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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内周にラチェット型ギアが備えられ、円筒状の内面を有するハウジング部と；
　前記ハウジング部の内側に回転可能に配置され、ワイヤが巻かれ、上部にラチェット型
突起が形成されたリール部と；
　前記ラチェット型突起に選択的に昇降されながら結合されるスライド突起が下部に形成
され、外周に外周カム溝部が形成され、内周に内周カム溝部が形成される昇降カム部と；
　前記内周カム溝部に結合されて、一方向に回転する時に、前記昇降カム部を上昇させる
カム突起部が形成されたカム駆動部と；
　内周に前記外周カム溝部に挿入されて、前記昇降カム部の昇降を案内するガイドカム部
が形成され、外周に前記ラチェット型ギアに一方向回転が拘束されるラチェット嵌合部が
備えられるカムベース部と；
　前記カム駆動部の上部に結合されて一体に回転される回転カバーと；
を含むことを特徴とするワイヤ締付装置。
【請求項２】
　前記カム駆動部の一方向回転の時に前記昇降カム部が上昇されて、前記リール部のラチ
ェット型突起が前記スライド突起から分離されるように、前記内周カム溝部及び前記カム
突起部は前記一方向回転の時に上昇されるように傾けて形成され、前記外周カム溝部及び
前記ガイドカム部は前記内周カム溝部及び前記カム突起部の傾斜方向とは反対に傾くよう
に形成されていることを特徴とする請求項１に記載のワイヤ締付装置。



(2) JP 6314151 B2 2018.4.18

10

20

30

40

50

【請求項３】
　前記ラチェット型突起は前記リール部の上面に円周方向に沿って一方向に上昇する傾斜
面を有する複数の突起で形成され、前記スライド突起は前記ラチェット型突起と噛合する
ように形成されていて、前記リール部の一方向回転は直角面に接して拘束され、他方向回
転は傾斜面に沿ってスライディングして離脱されることを特徴とする請求項１に記載のワ
イヤ締付装置。
【請求項４】
　前記カムベース部の外周には前記ラチェット嵌合部から外側に離隔されて、前記ハウジ
ング部の上端周縁を回転可能に囲むように備えられる外周部が連結され、
　前記外周部には設定された回転角度で開口されたストッパ溝部が形成され、前記回転カ
バーの内周には前記ストッパ溝部に挿入されて回転角度を拘束するストッパ突起が形成さ
れていることを特徴とする請求項１に記載のワイヤ締付装置。
【請求項５】
　前記回転カバーには磁性結合部が備えられ、前記回転カバーの上側外面に強磁性の金属
で形成されたロゴマークが選択的に着脱されることを特徴とする請求項１に記載のワイヤ
締付装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はワイヤ締付装置に関するもので、より詳しくは、構成及び操作が簡便化されて
、使用上の便宜性と製品の生産性及び耐久性が向上されるワイヤ締付装置に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、ワイヤ締付装置は、現在多様に活用されて物品を締め付けるのに用いられる。
ここでは、ワイヤ締付装置の多様な活用方法の中で足に着用する運動靴への適用で説明す
るが、上記ワイヤ締付装置は運動靴だけではなく、帽子を含んで、頭着用具、ベルト、手
袋、かばん、スノーボード、水上スーキーなどワイヤを通じて着用される物に多様に適用
することができる。
【０００３】
　一方、運動靴などの靴は、使用者の足サイズに密着されるように靴の紐がジグザグ状に
連結されるように備えられ、上記靴の紐を引っ張って締め付けることによって、靴と使用
者の足との密着性を高めて快適な歩行ができるようにする。
【０００４】
　勿論、靴は、歩行時脱げないように適当な大きさを選択する必要があり、履いたり脱ぐ
際に便利になるように靴の紐を若干緩く結んだ状態で靴を履くことが一般的であるが、歩
行時に靴が足を圧迫しない範囲内で靴がだぶだぶしないように靴の紐を締めることが足の
健康に良いことが知られている。
【０００５】
　しかし、靴を履いたり脱いだりする度に靴の紐を解いたり締めたりすることは非常に煩
雑であるため、特別な場合を除いては適当に締めた状態を保持して靴を履くことが一般的
である。しかし、靴の紐が解け歩みを止めて靴の紐を結び直すこともあり、非常に煩雑で
あるとともに、解けていない状態でも靴の紐の両端部が固定されていなくて整っていない
感じを与えることがある。
【０００６】
　さらに、小学校低学年あるいは小学校以前の子供やお年寄りの場合には、靴の紐を解い
たり締めたりすることが容易でなく、特に山登り、競輪などのような運動をする選手たち
や人の場合、固定されていない紐の両端部や結び目が激しく動いて外部物体に引かかって
解けてしまう場合、記録の低下や事故の発生などの結果をもたらすため、靴の紐は堅固に
結ばれた状態を保持することが好ましい。
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【０００７】
　また、休息中にはぎゅっと締めた靴の紐を解いてこそ充分に休むことができることから
、靴の紐を容易に締めることができ、締められた状態を堅固に長続きさせると同時に、必
要時に手軽く靴の紐を締めたり解いたりすることができることが最も好ましい。
【０００８】
　そこで、従来、上記のような互いに相反する靴の紐を締めたり解いたりするのに役に立
つ機能を提供する靴の結束装置が開発されている。
【０００９】
　例えば、従来の靴の紐結束装置はラチェット型ギアを利用した方法で、靴の紐が巻かれ
たリールを内部に備えた回転部材が選択的に紐を拘束するように構成される。ここで、上
記回転部材を一方向に回転させると靴の紐を締め付けることができるように駆動し、スト
ッパを通じてラチェットギアを解除すれば上記リール部が独立的に回転して靴の紐を解く
ことができるように工夫されている。
【００１０】
　しかし、従来の靴の紐結束装置は、靴の紐を解く時には片手でストッパを一側に押して
ラチェットギアを解除した状態を保持し、他方の手で靴の紐を解かなければならない。従
って、両手を使わなければならないため、使用が不便であり、上記装置の使い方を熟知し
にくい子供や老弱者は利用しにくいという問題点があった。
【００１１】
　そして、このような靴の紐結束装置は、ストッパを一側に確実に押すことができない場
合に、靴の紐を引張って解く際に引かかってしまうなど、解く過程が中断されるという問
題点があって、製品の信頼性が低下する虞があった。また、別途のストッパ固定具を具備
して、上記ストッパが一側に押された状態を固定する構造を追加する場合、複雑な構成に
より部品数が増加して、生産性が低下するという問題点があった。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　上記の問題点を解決するために、本発明は、構成及び操作が簡便化されて使用上の便宜
