックル装置としては、例えば、スキー靴のアウターシェルの第１の位置に取付けられ
た取付け金具と、当該取付け金具の一端に取付けられた引掛け環と、当該取付け金具に対
し起倒自在に設けられた締付けレバーとを備えたバックルを備えてなり、前記アウターシ
ェルの第２の位置に取付けられたロック部材に係合するラチェットベルトの先端に形成さ
れたフックに、前記引掛け環を引掛け、前記締付けレバーの起倒操作によってスキー靴の
締付けと開放を行うラチェット型のスキー靴用バックルが紹介されている。（例えば、特
許文献１参照）。
【０００３】
　また、ハウジングと、表面に複数の歯が形成され且つ前記ハウジング内に摺動可能に受
入れられるラチェットベルト（ストラップ）と、所定位置にある第１の軸の周りで前記ハ
ウジングに旋回可能に装着され且つ旋回時に前記ラチェットベルトに係合するタブと、前
記タブを前記ラチェットベルト上の前記歯と係合するように付勢するための手段とを有し
、前記タブが歯に係合している際には、前記ラチェットベルトが前記タブに対して第１の
方向に動くが、前記第１の方向と実質的に反対の第２の方向には動かないように構成され
てなり、前記第１の軸の周り及び前記第１の軸から間隔が空けられる第２の軸の周りで、
前記ハウジングに旋回可能に装着されるレバーアームをさらに有するラチェット型バック
ルも紹介されている。（例えば、特許文献２参照）。
【０００４】
　そしてまた、連続した歯を有するラチェットベルトと、バックル本体と、このバックル
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本体に前記ラチェットベルトを挿通せしめるための駆動手段と、前記バックル本体に相対
的な前記ラチェットベルトの一方向の移動を規制する手段と、この一方向の移動を規制す
る手段を解除する手段とを備え、前記ラチェットベルトの歯に係合するピニオンを回動す
るレバーを前記バックル本体に回動自在に枢支すると共に、前記ラチェットベルトの歯に
係合するラチェットベルト移動のストッパーを上記バックル本体に取り付け、前記レバー
の回動によって前記ラチェットベルトを一方向に移動させるようにしたラチェット型バッ
クル装置も紹介されている。（例えば、特許文献３参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】実用新案登録第２５２８９８８号公報
【特許文献２】実用新案登録第３０３６１７５号公報
【特許文献３】特開平８－２４２９０７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１～３に記載されたようなラチェット型のバックル装置は、ラチェットベルト
に形成されている歯の位置を選択することで、靴の被固定部材に対する締付け量の調整範
囲を広くすることができる。しかしながら、レバーの起倒操作によってラチェットベルト
のロック及び解除ロックを行っているため、例えば、レバーを押し下げることで前記ロッ
クの解除を行うバックル装置の場合、靴と被固定部材とのロックを維持しておきたい状況
下において、前記レバーが何かにぶつかることでレバーが押し下げられ、ロックが不意に
外れる可能性がある。一方、レバーを押し上げることで前記ロックの解除を行うバックル
装置の場合は、靴と被固定部材とのロックを維持しておきたい状況下において、前記レバ
ーが枝等に引っ掛かることでレバーが押し上げられ、ロックが不意に外れる可能性がある
。
【０００７】
　本発明は、このような事情に鑑みなされたものであり、対象物を被固定部材に固定する
際に、締付け量の調整範囲を広くすることができることは勿論のこと、対象物と被固定部
材とのロックを維持しておきたい状況下において、当該ロックが不意に解除されることを
