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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　細長い帯状のバンドと、前記バンドの長手方向の途中の上面側に設けられ前記バンドの
一方の端部を差し込んで長手方向の任意の箇所で留めるための留め具とを備え、
　前記バンドを被結束物の外周に巻き回して前記バンドの一部を前記留め具で留めること
により前記被結束物を結束する結束バンドにおいて、
　前記バンドは、前記留め具から長手方向の一方の先端までからなり先端側を前記被結束
物の外周に巻き回して前記留め具に差し込むことによりループを形成する本体バンド部と
、前記本体バンド部より短いとともに前記留め具から長手方向の他方の先端までの補助バ
ンド部とからなり、
　前記留め具には、前記バンドの長手方向に沿って貫通するとともに前記本体バンド部の
幅と同一又は僅かに広い幅を有し且つ前記本体バンド部の厚さと同一又は僅かに大きな高
さを有する貫通部が形成され、
　前記本体バンド部の下面の少なくとも先端側には、前記バンドの長手方向に対して直角
にラック状の本体バンド下面側歯が列設され、
　前記補助バンド部の上面の少なくとも前記留め具付近には、前記本体バンド部の先端側
が前記貫通部の前記補助バンド部側から差し込まれた際に前記本体バンド下面側歯に噛み
合い可能な補助バンド上面側歯が列設され、
　前記本体バンド部の上面の少なくとも前記留め具付近には、前記本体バンド部の先端側
が前記貫通部の前記本体バンド部側から引き抜かれた際に前記本体バンド下面側歯に噛み
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合い可能な本体バンド上面基端側歯が列設され、
　前記貫通部の前記補助バンド部側から前記本体バンド部の先端側を差し込んだ際に前記
本体バンド下面側歯と前記補助バンド上面側歯とが噛み合うとともに、前記貫通部の前記
本体バンド部側から前記本体バンド部の先端側を引き抜いた際に前記本体バンド下面側歯
と前記本体バンド上面基端側歯とが噛み合うことにより、少なくともこれらの合計２箇所
で係止されることを特徴とする結束バンド。
【請求項２】
　前記本体バンド部の下面には、前記バンドの長手方向に直角な幅方向の両側端に下方に
向かって突出する突条が前記バンドの長手方向に沿って形成されるとともに前記本体バン
ド下面側歯は両側端の前記突条の間に列設され、
　前記本体バンド下面側歯の下端は前記突条の下面より上方に位置するように形成され、
　前記補助バンド部は、前記本体バンド部の互いに対向する前記突条の内側面間の幅と同
一若しくは僅かに狭い幅の帯状からなるととともにその上面には前記本体バンド下面側歯
と噛み合い可能な前記補助バンド上面側歯が列設され、
　前記本体バンド部の少なくとも前記留め具付近の上面には、前記本体バンド部の幅方向
の両側端に階段状の段差部が長手方向に沿って形成されるとともに、両側端の前記段差部
の外側面間の幅は前記突条の内側面間の幅と同一若しくは僅かに狭い幅に形成され、さら
に前記段差部間の上面の少なくとも前記留め具付近には前記本体バンド上面基端側歯が列
設され、
　前記貫通部の前記補助バンド部側から前記本体バンド部の先端側を差し込んだ際に、前
記本体バンド部の先端側は、前記突条間に前記補助バンド部を挟んだ状態でスライド可能
に形成されているとともに、
　前記貫通部の前記本体バンド部側から前記本体バンド部の先端側を引き抜いた際に、前
記本体バンド部の先端側は、前記突条間に前記段差部間を挟んだ状態でスライド可能に形
成されていることを特徴とする請求項１記載の結束バンド。
【請求項３】
　前記本体バンド部の上面の先端側には、長手方向に対して直角にラック状の本体バンド
上面先端側歯が列設され、
　前記貫通部の上部には、前記本体バンド上面先端側歯と噛み合い可能な貫通部上側歯が
列設され、
　前記貫通部の前記補助バンド部側から前記本体バンド部の先端側を差し込んだ際に前記
本体バンド下面側歯と前記補助バンド上面側歯とが噛み合うとともに、前記貫通部の前記
本体バンド部側から前記本体バンド部の先端側を引き抜いた際に前記本体バンド上面先端
側歯と前記貫通部上側歯とが噛み合い、さらに前記本体バンド下面側歯と前記本体バンド
上面基端側歯とが噛み合うことにより、少なくともこれらの合計３箇所で係止されること
を特徴とする請求項１又は請求項２記載の結束バンド。
【請求項４】
　前記本体バンド部の上面の少なくとも先端側には、長手方向に対して直角にラック状の
本体バンド上面先端側歯が列設され、
　前記貫通部の下部には、前記補助バンド上面側歯と前記本体バンド上面基端側歯との両
者に連続する貫通部下側歯が形成され、
　前記貫通部の上部には、前記本体バンド上面先端側歯に噛み合い可能なピンがバンドの
長手方向に対して直角方向に形成され、
　前記貫通部の前記補助バンド部側からに前記本体バンド部の先端側を差し込んだ際に前
記本体バンド下面側歯と前記補助バンド上面側歯とが噛み合うとともに、前記貫通部の前
記本体バンド部側から前記本体バンド部の先端側を引き抜いた際に前記本体バンド下面側
歯と前記貫通部下側歯とが噛み合い、さらに前記本体バンド上面先端側歯と前記ピンとが
噛み合い、さらに前記本体バンド下面側歯と前記本体バンド上面基端側歯とが噛み合うこ
とにより、少なくともこれらの合計４箇所で係止されることを特徴とする請求項１又は請
求項２に記載の結束バンド。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被結束物の外周に巻き回して被結束物を結束する結束バンドに関する。
【背景技術】
【０００２】
　電線、パイプ、線材、ハーネス等を結束する結束バンドは適用範囲が広く、パイプの固
定やパイプ同士を連結するいわゆるパイプバンド等としても使用されている。
　この結束バンドは、通常、長尺方向に長いバンドと、このバンドの一端側を差し込んで
留めるための留め具とを有している。一般的に使用されている結束バンドでは、留め具の
下面側からバンドの一端を差し込む（すなわち留め具付近のバンドの長手方向と直交する
方向から差し込む）ように形成されている（たとえば特許文献１の図３参照。）。この特
許文献１に示すような従来技術の場合、被結束物（結束対象物）とバンドとの間に空間が
発生してしまい、被結束物とバンドとが密着しないことで結束が不安定となりやすく信頼
性に問題があった。
【０００３】
　また、結束バンドの中には、留め具付近のバンドの長手方向に沿う方向から差し込むも
のが検討されている（たとえば特許文献２。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－１３１６号公報
【特許文献２】実開昭５０－１０２７９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、特許文献２に示すような従来技術の場合、バンドと被結束物との密着性は良好
であるが、係止箇所がバンドと留め具との間の１箇所であるため、簡単に外れやすく信頼
性に乏しいという問題点がある。
　請求項１記載の発明は、上記した従来の技術の有する問題点に鑑みてなされたものであ
り、被結束物との密着性が良好であるとともに、係止箇所が少なくとも２箇所になり外れ
難く信頼性が向上した結束バンドを提供することを目的とする。
　請求項２記載の発明は、上記した請求項１記載の発明の目的に加え、被結束物との密着
性が良好で被結束物に傷を付けにくい結束バンドを提供することを目的とする。
【０００６】
　請求項３記載の発明は、上記した請求項１又は請求項２記載の発明の目的に加え、係止
箇所を少なくとも３箇所にしてさらに外れ難く信頼性が向上した結束バンドを提供するこ
とを目的とする。