性が改善され、製品の生産性及び耐久性が向上されるワイヤ締付装置を提供することを解
決課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記の課題を解決するために、本発明は、内周にラチェット型ギアが備えられ、円筒状
の内面を有するハウジング部と；前記ハウジング部の内側に回転軸結合されて回転可能に
配置され、ワイヤが巻き取られ、上部にラチェット型突起が形成されたリール部と；前記
ラチェット型突起について選択的に昇降させながら結合されるスライド突起が下部に形成
され、外周に外周カム溝部が形成され、内周に内周カム溝部が形成される昇降カム部と；
前記内周カム溝部に結合されて一方向へ回転する際に前記昇降カム部を上昇させるカム突
起部が形成されたカム駆動部と；内周に前記外周カム溝部に挿入されて、前記昇降カム部
の昇降を案内するガイドカム部が形成され、外周に前記ラチェット型ギアに一方向回転が
拘束されるラチェット嵌合部が備えられるカムベース部と；前記カム駆動部の上部に結合
されて、一体に回転される回転カバーとを含むワイヤ締付装置を提供する。
【００１４】
　ここで、上記カム駆動部が一方向に回転する時、上記昇降カム部が上昇させられて、上
記リール部のラチェット型突起が上記スライド突起から分離されるように、上記内周カム
溝部及び上記カム突起部は上記一方向回転の時に上昇されるように傾斜して形成され、上
記外周カム溝部及び上記ガイドカム部は上記内周カム溝部及び上記カム突起部の傾斜方向
と反対に傾斜されるように形成されることが好ましい。
【００１５】
　また、上記ラチェット型突起は上記リール部の上面に円周方向に沿って一方向に上昇す
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る傾斜面を有する複数の突起で形成され、上記スライド突起は上記ラチェット型突起に噛
み合って嵌合されるように形成されて、上記リール部の一方向回転は直角面に接して拘束
されるが、他方向回転は傾斜面に沿ってスライディングされて離脱されることが好ましい
。
【００１６】
　また、上記カムベース部の外周には上記ラチェット嵌合部から外側に離隔されて上記ハ
ウジング部の上端周縁を回転可能に囲むように備えられる外周部が連結され、上記外周部
には設定された回転角度で開口されたストッパ溝部が形成され、上記回転カバーの内周に
は上記ストッパ溝部に挿入されて回転角度を拘束するストッパ突起が形成されることが好
ましい。
【００１７】
　一方、上記回転カバーには磁性結合部が備えられて、上記回転カバーの上側外面に強磁
性の金属で形成されたロゴマークが選択的に着脱されることが好ましい。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明のワイヤ締付装置は上記の解決手段を通じて次のような效果を提供する。
　第一、上記ワイヤ締付装置はワイヤと一体に結合されて付着され、回転カバーを一方向
または他方向に回転させる操作のみで上記ワイヤを締めたり解いたりすることができるの
で、操作が簡便で使用上の便宜性を向上させることができ、回転方向によって正確に締結
及び解除状態が設定されるので、操作時、誤作動による不便が除去され、製品の信頼性を
向上させることができる 。
【００１９】
　第二、上記ワイヤ締付装置は上記回転カバーの回転方向による上記昇降カム部の昇降に
よって上記スライド突起と上記リール部のラチェット型突起との分離乃至結合が形成され
て、上記リール部を選択的に拘束するので、上記回転カバーを上下に操作しなくても一方
向または他方向回転のみで上記リール部が上記昇降カム部で離脱されて独立的に回転して
ワイヤを引っ張って解くことができるので使用の便宜性をさらに向上させることができる
。
【００２０】
　第三、上記回転カバーの上記ストッパ突起が上記カムベース部の上記ストッパ溝部に拘
束されて回転角度が制限されるので、上記リール部の分離乃至結合のために必要な回転角
以上に使用者の回転力が過度に伝達された時、内部構成部品が破損するのを防止して、製
品の耐久性を向上させることができる。
【００２１】
　第四、上記ワイヤ締付装置には強磁性ロゴマークを磁力によって簡便に着脱することが
できる磁性結合部が備えられていて、使用者や生産者の好みにあうロゴマークを簡便に着
脱することができるので、製品デザインの美的效用と広告效果を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の実施例を示す図で、（a）はワイヤ締付装置が装着された靴の斜視図、
（b）はワイヤ締付装置が装着された帽子の斜視図である。
【図２】本発明の一実施例によるワイヤ締付装置の分解斜視図で、（a）は上側から見た
図、（b）は下側から見た図である。
【図３】本発明の一実施例によるワイヤ締付装置の結合状態を示した横断面図である。
【図４】図３のＡ－Ａ`断面に後方側の内周カム溝部とカム突起部を投映して示した部分
投映断面図で、（a）は回転カバーを時計回転させた時の断面図、（b）は回転カバーを反
時計回転させた時の断面図ある。
【図５】本発明の一実施例によるワイヤ締付装置の磁性結合部にロゴマークが結合された
状態を示した斜視図である。
【発明を実施するための形態】
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【００２３】
　以下、本発明の最良の実施形態が添付された図面を参照してより詳しく説明される。
　図１（ａ）は本発明の一実施例によるワイヤ締付装置が装着された靴の斜視図であり、
図１（ｂ）は本発明の一実施例によるワイヤ締付装置が装着された帽子の斜視図である。
ここで、上記ワイヤ締付装置（１００）は靴や帽子に備えられて、着用する際に役に立つ
装置であり、また、ベルト、手袋、かばん、水上スキー、スノーボードなどのようにワイ
ヤまたは紐を締めることで着用される服やアクセサリー、運動器具などの物品に多様に活
用されることができる締付装置に適用され得る。
【００２４】
　図１（ａ）及び図１（ｂ）で示すように、上記ワイヤ締付装置（１００）は靴や帽子の
ワイヤ（ｗ）を締める際に活用することができる。ここで、上記靴の場合上記ワイヤ（ｗ
）が連結される舌革の上面に付着させることが好ましいが、デザインなどを考慮して上記
靴の側部に付着させることもできる。
【００２５】
　この場合、上記ワイヤ締付装置（１００）の回転カバーを回転させることによって、ワ
イヤ（ｗ）が巻かれて締められる。これにより、上記ワイヤ締付装置（１００）は使用者
の足の幅及び高さを含んだサイズに合わせて上記ワイヤ（ｗ）を適当に締めることができ
るので、快適な歩行を保障することができる。
【００２６】
　また、上記帽子の場合、ワイヤ（ｗ）が連結される側面に付着させることができ、操作
