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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】書類の一時保管を安全かつ簡便に行うことが可
能で、利便性の高い保管庫を提供する。
【解決手段】保管庫８は、保管庫部８１０と書類棚部８
２０とを有する。保管庫部８１０は、書類を投入するた
めの投入口１１と、書類を蓄積する保管箱１４と、投入
口１１から投入された書類を、保管箱１４まで移動させ
る移動手段と、を有している。移動手段は、ローラーの
回転によって書類を移動させる。書類棚部８２０は、ロ
ック手段８３０を備えている。
【選択図】図１０
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　書類を投入するための投入口と、前記書類を蓄積する保管箱と、前記投入口から投入さ
れた前記書類を、前記保管箱まで移動させる移動手段と、前記保管箱をロックする第１の
ロック手段と、を有する保管庫部と、
　第２のロック手段を備えた書類棚部と、
　を有することを特徴とする保管庫。
【請求項２】
　請求項１に記載の保管庫であって、
　前記保管庫部と前記書類棚部とは、一体の筐体に含まれている
　ことを特徴とする保管庫。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の保管庫であって、
　前記投入書類の逆流を防ぐ逆流防止手段を備えること
　を特徴とする保管庫。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか一項に記載の保管庫であって、
　前記逆流防止手段は、上下が逆になった際に書類の導路を塞ぐ弁であること
　を特徴とする保管庫。
【請求項５】
　請求項１から４の何れか一項に記載の保管庫であって、
　前記第１のロック手段および前記第２のロック手段は、機械錠であり、鍵及び鍵穴を備
えている
　ことを特徴とする保管庫。
【請求項６】
　請求項１から４の何れか一項に記載の保管庫であって、
　前記第１のロック手段および前記第２のロック手段は、電子錠であり、
　電子機器からの有線又は無線による情報の送受信により、ロック及びロック解除が可能
である
　ことを特徴とする保管庫。
【請求項７】
　請求項１から４の何れか一項に記載の保管庫であって、
　前記第１のロック手段および前記第２のロック手段は、電子錠であり、
　カードによるロック及びロック解除が可能である
　ことを特徴とする保管庫。
【請求項８】
　請求項１から７の何れか一項に記載の保管庫であって、
　前記移動手段は、自然落下により書類を移動させる
　ことを特徴とする保管庫。
【請求項９】
　請求項１から８の何れか一項に記載の保管庫であって、
　前記移動手段は、ローラーの回転によって書類を移動させる
　ことを特徴とする保管庫。
【請求項１０】
　請求項１から９の何れか一項に記載の保管庫であって、
　前記移動手段は、その移動の過程で書類を反転させる
　ことを特徴とする保管庫。
【請求項１１】
　請求項１から１０の何れか一項に記載の保管庫であって、
　前記保管箱の内部に、書類を蓄積するトレイを備えている
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　ことを特徴とする保管庫。
【請求項１２】
　請求項１から１１の何れか一項に記載の保管庫であって、
　前記書類棚部には、記録ボードが収納されており、当該記録ボードは、保管庫のいずれ
かの部位に連結している
　ことを特徴とする保管庫。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、書類等を保管する保管庫に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、個人情報に対する取扱いが厳格化される中、企業内でも番号制度などの個人情報
に関わる情報の機密保持を強化しなければならない状況になってきている。
【０００３】
　従来、機密書類が記載された文書等は、まとめての保管、まとめての廃棄が主体とされ
てきた。例えば、そのまま機密書類を運び出して廃棄するために、紙リサイクルを可能と
した書類回収キャビネット（例えば、特許文献１）や、輸送安全箱（例えば、特許文献２
）等が開発されている。
【０００４】
　一方で、少量な廃棄はシュレッダーで裁断されるのが一般的である。また、個人の手紙
