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(57)【要約】
２つ以上の錠と共に用いる鍵装置であって、この鍵装置
は、軸部と、この軸部内に保持されて相互に隣接する第
１および第２の部分を含む少なくとも１つの移動可能な
鍵組み合わせ部材とを含み、少なくとも１つの移動可能
な鍵組み合わせ部材の第１の部分は軸部に沿って配され
、少なくとも１つの移動可能な鍵組み合わせ部材の第２
の部分は第１の部分に対しオフセット状態で配される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２つ以上の錠と共に用いる鍵装置であって、この鍵装置は、
　軸部と、
　この軸部内に保持されて相互に隣接する第１および第２の部分を具え、前記軸部に関し
て移動可能である少なくとも１つの移動可能な鍵組み合わせ部材であって、前記第１の部
分が前記軸部に沿って配されると共に前記第２の部分が前記第１の部分に対してオフセッ
ト状態で配されている少なくとも１つの移動可能な鍵組み合わせ部材と
を具え、第１の前記錠は、
　鍵穴を有する回転可能なプラグと、
　この回転可能なプラグにあって、前記少なくとも１つの移動可能な鍵組み合わせ部材の
前記第２の部分に対して押圧し、これによってこの第１の錠に配された補助固定部材をシ
アラインに対して動かして前記プラグの回転を可能にするように配された押圧部材と
を具え、第２の前記錠は、
　鍵穴を有する回転可能なプラグと、
　この回転可能なプラグにあって、前記少なくとも１つの移動可能な鍵組み合わせ部材の
前記第２の部分に対して押圧し、これによって前記第２の錠に配された補助固定部材をシ
アラインに対して動かして前記プラグの回転を可能にするように配された押圧部材と
を具え、
　前記第１および第２の錠の前記押圧部材は、前記少なくとも１つの移動可能な鍵組み合
わせ部材の前記第２の部分にある相互にオフセットされた２つの異なる場所に対して押圧
することを特徴とする鍵装置。
【請求項２】
　前記少なくとも１つの移動可能な鍵組み合わせ部材の前記第２の部分には外縁切欠き部
が形成され、前記少なくとも１つの移動可能な鍵組み合わせ部材の前記第１の部分の外輪
郭部が前記外縁切欠き部に摺動接触することを特徴とする請求項１に記載の鍵装置。
【請求項３】
　前記少なくとも１つの移動可能な鍵組み合わせ部材の前記第１および第２の部分が相互
に独立に動くことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の鍵装置。
【請求項４】
　前記少なくとも１つの移動可能な鍵組み合わせ部材の前記第１の部分が前記軸部に形成
された穴に移動可能に取り付けられた本体を具え、前記穴には下肩部が形成され、前記少
なくとも１つの移動可能な鍵組み合わせ部材の前記第１の部分の移動が前記下肩部に対し
て当接する前記本体によって制限されることを特徴とする請求項１から請求項３の何れか
に記載の鍵装置。
【請求項５】
　前記少なくとも１つの移動可能な鍵組み合わせ部材の前記第２の部分は、前記軸部に形
成された細長い開口に移動可能に取り付けられた細長い本体を具え、この細長い開口には
下肩部が形成され、前記少なくとも１つの移動可能な鍵組み合わせ部材の前記第２の部分
の移動が前記下肩部に対して当接する前記細長い本体によって制限されることを特徴とす
る請求項１から請求項４の何れかに記載の鍵装置。
【請求項６】
　前記軸部の両側に取り付けられた一対の移動可能な鍵組み合わせ部材を具えていること
を特徴とする請求項１から請求項５の何れかに記載の鍵装置。
【請求項７】
　前記移動可能な鍵組み合わせ部材のそれぞれの第１の部分は、前記軸部に形成された穴
に移動可能に取り付けられた第１の本体を具え、前記穴には下肩部が形成され、前記少な
くとも１つの移動可能な鍵組み合わせ部材の前記第１の部分の移動が前記下肩部に対して
当接する前記第１の本体によって制限され、前記移動可能な鍵組み合わせ部材のそれぞれ
の第２の部分は、前記軸部に形成された細長い開口に移動可能に取り付けられた細長い本
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体を具え、前記細長い開口には下肩部が形成され、前記少なくとも１つの移動可能な鍵組