上の便宜やデザイン上の改善点などを考慮して、上記帽子の後側に付着させることができ
る。さらに、登山帽や軍用ヘルメットに活用される場合には、使用者のあごの下に垂れた
ワイヤに付着されることも可能である。
【００２７】
　これを通じて、使用者の頭囲サイズと上下長さを含むサイズに合わせてワイヤが適当に
締められることにより堅固に着用することができる。従って、雨や風のような環境的要因
や使用者の活動によって加えられる外力によって帽子が脱がされたり横ちょになって使用
者の視野を遮って活動を妨害することを防止することができる。
【００２８】
　図２（ａ）は本発明の一実施例によるワイヤ締付装置を上側から見て示した分解斜視図
であり、図２（ｂ）は本発明の一実施例によるワイヤ締付装置を下側から見て示した分解
斜視図であり、図３は本発明の一実施例によるワイヤ締付装置の結合状態を示した縦断面
図である。
【００２９】
　図２（ａ）及び図２（ｂ）で示すように、上記ワイヤ締付装置（１００）はハウジング
部（６０）、リール部（４０）、昇降カム部（３０）、カム駆動部（２０）、カムベース
部（５０）、回転カバー（１０）、回転軸（７０）、及び締結ねじ（８０）を含む。
【００３０】
　ここで、上記ハウジング部（６０）の内周面の上側にはラチェット型ギア（６２）が備
えられ、上記ハウジング部（６０）の下面は靴の外皮に固定される。また、上記ハウジン
グ部（６０）には上記リール部（４０）が収容される円筒状の内部空間を有し、上記ハウ
ジング部（６０）の上端周縁には上記カムベース部（５０）が備えられている。
【００３１】
　この時、上記カムベース部（５０）は上記ハウジング部（６０）の上端周縁で回転可能
に連結され、上記ラチェット型ギア（６２）によって反時計周り方向の回転が制限される
ことが好ましい。
【００３２】
　そして、上記カムベース部（５０）の内周には上記昇降カム部（３０）が収容される。
ここで、上記昇降カム部（３０）は上記カム駆動部（２０）の回転方向によって昇降して
、上記リール部（４０）の上面と選択的に結合することができる。また、上記カムベース
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部（５０）の上端には上記カム駆動部（２０）が備えられ、上記カム駆動部（２０）には
突出部が形成されて、上記昇降カム部（３０）の内周と結合されることが好ましい。
【００３３】
　さらに、上記回転カバー（１０）は上記カム駆動部（２０）の上部に結合されて一体に
回転され、上記回転カバー（１０）の下端外周が上記カムベース部（５０）に結合される
ように備えられることが好ましい。
【００３４】
　この時、上記締結ねじ（８０）は上記回転カバー（１０）と上記回転軸（７０）とを貫
通して上記ハウジング部（６０）に締結される。また、上記回転軸（７０）は上記リール
部（４０）、上記カムベース部（５０）、上記昇降カム部（３０）及び上記カム駆動部（
２０）を貫通して上記締結ねじ（８０）を囲むように配置される。
【００３５】
　これにより、上記締結ねじ（８０）を通じて上記ワイヤ締付装置（１００）を構成する
内部部品の結合構造が保持されることができる。また、上記回転軸（７０）は上記部品と
締結ねじ（８０）との間でベアリングの役割を果たすことによって、上記内部部品が回転
可能に支持し、また、摩耗を防止して耐久性を向上させることができる。
【００３６】
　そして、上記ワイヤ締付装置（１００）は上記回転カバー（１０）を時計周り方向に回
転させると、上記昇降カム部（３０）が下降して上記リール部（４０）に結合して一体に
回転されてワイヤ（ｗ）を巻くように駆動し、反時計周り方向に回転させると、上記昇降
カム部（３０）が上昇して上記リール部（４０）が独立的に回転してワイヤ（ｗ）を引っ
張って解くことができるように駆動される。
【００３７】
　勿論、ワイヤを巻く駆動のために上記回転カバーを回す方向は時計周り方向に限定され
ないで、上記ワイヤ締付装置の構成を変更して反対方向に設定することができる。
【００３８】
　一方、上記ハウジング部（６０）にはラチェット型ギア（６２）、回転軸結合部（６９
）、ワイヤ貫通口（６５）、そしてリール結合部（６４）が含まれる。この場合、使用者
が上記回転カバー（１０）に回転力を效率的に加えることができるように、上記ハウジン
グ部（６０）の下面は靴の外皮や帽子の締付部分など上記ワイヤ締付装置が装着される位
置に固定されることが好ましい。
【００３９】
　そして、上記ハウジング部（６０）は円筒状に形成され、下側に上記ワイヤが貫通する
ことができる上記ワイヤ貫通口（６５）が形成される。また、上記ハウジング部（６０）
の下側内部には、上記リール部（４０）が結合されて回転可能になるように上記リール結
合部（６４）が形成され、上記リール結合部（６４）は上記リール部の回転による摩擦を
防止することができるように円筒状の空間に形成されることが好ましい。
【００４０】
　さらに、上記ハウジング部（６０）の上端周縁の内周には上記ラチェット型ギア（６２
）が形成されて、上記カムベース部（５０）の外周部（５９）に結合して回転可能に備え
られ、上記カムベース部（５０）の反時計周り方向の回転を制限する。
【００４１】
　これにより、上記ハウジング部（６０）は使用者が上記ワイヤ締付装置（１００）の上
記回転カバー（１０）を反時計周り方向に回転させてワイヤを引っ張って解くことができ
る状態になれば、反時計周り方向の回転が制限されて、ワイヤの解け状態を把握すること
ができるので、操作の時、誤作動による不便が除去されて、使用上の便宜性を向上させる
ことができる。
【００４２】
　また、上記ハウジング部（６０）は上記ワイヤ締付装置（１００）の内部部品が駆動さ
れるケースの役割を果たして上記部品が紛失されることを防止することができるので、製
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品の耐久性を向上させる效果を提供することができる。
【００４３】
　勿論、上記ハウジング部（６０）の下面には両面テープのような着脱可能な接着手段が
備えられ得る。これにより、上記靴の外皮に固定される時固定力が向上して、安定的にワ
イヤを巻くことができるとともに、ワイヤを解く際にも上記リール部の独立的な回転を安
定的に支持して上記ワイヤ締付装置の使用上の便宜性をさらに向上させることができる。
【００４４】
　一方、上記リール部（４０）には、ラチェット型突起（４３）、ワイヤ巻取部（４２）
、ワイヤ結束具（４４）、そして回転軸貫通口（４９）が含まれる。ここで、上記リール
部（４０）は上記ハウジング部（６０）の内側下部に回転軸結合されて回転可能に配置さ
れ、上記リール部（４０）の上側には上記カムベース部（５０）が配置される。この時、
上記カムベース部（５０）の内周に結合される上記昇降カム部（３０）の下端と上記リー
