
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ケーシングと、
　このケーシングの表面側に出退自在に設けられた複数の押しボタンと、
　この各押しボタンに対応して前記ケーシング内に設けられ、その対応する押しボタンを
押動操作すると前記ケーシングの表裏方向裏側へ移動する解錠用及び非解錠用の複数のタ
ンブラと、
　この各タンブラの移動方向と直交する方向に移動自在となるように前記ケーシング内に
設けられ、解錠用のタンブラのみが前記押しボタンで押動操作されることで前記ケーシン
グ内での解錠方向への移動が許容されるスライダと、
　前記ケーシングの表面側に回動自在に設けられ、その回動中心に対して同軸心状に配置
された駆動ギヤをケーシング内に有するドア開閉用の操作部材と、
　前記駆動ギヤをサンギヤとして有するとともにこのサンギヤに 遊星ギヤの公転
運動によって前記スライダを解錠方向へ移動させる遊星ギヤ機構と
　

押しボタン錠。
【請求項２】
　前記スライダ 前記駆動ギヤ 逃げ凹部が
形成されている請求項１に記載の押しボタン錠。
【請求項３】
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噛合する
を備え、

前記遊星ギヤが、当該遊星ギヤの前記サンギヤに対する公転範囲が前記スライダの移動
範囲と重なるように配置されていることを特徴とする

における 側の縁部に、その駆動ギヤ側に開口する



　前記遊星ギヤ機構は、
　前記サンギヤが噛合する固定の内歯を有する、前記ケーシング内に設けられた固定フレ
ームと、
　前記サンギヤ及び前記内歯に噛合して当該サンギヤの周りを自転しながら公転する複数
の 遊星ギヤと、
　この各遊星ギヤ その各遊星ギヤを自転自在に保持
するとともに、前記スライダに当接する当接部を有する保持部材と、
　を備えている請求項１または２に記載の押しボタン錠。
【請求項４】
　前記各タンブラをもとの非押動操作位置に戻すための付勢部材と、
　その各タンブラを押動操作位置に保持するための位置決め部を有しかつ前記スライダと
同じ方向に となるように前記ケーシング内に設けられたクリア作動体と、
　前記操作部材の回動中心に対して同軸心状となるように前記ケーシング内に設けられ、
当該操作部材の回動動作に従って前記クリア作動体を作動するカム部材と、
　を備えている請求項１～３のいずれかに記載の押しボタン錠。
【請求項５】
　前記カム部材には、前記クリア作動体に当接してこれを作動させるカム面が左右対称状
に形成されている請求項４に記載の押しボタン錠。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ドアなどに用いられ、複数の押しボタンを備えた押しボタン錠に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えばドアを施錠する施錠装置には、鍵を不要とする解錠コード入力式の押しボタン錠
が提供されている。このような押しボタン錠では、互いに異なる数字等が表示された複数
の押しボタンがケーシングに対し出退自在に設けられており、これらのボタンのうち上記
コードに一致したボタンのみが押動操作されたときに、この押しボタン錠は解錠するよう
になっている（例えば、下記特許文献１参照。）。
【０００３】
　具体的には、上記のような従来の押しボタン錠は、そのケーシングの外側で回動可能に
取り付けられたドアノブなどのドア開閉用の操作部材と、ケーシング内で前記操作部材に
同軸心状に取り付けられた駆動ギヤと、上記複数の押しボタン毎に設けられ、対応する押
しボタンへの押動操作にしたがってケーシング内をその裏側に移動する複数個のタンブラ
とを備えている。また、この押しボタン錠には、ケーシング内でタンブラの移動方向と直
交する方向に移動自在に設けられるとともに、各タンブラと係合可能な凸部を内周側に形
成した枠板状のスライダと、操作部材の回動動作に伴って回動する上記駆動ギヤの回動運
動をスライダの直線運動に変換する伝動機構とを備えたロック機構が設けられており、タ
ンブラとスライダ凸部とが係合することで当該押しボタン錠は施錠状態で維持される。
　一方、上記解錠コードに一致した押しボタン及びこれに接続されたタンブラのみが押動
操作されると、全てのタンブラとスライダ凸部との係合状態が解かれて、スライダが移動
可能となり、ロック機構は操作部材に対するロック状態を解除する。すなわち、スライダ
が伝動機構を介して伝達される操作部材への操作力（回動力）にしたがってスライド移動
し、これによって押しボタン錠はドアが開かれるのを許容する。尚、このような押しボタ
