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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基部にフック部を一体に設けた係留具本体と、ピン部に連結部を介して操作部を一体に
設けて係留具本体の基部に摺動自在に嵌挿された係止ピンと、係留具本体の基部に配設さ
れて係留具本体の基部とフック部先端との間に形成される開口を閉鎖する方向に係止ピン
を付勢するスプリングとから構成され、動物の首輪等に取り付けたリングに着脱自在な動
物用係留具において、係止ピンの操作部が、係留具本体の基部正面側に形成されたスリッ
トを通してその表面に沿って移動自在に配置されるとともに、ロックレバーが係止片を有
して係留具本体の基部の上端部に回動自在に支持され、ロックレバーが係留具本体の基部
に装着された際、前記係止片がスプリングを介して前記開口を閉鎖する位置に押し上げら
れた係止ピンの操作部の下方に配置されて操作部の下方移動を阻止しており、ロックレバ
ーを外方に向けて押し出すように回動させることにより操作部の下方移動を阻止する状態
が解除されることを特徴とする動物用係留具。
【請求項２】
　請求項１に記載の動物用係留具において、前記ロックレバーが、係留具本体の基部の外
周面形状に対応する内周面形状の断面略Ｕ字状に形成されることを特徴とする動物用係留
具。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の動物用係留具において、前記ロックレバーに係止孔が形成され
る一方、係留具本体の基部に係止孔を係止可能な係止凸部が形成されることを特徴とする
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動物用係留具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、主として犬や猫等の動物の首輪、胴ベルト等に取り付けられるリングに着
脱自在に連結される動物用係留具に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、犬や猫等の愛玩動物を係留するチェーンやリードには、先端に係留具が設けら
れており、この係留具を、動物の首輪等に取り付けたＤ環と称されるリングに係止し、動
物を散歩させるようにしている。
【０００３】
　例えば、特許文献１に示すように、基部にフック部を一体に設けた係留具本体と、係留
具本体の基部に摺動自在に嵌挿され、ピン部に連結部を介して操作部を一体に設けた係止
ピンと、係留具本体の基部に配設され、係留具本体の基部とフック部先端との間に形成さ
れる開口を閉鎖する方向に係止ピンを付勢するスプリングとから構成された動物用係留具
が提案されている。そして、首輪のリングに動物用係留具を係止する場合は、スプリング
の付勢力に抗して操作部に指を当てて係止ピンを引き下げ、係留具本体のフック部先端と
係止ピンのピン部先端との間に形成された開口を通してリングをフック部内方に配置し、
操作部から指を離すことにより、係止ピンがスプリングの付勢力によって押し上げられ、
ピン部先端がフック部先端に突き当たって開口を閉鎖することにより、リングを離脱しな
いように保持している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－０９９６３０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、前述した動物用係留具を動物に取り付けた首輪等のリングに係止した際にお
いて、動物が首を掻いたり、地面に寝転んでゴロゴロとじゃれたりするとき、操作部が引
き下げられることがあり、その際、係留具本体の開口が開放されて首輪等のリングが係留
具から離脱し、係留していた動物が逃げ出すことがあった。
【０００６】
　本発明は、このような問題点に鑑みてなされたもので、動物が首を掻いたりすること等
によって操作部が引き下げられるように操作されたとしても、係留具本体の開口が開放さ
れることを確実に防止し、もって、動物が逃げ出すのを防止できる動物用係留具を提供す
るものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、基部にフック部を一体に設けた係留具本体と、ピン部に連結部を介して操作
部を一体に設けて係留具本体の基部に摺動自在に嵌挿された係止ピンと、係留具本体の基
部に配設されて係留具本体の基部とフック部先端との間に形成される開口を閉鎖する方向
に係止ピンを付勢するスプリングとから構成され、動物の首輪等に取り付けたリングに着
脱自在な動物用係留具において、係止ピンの操作部が、係留具本体の基部正面側に形成さ
れたスリットを通してその表面に沿って移動自在に配置されるとともに、ロックレバーが
係止片を有して係留具本体の基部の上端部に回動自在に支持され、ロックレバーが係留具
本体の基部に装着された際、前記係止片がスプリングを介して前記開口を閉鎖する位置に
押し上げられた係止ピンの操作部の下方に配置されて操作部の下方移動を阻止しており、
ロックレバーを外方に向けて押し出すように回動させることにより操作部の下方移動を阻
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止する状態が解除されることを特徴とするものである。
【０００８】
　本発明によれば、係止ピンの操作部は係留具本体の基部正面側にその表面に沿って移動