み合わせ部材の前記第２の部分の移動が前記下肩部に対して当接する前記細長い本体によ
って制限され、
　それぞれ第１の本体はそこから延在する軸を有し、それぞれ細長い本体には凹部が形成
され、一方の前記移動可能な鍵組み合わせ部材の前記第１の本体の前記軸は、他方の前記
移動可能な鍵組み合わせ部材の前記細長い本体の前記凹部に嵌合することを特徴とする請
求項６に記載の鍵装置。
【請求項８】
　軸部と、前記軸部内に保持されて相互に隣接する第１および第２の部分を具え、前記軸
部に関して移動可能である少なくとも１つの移動可能な鍵組み合わせ部材とを具えた鍵装
置であって、前記少なくとも１つの移動可能な鍵組み合わせ部材の前記第１の部分が前記
軸部に沿って配され、前記少なくとも１つの移動可能な鍵組み合わせ部材の前記第２の部
分が前記第１の部分に対してオフセット状態で配される鍵装置と、
　錠アセンブリーと
を具え、この錠アセンブリーは、
　鍵穴を有する回転可能なプラグと、
　この回転可能なプラグに装着され、前記少なくとも１つの移動可能な鍵組み合わせ部材
の前記第２の部分に対して押圧し、これによって前記第２の錠に配された補助固定部材を
シアラインに対して動かして前記プラグの回転を可能にするように配され、前記補助固定
部材と同一直線上にない押圧部材と
を具えたことを特徴とする錠前装置。
【請求項９】
　前記回転可能なプラグの穴に着座して前記回転可能なプラグの前記押圧部材を遮るキャ
ップをさらに具え、このキャップは、前記回転可能なプラグの外輪郭部に合致する部分的
に円柱形状に丸められた上輪郭部を有することを特徴とする請求項８に記載の錠前装置。
【請求項１０】
　前記キャップの前記上輪郭部が前記キャップを自己調心してこれが前記穴に適切に着座
することを特徴とする請求項９に記載の錠前装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概ね固定装置、より詳細にはキーブランクまたは錠アセンブリーと相互作用
する鍵に移動可能に配された鍵組み合わせ部材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　キーブレードに配される移動可能な部材（例えばピン）を設けたシリンダー錠も知られ
ている。補助固定ピンがシリンダーハウジングにばね装填されている。鍵穴への鍵の挿入
に関し、移動可能な部材は、補助固定ピンと一直線状に整列してこれと相互作用し、シア
ラインと整列してプラグの回転を可能にする。窃盗未遂犯が鍵の鍵穴組み合わせをあばい
たとしても、彼は移動可能な部材をさらに補助固定ピンと整列させることなく、解錠する
ことができない。後者の動作は正規の鍵なしでは非常に難しく、従ってこの錠は高い安全
性をもたらす。このような錠が例えば本願の譲受人に譲渡された特許文献１および特許文
献２および特許文献３に記述されている。これらの文献は、鍵組み合わせ面を画成する概
ね細長い軸部を含むキーブランクを記述し、鍵組み合わせ面は、そこに鍵組み合わせを画
成するキー溝が形成されるようになっている。キーブランクは、細長い軸部内に保持され
た移動可能なピン部材を含む。この移動可能なピン部材は、鍵組み合わせ面から外側に向
けて単一方向に移動することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
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【特許文献１】米国特許第５５２００３５号明細書
【特許文献２】米国特許第５７８４９１０号明細書
【特許文献３】米国特許第５８３９３０８号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、より詳細に以下に記述されるように、錠アセンブリーと相互作用する鍵装置
（キーブランクあるいは鍵）に移動可能に配される改良された鍵組み合わせ部材を提供す
るものである。
【０００５】
　この明細書および特許請求の範囲に亙り、用語「鍵装置」がキーブランクまたはそこに
形成されたキー溝を持つキーブランクから作られた鍵を意味することに注意されたい。
【０００６】
