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(57)【要約】

（修正有）

【課題】あらゆる条件で用いる場合に拘束ロープを制動
する点で高い信頼度を保証し、一方で大きさ及び重量が
調節されたビレー器具を提供する。
【解決手段】ロープを制動するビレー器具は、複数の離
隔ピン４により結合された２枚の平行なプレート２、３
よりなる本体１から構成されている。ロープは、本体１
内に挿入される。本体１は、本体の開口部８を介して、
本体１に連結されたカラビナを備えている。カラビナを
介して、ビレー器具は、使用者に連結される。カラビナ
は、開口部８内を、通常の位置である、非制動位置と、
ロープが制動される緊急位置の間を可動である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
カラビナを用いてロープ（１０）をブロッキングするビレー器具であって、複数の拘束
手段（４）（５）（６）（７）により、互いに拘束された２つの平らなプレート（２）（
３）により形成された本体（１）を備え、
前記平らなプレート（２）（３）は、それらの間で前記器具の本体（１）内部に挿入さ
れた前記ロープ(１０)の入口および出口となるように寸法決めされた開いている部分（１
１）を設けるために、間隔を隔てて配置され、
前記本体（１）は、前記プレート（２）（３）のそれぞれに設けられている開口（８）
を備え、
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前記開口（８）は、前記本体（１）に前記開口（８）を通る前記カラビナ（１５）を取
り付けるために設けられ、
前記開口（８）は、互いに一直線上に配置され、かつ、前記取り付けられたカラビナ（
１５）が、前記開口（８）に沿って、前記ロープ（１０）が移動しうるようになっている
非ブロック位置と、前記ロープ（１０）の移動を阻害するブロック位置との間を移動しう
るようになっており、
前記開口（８）のそれぞれは、前記開いている部分（１１）に対して遠位にある部分と
、前記開いている部分（１１）に対して近位にある部分とを備え、
前記開口（８）の前記近位にある部分は、前記ロープ（１０）の移動を阻止するための
前記ブロック位置に向かって前記カラビナ（１５）を案内するように寸法決めされている
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ことを特徴とするビレー器具。
【請求項２】
ロープ（１０）をブロッキングするビレー器具であって、複数の拘束手段（４）（５）
（６）（７）により、互いに拘束された２つの平らなプレート（２）（３）により形成さ
れた本体（１）を備え、前記ロープ（１０）は、２つのプレート（２）（３）の間で器具
の本体（１）の内側に挿入されて取り付けられ、ビレー器具は、さらに、単一のカラビナ
（１５）を備え、前記カラビナ（１５）は、ビレーヤーであるユーザーに器具を拘束する
、ビレー器具において、
前記本体（１）は、前記プレート（２）（３）のそれぞれに設けられている開口（８）
を備え、前記開口（８）を通して器具の本体（１）に前記カラビナ（１５）を取り付け、
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前記単一のカラビナ（１５）によってビレーヤーは拘束され、
前記開口（８）は、互いに一直線上に配置され、かつ、前記取り付けられたカラビナ（
１５）が、前記開口（８）に沿って、前記ロープが移動しうるようになっている非ブロッ
ク位置と、前記ロープ（１０）の移動を阻害するブロック位置との間を移動しうるように
なっており、
前記カラビナ（１５）の前記ロープ（１０）の非ブロック位置から前記ロープ（１０）
のブロック位置への移動は、前記ロープ（１０）の張力によっておこり、
前記平らなプレート（２）（３）は、前記ロープ(１０)の入口および出口となるように
寸法決めされた開いている部分（１１）を設けるために、間隔を隔てて配置され、
前記開口（８）のそれぞれは、前記開いている部分（１１）に対して遠位にある部分と
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、前記開いている部分（１１）に対して近位にある部分とを備え、
前記開口（８）の前記近位にある部分は、前記ロープ（１０）の移動を阻止するための
前記ブロック位置に向かって前記カラビナ（１５）を案内するように寸法決めされている
ことを特徴とするビレー器具。
【請求項３】
ブロック位置において、本体（１）は、ロープ（１０）を解放するために回転する、請
求項１または２記載のビレー器具。
【請求項４】
本体（１）は、ロープ（１０）の自由端（１０ｂ）に向かって回転する、請求項３記載
のビレー器具。
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【請求項５】
