
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
エアモーターから供給される動力が、減速ギア装置を介してラチェット装置に伝達され、
このラチェット装置に接続されたスピンドルを作動するラチェットレンチであって、前記
ラチェット装置は、ラチェットハウジングに収容されるとともに、
前記ラチェットハウジングから前記スピンドルが突出する面と反対側のラチェットハウジ
ングの面を覆うカバープレートと、
前記カバープレートに配設され、前記エアモーターのシャフトの軸方向と平行に摺動可能
に取り付けられた一対のリバースボタンと、
前記リバースボタンにそれぞれ回動可能に取り付けられるとともに、前記リバースボタン
とともに往復動可能な一対のリバースアームと、
前記リバースアームの動きに応じて、前記リバースアームの一つに交互に噛合されて回動
させられるリバースギアとを備えるラチェットレンチ。
【請求項２】
前記リバースアームは、前記カバープレートに一端を固定された一対のスプリングにそれ
ぞれ結合されるとともに、前記カバープレートに固着された背高ピンに掛け留めされる湾
曲部が形成され、
前記スプリングは前記リバースアームを前記リバースギアから離す方向に付勢されたこと
を特徴とする請求項１記載のラチェットレンチ。
【請求項３】
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前記リバースアームは、互いに近接する方向に付勢されたスプリングが掛け渡されたこと
を特徴とする請求項２記載のラチェットレンチ。
【請求項４】
前記リバースアームは、前記リバースギアに噛合される端部にラックが形成されたことを
特徴とする請求項１記載のラチェットレンチ。
【請求項５】
前記ラックは、そのピッチ線が前記リバースアームの長手方向軸に対して傾斜して形成さ
れたことを特徴とする請求項４記載のラチェットレンチ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ラチェットレンチに関し、回転方向を切換可能なリバースラチェットレンチに
関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来のリバースラチェットレンチのラチェット装置は、例えば、特開平１０－２１７１４
０号公報に開示されている。
このラチェット装置は、ラチェットレンチのヘッドに収容されていて、駆動軸とラチェッ
ト方向セレクタを有する。ラチェット方向セレクタは駆動軸を回転して接続されたソケッ
トを駆動軸の軸まわりで時計回り方向又は反時計回り方向に駆動させるように配置され、
駆動軸はヘッドから横方向外側に伸びており、ナット又はボルトなどの締め具を締めたり
緩めたりするために、駆動軸と一緒にソケットを回転するように、当該ソケットを解放自
在に保持するようにしてある。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、前記従来のラチェット方向セレクタは、ヘッドの前記駆動軸の裏面に当た
る位置に配置されており、ラチェットレンチを把持し保持するためのハンドルを握ってい
る一方の手からは遠い位置にある。
【０００４】
したがって、ソケットを駆動軸の軸まわりで時計回り方向又は反時計回り方向に駆動させ
たい場合は、もう一方の手で前記ラチェット方向セレクタのツマミを回転させる必要があ
った。すなわち、ソケットの回転方向を切り換えるには、両手を使わなければならなかっ
た。
【０００５】
しかし、これではラチェットレンチがかろうじて挿入できるような狭い隙間においてナッ
トやボルトなどを締めた後に緩めたり、緩めた後に締めたりしたい場合には、その都度ラ
チェットレンチを隙間から引き出して、両手を使ってラチェット方向セレクタのツマミを
回転させてからソケットの回転方向を切り換えなければならず、作業性が低下する。
【０００６】
本発明は、前記従来技術の問題点に鑑み、ハンドルを握っている一方の手だけでソケット
の回転方向を切り換えることができるラチェットレンチを提供することを課題とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
そのために、本発明のラチェットレンチにおいては、エアモーターから供給される動力が
、減速ギア装置を介してラチェット装置に伝達され、このラチェット装置に接続されたス
ピンドルを作動するラチェットレンチであって、前記ラチェット装置は、ラチェットハウ
ジングに収容されるとともに、前記ラチェットハウジングから前記スピンドルが突出する
面と反対側のラチェットハウジングの面を覆うカバープレートと、前記カバープレートに
配設され、前記エアモーターのシャフトの軸方向と平行に摺動可能に取り付けられた一対
のリバースボタンと、前記リバースボタンにそれぞれ回動可能に取り付けられるとともに