ル部（４０）の上面に形成された上記ラチェット型突起（４３）が選択的に結合され得る
。
【００４５】
　また、上記ラチェット型突起（４３）は、上記リール部（４０）の上面に円周に沿って
反時計周り方向に上向きに突出されるように形成されて、上記昇降カム部（３０）の下端
に形成された上記スライド突起（３３）と選択的に結合されることが好ましい。ここで、
上記ラチェット型突起（４３）と上記スライド突起（３３）は、上記カム駆動部（２０）
の回転方向に沿って結合されたり離隔されたりする。
【００４６】
　即ち、上記カム駆動部（２０）の時計周り方向の回転で上記昇降カム部（３０）が下降
する場合に、円周方向に沿って下向きに突出する傾斜面を有する上記スライド突起（３３
）の直角面と上記ラチェット型突起（４３）の直角面が会って回転力が效率的に伝達され
る。
【００４７】
　そして、上記カム駆動部（２０）の反時計周り方向の回転で上記昇降カム部（３０）が
上昇する場合に、上記スライド突起（３３）が上記ラチェット型突起（４３）の傾斜面に
沿って円滑に離脱することができる。
【００４８】
　これにより、上記ワイヤ締付装置（１００）の締付状態と解除状態を円滑に変化させる
ことができて、使用上の便宜性を改善するとともに、上記ワイヤ締付装置（１００）の構
造に柔軟性を付与して構造の耐久性を向上させ、製品の信頼性を改善する效果を提供する
。
【００４９】
　また、上記ワイヤ巻取部（４２）は、ワイヤが巻かれることができるように、上記リー
ル部（４０）の周面に円周方向に沿って凹溝形態で形成される。ここで、上記ワイヤは上
記ハウジング部（６０）の側部を貫通して外部に露出されて、靴を締めたり解くように連
結されることが好ましい。
【００５０】
　この時、上記リール部（４０）には上記ワイヤ結束具（４４）が形成されて、上記ハウ
ジング部（６０）を貫通して内部に挿入された上記ワイヤは上記ワイヤ結束具（４４）を
通過して上記リール部（４０）に巻かれることが好ましい。これにより、上記ワイヤ締付
装置（１００）は上記ワイヤが上記リール部（４０）を空転することを防止するので、回
転力を效率的に伝達して使用上の便宜性を向上させることができる。
【００５１】
　一方、上記昇降カム部（３０）は内周カム溝部（３２）、外周カム溝部（３１）、そし
てスライド突起（３３）を含む。ここで、上記昇降カム部（３０）は上記カム駆動部（２
０）に形成された上記回転軸連結部（２２）を囲むように配置されるが、上記内周カム溝
部（３２）を通じて上記カム駆動部（２０）の上記カム突起部（２２ａ）と結合される。
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また、上記外周カム溝部（３１）を通じてガイドカム部（５１）に結合されるが、上記カ
ムベース部（５０）の内側に配置されて上下に昇降されることが好ましい。
【００５２】
　この時、上記昇降カム部（３０）は上記カム駆動部（２０）の回転方向によって昇降し
て、上記昇降カム部（３０）の下面に形成された上記スライド突起（３３）が上記リール
部（４０）の上面に形成された上記ラチェット型突起（４３）と選択的に結合される得る
。
【００５３】
　また、上記内周カム溝部（３２）は内面が上記カム突起部（２２ａ）の外面に結合され
るように形成されるが、上記カム突起部（２２ａ）の外部プロファイルに嵌合して囲むよ
うに同じ傾斜方向に形成されることが好ましい。
【００５４】
　また、上記外周カム溝部（３１）は内面が上記ガイドカム部（５１）の外面に結合され
るように形成されるが、上記ガイドカム部（５１）の外部プロファイルに嵌合して囲むよ
うに同じ傾斜方向に形成されることが好ましい。
【００５５】
　この場合、上記外周カム溝部（３１）及び上記ガイドカム部（５１）は、上記内周カム
溝部（３２）及び上記カム突起部（２２ａ）と反対の傾斜形態を有することが好ましい。
【００５６】
　詳しく、上記カム突起部（２２ａ）は上記回転軸連結部（２２）の外周面に円周に沿っ
て時計周り方向に上昇するように傾いた形態で形成され、上記内周カム溝部（３２）は上
記昇降カム部（３０）の内周面に円周に沿って時計周り方向に上昇するように傾いた形態
で形成される。
【００５７】
　そして、上記ガイドカム部（５１）は上記カムベース部（５０）の内周面に円周に沿っ
て時計周り方向に下降するように傾いた形態で形成され、上記外周カム溝部（３１）は上
記昇降カム部（３０）の外周面に円周に沿って時計周り方向に下降するように傾いた形態
で形成される。
【００５８】
　これにより、上記昇降カム部（３０）は、上記カム突起部（２２ａ）から上記内周カム
溝部（３２）に伝達された回転力で上記外周カム溝部（３１）が上記ガイドカム部（５１
）の案内に従ってスライディングされて上下に移動することができる。
【００５９】
　よって、上記ワイヤ締付装置（１００）は一方向または他方向の回転のみで上記昇降カ
ム部（３０）と上記リール部（４０）の結合状態を調節してワイヤを解除したり締めたり
する動作を駆動することができる。そこで、上記回転カバー（１０）を上下に引っ張って
上記リール部の独立回転を通じてワイヤを解く煩雑な作業が除去されて使用上の便宜性を
改善することができる。
【００６０】
　そして、上記スライド突起（３３）は上記昇降カム部（３０）の下面に形成されるが、
上記昇降カム部（３０）の昇降作用を通じて上記リール部（４０）の上面に形成された上
記ラチェット型突起（４３）に選択的に結合される。
【００６１】
　ここで、上記ラチェット型突起（４３）は上記リール部（４０）の上面に円周方向に沿
って反時計周り方向に上昇する傾斜面を有する複数の突起で形成され、上記スライド突起
（３３）は上記ラチェット型突起（４３）に噛み合って嵌合するように形成される。即ち
、スライド突起（３３）は上記昇降カム部（３０）の下面に円周方向に沿って時計周り方
向に下向きに突出される傾斜面を有するように形成される。
【００６２】
　従って、上記昇降カム部（３０）が時計周り方向に回転して下降する場合に、上記スラ
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イド突起（３３）の直角面は上記ラチェット型突起（４３）の直角面と接して上記昇降カ
ム部（３０）から上記リール部（４０）に回転力を效率的に伝達することができる。一方
、上記昇降カム部（３０）が反時計周り方向に回転して上昇する場合には、上記スライド
突起（３３）の傾斜面は上記ラチェット型突起（４３）の傾斜面にスライディングされる
ので、上記昇降カム部（３０）は上記リール部（４０）で円滑に離脱することができる。
【００６３】
　これにより、上記ワイヤ締付装置（１００）の締付状態と解除状態を柔軟に変化させる
ことができて、使用上の便宜性を向上させる効果を提供することができる。また、解除状
態で上記スライド突起（３３）が上記ラチェット型突起（４３）から離脱する時、摩耗に