　請求項４記載の発明は、上記した請求項１又は請求項２に記載の発明の目的に加え、係
止箇所を少なくとも４箇所にしてさらに外れ難く信頼性が向上した結束バンドを提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　（請求項１）
　請求項１記載の発明に係る結束バンドは、細長い帯状のバンド20と、前記バンド20の長
手方向の途中の上面側に設けられ前記バンド20の一方の端部を差し込んで長手方向の任意
の箇所で留めるための留め具30とを備え、前記バンド20を被結束物40の外周に巻き回して
前記バンド20の一部を前記留め具30で留めることにより前記被結束物40を結束する結束バ
ンド10において、前記バンド20は、前記留め具30から長手方向の一方の先端までからなり
先端側を前記被結束物40の外周に巻き回して前記留め具30に差し込むことによりループを
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形成する本体バンド部50と、前記本体バンド部50より短いとともに前記留め具30から長手
方向の他方の先端までの補助バンド部70とからなり、前記留め具30には、前記バンド20の
長手方向に沿って貫通するとともに前記本体バンド部50の幅と同一又は僅かに広い幅を有
し且つ前記本体バンド部50の厚さと同一又は僅かに大きな高さを有する貫通部90が形成さ
れ、前記本体バンド部50の下面の少なくとも先端側には、前記バンド20の長手方向に対し
て直角にラック状の本体バンド下面側歯53が列設され、前記補助バンド部70の上面の少な
くとも前記留め具30付近には、前記本体バンド部50の先端側が前記貫通部90の前記補助バ
ンド部70側から差し込まれた際に前記本体バンド下面側歯53に噛み合い可能な補助バンド
上面側歯71が列設され、前記本体バンド部50の上面の少なくとも前記留め具30付近には、
前記本体バンド部50の先端側が前記貫通部90の前記本体バンド部50側から引き抜かれた際
に前記本体バンド下面側歯53に噛み合い可能な本体バンド上面基端側歯51が列設され、前
記貫通部90の前記補助バンド部70側から前記本体バンド部50の先端側を差し込んだ際に前
記本体バンド下面側歯53と前記補助バンド上面側歯71とが噛み合うとともに、前記貫通部
90の前記本体バンド部50側から前記本体バンド部50の先端側を引き抜いた際に前記本体バ
ンド下面側歯53と前記本体バンド上面基端側歯51とが噛み合うことにより、少なくともこ
れらの合計２箇所で係止されることを特徴とする。
【０００８】
　なお、ここで、「ラック状」とは、半径無限大の平歯車状のものであればよいものであ
って、具体的には縦断面形状が三角形状であって、三角形の先端が前後いずれかの方向に
寄った鋸歯状のものが好適である。もちろん、これに限定されるものではなく、縦断面形
状が二等片三角形状、波状、丸みを帯びた凹凸状、サインカーブ状等のものでもよく、表
面から凹凸状に突出するもの同士が互いに噛み合い可能に形成されてあればよいものであ
る。
　また、ここで、本明細書において「バンド20」の「上面」及び「下面」は以下のように
定義する。当該結束バンド10を被結束物40の周囲に巻き回して結束させた際、バンド20の
両面のうち被結束物40に向いている面（被結束物40に当接する側の面）をバンド20の「下
面」（表側）と定義し、その反対側をバンド20の「上面」（裏側）と定義する。
【０００９】
　本発明に係る結束バンド10の留め具30には、バンド20の長手方向に沿って貫通するとと
もに、本体バンド部50の先端側（本体バンド部50の自由端側）を補助バンド部70側から差
し込み可能な貫通部90が形成されている。すなわち、この結束バンド10は、本体バンド部
50の先端側を、貫通部90の補助バンド部70側からバンド20の長手方向に沿って差し込むよ
うに形成されている。これにより、本体バンド部50の先端側を、留め具30の裏面側からバ
ンド20の長手方向と直角方向に差し込むようなものと比較して、留め具30を被結束物40の
外面に密着させた状態で結束させることができる。これにより、被結束物40との密着性が
良好なものとなる。また、留め具30そのものも被結束物40を結束するループ状の輪の一部
となって被結束物40の外面に密着させることができる。貫通部90の補助バンド部70側から
差し込まれた本体バンド部50の先端側は、貫通部90の本体バンド部50側からバンド20の長
手方向に沿って引き出される。これにより、その引き出された本体バンド部50の先端側も
、被結束物40の外面から突出する方向に飛び出すことなく、貫通部90から延びる本体バン
ド部50の長手方向に沿って、すなわち被結束物40の外面に沿って配置させることができる
。結果として、結束後の状態において、結束バンド10全体を被結束物40の外面に密着させ
ることができ、狭い空間での結束に便利なものとなる。
【００１０】
　さらに本発明は、貫通部90の補助バンド部70側から本体バンド部50の先端側を差し込む
と本体バンド下面側歯53と補助バンド上面側歯71とが噛み合うとともに、貫通部90の本体
バンド部50側から本体バンド部50の先端側を引き抜くと本体バンド下面側歯53と本体バン
ド上面基端側歯51とが噛み合う。この結束バンド10は、少なくともこれらの合計２箇所で
係止される。これにより、係止箇所が留め具30だけの１箇所のものと比較して複数となり
、外れ難く信頼性が向上した結束バンド10を提供することができる。



(5) JP 5850424 B2 2016.2.3

10

20

30

40

50

　たとえば仮に一方の箇所の係止状態が消失しても他方の箇所の係止状態が維持されるこ
とで、全体としての係止状態が維持されることが可能となる。また、２箇所で係止されて
いることにより特定の１箇所に応力が集中することが抑えられ、応力の分散化が図られて
破断が抑えられ、耐久性能も向上する。
【００１１】
　さらに留め具30内の狭い範囲内の特定箇所で１個若しくは数個の噛み合いだけで係止さ
れているようなものと比較すると、本発明は留め具30の前後のはるかに広い面積において
多数の列設された歯同士の噛み合いによって係止されている。このため広範囲にわたって
全体として均一に摩擦抵抗力を増加させることができ、安定した係止状態が維持される。
　これにより１個若しくは数個の歯の破断により結束状態が破綻してしまうような不安定
なことはなく、広範囲における多数の歯の噛み合いによる強固な摩擦抵抗力により安定し
た状態で結束状態が維持される。
　（請求項２）
　請求項２記載の発明は、上記した請求項１記載の発明の特徴点に加え、次の点を特徴と
する。すなわち、前記本体バンド部50の下面には、前記バンド20の長手方向に直角な幅方
向の両側端に下方に向かって突出する突条60が前記バンド20の長手方向に沿って形成され
るとともに前記本体バンド下面側歯53は両側端の前記突条60の間に列設され、前記本体バ
ンド下面側歯53の下端は前記突条60の下面より上方に位置するように形成され、前記補助
バンド部70は、前記本体バンド部50の互いに対向する前記突条60の内側面間の幅と同一若
しくは僅かに狭い幅の帯状からなるととともにその上面には前記本体バンド下面側歯53と
噛み合い可能な前記補助バンド上面側歯71が列設され、前記本体バンド部50の少なくとも
前記留め具30付近の上面には、前記本体バンド部50の幅方向の両側端に階段状の段差部65
が長手方向に沿って形成されるとともに、両側端の前記段差部65の外側面間の幅は前記突
条60の内側面間の幅と同一若しくは僅かに狭い幅に形成され、さらに前記段差部65間の上
面の少なくとも前記留め具30付近には前記本体バンド上面基端側歯51が列設され、前記貫
通部90の前記補助バンド部70側から前記本体バンド部50の先端側を差し込んだ際に、前記
本体バンド部50の先端側は、前記突条60間に前記補助バンド部70を挟んだ状態でスライド