防止することが可能なバックル装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この目的を達成するため本発明は、被固定部材に対象物を着脱可能に固定するバックル
装置であって、表面の少なくとも一部に複数の歯が形成されたラチェットベルトと、前記
ラチェットベルトを挿通し、挿通したラチェットベルトに対し相対移動可能であると共に
、当該ラチェットベルトをロックし且つロック解除するバックル部とを備え、前記バック
ル部は、ベースと、前記ベースに回動可能に軸支されると共に、前記ラチェットベルトの
歯と係脱可能に係合する第１の係合部が形成されてなるレバーと、前記ベースに回動可能
に軸支されると共に、前記ラチェットベルトの歯と係脱可能に係合して当該歯をロックす
る第２の係合部が形成されてなる複数のロック部とを有し、前記ベースと、前記レバー及
び複数のロック部との間に、前記ラチェットベルトを挿通可能な空間が形成されてなり、
前記レバーは、第１の方向に回動した際に、前記第１の係合部が前記挿通されたラチェッ
トベルトの歯に係合し、前記第１の方向とは反対の第２の方向に回動した際に、当該係合
を解除し、且つ前記回動により当該ラチェットベルトに対し前記バックル部を相対移動さ
せ、前記複数のロック部は、前記第１の方向に回動した際に前記ロックを解除し、前記第
２の方向に回動した際に前記ラチェットベルトの歯をロックするバックル装置を提供する
ものである。
【０００９】
　このバックル装置は、レバーを回動させることで、ラチェットベルトに対しバックル部
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を相対移動させる構成を備えているため、対象物を被固定部材に締付けて固定する際に、
当該相対移動量に応じて締付け量の調整範囲を広くすることができる。また、前記ロック
部を複数有しているため、対象物と被固定部材とのロックを維持しておきたい状況下にお
いて、仮に一方のロック部がロックを解除したとしても、他方のロック部がロック状態を
維持するため、前記ロックが不意に解除されることを防止することができる。したがって
、安全性を確保することができる。
【００１０】
　本発明に係るバックル装置の一実施形態として、前記レバーは、前記回動による相対移
動方向側の先端部が軸支されてなり、前記第１の係合部は、前記回動による相対移動方向
側の先端面に形成されてなる構成を挙げることができる。このように構成することで、前
記レバーの軸支位置（支点）から離れた端部（作用点）を操作して当該レバーを回動させ
、前記挿通されたラチェットベルトに対し前記バックル部を相対移動させる際に必要な力
を小さくすることができる。したがって、前記利点に加え、バックル装置の操作性を向上
させることができる。
【００１１】
　また、本発明に係るバックル装置は、前記レバーを前記第２の方向に付勢する付勢部材
をさらに有し、前記レバーは、前記付勢部材の付勢力に抗して前記第１の方向に回動する
よう構成することができる。このように構成することで、前記レバーに所定以上の力かか
かるまで、当該レバーが回動することを防止することができる。
【００１２】
　そしてまた、本発明に係るバックル装置の一実施形態として、前記複数のロック部は、
前記レバーを挟んで前記相対移動方向と略垂直な両側に各々配置されてなる構成を挙げる
ことができる。このように構成することで、複数のロック部を互いに離して配置すること
ができる。したがって、前記利点に加え、対象物と被固定部材とのロックを維持しておき
たい状況下において、前記複数のロック部を同時に前記第１の方向（ロックを解除する方
向）に回動させるための力が不意にかかる可能性をより少なくすることができる。このた
め、より安全性を確保することができる。
【００１３】
　また、本発明に係るバックル装置は、前記複数のロック部を前記第２の方向に各々付勢
