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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】改良された、素早く調節可能な多位置プライヤ
を提供する。
【解決手段】第１の部材２は前記あご及び前記ハンドル
６の間の開口を画定し、前記開口は第１の側壁及び第２
の側壁で画定され、前記第１の側壁、前記第２の側壁及
び前記ハンドルは単一要素として一体的に形成されてい
てもよい。前記あご１４は前記ハンドル及び前記側壁と
一体的に形成されていてもよい。第２の部材４は細長い
スロット及び歯列を含んでいる。枢軸部材は、前記回転
軸線に沿って延びるとともに前記歯列とかみ合うことの
できる歯を含んでいる。前記枢軸部材は、第１の位置及
び第２の位置の間を移動可能であり、前記第１の位置で
、前記歯がかみ合って前記第１のあごが前記第２のあご
から離れる移動が防止され、前記第２の位置で、前記歯
が開放されて前記第１のあごが前記第２のあごから離れ
る移動が許される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プライヤにおいて、
　一端に第１のあごを有するとともに反対側の端に第１のハンドルを有する第１の部材と
、
　第２の部材であって、一端に第２のあごを有するとともに反対側の端に第２のハンドル
を有し、前記第２の部材は前記第１の部材に対して回転軸線で枢動する、第２の部材と、
　前記第１の部材は前記あご及び前記ハンドルの間に開口を画定し、前記開口は第１の側
壁及び第２の側壁で画定され、前記第１の側壁、前記第２の側壁及び前記ハンドルは単一
要素として一体的に形成され、
　前記第１の側壁は第１の孔を含み、前記第２の側壁は第２の孔を画定し、前記第１の孔
及び前記第２の孔は前記回転軸線に沿って配列され、
　前記第２の部材は細長いスロット及び歯列を含み、前記第２の部材は前記細長いスロッ
トが前記回転軸線と一列に並ぶように前記開口に配置され、
　枢軸部材であって、前記回転軸線に沿って延びるとともに前記歯列とかみ合うことので
きる少なくとも一つの歯を含み、前記枢軸部材は、第１の位置及び第２の位置の間を移動
可能であり、前記第１の位置で、前記少なくとも一つの歯が前記歯列とかみ合って前記第
１のあごが前記第２のあごから離れる移動が防止され、前記第２の位置で、前記少なくと
も一つの歯が前記歯列から開放されて前記第１のあごが前記第２のあごから離れる移動が
許される、枢軸部材と、
　前記枢軸部材を前記第１の位置に付勢するためのばねと、
　前記枢軸部材を前記第２の位置に移動させるための手動で移動可能な作動ボタンとを含
む、プライヤ。
【請求項２】
　請求項１に記載のプライヤにおいて、前記開口は実質的に前記第１の部材の縦軸線に沿
って延びる、プライヤ。
【請求項３】
　請求項１に記載のプライヤにおいて、第２の歯列をさらに含む、プライヤ。
【請求項４】
　請求項３に記載のプライヤにおいて、前記歯列及び前記第２の歯列は前記細長いスロッ
トに沿って延びる、プライヤ。
【請求項５】
　請求項３に記載のプライヤにおいて、前記枢軸部材は前記第２の歯列にかみ合う第２の
歯止め歯を少なくとも含む、プライヤ。
【請求項６】
　請求項１に記載のプライヤにおいて、前記枢軸部材及び前記第２の部材は一緒に回転す
る、プライヤ。
【請求項７】
　請求項１に記載のプライヤにおいて、前記第２の部材は前記枢軸部材に対して往復移動
できる、プライヤ。
【請求項８】
　請求項１に記載のプライヤにおいて、前記枢軸部材は前記スロットとかみ合う平らな軸
受面を含み、前記軸受面は前記枢軸部材が前記スロット内でスライドするのを許すととも
に前記枢軸部材が前記第２の部材に対して回転するのを防止する、プライヤ。
【請求項９】
　請求項１に記載のプライヤにおいて、前記ばねは前記作動ボタン及び前記第１の部材の
間に配置されている、プライヤ。
【請求項１０】
　請求項１に記載のプライヤにおいて、前記作動ボタンは前記枢軸部材に固定されている
、プライヤ。
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【請求項１１】
