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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
建築物に据付される支持部材から垂下されるループ状のボールチェーンに取り付けられる
セーフティツールであって、
前記ボールチェーンは、コード上に等間隔に合成樹脂のボールが設けられて構成され、
前記セーフティツールは、前記支持部材から垂下される前記ボールチェーンの第１及び第
２チェーン部分を収容する第１及び第２収容空間を有する本体部材と、前記本体部材に対
して回転可能に支持されるプーリーとを備え、
前記プーリーは、前記ボールに係合するように構成され、且つ前記本体部材内において第
１及び第２チェーン部分の間に配置され、
前記本体部材は、第１及び第２収容空間に連通し且つ第１及び第２チェーン部分を第１及
び第２収容空間内に挿入可能にする第１及び第２スリットを備える、セーフティツール。
【請求項２】
前記本体部材は、前記ボールチェーンを引っ掛けることができるフックを備えるか、又は
前記フックを取り付け可能なフック取付部を備える、請求項１に記載のセーフティツール
。
【請求項３】
第１及び第２スリットの幅は、前記ボールを通過させず且つ前記コードを通過させる幅で
ある、請求項１又は請求項２に記載のセーフティツール。
【請求項４】
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第１及び第２スリットは、前記本体部材の幅方向の端部から、前記本体部材の幅方向中央
側に寄った位置に設けられている、請求項１～請求項３の何れか１つに記載のセーフティ
ツール。
【請求項５】
第１及び第２スリットの長さは、前記本体部材の幅方向中央での前記本体部材の高さ方向
の長さよりも短い、請求項１～請求項４の何れか１つに記載のセーフティツール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、建築物に据付される支持部材から垂下されるループ状のボールチェーンに
取り付けられるセーフティツールに関する。支持部材としては、横型ブラインド、たくし
上げカーテン、プリーツスクリーン、ロールアップスクリーン、縦型ブラインド、カーテ
ンレール、アコーディオンカーテン、縦型プリーツスクリーン、縦型ロールスクリーン、
パネルカーテン等のループ状の操作コードを用いて遮蔽材を開閉することができる遮蔽装
置用の支持部材（ヘッドボックス、ヘッドレールなど）が挙げられる。
【背景技術】
【０００２】
　横型ブラインドなどの遮蔽装置においては、ヘッドボックスから吊り下げられる遮蔽材
の下部に設けられたボトムレールに昇降コードの一端が取着され、昇降コードの他端が巻
取軸に取着され、巻取軸を回転させることによって、昇降コードの巻取り及び巻戻しを行
って、遮蔽材を昇降させる。このような遮蔽装置では、ヘッドボックスに回転可能に支持
された操作プーリーにループ状の操作コードを掛装し、この操作コードを操作することに
よって操作プーリーを回転させ、その回転を巻取軸に伝達することによって巻取軸を回転
させている。
　特許文献１には、不使用時に操作コードに引っかかることがないように、操作コードを
束ねるためのコードクリップが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－１１３３２３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１のコードクリップはその機能は全く問題がないが、コードクリップに操作コ
ードを束ねるのが面倒であったり、コードクリップを紛失してしまう場合があったりする
という問題がある。
【０００５】
　本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであり、ボールチェーンに容易に取り付