ン錠では、クリアボタンが設けられており、押しボタンが誤って押動操作されたときなど
の場合にその誤操作をクリアできるようになっている。
【０００４】
【特許文献１】特許第２６３８４７６号公報（第３頁、図４）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
　しかしながら、上記のような従来ボタン錠では、半円弧状のセクタギヤが上記駆動ギヤ
とスライダとの間に配置されており、このセクタギヤを介在させて駆動ギヤの回動運動を
スライダ側に伝達していた。このため、このセクタギヤがじゃまになってスライダの移動
範囲を駆動ギヤに近づけることが困難であり、駆動ギヤとスライダとの間の距離を小さく
することが難しく、ケーシングの外形寸法を小さくすることも困難であった。この結果、
押しボタン錠のコンパクト化を行い難いことがあった。
【０００６】
　上記のような従来の問題点に鑑み、本発明は、外形寸法を小さくしてコンパクト化を図
ることができる押しボタン錠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】
【０００７】
　本発明の押しボタン錠は、ケーシングと、このケーシングの表面側に出退自在に設けら
れた複数の押しボタンと、この各押しボタンに対応して前記ケーシング内に設けられ、そ
の対応する押しボタンを押動操作すると前記ケーシングの表裏方向裏側へ移動する解錠用
及び非解錠用の複数のタンブラと、この各タンブラの移動方向と直交する方向に移動自在
となるように前記ケーシング内に設けられ、解錠用のタンブラのみが前記押しボタンで押
動操作されることで前記ケーシング内での解錠方向への移動が許容されるスライダと、前
記ケーシングの表面側に回動自在に設けられ、その回動中心に対して同軸心状に配置され
た駆動ギヤをケーシング内に有するドア開閉用の操作部材と、前記駆動ギヤをサンギヤと
して有するとともにこのサンギヤに 遊星ギヤの公転運動によって前記スライダを
解錠方向へ移動させる遊星ギヤ機構と

ことを特
徴とするものである。
【０００８】
　上記のように構成された押しボタン錠では、スライダを解錠方向に移動させる遊星ギヤ
機構の遊星ギヤが、

ので、上記従来例と異なり、そのスライダの移動範囲を駆動ギ
ヤに近づけることができる。この結果、駆動ギヤとスライダとの間の距離を小さくするこ
とができ、ケーシングの外形寸法も小さくすることができる。
【０００９】
　また、上記押しボタン錠において、前記スライダ 前記駆動ギヤ

逃げ凹部が形成されていることが好ましい。
　この場合、上記逃げ凹部を形成していない場合に比べて、スライダと駆動ギヤとの間の
距離及びケーシングの外形寸法をさらに小さくすることができる。
【００１０】
　また、上記押しボタン錠において、前記遊星ギヤ機構は、前記サンギヤが噛合する固定
の内歯を有する、前記ケーシング内に設けられた固定フレームと、前記サンギヤ及び前記
内歯に噛合して当該サンギヤの周りを自転しながら公転する複数の遊星ギヤと、この各遊
星ギヤ その各遊星ギヤを自転自在に保持するととも
に、前記スライダに当接する当接部を有する保持部材とを備えることが好ましい。
　この場合、保持部材が遊星ギヤとともにサンギヤの周りを公転したときに上記当接部が
スライダに当設して当該スライダを解錠方向へ移動させる。これにより、上記内歯を有す
る固定フレームに代えて、遊星ギヤの外周外方でこの遊星ギヤと噛合する歯を備えた回転
フレームに上記当接部を設け、かつサンギヤの回動動作にて遊星ギヤ及び回転フレームの
順番で回動させた後、スライダを回転フレームの当接部との当接によって駆動する場合に
比べて、サンギヤと当接部との間に存在するギヤ噛合部でのがたつきの発生を抑えてスラ
イダを駆動することができ、スライダをスムーズに動かすことができる。
【００１１】
　また、上記押しボタン錠において、前記各タンブラをもとの非押動操作位置に戻すため
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を備え、前記遊星ギヤが、当該遊星ギヤの前記サン

ギヤに対する公転範囲が前記スライダの移動範囲と重なるように配置されている

当該遊星ギヤのサンギヤに対する公転範囲がスライダの移動範囲と重
なるように配置されている

における 側の縁部に、そ
の駆動ギヤ側に開口する

の公転方向の間隔が一定となるように



の付勢部材と、その各タンブラを押動操作位置に保持するための位置決め部を有しかつ前
記スライダと同じ方向に となるように前記ケーシング内に設けられたクリア作動
体と、前記操作部材の回動中心に対して同軸心状となるように前記ケーシング内に設けら