　プライヤにおいて、
　一端に第１のあごを有するとともに反対側の端に第１のハンドルを有する第１の部材と
、
　第２の部材であって、一端に第２のあごを有するとともに反対側の端に第２のハンドル
を有し、前記第２の部材は前記第１の部材に対して回転軸線で枢動する、第２の部材と、
　前記第１の部材は前記あご及び前記ハンドルの間に開口を画定し、前記スロットは第１
の側壁及び第２の側壁で画定され、
　前記第１の側壁は第１の孔を画定し、前記第２の側壁は第２の孔を画定し、前記第１の
孔及び前記第２の孔は前記回転軸線に沿って配列され、
　前記第２の部材は細長いスロット及び歯列を含み、前記第２の部材は前記細長いスロッ
トが前記回転軸線と一列に並ぶように前記開口に配置され、
　枢軸部材であって、前記第１の部材及び前記第２の部材が前記枢軸部材の周りを互いに
対して枢動するように、前記第１の孔、前記第２の孔及び前記スロットに挿入され、前記
枢軸部材は前記歯列とかみ合うことのできる少なくとも一つの歯止め歯を含み、前記枢軸
部材は、第１の位置及び第２の位置の間を移動可能であり、前記第１の位置で、前記少な
くとも一つの歯が前記歯列とかみ合って前記第１のあごが前記第２のあごから離れる移動
が防止され、前記第２の位置で、前記少なくとも一つの歯が前記歯列から開放されて前記
第１のあごが前記第２のあごから離れる移動が許される、枢軸部材と、
　前記枢軸部材を前記第１の位置から前記第２の位置に移動させるための手動で移動可能
な作動ボタンであって、前記作動ボタンは前記枢軸部材に固定された、作動ボタンと、
　ばねであって、前記作動ボタン及び前記第１の部材の間に配置され、前記枢軸部材を前
記第１の位置に付勢するための、ばねとを含む、プライヤ。
【請求項１２】
　請求項１１に記載のプライヤにおいて、前記開口は実質的に前記第１の部材の縦軸線に
沿って延びる、プライヤ。
【請求項１３】
　請求項１１に記載のプライヤにおいて、第２の歯列をさらに含む、プライヤ。
【請求項１４】
　請求項１３に記載のプライヤにおいて、前記歯列及び前記第２の歯列は前記細長いスロ
ットに沿って延びる、プライヤ。
【請求項１５】
　請求項１３に記載のプライヤにおいて、前記枢軸部材は前記第２の歯列にかみ合う第２
の歯止め歯を少なくとも含む、プライヤ。
【請求項１６】
　請求項１１に記載のプライヤにおいて、前記枢軸部材及び前記第２の部材は一緒に回転
する、プライヤ。
【請求項１７】
　請求項１１に記載のプライヤにおいて、前記第２の部材は前記枢軸部材に対して往復移
動できる、プライヤ。
【請求項１８】
　請求項１１に記載のプライヤにおいて、前記枢軸部材は前記スロットとかみ合う平らな
軸受面を含み、前記軸受面は前記枢軸部材が前記スロット内でスライドするのを許すとと
もに前記枢軸部材が前記第２の部材に対して回転するのを防止する、プライヤ。
【請求項１９】
　プライヤにおいて、
　一端に第１のあごを有するとともに反対側の端に第１のハンドルを有する第１の部材と
、
　第２の部材であって、一端に第２のあごを有するとともに反対側の端に第２のハンドル
を有し、前記第２の部材は前記第１の部材に対して回転軸線で枢動する、第２の部材と、
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　前記第１の部材は前記あご及び前記ハンドルの間に開口を画定し、前記開口は第１の側
壁及び第２の側壁で画定され、前記第１の側壁、前記第２の側壁、前記第１のハンドル及
び前記第１のあごは単一要素として一体的に形成され、
　前記第１の側壁は第１の孔を画定し、前記第２の側壁は第２の孔を画定し、前記第１の
孔及び前記第２の孔は前記回転軸線に沿って配列され、
　前記第２の部材はスロットを含み、前記第２の部材は前記スロットが前記回転軸線と一
列になるように前記開口に配置され、
　枢軸部材であって、前記第１の孔、前記第２の孔及び前記スロットに挿入された、枢軸
部材と、
　前記枢軸部材は、前記第１の部材が回転する第１の軸受面、及び、前記第２の部材がス
ライドする第２の軸受面を含み、
