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(57)【要約】
【課題】既存の扉を加工することなく容易に取り付け／
取り外しを行うことができ、セキュリティを向上させる
ことができる施錠機能付きハンドルカバーを提供する。
【解決手段】既存の扉に取り付けられた扉開閉用のハン
ドルをカバーする施錠機能付きハンドルカバーであって
、前記扉と前記ハンドルとに挟まれて前記扉に固定され
るベース部と、前記ハンドルを操作できないように覆う
カバー部と、前記ベース部と前記カバー部とを連結し、
前記ベース部の一端を軸にして前記カバー部を開閉可能
にする蝶番部と、を備え、前記カバー部には、鍵によっ
て前記カバー部を閉じた状態で保持可能な施錠機能を備
える。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　既存の扉に取り付けられた扉開閉用のハンドルをカバーする施錠機能付きハンドルカバ
ーであって、
　前記扉と前記ハンドルとに挟まれて前記扉に固定されるベース部と、
　前記ハンドルを操作できないように覆うカバー部と、
　前記ベース部と前記カバー部とを連結し、前記ベース部の一端を軸にして前記カバー部
を開閉可能にする蝶番部と、を備え、
　前記カバー部には、鍵によって前記カバー部を閉じた状態で保持可能な施錠機能を備え
る、
　ことを特徴とする施錠機能付きハンドルカバー。
【請求項２】
　前記ハンドルは、前記扉の内部に収容される本体部と、前記本体部よりも外形寸法が大
きく、前記扉の表面に接触する表面部と、を備え、
　前記ベース部は、前記本体部よりも大きく、前記表面部よりも小さい寸法の開口部を有
し、
　前記扉から一旦取り外した前記ハンドルの前記本体部を、前記ベース板の前記開口部を
通して前記扉の内部に収容して固定することにより、前記ベース部が前記扉に固定される
、
　ことを特徴とする請求項１に記載の施錠機能付きハンドルカバー。
【請求項３】
　前記ベース部及び前記カバー部は、前記カバー部を閉じた状態で互いの方向に延在する
枠を備え、
　前記カバー部を閉じた時に、前記ベース部の前記枠と前記カバー部の前記枠とが係合す
ることにより、前記ベース部と前記カバー部との位置ずれが防止される、
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の施錠機能付きハンドルカバー。
【請求項４】
　前記カバー部の前記枠は、前記蝶番部の前記軸の延長線上まで延在し、前記軸の取り外
しが防止される、
　ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一に記載の施錠機能付きハンドルカバー。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、施錠機能付きハンドルカバーに関し、特に、既存の扉に取り付けられた扉開
閉用の既存のハンドルを保護する施錠機能付きハンドルカバーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　コンピュータ装置などを設置するコンピュータルームでは、コンピュータ装置が外部か
らの侵入者によって不正に使用されないように、各コンピュータ装置を収納する容器（ラ
ックやロッカー等）の扉や部屋の出入り口の扉には施錠機能付きのハンドルが取り付けら
れている。この施錠機能付きのハンドルとしては、鍵を開錠した状態でボタンを押すと取
っ手となるハンドルが飛び出すものが多く使用されている。
【０００３】
　上記コンピュータルームは、電源の管理や空調の管理が必要であり、維持費がかかるこ
とから、共同使用される場合がある。この場合、鍵が１種類であるとユーザ毎に鍵管理で
きないことから、ユーザ毎に鍵番号を変えた施錠機能や２重ロック機能等の必要性が生じ
ている。
【０００４】
　このようなユーザ毎に鍵番号を変えた施錠機能に関して、例えば、下記特許文献１には
、電気錠の少なくとも解錠を許可する鍵の鍵番号を予め登録しておき、鍵挿入孔に挿入さ
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れた鍵の鍵番号を読み取り、この読み取った鍵番号と前記予め登録された鍵番号とを照合
して前記鍵挿入孔に挿入された鍵が前記電気錠に使用可能か否かを識別する鍵識別方法が
開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平０８－０１３８７１号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００６】
　ユーザ毎に鍵番号を変えた施錠機能や２重ロック機能を扉に設ける場合、現状の施錠機