カラビナ（１５）を補助し、必要とされる摩擦を生成する少なくとも１つのコントラス
ト要素（１２）を備え、前記ブロック位置において、前記本体は、前記コントラスト要素
（１２）および前記カラビナ（１５）によって前記ロープに与えられる摩擦を減少させる
ために回転する、請求項３または４記載のビレー器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、自身の内部を走行するロープを調節、制動するビレー器具に関する。
【背景技術】
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【０００２】
本明細書において、「ビレー器具」の語は、安全器具、主に登山用装置器具として用い
られる安全器具を指すがこれに限られるものではなく、この器具により、第１のクライマ
ーが、第２のクライマーを索止めに固定して安全確保をする（ビレーを与える）ために用
いられるロープの調節、制動を行う。
【０００３】
この器具は、登山の分野では「ビレー器具」として知られており、アウトドアの登山と
練習用壁の双方に用いることができ、非常時には、クライマーの安全を確保することを可
能にし、クライマーにビレーを与えるロープを調節、制動することにより、落下事故を防
止することができる。
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【０００４】
実際、この器具は、「ビレーヤー」と呼ばれる地上の同行者が壁を登攀中の登山者にビ
レーを与えるために通常用いられ、登攀中に登山者がミスを犯して安全なつかみを失うよ
うな場合に、ビレー器具によりビレーされている登山者の自由落下を防止する。
【０００５】
このテクニックは、「リードクライマーをビレーすること」として知られており、この
場合、登攀中のリードクライマーは、援助され、ビレー器具によって地上の同行者、正確
にはビレーヤーに（つながれて）ビレーされ、クライマーをつないでいる結束ロープを非
常時に制止することができるようにし、クライマーは、少しずつ登っていく間に、登攀中
の壁の上にある１つ以上のリングにロープを結ぶことができるようになる。
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【０００６】
さらに、非常の場合には特にビレーヤーが彼の役割を登攀中の壁上で実行できるよう、
拘束ロープを制動するチャンスを利用する他のタイプのビレー器具が知られている。
【０００７】
例えば、ビレー器具を、第２のクライマーをビレーするために用いてもよい。この場合
には、登攀壁のリード・クライマーがビレーヤーとして、ビレー器具により、下から壁を
攀じ登る第２のクライマーのロープを制御する。第２のクライマーが手を滑らせた際に、
壁面の上のクライマーが、ビレー器具により、ロープを制動し、同僚の落下を防いでいる
。
【０００８】
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更に、このような器具は、前に攀じ登った壁を降りる際にも使用される。実際、自身に
装着された器具を持っているクライマーは、器具が備えている便利な手段やあるいは単に
手動により、ビレー器具がロープにかける摩擦を変化させ、その内部を通るロープを制動
し降下速度を調節することができるという、ビレー器具が有している能力を利用すること
ができる。
【０００９】
公知のビレー器具は、ロープに対する摩擦を増大させ、制動することにより、ロープの
走行を制御するものである。走行を制御し、制動して、クライマーの落下を防いでいる。
【００１０】
手動若しくは半自動のビレー器具も知られ、後者は、クライマーの落下によるロープの
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突然のテンションの後の緊急事態において、自動的に動いて、ロープを制動するものが知
られている。
【００１１】
反対に、手動の器具においては、落下の際に、壁面の同僚をビレーする装置を扱う人は
、ロープの走行を制動する位置で、ロープを手で動かさなくてはならない。
【００１２】
例えば、アルデシン・ソチエタ・ペル・アツィオーニ(Aludesign SpA)により販売され
ているビレー器具「ダブル・ヴイ・ロー」（DOBLE V‑ROW）はスパウトよりなり、クライ
マーが落下した際に、ロープが通過するハウジングを備えている。特殊なハウジングの形
状は、ロープに摩擦を与え、落下者の安全確保に必要な手の力に限界を与える。
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【００１３】
手動のビレー器具は安価であるが、安全確保レベルと制動の効率を、器具を取り扱うビ
レーヤーの経験と熟練に頼っている。更に、ロープが固定位置に到達した後に、使用者は