れ、当該操作部材の回動動作に従って前記クリア作動体を作動するカム部材とを備えても
よい。
　この場合、上記押しボタンが誤って押動操作されたときなどの場合において、カム部材
が操作部材の回動動作に従って上記クリア作動体を作動し、付勢部材がタンブラをその非
押動操作位置に戻すクリア動作を行わせる。従って、前記クリア動作を行わせるための専
用のクリアボタンの設置を省略することができ、押しボタン錠のコスト低減を図ることが
できる。
【００１２】
　また、上記押しボタン錠において、前記カム部材には、前記クリア作動体に当接してこ
れを作動させるカム面が左右対称状に形成されていることが好ましい。
　この場合、カム部材のカム面が左右対称状に設けられているので、上記操作部材が右回
りまたは左回りに回動動作する２種類の押しボタン錠双方に当該カム部材を適用すること
ができ、これら異なる押しボタン錠での部品共用化を行ってコスト低減を図ることができ
る。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、駆動ギヤとスライダとの間の距離を小さくしてケーシングの外形寸法
も小さくすることができるので、押しボタン錠の外形寸法を小さくすることが可能となり
、当該押しボタン錠のコンパクト化を容易に図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明の押しボタン錠を示す好ましい実施形態について図面を参照しながら説明
する。尚、以下の説明では、本発明の押しボタン錠を、例えば家屋の玄関ドアに適用した
場合について説明する。
　図１は本発明の一実施形態に係る押しボタン錠の取付状態を示す側面図であり、図２の
（ａ）及び（ｂ）はそれぞれ上記押しボタン錠を室外側及び室内側から見た外観図である
。図１及び図２において、本実施形態の押しボタン錠１は、ドアＤの室外側に設置された
ケーシング２と、同ドアＤの室内側に取り付けられた飾り蓋３とを備えている。上記ケー
シング２には、複数、例えば二列六段に配置された合計１２個の押しボタン４と、室外側
からドアＤを開閉するための室外ノブ５とが設けられている。また、飾り蓋３には、室内
側からドアＤを開閉するための室内ノブ６と、当該飾り蓋３の側面に形成された開口部か
らドア枠ＤＷ側に突出した板状のラッチ部材７とを具備している。また、ケーシング２と
飾り蓋３とは、ドアＤを室内側から貫通する取付ボルト８ａ、８ｂによりドアＤの室内外
で対応する位置に固定されている。
【００１５】
　上記室外ノブ５及び室内ノブ６は、それぞれ室外側及び室内側に突出するよう構成され
たつまみ部５ａ及び６ａを備えたものであり、対応するケーシング２及び飾り蓋３に回動
可能に取り付けられている。また、これらノブ５、６は、室内外において同軸心状に配置
されており、ドアＤを貫通配置されたラッチ駆動軸９の一端部側及び他端部側に連結され
ている。また、このラッチ駆動軸９には、飾り蓋３内で上記ラッチ部材７が接続されてお
り、当該駆動軸９が室外ノブ５または室内ノブ６の回動動作に応じて回動することにより
、ラッチ部材７を飾り蓋３内側に引き込むようになっている。これにより、ラッチ部材７
は、その突出端部がドア枠ＤＷに固定されたラッチ受け金具１０の枠体状の受け部１０ａ
に係合した係合状態（図２（ｂ）に図示）からこの係合状態が解除されるよう飾り蓋３内
側に移動されて、ドアＤが開かれるのを許容する。
　また、室外ノブ５及び室内ノブ６のうち、室外ノブ５は、後述のロック機構によってそ
の回動動作がロックされるドア開閉用の操作部材を構成するものであり、後に詳述するよ
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うに、その回動中心に対して同軸心状に配置された回動体及び駆動ギヤを有している。そ
して、上記ロック機構が、室外ノブ５の回動動作をロックすることにより、ラッチ駆動軸
９の回動及びこれに伴うラッチ部材７の移動を阻止して、押しボタン錠１はドアＤの施錠
状態を維持する。一方、室内ノブ６は、ロック機構の動作状態に関わらず、ラッチ駆動軸
９及びラッチ部材７を順次回動させるよう構成されており、随時ドアＤを施錠または解錠
状態にすることが可能となっている。
【００１６】
　上記複数の各押しボタン４は、図３乃至図５も参照して、ケーシング２の表面側に出退
自在に設けられたものであり、押しボタン錠１を解錠状態とするための解錠コードをデジ
タル入力できるよう構成されている。すなわち、各押しボタン近傍のケーシング２の表面
には、その押しボタンへの押動操作に伴って解錠コードとして入力される数字（０～９）
またはアルファベット（Ａ、Ｂ）が刻印され表示されている。