能に代えて、ユーザ毎に鍵番号を変更可能な新たな施錠機能を取り付けるか、現状の施錠
機能とは別に新たな施錠機能を追加するかのいずれかであるが、いずれの場合も既存の扉
を加工しなければならず、費用及び時間が掛かり、特に、既存の扉の加工が禁止されてい
る場合は、施錠機能の交換や追加ができないという問題があった。
【０００７】
　また、このような問題は、コンピュータ装置を収納する容器の扉やコンピュータルーム
の出入り口に設置される扉に限らず、セキュリティを確保する必要がある空間の開口部や
出入り口に設置される仕切全般に対して同様に生じる。
【０００８】
　本考案は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、その主たる目的は、既存の扉を加
工することなく容易に取り付け／取り外しを行うことができ、セキュリティを向上させる
ことができる施錠機能付きハンドルカバーを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するため、本考案は、既存の扉に取り付けられた扉開閉用のハンドルを
カバーする施錠機能付きハンドルカバーであって、前記扉と前記ハンドルとに挟まれて前
記扉に固定されるベース部と、前記ハンドルを操作できないように覆うカバー部と、前記
ベース部と前記カバー部とを連結し、前記ベース部の一端を軸にして前記カバー部を開閉
可能にする蝶番部と、を備え、前記カバー部には、鍵によって前記カバー部を閉じた状態
で保持可能な施錠機能を備えるものである。
【考案の効果】
【００１０】
　本考案の施錠機能付きハンドルカバーによれば、既存の扉を加工することなく容易に取
り付け／取り外しを行うことができ、セキュリティを向上させることができる。
【００１１】
　その理由は、施錠機能付きハンドルカバーを、既存の扉と扉の開閉用の既存のハンドル
とに挟まれることによって既存の扉に固定されるベース部と、既存のハンドルを操作でき
ないように保護するカバー部と、ベース部の一端を軸にしてカバー部を開閉可能にする蝶
番部と、で構成し、カバー部に設けた施錠機能を解除して、カバー部を開けることによっ
て、既存のハンドルが操作可能になるからである。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本考案の一実施例に係る施錠機能付きハンドルカバーの使用状態を示す斜視図で
ある。
【図２】本考案の一実施例に係る施錠機能付きハンドルカバーの構成を示す上面図及び側
面図である。
【図３】本考案の一実施例に係る施錠機能付きハンドルカバーの構成を示す斜視図である
。
【図４】本考案の一実施例に係る施錠機能付きハンドルカバーの取り付け方法を説明する
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斜視図である。
【考案を実施するための形態】
【００１３】
　背景技術で示したように、セキュリティを確保する必要がある空間の開口部や出入り口
に設置される扉には、施錠機能付きのハンドルが設けられているが、その空間を複数のユ
ーザが共同使用する場合には、ユーザ毎に鍵番号を変えた施錠機能や２重ロック機能等に
する必要がある。
【００１４】
　しかしながら、既存の施錠機能に代えてユーザ毎に鍵番号を変更可能な新たな施錠機能
を取り付けたり、既存の施錠機能とは別に新たな施錠機能を追加したりするためには、既
存の扉を加工しなければならず、費用及び時間が掛かるという問題が生じる。また、既存
の扉の加工が禁止されている場合には、施錠機能の交換や追加ができない。また、共有の
空間に限らず、単一のユーザが使用する空間であってもその空間のセキュリティを高める
場合には同様の問題が生じる。
【００１５】
　そこで、本考案の一実施の形態では、既存の扉を加工することなく、既存の施錠機能を
そのまま利用可能にしつつ、ユーザ毎に鍵番号を変更可能にするために、施錠機能付きハ
ンドルカバーを、既存の扉と既存のハンドルとに挟まれることによって既存の扉に固定さ
れるベース部と、既存のハンドルの操作を禁止するカバー部と、ベース部の一端を軸にし
てカバー部を開閉可能にする蝶番部と、で構成し、カバー部に設けた施錠機能によってユ
ーザ毎に鍵番号を変えた施錠を可能とし、施錠機能を解除してカバー部を開けることによ
って既存のハンドルの操作ができるようにする。また、ベース部とカバー部の双方に枠を
設け、カバー部を閉じた状態で双方の枠を接触させることにより、ベース部とカバー部の
位置ずれを防止し、また、蝶番部の軸の延長線上をカバー部で覆うことにより、イタズラ
を防止することができる。
【００１６】
　このような構造により、既存の扉を加工することなく容易に取り付け／取り外しを行う
ことができ、セキュリティを向上させることができる。以下、図面を参照して説明する。