可能に形成されているとともに、前記貫通部90の前記本体バンド部50側から前記本体バン
ド部50の先端側を引き抜いた際に、前記本体バンド部50の先端側は、前記突条60間に前記
段差部65間を挟んだ状態でスライド可能に形成されていることを特徴とする。
【００１２】
　本発明は、本体バンド部50の下面には下方に向かって突出する突条60がバンド20の長手
方向に沿って形成されるとともに、本体バンド下面側歯53の下端は突条60の下面より上方
に位置している。このため、被結束物40の周囲に結束バンド10を巻き回す際、突条60の下
面が被結束物40の外面に接触することになり本体バンド下面側歯53は被結束物40の外面に
接触しない。これにより、結束の際には突条60の下面によって被結束物40の外面に密着さ
せて結束させることができ、本体バンド下面側歯53が被結束物40に食い込んで、被結束物
40を傷つけることはない。したがって、被結束物40との密着性が良好で傷を付けにくい結
束バンド10を提供することができる。
【００１３】
　また、前記突条60が、バンド20の両側端において被結束物40側に突出して被結束物40の
表面に当接している。バンド20の下面全体の面によって被結束物40に当接させようとする
と平坦な面と被結束物40の表面との間には被結束物40の表面の凹凸等によりどうしても密
着性の悪い箇所が発生してしまう。それに対して、本願発明は突条60がバンド20の幅方向
の両端側に下方に向かって突出し、バンド20全体の面よりもバンド20の両端側の細長い幅
の狭い線状の領域（面積）で被結束物40の外周表面に当接している。これにより、被結束
物40の外周表面の凹凸に対してバンド20の追従性を良好なものにすることができ、被結束
物40の外周表面に対する密着性が向上した結束バンド10を提供することができる。
【００１４】
　（請求項３）
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　請求項３記載の発明は、上記した請求項１又は請求項２記載の発明の特徴点に加え、次
の点を特徴とする。すなわち、前記本体バンド部50の上面の先端側には、長手方向に対し
て直角にラック状の本体バンド上面先端側歯52が列設され、前記貫通部90の上部には、前
記本体バンド上面先端側歯52と噛み合い可能な貫通部上側歯92が列設され、前記貫通部90
の前記補助バンド部70側から前記本体バンド部50の先端側を差し込んだ際に前記本体バン
ド下面側歯53と前記補助バンド上面側歯71とが噛み合うとともに、前記貫通部90の前記本
体バンド部50側から前記本体バンド部50の先端側を引き抜いた際に前記本体バンド上面先
端側歯52と前記貫通部上側歯92とが噛み合い、さらに前記本体バンド下面側歯53と前記本
体バンド上面基端側歯51とが噛み合うことにより、少なくともこれらの合計３箇所で係止
されることを特徴とする。
【００１５】
　本発明に係る結束バンド10は、貫通部90の補助バンド部70側から本体バンド部50の先端
側を差し込むと、本体バンド下面側歯53と補助バンド上面側歯71とが噛み合う。そして、
貫通部90の本体バンド部50側から本体バンド部50の先端側を引き抜くと、本体バンド上面
先端側歯52と貫通部上側歯92とが噛み合い、さらに本体バンド下面側歯53と本体バンド上
面基端側歯51とが噛み合う。これにより、少なくともこれらの合計３箇所で係止されてい
る。係止箇所が留め具30だけの１箇所のものや２箇所のものと比較して係止箇所が増え、
さらに外れ難く信頼性が向上した結束バンド10を提供することができる。
　たとえば仮にいずれか１箇所の係止状態が消失しても残りの２箇所の係止状態が維持さ
れることで、全体としての係止状態が安定して維持される。また、３箇所で係止している
ことにより特定の１箇所に応力が集中することが抑えられ、応力の分散化がさらに図られ
て破断が抑えられ、耐久性能も向上させることができる。
【００１６】
　（請求項４）
　請求項４記載の発明は、上記した請求項１又は請求項２に記載の発明の特徴点に加え、
次の点を特徴とする。すなわち、前記本体バンド部50の上面の少なくとも先端側には、長
手方向に対して直角にラック状の本体バンド上面先端側歯52が列設され、前記貫通部90の
下部には、前記補助バンド上面側歯71と前記本体バンド上面基端側歯51との両者に連続す
る貫通部下側歯91が形成され、前記貫通部90の上部には、前記本体バンド上面先端側歯52
に噛み合い可能なピン93がバンド20の長手方向に対して直角方向に形成され、前記貫通部
90の前記補助バンド部70側からに前記本体バンド部50の先端側を差し込んだ際に前記本体
バンド下面側歯53と前記補助バンド上面側歯71とが噛み合うとともに、前記貫通部90の前
記本体バンド部50側から前記本体バンド部50の先端側を引き抜いた際に前記本体バンド下
面側歯53と前記貫通部下側歯91とが噛み合い、さらに前記本体バンド上面先端側歯52と前
記ピン93とが噛み合い、さらに前記本体バンド下面側歯53と前記本体バンド上面基端側歯
51とが噛み合うことにより、少なくともこれらの合計４箇所で係止されることを特徴とす
る。
【００１７】
　本発明に係る結束バンド10は、貫通部90の補助バンド部70側から本体バンド部50の先端
側を差し込むと、本体バンド下面側歯53と補助バンド上面側歯71とが噛み合う。そして、
貫通部90の本体バンド部50側から本体バンド部50の先端側を引き抜くと、本体バンド下面
側歯53と貫通部下側歯91とが噛み合い、さらに本体バンド上面先端側歯52とピン93とが噛
み合い、さらに本体バンド下面側歯53と本体バンド上面基端側歯51とが噛み合う。これに
より、少なくともこれらの合計４箇所で係止される。係止箇所が留め具30だけの１箇所の
ものや２箇所のものや３箇所のものと比較して係止箇所が増え、さらに外れ難く信頼性が
向上した結束バンド10を提供することができる。
【００１８】
　たとえば仮にいずれか１箇所の係止状態が消失しても残りの３箇所の係止状態が維持さ
れることで、全体としての係止状態が安定して維持される。また、４箇所で係止している
ことにより特定の１箇所に応力が集中することが抑えられ、応力の分散化がさらに図られ
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て破断が抑えられ、耐久性能もさらに向上させることができる。
　本発明に係る貫通部90では、貫通部下側歯91及びピン93の両方で、本体バンド部50の先
端側の下面及び上面を上下から挟み込むようにして上下両面が係止状態となる。本体バン
ド部50の上面側又は下面側の一方側だけから係止状態にするものと比較して、本体バンド
部50が弾性変形して本体バンド部50全体が移動し、歯と歯とが外れて係止状態が解除され
るようなことが抑えられる。これにより、係止状態が強固なものとなり安定した係止状態
が維持されて、外れ難く信頼性が向上した結束バンド10が提供される。
【００１９】
　本発明では、貫通部90の下部には、補助バンド上面側歯71と本体バンド上面基端側歯51
との両者に連続する貫通部下側歯91が形成されている。これにより、補助バンド上面側歯
71と、貫通部下側歯91と、本体バンド上面基端側歯51とにより、留め具30付近のバンド20
の長手方向において、連続する歯が形成される。バンド20の長手方向の途中で歯が形成さ
れていない箇所が形成されて歯の形成が不連続となるようなものと比較して、本発明は結
束状態における歯に加わる応力の長手方向の分布を連続するなだらかなものにすることが
できる。これにより、長手方向の特定箇所に応力が集中することを回避することができ、
応力集中による破断を抑えることができる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明は、以上のように構成されているので、以下に記載されるような効果を奏する。