　また、各押しボタン４には、ケーシング２内をその表裏方向（図３の左右方向）に移動
可能に設けられたタンブラ１２が連結されている。これらの各タンブラ１２は、対応する
押しボタン４への押動操作に応じて、ケーシング２内の非押動操作位置から当該ケーシン
グ２の表裏方向裏側の押動操作位置に移動され、当該押動操作位置で保持されるよう構成
されている。また、タンブラ１２には、上記解錠コードを構成するための解錠用のタンブ
ラ１２ａと、ロック機構１１でのロック状態を維持するための非解錠用のタンブラ１２ｂ
とが含まれており、押しボタン錠１では、予め設定された解錠コードが正確に入力された
場合、すなわち解錠用タンブラ１２ａのみを押しボタン４によって押動操作位置に移動さ
せた場合にのみ上記ロック機構１１によるロック状態が解除されるようになっている。
【００１７】
　上記ロック機構１１は、図３乃至図５に示すように、ケーシング２の長手方向（図３の
上下方向）に延設されたクリア作動体１３の案内溝１４が幅方向中央に形成されるととも
に、この溝１４の両側に形成された複数のタンブラ挿通孔１５を有する基板１６を備えて
いる。この基板１６は、上記ケーシング２のケース本体２ａに対しボルト３０ａ、３０ｂ
により着脱自在に取り付けられている。尚、これらの各ボルト３０ａ、３０ｂが螺合され
るボルト穴は、上記取付ボルト８ａ、８ｂが通されるボルト穴２ａ１、２ａ２とケーシン
グ幅方向で平行な位置に形成されている。
　また、ロック機構１１には、基板１６に対して、上記長手方向でケーシング２の上側（
図３の上側）にスライド移動可能に、かつ当該基板１６の室外側に摺動可能に配置された
スライダ１７と、上記室外ノブ５への回動操作に応じてスライダ１７を移動させる伝動機
構としての遊星ギヤ機構１８と、スライダ１７に室外側で重合されたタンブラ支持台１９
と、基板１６の室内側に形成された開口部分を施蓋する裏蓋２０とが設けられている。
【００１８】
　上記複数の各タンブラ挿通孔１５には、タンブラ１２が室内外方向（図３の左右方向）
に移動自在に挿通されており、さらに、これらの各タンブラ１２はタンブラ支持台１９に
設けた挿通孔１９ａにも移動自在に挿通されている。
　上記スライダ１７は、全てのタンブラ挿通孔１５を取り囲めるように構成された板状の
枠体にて形成されたものであり、ケーシング２の上板との間に介装された圧縮バネ２１に
よって遊星ギヤ機構１８側に常時付勢された状態で、遊星ギヤ機構１８によって上記長手
方向に動かされるようになっている。また、このスライダ１７の内周左右両縁部には、各
タンブラ１２の幅方向一方側に対して係脱可能に構成された凹部１７ａ及び凸部１７ｂが
スライド方向に連続して形成されている。さらに、スライダ１７は、コイルバネ２２で室
外側に付勢されたピン２３により支持されており、このため、タンブラ１２が押動時にス
ライダ１７に接触しても当該スライダ１７はコイルバネ２２に抗して室内側に移動する。
これにより、タンブラ１２とスライダ１７との接触に伴う押しボタン４の押動感触の変化
によって解錠コードが察知されるのを困難にしている。
【００１９】
　上記クリア作動体１３は、基板１６の案内溝１４内で上記スライダ１７と同じ方向（す
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なわち、上記長手方向）に摺動自在に設けられたものであり、タンブラ１２をその押動操
作位置で保持する保持機能、及び長手方向に移動することにより押動操作位置で保持され
たタンブラ１２をその非押動操作位置に戻すクリア機能が付与されている。つまり、クリ
ア作動体１３の室内側には、位置決め部としての二股状の位置決めバネ２４がタンブラ１
２毎に設けられており、当該位置決めバネ２４が押動操作位置に移動されたタンブラ１２
を保持する（図７も参照。）。
　また、クリア作動体１３は、ケーシング２内で二列に並ぶタンブラ１２間に配置されて
おり、ケーシング２の上板との間に介装された下降バネ２５により、上記スライダ１７と
は独立して上記長手方向下側に常時付勢されている。また、このクリア作動体１３の下端
部１３ａには、図３に示すように、室外側に延設されてスライダ１７の内周下縁部と当接
することで当該スライダ１７に対して係止される係止部分と、この係止部分から遊星ギヤ
機構１８側に延ばされた延設部分が設けられている。そして、この下端部１３ａが、ケー
シング２内で室外ノブ５の上記回動体２８に設けられた後述のカム部材４０と接触するこ
とにより、クリア作動体１３は上記長手方向上側に移動されて、位置決めバネ２４により
保持しているタンブラ１２を非押動操作位置に移動させる。
【００２０】
　図５及び図６に示すように、上記タンブラ１２の幅方向一方側には、スライダ１７の凹