【実施例】
【００１７】
　本考案の一実施例に係る施錠機能付きハンドルカバーについて、図１乃至図４を参照し
て説明する。図１は、本実施例の施錠機能付きハンドルカバーの使用方法を説明する斜視
図である。また、図２は、本実施例の施錠機能付きハンドルカバーの構成を示す上面図及
び側面図であり、図３は、本実施例の施錠機能付きハンドルカバーの構成を示す斜視図で
ある。また、図４は、本実施例の施錠機能付きハンドルカバーの取り付け方法を説明する
斜視図である。
【００１８】
　図１に示すように、本実施例の施錠機能付きハンドルカバー１０は、空間を仕切る既存
扉１と、その既存扉１に設置された扉開閉用の既存のハンドル（既存ハンドル２と呼ぶ。
）と、を利用して取り付けるものである。なお、本実施例では、既存ハンドル２として、
施錠機能を解除してボタンを押すとハンドルが飛び出し、そのハンドルを取っ手にして既
存扉１の開閉が可能になる構成とするが、既存ハンドル２は、既存扉１に設置された扉開
閉用の取っ手であればよく、その構成は図の記載に限定されない。
【００１９】
　上記施錠機能付きハンドルカバー１０は、既存扉１と既存ハンドル２との間に一部が挟
まれることによって既存扉１に固定されるベース部（ハンドル変換ベース３と呼ぶ。）と
、既存ハンドル２の周囲を覆い、既存ハンドル２を操作できないように保護するカバー部
（システムハンドルカバー４と呼ぶ。）と、ハンドル変換ベース３とシステムハンドルカ
バー４とを連結し、ハンドル変換ベース３の一端を軸にしてシステムハンドルカバー４を
開閉可能にする蝶番部（本実施例は、平型蝶番７とする。）と、で構成され、これらは、
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金属等の強度を有する部材を用いて形成されている。以下、図１及び施錠機能付きハンド
ルカバー１０の詳細構造を示す図２、図３を参照して詳細に説明する。
【００２０】
　既存ハンドル２は、既存扉１の内部に収容される本体部と、本体部よりも外形寸法が大
きく、既存ハンドル２が既存扉１に完全に入り込まないように既存扉１の表面に接触する
表面部と、を備えている。そして、ハンドル変換ベース３のベース板には、既存ハンドル
２の本体部は通るが、表面部は通らない寸法の開口部が設けられており、この開口部に本
体部を通すことより、既存扉１と既存ハンドル２との間にベース板が挟まれて、ハンドル
変換ベース３が既存扉１に固定されるようになっている。
【００２１】
　また、ハンドル変換ベース３には、システムハンドルカバー４に設けられる施錠手段（
本実施例では、鍵番号違い施錠８と呼ぶ。）に対向する位置に施錠ブラケット５が設けら
れており、鍵番号違い施錠８を施錠した時に鍵番号違い施錠８の突起部が施錠ブラケット
５に係合して、システムハンドルカバー４が開かないようになっている。この施錠ブラケ
ット５は、例えば、金属からなるベース板の一端を折り曲げ、折り曲げた先端を加工する
ことにより形成することができる。
【００２２】
　また、ハンドル変換ベース３の一端には平型蝶番７が固定され、システムハンドルカバ
ー４が開閉できるようになっており、ハンドル変換ベース３の他端には緩衝材（本実施例
では、ゴムストッパ６とする。）が設けられ、システムハンドルカバー４を閉めた時の、
システムハンドルカバー４の構造物とハンドル変換ベース３の構造物との衝突の衝撃を和
らげるようになっている。
【００２３】
　また、ハンドル変換ベース３の側部は、金属からなるベース板がほぼ直角に折り曲げら
れており、システムハンドルカバー４を閉じたときに、システムハンドルカバー４の側部
と係合することにとり、システムハンドルカバー４がハンドル変換ベース３に対してずれ
ないようにする横ずれ防止機能が設けられている。
【００２４】
　なお、本実施例では、ハンドル変換ベース３を金属からなるベース板を加工して形成す
る構成とするが、ベース板は既存扉１に確実に固定され、平型蝶番７によってシステムハ
ンドルカバー４を確実に開閉できる強度を備えた材料で形成されていればよい。
【００２５】
　システムハンドルカバー４の表面側には、システムハンドルカバー４をハンドル変換ベ
ース３に固定するための施錠手段（鍵番号違い施錠８）が設けられており、鍵番号違い施
錠８に鍵９を挿入して回転することにより、鍵番号違い施錠８に取り付けられた突起部が
回転してハンドル変換ベース３の施錠ブラケット５に係合して開かないような構造になっ
ている。なお、本実施例では、ユーザ毎に鍵管理ができるように鍵番号違い施錠８を用い
ているが、ユーザ毎の鍵管理が必要なく、単に２重ロックにすればよい場合は、単一の鍵
９で施錠／開錠が可能な構造としてもよい。また、本実施例では、鍵番号違い施錠８をシ