より損傷されることを防止して、上記ワイヤ締付装置（１００）の耐久性を向上させ、製
品の信頼性を改善する效果を提供する。
【００６４】
　一方、上記カム駆動部（２０）は拘束突起（２１）、支持台（２４）、支持突起係止突
起（２３）、加圧突起（２５）、そしてカム突起部（２２ａ）が形成された回転軸連結部
（２２）を含む。ここで、上記カム駆動部（２０）は上記回転カバー（１０）に結合され
て、一体で回転することが好ましい。この時、上記カム駆動部（１０）の上端部に形成さ
れた上記拘束突起（２１）が上記回転カバー（１０）の上記拘束溝部（１１）に挿入され
て固定されることができる。
【００６５】
　そして、上記カム駆動部（２０）の周縁側に形成された上記支持突起係止突起（２３）
は、上記回転カバーに形成された上記支持突起（１３）と密着して上記回転カバー（１０
）と上記カム駆動部（２０）との結合力を向上させる。
【００６６】
　従って、上記拘束突起（２１）を通じて上記カム駆動部（２０）が上記回転カバー（１
０）と結合し、上記支持突起係止突起（２３）を通じて上記カム駆動部（２０）と上記回
転カバー（１０）との結合力がより一層向上される。これにより、上記回転カバー（１０
）を通じて加えられる回転力が上記カム駆動部（２０）に效果的に伝達されて、上記ワイ
ヤ締付装置（１００）の構造效率性を向上させることができる。
【００６７】
　また、上記支持台（２４）は上記カム駆動部（２０）の外周側の下部に形成される。こ
こで、上記支持台（２４）は上記カムベース部（５０）と上記カム駆動部（２０）との間
を離隔するように支持して、上記カム駆動部（２０）に結合される上記昇降カム部（３０
）が上記カム突起部（２２ａ）について上下に昇降することができる空間を形成する。
【００６８】
　そして、上記支持台（２４）は上記カム駆動部（２０）が回転することによって上記カ
ムベース部（５０）の上面に接して回転するが、所定回転角度以上では上記カムベース部
（５０）に形成された支持台係止突起（５４）と接して回転力を伝達するようになる。
【００６９】
　ここで、上記所定回転角度は、上記昇降カム部（３０）と上記リール部（４０）とが結
合した状態で上記カム駆動部（２０）の回転によって上記昇降カム部（３０）が上昇して
上記リール部（４０）で離脱した状態を形成する回転角度を言う。
【００７０】
　即ち、上記カム駆動部（２０）が上記所定回転角度内では上記カムベース部（５０）と
独立的に回転して上記昇降カム部（３０）の昇降を誘発し、上記所定回転角度以上では上
記カムベース部（５０）と一体で回転する。
【００７１】
　よって、上記支持台（２４）及び上記支持台係止突起（５４）は上記回転カバー（１０
）が上記所定回転角度以上に回転する場合に、上記カムベース部（５０）に回転力を效果
的に伝達して使用上の便宜性を改善し、伝達される力が一部分に集中されないように分散
して製品の耐久性を向上させて信頼性を向上させることができる。



(10) JP 6314151 B2 2018.4.18

10

20

30

40

50

【００７２】
　また、加圧突起（２５）は上記カム駆動部（２０）の周縁側の下部に突出されるが、上
記カムベース部（５０）の内周とラチェット嵌合部の翼部（５２ａ）との間に配置された
スライド溝部（５５）に挿入され、回転によって上記翼部（５２ａ）をスライディングす
るように形成されて、スライド接触加圧を通じてラチェット嵌合部（５２）の翼部（５２
ａ）を選択的に弾性変形させる。
【００７３】
　即ち、上記加圧突起（２５）は上記カム駆動部（２０）の回転によって上記カムベース
部（５０）のスライド溝部（５５）に挿入されてスライディング移動するので、上記翼部
（５２ａ）は上記加圧突起（２５）がスライディングされた位置によって選択的に加圧さ
れて弾性変形される。従って、加圧による上記翼部（５２ａ）の弾性変形によって上記ラ
チェット嵌合部（５２）は上記ラチェット型ギア（６２）に選択的に弾発支持されること
ができる。
【００７４】
　また、上記回転軸連結部（２２）は上記カム駆動部（２０）の内側に形成されるが、下
側に突出された円筒状に形成される。ここで、上記回転軸連結部（２２）の内周には上記
回転カバー部（１０）に支持された上記回転軸（７０）が貫通して備えられる。
【００７５】
　この時、上記回転軸連結部（２２）の外周には外周面の円周に沿って時計周り方向に上
昇するように傾いた形態の上記カム突起部（２２ａ）が形成されることが好ましい。そし
て、上記カム突起部（２２ａ）には上記カム駆動部（２０）が回転する時、上記カム突起
部（２２ａ）の傾斜面に沿ってスライディングされて昇降することができる上記昇降カム
部（３０）が備えられる。
【００７６】
　勿論、上記内周カム溝部（３２）及び上記カム突起部（２２ａ）は時計周り方向に回転
する時上昇されるように傾いて形成されるが、上記形成された傾斜面は勾配を有するよう
に螺旋状のスクリュー形態に形成されることができる。
【００７７】
　これにより、上記カム突起（２２ａ）と上記内周カム溝部（３２）は面接触で結合され
て、上記カム突起（２２ａ）が上記内周カム溝部（３２）にスライディングして入ったり
出たりスる時、效率的に力を伝達し、且つ、摩擦による摩耗を防止して使用上の便宜性と
製品の耐久性を向上させる效果を提供することができる。
【００７８】
　一方、上記カムベース部（５０）はガイドカム部（５１）、支持台係止突起（５４）、
スライド溝部（５５）及びラチェット嵌合部（５２）が形成される内周部（５８）とスト
ッパ溝部（５６）が形成された外周部（５９）を含む。
【００７９】
　ここで、上記外周部（５９）は上記ハウジング部（６０）の上端周縁に回転可能に囲む
ように配置され、上記内周部（５８）は上記昇降カム部（３０）を囲むように配置される
。この時、上記外周部（５９）と上記内周部（５８）は射出成形されることができ、射出
成形時に一体に形成されて連結されることが好ましい。
【００８０】
　また、上記カムベース部（５０）には内周部（５８）で円周に沿って延長された翼部（
５２ａ）に上記ラチェット嵌合部（５２）が形成されることが好ましい。ここで、上記ラ
チェット嵌合部（５２）は上記ラチェット型ギア（６２）によって反時計周り方向の回転
が拘束されるように噛合わされる。そして、上記ラチェット嵌合部（５２）は上記内周部
（５８）から所定長さに延長された弾性素材の翼部（５２ａ）で連結されている。
【００８１】
　従って、上記翼部（５２ａ）は上記ラチェット型ギヤ（６２）に結合された上記ラチェ
ット嵌合部（５２）を弾性的に支持して、上記カムベース部（５０）の反時計周り方向の
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回転は確実に拘束するが、時計周り方向の回転は上記翼部（５２ａ）の弾発変形で上記ラ
チェット嵌合部（５２）が上記ラチェット型ギア（６２）の傾斜面に沿って円滑に移動さ
れ得る。
【００８２】