け可能であり、且つ非操作時にユーザーがボールチェーンに引っかかることを防止するこ
とができるセーフティツールを提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明によれば、建築物に据付される支持部材から垂下されるループ状のボールチェー
ンに取り付けられるセーフティツールであって、前記ボールチェーンは、コード上に等間
隔に合成樹脂のボールが設けられて構成され、前記セーフティツールは、前記支持部材か
ら垂下される前記ボールチェーンの第１及び第２チェーン部分を収容する第１及び第２収
容空間を有する本体部材と、前記本体部材に対して回転可能に支持されるプーリーとを備
え、前記プーリーは、前記ボールに係合するように構成され、且つ前記本体部材内におい
て第１及び第２チェーン部分の間に配置され、前記本体部材は、第１及び第２収容空間に
連通し且つ第１及び第２チェーン部分を第１及び第２収容空間内に挿入可能にする第１及
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び第２スリットを備える、セーフティツールが提供される。
【０００７】
　本発明のセーフティツールは、ボールチェーンのボールに係合するプーリーを支持する
本体部材内にボールチェーンの第１及び第２チェーン部分を収容するように構成されてい
る。このような構成によって、ボールチェーンの操作時にセーフティツールがほぼ一定の
高さ位置に維持される。従って、ボールチェーンの操作の邪魔にならない位置にセーフテ
ィツールを取り付けておけば、ボールチェーンの操作時には、セーフティツールは取り付
け位置に維持されるので、ボールチェーンの操作の邪魔にならない。また、セーフティツ
ールにフックを設け、ボールチェーンの非操作時には、ボールチェーンの、セーフティツ
ールよりも下側の部分をフックに引っ掛けておくことにより、ユーザーがボールチェーン
に引っかかることを防ぐことができる。
【０００８】
　さらに、本発明のセーフティツールの本体部材には、ボールチェーンの第１及び第２チ
ェーン部分を収容する第１及び第２収容空間に連通する第１及び第２スリットが設けられ
ており、第１及び第２チェーン部分は、このスリットを通じて第１及び第２収容空間内に
挿入可能になっている。このような構成によって、本発明のセーフティツールは、ボール
チェーンの任意の位置に容易に取り付け・取り外しを行うことができる。
【０００９】
　以下、本発明の種々の実施形態を例示する。以下に示す実施形態は互いに組み合わせ可
能である。
　好ましくは、前記本体部材は、前記ボールチェーンを引っ掛けることができるフックを
備えるか、又は前記フックを取り付け可能なフック取付部を備える。
　好ましくは、第１及び第２スリットの幅は、前記ボールを通過させず且つ前記コードを
通過させる幅である。
　好ましくは、第１及び第２スリットは、前記本体部材の幅方向の端部から、前記本体部
材の幅方向中央側に寄った位置に設けられている。
　好ましくは、第１及び第２スリットの長さは、前記本体部材の幅方向中央での前記本体
部材の高さ方向の長さよりも短い。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の第１実施形態のセーフティツール１７をボールチェーン７に取り付けた
状態を示す斜視図である。
【図２】図１のセーフティツール１７近傍の拡大図であり、（ａ）は斜視図、（ｂ）は（
ａ）から第１本体部材１８を取り外した状態での正面図である。
【図３】（ａ）～（ｃ）は、図１のセーフティツール１７をボールチェーン７に取り付け
る方法を説明するための斜視図である。
【図４】図１のセーフティツール１７を示し、（ａ）～（ｃ）は斜視図、（ｄ）は断面斜
視図である。
【図５】（ａ）～（ｂ）は、図１のセーフティツール１７の分解斜視図である。