自在に配置される一方、ロックレバーが係止片を有して係留具本体の基部に回動自在に支
持されている。そして、ロックレバーが係留具本体の基部に装着された際、スプリングを
介して前記開口を閉鎖する位置に押し上げられた係止ピンの操作部の下方に係止片が配置
される。このため、スプリングの付勢力に抗して係留具本体の基部とフック部先端との間
の開口を開放するように、係止ピンの操作部が下方に向けて操作されたとしても、操作部
がロックレバーの係止片に突き当たり、それ以上下方に引き下げられることが阻止される
。
【０００９】
　この結果、ロックレバーの係止片が操作部の下方に配置される限り、動物が首を掻いた
りすること等によって操作部が引き下げられるように操作されたとしても、操作部が引き
下げられることはなく、開口が開放されて動物が逃げ出すことを確実に防止できる。
【００１０】
　本発明において、前記ロックレバーが、係留具本体の基部の外周面形状に対応する内周
面形状の断面略Ｕ字状に形成されることが好ましい。これにより、ロックレバーの係止片
が、係止ピンの操作部の下方に配置されてその下方移動を阻止する位置にあるとき、ロッ
クレバーは、係留具本体の基部に装着されるため、係留具本体からロックレバーが突出す
ることはなく、外観意匠を損なうことがない。
【００１１】
　本発明において、前記ロックレバーに係止孔が形成される一方、係留具本体の基部に係
止孔を係止可能な係止凸部が形成されることが好ましい。これにより、係留具本体の基部
にロックレバーを装着するとき、ロックレバーが係留具本体の基部に設けられた係止凸部
に乗り上げ、係止孔に嵌まり込む際に係留具本体の基部表面に衝突し、衝突音を発生させ
る。したがって、ロックレバーが操作部の下方移動を阻止する位置に装着されたことを衝
突音によっても把握できる他、操作部の下方移動を阻止する位置からロックレバーが簡単
に離脱しないように保持することができる。また、係留具本体の基部に装着されたロック
レバーを係止ピンの操作部の下方移動を阻止する位置から離脱させるとき、係止孔を係止
凸部から持ち上げてロックレバーを引き出す必要があることから、飼い主の意志に基づく
引出し操作が必要となり、誤操作を確実に防止できる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、動物が首を掻いたりすること等によって操作部が引き下げられるよう
に操作されたとしても、係留具本体の開口が開放されることを確実に防止し、もって、動
物が逃げ出すのを防止できる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の動物用係留具の一実施形態を示す斜視図である。
【図２】図１の動物用係留具の正面図である。
【図３】図１の動物用係留具の分解斜視図である。
【図４】図２の動物用係留具のロックレバーを回動させて示す正面図である。
【図５】図４の動物用係留具の背面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
【００１５】
　図１乃至図３には、本発明の動物用係留具１の一実施形態が示されている。
【００１６】
　この係留具１は、開口２ａを有する係留具本体２と、係留具本体２に摺動自在に嵌挿さ
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れた係止ピン３と、係留具本体２の開口２ａを閉鎖する方向に係止ピン３を付勢するスプ
リング４と、係留具本体２に連結されてリード等と連結可能な係止環５と、係留具本体２
にピン７回りに回動自在に支持されたロックレバー６とから構成され、スプリング４を除
く係留具本体２、係止ピン３、係止環５及びロックレバー６は、金属、例えば、亜鉛合金
から形成されている。
【００１７】
　係留具本体２は、横断面が略長円形状の基部２１と、基部２１の上端面に一体に形成さ
れたフック部２２と、基部２１の下端に一体に形成された軸部２３とからなり、基部２１
の上端面とフック部２２の先端との間に開口２ａが形成され、この開口２ａを通して動物
の首輪等に取り付けられたリングを挿入し、あるいは、離脱させることができる。そして
、係留具本体２の基部２１には、フック部２２の先端を臨む側の左右方向一半部において
、スプリング４を配設するとともに、係止ピン３を摺動自在に案内する横断面略弾丸状の
ガイド溝２１ａが上下方向に形成され、また、ガイド溝２１ａに連続して横断面略方形状
のガイド溝２１ｂが上下方向に形成され、さらに、ガイド溝２１ｂに連通してスリット２
１ｃが正面側の左右方向略中間部に開口して上下方向に形成されている。また、係留具本
体２の基部２１には、ガイド溝２１ａ，２１ｂが形成された側とは反対側の左右方向他半
部において、正面及び背面に左右方向一半部の正面及び背面よりも表面が一段と低くなっ
た段差部２１１が形成されている。
【００１８】
　ここで、ガイド溝２１ａ，２１ｂ及びスリット２１ｃは、スプリング４を配設した状態
での係止ピン３の昇降ストロークに対応して深さが設定されている。すなわち、ガイド溝
２１ａは、ガイド溝２１ｂに比較して、スプリング４を配設する分より深く形成されてい
る。
【００１９】
　また、基部２１の段差部２１１は、後述する係止ピン３の操作部３３の厚みに略一致す
るように高さが設定されている。
【００２０】
　なお、係留具本体２の軸部２３には、リード等に設けた係止環５が回転自在に連結され
ている。
【００２１】