　請求項１記載の発明によれば、被結束物との密着性が良好であるとともに、係止箇所が
少なくとも２箇所になり外れ難く信頼性が向上した結束バンドを提供することができる。
　請求項２記載の発明によれば、請求項１記載の発明の効果に加えて、被結束物との密着
性が良好で傷を付けにくい結束バンドを提供することができる。
　請求項３記載の発明によれば、請求項１又は請求項２記載の発明の効果に加えて、係止
箇所を少なくとも３箇所にしてさらに外れ難く信頼性が向上した結束バンドを提供するこ
とができる。
【００２１】
　請求項４記載の発明によれば、請求項１又は請求項２に記載の発明の効果に加えて、係
止箇所を少なくとも４箇所にしてさらに外れ難く信頼性が向上した結束バンドを提供する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の第１の実施の形態であって、（ａ）結束バンドの縦断面図、（ｂ）結束
バンドの裏面図、（ｃ）結束バンドの上面図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態であって、結束バンドにより被結束物を結束した状態
の縦断面図である。
【図３】本発明の第２の実施の形態であって、（ａ）結束バンドの縦断面図、（ｂ）結束
バンドの裏面図、（ｃ）結束バンドの上面図である。
【図４】本発明の第２の実施の形態であって、（ａ）図３のＡＡ面の断面図、（ｂ）図３
のＢＢ面の断面図、（ｃ）図３のＣＣ面の断面図、（ｄ）図３のＤＤ面の断面図である。
【図５】本発明の第３の実施の形態であって、（ａ）結束バンドの縦断面図、（ｂ）結束
バンドの裏面図、（ｃ）結束バンドの上面図である。
【図６】本発明の第４の実施の形態であって、（ａ）結束バンドの縦断面図、（ｂ）結束
バンドの裏面図、（ｃ）結束バンドの上面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
（第１の実施の形態）
　図１に示すように、本実施の形態に係る結束バンド10は、細長い帯板状のバンド20と、
このバンド20の長手方向の途中の上面側にバンド20よりも幅広に設けられバンド20の一方
の端部を差し込んで長手方向の任意の箇所で留めるための留め具30とを備えている。この
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結束バンド10は、バンド20の一方の先端側を被結束物40の外周に巻き回して、留め具30内
部に通し、反対側に引き出されたバンド20の先端側を引いてバンド20の一部を留め具30で
留めることにより被結束物40を結束するリング状の結束固定用具となるものである。
　なお、本実施の形態に係る結束バンド10は、合成樹脂からなるものであるが材質はこれ
に限定されるものではなく、ある程度の引張強度を備えた弾性変形可能なものであれば他
の材質のものでもよい。また、この結束バンド10は必ずしも均質部材に限定されるもので
はなく、一部をナイロン等で形成し、他の一部をテトロンやワイヤー等で補強した部材や
金属からなる部材等により形成してもよい。
【００２４】
　前記バンド20は、留め具30に連結された基端側から自由端までからなり自由端側（先端
側）を被結束物40の外周に巻き回して留め具30に差し込むことによりループを形成する本
体バンド部50と、この本体バンド部50より長手方向の長さが短いとともに本体バンド部50
が形成された留め具30の反対側に基端側が形成され、この基端側から自由端までの補助バ
ンド部70とから形成されている。
　前記本体バンド部50には、長手方向の自由端側であって、留め具30に差し込むための本
体バンド先端部55が形成されている。
　前記留め具30は、バンド20の両幅の各側端付近から上方に向かって略平行に立設する２
枚の板状の留め具側板部32と、この留め具側板部32の上部間に渡された留め具天板部33と
を有している。留め具30は、この２枚の留め具側板部32及びそれらの上部に渡された留め
具天板部33により横断面形状が門状に形成されている。この２枚の留め具側板部32及び留
め具天板部33により囲まれた内部には、バンド20の長手方向に沿って貫通する貫通部90が
形成されている。この貫通部90は、補助バンド部70側に向かって開口する差し込み開口部
96と、本体バンド部50側に向かって開口する引き抜き開口部97とを有し、差し込み開口部
96から引き抜き開口部97までバンド20の長手方向に沿って貫通（連通）しているものであ
る。貫通部90の貫通している部分の内部寸法は、本体バンド部50を挿通可能とするために
、本体バンド部50の幅より僅かに広い幅を有し、さらに本体バンド部50の厚さ寸法より僅
かに大きな高さ寸法を有している。
【００２５】
　なお、貫通部90の内部寸法は、本体バンド部50の幅と同一の幅、本体バンド部50の厚さ
寸法と同一の高さ寸法に形成してもよい。そして、結束バンド10の材質である合成樹脂の
弾性変形を利用することで貫通部90内部に本体バンド部50を挿通させるように形成しても
よい。
　前記留め具天板部33の長手方向の長さは、留め具側板部32の長手方向の長さよりも短く
形成されてある。具体的には、留め具天板部33の補助バンド部70側（差し込み開口部96側
）の端部は、留め具側板部32の同端部よりも本体バンド部50側に切り欠かれて形成されて
いる。また、留め具天板部33の本体バンド部50側（引き抜き開口部97側）の端部は、留め
具側板部32の同端部よりも補助バンド部70側に切り欠かれて形成されている。留め具天板
部33は、本体バンド部50及び補助バンド部70に平面視で重ならないように形成されている
。留め具天板部33の差し込み開口部96側の端の下角部は、本体バンド先端部55を差し込み
易くするために斜めに切り掛かれたテーパー状の貫通部補助側テーパ94が形成されている
。留め具天板部33の引き抜き開口部97側の端の下角部は、本体バンド先端部55を引き抜き
易くするために斜めに切り掛かれたテーパー状の貫通部本体側テーパ95が形成されている
。
【００２６】
　留め具天板部33のバンド20側には、下方に向かって開口する開口部31が形成されている
。この開口部31の内部には、平面視で留め具天板部33が収まるように形成されている。こ
れにより、当該結束バンド10の製造の際、上下から合わせた金型の内部に加熱により軟化
したプラスチックを押し込んで成形する射出成形に適した構造となる。
　本実施の形態に係る結束バンド10は、被結束物40の周囲に巻き回した本体バンド先端部
55が差し込み開口部96から貫通部90内に差し込まれ、この差し込んだ本体バンド先端部55
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が引き抜き開口部97から引き抜かれることにより、本体バンド部50の先端側が貫通部90内
に通される。
【００２７】
　この貫通部90内を本体バンド先端部55が差し込み開口部96から引き抜き開口部97に向か
って通されることにより、本体バンド部50の先端側の下面と留め具30付近の補助バンド部
70の上面とが近接し、さらに本体バンド部50の先端側の下面と留め具30付近の本体バンド
部50の上面とが近接する。
　前記本体バンド部50は、前記補助バンド部70よりも長手方向の距離が長く形成されてい
る。この本体バンド部50の自由端側、すなわち本体バンド先端部55を被結束物40の周囲に
回して、差し込み開口部96から貫通部90内部に差し込み、引き抜き開口部97から引き抜く
ことにより、全体形状がリング状の輪を形成するものである。本体バンド先端部55には、
先端側に至るに従い、次第に幅が狭くなるとともに厚みも小さくなる本体バンドテーパー
部54が形成されている。本体バンドテーパー部54では、先端程、先細状になり厚さも小さ