10

20

30

40

50

(2) JP 3983535 B2 2007.9.26



、前記リバースボタンとともに往復動可能な一対のリバースアームと、前記リバースアー
ムの動きに応じて、前記リバースアームの一つに交互に噛合されて回動させられるリバー
スギアとを備える。
【０００８】
本発明の他のラチェットレンチにおいては、さらに前記リバースアームは、前記カバープ
レートに一端を固定された一対のスプリングにそれぞれ結合されるとともに、前記カバー
プレートに固着された背高ピンに掛け留めされる湾曲部が形成され、前記スプリングは前
記リバースアームを前記リバースギアから離す方向に付勢されたことを特徴とする。
【０００９】
本発明のさらに他のラチェットレンチおいては、さらに前記リバースアームは、互いに近
接する方向に付勢されたスプリングが掛け渡されたことを特徴とする。
【００１０】
本発明のさらに他のラチェットレンチおいては、さらに前記リバースアームは、前記リバ
ースギアに噛合される端部にラックが形成されたことを特徴とする。
【００１１】
本発明のさらに他のラチェットレンチおいては、さらに前記ラックは、そのピッチ線が前
記リバースアームの長手方向軸に対して傾斜して形成されたことを特徴とする。
【００１２】
【発明の実施の形態】
本発明の実施の形態ついて図面を参照して詳細に説明する。
図１は本発明の実施の形態におけるラチェットレンチの要部斜視図、図２は図１の平面図
、図３は図１のラチェットレンチを構成するカバープレートの裏面図、図４は図１のラチ
ェットレンチを構成するラチェットハウジングの斜視図、図５は図１のラチェットレンチ
の内部機構を説明する平面図、図６は図１のラチェットレンチの縦断面図である。
【００１３】
図１において、１０は後述するラチェット装置２２１が収容されるラチェットハウジング
であり、２０は前記ラチェット装置２２１に接続されたスピンドルである。このスピンド
ル２０は、後述するようにエアモーターから供給される動力が、後述する減速ギア装置２
１０を介して前記ラチェット装置２２１に伝達されることで、作動する。
【００１４】
前記ラチェットハウジング１０は、前記スピンドル２０が突出する面と反対側の面を、カ
バープレート３０に覆われる。前記カバープレート３０は、略長方形の板状で、前記スピ
ンドル２０に対応する部分は半円状に形成され、四隅をネジ３１によりラチェットハウジ
ング１０にネジ止めされる。
【００１５】
また、図２に示すように前記カバープレート３０のエアモーター側には、一対の角穴３２
が形成され、この角穴３２に後述する前記エアモーター１１０のシャフト１９０の軸方向
と平行に摺動可能に取り付けられた一対のリバースボタン４０が配設される。このリバー
スボタン４０は、湾曲面４１が形成され、該湾曲面４１に複数の凸条４２が形成され、ラ
チェットレンチのハンドル（モーターハウジング１５０の部分）を握っている片方の手の
親指だけでリバースボタン４０を摺動し易くしてある。
【００１６】
前記リバースボタン４０の湾曲面４１の裏側には、リバースボタン４０とともに往復動可
能な一対のリバースアーム５０がカラー５３とともにリバースボタン４０にそれぞれ回動
可能に取り付けられる。図３に示すように前期リバースアーム５０は、前記カバープレー
ト３０裏面に往復動可能に取り付けられ、前記カラー５３は、前記ラチェットハウジング
１０に形成された角溝１１の部分に収容される。
【００１７】
そして、前記リバースアーム５０の動きに応じて、前記リバースアーム５０の一つに交互
に噛合されて回動させられるリバースギア６０が前記ラチェットハウジング１０に配設さ
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れる。通常は、前記リバースギア６０は、２本のリバースアーム５０、５０には噛合され
ていないが、一方のリバースボタン４０をリバースギア６０の方向に親指で押して摺動さ
せると、そのリバースボタン４０とともに一方のリバースアーム５０がリバースギア６０
に向かって押し出され、リバースギア６０に噛合され、リバースギア６０が回動する。
【００１８】
前記リバースアーム５０は、前記カバープレート３０に一端を固定された一対のスプリン
グ７０にそれぞれ結合され、前記スプリング７０は前記リバースアーム５０を前記リバー
スギア６０から離す方向に付勢されている。したがって、前記リバースアーム５０は、リ
バースギア６０に噛合され、リバースギア６０を回動させた後、リバースボタン４０を押
し込んでいる親指を離すと、前記リバースアーム５０は、前記スプリング７０の働きによ
り、リバースギア６０から離される。
【００１９】
一方のリバースアーム５０ａは、前記カバープレート３０に固着された背高ピン３２ａに
掛け留めされる湾曲部５１ａが形成され、前記カバープレート３０に接触して摺動させら
れる。また、他方のリバースアーム５０ｂは、前記カバープレート３０に固着された背低
ピン３２ｂに接触して摺動させられるとともに、前記背高ピン３２ａに掛け留めされる湾
曲部５１ｂが形成される。そして、一対のリバースアーム５０ａ，５０ｂ同士が互いに近
接する方向に付勢されたスプリング８０が掛け渡される。これにより、前記スプリング７
０の働きにより、リバースギア６０から離されたリバースアーム５０ａ，５０ｂは、前記
背高ピン３２ａの位置で上下に重なり合うような状態で掛け留めされて静止する。
【００２０】
前記リバースアーム５０は、前記リバースギア６０に噛合される端部にラック５２が形成
され、前記ラック５２は、そのピッチ線が前記リバースアーム５０の長手方向軸に対して
傾斜して形成される。一対のリバースアーム５０は、この実施例の場合は、２本とも同じ