【図６】本発明の第２実施形態のセーフティツール１７の使用方法を説明するための正面
図である。
【図７】（ａ）～（ｂ）は、本発明の第２実施形態のセーフティツール１７についての図
２（ａ）～（ｂ）に対応する図である。
【図８】図７のセーフティツール１７の上方からの斜視図である。
【図９】（ａ）～（ｂ）は、図７のセーフティツール１７の分解斜視図である。
【図１０】本発明の別の観点の実施形態のセーフティツール１７の斜視図である。
【図１１】（ａ）～（ｂ）は、図１０のセーフティツール１７とボールチェーン７との係
合関係を示す斜視図である。
【図１２】図１０のセーフティツール１７の使用方法を説明するための斜視図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１１】
　以下、本発明の実施形態について説明する。以下に示す実施形態中で示した各種特徴事
項は、互いに組み合わせ可能である。また、各特徴について独立して発明が成立する。
【００１２】
＜第１実施形態＞
　図１に示す遮蔽装置としての横型ブラインドは、ヘッドボックス１から垂下されるラダ
ーテープ２を介して遮蔽材としての多数段のスラット３が吊下支持され、同ラダーテープ
２の下端にボトムレール４が吊下支持される。横型ブラインドは、建築物の開口部寸法に
合わせて据付される。
【００１３】
　ラダーテープ２の近傍において、ヘッドボックス１から昇降コード５が垂下される。昇
降コード５はその上端部がヘッドボックス１内に配設される巻取軸（不図示）に巻着され
、下端部がボトムレール４に接続されている。
【００１４】
　昇降コード５は、巻取軸の回転に基づいて、巻き取り或いは巻き戻しが行われており、
この回転に基づいてボトムレール４及びスラット３が昇降される。また、巻取軸の回転に
基づいて、ラダーテープ２を介して各スラット３が同位相で角度調節される。
【００１５】
　ヘッドボックス１には、操作プーリー（不図示）が回転可能に支持されており、操作プ
ーリーは、プーリーケース１５内に収容されている。操作プーリーには、ループ状のボー
ルチェーン７に掛装されており、ボールチェーン７を引き下げることによって操作プーリ
ーが回転され、その回転が上述した巻取軸に伝達される。ボールチェーン７は、ループ状
のコード８ａに等間隔にボール８ｂが成形されて構成される。
【００１６】
　ボールチェーン７には、ヘッドボックス１から垂下されるボールチェーン７の第１及び
第２チェーン部分７ａ，７ｂを収容するセーフティツール１７が取り付けられている。ボ
ールチェーン７の操作方法としては、第１及び第２チェーン部分７ａ，７ｂの一方のみの
引き下げ操作によってボトムレール４を昇降させる方法と、ボトムレール４を上昇させる
際に第１及び第２チェーン部分７ａ，７ｂの一方を使用し、ボトムレール４を下降させる
際に第１及び第２チェーン部分７ａ，７ｂの他方を使用する方法があり、本発明のセーフ
ティツール１７は、そのどちらにも適用可能である。
【００１７】
　ここで、図２～図５を用いて、セーフティツール１７について詳細に説明する。セーフ
ティツール１７は、第１本体部材１８と、第２本体部材１９と、プーリー２０と、フック
２１とを備える。プーリー２０は、第１本体部材１８と第２本体部材１９の間に挟まれて
、第１及び第２本体部材１８，１９に対して回転可能に支持されている。図５に示すよう
に、第１本体部材１８は、本体部１８ａから第２本体部材１９方向に向かって突出する断
面略四角形（非円形）の突出軸１８ｂを備える。突出軸１８ｂには、雌ねじ部１８ｃが設
けられている。また、突出軸１８ｂとは反対側の面には、フック２１を取り付け可能なフ
ック取付部１８ｄが設けられている。フック取付部１８ｄは、幅広部と幅狭部からなる断
面Ｔ字状のスライド溝になっており、幅狭部の端部にテーパー面１８ｅが設けられている
。また、フック取付部１８ｄの幅狭部には、フック２１側の係合凸部２１ｂに係合する係