　本発明の鍵装置は、本発明の錠アセンブリーを開けるのみならず、とりわけ上述の特許
文献１および特許文献２および特許文献３により作られた錠と互換性がある（すなわち、
錠を開けるために用いることができる）のに対し、これらの文献の鍵装置は本発明の錠ア
センブリーを開けるために用いることができない。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　従って、２つ以上の錠と共に用いられる本発明の一実施形態により提供される鍵装置が
あり、この鍵装置は、軸部と、この軸部内に保持されて相互に隣接する第１および第２の
部分を含み、前記軸部に関して移動可能である少なくとも１つの移動可能な鍵組み合わせ
部材であって、前記第１の部分が前記軸部に沿って配されると共に前記第２の部分が前記
第１の部分に対してオフセット状態で配されている少なくとも１つの移動可能な鍵組み合
わせ部材とを含み、第１の前記錠は、鍵穴を有する回転可能なプラグと、この回転可能な
プラグにあって、前記少なくとも１つの移動可能な鍵組み合わせ部材の前記第２の部分に
対して押圧し、これによってこの第１の錠に配された補助固定部材をシアラインに対して
動かして前記プラグの回転を可能にするように配された押圧部材とを含み、第２の前記錠
は、鍵穴を有する回転可能なプラグと、この回転可能なプラグにあって、前記少なくとも
１つの移動可能な鍵組み合わせ部材の前記第２の部分に対して押圧し、これによって前記
第２の錠に配された補助固定部材をシアラインに対して動かして前記プラグの回転を可能
にするように配された押圧部材とを含み、前記第１および第２の錠の前記押圧部材は、前
記少なくとも１つの移動可能な鍵組み合わせ部材の前記第２の部分にある相互にオフセッ
トされた２つの異なる場所に対して押圧する。
【０００８】
　本発明の実施形態は、１つ以上の以下の特徴を含むことができる。
【０００９】
　前記少なくとも１つの移動可能な鍵組み合わせ部材の前記第２の部分には外縁切欠き部
が形成され、前記少なくとも１つの移動可能な鍵組み合わせ部材の前記第１の部分の外輪
郭部が前記外縁切欠き部に摺動接触する。
【００１０】
　前記少なくとも１つの移動可能な鍵組み合わせ部材の前記第１および第２の部分が相互
に独立に動く。
【００１１】
　前記少なくとも１つの移動可能な鍵組み合わせ部材の前記第１の部分が前記軸部に形成
された穴に移動可能に取り付けられた本体を含み、前記穴には下肩部が形成され、前記少
なくとも１つの移動可能な鍵組み合わせ部材の前記第１の部分の移動が前記下肩部に対し
て当接する前記本体によって制限される。
【００１２】
　前記少なくとも１つの移動可能な鍵組み合わせ部材の前記第２の部分は、前記軸部に形
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成された細長い開口に移動可能に取り付けられた細長い本体を含み、この細長い開口には
下肩部が形成され、前記少なくとも１つの移動可能な鍵組み合わせ部材の前記第２の部分
の移動が前記下肩部に対して当接する前記細長い本体によって制限される。
【００１３】
　前記軸部の両側に取り付けられた一対の移動可能な鍵組み合わせ部材を含む。この一実
施形態において、前記移動可能な鍵組み合わせ部材のそれぞれの第１の部分は、前記軸部
に形成された穴に移動可能に取り付けられた第１の本体を含み、前記穴には下肩部が形成
され、前記少なくとも１つの移動可能な鍵組み合わせ部材の前記第１の部分の移動が前記
下肩部に対して当接する前記第１の本体によって制限され、前記移動可能な鍵組み合わせ
部材のそれぞれの第２の部分は、前記軸部に形成された細長い開口に移動可能に取り付け
られた細長い本体を含み、前記細長い開口には下肩部が形成され、前記少なくとも１つの
移動可能な鍵組み合わせ部材の前記第２の部分の移動が前記下肩部に対して当接する前記
細長い本体によって制限され、それぞれ第１の本体はそこから延在する軸を有し、それぞ
れ細長い本体には凹部が形成され、一方の前記移動可能な鍵組み合わせ部材の前記第１の
本体の前記軸は、他方の前記移動可能な鍵組み合わせ部材の前記細長い本体の前記凹部に
嵌合する。
【００１４】
　本発明の一実施形態により提供され、軸部と、前記軸部内に保持されて相互に隣接する