する付勢部材をさらに有し、前記各々のロック部は、当該各々の付勢部材の付勢力に抗し
て前記第１の方向に回動するよう構成することができる。このように構成することで、前
記複数のロック部に所定以上の力かかかるまで、当該複数のロック部が前記第１の方向（
ロックを解除する方向）に回動することを防止することができる。したがって、より安全
性を確保することができる。
【００１４】
　そしてまた、本発明に係るバックル装置の一実施形態として、前記複数のロック部は、
前記回動による相対移動方向側の先端部が軸支されてなり、前記第２の係合部は、当該軸
支された先端部とは反対側の先端部に形成されてなる構成を挙げることができる。
【００１５】
　また、本発明に係るバックル装置は、前記バックル部が前記回動により相対移動する際
に、前記第２の係合部が前記挿通されたラチェットベルトの歯面上を、当該相対移動方向
に摺動可能であるように構成することができる。このように構成することで、前記利点に
加え、前記挿通されたラチェットベルトに対し前記バックル部を相対移動させる際の操作
性をより向上させることができる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明に係るバックル装置は、片手で行えるレバー操作により、ラチェットベルトに対
しバックル部を相対移動させることで、対象物を被固定部材に固定するための締付け量の
調整範囲を当該相対移動量に応じて広くすることができるため、操作性、フィット性を向
上させることができる。また、前記ロック部が複数となっているため、対象物と被固定部
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材とのロックを維持しておきたい状況下において、仮に一方のロック部がロックを解除し
たとしても、他方のロック部がロック状態を維持するため、前記ロックが不意に解除され
ることを防止することができる結果、安全性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施形態に係るバックル装置の斜視図である。
【図２】図１に示すバックル装置の側面図である。
【図３】図１に示すバックル装置の平面図である。
【図４】図１に示すバックル装置の背面図である。
【図５】図１に示すバックル装置の正面図である。
【図６】図１に示すバックル装置の分解斜視図である。
【図７】図１に示すバックル装置がロック状態にある際のレバー及びロック部の位置を模
式的に示す側面図である。
【図８】図７に示すバックル装置を模式的に示す背面図である。
【図９】図１に示すバックル装置のロック状態を解除した状態を模式的に示す側面図であ
る。
【図１０】図９に示すバックル装置を模式的に示す背面図である。
【図１１】図１に示すバックル装置の一方のロック部のロックが解除された状態を模式的
に示す側面図である。
【図１２】図１１に示すバックル装置を模式的に示す背面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　次に、本発明の実施形態に係るバックル装置について図面を参照して説明する。なお、
以下に記載される実施形態は、本発明を説明するための例示であり、本発明をこれらの実
施形態にのみ限定するものではない。したがって、本発明は、その要旨を逸脱しない限り
、様々な形態で実施することができる。
【００１９】
　図１は、本発明の実施形態に係るバックル装置の斜視図、図２は、図１に示すバックル
装置の側面図、図３は、図１に示すバックル装置の平面図、図４は、図１に示すバックル
装置の背面図、図５は、図１に示すバックル装置の正面図、図６は、図１に示すバックル
装置の分解斜視図である。
【００２０】
　なお、前述した各図では、説明を判り易くするため、各部材の厚さやサイズ、拡大・縮