合凹部１８ｆが設けられている。第２本体部材１９は、本体部１９ａから第１本体部材１
８方向に向かって突出する円筒状の突出筒１９ｂを備える。突出筒１９ｂには、突出軸１
８ｂと嵌合する嵌合孔１９ｃが設けられている。突出筒１９ｂとは反対側の面には、ビス
頭を収容するための円錐台形状の凹部１９ｄが設けられている。プーリー２０は、ボール
８ｂに係合する複数の凹部２０ａを有する外面形状を有している。本実施形態では、プー
リー２０の周方向に等間隔に５つの凹部２０ａが形成されている。隣接する２つの凹部２
０ａの間は凸部２０ｂになっており、凸部２０ｂには、コード８ａを収容する溝２０ｃが
設けられている。また、プーリー２０の中央には、突出筒１９ｂと嵌合する嵌合孔２０ｄ
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が設けられている。フック２１は、第１本体部材１８のフック取付部１８ｄに係合される
基部２１ａと、基部２１ａから延びるフック部２１ｃとを備える。基部２１ａは、幅広部
と幅狭部からなる断面Ｔ字状になっている。基部２１ａの幅狭部には、フック取付部１８
ｄにある係合凹部１８ｆに係合する係合凸部２１ｂが設けられている。また、基部２１ａ
の幅広部の端部には、テーパー面２１ｄが設けられている。
【００１８】
　次に、セーフティツール１７の組み立て方法について説明する。
　第２本体部材１９の突出筒１９ｂをプーリー２０の嵌合孔２０ｄ内に挿入し、第１本体
部材１８の突出軸１８ｂを第２本体部材１９の嵌合孔１９ｃに挿入する。これによって、
図４に示すように、第２本体部材１９と、プーリー２０と、第１本体部材１８とが組み合
わさった状態となる。次に、第２本体部材１９の凹部１９ｄにビス（不図示）を挿入し、
このビスを第１本体部材１８の雌ねじ部１８ｃに螺合させ、これによって、第２本体部材
１９と、プーリー２０と、第１本体部材１８とを互いに連結させる。図４（ｃ）に示すよ
うに、第１本体部材１８と第２本体部材１９によって囲まれた空間には、第１及び第２チ
ェーン部分７ａ，７ｂを収容する第１及び第２収容空間２３ａ，２３ｂが設けられる。プ
ーリー２０は、第１収容空間２３ａと第２収容空間２３ｂの間に配置される。また、第１
本体部材１８と第２本体部材１９の間には、第１及び第２収容空間２３ａ，２３ｂに連通
する第１及び第２スリット２２ａ，２２ｂが設けられている。第１及び第２チェーン部分
７ａ，７ｂは、第１及び第２スリット２２ａ，２２ｂを通じて、第１及び第２収容空間２
３ａ，２３ｂに挿入可能になっている。なお、第１及び第２スリット２２ａ，２２ｂの幅
は、ボールチェーン７のコード８ａの幅と略等しくなっており、このため、第１及び第２
スリット２２ａ，２２ｂには、ボールチェーン７のコード８ａは挿通可能であるが、ボー
ル８ｂは挿通不能になっている。
【００１９】
　フック２１は、第１本体部材１８の下側から、フック２１の基部２１ａを第１本体部材
１８のフック取付部１８ｄに係合させ、基部２１ａを溝状のフック取付部１８ｄ内でスラ
イド移動させて、フック２１の係合凸部２１ｂを、第１本体部材１８の係合凹部１８ｆに
係合させる。フック取付部１８ｄの下側の端部にテーパー面１８ｅを設け、基部２１ａの
上側の端部にテーパー面２１ｄを設けることによって、基部２１ａをフック取付部１８ｄ
に係合させやすくなっている。フック２１がこのような構成によって第１本体部材１８に
係合されているので、フック２１に対して、閾値を超える下向きの荷重が加わると、係合
凸部２１ｂと係合凹部１８ｆの間の係合が解除され、フック２１が下方向に移動して、第
１本体部材１８から分離される。このような作用により、ボールチェーン７にユーザーが
引っ掛かった場合には、フック２１が第１本体部材１８から外れる。
【００２０】
　次に、セーフティツール１７をボールチェーン７に取り付ける方法について説明する。
ここでは、ボールチェーン７の第２チェーン部分７ｂを例に挙げて説明を行うが、第１チ