　前記第１の部材及び前記第２の部材が互いに対して前記枢軸部材の周りを枢動し、
　前記枢軸部材は、第１の位置及び第２の位置の間を移動可能であり、前記第１の位置で
、前記第１のあごが前記第２のあごから離れる移動が防止され、前記第２の位置で、前記
第１のあごが前記第２のあごから離れる移動が許される、枢軸部材と、
　前記枢軸部材を前記第１の位置から前記第２の位置に移動させるための手動で移動可能
な作動ボタンであって、前記作動ボタンは前記枢軸部材に固定された、作動ボタンとを含
む、プライヤ。
【請求項２０】
　請求項１９に記載のプライヤにおいて、前記枢軸部材は前記第１の孔に配置された軸受
面及び前記第２の孔に配置された軸受面を含み、前記第１の軸受面及び前記第１の孔のか
み合い、及び、前記第２の軸受面及び前記第２の孔のかみ合いは、前記枢軸部材が前記第
１の部材に対して回転するとともに前記第２の部材に対して横方向に移動するのを許す、
プライヤ。
【請求項２１】
　プライヤにおいて、
　一端に第１のあごを有するとともに反対側の端に第１のハンドルを有する第１の部材と
、
　第２の部材であって、一端に第２のあごを有するとともに反対側の端に第２のハンドル
を有し、前記第２の部材は前記第１の部材に対して回転軸線で枢動する、第２の部材と、
　前記第１の部材は前記あご及び前記ハンドルの間に開口を画定し、前記開口は第１の側
壁及び第２の側壁で画定され、前記第１の側壁及び前記第２の側壁は前記あごの幅を越え
て横方向に延びておらず、
　前記第１の側壁は第１の孔を含み、前記第２の側壁は第２の孔を画定し、前記第１の孔
及び前記第２の孔は前記回転軸線に沿って並んでおり、
　前記第２の部材は細長いスロット及び歯列を含み、前記第２の部材は前記細長いスロッ
トが前記回転軸線と一列になるように前記開口に配置され、
　枢軸部材であって、前記回転軸線に沿って延びるとともに前記歯列とかみ合うことので
きる前記少なくとも一つの歯を含み、前記枢軸部材は、第１の位置及び第２の位置の間を
移動可能であり、前記第１の位置で、前記少なくとも一つの歯が前記歯列とかみ合って前
記第１のあごが前記第２のあごから離れる移動が防止され、前記第２の位置で、前記少な
くとも一つの歯が前記歯列から開放されて前記第１のあごが前記第２のあごから離れる移
動が許される、枢軸部材と、
　手動で移動可能な作動ボタンであって、前記枢軸部材を前記第２の位置に移動させる、
作動ボタンと、
　前記枢軸部材を前記第１の位置に付勢するためのばねであって、前記ばねは、前記第１
の側壁及び前記第２の側壁のいずれか、及び、前記作動ボタンの間に配置された、ばねと
を含む、プライヤ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、プライヤに関し、より具体的には、素早く調節可能なプライヤであって、使
用が容易であり、製作が簡単であり、無駄のない外形を有するプライヤに関する。
【背景技術】
【０００２】
　プライヤは、品物を掴むとともに品物に回転力を付与するためのものとして知られてい
る。プライヤは、相対運動を行うために互いに軸固定された一対の部材を通常含んでいる
。部材の一端は、品物を掴むためのあごを含んでおり、部材の他端は、手であごに掴み力
を付与するとともにプライヤに回転力を付与するためのハンドルとして形成されている。
機構は、あごが異なる大きさの品物を掴むために、両あご間の距離を調節するものとして
知られている。ある種の機構は、部材のかみ合いを互いに対して解除するとともに、間隔
を調節すべくあごを互いに対して移動するために、使用者にボタンを押させる。この種の
プライヤの一例は、米国特許第７，０４０，２０１号に開示されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　改良された素早く調節可能な多位置プライヤが求められている。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　プライヤは、一端に第１のあごを有するとともに反対側の端に第１のハンドルを有する
第１の部材と、一端に第２のあごを有するとともに反対側の端に第２のハンドルを有する