　また、上記翼部（５２ａ）は上記スライド溝部（５５）に挿入される上記加圧突起（２
５）によって選択的に弾発変形されるので、上記カムベース部（５０）の反時計周り方向
の回転をより確実に拘束することができ、時計周り方向の回転はより円滑に移動可能であ
る。これにより、回転カバーを時計周り方向に回転させてワイヤを締めるための駆動がよ
り容易に行われ得るので、使用上の便宜性がさらに改善される。
【００８３】
　そして、上記ガイドカム部（５１）は上記昇降カム部（３０）の外周カム溝部（３１）
に挿入されて、上記カム駆動部（２０）の回転方向に従って上記昇降カム部（３０）の昇
降を案内することができる。
また、上記ストッパ溝部（５６）は設定された回転角度で開口され、ストッパ突起（１６
）が挿入されて所定の角度範囲で回転可能に結合される。
【００８４】
　この場合、上記ストッパ溝部（５６）は所定回転角度内で上記ストッパ突起（１６）が
上記ストッパ溝部（５６）内を移動することができるように形成され、上記回転角度以上
では上記ストッパ溝部（５６）の両側端部に接触して上記ストッパ突起（１６）で回転力
が伝達されるように形成される。
【００８５】
　また、上記カムベース部（５０）の上面には上記支持台係止突起（５４）が形成される
ことが好ましい。ここで、上記支持台係止突起（５４）は上記カム駆動部（２０）が上記
カムベース部（５０）の上面に接して回転するが、所定回転角度以上では回転力を受けて
上記カムベース部（５０）と上記カム駆動部（２０）を一体に回転させる役割を果たす。
【００８６】
　そこで、上記支持台係止突起（５４）及び上記支持台（２４）は、上記回転カバー（１
０）の上記ストッパ突起（１６）及び上記カムベース部（５０）の上記ストッパ溝部（５
６）とともに、上記回転カバー（１０）が所定回転角度以上に回転する場合に回転力を分
散して伝達する役割を果たす。
【００８７】
　これにより、上記昇降カム部（３０）、上記カム駆動部（２０）及び上記カムベース部
（５０）が回転力を伝達しながら摩耗されたり破損されることを防止することができるの
で、製品の耐久性を向上させることができ、誤作動を減少させて製品の信頼性を改善する
ことができる。
【００８８】
　また、上記ガイドカム部（５１）は上記カムベース部（５０）の内周部（５８）に形成
されるが、上記昇降カム部（３０）の上記外周カム溝部（３１）と結合されて、上記昇降
カム部（３０）の昇降を案内する役割を果たす。
【００８９】
　ここで、上記外周カム溝部（３１）及び上記ガイドカム部（５１）は、上記内周カム溝
部（３２）及び上記カム突起部（２２ａ）とは反対の傾斜形態を有することが好ましい。
この時、上記カムベース部（５０）は固定された状態であり、上記ガイドカム部（５１）
は上記カム突起部（２２ａ）とは反対の傾斜形態で形成されるので、上記カム駆動部（２
０）の回転方向によって上記昇降カム部（３０）は上記ガイドカム部（５１）について上
下にスライディングされて昇降可能である。
【００９０】
　これを通じて、上記ワイヤ締付装置（１００）は上記回転カバー（１０）を時計周り方
向または反時計周り方向に回転させる操作のみでワイヤを締めたり緩めたりすることがで
きるので、操作が簡便になって使用上の便宜性が向上され得る。
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【００９１】
　一方、上記回転カバー（１０）は拘束溝部（１１）、ストッパ突起（１６）、支持突起
（１３）、摩擦突起（１５）、磁性結合部（１２）、および回転軸支持部（１４）を含む
。ここで、上記拘束溝部（１１）は上記回転カバー（１０）の下面部に形成されるが、上
記拘束溝部（１１）には上記カム駆動部（２０）の上側に突出するように形成された拘束
突起（２１）が挿入されて固定される。
【００９２】
　また、上記回転カバー（１０）の下面には上記支持突起（１３）が形成されることが好
ましい。この場合、上記支持突起（１３）は上記カム駆動部（２０）に形成された支持突
起係止突起（２３）を支持する。従って、上記回転カバー（１０）は上記拘束溝部（１１
）を介して結合された上記カム駆動部（２０）を上記支持突起（１３）で更に固定するこ
とができる。
【００９３】
　これにより、上記回転カバー（１０）は上記カム駆動部（２０）と結合して一体で回転
する時、上記カム駆動部（２０）の側面を支持して上側を拘束することで一体感を向上さ
せ、この一体感を通じて效率的に回転力を伝達するので、上記ワイヤ締付装置（１００）
の構造效率性を向上させることができる。
【００９４】
　そして、上記摩擦突起（１５）は上記回転カバー（１０）の外周面に円周方向に突出部
と凹溝部を交互に有する構造を有し、合成ゴムなどの弾力性及び伸縮性のある材質で形成
されることが好ましい。これにより、上記回転カバー（１０）を使用者の指などで加圧し
て回転させる時摩擦力とグリップ感を向上させて使用上の便宜性を向上させることができ
る。
【００９５】
　また、上記ストッパ突起（１６）は上記回転カバー（１０）の内周面の下端に形成され
、上記回転カバー（１０）の上側に行くほど突出部が大きくなる傾斜形態の突起で形成さ
れる。上記ストッパ突起（１６）は上記カムベース部（５０）の下端に形成されたストッ
パ溝部（５６）に挿入されて、上記回転カバー（１０）を上記カムベース部（５０）と結
合させる役割を果たす。
【００９６】
　この場合、上記ストパ突起（１６）の傾斜面が上記カムベース部（５０）の外周面に当
接してスライディングされ、直角面が上記ストッパ溝部（５６）にかかることにより組み
立てが容易になり、結合力を向上させることができる。
【００９７】
　さらに、図３を参照すれば、上記ストッパ突起（１６）は上記ストッパ溝部（５６）に
挿入され、上記ストッパ溝部（５６）は設定された回転角度に開口されて形成されるので
、上記回転カバー（１０）は上記カムベース部（５０）の外周を囲むように結合され、所
定角度回転可能に構成される。
【００９８】
　即ち、上記回転カバー（１０）に回転力が加えられると、設定された回転角度以内では
上記ストッパ突起（１６）が上記ストッパ溝部（５６）内を移動することができる。そし
て、上記回転角度以上では上記ストッパ突起（１６）が上記ストッパ溝部（５６）の両側
端部に係止されて上記カムベース部（５０）に回転力を伝達する。
【００９９】
　従って、上記回転角度内では上記回転カバー（１０）に加えられた回転力は上記カムベ
ース部（５０）に伝達されないので、上記回転カバー（１０）及び上記カム駆動部（２０
）は上記カムベース部（５０）と独立して回転する。この時、加えられる回転は上記カム
駆動部（２０）に伝達されて上記昇降カム部（３０）を昇降させる。
【０１００】
　そして、上記回転角度以上では上記回転カバー（１０）に加えられた回転力は上記カム