ェーン部分７ａも同様の方法で取り付け可能である。
　まず、図３（ａ）に示すように、第２スリット２２ｂの上側にコード８ａが位置するよ
うに第２チェーン部分７ｂを配置する。次に、図３（ｂ）に示すように、第２チェーン部
分７ｂを第２収容空間２３ｂ内に収容させながら、コード８ａを第２スリット２２ｂ内に
挿入する。次に、図３（ｃ）に示すように、第２チェーン部分７ｂを第２収容空間２３ｂ
内に収容させながら、コード８ａを第２スリット２２ｂ内でスライド移動させる。この際
に、ボール８ｂがプーリー２０に係合される。次に、コード８ａを第２スリット２２ｂの
下側から引き出すことによって図２（ａ）に示すような状態にする。第１チェーン部分７
ａも同様の方法で取り付けて、図２（ａ）に示すように、第１及び第２チェーン部分７ａ
，７ｂが第１及び第２収容空間２３ａ，２３ｂに収容されている状態が得られる。
【００２１】
　次に、ボールチェーン７の引き下げ操作時にセーフティツール１７が実質的に一定の高
さ位置に保持される作用について説明する。図２（ｂ）に示すように、ボールチェーン７
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の第１チェーン部分７ａを矢印Ａの方向に引き下げると、第２チェーン部分７ｂが矢印Ｂ
の方向に引き上げられ、その結果、プーリー２０が矢印Ｒの方向に回転する。ボールチェ
ーン７の第２チェーン部分７ｂを引き下げた場合は、同様の原理によって、プーリー２０
が矢印Ｒの反対方向に回転する。このように、ボールチェーン７の引き下げ操作を行った
際のボールチェーン７の変位がプーリー２０の回転に変換されるので、ボールチェーン７
の引き下げ操作を行ってもセーフティツール１７の高さ位置が実質的に変化せず、一定の
高さ位置に保持される。
【００２２】
　特許文献１に開示されているコードクリップは、紛失してしまいやすいという問題があ
るが、本実施形態のセーフティツール１７は、常にボールチェーン７に保持されているの
で、紛失のおそれがない。また、ボールチェーン７の任意の位置に容易に脱着することが
可能であり、かつボールチェーン７の操作時に高さ位置が移動しないので、ボールチェー
ン７の操作の邪魔にならない。そして、ボールチェーン７の非操作時には、ボールチェー
ン７の下端のループ部分をフック２１に引っ掛けておくことにより、ユーザーがボールチ
ェーン７に引っ掛かることが防止される。また、フック２１に加わる下向きの荷重が閾値
を超えると、フック２１が分離されるようになっているので、その点からも安全性が高め
られている。
【００２３】
　本発明は、以下の形態でも実施可能である。
・フック２１は、第１本体部材１８に一体に形成されてもよい。
・フック２１を省略して、第１及び第２本体部材１８，１９にボールチェーン７の下端の
ループ部分を引っ掛けるようにしてもよい。
・上記実施形態では、本体部材を２部材で構成しているが、本体部材は、１部材又は３部
材以上で構成してもよい。本体部材を１部材で構成する場合、例えば、プーリー２０を２
部材構成にしておいて、プーリー２０を支持する支軸は挟むように２つの部材を連結させ
ることによって、プーリー２０を回転可能に本体部材に支持させることができる。
【００２４】
＜第２実施形態＞
　本発明の第２実施形態のセーフティツール１７は、その構成及び作用が第１実施形態に
類似しており、使用方法が異なる点が主な差異点である。以下、差異点を中心に説明する
。
【００２５】
　本実施形態においても、第１実施形態と同様に、ボールチェーン７のコード８ａを第１
及び第２スリット２２ａ，２２ｂに挿通させることによって、セーフティツール１７をボ
ールチェーン７に取り付けることができる。本実施形態では、図６に示すように、セーフ
ティツール１７は、ボールチェーン７のループ箇所近傍に取り付け、ボールチェーン７の
ループ箇所を第１及び第２本体部材１８，１９でほぼ隠すようにする。このような位置に