第２の部材とを含んでおり、第２の部材は第１の部材に対して回転軸線で枢動する。第１
の部材は第２の部材を受けるための開口を画定する。開口はあご及びハンドルの間に形成
されて第１の側壁及び第２の側壁で画定されており、第１の側壁、第２の側壁及びハンド
ルは、単一要素として一体的に形成されている。あごも、ハンドル及び側壁と一体的に形
成されていてもよい。第１の側壁は第１の孔を画定し、第２の側壁は第２の孔を画定し、
これらの孔は回転軸線に沿って一列に並んでいる。第２の部材は、細長いスロット、及び
、プライヤの調節を可能にする歯列を含んでいる。第２の部材は細長いスロットが回転軸
線と一列に並ぶように開口に配置されている。枢軸部材は、回転軸線に沿った孔を通って
延びており、歯列とかみ合うことのできる少なくとも一つの歯を含んでいる。枢軸部材は
、第１の位置及び第２の位置の間を移動可能であり、前記第１の位置で、少なくとも一つ
の歯が歯列とかみ合って第１のあごによる第２のあごから離れる動作が防がれ、前記第２
の位置で、少なくとも一つの歯が歯列から外れて第１のあごによる第２のあごから離れる
動作を許す。ばねは枢軸部材を第１の位置に付勢する。手動で移動可能な作動ボタンは枢
軸部材を第２の位置に移動させる。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】本発明に係るプライヤの一実施形態の斜視図である。
【図２】図１のプライヤの分解図である。
【図３】図１のプライヤの断面図である。
【図４】図３の断面図の略垂直方向に見た断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　プライヤ（ペンチ）は、符号１で通常示され、熱処理鋼等の剛体材料で形成された第１
の部材２及び第２の部材４を含んでいる。部材２の一端は、プライヤが使用される際に使
用者によって掴まれるためのハンドル６として形成されている。同様に、部材４の一端は
、両あごを閉じてプライヤ１に掴み力又は回転力を付与するためのハンドル８として形成
されている。ハンドル８は、ハンドルが使用者の手の中で掴まれるように、ハンドル６の
反対側に配置されている。グリップ１０，１２は、それぞれハンドル６，８を覆って固定
されていてもよく、グリップは、手で持ったときに心地よくなるように、部材２，４より
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も比較的軟らかい材料で作られている。
【０００７】
　部材２のハンドル６とは反対側の端は、あご１４として形成されている。同様に、部材
４のハンドル８とは反対側の端は、あご１６として形成されている。あご１６は、ハンド
ル６，８がともに握り締められたときにあごが品物上で閉じられるように、あご１４の反
対側に配置されている。あご１４，１６の掴み面１８，２０は、品物を掴むのに有用ない
かなる構成を有していてもよい。
【０００８】
　部材２上には、ハンドル６とあご１４との中間位置に、以下で説明される部材４を受け
るスロット開口２２がある。スロット開口は、密接して受部材４を受けるように間隔が開
けられた第１の側壁２４及び第２の側壁２６を含んでいる。開口２２の長さは、あご１４
，１６が互いに接触した位置と完全に開いた位置との間で、部材２，４が互いに対して枢
動するのを許すように選択されている。壁２４，２６の内面は、第２の部材が開口２２内
で自由に移動できるように略平坦である。側壁２４，２６は、部材２が単一な一体構造と
なるように、ハンドル６及びあご１４と一体的に形成されている。さらに、開口２２は、
プライヤの幅が最小限に抑えられるように、部材２の縦軸線と一列に並んでいる。好適な
実施形態では、側壁２４，２６はハンドル６及びあご１４と一体的に形成されているが、
いずれかの又は両方の側壁は、溶接、リベット及びねじ部品等の締結機構によりハンドル
６及びあご１４に固定された、分離構造で形成されていてもよい。例え、側壁２４及び／
又は側壁２６が分離構造で形成されていたとしても、発明に係るプライヤは、以下で説明
される枢軸部材２８、作動ボタン３４及びばね６６の配置により側壁が平たい部材として