、ロープを手でしっかりと抑え、ハウジングから飛び出さないようにしなくてはならない
。
【００１４】
半自動の自動制動ビレー器具としては、ペツル・カンパニー(Petzl company)で販売さ
れているグリグリ（GRI‑GRI）がある。
【００１５】
このような器具は、偏心カムを備え、その周囲に牽引ロープが巻かれている。このカム
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は、回転可能で、緊急の場合、即ち、ビレーされるクライマーが落下した時、牽引ロープ
がカムの回転を、ブロック位置で止めるようになっている。この位置で、カムにより、カ
ム自体と固定面の間で牽引ロープを締めるようになっている。グリグリは、ハンドルを備
え、ロープがブロック位置に達した時に、ブレーキの程度を調節して、カムを若干、反対
方向に回して、ロープを緩めるようになっている。ハンドルを操作して、例えば、クライ
マーが下る際の降下器具として用いると、部分的にロープを制動して、降下速度を調節す
る。
【００１６】
このような半自動式のビレー器具は、手動式のものよりも安全性にすぐれ、落下するク
ライマーの体重により牽引ロープにテンションがかかると、ロープを自動的に制動するよ
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うになっている。
【００１７】
手動と自動の両方の器具において、効果的な作動を保証するために、クライマーをビレ
ーするビレーヤーは、ロープを所定の位置に保持しなくてはならない。
【００１８】
器具に出入りするロープの両端は、ロープを制動位置に置く時に生ずる問題のすべてを
解消するように、器具自体に対して、正確な位置に保持されなくてはならない。
【００１９】
自動式のビレー器具は、ロープを部分的に解放する際に、ハンドルの操作において、信
頼を置けないことがある。
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２０】
本発明の目的は、あらゆる条件で用いる場合に拘束ロープを制動する点で高い信頼度を
保証し、一方で大きさ及び重量が調節されたビレー器具を提供することにある。
【００２１】
とりわけ、本発明にしたがったビレー器具は、マニュアル制動または自己制動タイプで
あり、ビレーされたクライマーの落下に起因する突然の張力増加の後、ロープの自動制動
（ブロッキング）を可能にし、この場合、ユーザー（ビレーヤー）は、ロープの自由端を
片方の手で保持している。
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【００２２】
さらに、本発明の目的は、半自動式の器具の欠点を解消して、ロープの制動において、
また、それに続くロープの部分的な解放の際、例えば、クライマーの方へロープを伸ばし
たり、クライマーが降下する際に、安全性と信頼性を高めたビレー器具を提供することに
ある。
【００２３】
さらに、本発明の目的は、ビレーヤーが誤って、ロープを不適切に挿入した時にも、ロ
ープを的確に制動するビレー器具を提供することにある。
【００２４】
さらに、本発明の目的は、ロープを制動しうるビレー器具を提供することにある。
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【課題を解決するための手段】
【００２５】
本発明による、ロープをブロックするビレー器具は、好ましくは４つのスペースピンか
ら成る複数の拘束手段の手段により、好ましくは２つの平行な平面で互いに拘束された２
つの平らなプレートによって形成された本体を備える。
【００２６】
ロープは、さらにカラビナを備える器具本体の内部に挿入され、カラビナは、器具本体
の開口を通して本体に取り付けられている。
【００２７】
カラビナにより、ビレー器具がユーザーに拘束され、カラビナは、通常の使用状態であ
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るロープの非ブロック位置と、ロープがブロックされる非常位置との間、およびその逆、
で動くことができる。
【００２８】
開口アウトラインは、少なくとも１つの突出歯により、第１開口部と第２開口部とに分
けられ、カラビナが第１部分に配置されているときは、器具はロープの非ブロック位置に
あり、一方カラビナが第２部分に配置されているときは、器具はロープがブロックされる
非常位置にある。
【００２９】
器具は、開口に沿ったカラビナの偶然的な動きを防止する手段も備え、この手段は、好
ましくは可動レバーを含み、可動レバーは、ばねにより、開口アウトラインに設けられた
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歯に対して対置された位置に配置される。このため、可動レバーは、開口の第１部分から