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駆動部（２０）及び上記カムベース部（５０）に伝達されて上記回転カバー（１０）、上
記カム駆動部（２０）及び上記カムベース部（５０）は一体的に回転される。
【０１０１】
　これにより、上記回転カバー（１０）に反時計周り方向の回転を加えて上記リール部（
４０）を上記昇降カム部（３０）から離脱するようにし、上記リール部（４０）が独立的
に回転される状態では昇降が止まるように制限することができる。従って、上記ワイヤ締
付装置（１００）は正確に締付状態と解除状態を設定して誤作動を防止するので、使用上
の便宜性を改善することができ、内部部品に無理な力が加えられることを防止して製品の
損傷を防止するので、製品の信頼性を向上させる效果を提供することができる。
【０１０２】
　また、上記回転カバー（１０）の下面に形成された上記回転軸支持部（１４）には上記
回転軸（７０）の上端部が挿入されて結合される。ここで、上記回転軸（７０）は上記リ
ール部（４０）、上記カムベース部（５０）、上記昇降カム部（３０）及び上記カム駆動
部（２０）を貫通してこれらを回転可能に支持し、上記回転カバー（１０）を貫通して上
記ハウジング部（６０）に結合される締結ねじ（８０）を囲むように備えられる。
【０１０３】
　これにより、上記回転軸（７０）が上記ワイヤ締付装置（１００）を駆動する回転運動
を正確に支持することができるように固定されるので、回転を通じて行われる上記昇降カ
ム部（３０）の昇降及び上記リール部（４０）と上記昇降カム部（３０）との選択的な結
合が效果的に駆動されて、上記ワイヤ締付装置（１００）の使用上の便宜性が改善され、
構造の效率性を向上させることができる。
【０１０４】
　以下、前述した上記リール部（４０）のラチェット型突起（４３）と上記昇降カム部（
３０）のスライド突起（３３）の分離乃至結合を形成する上記昇降カム部（３０）の昇降
作動をさらに詳しく説明すれば次の通りである。
【０１０５】
　図４（ａ）及び４（ｂ）は、図３のＡ－Ａ`断面に後方側の内周カム溝部とカム突起部
を投映して示した部分投映断面図である。即ち、上記部分投映断面図は図３のＡ－Ａ`方
向を切開した断面には示していない上記昇降カム部（３０）の内側の上記内周カム溝部（
３２）及び上記カム突起部（２２ａ）を投映して点線で示している。
【０１０６】
　図４（ａ）及び図４（ｂ）で示すように、上記ワイヤ締付装置（１００）は使用者が上
記回転カバー（１０）を一方向または他方向に回転することにより発生する上記カム駆動
部（２０）の回転で上記昇降カム部（３０）が昇降して、上記リール部（４０）と選択的
に結合されるように構成されている。
【０１０７】
　ここで、上記昇降カム部（３０）が下降する場合、上記昇降カム部（３０）は上記リー
ル部（４０）と結合して一体に回転して上記ワイヤ（ｗ）を巻くように駆動され、上記昇
降カム部（３０）が上昇する場合、上記リール部（４０）は上記昇降カム部（３０）から
離脱して独立的に回転して上記ワイヤを引っ張って解くことができる。また、使用者によ
る外力が中断される場合、上記リール部（４０）は上記昇降カム部（３０）及び上記カム
ベース部（５０）の相互作用で締付状態を保持することができる。
【０１０８】
　詳述すると、使用者が上記回転カバー（１０）を時計周り方向に回転させると、上記回
転カバー（１０）の下面に形成された上記拘束溝部（１１）を通じて上記カム駆動部（２
０）に時計周り方向の回転力が伝達される。
　ここで、設定された回転角度以内で上記回転カバー（１０）が回転される場合、上記回
転カバー（１０）のストッパ突起（１６）及びカム駆動部（２０）の上記支持台（２４）
は上記カムベース部（５０）に回転力を伝達しない。
【０１０９】
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　従って、上記カム駆動部（２０）が上記回転角度内で時計周り方向に回転すると、上記
カム突起部（２２a）は上記内周カム溝部（３２）の時計周り方向に上向きに傾いた面を
下側に押してスライディングされて離脱し、上記昇降カム部（３０）を下側に移動させる
際に、時計周り方向に小さい回転角度で回転させる。この時、上記外周カム溝部（３１）
は上記ガイドカム部（５１）の時計周り方向に下向きに傾いた面をスライディングして下
りながら、上記昇降カム部（３０）が下降する。
【０１１０】
　この場合、時計周り方向に加えられた回転力の伝達経路は回転カバー（１０）、拘束溝
部（１１）、拘束突起（２１）、カム駆動部（２０）、カム突起部（２２ａ）、内周カム
溝部（３２）、昇降カム部（３０）、外周カム溝部（３１）の順に伝達される。
　そして、上記昇降カム部（３０）の下面に形成された上記スライド突起（３３）が上記
リール部（４０）の上面に形成された上記ラチェット型突起（４３）と結合する。
【０１１１】
　ここで、時計周り方向の回転力を加え続けると、上記回転カバー（１０）に伝達された
回転力が上記ストッパ突起（１６）から上記ストッパ溝部（５６）に伝達され、これと同
時に上記回転カバー（１０）で上記カム駆動部（２０）に伝達された回転力は上記支持台
（２４）を経て上記カムベース部（５０）の支持台係止突起（５４）に伝達される。
【０１１２】
　そこで、上記回転カバー（１０）、上記カム駆動部（２０）及び上記カムベース部（５
０）は一体で回転し、上記昇降カム部（３０）は上記リール部（４０）と結合した状態で
保持される。この時、上記昇降カム部（３０）の下面に形成された上記スライド突起（３
３）は上記リール部（４０）の上面に形成された上記ラチェット型突起（４３）に嵌合さ
れて結合される。
【０１１３】
　即ち、上記ラチェット型突起（４３）は上記リール部（４０）の円周に沿って反時計周
り方向に上向きに突出した傾斜面を有するように形成され、上記スライド突起（３３）は
上記昇降カム部（３０）の下面に円周方向に沿って時計周り方向に下向きに突出した傾斜
面を有するように形成される。従って、上記スライド突起（３３）の直角面が上記ラチェ
ット型突起（４３）の直角面に会って回転力が效率的に伝達され得る。
【０１１４】
　この場合、上記回転カバー（１０）に伝達された回転力は上記リール部（４０）まで伝
達されて、上記リール部（４０）が時計周り方向に回転することにより上記ワイヤ（ｗ）
が巻かれる。
　詳しくは、上記回転カバー（１０）に伝達された回転力の伝達経路は回転カバー（１０
）、拘束溝部（１１）、拘束突起（２１）、カム駆動部（２０）の順に伝達される。
【０１１５】
　同時に、回転カバー（１０）、ストッパ突起（１６）、ストッパ溝部（５６）、カムベ
ース部（５０）、ラチェット嵌合部（５２）の順に伝達される。また、カム駆動部（２０
）に伝達された回転力は支持台（２４）、支持台係止突起（５４）、カムベース部（５０
）、ラチェット嵌合部（５２）の順に伝達される回転力とカム突起部（２２ａ）、内周カ
ム溝部（３２）、昇降カム部（３０）、スライド突起（３３）、ラチェット型突起（４３