形成されていてもよいため、平たい外形を有している。いずれの実施形態においても、側
壁２４，２６は、あご１６，１４の範囲を越えて突出しない。
【０００９】
　側壁２４は、枢軸部材２８の一端を内部に受けられる大きさの貫通孔３０を有している
。側壁２６は、枢軸部材２８の反対側の端を内部に受けられる大きさの貫通孔３２を有し
ている。孔３０，３２の中心は一列に並んでおり、プライヤが使用される際に互いに対し
て枢動する部材２，４の回転軸線を画定する。井戸状の穴又はくぼみ３６が、作動ボタン
３４が井戸状の穴の中に配置されるように、孔３２の周りに形成されている。
【００１０】
　ハンドル８とあご１６との中間の位置にある部材４は、スロット開口２２で受けられる
大きさの調節部分４０を含んでいる。調節部分４０は、略平坦であるとともに、壁２４の
内面と隣り合って配置された側壁４１を含んでいる。細長い貫通スロット４２は、部分４
０内に形成され、あご１４，１６の調節を可能にするのに十分な距離で、部材４を通ると
ともに部材４の長さに沿って延びている。自身の縦軸線に沿ったスロット４２の長さは、
あごの間隔の範囲を画定する。部分４の一面には、スロット４２の長さに沿って延びる歯
列４５が形成されている。説明に係る実施形態では、一つの列がスロット４２の長い縁の
各々に沿って配置された、２つの歯列４５，４７が用いられている。歯４５，４７は、歯
止め歯であり、枢軸部材２８上に形成された歯とかみ合ったときに、あご１４，１６が互
いに向かって移動するがあごが互いから離れるように移動するのを防止する。部材４は、
スロット４２が孔３０，３２と一列になることができるように、スロット開口２２に部材
４が挿入できるような大きさになっている。
【００１１】
　以下、プライヤの軸機構及び調節機構について説明する。枢軸部材２８は、部材２の開
口３０，３２と部材４のスロット４２とを通して挿入される。枢軸部材２８は、孔３０で
受けられる略円形な第１の軸受面５０と、孔３２で受けられる略円形な第２の軸受面５２
とを含んでいる。枢軸部材２８は、軸受面５０，５２が孔３０，３２内でスライドするよ
うに嵌め込まれていることにより、部材２に対して回転することができる。枢軸部材２８
は、両軸受面５０，５２の間に配置され、部材４のスロット４２で受けられる、２つのリ
ニア軸受面５４，５６もさらに含んでいる。リニア軸受面５４，５６は、軸受面５０，５
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２がスロット４２の側縁に対してスライドするように嵌め込まれていることにより、部材
４が枢軸部材２８に対して回転するのを防止するが、部材４が軸ピン２８に対して直線的
にスライドすることができるような線に沿ってスロット４２の長い側縁に接触する。要す
るに、枢軸部材２８及び部材４は、ユニットとして一緒に回転するが、部材４は、枢軸部
材２８に対してスロット４２に沿って直線的にスライドできるようになっている。
【００１２】
　軸受面５０，５２は、枢軸部材２８が部材２，４に対して横方向に、部材２，４の回転
軸線に沿って移動できるような大きさになっている。枢軸部材２８は、部材４上の歯４５
と結合する歯止め歯列５８を含んでいる。説明に係る実施形態では、枢軸部材は、部材４
上の歯４７と結合する第２の歯止め歯列６０を含んでいる。枢軸部材２８は、歯がかみ合
う位置から歯が解放される位置の間の位置で、横方向に移動することができる。
【００１３】
　歯は、枢軸部材２８上の歯５８，６０が部材４上の歯４５，４７とかみ合ったときに、
部材４が枢軸部材２８に対してあご１６をあご１４に向かって移動させる方向にスライド
又は歯止めで動くが、あご１６をあご１４から離れるように移動させる方向に部材４が枢
軸部材２８に対して動くのが防止されるように構成されている。歯は、あごを互いに向か
って移動させる方向に部材が移動させられたときに、歯が互いに乗り越えることができる
ように、傾斜した裏面を有している。歯が互いに乗り越えるにつれて、この動きを受け入
れるために、枢軸部材２８は、ばね６６の付勢力に逆らってわずかに移動する。従って、