などの書類や品物等に対しては、例えば、郵便物や宅配物の簡易私書箱システム（例えば
、特許文献３）等があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１５－６３３９３号公報
【特許文献２】実用新案登録番号第３０２２８０７号公報
【特許文献３】特開２００２－４６８２８号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記で示す特許文献は何れもまとめた書類の廃棄時や送付時の移動を主
体としており、作業中の書類を一時的な保管に利用するには、施錠等の煩雑な手順が必要
となる。社内における機密書類の取扱いは完全に隔離された業務環境があれば良いが、必
ずしも鍵を掛けた部屋の確保が可能であるとは限らない。また、一方で完全に隔離された
環境の場合、他の業務との兼ね合いにおいて不都合がないとは言えない。特に中小企業に
おいては、これらの管理以外の作業を兼務せざるを得ないのが現状である。このような状
況においては、機密情報が人目に触れる、漏洩する等の不安がつきまとい、担当する者に
とって大きなストレスを伴い負担ともなる。
【０００７】
　また近年では、個人情報に関わる番号制度が採用され、各種番号を各関連省庁に提出す
る書類には、特に神経を使う事となる。中小企業に関しては、各省庁への提出は直接でな
く、例えば社会保険労務士事務所や税理士事務所を介して提出しているケースが多いが、
これらの書類を作成後、郵送したり、例えばシュレッダー廃棄するまで、確実に安全な保
管場所を確保しなければならない。しかしながら、金庫の開け閉め等をその都度行ってい
ては、施錠等の手間が掛かる。またどうしても作業を途中で中断しなければならない場合
、多忙さでつい近場に置いてしまったりすると大変危険である。
【０００８】
　そこで本考案は、書類の一時保管を安全かつ簡便に行うことが可能で利便性の高い保管
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庫を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、本考案に係る保管庫は、保管庫部と書類棚部とを備える。
保管庫部は、書類を投入するための投入口と、前記書類を蓄積する保管箱と、前記投入口
から投入された前記書類を、前記保管箱まで移動させる移動手段と、前記保管箱をロック
する第１のロック手段と、を有する。書類棚部は、第２のロック手段を備える。
【００１０】
　また、前記保管庫部と前記書類棚部とは、一体の筐体に含まれていてもよい。
【００１１】
　前記投入書類の逆流を防ぐ逆流防止手段を備えていてもよい。
【００１２】
　前記逆流防止手段は、上下が逆になった際に書類の導路を塞ぐ弁であってもよい。
【００１３】
　前記第１のロック手段および前記第２のロック手段は、機械錠であり、鍵及び鍵穴を備
えていてもよい。
【００１４】
　前記第１のロック手段および前記第２のロック手段は、電子錠であり、電子機器からの
有線又は無線による情報の送受信により、ロック及びロック解除が可能であってもよい。
【００１５】
　前記第１のロック手段および前記第２のロック手段は、電子錠であり、カードによるロ
ック及びロック解除が可能であってもよい。
【００１６】
　前記移動手段は、自然落下により書類を移動させるものであってもよい。
【００１７】
　前記移動手段は、ローラーの回転によって書類を移動させるものであってもよい。
【００１８】
　前記移動手段は、その移動の過程で書類を反転させるものであってもよい。
【００１９】
　前記保管箱の内部に、書類を蓄積するトレイを備えていてもよい。
【００２０】
　前記書類棚部には、記録ボードが収納されており、当該記録ボードは、保管庫のいずれ
かの部位に連結していてもよい。
【考案の効果】
【００２１】
　本考案によれば、書類の一時保管を安全かつ簡便に行うことが可能な保管庫を提供でき
る。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本考案の第１の実施形態に係る保管庫１の斜視図である。
【図２】本考案の第２の実施形態に係る保管庫２の断面図である。
【図３】本考案の第２の実施形態に係る保管庫２の断面図である。
【図４】本考案の第３の実施形態に係る保管庫３の断面図である。
【図５】本考案の第３の実施形態に係る保管庫３の断面図である。
【図６】本考案の第４の実施形態に係る保管庫４の断面図である。
【図７】本考案の第５の実施形態に係る保管庫５の断面図である。