）、リール部（４０）の順に伝達される回転力とに分散される。
【０１１６】
　また、上記ワイヤ（ｗ）を適当に締める程度に巻いた後、使用者による外力提供が中止
された状態で、使用者が物品を着用した状態で移動するか上記ワイヤ（ｗ）を無理やりに
引っ張るなど上記ワイヤ（ｗ）に外力が加えられて解ける方向に力が加えられると、上記
ワイヤ（ｗ）から上記リール部（４０）に反時計周り方向の回転力が加えられる。
【０１１７】
　この場合、上記リール部（４０）は上記昇降カム部（３０）と結合された状態であるの
で、上記リール部（４０）の回転力は上記ラチェット型突起（４３）の直角面を通じて上
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記スライド突起（３３）の直角面に伝達されて上記昇降カム部（３０）に反時計周り方向
の回転力を加える。
【０１１８】
　この場合、上記反時計周り方向の回転力は上記内周カム溝部（３２）が上記カム突起部
（２２ａ）の時計周り方向の上向き傾斜面をスライディングして下るようにするが、既に
上記リール部（４０）と接している状態であるので下降することができない。従って、上
記昇降カム部（３０）に加えられた反時計周り方向の回転力は上記外周カム溝部（３１）
によって上記ガイドカム部（５１）に伝達される。
【０１１９】
　ここで、一部回転力は上記外周カム溝部（３１）が上記ガイドカム部（５１）の時計周
り方向の下向き傾斜面をさかのぼって上昇しようとする力と上記内周カム溝部（３２）が
上記カム突起部（２２ａ）の時計周り方向の上向き傾斜面をスライディングして下る力と
会って相殺され、一部回転力が上記カムベース部（５０）に伝達される。
【０１２０】
　この場合、上記カムベース部（５０）は上記ハウジング部（６０）によって反時計周り
方向の回転が制限された状態であるので、上記ワイヤ（ｗ）が締められた状態が保持され
得る。
　一方、使用者が上記回転カバー（１０）を反時計周り方向に回転させると、上記回転カ
バー（１０）の下面に形成された上記拘束溝部（１１）を通じて上記カム駆動部（２０）
に反時計周り方向の回転力が伝達され得る。
【０１２１】
　ここで、上記反時計周り方向の回転力が所定回転角度内で発生しても、上記回転カバー
（１０）の上記ストッパ突起（１６）及び上記カム駆動部（２０）の上記支持台（２４）
が上記カムベース部（５０）に回転力を伝達しない。また、上記カムベース部（５０）は
上記ハウジング部（６０）によって反時計周り方向の回転が制限される状態で固定される
。
【０１２２】
　よって、上記カム突起部（２２a）は上記内周カム溝部（３２）の時計周り方向に上向
きに傾いた面に沿って下側にスライディングして入って行くが、上記昇降カム部（３０）
は上側に移動して反時計周り方向に小さい回転角度で回転される。この時、上記外周カム
溝部（３１）は上記ガイドカム部（５１）の反時計周り方向に上向きに傾いた面に沿って
スライディングして、上記昇降カム部（３０）が上昇するようになる。
【０１２３】
　そこで、上記昇降カム部（３０）の下面に形成された上記スライド突起（３３）が上記
リール部（４０）の上面に形成された上記ラチェット型突起（４３）から離脱する。この
場合、上記スライド突起（３３）の傾斜面が上記ラチェット型突起（４３）の傾斜面に沿
ってスライディングするので、上記昇降カム部（３０）が上記カム駆動部（２０）の反時
計周り方向の回転によって上昇する場合上記リール部（４０）から円滑に離脱することが
できる。
【０１２４】
　これにより、上記リール部（４０）が上記昇降カム部（３０）に拘束されないで独立的
に回転可能な状態になるので、使用者がワイヤ（ｗ）の両端を引っ張れば上記リール部（
４０）は独立的に自由に回転してワイヤ（ｗ）を簡便に解くことができる。
【０１２５】
　この場合、加えられた回転力の伝達経路は回転カバー（１０）、拘束溝部（１１）、拘
束突起（２１）、カム駆動部（２０）、カム突起部（２２ａ）、内周カム溝部（３２）、
昇降カム部（３０）、外周カム溝部（３１）の順に伝達される。
【０１２６】
　図５は本発明の一実施例によるワイヤ締付装置の磁性結合部にロゴマークが結合された
状態を示した斜視図である。
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　図５で示すように、上記回転カバー（１０）には磁性結合部（１２）を備えることがで
きる。ここで、上記磁性結合部（１２）には磁力によって強磁性の金属で形成されたロゴ
マーク（１７）を選択的に付着することができる。この場合、上記ロゴマーク（１７）に
は使用者の個性と好みに合う絵や文字などを刻むことができ、上記ワイヤ締付装置（１０
０）が活用される物品の生産者に当たるブランドマークや名称を刻むことも可能である。
【０１２７】
　従って、上記ワイヤ締付装置（１００）は使用者の個性と好みによって簡単に上記ロゴ
マーク（１７）を交換することができる。また、上記ワイヤ締付装置（１００）が適用さ
れる物品の生産者の要求によって上記磁性結合部（１２）にブランドマークや名称を含む
上記ロゴマーク（１７）を付着することができる。これにより、上記ワイヤ締付装置（１
００）は製品のデザイン的效用を改善することができ、製品の広告效果を提供することが
できる。
【０１２８】
　勿論、上記ロゴマーク（１７）は上記回転カバーの前面を囲むように形成することもで
きる。ここで、上記ロゴマーク（１７）は大きさや形態が上記回転カバーの操作を邪魔す
ることができる形態に形成されても磁力によって結合されるので自在に着脱可能でデザイ
ン的効果を向上させながら使用上の便宜性を保持することができる。
【０１２９】
　以上で説明したように、本発明は上述した各実施例に限定されるのではなく、本発明の
特許請求の範囲を逸脱しない範囲内で、本発明が属する技術分野において通常の知識を有
する者によって変形実施されることは可能であり、このような変形実施の態様は総て本発
明の範囲に属する。
【０１３０】
　産業上の利用可能性
　本発明は構成及び操作が簡便化されて使用上の便宜性と製品の生産性及び耐久性が向上
されたワイヤ締付装置を提供することによって産業上好適に適用することができる。
【符号の説明】
【０１３１】
１０　　　　　回転カバー
２０　　　　　カム駆動部
２２a　　　　 カム突起
３０　　　　　昇降カム部
３１　　　　　外周カム溝部
３２　　　　　内周カム溝部
３３　　　　　スライド突起
４０　　　　　リール部
４３　　　　　ラチエット型突起
５０　　　　　カムベース部
５１　　　　　ガイドカム部
５２　　　　　ラチェット嵌合部
６０　　　　　ハウジング部
６２　　　　　ラチエット型ギヤ
１００　　　　ワイヤ締付装置
W　　　　　　　ワイヤ
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