ステムハンドルカバー４の表面側に設けたが、側面側に設けてもよいし、カードなどを用
いて施錠／開錠が可能な構造としてもよい。
【００２６】
　また、システムハンドルカバー４の一端には平型蝶番７が固定され、ハンドル変換ベー
ス３に対して開閉できるようになっている。また、平型蝶番７を固定する部分は平型蝶番
７の軸の延長線上を覆う構造となっており、外部から平型蝶番７の軸を外してシステムハ
ンドルカバー４が取り外されることがないようにする蝶番いたずら防止機能が設けられて
いる。
【００２７】
　また、システムハンドルカバー４の側部は、金属からなる部材がほぼ直角に折り曲げら
れており、システムハンドルカバー４を閉じたときに、ハンドル変換ベース３の側部と係
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合することにより、上記横ずれ防止機能が発揮できるようになっている。
【００２８】
　このように、ハンドル変換ベース３は、既存ハンドル２によって既存扉１に固定され、
既存ハンドル２は、システムハンドルカバー４によって確実に保護されるため、既存ハン
ドル２を利用しつつ、既存扉１のセキュリティを高めることができる。また、システムハ
ンドルカバー４には施錠手段が設けられており、横ずれ防止機能や蝶番いたずら防止機能
によってシステムハンドルカバー４の不正な取り外しが防止されるため、既存扉１のセキ
ュリティを高めることができる。
【００２９】
　なお、図１乃至図３は、本実施例の施錠機能付きハンドルカバー１０の一例であり、少
なくとも、既存扉１と既存ハンドル２に固定可能であり、鍵によって既存ハンドル２が操
作可能になる構造であればよい。また、本実施例では、システムハンドルカバー４が下側
に開く構成としているが、上側に開く構成としてもよいし、右側又は左側に開く構成とし
てもよい。また、既存ハンドル２が横長の場合は、施錠機能付きハンドルカバー１０を横
向きに設置してもよい。
【００３０】
　次に、上記構成の施錠機能付きハンドルカバー１０の取り付け方法について、図４の斜
視図を参照して説明する。
【００３１】
　まず、図４（ａ）に示すように、既存扉１に既存ハンドル２が取り付けられている状態
において、例えば、既存扉１の裏面からねじを外すなどの操作を行い、図４（ｂ）に示す
ように、既存扉１から既存ハンドル２を取り外す。この既存ハンドル２は、上述したよう
に、既存扉１の開口部に収容される本体部と、既存扉１の表面に接触する表面部とで構成
されている。なお、既存ハンドル２の取り外し方法は、既存扉１及び既存ハンドル２の構
造により適宜変更可能である。
【００３２】
　次に、図４（ｃ）に示すように、施錠機能付きハンドルカバー１０のハンドル変換ベー
ス３を既存扉１の表面に接触させ、ハンドル変換ベース３の開口部と既存扉１の開口部の
位置を合わせた状態で、既存ハンドル２の本体部をそれらの開口部に差し込み、既存ハン
ドル２の表面部でハンドル変換ベース３の開口部の周囲を抑え、既存ハンドル２を既存扉
１に再び固定する。その際、既存ハンドル２のベース板を薄い金属板等で形成すれば、既
存ハンドル２を既存扉１に固定する障害となることはない。また、ハンドル変換ベース３
の側部の盛り上がりは低いため、既存ハンドル２による既存扉１の開閉動作の障害となる
ことはない。
【００３３】
　このように、本実施例の施錠機能付きハンドルカバー１０は、既存扉１を加工すること
なく、既存ハンドル２を用いて簡単に取り付けることができるため、設置費用及び設置時
間を削減することができる。また、施錠機能付きハンドルカバー１０を取り外せば、元の
状態に復帰させることができるため、任意の場所に設置されている既存扉１に適用するこ
とができる。
【００３４】
　なお、本考案は上記実施例に限定されるものではなく、その構成は適宜変更可能である
。例えば、上記実施例では、既存の扉に設置された施錠機能付きの既存のハンドルに本実
施例の施錠機能付きハンドルカバーを設置する構成としたが、施錠機能のないハンドルに
対して本実施例の施錠機能付きハンドルカバーを設置することも可能である。
【産業上の利用可能性】
【００３５】
　本考案は、開閉のためのハンドルを備えた任意の扉に利用可能である。
【符号の説明】
【００３６】
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　１　既存扉
　２　既存ハンドル
　３　ハンドル変換ベース
　４　システムハンドルカバー
　５　施錠ブラケット
　６　ゴムストッパ
　７　平型蝶番
　８　鍵番号違い施錠
　９　鍵
　１０　施錠機能付きハンドルカバー

【図１】 【図２】

【図３】
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