【図８】本考案の第６の実施形態に係る保管庫６の断面図である。
【図９】本考案の第７の実施形態に係る保管庫７の断面図である。
【図１０】本考案の第８の実施形態に係る保管庫８の断面図である。
【図１１】本考案の第９の実施形態に係る保管庫９の断面図である。
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【図１２】本考案の第１０の実施形態に係る保管庫１０の断面図である。
【考案を実施するための形態】
【００２３】
　以下、図面を参照して本考案の実施の形態に係る保管庫の例を説明する。
【００２４】
　＜第１の実施形態＞
　図１は、本考案の第１の実施形態に係る保管庫１の斜視図である。保管庫１は、箱形状
の筐体１０を有している。筐体１０には、書類を投入するための投入口１１が開口し、そ
の内部には、取っ手１５を有する引き出し型の保管箱１４が収められ、書類を投入口１１
から当該保管箱１４まで移動させる移動手段が設けられている。
【００２５】
　投入口１１は、書類が単数～複数枚纏めて投入可能な大きさの開口である。書類は、移
動手段によって保管箱１４まで送られる。本形態においては、移動手段として、投入口１
１の開口下辺から延出する案内板１２が形成されている。案内板１２は、下側へ書類を導
く曲面を形成する板状の部材である。また、案内板１２の正面には、さらなる移動手段と
して返し板１３が設けられている。返し板１３は、案内板１２に対向する位置に、案内板
１２に沿って湾曲し、やがて反転する曲面を有する板状の部材である。なお、返し板１３
の一辺は正面又は天井に固定され、他端の一辺は保管箱１４の背面側と近接している。投
入された書類はまず、案内板１２によってガイドされ、やがて返し板１３に衝突しその曲
面に沿って反転させられ、保管箱１４へと収められる。
【００２６】
　このような構成により、保管箱１４では、表側を上に投入された書類は裏側が上に、裏
側を上に投入された書類は表側が上に重ねられてゆく。これにより、表側が裏になり保管
箱を引き抜いたとき、人目についても内容を把握されることがない。また、保管箱１４か
ら取り出した際、先に入れた書類が上側にくるため（先入れ先出し）、処理の順序性が確
保されると共に、入れた順序に処理される為、各書類の処理の待ち時間の差を減らすこと
が出来る。また、案内板１２と返し板１３により、手や器具等を内部に入れることが難し
くなり、機密性も保たれる。さらに、移動手段が重力による自然落下を利用するものであ
るため、電気を必要とせず、どのような場所でも使用できる。
【００２７】
　なお、保管箱１４は、ここではロック手段としての鍵穴１６と鍵１７によるロックが可
能であるものとする。ここではシリンダー錠等の一般的な開閉錠として示したが、ロック
が可能なものであればこの限りではない。例えば、磁気カードやＩＣカード等のカード鍵
、ＵＳＢや赤外線等を用いたデジタル錠等を用いても良い。
【００２８】
　また、取っ手１５は、図示するような棒状のものに限らず、孔状等であってもよい。例
えば貫通孔とすることで、内部の書類の蓄積量を確認することもできる。
【００２９】
　さらに、書類を導き易くするために、投入口１１の外側にも、書類をガイドする案内板
を設けてもよい。また、投入口１１の大きさや設置位置は任意であり、書類の大きさ等を
考慮して自由に設定することが可能である。例えば、筐体１０の上面に投入口１１を設け
、書類を縦向きや斜めに入れる構成としても構わない。
【００３０】
　なお、筐体１０及び保管箱１４は、金属や樹脂、木材等で形成することができる。また
、筐体１０にローラー１８を設けることで、移動可能に構成してもよい。これにより、例
えば机の下等に、楽に移動させることができる。
【００３１】
　またさらに、保管箱１４を側面から引き出せるように構成してもよい。その場合、より
引き出し口を大きく取れるため、紙詰まりの解消や、補修を行い易くなる。
【００３２】
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　＜第２の実施形態＞
　次に、本考案の第２の実施形態について説明する。以下、上述の実施形態と同様の構成
を有するものについては同様の符号を付し、詳細な説明は省略する。
【００３３】
　図２及び図３は、本考案の第２の実施形態に係る保管庫２の断面図である。図２及び図
３に示すように、本考案の第２の実施形態に係る保管庫２は、保管箱２４が回転式である
点で、第１の実施形態とは異なる。
【００３４】
　保管箱２４は、回転機構２３を有している。回転機構２３は例えば、正面側の上辺に備