部１７ａ及び凸部１７ｂと係脱するロック部１２ｃと解除溝１２ｄとが凹凸状に形成され
ている。また、タンブラ１２の幅方向他方側には、位置決めバネ２４の先端掛止部２４ａ
に掛止される係止部１２ｅが形成されている。各タンブラ１２は、その係止部１２ｅが形
成されている側をケーシング２中央側に向けるようにして上記タンブラ挿通孔１５に装填
されている。
　また、各タンブラ１２の上記裏蓋２０側には、当該タンブラ１２をケーシング２表面側
に付勢する付勢部材としての戻しバネ２７を収納したバネ収納部２６が形成されており、
各タンブラ１２は、対応する戻しバネ２７によって上記表面側に常時付勢されている。こ
れにより、図５の右側のタンブラ１２ａに示すように、連結された押しボタン４に押動操
作されると、その係止部１２ｅが位置決めバネ２４の先端掛止部２４ａに掛止されて、押
動操作位置で当該タンブラ１２ａは戻しバネ２７の付勢力に抗して維持されているが、ク
リア作動体１３を上記長手方向上側に移動させると位置決めバネ２４との係合が解かれて
、図５の左側のタンブラ１２ｂに示すように、戻しバネ２７によってケーシング２の表面
側に押し出されて非押動操作位置に復帰する。
【００２１】
　また、各タンブラ１２のうち、上記解錠用のタンブラ１２ａでは、図６（ａ）に示すよ
うに、解除溝１２ｄの方がロック部１２ｃよりもケーシング２表面側に形成されている。
このため、この解錠用タンブラ１２ａが押動操作位置にあるときには、その解除溝１２ｄ
がスライダ１７の枠内に位置して、スライダ凸部１７ｂが当該タンブラ１２ａと接触しな
くなる。一方、このタンブラ１２ａが非押動操作位置にあるときには、そのロック部１２
ｃがスライダ凹部１７ａに入り込んでスライダ凸部１７ｂと係合することにより、同スラ
イダ１７の上記長手方向上側へのスライド移動を規制する。
　また、上記非解錠用のタンブラ１２ｂでは、図６（ｂ）に示すように、ロック部１２ｃ
の方が解除溝１２ｄよりもケーシング２表面側に形成されている。このため、この非解錠
用タンブラ１２ｂが押動操作位置にあるときには、そのロック部１２ｃがスライダ１７の
枠内に位置してスライダ凹部１７ａに入り込み、スライダ凸部１７ｂと係合することにて
同スライダ１７の長手方向上側へのスライド移動を規制する。一方、このタンブラ１２ｂ
が非押動操作位置にあるときには、その解除溝１２ｄがスライダ１７の枠内に位置して、
スライダ凸部１７ｂが当該タンブラ１２ｂと接触しなくなる。
【００２２】
　以上のように、上記ロック機構１１では、いずれか一つのタンブラロック部１２ｃがス
ライダ凸部１７ｂと係合することにより、当該スライダ１７のスライド移動を係止する。
　また、タンブラロック部１２ｃとスライダ凸部１７ｂとの全ての係合状態が解除された
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とき、つまり解錠用のタンブラ１２ａのみが対応する押しボタン４で押動操作されたとき
のみ、タンブラ１２は同スライダ１７のケーシング２内での解錠方向（上記長手方向上側
）への移動を許容する。
【００２３】
　上記各押しボタン４は、図３及び図５に示すように、有底筒状に形成されたケース４ａ
と、このケース４ａ内に取り付けられた復帰バネ４ｂとを備えている。この復帰バネ４ｂ
の一端部はケース４ａの底面に接続され、他端部は上記タンブラ支持台１９の室外側に突
設した突片２９（図５）に接続されている。これにより、押しボタン４を押動操作しこの
ボタン４に連結されたタンブラ１２を押動操作位置に移動させた後は、当該押しボタン４
だけがその復帰バネ４ｂによってケーシング２の表面側の元の位置に自動的に復帰する。
【００２４】
　上記遊星ギヤ機構１８は、図８も参照して、ケーシング２内で室外ノブ５の上記駆動ギ
ヤを兼用したサンギヤ３１と、このサンギヤ３１のケーシング２の長手方向上側及び下側
に配置されて当該サンギヤ３１と噛合する遊星ギヤ３２ａ、３２ｂとを備えている。また
、遊星ギヤ機構１８には、サンギヤ３１の外周外方に固定されたリング状の固定フレーム
３３（図４）に設けられるとともに上記遊星ギヤ３２ａ、３２ｂにそれぞれ噛み合う固定
の内歯３３ａ、３３ｂと、遊星ギヤ３２ａ、３２ｂを自転自在に保持する保持部材を構成
するギヤ案内３４及びギヤ蓋３５とが設けられている。そして、この遊星ギヤ機構１８で
は、各遊星ギヤ３２ａ、３２ｂが室外ノブ５に応動するサンギヤ３１の回動動作に伴って
当該サンギヤ３１及び対応する上記内歯３３ａ、３３ｂと噛み合うことにより、ギヤ案内
３４及びギヤ蓋３５に保持された状態で、サンギヤ３１の周りを自転しながら、これらの
ギヤ案内３４及びギヤ蓋３５とともに公転するようになっている。