開口の第２部分への、およびその逆の、偶然的な動きを防止する。
【００３０】
非常位置においてロープをブロックするため、器具は、少なくとも１つのコントラスト
要素を備え、コントラスト要素は、カラビナを補助し、必要とされる摩擦を生成する。
【００３１】
実際、カラビナが第２開口部に配置されているとき、ロープは、カラビナとコントラス
ト要素との間の摩擦により、ブロックされる。
【００３２】
器具本体を定めるプレートの開口アウトラインの特有の形状、特に突出歯があることに
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より、通常の動作の間、全く偶発的で望まれない仕方で、器具が、ロープのブロック位置
、すなわち非常位置に到達するのが防止される。
【００３３】
実際、器具に設けられた可動レバーにより、カラビナの開口に沿った動きが防止され、
ロープの非ブロック位置から、ロープがブロックされる非常位置への、およびその逆の、
偶発的通過のリスクが除かれる。
【００３４】
さらに、言及したように、本ビレー器具は、ディセンダーとしても働き、この使用方法
においても、高い信頼性と安全性とを保証する。
【００３５】
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従来の自動ビレー器具とは異なり、例えば壁を降りる間ロープのブロックを制御するよ
う設計された、ハンドルまたは同様の手段は存在しない。実際、ロープの部分的な解放は
、手で器具本体を動かすことによってのみ生じ、従って、例えばハンドルにおける作動上
の問題が避けられる。
【００３６】
本発明のさらなる特徴および利点は、説明のため付した図を引用した以下の記載により
明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明によるビレー器具の斜視図を示す。
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【図２】本発明によるビレー器具の内部への抑えロープの挿入を示す。
【図３】本発明によるビレー器具へのカラビナの取り付けを示す。
【図４】抑えロープの非ブロック位置における本発明によるビレー器具の斜視図を示す。
【図５】抑えロープの非常位置、すなわちブロック位置における本発明によるビレー器具
の斜視図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００３８】
図１に示されるように、図示された好適な実施形態のビレー器具は、本体１を備え、本
体１は、複数の拘束手段４〜７により互いに拘束される２つの平らなプレート２、３から
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成る。
【００３９】
より詳細には、平らなプレート２、３は、互いに同様であり、高い機械的特性を有する
軽量の金属材料から成る。
【００４０】
プレートは、器具の内部を通るロープが取り付けられるスペースが間に設けられるよう
に、互いに拘束されている。
【００４１】
図示される形態では、プレートは、対向し対応する位置で拘束されている。すなわち、
金属材料から成るスペースピン４〜７により、好ましくは平行の２つの平面を形成するよ
うになっている。本発明によるビレー器具を示す図１に見られるように、器具の本体には
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、特定のアウトラインを定めるように形成された開口８が設けられ、後によりよく記載さ
れるように、器具は、ロープが自由に動くロープの第１非ブロック位置と、第２ブロック
位置、すなわち非常位置に達する。
【００４２】
２つのプレート２、３の両方における開口アウトライン８には、歯２０で定義される突
出領域が設けられている。歯２０は、開口８を２つの連続する部分２１、２２に分け、第
１部分２１は、歯２０の下方にあり、第２部分２２は、歯２０の上方にある。
【００４３】
２つのプレートは、互いに拘束され、器具の本体１を定め、器具は、プラスチックカバ
ー部分９により、側面に沿って部分的に閉じられている。プラスチックカバー部分９は、
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２つのプレート間のスペースをカバーできるように、器具本体の側面に収まるよう都合よ
く形成されている。
【００４４】
図１に見られるように、器具の側面の部分１１は開いており、抑えロープ１０が、２つ
のプレート２、３間のスペースにおいて器具本体に挿入され得るようになっている。
【００４５】
図２は、ロープ１０の器具への挿入動作を示している。特に、器具本体の外側側面の開
いている部分１１を通して、図３に示されるように器具本体の下部分に到達するまで挿入
するため、抑えロープは
【００４６】