えられ、筐体１０に両端を支持固定される回転軸によって形成される。保管箱２４は、こ
のような回転軸を回転中心として、筐体１０内で回転可能に設置されている。
【００３５】
　なお、保管箱２４は、背面側が持ち上げられ、正面側が下側に傾いた状態で回転ロック
機構２５によってロック、保持される。回転ロック機構２５は例えば、コイルばねを備え
た凸状のロックピンによって形成される。このようなロックピンは、図２に示すように、
保管箱２４の背面側を引き上げると自動的にロックを行う。また、ロックピンを筐体１０
の外部から押圧することでロックが解除され、保管箱２４は図３に示すように水平状態に
なる。水平に戻った保管箱２４は、取っ手１５を引くとレール２６上を滑り、容易に引き
出すことが出来る。
【００３６】
　このような構成により、本形態の保管庫２は、保管箱２４内で自動的に書類の先端を揃
えることが可能である。また、保管箱２４自体が傾いているため、返し板１３から落ちて
くる書類が折れ難く、詰まりが発生し難い。
【００３７】
　また、スリット２２を設けることで、外側から目視で書類の蓄積量を知ることが可能で
ある。なお、スリット２２は必ずしも貫通孔でなくともよい。例えば、透明樹脂等の板を
取り付けた窓とすることで、より安全性が増す。
【００３８】
　さらに、保管箱２４と共に回動する蓋２６を設けることで、斜めにした場合に書類が保
管箱からこぼれることが無い。なお、蓋２６は筐体１０に保持され、保管箱２４を取り出
した際には筐体１０内に残る。
【００３９】
　またさらに、保管庫４の上下が逆になった際に、書類の導路を塞ぐ逆流防止手段を設け
ることで、保管庫４を上下逆になった場合でも、書類が逆流して投入口１１から取り出さ
れるのを防ぐことができる。例えば、図２に記載するような逆流防止弁２１を案内板１２
の下端に設けておくことで、上下逆となると弁が回動して案内板１２と返し板１３の間を
塞ぎ、保管庫２４からの書類の進路を妨げ、不正な取り出しを防止する。
【００４０】
　＜第３の実施形態＞
　次に、本考案の第３の実施形態について説明する。
【００４１】
　図４及び図５は、本考案の第３の実施形態に係る保管庫３の断面図である。図４及び図
５に示すように、本考案の第３の実施形態に係る保管庫３は、移動手段において書類の向
きが反転されない点で、第２の実施形態とは異なる。
【００４２】
　図４に示すように、返し板３３が上記実施形態のものよりも短く、その曲面が反転しな
い。従って、書類は反転されずにそのまま、一方が持ち上げられた保管箱３４内へと収め
られる。
【００４３】
　また、図５に示すように、筐体３０には投入口とは逆側に開閉扉３１が設けられている
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。保管箱３４は、水平に戻した場合に取っ手１５まで筐体３０内に収まるようになってお
り、開閉扉３１を開くことで取り出すことができる。
【００４４】
　このような構成により、本形態の保管庫３は、書類が反転されずそのまま落下するため
、詰まりが発生する虞がない。また、正面側から投入された書類を背面側から取り出すこ
とが出来るため、特に対面式のレイアウトにおいて、プライバシーに配慮した業務遂行が
可能となる。
【００４５】
　＜第４の実施形態＞
　次に、本考案の第４の実施形態について説明する。
【００４６】
　図６は、本考案の第４の実施形態に係る保管庫４の断面図である。図６に示すように、
本考案の第４の実施形態に係る保管庫４は、電動式である点で、上記各実施形態とは異な
る。
【００４７】
　保管庫４は、筐体４０内に図示しない電源と、当該電源に接続された投入センサー４７
と、蓄積センサー４８と、ロック手段として電子ロック４９と、移動手段としてのローラ
ー群４６と、これらを統括する制御部１５０と、を有している。
【００４８】
　また、保管庫４は、さらなる移動手段として筐体４０内に両側が開口したガイド４２を
有している。ガイド４２は、一方の開口が投入口４１を形成し、投入口４１に書類が投入
されると投入センサー４７がこれを感知する。投入センサー４７には、例えば光センサー
等を使用することができる。
【００４９】
　投入センサー４７が書類の投入を感知すると、制御部１５０はローラー群４６を構成す
る一対の上下ローラーを稼働させる。各ローラーは書類を挟む方向に回転し、ガイド４２
の他方の開口から筐体４０内に書類を引き込んで、返し板４３へと送る。書類が通過して