【００２５】
　また、遊星ギヤ機構１８では、図４に示すように、上記内歯３３ａ、３３ｂは、室外ノ
ブ５の回動範囲を基に固定フレーム３３に設けられており、その室外ノブ５に応動する遊
星ギヤ３２ａ、３２ｂの各公転範囲に対応して形成されている。
　また、遊星ギヤ機構１８では、同図に示すように、上側の遊星ギヤ３２ａはそのサンギ
ヤ３１に対する公転範囲がスライダ１７の移動範囲に重なるように配置されており、上記
スライダ１７の下端部をサンギヤ３１の回動軸近くまで延設している。
　また、このスライダ１７の下端部 には、同図に示すように、
サンギヤ３１側 半円弧状の逃げ凹部１７ｃが設けられており、このスライダ下
端部を当該サンギヤ３１に極力近接して配置できるよう構成されている。
【００２６】
　上記サンギヤ３１の室内側端部は、ギヤ案内３４及び基板１６にそれぞれ形成された貫
通孔３４ａ、１６ａを通して室内側に引き出されており、この端部中心部に形成された扇
形状の連結孔（図４）に上記ラッチ駆動軸９の一端部がその回転方向で遊びをもって接続
されている。一方、サンギヤ３１の室外側端部は、ギヤ蓋３５に形成された挿通孔３５ａ
を通して上記室外ノブ５側に突出されている。そして、このサンギヤ３１の室外側端部に
は室外ノブ５の回動体２８が連結されており、サンギヤ３１は室外ノブ５と一体的に回動
して上記駆動ギヤとして機能するようになっている。
【００２７】
　上記ギヤ案内３４には、図９も参照して、サンギヤ３１用の上記貫通孔３４ａと、遊星
ギヤ３２ａ、３２ｂの室内側端部がそれぞれ取り付けられる取付孔３４ｂ、３４ｃとが一
直線上に形成されており、これらのギヤ３１、３２ａ、３２ｂの各噛み合い部を当該ギヤ
案内３４の内部に配置する配置スペース３４ｆ、３４ｇ、３４ｈが確保されている。また
、遊星ギヤ３２ａ、３２ｂの各室外側端部は、ギヤ蓋３５に形成された取付孔３５ｂ、３
５ｃ（図８）に挿入されており、各遊星ギヤ３２ａ、３２ｂがサンギヤ３１の回動動作に
伴いギヤ案内３４及びギヤ蓋３５の間で自転し、かつこれらギヤ案内３４及びギヤ蓋３５
とともに公転するようになっている。
　また、ギヤ案内３４には、室外ノブ５の回動運動に応じて上記ロック機構１１のロック
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状態を解除するための解除ピン３６が取り付けられる取付孔３４ｄ、３４ｅが設けられて
いる。この解除ピン３６は、上記スライダ１７に当接する当接部を構成するものであり、
ギヤ案内３４が遊星ギヤ３２ａ、３２ｂの公転運動に従ってスライダ１７の下端面に当接
し当該スライダ１７を駆動可能に構成されている。
【００２８】
　詳細には、この解除ピン３６は、室外ノブ５での押しボタン錠１を解錠するための回動
動作の方向を基に上記取付孔３４ｄ、３４ｅのうち、いずれか一方の取付孔３４ｄ、３４
ｅに設置されるものであり、例えば当該ボタン錠１の解錠方向が室外ノブ５を時計方向回
り（室外側から見て右回り方向）に回動させる方向であるときには、図９（ｃ）に示すよ
うに、室外側から見て左側の取付孔３４ｄにのみ装着される。
　また、上記解除ピン３６の室内側端部は、基板１６に形成された長孔４２（図４）に通
されており、当該ピン３６がギヤ案内３４とともに回動したときに上記長孔４２によって
案内されるようになっている。
　また、この解除ピン３６の室外側端部は、上記ギヤ蓋３５に形成された貫通孔（図示せ
ず）内を挿通されており、さらにこのピン３６の室外側端部は、図４に示したように、上
記スライダ１７の下端部に近接配置されている。これにより、遊星ギヤ機構１８では、室
外ノブ５に加えられた解錠方向への操作力が回動体２８を介してサンギヤ３１に伝えられ
ると、遊星ギヤ３２ａ、３２ｂがサンギヤ３１からの回動力により内歯３３ａ、３３ｂに
沿って室外ノブ５と同方向に回動（公転）し、この回動に伴ってギヤ案内３４及びギヤ蓋
３５も同方向に回動（公転）することにより、解除ピン３６がスライダ１７の下端部に当
接して、当該スライダ１７をケーシング２上側への直線運動を行わせることができる。
【００２９】
　上記回動体２８は、図８及び図１０を参照して、回動芯材３７と、この回動芯材３７が
組付けられた筒状の軸受け部３８と、この軸受け部３８に巻き付けられた巻きバネ３９と
を備えており、室外ノブ５のつまみ部５ａへの操作に応じて回動するようになっている。
また、上記軸受け部３８の室外側には、室外ノブ５の内部に配置されたバネによって付勢
されたボール（図示せず）を受け止めるボール受けリング４１ａ、４１ｂが設けられてい
る。
　上記回動芯材３７の室外側端部は、軸受け部３８に形成された組付孔を挿通して室外ノ