第１および第２の部分を含み、前記軸部に関して移動可能である少なくとも１つの移動可
能な鍵組み合わせ部材とを含む鍵装置であって、前記少なくとも１つの移動可能な鍵組み
合わせ部材の前記第１の部分が前0 軸部に沿って配され、前記少なくとも１つの移動可能
な鍵組み合わせ部材の前記第２の部分が前記第１の部分に対してオフセット状態で配され
る鍵装置と、錠アセンブリーとを含み、この錠アセンブリーは、鍵穴を有する回転可能な
プラグと、この回転可能なプラグに装着され、前記少なくとも１つの移動可能な鍵組み合
わせ部材の前記第２の部分に対して押圧し、これによって前記第２の錠に配された補助固
定部材をシアラインに対して動かして前記プラグの回転を可能にするように配され、前記
補助固定部材と同一直線上にない押圧部材とを含む錠前装置もまたある。
【００１５】
　前記回転可能なプラグの穴に着座して前記回転可能なプラグの前記押圧部材を遮るキャ
ップをさらに含み、このキャップは、前記回転可能なプラグの外輪郭部に合致する部分的
に円柱形状に丸められた上輪郭部を有する。前記キャップの前記上輪郭部が前記キャップ
を自己調心してこれが前記穴に適切に着座する。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１Ａ】そこに移動可能に配され、組み立てられ、かつ操作される本発明の一実施形態
による鍵組み合わせ部材を含み、この鍵組み合わせ部材が鍵装置の軸部（ブレード）を突
出する鍵装置の簡略化した平面図である。
【図１Ｂ】そこに移動可能に配され、組み立てられ、かつ操作される本発明の一実施形態
による鍵組み合わせ部材を含み、この鍵組み合わせ部材が鍵装置の軸部（ブレード）と同
一平面をなす鍵装置の軸簡略化した平面図である。
【図２Ａ】図１ＡのＡ－Ａ線に沿って取得した図１Ａの鍵装置の簡略化した断面図である
。
【図２Ｂ】図１ＢのＢ－Ｂ線に沿って取得した図１Ｂの鍵装置の簡略化した断面図である
。
【図３Ａ】図１Ａの鍵装置の簡略化した分解立体投影図である。
【図３Ｂ】図１Ｂの鍵装置の簡略化した分解立体投影図である。
【図３Ｃ】図３Ａに示した鍵組み合わせ部材の拡大図である。
【図４Ａ】鍵装置の移動可能な部材と相互作用してシアラインに対して整列し、プラグの
回転を可能にする補助固定部材を持ったピンプラグ（ピンタンブラー）を含む従来技術に
関する錠アセンブリーの簡略化した側面図である。
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【図４Ｂ】鍵装置の移動可能な部材と相互作用してシアラインに対して整列し、プラグの
回転を可能にする補助固定部材を持ったピンプラグ（ピンタンブラー）を含む従来技術に
関する錠アセンブリーの簡略化した断面図である。
【図４Ｃ】鍵装置の移動可能な部材と相互作用してシアラインに対して整列し、プラグの
回転を可能にする補助固定部材を持ったピンプラグ（ピンタンブラー）を含む従来技術に
関する錠アセンブリーの簡略化した立体投影図である。
【図５Ａ】従来技術のピンプラグの鍵穴に挿入される従来技術の鍵装置の簡略化した側面
図であり、補助固定部材がシアラインにあって鍵装置の移動可能な部材と接触状態にある
。
【図５Ｂ】従来技術のピンプラグの鍵穴に挿入される図１Ａおよび図１Ｂの鍵装置の簡略
化した側面図であり、補助固定部材がシアラインにあって図１Ａおよび図１Ｂの鍵装置の
移動可能な部材と接触状態にある。
【図６Ａ】従来技術のピンプラグの鍵穴に挿入される従来技術の鍵装置の簡略化した断面
図であり、図５Ａに対応する。
【図６Ｂ】従来技術のピンプラグの鍵穴に挿入される図１Ａおよび図１Ｂの鍵装置の簡略
化した断面図であり、図５Ｂに対応する。
【図７Ａ】本発明の一実施形態により構成された錠アセンブリーのピンプラグの鍵穴に挿
入される図１Ａおよび図１Ｂの鍵装置の簡略化した側面図であり、補助固定部材がシアラ
インにあって図１Ａおよび図１Ｂの鍵装置の移動可能な部材と接触状態にある。
【図７Ｂ】図７Ａの錠アセンブリーのピンプラグの同じ鍵穴に挿入される従来技術の鍵装
置の簡略化した側面図であり、補助固定部材がシアラインにないことを示す。
【図８Ａ】ピンプラグの鍵穴に挿入される図１Ａおよび図１Ｂの鍵装置の簡略化した断面
図であり、図７Ａに対応する。