投入センサー４７が非感知状態となると、制御部１５０はローラー群４６を停止させる。
【００５０】
　また、別途書類の通過を監視する監視センサーをローラー群４６の後に設けてもよい。
また、制御部１５０は、ローラー群４６が回転を始めてから一定時間後に自動的に停止さ
せるようにしても良い。
【００５１】
　なお、ローラー群４６は、例えばゴムなどの円筒形状に中心に軸を設けたものとするこ
とができる。また、ローラーとローラーは互いに歯車で連動しても良い。さらに、ローラ
ーの円筒表面にリング状の帯を複数設けた形状として、書類と部分的に接触するような形
状としても良い。
【００５２】
　返し板４３は、ローラー群４６から送られた書類を反転させて、保管箱４４へと送る。
保管箱４４に蓄積された書類は、蓄積センサー４８によって監視される。蓄積センサー４
８が書類が一定の量蓄積したことを感知すると、制御部１５０は、図示しない通知手段に
通知を実行させる。なお、通知手段としては、例えば通知用ランプや通知音用のスピーカ
ー等が挙げられる。また、蓄積センサーの感知が解除され非感知状態とならない限り、制
御部１５０は、投入センサー４７やローラー群４６を稼働させない構成としてもよい。
【００５３】
　電子ロック４９は電子錠であり、その開閉には例えば、ＵＳＢメモリ等の補助記憶装置
や、ＰＣやタブレット、スマートフォン等の電子機器から、有線又は無線で送信すること
で解除することができる。なお、磁気カードやＩＣカード、解除コード、パスワード等に
よって解除する構成としても良い。さらに、電磁ソレノイドやモータ等により、解除と共
に自動的に保管箱が前方に飛び出してもよい。
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【００５４】
　このような構成により、本形態の保管庫４は、ローラー群４６に書類が挟まれて内部に
引き込まれるため、逆流や内部での落下の虞が無い。また、蓄積センサー４８を設けるこ
とによって書類の蓄積を一目で確認することができる。さらに、電子錠を利用することに
よってピッキングの虞もない。
【００５５】
　なお、非電動式の保管庫にローラー群４６を設けることも可能である。その場合、例え
ばローラーはクランク等による手回しとし、手動で内部に書類を引き込ませる構成として
もよい。
【００５６】
　＜第５の実施形態＞
　次に、本考案の第５の実施形態について説明する。
【００５７】
　図７は、本考案の第５の実施形態に係る保管庫５の断面図である。図７に示すように、
本考案の第５の実施形態に係る保管庫５は、返し板４３の機能をローラー群５５及びロー
ラー群５６により実現している点で、第４の実施形態とは異なる。
【００５８】
　具体的に、保管庫５は、筐体５０内のローラー群４６の後段に、さらなる移動手段とし
て通過センサー５１を有する案内板５２と、ローラー群５５と、ローラー群５６と、を有
している。ローラー群４６により引き込まれた書類は、上下一対の案内板５２の間を通り
、これを通過センサー５１が書類を感知する。通過センサー５１が感知状態となると、制
御部１６０は、ローラー群５５及びローラー群５６を稼働させる。また、通過センサーの
感知が解除され非感知状態とならない限り、制御部１６０は、投入センサー４７やローラ
ー群４６を稼働させない構成としてもよい。これにより、書類の連投による重なりや順番
の前後、よれや詰まり等が発生しない。なお、通過センサー５１が感知状態である間、制
御部１６０は、通知手段に投入が不可能であることを通知させてもよい。
【００５９】
　ローラー群５５から送られた書類はローラー群５６が引き継ぎ反転させ、保管箱４４へ
と送る。なお、ローラー群の数は必ずしもこの限りではなく、２つ以下や、３つ以上のロ
ーラー群によって書類を送る構成としてもよい。また、必ずしも書類を反転させる必要が
あるものでもない。
【００６０】
　また、ここでは各ローラー群は大小のローラーを組み合わせたものとしているが、その
位置や機能によって任意の大きさのものを組み合わせることができる。
【００６１】
　このような構成により、本形態の保管庫５は、複数のローラー群によって確実に書類が
反転し、保管箱４４内に収まる。また、連投を抑制することで、詰まりの発生を防ぐこと
も可能である。
【００６２】
　＜第６の実施形態＞
　次に、本考案の第６の実施形態について説明する。
【００６３】
　図８は、本考案の第６の実施形態に係る保管庫６の断面図である。図８に示すように、
本考案の第６の実施形態に係る保管庫６は、２つの保管庫を１つの筐体６０内に有してい