ブ５にスプライン結合されている。また、この回動芯材３７の室内側端部は、サンギヤ３
１の室外側端部に形成されたスプライン穴に結合されて室外ノブ５への回転操作に応じて
サンギヤ３１を駆動するよう構成されている。また、上記巻きバネ３９の自由端はケーシ
ング２の内面に掛止されており、室外ノブ５はこの巻きバネ３９の弾性力によって回動操
作後原状復帰されるようになっている。
【００３０】
　また、回動体２８には、その軸受け部３８の室内側に上記カム部材４０が同軸心状に設
けられている。このカム部材４０は、室外ノブ５の回動動作に従って上記クリア作動体１
３を作動するものであり、図１０に示すように、そのほぼ中心部分にサンギヤ３１の室外
側端部を挿通可能な挿通孔４０ａが形成された板材により構成されている。また、このカ
ム部材４０には、同図に示すように、例えば取付孔４０ｂが３箇所形成されており、各取
付孔４０ｂに軸受け部３８の室内側に設けられた突起３８ａが通された状態で、カム部材
４０は回動体２８に組み付けられている。
　また、カム部材４０のケーシング２上側には、上記クリア作動体１３の下端部１３ａに
当接可能な円弧状のカム面４０ｃ、４０ｄが左右対称状に設けられており、室外ノブ５が
左回り及び右回りのいずれかの方向に回動されたときに、対応する一方のカム面４０ｃ、
４０ｄが上記下端部１３ａに当たってクリア作動体１３をケーシング２上側に移動させる
。これにより、カム部材４０は、不正確な上記解錠コードが入力操作されて押動操作位置
に誤って保持されているタンブラ１２をその非押動操作位置に戻す、押しボタン４への誤
操作解除を行えるようになっている。また、カム部材４０は、正確な解錠コードが入力さ
れて上記解錠用タンブラ１２ａのみが押動操作位置で保持されているときに、室外ノブ５
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への解錠操作に応じてクリア作動体１３を作動して、その室外ノブ５の原状復帰とともに
、解錠用タンブラ１２ａを非押動操作位置に自動的に戻して押しボタン錠１を施錠状態に
することも可能に構成されている。
【００３１】
　以上のように構成された本実施形態の押しボタン錠１では、上記遊星ギヤ機構１８にお
いて、上側の遊星ギヤ３２ａの公転範囲とスライダ１７の移動範囲とを重ねることにより
、上記スライダ１７の下端部をサンギヤ３１の回動軸近くまで延設している。この結果、
セクタギヤを用いた上記従来例に比べて、スライダ１７の移動範囲をサンギヤ（駆動ギヤ
）３１に近づけることができ、ケーシング２の外形寸法を小さくすることができる。それ
ゆえ、押しボタン錠１の外形寸法も小さくすることが可能となって、押しボタン錠１のコ
ンパクト化を容易に図ることができる。また、このように、外形寸法が小さいコンパクト
な押しボタン錠を構成することができるので、従来品では適用し難かった小形の扉などに
も本実施形態の押しボタン錠１を施錠装置として使用することが可能となるとともに、コ
ンパクトな構成としていることから押しボタン錠１のコスト低減も容易に行うことができ
る。尚、押しボタン４の設置数が同数の押しボタン錠で比較した場合、本実施形態品では
、従来品に比べて２０ｍｍ以上外形寸法を短くできることが確認されている。
【００３２】
　また、本実施形態では、スライダ１７の下端部に逃げ凹部１７ｃを設けてスライダ下端
部をサンギヤ３１に極力近接して配置しているので、スライダ１７とサンギヤ３１との間
の距離及びケーシング２の外形寸法をさらに小さくすることができる。
　また、本実施形態では、上記遊星ギヤ機構１８において、遊星ギヤ３２ａ、３２ｂをサ
ンギヤ３１と内歯３３ａ、３３ｂとの間で当該サンギヤ３１の周りを回動させることによ
り、解除ピン３６をスライダ１７に当接させ当該スライダ１７を駆動している。一方、解
除ピンとの当接により、スライダを直線運動させる構成には、遊星ギヤを固定位置で回動
自在に設け、かつ解除ピンが取り付けられた外周ギヤを回動可能に設置し、サンギヤ、遊
星ギヤ、及び外周ギヤの順番で回動させることで当該解除ピンによりスライダを直線的に
動かすことも考えられる。しかしながら、このように構成した場合には、本実施形態品に
比べて、その遊星ギヤ機構内のギヤ噛合部でのがたつきの発生が大きくなる。これに対し
て、本実施形態品では、遊星ギヤ機構１８内のギヤ噛合部でのがたつきの発生をはるかに
抑えることができ、スライダ１７をスムーズに動かすことが可能となって室外ノブ５の操
作性を高めることができる。
【００３３】
　また、本実施形態では、クリア作動体１３の下端部１３ａに当接可能なカム部材４０を
室外ノブ５の回動体２８に設けているので、押動操作位置に保持されているタンブラ１２