Ｕ

状に折られている。
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端部１０ａ、すなわちピン４を通る端部は、結び付けられるクライマーに拘束され、一
方、ピン５、６を通る端部１０ｂは、クライマーが壁を登る間、器具中に少しずつ動くロ
ープの自由端に対応するように、ロープ１０は、器具に正確に挿入されなければならない
。
【００４７】
本発明によるビレー器具の正しい操作は、カラビナ１５、または同等のコネクタを使用
する。カラビナ１５、または同等のコネクタは、先の図２に関しての記載のように抑えロ
ープが挿入された後、器具に取り付けられる。
【００４８】
図３に示されるように、従来のタイプのカラビナ１５は、器具の本体１に取り付けられ
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、開いているカラビナが、器具本体の両方の開口８を通じて、器具を通過している。
【００４９】
カラビナ１５は、器具と協働してロープのブロッキングを実行することに加えて、器具
を、落下の場合に第２クライマーをビレーするユーザー（ビレーヤー）に拘束するという
、２つの機能を奏する。
【００５０】
言い換えると、本発明による器具を、仲間をビレーするユーザーに拘束するのに、追加
のカラビナ、または同等の手段は不必要である。
【００５１】
器具の作動の記述により後に特に明らかになるように、開口８の中を通ることにより器
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具に取り付けられたカラビナ１５は、第１部分２１と第２部分２２との間、およびその逆
、で開口の内部を動くことができる。カラビナが、図４に示される開口８の第１部分２１
にあるとき、器具は、ロープのブロック位置にあり、言い換えると、ロープが器具の本体
内部を自由に動く通常の使用位置にある。
【００５２】
カラビナが、図５に示される位置である、開口８の第２部分２２にあるとき、器具は非
常位置にあり、ロープは、動かないようにブロックされる。
【００５３】
ビレー器具は、ユーザーが、緩んだロープ、すなわちロープの自由端を片手につかんで
さえいれば、半自動タイプである。ビレーされたクライマーが落下した場合、ユーザー（
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ビレーヤー）は、片手にロープの自由端をつかみ、カラビナ１５は、自動的にブロック位
置にスナップされる。実際、落下の場合、ロープ１０ａに関わる端部は、張力を受け、カ
ラビナに張力が加わり、開口８に沿った第１部分から第２部分への動きが引き起こされる
。カラビナが第２部分にあるとき、器具は非常位置にあり、ロープのさらなる動きが避け
られる。
【００５４】
ビレー器具の本体１の内部、すなわち２つのプレート２、３によって定められる空間の
内部は、コントラスト要素１２と、カラビナ１５の偶然的変位を防ぐ手段とが配置される
。カラビナ１５の偶然的変位を防ぐ手段は、ロープの非ブロック位置から非常位置への、
およびその逆の、偶然的変位を防ぐ。
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【００５５】
コントラスト要素１２は、ピン５、６で固定されて拘束され、ビレーされたクライマー
の落下と、ユーザー（ビレーヤー）がロープの１０ａの自由端をつかんだこととにより引
き起こされた、ロープの伸長に続いて、カラビナ１５が開口８の第２部分２２に配置され
たときに、カラビナ１５と協働し、ロープのブロッキングを定める要素を構成する。図１
に示されるように、コントラスト要素１２には、ロープに生成される摩擦を向上させてブ
ロッキングをより効率的にするために、ロープとの接触面にＶ字状の溝４５、または同等
の手段が設けられている。
【００５６】
特に図５に示されるように、器具がロープ１０のブロック位置にあるとき、ロープは、
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コントラスト要素１２と、開口８の第２部分２２に配置されたカラビナ１５との間に、挟
まれている。ロープの動きはカラビナ１５の摩擦によりブロックされ、カラビナ１５は、
ロープ１０の張力効果の下で、コントラスト要素１２に押し付けられている。
【００５７】
カラビナ１５の偶然的変位を防ぐ手段は、コントラスト要素１２の端部分に回動可能に
拘束された可動レバー１３を含む。より詳細には、レバーは、図示されないばねによって
、コントラスト要素１２に拘束される。
【００５８】
ばねは、可動レバーが開口８の歯２０に対して対置された位置に配置されるように、負
荷が与えられる。
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【００５９】