取り付けることによって、ユーザーがボールチェーン７に引っ掛かることを防ぐことがで
きる
【００２６】
　次に、セーフティツール１７の第１及び第２本体部材１８，１９に設けられている取付
穴１７ａにビスを挿入して固定面に螺合させることによって、セーフティツール１７を固
定面に固定する。なお、セーフティツール１７をボールチェーン７に取り付ける前にセー
フティツール１７を固定面に固定し、その後、ボールチェーン１７をセーフティツール１
７に係合させてもよい。
【００２７】
　セーフティツール１７を固定する位置は、ボールチェーン７にテンションが掛かり、か
つボールチェーン７がたるまないような位置であってもよく、ボールチェーン７がたるむ
位置であってもよい。プーリー２０のみを固定面に対して回転可能に支持し、このプーリ
ー２０にボールチェーン７を掛装させる場合、ボールチェーン７がたるむとボールチェー
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ン７がプーリー２０から容易に外れてしまうという問題があるが、本実施形態のセーフテ
ィツール１７では、第１及び第２収容空間２３ａ，２３ｂ内に第１及び第２チェーン部分
７ａ，７ｂが収容されるので、ボールチェーン７がたるんだ場合でも、ボールチェーン７
がプーリー２０から外れることがないという利点がある。
【００２８】
　また、ボールチェーン７にテンションが掛かるようにセーフティツール１７を固定した
場合、ボールチェーン７の第１及び第２チェーン部分７ａ，７ｂの間の間隔が狭く且つ広
がりにくいので、第１及び第２チェーン部分７ａ，７ｂの間に首などが挟まるおそれがな
いという利点がある。
【００２９】
＜第３実施形態＞
　次に、図７～図９を用いて、本発明の第３実施形態のセーフティツール１７について説
明する。本実施形態のセーフティツール１７は、その作用効果は第１実施形態に類似して
いるが、具体的な構成に差異がある。
【００３０】
　本実施形態では、セーフティツール１７は、第１本体部材１８と、第２本体部材１９と
、プーリー２０を備える。プーリー２０の構成は、第１実施形態と同様である。図９に示
すように、第１本体部材１８は、円形の本体部１８ａから第２本体部材１９方向に向かっ
て突出する円筒状の突出筒１８ｇを備える。突出筒１８ｇには、第２本体部材１９の突出
軸１９ｅと嵌合する嵌合孔１８ｈが設けられている。第１本体部材１８には、フック２１
が一体に形成されている。第２本体部材１９は、円形の本体部１９ａから第１本体部材１
８側に向かって突出する断面略四角形（非円形）の突出軸１９ｅを備える。また、第１及
び第２本体部材１８，１９には、互いに対向するように突出壁１８ｐ，１９ｐが設けられ
ている。
【００３１】
　次に、セーフティツール１７の組み立て方法について説明する。
　第１本体部材１８の突出筒１８ｇをプーリー２０の嵌合孔２０ｄ内に挿入し、第２本体
部材１９の突出軸１９ｅを第１本体部材の嵌合孔１８ｈに圧入する。これによって、第２
本体部材１９と、プーリー２０と、第１本体部材１８とを互いに連結させる。この状態で
は、図８に示すように、突出壁１８ｐ，１９ｐが第１及び第２スリット２２ａ，２２ｂを
形成するように対向し、第１本体部材１８と第２本体部材１９によって囲まれた空間には
、第１及び第２チェーン部分７ａ，７ｂを収容する第１及び第２収容空間２３ａ，２３ｂ
が設けられる。プーリー２０は、第１収容空間２３ａと第２収容空間２３ｂの間に配置さ
れる。第１及び第２スリット２２ａ，２２ｂの幅は、第１実施形態と同様である。第１及
び第２スリット２２ａ，２２ｂの位置は、第１及び第２本体部材１８，１９の幅方向の端
部よりも、幅方向中央側に寄った位置になっている。言い換えると、突出壁１８ｐ，１９
ｐよりも幅方向外側に突出する突出片１８ｑ，１９ｑが設けられている。このような構成
によって、突出片１８ｑ，１９ｑで挟まれる空間内に第１及び第２チェーン部分７ａ，７