小率等は、実際のものとは一致させずに記載した。また、本実施形態では、レバー５０の
回動によりラチェットベルト１０に対しバックル部２０が相対移動する方向（図２でいう
左側）を「前進方向」とし、前進方向とは反対の方向（図２でいう右側）を「後退方向」
とし、前進方向及び後退方向の両者を含めた方向を「進退方向」として説明する。そして
また、本実施形態では、ベース３０の底面３１側（図２でいう下側）を「下」とし、その
反対方向側（図２でいう上側）を「上」として説明する。
【００２１】
　図１～図６に示すように、本実施形態に係るバックル装置１は、ラチェットベルト１０
と、ラチェットベルト１０を挿通し、挿通したラチェットベルト１０に対し相対移動可能
であると共に、ラチェットベルト１０をロックし且つロック解除するバックル部２０とを
備えている。
【００２２】
　ラチェットベルト１０は、長尺な帯状を有し、その表面の少なくとも一部に複数の歯１
１が形成されている。各々の歯１１は、前進方向（図２でいう左側）にいくにしたがって
高さが徐々に高くなる鋸歯状を有している。
【００２３】
　バックル部２０は、ベース３０と、ベース３０の前進方向側に回動可能に軸支されるレ
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バー５０と、ベース３０のレバー５０が軸支される位置よりも後退方向側に回動可能に軸
支される一対のロック部７０Ａ及び７０Ｂとを有している。
【００２４】
　ベース３０は、底面３１と、底面３１の進退方向に沿った一方の縁部から上方に向けて
立設した側壁３２Ａと、底面３１の進退方向に沿った他方の縁部から上方に向けて立設し
且つ側壁３２Ａと対向する側壁３２Ｂとを有している。底面３１は、側壁３２Ａ及び３２
Ｂの後退方向から延出している。
【００２５】
　側壁３２Ａ及び３２Ｂは、互いに対称な形状を有しており、前進方向にレバー５０を軸
支するピン９１が貫通する貫通孔３３Ａ及び３３Ｂが各々形成されている。また、側壁３
２Ａ及び３２Ｂの進退方向略中央部には、ロック部７０Ａ及び７０Ｂを軸支するピン９２
が貫通する貫通孔３４Ａ及び３４Ｂが各々形成されている。そしてまた、側壁３２Ａの貫
通孔３３Ａと貫通孔３４Ａとの間には、後に詳述するねじりコイルバネ９３Ａ及び９４Ａ
の一方の先端が係止される内壁によって画定される略Ｌ字状の貫通孔３５Ａが形成されて
おり、側壁３２Ｂの貫通孔３３Ｂと貫通孔３４Ｂとの間には、後に詳述するねじりコイル
バネ９３Ｂ及び９４Ｂの一方の先端が係止される内壁によって画定される略Ｌ字状の貫通
孔３５Ｂが形成されている。また、側壁３２Ａ及び３２Ｂの後退方向側の上部には、後に
詳述するロック部７０Ａ及び７０Ｂの把持部７１Ａ及び７１Ｂの各々の下面が受領される
湾曲凹部３６Ａ及び３６Ｂが各々形成されている。
【００２６】
　レバー５０は、使用者が把持可能な操作部５１と、操作部５１の前進方向側先端から操
作部５１に対し略垂直に下方に向けて延出する延出部５２とを有している。
【００２７】
　操作部５１は、進退方向に沿った両縁の略中央部が、内側に向けて凹状に湾曲した湾曲
凹部５７Ａ及び５７Ｂとなっており、これらの湾曲凹部５７Ａ及び５７Ｂには、後に詳述
するロック部７０Ａ及び７０Ｂの把持部７１Ａ及び７１Ｂの各々の側面が受領されるよう
になっている。
【００２８】
　延出部５２は、前進方向側の表面に、ラチェットベルト１０の各々の歯１１と係脱可能
に係合する複数の第１の係合部５３（本実施形態では３つ）が形成されている。一方、延
出部５２の後退方向側には、互いに間隔をおいて形成された３つの支持部５４Ａ、５４Ｂ
及び５４Ｃが、操作部５１側から下方に向けて各々延出形成されている。これら支持部５
４Ａ、５４Ｂ及び５４Ｃの先端部には、ピン９１が貫通する貫通孔５５Ａ、５５Ｂ及び５