つまり、ばねの前負荷は、レバー１３が器具の中央部分に向かって配置されるように、
レバー１３の回転を定める。
【００６０】
レバーは、カラビナ１５の、開口８の第１部分から第２部分への動き、およびその逆の
動きを防ぎ、ロープのみ、またはカラビナにのみ作用する。
【００６１】
実際、器具がロープ１０の非ブロック位置にあり、カラビナ１５が開口８の第１部分に
あるとき（図４で示される位置）、可動レバー１３は、カラビナ１５が歯２０の下に留ま
り、開口８に沿った動きが防がれるように、ばねの前負荷により、ロープ１０ｃの部分、
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そしてカラビナ１５に押し付けられる。
【００６２】
そうすることにより、拘束器具を携える人は、カラビナ１５が誤って第２部分２２内に
動き、ロープのブロック位置へ望ましくなく到達するというリスクを伴わずに、ロープを
器具の内部で動いた状態にし得る。
【００６３】
ばねの前負荷は、通常の使用状態では、カラビナ１５の偶然的変位を防ぐことができる
ほどである。
【００６４】
緊急状態では、張力のかかったロープ１０によりカラビナ１５に加わる力は、ばねの前
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負荷によりもたらされるコントラストに打ち勝つことができ、可動レバー１３を動かし、
カラビナ１５は、第２部分２２のロープのロック位置に到達するまで（図５）、開口８に
沿って動く。
【００６５】
カラビナが、ロープのブロッキングを定める第２部分２２に到達すると、可動レバー１
３は、開口８の歯２０に対置される位置に、自由に戻ることができる。従って、器具をロ
ープのブロック位置に戻すことが必要なときは、ユーザーは、カラビナ１５を、開口８に
沿って第１部分から第２部分に動かして、器具を手動で配置しなければならない。
【００６６】
その操作を行うために、一時的な動きを引き起こして歯２０においてカラビナ１５が通
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過するように、可動レバーのばねの前負荷に打ち勝つ力が与えられる必要がある。カラビ
ナ１５がロープの非ブロック位置の第１部分に戻ると、新しい使用ステップの間、カラビ
ナのブロック位置への偶然的変位を防止するため、レバーは、歯２０に対置された位置に
戻る。
【００６７】
図２、３に関して先に記載したように、ロープ１０は、器具の内部に正確に挿入されな
ければならない。ロープが誤って間違った方向で挿入された場合、すなわちピン５、６で
通る端部１０ｂがビレーされるクライマーに拘束され、端部１０ａが自由であるとき、本
発明によるビレー器具は、ロープのブロッキングと、ビレーされたクライマーの落下を防
ぐことを、保証することができる。
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【００６８】
実際、図に示されるように、ピン４において、プレート２、３の上部分は、ロープが器
具の内部に間違った方向で挿入された場合におけるロープブロッキングを確実にするため
、それぞれに溝５０を備えるように形成されている。
【００６９】
ビレーされたクライマーが落下した場合、不正確に拘束された端部１０ｂは、張力がか
かるが、器具は、間違った方法で使用され、非常位置にスナップせず、すなわちロープブ
ロッキングをする摩擦を生じさせることはできない。
【００７０】
ロープの自由端１０ａは、落下したクライマーの重さにより生じる張力の影響下で、独
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自に、または仲間をビレーするユーザーにより強制的に、２つの溝５０のうちの１つの内
部を通るように配置され、ロープに摩擦が生じ、従ってブロッキングが引き起こされる。
溝５０は、ロープの端部１０ａがその内側に配置され、そこでのブロッキングを定めるの
に十分な摩擦を与えるように、都合よく成形される。
【００７１】
溝５０は、器具の間違った使用状態でのロープのブロッキングを保証するよう定められ
る必要はあるが、ピン４を通るロープの端部１０ａがビレーされるクライマーに拘束され
る端部であるという、図に示される状況より好ましくはない。
【００７２】
本発明によるビレー器具の操作ステップは、説明のため、ロープでつながれたパーティ
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ーの第１クライマーをビレーする場合について記載される。先に記載したように、この技
術は、地上にいる人、または壁を登る人が、カラビナ１５により拘束された器具を有し、
壁を登る第１クライマーをビレーすることを想定している。
【００７３】