ｂを導いた後に、図３で説明した方法によってコード８ａを第１及び第２スリット２２ａ
，２２ｂに挿通させる作業を行うことができるため、作業性が向上する。また、第１実施
形態では、第１及び第２スリット２２ａ，２２ｂの長さは、セーフティツール１７の幅方
向略中央での高さ方向の長さと略一致していたが、本実施形態では、第１及び第２スリッ
ト２２ａ，２２ｂの長さは、セーフティツール１７の幅方向略中央での高さ方向の長さ（
図７（ｂ）の直線Ｌ上での長さ）よりも短い。このため、第１及び第２スリット２２ａ，
２２ｂ内でコード８ａを移動させる距離が第１実施形態よりも短くなり、その分だけ、セ
ーフティツール１７を第１及び第２チェーン部分７ａ，７ｂに係合させる際の作業性が向
上する。
【００３２】
＜別の観点からの実施形態＞
　上記実施形態では、セーフティツール１７がプーリー２０を備えることを必須としてい
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るが、本発明は、別の観点では、コード８ａを第１及び第２スリット２２ａ，２２ｂに挿
入してスライド移動させることによって、チェーン部分を本体部材に着脱可能に係合する
という発明であり、その観点からは、プーリー２０を備えることは必ずしも必須ではない
。
【００３３】
　この観点からは、本発明は、建築物に据付される支持部材から垂下されるループ状のボ
ールチェーンに取り付けられるセーフティツールであって、前記ボールチェーンは、コー
ド上に等間隔に合成樹脂のボールが設けられて構成され、前記セーフティツールは、前記
ボールを通過させず且つ前記コードを通過させる幅のスリットを有する本体部材を備える
ことを特徴とするセーフティツールとして把握することができる。
　好ましくは、前記本体部材は、通常使用時に前記ボールチェーンを通過させる第１係合
部と、前記支持部材からセーフティツール間のチェーン部分に係合保持可能とした第２係
合部を備え、その何れかが前記スリットを有する。好ましくは、第１係合部とは異なる挿
通位置で通常使用時にチェーンを通過させることが可能となっている。好ましくは、第１
係合部のスリットがオープンエンドであり、第２係合部のスリットがクローズエンドであ
る。本観点では、第１係合部、第２係合部のいずれか一方のスリットが、ボールを通過さ
せず且つコードを通過させる幅であればよく、他方の構造は異なるものとしてよい。
【００３４】
　以下、図１０～図１２を用いて、本観点の実施形態について説明する。
　図１０に示すように、本実施形態のセーフティツール１７の基本構成は、第３実施形態
のものと同様であるが、プーリー２０が設けられていない点と、第１スリット２２ａがク
ローズドエンドになっていて、第２スリット２２ｂがオープンエンドになっている点が主
な相違点である。以下、相違点を中心に説明する。
【００３５】
　図１１に示すように、第１及び第２スリット２２ａ，２２ｂは、第１～第３実施形態と
同様に、ボールチェーン７のコード８ａの幅と略等しくなっており、このため、第１及び
第２スリット２２ａ，２２ｂには、ボールチェーン７のコード８ａは挿通可能であるが、
ボール８ｂは挿通不能になっている。なお、第１及び第２スリット２２ａ，２２ｂの幅は
、コード８ａの直径よりも若干小さくてもよく、この場合、コード８ａを変形させながら
第１及び第２スリット２２ａ，２２ｂに挿通させることができる。また、第１スリット２
２ａは、第１スリット２２ａをコード８ａに係合させてセーフティツール１７をボールチ
ェーン７上の所定位置に保持させるためのものであるので、第１スリット２２ａとコード
８ａの間の係合の保持力がある程度大きい方が好ましく、第１スリット２２ａの幅は、コ
ード８ａの直径よりも小さい方が好ましい。
【００３６】
　一方、第２スリット２２ｂは、第１実施形態において説明した方法で、ボールチェーン
７を第２収容空間２３ｂ内に収容させるためのものであるので、作業性を高めるために、