く形成されていることで、貫通部90の差し込み開口部96に差し込みやすくなっている。
【００２８】
　前記本体バンド部50の下面の先端側には、本体バンド部50の長手方向に対して直角方向
にラック状の本体バンド下面側歯53が列設されている。本体バンド下面側歯53の縦断面形
状は後方向（ここで、本明細書中、長尺状の結束バンド10の留め具30から本体バンド部50
の自由端側に向かう方向を前方向とし、留め具30から補助バンド部70の自由端側に向かう
方向を後方向として定義する。）に突出する鋸歯状となっている。この本体バンド下面側
歯53は、本体バンド部50の下面から斜め下方の後側に向かって突出している。この本体バ
ンド下面側歯53は、後傾した傾斜面53Bと、当該傾斜面53Bの下端から本体バンド部50の下
面側に向かって略垂直方向に立ち上がる直角面53Tとからなる。なお、本体バンド下面側
歯53は、本体バンド部50の下面の全てに形成されておらず、先端側にだけ形成されている
が、本体バンド部50の下面の全部に形成してもよい。これにより径の小さな被結束物40が
結束可能となるとともに、本体バンド下面側歯53と他の歯との噛み合い領域を長くするこ
とができる。
【００２９】
　前記本体バンド部50の上面の留め具30付近には、本体バンド先端部55が貫通部90の引き
抜き開口部97から引き抜かれた際に本体バンド下面側歯53に噛み合い可能な本体バンド上
面基端側歯51が列設されている。本体バンド上面基端側歯51の縦断面形状は前方向に突出
する鋸歯状となっている。この本体バンド上面基端側歯51は、本体バンド部50の上面から
斜め上方の前側に向かって突出している。この本体バンド上面基端側歯51は、前掲した傾
斜面51Fと、当該傾斜面51Fの上端から本体バンド部50の上面側に向かって略垂直方向に下
がる直角面51Tとからなる。この本体バンド上面基端側歯51の傾斜面51Fと本体バンド下面
側歯53の傾斜面53Bとは平行に形成されるとともに、傾斜する方向の長さは同一に形成さ
れている。本体バンド上面基端側歯51の傾斜面51Fと本体バンド下面側歯53の直角面53Tと
は平行に形成されているとともに同一の高さ寸法（上端と下端との間の距離、以下同様）
を有している。なお、本体バンド上面基端側歯51は、本体バンド部50の上面の全てに形成
されておらず、留め具30付近にだけ形成されているが、本体バンド部50を巻き回して貫通
部90に差し込まれる先端付近を除いた本体バンド部50の上面に形成してもよい。これによ
り径の小さな被結束物40が結束可能となるとともに、本体バンド下面側歯53と補助バンド
上面側歯71との噛み合い領域や、本体バンド下面側歯53と本体バンド上面基端側歯51との
噛み合い領域を長くすることができる。
【００３０】
　前記補助バンド部70は、本体バンド部50よりも長手方向の距離が短く形成されている。
本実施の形態に係る補助バンド部70の幅は、本体バンド部50の幅と同一に形成されている
。補助バンド部70の自由端側には、その先端側に至るに従い、次第に幅が狭くなるととも
に厚みも小さくなる補助バンドテーパー部72が形成されている。補助バンドテーパー部72
では、先端程、先細状になり厚さも小さく形成されていることで、本体バンド部50の先端
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側がその上面に重なった際、本体バンド部50が乗り上げる箇所で隙間が発生することを抑
え、なだらかな曲線を描いて本体バンド部50の先端側が重なる。
　補助バンド部70の上面の留め具30付近には、本体バンド先端部55が差し込み開口部96か
ら貫通部90内に差し込まれた際に本体バンド下面側歯53に噛み合い可能な補助バンド上面
側歯71が列設されている。補助バンド上面側歯71の縦断面形状は前方向に突出する鋸歯状
となっている。この補助バンド上面側歯71は、本体バンド部50の上面から斜め上方の前側
に向かって突出している。この補助バンド上面側歯71は、前掲した傾斜面71Fと、当該傾
斜面71Fの上端から本体バンド部50の上面側に向かって略垂直方向に下がる直角面71Tとか
らなる。この補助バンド上面側歯71の傾斜面71Fと本体バンド下面側歯53の傾斜面53Bとは
平行に形成されているとともに傾斜する方向の長さは同一に形成されている。補助バンド
上面側歯71の直角面71Tと本体バンド下面側歯53の直角面53Tとは平行に形成されていると
ともに同一の高さ寸法を有している。
【００３１】
　本実施の形態に係る結束バンド10は、貫通部90の差し込み開口部96から本体バンド先端
部55を差し込んだ際に本体バンド下面側歯53と補助バンド上面側歯71とが噛み合うととも
に、貫通部90の引き抜き開口部97から本体バンド先端部55を引き抜いた際に本体バンド下
面側歯53と本体バンド上面基端側歯51とが噛み合う。これにより、これらの合計２箇所で
係止される。なお、本実施の形態では、１つのバンド20の途中には、１個の留め具30しか
形成されていないが、これに限定されるものではなく、バンド20の長手方向の途中に２個
以上の留め具30が形成されてもよいものである。ｎ個の留め具30を設けた場合には、１個
の留め具30によって上述したように２箇所で係止されることにより、結束バンド10の全体
では合計２ｎ個の箇所で係止されることになる。
【００３２】
　本実施の形態に係る結束バンド10では、本体バンド先端部55が、貫通部90の差し込み開
口部96からバンド20の長手方向に沿って差し込まれる。本体バンド先端部55が、留め具30
の裏面側からバンド20の長手方向と直角方向に差し込まれるようなものと比較して、留め
具30が被結束物40の外面に沿って密着させた状態で結束され、被結束物40との密着性が良
好なものとなる。また、留め具30そのものも被結束物40を結束するループ状の輪の一部と
なって被結束物40の外面に密着させることができる。貫通部90の差し込み開口部96から差
し込まれた本体バンド先端部55は、貫通部90の引き抜き開口部97からバンド20の長手方向
に沿って引き出される。これにより、その引き出された本体バンド先端部55も、被結束物
40の外面から突出する方向に飛び出すことなく、貫通部90から延びる本体バンド部50の長
手方向に沿って、すなわち被結束物40の外面に沿って配置させることができる。結果とし
て、結束後の状態において、結束バンド10全体が被結束物40の外面に密着し、狭い空間内
での結束に便利なものとなる。
【００３３】
　さらに貫通部90の差し込み開口部96から本体バンド先端部55が差し込まれると本体バン
ド下面側歯53と補助バンド上面側歯71とが噛み合う。そして、貫通部90の引き抜き開口部
97から本体バンド先端部55が引き抜かれると本体バンド下面側歯53と本体バンド上面基端
側歯51とが噛み合う。本実施の形態に係る結束バンド10は、これらの合計２箇所で係止さ
れる。これにより、係止箇所が留め具30だけの１箇所のものと比較して複数となり、外れ
難く信頼性が向上した結束バンド10を提供することができる。
　たとえば仮に一方の箇所の係止状態が消失しても他方の箇所で係止状態が維持されるこ
とで、全体としての係止状態が維持されることが可能となる。また、２箇所で係止されて
いることにより特定の１箇所に応力が集中することが抑えられて応力の分散化が図られ、
破断が抑えられ、結果として耐久性能が向上する。
【００３４】
　さらに留め具30内の狭い範囲内の特定箇所で１個若しくは数個の噛み合いだけで係止さ
せるようなものと比較すると、本実施の形態に係る結束バンド10は留め具30の前後のはる
かに広い面積において多数の列設された歯同士の噛み合いによって係止している。このた
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め全体として均一に摩擦抵抗力を増加させることができ、安定した係止状態が維持される