５Ｃが各々形成されている。
【００２９】
　支持部５４Ａと支持部５４Ｃとの間には、ねじりコイルバネ９３Ａが配設され、支持部
５４Ｂと支持部５４Ｃとの間には、ねじりコイルバネ９３Ｂが配設されている。そして、
側壁３２Ａの貫通孔３３Ａ、支持部５４Ａの貫通孔５５Ａ、ねじりコイルバネ９３Ａの貫
通孔９５Ａ、支持部５４Ｃの貫通孔５５Ｃ、ねじりコイルバネ９３Ｂの貫通孔９５Ｂ、支
持部５４Ｂの貫通孔５５Ｂ、側壁３２Ｂの貫通孔３３Ｂにピン９１を貫通させ、ピン９１
の両端を側壁３２Ａ及び３２Ｂに各々取付けることで、レバー５０は、ベース３０に回動
可能に軸支される。
【００３０】
　具体的には、ねじりコイルバネ９３Ａ及び９３Ｂの一方の先端は、貫通孔３５Ａを画定
する内壁によって係止され、他方の先端は、延出部５２の後退方向側の面に係止されてい
る。したがって、使用者が操作部５１を把持し、レバー５０をねじりコイルバネ９３Ａ及
び９３Ｂの付勢力に抗して第１の方向（図２でいう反時計回り）に回動させる（押し上げ
る）ことで、第１の係合部５３が歯１１と係合し、第２の方向に（図２でいう時計回り）
に回動する（押し下げる）ことでこの係合が解除され、バックル部２０は、ラチェットベ
ルト１０に対し相対移動する。また、レバー５０は、通常の状態では、ねじりコイルバネ
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９３Ａ及び９３Ｂによって第２の方向に付勢されている。
【００３１】
　このように、レバー５０は、前進方向の先端部がピン９１を介してベース３０に軸支さ
れているため、回動の支点と、回動を行う際に作用点となる部分（操作部５１の後退方向
端部）との距離を比較的長くとることができる。したがって、バックル部２０を相対移動
させる際に必要な力（回動させる力）を小さくすることができ、バックル装置１の操作性
を向上させることができる。また、ねじりコイルバネ９３Ａ及び９３Ｂの付勢力以上の力
かかかるまで、レバー５０が回動することがないため、レバー５０が不意に第１の方向に
回動することを防止することもできる。
【００３２】
　ロック部７０Ａ及び７０Ｂは、レバー５０の進退方向に沿った両側（進退方向と略垂直
な両側）に各々配置されている。なお、ロック部７０Ａ及び７０Ｂは、互いに対称な形状
を有しているため、ここでは、ロック部７０Ａを中心に説明する。
【００３３】
　ロック部７０Ａ（７０Ｂ）は、使用者が把持可能な把持部７１Ａ（７１Ｂ）と、把持部
７１Ａ（７１Ｂ）の下部に配設され且つベース３０に軸支される軸支部７２Ａ（７２Ｂ）
を有している。
【００３４】
　把持部７１Ａ（７１Ｂ）は、レバー５０に対向する側面が、レバー５０の湾曲凹部５７
Ａ（５７Ｂ）に相補した湾曲形状を有する湾曲凸部７３Ａ（７３Ｂ）となっており、下面
が、ベース３０の側壁３２Ａ（３２Ｂ）の湾曲凹部３６Ａ（３６Ｂ）に相補した湾曲形状
を有する湾曲凸部７４Ａ（７４Ｂ）となっている。この把持部７１Ａ（７１Ｂ）は、ベー
ス３０に軸支された際に、湾曲凸部７３Ａ（７３Ｂ）が湾曲凹部５７Ａ（５７Ｂ）に受領
され、湾曲凸部７４Ａ（７４Ｂ）が湾曲凹部３６Ａ（３６Ｂ）に受領された状態で、ベー
ス３０とレバー５０との間に位置される。また、把持部７１Ａ（７１Ｂ）の下部には、使
用者の指先を挿入可能な凹部７５Ａ及び７５Ｂが形成されている。
【００３５】
　軸支部７２Ａ（７２Ｂ）は、把持部７１Ａ（７１Ｂ）の下部から略水平に内側に延出し
ており、その前進方向先端部には、ピン９２が貫通する貫通孔７６Ａ（７６Ｂ）が形成さ
れている。また、軸支部７２Ａ（７２Ｂ）の後退方向の下端には、ラチェットベルト１０
の各々の歯１１と係脱可能に係合して歯１１をロックする複数（本実施形態では各々２つ
）の第２の係合部７７Ａ（７７Ｂ）が形成されている。
【００３６】