形状のものが使用されるが、図３に示すように、前記カバープレート３０には、裏表を逆
にして取り付けられる。
【００２１】
図５及び６において、１１０はエアモーターであり、開閉レバー１２０の操作により、空
気導入部１３０から開閉弁１４０を介して導入する加圧空気によって、モーターハウジン
グ１５０内で回転し、そのシャフト１９０が回転する。なお、モーターハウジング１５０
は、ラチェットレンチの握り部分、すなわちハンドルとなる。
【００２２】
前記エアモーター１１０は、そのローター本体１６０がモーターハウジング１５０に固定
されたベアリング１７０，１８０に回転自在に軸支される。前記ローター本体１６０はシ
ャフト１９０を備え、このシャフト１９０は、前記ベアリング１８０に軸支されるととも
に、その先端部は減速ギア装置２１０に噛合される。
【００２３】
減速ギア装置２１０は、前記シャフト１９０に噛合されるアイドルギア２１２と、ロック
リング２２４により前記モーターハウジング１５０に結合されたラチェットハウジング１
０に固定されるとともに前記アイドルギア２１２に噛合されるインターナルギア２１３と
、前記アイドルギア２１３にアイドルピン２２５を介して連結されクランクシャフト２１
５に噛合されたケージ２１４とからなる。
【００２４】
アイドルギア２１２は、前記シャフト１９０を中心に３個配置され、シャフト１９０の回
りを公転する。なお、アイドルギア２１２はアイドルピン２２５に対して回転自在に取り
付けられる。そして、各アイドルピン２２５（図６の実施の形態では３個のアイドルピン
）に固定されたケージ２１４はアイドルギア２１２の公転とともに自転し、クランクシャ
フト２１５を回転させる。
【００２５】
前記クランクシャフト２１５は前記ラチェットハウジング１０内において、減速ギア装置
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２１０側はブッシュ２２５により、またスピンドル２０側は、ニードルベアリング２１６
により回転自在に軸支される。
【００２６】
このクランクシャフト２１５は、軸芯から偏心した位置の先端面２１５ａにクランクピン
２１８が突出して形成され、このクランクピン２１８にブッシュ２１９を回転自在に接続
している。このブッシュ２１９は、ヨーク２２０の割溝２２０ａに回動自在に嵌合位置し
、このヨーク２２０はラチェット装置２２１を介してスピンドル２０に接続している。
【００２７】
ラチェットレンチは上記構成であるので、スピンドル２０に目的のボルト、ナット等に接
続し締め付け作業を行うには、開閉レバー１２０を操作してエアモーター１１０を作動さ
せれば、ローター本体１６０とともにシャフト１９０が回転する。
【００２８】
シャフト１９０の回転は、減速ギア装置２１０で減速され、その回転はクランクシャフト
２１５を介してヨーク２２０に伝達され、ヨーク２２０を連続的に首振り運動させ、この
首振り運動を、ラチェット装置２２１によって、スピンドル２０の回転運動に変換して、
締め付けを行う。そして、前記リバースボタン４０の操作により前記リバースギア６０を
回動させることにより前記スピンドル２０の回転方向を切り換えて、緩めを行う。
【００２９】
【発明の効果】
以上詳細に説明したように、本発明のラチェットレンチによれば、エアモーターから供給
される動力が、減速ギア装置を介してラチェット装置に伝達され、このラチェット装置に
接続されたスピンドルを作動するラチェットレンチであって、前記ラチェット装置は、ラ
チェットハウジングに収容されるとともに、前記ラチェットハウジングから前記スピンド
ルが突出する面と反対側のラチェットハウジングの面を覆うカバープレートと、前記カバ
ープレートに配設され、前記エアモーターのシャフトの軸方向と平行に摺動可能に取り付
けられた一対のリバースボタンと、前記リバースボタンにそれぞれ回動可能に取り付けら
れるとともに、前記リバースボタンとともに往復動可能な一対のリバースアームと、前記
リバースアームの動きに応じて、前記リバースアームの一つに交互に噛合されて回動させ
られるリバースギアとを備えるので、ハンドルを握っている片方の手の親指だけで一対の
リバースボタンを操作するだけでスピンドルの回転方向を切り換えることができるように
なり、ラチェットレンチの操作性が大幅に向上する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態におけるラチェットレンチの要部斜視図である。
【図２】図１の平面図である。
【図３】図１のラチェットレンチを構成するラカバープレートの裏面図である。
【図４】図１のラチェットレンチを構成するラチェットハウジングの斜視図である。
【図５】図１のラチェットレンチの内部機構を説明する平面図である。
【図６】図１のラチェットレンチの縦断面図である。
【符号の説明】
10　ラチェットハウジング　　　　 20　スピンドル
30　カバープレート　　　　　　　 32　ピン
40　リバースボタン　　　　　　　 50　リバースアーム
52　ラック　　　　　　　　　　　 60　リバースギア
70　スプリング　　　　　　　　　 80　スプリング
110 エアモーター　　　　　　　　 190 シャフト
210 減速ギア装置　　　　　　　　 221 ラチェット装置
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

(6) JP 3983535 B2 2007.9.26



【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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