。
　これにより１個若しくは数個の歯の破断により結束状態が破綻してしまうような不安定
なことはなく、広範囲における多数の歯の噛み合いによる強固な摩擦抵抗力により安定し
た状態で結束状態が維持される。
【００３５】
　図２に示すように本実施の形態に係る結束バンド10は、複数の物を束ねて結束させる用
途以外にパイプの外周表面に密着させた状態で周囲に巻き回して結束させることができ、
いわゆるパイプバンドとしても利用され得る。このように本実施の形態に係る結束バンド
10は被結束物40としてのパイプの外周表面に沿って隙間なく密着させることができる。
（第２の実施の形態）
　図３及び図４に示すように、本実施の形態に係る結束バンド10は、本体バンド部50及び
補助バンド部70の下面の幅方向（バンド20の長手方向に直角な方向）の両側端で下方に向
かって突出する２本の突条60がバンド20の長手方向に沿って形成されている（図４参照）
。第１の実施の形態と同様の構成部分には、同一の部品名称及び部品番号を付与して説明
を省略する。以下に第１の実施の形態の内容と異なる点を主として説明する。
【００３６】
　前記突条60は、本体バンド部50の下面の幅方向の両側端に下方に向かって突出する２本
の本体バンド側突条61と、補助バンド部70の下面の幅方向の両側転に下方に向かって突出
する２本の補助バンド側突条62とからなる。
　本体バンド下面側歯53は、その両側端の本体バンド側突条61の間に列設されている。本
体バンド下面側歯53の下端は本体バンド側突条61の下面より上方に位置するように形成さ
れている。すなわち、本体バンド下面側歯53は、２本の本体バンド側突条61の間の空間内
に入り込んだ位置で形成されている。
　前記本体バンド側突条61の下面と、補助バンド側突条62の下面とは、当該結束バンド10
を水平面上に載置した際、面一となるように形成されている。同様に留め具30部分の下面
も、本体バンド側突条61及び補助バンド側突条62の下面と面一になるように形成されてい
る。具体的には、留め具30部分の下方には開口部31が形成され、この開口部31の両側には
留め具側板部32の下面である留め具側板下面34が形成されている。この留め具側板下面34
は、結束バンド10を被結束物40の周囲に巻き回した際に被結束物40の表面に当接する面で
ある。この当該結束バンド10を水平面上に載置した際、この留め具側板下面34は、本体バ
ンド側突条61及び補助バンド側突条62の各下面と面一となるように形成されている。
【００３７】
　ここで、本体バンド側突条61の下面と、補助バンド側突条62の下面と、留め具側板下面
34とは、特に図示していないが結束バンド10の長手方向と直角方向の断面の下面側の稜線
が下方に向かって僅かに凸状に突出するような緩やかな円弧状に形成されている。これら
の下面が被結束物40の外表面に当接する際、これらの下面全体の面が被結束物40の表面に
当接するのではなく（面対面で当接するのではなく）、線対面で当接することにより、当
接する箇所が被結束物40の周囲に線上となるように形成されているものである。面同士で
接触させて接触領域が面対面となるようにすると、各面の僅かな凹凸の存在により面間に
隙間が発生してしまう。本実施の形態に係る結束バンド10では、被結束物40の表面との接
触領域が線状となることにより僅かな隙間も発生しないようにして被結束物40との密着性
が向上するようにしたものである。
【００３８】
　前記補助バンド部70は、互いに対向する２本の本体バンド側突条61の内側面間の幅Ｓよ
り僅かに狭い幅Ｔの帯状からなるように形成されている（図４参照）。なお、補助バンド
部70の幅Ｔは、補助バンド部70の上方から被せる際に両者が弾性変形可能であれば本体バ
ンド側突条61の内側面間の幅Ｓと同一寸法となるように形成してもよい。
　前記補助バンド部70の上面には、第１の実施の形態で説明したものと同様に本体バンド
下面側歯53と噛み合い可能な補助バンド上面側歯71が列設されている。
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　前記本体バンド部50の留め具30付近の上面には、本体バンド部50の幅方向の両側端に階
段状の段差部65が長手方向に沿って形成されている（図４（ｂ）参照）。なお、この段差
部65は、本体バンド部50の突条60付近だけでなく、本体バンド部50の全長にわたって形成
してもよい。この両側端の段差部65の外側面間の幅Ｗは本体バンド側突条61の内側面間の
幅Ｓより僅かに狭い幅に形成されている。なお、結束バンド10が弾性変形し易い場合には
段差部65の外側面間の幅Ｗを本体バンド側突条61の内側面間の幅Ｓと同一寸法に形成して
もよい。ここで、段差部65の外側面間の幅Ｗと、補助バンド部70の幅Ｔとは、同一寸法に
形成されている。
【００３９】
　前記本体バンド部50の段差部65間の上面の留め具30付近には、第１の実施の形態で説明
したものと同様の本体バンド上面基端側歯51が列設されている。
　本実施の形態に係る結束バンド10は、貫通部90の差し込み開口部96から本体バンド先端
部55を差し込んだ際に、本体バンド部50の先端側は本体バンド側突条61間に補助バンド部
70の上面側（上部）を挟んだ状態でスライド可能に形成されている。さらに貫通部90の引
き抜き開口部97から本体バンド先端部55を引き抜いた際に、本体バンド部50の先端側は、
本体バンド部50の下面の本体バンド側突条61間に本体バンド部50の上面の段差部65間を挟
んだ状態でスライド可能となる（図４参照）。
【００４０】
　本実施の形態に係る結束バンド10は、本体バンド部50の下面には本体バンド側突条61が
形成されているとともに、本体バンド下面側歯53の下端が本体バンド側突条61の下面より
上方に位置している。このため、被結束物40の周囲に結束バンド10を巻き回す際、本体バ
ンド側突条61の下面が被結束物40の外面に接触することになり本体バンド下面側歯53は被
結束物40の外面に接触しない。これにより、結束の際には本体バンド側突条61の下面によ
って被結束物40の外面に密着させて結束させることができ、本体バンド下面側歯53が被結
束物40に食い込んで、被結束物40を傷つけることはない。したがって、被結束物40との密
着性が良好で傷を付けにくい結束バンド10を提供することができる。
【００４１】
　また、本実施の形態に係る結束バンド10は、本体バンド側突条61及び補助バンド側突条
62が、バンド20の両側端において被結束物40側に突出して被結束物40の表面に当接可能に
形成されている。バンド20の下面全体を面により被結束物40に当接させようとすると被結
束物40の表面の凹凸等により密着性の悪い箇所が発生してしまう。それに対して、本実施
の形態に係る結束バンド10は、本体バンド側突条61及び補助バンド側突条62が下方に向か
って突出し、バンド20全体の面よりもバンド20の両端側の細長い幅の狭い領域（面積）で
線状に被結束物40の外周表面に当接している。これにより、被結束物40の外周表面の凹凸
に対してバンド20の追従性が良好なものとなり、被結束物40の外周表面に対する密着性が
向上した結束バンド10となる。
【００４２】
　さらに本実施の形態に係る結束バンド10において、結束バンド10を水平面上に載置した
際、留め具側板下面34は、補助バンド側突条62の下面と、補助バンド側突条62の下面との
両方に対して面一となるように形成されている。このため、本体バンド側突条61から補助
バンド側突条62まで、バンド20の全長にわたって連続性のある２本の突条60の線によって
被結束物40を結束することができる。これにより、被結束物40の表面に対する追従性に優
れ、密着性が良好な結束バンド10を提供することができる。