　ロック部７０Ａ（７０Ｂ）と、ベース３０の側壁３２Ａとの間には、ねじりコイルバネ
９４Ａ（９４Ｂ）が配置されている。そして、側壁３２Ａの貫通孔３４Ａ、ねじりコイル
バネ９４Ａの貫通孔９６Ａ、ロック部７０Ａの貫通孔７６Ａ、ロック部７０Ｂの貫通孔７
６Ｂ、ねじりコイルバネ９４Ｂの貫通孔９６Ｂ、側壁３２Ｂの貫通孔３４Ｂにピン９２を
貫通させ、ピン９２の両端を側壁３２Ａ及び３２Ｂに各々取付けることで、ロック部７０
Ａ及び７０Ｂは、ベース３０に回動可能に軸支される。
【００３７】
　具体的には、ねじりコイルバネ９４Ａ及び９４Ｂの一方の先端は、貫通孔３５Ａを画定
する内壁によって係止され、他方の先端は、ロック部７０Ａ及び７０Ｂに各々係止されて
いる。したがって、使用者が凹部７５Ａ及び７５Ｂに指先を入れて把持部７１Ａ及び７１
Ｂを把持し、両者をねじりコイルバネ９４Ａ及び９４Ｂの付勢力に抗して第１の方向（図
２でいう反時計回り）に回動させる（押し上げる）ことで、第２の係合部７７Ａ及び７７
Ｂと、歯１１とのロックが解除され、第２の方向に（図２でいう時計回り）に回動する（
押し下げる）ことで歯１１を確実にロックするようになっている。なお、ロック部７０Ａ
及び７０Ｂは、通常の状態では、ねじりコイルバネ９４Ａ及び９４Ｂによって第２の方向
に付勢されており、ロック状態となっている。
【００３８】
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　このバックル装置１は、ベース３０の底面３１と、レバー５０の下面、ロック部７０Ａ
及び７０Ｂの下面によって画定される空間が、ラチェットベルト１０を挿通するための挿
通部８０となっている。
【００３９】
　次に、本実施形態に係るバックル装置１の具体的動作について図７～図１２を参照して
説明する。図７は、バックル装置１がロック状態にある際のレバー５０、ロック部７０Ａ
及び７０Ｂの位置を模式的に示す側面図、図８は、図７に示すバックル装置１を模式的に
示す背面図、図９は、バックル装置１のロック状態を解除した状態を模式的に示す側面図
、図１０は、図９に示すバックル装置１を模式的に示す背面図、図１１は、バックル装置
１のロック部７０Ａのロックが解除された状態を模式的に示す側面図、図１２は、バック
ル装置１を模式的に示す背面図である。
【００４０】
　ラチェットベルト１０をバックル部２０によってロックする際は、先ず、バックル部２
０の挿通部８０に、ラチェットベルト１０を挿通させる。次に、操作部５１を、ピン９１
を支点として、コイルバネ９３Ａ及び９３Ｂの付勢力に抗してラチェットベルト１０に対
し押し上げる（第１の方向に回動させる）と、レバー５０の前進方向先端に形成されてい
る第１の係合部５３がラチェットベルト１０の歯に係合し、次いで操作部５１を、ピン９
１を支点としてラチェットベルト１０に対し押し下げる（第２の方向に回動させる）と、
第１の係合部５３と歯１１との係合が解除されると共に、バックル部２０が、ラチェット
ベルト１０に対して相対的に前進する。なお、この押し下げる動作は、使用者が行っても
よく、手からレバー５０を離すことで、コイルバネ９３Ａ及び９３Ｂの付勢力により自動
的に元の位置に戻してもよい。
【００４１】
　この時、ロック部７０Ａ及び７０Ｂは、レバー５０とは異なったピンによりレバー５０
と独立した状態でベース３０に軸支されているため、レバー５０が第１の方向に回動して
も（押し上げられても）、第２の係合部７７Ａ及び７７Ｂと、歯１１との係合が積極的に
解除される（積極的にロックが解除される）ことはない。即ち、第２の係合部７７Ａ及び
７７Ｂは、バックル部２０がラチェットベルト１０に対して相対的に前進する力により、
歯１１の上面を前進方向に摺動し、次の歯１１と係合するため、前記回動を停止しレバー
５０が元の位置に戻った際には、図７及び図８に示すように、バックル部２０がラチェッ