る点で、第４の実施形態とは異なる。
【００６４】
　保管庫６は、上下に２つの保管機構を有し、それぞれローラー群４６により引き込まれ
た書類は、そのまま落下して保管箱４４に蓄積される。なお、保管箱４４にはトレイ６２
が載せられており、トレイ６２ごと保管箱４４から取り外すことができる。
【００６５】
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　なお、トレイ６２は、例えばプラスチック樹脂などで成形でき、書類の滑りが良いよう
に内部は滑らかな曲線で構成されていることが望ましい。また、ここでは書類を取り出す
側（図８では左側）が、取っ手として利用可能な湾曲板面で構成されているものとする。
なお、指を挿し込む穴や凹みが設けられていてもよく、また逆側の一辺にも同様の取っ手
を設ければ、楽に持ち運ぶことができる。このようなトレイ６２が設けられていることで
、保管箱４４を全て引き出さずに、書類を取り出すことができる。
【００６６】
　また、投入口６３には書類ガイド６１が設けられており、ここに書類を載せてローラー
群４６へと書類を挿し入れることができる。
【００６７】
　なお、電子ロック４９はそれぞれに設けられているが、それぞれ独立して開閉してもよ
いし、両方が連動して開閉するような構成としてもよい。また、必ずしも両方が電子錠あ
る必要はなく、一方を鍵穴と鍵による錠としてもよい。
【００６８】
　このような構成により、本形態の保管庫６は、１つの筐体６０内に２つの保管庫を形成
することで、書類を分別して保管することが可能である。例えば、上部には作成済み書類
を、下部は廃棄書類を保管する等である。なお、ロックの解除はそれぞれ別々に行うこと
が可能であるため、間違いを減らす事が出来る。
【００６９】
　＜第７の実施形態＞
　次に、本考案の第７の実施形態について説明する。
　図９は、本考案の第７の実施形態に係る保管庫７の断面図である。図９に示すように、
本考案の第７の実施形態に係る保管庫７は、シュレッダーと組み合わせている点で、上記
実施形態とは異なる。
【００７０】
　図９に示すように、保管庫７は、保管庫部７１０と、シュレッダ部７２０と、を含んで
いる。
【００７１】
　シュレッダ部７２０は、投入された書類をローラー群７１で筐体７０内に引き込み、切
断刃７２で切断し、切断紙蓄積トレイ７３に蓄積する。保管庫部７１０は上述の保管庫６
に含まれる各保管庫と同様の構成を有している。ここでは保管庫を１つとしているが、保
管庫６のように複数含まれる構成としてもよい。
【００７２】
　このような構成により、本形態の保管庫７は、保管書類は保管庫部７１０を利用し、破
棄書類はシュレッダ部７２０を利用することで、何れの書類も仮置きせずにその場で処理
することが可能である。これにより、安全、かつ効率的な処理を行うことが可能である。
【００７３】
　以上、本考案の実施形態について説明した。なお、上記の実施形態は、本考案の要旨を
例示することを意図し、本考案を限定するものではない。本考案の技術的思想の範囲内で
さらなる様々な変形が可能である。
【００７４】
　例えば、保守や点検、補修等を目的として、保管箱にアクセスできないような位置に、
別途鍵付の扉を設けてもよい。
【００７５】
　また、各ローラーは、必ずしも一対でその間に書類を挟み込ませる必要はない。例えば
、板の上の書類を１つのローラーによって押さえ込み、書類を移動させてもよい。
【００７６】
　＜第８の実施形態＞
　次に、本考案の第８の実施形態について説明する。
【００７７】
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　図１０は、本考案の第８の実施形態に係る保管庫８の概観図である。図１０に示すよう
に、本考案の第８の実施形態に係る保管庫８は、ロック可能な書類棚と組み合わせている
点で、上記実施形態とは異なる。
【００７８】
　図１０に示すように、保管庫８は、上述の実施形態のいずれかの保管庫の機能を備える
保管庫部８１０と、ロック可能な書類棚部８２０と、を含んでいる。これらは、一体の筐
体の内部に含まれるように構成することができる。
　書類棚部８２０は、内部に棚板８２５が設けられており、各棚には、紙の書類のほか；
社員証、保険証、自動車免許証等のＩＤカード；メモリカード、ＳＤカードなど記憶装置
；現金、クレジットカード等の貴重品；などを機密に保管することができる。
【００７９】
　書類棚部８２０には、ヒンジ機構８２７aにより開閉動作可能な扉８２７が設けられて
おり、ロック部８３０の鍵により施錠することができる。