　なお、本実施の形態に係る結束バンド10において、上述した以外のその他の構成及びそ
の構成により奏する作用及び効果は、第１の実施の形態で説明したものと同様であり、そ
れらの説明は省略する。
（第３の実施の形態）
　図５に示すように、本実施の形態に係る結束バンド10は、第２の実施の形態と同様の構
成部分には、同一の部品名称及び部品番号を付与して説明を省略し、以下に第２の実施の
形態の内容と異なる点を主として説明する。
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【００４３】
　第２の実施の形態では、係止箇所が留め具30の前後の２箇所に形成されていたものであ
るのに対して、本実施の形態に係る結束バンド10では、その２箇所の係止箇所に加えて、
留め具30内部に新たな係止箇所を設けることで合計３箇所の係止箇所としていることに特
徴を有するものである。
　本実施の形態に係る本体バンド部50の上面の先端側には、長手方向に対して直角にラッ
ク状の本体バンド上面先端側歯52が列設されている。この本体バンド上面先端側歯52のバ
ンド20の長手方向に平行な縦断面形状は後方向（留め具30方向）に突出する鋸歯状となっ
ている。この本体バンド上面先端側歯52は、本体バンド部50の上面から斜め上方の後側に
向かって突出している。この本体バンド上面先端側歯52は、後傾した傾斜面52Bと、当該
傾斜面52Bの上端から本体バンド部50の上面側に向かって略垂直方向に下がる直角面52Tと
からなる。なお、本体バンド上面先端側歯52は、本体バンド部50の上面の全てに形成され
ておらず、本体バンド部50の先端側にだけ形成されているが、留め具30付近に設けた本体
バンド上面基端側歯51を除いた本体バンド部50の上面の残りの部分の全部に形成してもよ
い。これにより径の小さな被結束物40が結束可能となり、広範囲の大きさの被結束物40に
対応可能となる。
【００４４】
　前記貫通部90の上部であって、留め具天板部33の下面には、本体バンド上面先端側歯52
と噛み合い可能な貫通部上側歯92が列設されている。貫通部上側歯92の縦断面形状は前方
向に突出する鋸歯状となっている。この貫通部上側歯92は、留め具天板部33の下面から斜
め下方の前側に向かって突出している。この貫通部上側歯92は、前掲した傾斜面92Fと、
当該傾斜面92Fの下端から留め具天板部33の下面側に向かって略垂直方向に立ち上がる直
角面92Tとからなる。この貫通部上側歯92の傾斜面92Fと本体バンド上面先端側歯52の傾斜
面52Bとは平行に形成されているとともに傾斜する方向の長さは同一に形成されている。
また、貫通部上側歯92の直角面92Tと、本体バンド上面先端側歯52の直角面52Tとは平行に
形成されているとともに同一の高さ寸法を有している。なお、貫通部上側歯92は、留め具
天板部33の下面の全てに形成されているが、その下面の一部にだけ形成されるようにして
もよい。
【００４５】
　本実施の形態に係る結束バンド10は、貫通部90の差し込み開口部96から本体バンド先端
部55を差し込んだ際に本体バンド下面側歯53と補助バンド上面側歯71とが噛み合うととも
に、貫通部90の引き抜き開口部97から本体バンド先端部55を引き抜いた際に本体バンド上
面先端側歯52と貫通部上側歯92とが噛み合い、さらに本体バンド下面側歯53と本体バンド
上面基端側歯51とが噛み合う。これにより、これらの合計３箇所で係止される。
　なお、本実施の形態では、１つのバンド20の途中には、１個の留め具30しか形成されて
いないが、これに限定されるものではなく、バンド20の長手方向の途中に２個以上の留め
具30を設けてもよいものである。仮に１個の結束バンド10にｎ個の上記同様の留め具30を
設けた場合には、各留め具30によって上述したように３箇所で係止されることにより、結
束バンド10の全体では合計３ｎ個の箇所で係止されることになる。
【００４６】
　本実施の形態に係る結束バンド10では、上述したように合計３箇所で係止されているこ
とにより、係止箇所が留め具30だけの１箇所のものや２箇所のものと比較して係止箇所が
増え、さらに外れ難く信頼性が向上した結束バンド10を提供することができる。
　たとえば仮にいずれか１箇所の係止状態が消失しても残りの２箇所の係止状態が維持さ
れることで、全体としての係止状態が安定して維持される。また、３箇所で係止している
ことにより特定の１箇所に応力が集中することが抑えられ、応力の分散化をさらに図るこ
とができて破断が抑えられて耐久性能も向上する。
　なお、本実施の形態に係る結束バンド10において、上述した以外のその他の構成及びそ
の構成により奏する作用及び効果は、第２の実施の形態で説明したものと同様であり、そ
れらの説明は省略する。
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（第４の実施の形態）
　図６に示すように、本実施の形態に係る結束バンド10は、第３の実施の形態と同様の構
成部分には、同一の部品名称及び部品番号を付与して説明を省略し、以下に第３の実施の
形態の内容と異なる点を主として説明する。
【００４７】
　第３の実施の形態では、係止箇所が留め具30の前後の２箇所と留め具30内の１箇所との
合計３箇所に形成されていた。それに対して、本実施の形態に係る結束バンド10は、係止
箇所が留め具30の前後の２箇所に形成されているとともに、留め具30内部に新たな係止箇
所を増やしたことにより留め具30内の係止箇所が２箇所となって合計４箇所の係止箇所が
形成されていることに特徴を有するものである。
　本実施の形態に係る前記本体バンド部50の上面の先端側には、第３の実施の形態で説明
したものと同様であって、長手方向に対して直角にラック状の本体バンド上面先端側歯52
が列設されている。
【００４８】
　ここで第１～第３の実施の形態に係る留め具30は、２つの留め具側板部32と留め具天板
部33とにより門型に形成され、下方には開口部31を有するものであった。本実施の形態に
係る留め具30は、前記留め具天板部33を有さずに、２つの留め具側板部32と、留め具側板
部32の下部間に渡された留め具底板部35とにより逆門型に形成されているものである。２
つの留め具側板部32の上部間には、縦断面形状が略直角三角形であって全体形状が三角柱
状のピン93が３本渡されている。このピン93は、本体バンド上面先端側歯52に噛み合い可
能なものであって、バンド20の長手方向に対して直角方向に形成されている。このピン93
は、材質が金属からなるもので、留め具側板部32に予め設けたピン孔（図示せず）に横方
向から差し込まれることにより固定されているものである。このピン93を３個、横方向に
並べて配置することにより、ピン93の縦断面形状が後方向に突出する鋸歯状となっている
。ピン93は、縦断面形状の直角三角形の斜辺に相当する部分であって後傾した傾斜面93F
と、当該傾斜面93Fの下端から上方に向かって略垂直方向に立ち上がる直角面93Tとを有し
ている。この３本のピン93と、２つの留め具側板部32と、留め具底板部35とにより囲まれ
た領域により、本体バンド先端部55が挿通可能なバンド20の長手方向に貫通する貫通部90
が形成されているものである。なお、ピン93は、本実施の形態では、間隔をあけて３本形
成されているが、ピン93の本数は特にこれに限定されるものではなく、本体バンド上面先
端側歯52と噛み合い可能になるものであれば間隔を詰めて４本以上横方向に形成してもよ
く、また、２本若しくは１本のみ形成してもよいものである。このピン93の傾斜面93Fと
本体バンド上面先端側歯52の傾斜面52Bとは平行に形成されているとともに傾斜する方向
の長さは同一に形成されている。また、ピン93の直角面93Tと、本体バンド上面先端側歯5
2の直角面52Tとは平行に形成されているとともに同一の高さ寸法を有している。これによ