枢軸部材２８が部材４とかみ合っているときに、あご１６をあご１４に向かってスライド
させることにより、両あご間の間隔を急激に狭めることができる。しかしながら、歯の正
面は、歯のかみ合いが、あご同士が互いに対して離れるように移動するのを防止するよう
に設けられている。
【００１４】
　枢軸部材２８の移動と歯のかみ合い及び解放とを調節するために、作動ボタン３４は枢
軸部材２８に接続されている。作動ボタン３４及び枢軸部材２８は、ユニットとして一緒
に横方向に移動するように、互いに固定されている。説明に係る実施形態では、作動ボタ
ン３４は、枢軸部材２８内に形成された開口６４で受けられる軸６２を含んでいる。軸６
２は、変形、摩擦による嵌め合い、機械的かみ合い、接着剤、溶接又は同様のものにより
、枢軸部材２８に取り外せないように接続されている。蓋６３は、開口６４を閉じるため
に、枢軸部材２８に固定されている。
【００１５】
　ばね６６は、歯５８，６０を歯４５，４７とかみ合うように付勢させる力を作動ボタン
３４に発生させる。説明に係る実施形態では、ばね６６は、複数巻きの波状ばね（ｍｕｌ
ｔｉ－ｔｕｒｎ　ｗａｖｅ　ｓｐｒｉｎｇ）等の円形のばねである。ばね６６は、ばね６
６が井戸状の穴３６とボタン３４の頭部６８との間に閉じ込められるように、作動ボタン
３４が枢軸部材２８に接続される前に軸６２の周りに配置される。ばね６６は、歯５８，
６０が歯４５，４７とかみ合うように付勢されるように、枢軸部材２８を部材４に向かっ
て付勢させる力を頭部６８に発生させる。歯５８，６０を歯４５，４７から解放するには
、使用者は、ばね６６の力に打ち勝つようにボタン３４を押し、歯５８，６０を歯４５，
４７から引き離してかみ合いを解放する。かみ合いが解放された位置では、部材４は、あ
ご１６をあご１４から離す方向に、枢軸部材２８に対して移動可能である。かみ合いが解
放された位置では、あご１６もあご１４に向かって移動可能である。
【００１６】
　プライヤ１を組み立てるためには、部材４は、スロット開口２２に挿入されて、スロッ
ト４２は、孔３０，３２と一列に並ばされる。枢軸部材２８は、開口３０、スロット４２
及び開口３２を通って挿入される。ばね６６は、井戸状の穴３６内に配置されて、ばね６
６を作動ボタン３４と部材２との間に閉じ込めるために、作動ボタン３４は枢軸部材２８
に挿入される。作動ボタン３４は、枢軸部材２８に固定される。蓋６３は、枢軸部材２８
に挿入される。これにより、グリップ１０，１２は、ハンドル６，８に固定されることが
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できる。
【００１７】
　本発明に係るプライヤを使用するには、あご１４，１６は、品物を受けて掴むための距
離に、引き離される又は引き寄せられるようになっている。両あごを単純に押し込むこと
により、両あご１４，１６は近づけられる。歯５８，６０と歯４５，４７との歯止めによ
るかみ合いにより、あごが互いに向かって移動することができ、両あごを引き離すために
作動ボタン３４が押し下げられる必要はない。両あごを引き離して、両あご間の間隔を増
やすには、枢軸部材を部材４から離して歯５８，６０を歯４５，４７から解放するために
作動ボタン３４が押し下げられる。歯が解放されると、あご１６はあご１４から離される
ことができる。解放した位置では、あご１６は、あご１４に向かって移動することもでき
る。作動ボタン３４は解除され、歯５８，６０は、あごを選択した位置に保持するために
、歯４５，４７とかみ合うように再び付勢される。あごが適切に調節されると、ハンドル
６，８は、あごに掴み力を手で付与するとともにプライヤに回転力を手で付与するために
掴まれることができる。
【００１８】
　発明の具体的な実施形態がここに示されている。当業者は、発明が他の環境において他
の適用を有することを認識するであろう。多くの実施形態が可能である。以下の請求項は
、上述の具体的な実施形態に発明の範囲を制限することを意図するものではない。

【図１】 【図２】
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