トベルト１０を確実にロックすることになる。これらの回動動作を繰り返すことで、例え
ば、ラチェットベルト１０で靴等の対象物を締め付けてアイゼン等の被固定部材に固定す
る際に、ラチェットベルト１０の長さを簡単に調整することができ、対象物を被固定部材
に強固に固定（締め付ける）ことができる。この締め付け動作は、レバー５０を片手で操
作することにより行うことができ、さらに使用者が手袋をしていても簡単に行うことがで
き、操作性に優れている。
【００４２】
　次に、バックル部２０によるラチェットベルト１０のロックを解除させる場合は、使用
者の指先をロック部７０Ａ及び７０Ｂの凹部７５Ａ及び７５Ｂを挿入してロック部７０Ａ
及び７０Ｂを把持し（つまみ）、ロック部７０Ａ及び７０Ｂを押し上げる（第１の方向に
回動させる）ことで、図９及び図１０に示すように、第２の係合部７７Ａ及び７７Ｂと、
歯１１との係合を解除すればよい。この状態で、ラチェットベルト１０を簡単に緩める（
バックル部２０をラチェットベルト１０に対して後退させる、あるいは挿通口８０から引
き抜く）ことができる。また、ロック部７０Ａ及び７０Ｂから手を離せば、ロック部７０
Ａ及び７０Ｂは、ねじりコイルバネ９３Ａ及び９４Ａの付勢力により第２の方向に自動的
に回動して元の位置（図７及び図８に示す位置）に戻る。このロック解除動作は、ロック
部７０Ａ及び７０Ｂを両側から把持することで行えるため、片手で且つ手袋をしていても
簡単に行うことができる。
【００４３】
　また、例えば、ラチェットベルト１０で靴等の対象物を締め付けてアイゼン等の被固定
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たい状況下）において、仮にロック部７０Ａが、図１１及び図１２に示すように押し上げ
られたとしても、ロック部７０Ｂとラチェットベルト１０とのロック状態が維持されてい
るため、バックル部２０によるラチェットベルト１０のロックが不意に解除されることを
防止することができる。したがって、安全性を確保することができる。
【００４４】
　そしてまた、前述したように、ロック部７０Ａ及び７０Ｂは、レバー５０とは異なった
ピンによりレバー５０と独立した状態でベース３０に軸支されているため、ラチェットベ
ルト１０をロックしておきたい状況下において、仮にレバー５０が何かにぶつかって第１
の方向に回動しても（押し上げられても）、ロックが解除されることを防止することもで
き、より安全である。
【００４５】
　なお、本実施形態では、第１の係合部５３を３つ形成し、第２の係合部７７Ａ及び７７
Ｂを各々２つ形成した場合について説明したが、これに限らず、第１の係合部５３、第２
の係合部７７Ａ及び７７Ｂの配設数は任意に決定することができる。
【００４６】
　また、本実施形態では、レバー５０に付勢力を与える付勢部材として、コイルバネ９３
Ａ及び９３Ｂを用い、ロック部７０Ａ及び７０Ｂに付勢力を与える付勢部材として、コイ
ルバネ９４Ａ及び９４Ｂを用いた場合について説明したが、これに限らず、前記付勢部材
は、例えば、板バネ、皿バネ、トーションバー等、バックル部２０の構成に応じて任意に
選択することができる。
【００４７】
　そしてまた、本実施形態では、一対のロック部７０Ａ及び７０Ｂを配設した場合につい
て説明したが、これに限らず、ロック部は、所望により３つ以上配設してもよい。
【符号の説明】
【００４８】
　１…バックル装置、　１０…ラチェットベルト、　１１…歯、　２０…バックル部、　
３０…ベース、　５０…レバー、　５３…第１の係合部、　７０Ａ、７０Ｂ…ロック部、
　７７Ａ、７７Ｂ…第２の係合部、　８０…挿通部、　９３Ａ、９３Ｂ、９４Ａ、９４Ｂ
…ねじりコイルバネ
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