第２スリット２２ｂの幅は、ある程度大きい方が好ましく、例えば、コード８ａの直径と
同程度かそれよりも大きく、かつボールの幅よりも小さいことが好ましい。また、別の表
現では、第２スリット２２ｂの幅は、第１スリット２２ａの幅よりも大きいことが好まし
い。
【００３７】
　このセーフティツール１７は、図１２（ａ）に示すように、ボールチェーン７を第２収
容空間２３ｂに収容させることによって、ボールチェーン７に取り付けることができる。
第２収容空間２３ｂは、ボールチェーン７を通過させるので、セーフティツール１７は、
図１２（ａ）に示すように、自重によってボールチェーン７のループ下端に配置され、ボ
ールチェーン７は、この状態で操作される。一方、ボールチェーン７の非操作時には、図
１２（ｂ）に示すように、ボールチェーン７のコード８ａの高い位置にある部分に、第１
スリット２２ａを係合させる。これによって、セーフティツール１７が高い位置に保持さ
れ、その結果、ボールチェーン７の下端高さが上昇し、安全性が確保される。なお、この
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端部を図１２の矢印Ｘで示すようにフック２１に引っ掛けることによって、ボールチェー
ン７の下端高さをさらに上昇させることができる。
【００３８】
　特許文献１に開示されているコードクリップは、コードクリップを弾性変形させて操作
コードを把持させているので、コードクリップの弾性変形を繰り返すとコードクリップが
疲労破壊されやすくなる。一方、本実施形態では、セーフティツール１７を実質的に変形
させることなく、セーフティツール１７の本体部材内にボールチェーンを収容することが
できるため、疲労破壊されることがないという利点がある。
【００３９】
　本実施形態は、以下の態様でも実施可能である。
・第２スリット２２ｂは省略可能である。この場合、例えば、図９に示すように第１及び
第２本体部材１８，１９を分離させてボールチェーン７を第２収容空間２３ｂ内に収容さ
せることができる。
・第１スリット２２ａの幅は、コード８ａの直径よりも大きくても小さくてもよい。第１
スリット２２ａの幅がコード８ａの直径よりも大きい場合、第１スリット２２ａの底部が
下側を向くように第１スリット２２ａをコード８ａに引っ掛けたり、第１スリット２２ａ
の内壁に溝内に突出する凸部を設けて、この凸部と、第１スリット２２ａの底部の間にコ
ード８ａを保持することが好ましい。
・第１スリット２２ａは、オープンエンドであってもよい。第１スリット２２ａとコード
８ａの間の係合が、セーフティツール１７の自重によって解除されないように、第１スリ
ット２２ａとコード８ａの間の係合の強度を高めることが好ましい。係合の強度を高める
ための具体的な方法として、第１スリット２２ａの幅をコード８ａの直径よりも小さくし
たり、第１スリット２２ａの内壁に溝内に突出する凸部を第１スリット２２ａの長手方向
に沿って２箇所以上に設けて隣接する凸部間にコード８ａを保持することが挙げられる。
・第２収容空間２３ｂを省略してもよい。この場合、ボールチェーン７の操作時には、セ
ーフティツール１７をボールチェーン７に取り付けずに、ボールチェーン７の非操作時に
、コード８ａの２箇所を第１及び第２スリット２２ａ，２２ｂに係合させることによって
、ボールチェーン７の下端高さを上昇させることができる。
・フック２１は省略可能である。
・第１本体部材１８と第２本体部材１９は一体成形してもよい。
【符号の説明】
【００４０】
１：ヘッドボックス
２：ラダーテープ
３：スラット
４：ボトムレール
５：昇降コード
７：ボールチェーン
１５：プーリーケース
１７：セーフティツール
１８：第１本体部材
１９：第２本体部材
２０：プーリー
２１：フック
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