　ロック部８３０は、扉８２７が開かないようにロック可能な構造であれば、その機構は
特に限定されない。例えば、機械錠であり、鍵及び鍵穴を備えている
【００８０】
　保管庫部８１０のロック部８１２と、書類棚部８２０のロック部８３０は、それぞれ、
電動制御されてもよい。無線または有線により、制御装置からの信号を受けて、ロックの
開閉が制御されるようにしてもよい。カードキーにより開錠されるようにしてもよい。制
御装置が、カードキー内に記憶されたＩＤを読み取ると、ロック部を開錠する信号を発信
し、その信号を受けて、ロック部は、開錠する。また、ロック部８１２、８３０は、ＰＣ
（パーソナルコンピュータ）に接続することができるようにしてもよい。
【００８１】
　そして、ＰＣからの操作により、ロック部８１０、８１２を開錠することができる。例
えば、ユーザから、保管庫８１０および書類棚部８２０のロックの開錠のためのパスワー
ドを受け付け、認証に成功すると、ロックの開錠命令をロック部８１２、８３０に送信す
る。ロック部８１２、８３０は、開錠命令を受信すると開錠動作を開始し、ロックを解除
し、開錠する。
【００８２】
　本実施形態によれば、上述の保管庫の機能に加えて、簡易な書類棚が結合していること
により、機密情報が格納されたＳＤカードなども簡単に機密状態で保管することができる
　なお、第９の実施形態である、図１１に示す保管庫９のように、書類棚８２０の扉は、
ロック部８３０ａを備えた引き戸８２８であってもよい。引き戸８２８であれば、開けた
場合でも、手前のスペースを占有することがなく、狭いスペースに設置可能な保管庫とな
る。
【００８３】
　また、第１０の実施形態である、図１２に示す保管庫１０のように、書類棚部８２０は
、施錠可能なロック部９３０を備える引出し９３２を備えていてもよい。ロック部９３０
は、上述のロック部と同様に、無線または有線により、カードキーや接続されたＰＣによ
り開錠することができる。
　引出し９３２には、機密情報を記録する記録ボード９１２を格納することができる。記
録ボード９１２は、用紙一枚が貼り付けられたものであってもよいし、ノートのように用
紙が冊子になったものでもよい。この用紙に、機密情報が記録されている。記録ボード９
１２は、切断が容易でないワイヤー等により保管庫の筐体部分または引出の部位に連結し
ており、取り出して見ることはできるが、持ち出すことはできない。
　このような構成により、アクセス権のある業務担当者が機密情報を他の書類に書き写す
作業を可能とするとともに、容易に持ち出されるのを防止することができる。
【００８４】
　業務の合間に機密文書を一時的に放置しておきたい場合があるが、毎度、金庫に仕舞う
のは煩わしい。本実施形態の保管庫は簡易な構成であるため小型化できるので、担当者ご
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とまたは複数人のグループごとに１台の保管庫を設置するなどが可能である。そして、業
務の合間に機密文書を一時的に機密状態にすることが容易である。
【００８５】
　さらに、各実施形態及び変形例は、自由に組み合わせることが可能である。例えば、保
管庫部とシュレッダー部と書類棚部を全て備える保管庫であってもよい。これらの機能部
を一体の筐体に含ませるように形成されていてもよい。
【符号の説明】
【００８６】
１・２・３・４・５・６・７：保管庫、１０：筐体、１１：投入口、１２：案内板、１３
：返し板、１４：保管箱、１５：取っ手、１６：鍵穴、１７：鍵、１８：ローラー、２１
：落下防止弁、２２：スリット、２３：回転機構、２４：保管箱、２５：回転ロック機構
、２６：レール、２６：蓋、３０：筐体、３１：開閉扉、３３：返し板、３４：保管箱、
４０：筐体、４１：投入口、４２：ガイド、４３：返し板、４４：保管箱、４６：ローラ
ー群、４７：投入センサー、４８：蓄積センサー、４９：電子ロック、５０：筐体、５１
：通過センサー、５２：案内板、５５：ローラー群、５６：ローラー群、６０：筐体、６
１：書類ガイド、６２：トレイ、６３：投入口、７０：筐体、７１：ローラー群、７１０
：保管庫部、７２：切断刃、７２０：シュレッダ部、７３：切断紙蓄積トレイ、１５０：
制御部、１６０：制御部、書類棚部８２０、記録ボード９１２。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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