　係止ピン３は、横断面略弾丸形状のピン部３１と、ピン部３１の側方下半部に一体に形
成された横断面方形状の連結部３２と、連結部３２の上面に一体に形成される略方形薄板
状の操作部３３とからなり、前述した係留具本体２の基部２１に形成されたガイド溝２１
ａ，２１ｂ、スリット２１ｃ及び段差部２１１に対応して形成されている。すなわち、係
止ピン３のピン部３１及び連結部３２を係留具本体２における基部２１のガイド溝２１ａ
，２１ｂ、スリット２１ｃに嵌挿した際、連結部３２と一体に設けられた操作部３３が基
部２１の段差部２１１の表面に略接触して配置されるものである。そして、係止ピン３が
スプリング４の付勢力によって上方に押し上げられてピン部３１の先端面がフック部２２
の先端面に突き当たり、係留具本体２の開口２ａを閉鎖するとき、操作部３３は、係留具
本体２における基部２１の上端面から下方に離隔して段差部２１１に配置される。
【００２２】
　なお、係止ピン３におけるピン部３１の上端面は、係留具本体２のフック部２２の先端
面に面接触する傾斜面に形成されている。
【００２３】
　また、操作部３３の表面には、複数本の突起３３１等による抵抗部が形成されており、
操作部３３を指先にて引き下げる際、滑りを発生させることなく操作部３３を確実に操作
することができる。
【００２４】
　ロックレバー６は、係留具本体２における基部２１の上端部にピン７を介して回動自在
に支持されており、横断面略長円形状の基部２１の段差部２１１に対応して、断面略Ｕ字
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状に形成されている。そして、ロックレバー６の表面側下端部には係止片６１が突出して
形成されており、スプリング４を介して係止ピン３のピン部３１の先端面がフック部２２
の先端面に突き当たり、係留具本体２の開口２ａを閉鎖するとき、ロックレバー６をピン
７回りに回動させて基部２１の段差部２１１に装着すると、係止片６１が操作部３３の下
端縁に沿うように配置されて操作部３３の下方移動を阻止することができる。また、ロッ
クレバー６の裏面には、係止孔６ａが形成されており、該係止孔６ａに対応して、係留具
本体２の基部２１の段差部２１１背面には、係止凸部２１ｘが形成され、ロックレバー６
が係留具本体２の基部２１の段差部２１１に装着された際、ロックレバー６の係止孔６ａ
が基部２１の係止凸部２１ｘに係止されるように設定されている（図５参照）。
【００２５】
　なお、ロックレバー６の係止片６１の先端縁は、指を掛けることができるように、外方
に向けて若干折り返されている。
【００２６】
　次に、このように構成された係留具１の作動について説明する。
【００２７】
　まず、動物の散歩等において、ロックレバー６を外方に向けて押し出すようにピン７回
りに回動させ、操作部３３に対する係止片６１による下方移動を阻止する状態を解除した
後、指先を係止ピン３の操作部３３にあてがい、スプリング４の付勢力に抗して操作部３
３、すなわち、ピン部３１を引き下げ、係留具本体２の開口２ａを開放する（図４参照）
。この際、操作部３３は、係留具本体２の基部２１に形成された段差部２１１の表面に接
触して摺動するため、係止ピン３を横ぶれすることなく安定して引き下げ操作することが
できる。
【００２８】
　次いで、開放された係留具本体２の開口２ａを通して動物の首輪に取り付けられたリン
グをフック部２２の内方に配置した後、操作部３３から指先を離せば、係止ピン３はスプ
リング４の付勢力によって押し上げられ、フック部２２の先端面にピン部３１の先端面が
面接触し、係留具本体２の開口２ａを閉鎖する。この後、ロックレバー６をピン７回りに
係留具本体２の基部２１に向けて押し込むように回動させ、係留具本体２の基部２１の左
右他半部である段差部２１１に装着する。ここで、係留具本体２の基部２１の段差部２１
１背面側において、ロックレバー６の係止孔６ａが係止凸部２１ｘに乗り上げて嵌まり込
む。この際、弾性変形したロックレバー６が基部２１の裏面に衝突し、パチッと衝突音を
発生させるため、その衝突音によってロックレバー６が係留具本体２における基部２１の
段差部２１１に装着されたことを確認できる。
【００２９】
　これにより、動物に装着された首輪のリングに係留具１を係止するとともに、その係止
状態を保持することができ、また、係留具１の係止環５にリード等が連結されることによ
り、飼い主は、リード等を把握して動物を散歩させることができる。
【００３０】
　ここで、動物が首を掻いたり、地面に寝転んでゴロゴロとじゃれたりする際において、
万が一操作部が引き下げられるように操作されたとしても、操作部３３の下方移動は、ロ
ックレバー６の係止片６１によって阻止されており、操作部３３が下方に引き下げられる
ことはない。すなわち、係止ピン３が引き下げられて係留具本体２の開口２ａが開放され
ることはなく、係留具１からリングが離脱して動物が不用意に逃げ出すことを確実に防止
することができる。
【符号の説明】
【００３１】
　１　係留具
　２　係留具本体
　２１　基部
　２１ｘ　係止凸部
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　２１１　段差部
　２２　フック部
　３　係止ピン
　３１　ピン部
　３３　操作部
　４　スプリング
　５　係止環
　６　ロックレバー
　６ａ　係止孔
　６１　係止片

【図１】 【図２】
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