最初に、先に図２、３に関して記載したように、地上にいる人が、器具にロープを挿入
し、開口８を通してカラビナ１５を取り付ける必要がある。
【００７４】
その後、地上にいる人が、ハーネス、または登山用具で通常用いられる特有のベルトに
、カラビナ１５を取り付けることにより、非ブロック位置で器具を自身に拘束する。
【００７５】
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地上にいる人の役割は、クライマーが登るときに、器具の内部で抑えロープを少しずつ
動いたままにすることであり、言い換えれば、端部１０ａに拘束されたクライマーに提供
するために、自由なロープ１０ｂを器具の内部で動かすことである。
【００７６】
地上にいる人は、周知の方法を用いてクライマーにロープを提供し、ビレー器具を片手
に持たずに、自由端１０ｂとビレーされたクライマーにより占められた端部１０ａのそれ
ぞれのロープの部分を器具の上方および下方に制御するために手を使う。
【００７７】
緊急事態、すなわちビレーされたクライマーが落下した場合、地上にいる人は、緩んだ
ロープ、すなわちロープ１０ｂの自由端をつかみ、器具は、張力のかかったロープによっ
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てカラビナに与えられた力による、開口８に沿った器具１５の動きにより、ロープのブロ
ック位置に自動的に動く。
【００７８】
実際、クライマーがつかまるところを失って落下したとき、クライマーの重さにより、
ロープ１０ａの占められた端部は張力を受ける。
【００７９】
張力下のロープにより与えられる力は、可動レバー１３のばねの対抗力に打ち勝つほど
であり、カラビナ１５がロープのブロック位置の第２部分に入る。特に、ロープは、コン
トラスト要素１２とカラビナ１５との間で、挟まれる。
【００８０】
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そうすることにより、ロープは、まずコントラスト要素１２とカラビナ１５との間の摩
擦によりブロックされる。
【００８１】
非常位置では、ロープの部分的な解放のため、カラビナ１５とコントラスト要素１２と
の間の摩擦は、減少される。このような操作を行うために、従来の器具においては使用さ
れる、ハンドルや同様の手段は、不必要である。
【００８２】
ユーザーは、プラスチック材料９の部分の溝３０において手動で、図５の矢印Ｆで示さ
れるように、器具の本体１を動かす。
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【００８３】
溝３０は、つかみを補助する必要があることに注意されるべきである。しかしながら、
器具がブロック位置にあるときにロープの摩擦を減少させるためには、器具本体を、実質
的に矢印Ｆで示される方向、またはコントラスト要素１２とカラビナ１５との間に配置さ
れたロープに生成される摩擦を制限するように、手動で動かせば十分である。溝３０にお
いて手動で押すことにより、ロープ１０ｂの自由端に向かう回転が実質的に定められ（図
５）、コントラスト要素１２とカラビナ１５とによる、ロープに与えられる摩擦の減少が
引き起こされる。
【００８４】
器具がブロック位置にあるときのロープの動きの制御は、例えば、つかまるところを新
たにつかんだ後の落下したクライマーに、ロープを提供することが望まれる場合や、器具
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がディセンダーとして使用される場合に、行われる。
【００８５】
器具本体に対するユーザーの手動による作動は、実際、カラビナ１５に対する、拘束さ
れたコントラスト要素１２の動きを引き起こし、一方、実質的に静止していれば、ロープ
の張力の影響を受ける。そして、カラビナ１５に対してのコントラスト要素１２の回転は
、ロープに与えられる摩擦を変化させ、従って動きがもたらされる。
【００８６】
ユーザーによる器具本体の動きによって、制御されたロープの動きを得ることができる
。
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【００８７】
明らかに、本発明によれば、１つのプレートにおいて並んで配置されるように、追加の
器具を拘束できる。
【符号の説明】
【００８８】
１

本体

２，３

プレート

４，５，６，７

拘束手段

８

開口

９

プラスチック材料

１０

40

ロープ

１０ａ

端部

１０ｂ

自由端

１１

開いている部分

１２

コントラスト要素

１３

可動レバー

１５

カラビナ

２０

歯

２１

第１部分

２２

第２部分

３０，５０

溝
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