り、本体バンド先端部55を貫通部90に挿通させると、ピン93の傾斜面93F及び直角面93Tか
らなる歯と、本体バンド上面先端側歯52の傾斜面52B及び直角面52Tからなる歯とが噛み合
い可能となるものである。なお、ピン93の縦断面形状は、直角三角形状に形成されている
が特にこの形状に限定されるものではない。本体バンド上面先端側歯52に噛み合うことが
できるような形状のものであれば、他の三角形、四角形等の多角形や、円形、楕円形等の
他の形状のものであってもよい。また、ピン93は、３本が分離されて形成されているが、
これらが一体となった板状のものでもよい。また、ピン93の材質は金属に限定されるもの
ではなく、バンド20と同様の合成樹脂から形成されてもよいものである。さらにピン93は
、本実施の形態のように後から留め具側板部32に差し込むものに限定されるものではなく
、留め具30の成形と一緒に成形するようにしてもよいものである。
【００４９】
　前記貫通部90の下部には留め具底板部35が形成され、この留め具底板部35の上面には補
助バンド上面側歯71と本体バンド上面基端側歯51との両者に連続する貫通部下側歯91が形
成されている。この貫通部下側歯91は、補助バンド上面側歯71及び本体バンド上面基端側
歯51と同様にバンド20の長手方向に対して直角方向にラック状に形成されている。
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　この貫通部下側歯91の縦断面形状は前方向に突出する鋸歯状となっている。この貫通部
下側歯91は、留め具底板部35の上面から斜め上方の前側に向かって突出している。この貫
通部下側歯91は、前傾した傾斜面91Fと、当該傾斜面91Fの上端から留め具底板部35の上面
に向かって略垂直方向に下がる直角面91Tとからなる。この貫通部下側歯91の傾斜面91Fと
本体バンド下面側歯53の傾斜面53Bとは平行に形成されているとともに傾斜する方向の長
さは同一に形成されている。また、貫通部下側歯91の直角面91Tと、本体バンド下面側歯5
3の直角面53Tとは平行に形成されているとともに同一の高さ寸法を有している。これによ
り、本体バンド先端部55を貫通部90に挿通させると、貫通部下側歯91の傾斜面91F及び直
角面91Tからなる部分と、本体バンド下面側歯53の傾斜面53B及び直角面53Tからなる部分
とが噛み合い可能となるものである。
【００５０】
　本実施の形態に係る結束バンド10が被結束物40の周囲に密着させた状態で巻き回されて
、貫通部90の差し込み開口部96から本体バンド先端部55が差し込まれるとともに、貫通部
90の引き抜き開口部97から本体バンド先端部55が引き抜かれる。すると、貫通部90の差し
込み開口部96から本体バンド先端部55が差し込まれた際に本体バンド下面側歯53と補助バ
ンド上面側歯71とが噛み合う。それとともに、貫通部90の引き抜き開口部97から本体バン
ド先端部55が引き抜かれた際に本体バンド下面側歯53と貫通部下側歯91とが噛み合い、さ
らに本体バンド上面先端側歯52とピン93とが噛み合い、さらに本体バンド下面側歯53と本
体バンド上面基端側歯51とが噛み合う。これにより、本実施の形態に係る結束バンド10は
、これらの合計４箇所で係止される。これにより、係止箇所が留め具30だけの１箇所のも
のや２箇所のものや３箇所のものと比較して係止箇所が増え、さらに外れ難く信頼性が向
上した結束バンド10を提供することができる。
【００５１】
　たとえば仮にいずれか１箇所の係止状態が消失しても残りの３箇所の係止状態が維持さ
れることで、全体としての係止状態が安定して維持される。また、４箇所で係止されるこ
とにより特定の１箇所に応力が集中することが抑えられ、応力の分散化をさらに図ること
ができて破断が抑えられて、耐久性能もさらに向上する。
　本実施の形態に係る貫通部90では、貫通部下側歯91及びピン93の両方で、本体バンド部
50の先端側の下面及び上面を上下から挟み込むようにして上下両面が係止状態になる。本
体バンド部50の先端側の上面側又は下面側の一方側だけから係止状態にするものと比較し
て、本体バンド部50の先端側が弾性変形して本体バンド部50全体が移動し、歯と歯とが外
れて係止状態が解除されるようなことを抑えられる。これにより、係止状態が強固なもの
となり安定した係止状態が維持されて、外れ難く信頼性が向上した結束バンド10が提供さ
れる。
【００５２】
　本実施の形態に係る貫通部90の下部には、開口部31を有さずに補助バンド上面側歯71と
本体バンド上面基端側歯51との両者に連続する貫通部下側歯91が形成されている。このた
め、補助バンド上面側歯71と、貫通部下側歯91と、本体バンド上面基端側歯51とにより、
留め具30付近のバンド20の長手方向において、連続して歯が形成されている。バンド20の
長手方向の途中で歯が形成されていない箇所が形成されて歯の形成が不連続となるような
ものと比較して、本実施の形態に係る結束バンド10は結束状態における歯に加わる応力の
長手方向の分布を連続したなだらかなものにすることができる。これにより、バンド20の
長手方向の途中の特定箇所の歯に応力が集中することを回避することができ、応力集中に
よるバンド20の破断を抑えることができる。
【００５３】
　なお、本実施の形態では、１つのバンド20の途中には、１個の留め具30しか形成されて
いないが、これに限定されるものではなく、バンド20の長手方向の途中に２個以上の留め
具30を設けてもよいものである。仮に１個の結束バンド10にｎ個の上記同様の留め具30を
設けた場合には、各留め具30付近によって上述したように４箇所で係止されることにより
、結果として結束バンド10全体で合計４ｎ個の箇所で係止されることになる。
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　なお、本実施の形態に係る結束バンド10において、上述した以外のその他の構成及びそ
の構成により奏する作用及び効果は、第３の実施の形態で説明したものと同様であり、そ
れらの説明は省略する。
【符号の説明】
【００５４】
10　結束バンド　　　　　　　　　　　　　20　バンド
30　留め具　　　　　　　　　　　　　　　31　開口部
32　留め具側板部　　　　　　　　　　　　33　留め具天板部
34　留め具側板下面　　　　　　　　　　　35　留め具底板部
40　被結束物　　　　　　　　　　　　　　50　本体バンド部
51　本体バンド上面基端側歯　　　　　　　51F  傾斜面
51T  直角面　　　　　　　　　　　　　　52　本体バンド上面先端側歯
52B  傾斜面　　　　　　　　　　　　　　52T  直角面
53　本体バンド下面側歯　　　　　　　　　53B  傾斜面
53T  直角面　　　　　　　　　　　　　　54　本体バンドテーパー部
55　本体バンド先端部　　　　　　　　　　60　突条
61　本体バンド側突条　　　　　　　　　　62　補助バンド側突条
65　段差部　　　　　　　　　　　　　　　70　補助バンド部
71　補助バンド上面側歯　　　　　　　　　71F  傾斜面
71T  直角面　　　　　　　　　　　　　　72　補助バンドテーパー部
90　貫通部　　　　　　　　　　　　　　　91　貫通部下側歯
91F  傾斜面　　　　　　　　　　　　　　91T  直角面
92　貫通部上側歯　　　　　　　　　　　　92F  傾斜面
92T  直角面　　　　　　　　　　　　　　93　ピン
93F  傾斜面　　　　　　　　　　　　　　93T  直角面
94　貫通部補助側テーパ　　　　　　　　　95　貫通部本体側テーパ
96　差し込み開口部　　　　　　　　　　　97　引き抜き開口部
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