を非押動操作位置に戻すための専用のクリアボタンの設置を省略することができ、押しボ
タン錠１のコスト低減を図ることができる。また、この従前のクリアボタンを使用したも
のでは、そのボタンに接続されたバネの弾性力などにより、タンブラのクリア動作を行い
難いことがあった。これに対して、本実施形態品では、室外ノブ５への回動操作に伴うカ
ム部材４０の回動運動でクリア動作が行われるので、当該クリア動作を容易に行わせるこ
とができる。
　また、本実施形態では、上記下端部１３ａに当接するカム面４０ｃ、４０ｄが、左右対
称状に設けられているので室外ノブ５が右回りまたは左回りに回動動作する２種類の押し
ボタン錠双方にカム部材４０を適用することができる。したがって、これら異なる押しボ
タン錠での部品共用化を行ってコスト低減を図ることができる。
【００３４】
　尚、上記の説明では、玄関ドアに適用した場合について説明したが、本発明の押しボタ
ン錠は、操作部材側の駆動ギヤをサンギヤとするとともに、このサンギヤに対する公転範
囲が前記スライダの移動範囲と重なるように配置された遊星ギヤを有する遊星ギヤ機構を
用いたものであればよく、屋内に設けられた扉などを施錠する施錠装置として用いてもよ
い。また、押しボタンの設置数やその配列方法などは、上記のものに何等限定されるもの
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ではなく例えば複数の押しボタンが一列に配置されたものにも適用することができる。ま
た、２個の遊星ギヤを用いた伝動機構について説明したが、遊星ギヤの設置数はこれに限
定されるものではない。但し、遊星ギヤの設置数を増加するにつれて、伝動機構での動作
をより安定な状態で行わせることが可能となるが、遊星ギヤなどを小型化して高精度に製
作することが要求される。それゆえ、２個程度の遊星ギヤを伝動機構に組込む場合の方が
好ましい。
【００３５】
　また、上記の説明では、室内側に配置される飾り蓋にラッチ部材を設けて施錠する構成
について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えばドアの側端面から
出退自在に設けられたドアラッチに駆動ギヤを接続し、操作部材の回動動作に応じて当該
ドアラッチを駆動するものでもよい。また、上記の説明では、つまみ部を有する操作部材
について説明したが、操作部材の構成・形状はこれに限定されるものではなく、例えば片
手で回動操作されるレバーを有する操作部材や上記サンギヤを回動するための鍵が挿入さ
れる鍵穴を有する操作部材を使用することもできる。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本発明の一実施形態に係る押しボタン錠の取付状態を示す側面図である。
【図２】（ａ）及び（ｂ）は、それぞれ上記押しボタン錠を室外側及び室内側から見た外
観図である。
【図３】図１に示したケーシング内部の要部構成を示す拡大縦断面図である。
【図４】上記ケーシング内部を室内側から見たときの要部構成を示す拡大平面図である。
【図５】図４のＶ－Ｖ線断面図である。
【図６】（ａ）及び（ｂ）は、それぞれ図５に示した解錠用及び非解錠用のタンブラの正
面図である。
【図７】上記タンブラと図５に示したクリア作動体との関係を示す斜視図である。
【図８】図３に示した操作部材、回動体、及び遊星ギヤ機構の分解図である。
【図９】（ａ）は上記遊星ギヤ機構に含まれたギヤ案内を室外側から見たときの平面図で
あり、（ｂ）及び（ｃ）はそれぞれ（ａ）の IXｂ－ IXｂ線断面図である。
【図１０】上記回動体を室内側から見たときの拡大平面図である。
【符号の説明】
【００３７】
　１　　　押しボタン錠
　２　　　ケーシング
　４　　　押しボタン
　５　　　室外ノブ（操作部材）
　１１　　ロック機構
　１２　　タンブラ
　１３　　クリア作動体
　１７　　スライダ
　１８　　遊星ギヤ機構
　２４　　位置決めバネ（位置決め部）
　２７　　戻しバネ（付勢部材）
　３１　　サンギヤ（駆動ギヤ）
　３２ａ、３２ｂ　　遊星ギヤ
　３３　　固定フレーム
　３３ａ、３３ｂ　　内歯
　３４　　ギヤ案内（保持部材）
　３５　　ギヤ蓋（保持部材）
　３６　　解除ピン（当接部）
　４０　　カム部材
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　４０ｃ、４０ｄ　　カム面

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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