【図８Ｂ】ピンプラグの鍵穴に挿入される従来技術の鍵装置の簡略化した断面図であり、
図７Ｂに対応する。
【図９Ａ】本発明の一実施形態により構成された図７Ａの錠アセンブリーの簡略化した側
面図である。
【図９Ｂ】本発明の一実施形態により構成された図７Ａの錠アセンブリーの簡略化した断
面図である。
【図９Ｃ】本発明の一実施形態により構成された図７Ａの錠アセンブリーの簡略化した立
体投影図である。
【図１０Ａ】本発明の他の実施形態により構成された図７Ａの錠アセンブリーの簡略化し
た側面図である。
【図１０Ｂ】本発明の他の実施形態により構成された図７Ａの錠アセンブリーの簡略化し
た断面図である。
【図１０Ｃ】本発明の他の実施形態により構成された図７Ａの錠アセンブリーの簡略化し
た立体投影図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明は、図面と併せて記述された以下の詳細な説明からより完全に理解および認識さ
れよう。
【００１８】
　さて、本発明の限定しない一実施形態により構成され、かつ操作される鍵装置１０を例
示した図１Ａ～図３Ｃに対して参照がなされる。
【００１９】
　鍵装置１０は、軸線１４に沿って延在し、第１および第２の概ね平坦な逆方向を向く鍵
組み合わせ面１６および１８を画成する概ね細長い軸部１２と共に製造される。鍵装置１
０は、そこに形成されるキー溝を持たないか、または実質的に持たない（キー溝は鍵屋な
どで後から形成される）キーブランクとして提供することができる。鍵装置１０は、第１
の鍵組み合わせ面１６および／または第２の鍵組み合わせ面１８に沿って形成される鍵組
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み合わせを画成する一列のキー溝２０を含むことができる。従って、鍵装置１０は、対称
の鍵組み合わせ面１６および１８とでリバーシブルキーを画成することができる。代わり
に、鍵装置１０は単一の鍵組み合わせ面または異なる鍵組み合わせ面を有することができ
る。
【００２０】
　一つ以上の移動可能な鍵組み合わせ部材２２は、細長い軸部１２内に保持されている。
移動可能な鍵組み合わせ部材２２は、相互に隣接する第１および第２の部分２４および２
６を含む。第１の部分２４は軸部１２（すなわち鍵に沿ったいくつかの任意の基準軸）に
沿って、例えば鍵穴案内軸線２８に沿って配され、第２の部分２６は第１の部分２４に対
してオフセット状態で、例えば鍵穴案内軸線２８に対して平行に配されている。例示した
実施形態において、キー溝２０は鍵穴案内軸線２８に沿って形成される。鍵穴案内軸線２
８は、軸線１４に対して平行または同一直線上にある。移動可能な鍵組み合わせ部材２２
は、第１および第２の鍵組み合わせ面１６および１８に対して直行する方向に移動可能で
ある。
【００２１】
　本発明の限定しない一実施形態によると、移動可能な鍵組み合わせ部材２２の第１およ
び第２の部分２４および２６は、相互に独立に動く。
【００２２】
　参照が特に図３Ｃに対してなされる。本発明の限定しない一実施形態によると、第１の
部分２４は、細長い軸部１２に形成された穴３０に移動可能に取り付けられる本体（例え
ば概ね円柱状の本体）を含む。穴３０には下肩部３２（例えば穴３０に座ぐり部が形成さ
れる）が形成される。第１および第２の鍵組み合わせ面１６および１８に対して直交する
第１の部分２４の移動は、肩部３２に対して当接する第１の部分２４の本体によって制限
される。
【００２３】
　第２の部分２６は、細長い軸部１２に形成された細長い開口３４に移動可能に取り付け
られた細長い本体を含む。細長い開口３４には下肩部３６が形成される。第１および第２
の鍵組み合わせ面１６および１８に対して直交する第２の部分２６の移動は、肩部３６に
対して当接する細長い本体によって制限される。
【００２４】
　本発明の限定しない一実施形態によると、第２の部分２６には外縁切欠き部３８が形成
され、第１の部分２４の外輪郭部の一部がこの外縁切欠き部３８に摺動接触する。外縁切
欠き部３８における２つの部分の摺動は、錠への鍵装置の操作中にこれらの部分の固着を
阻止するのに役立つ。（以下に説明するように、押圧部材は第２の部分２６に対して異な
る場所に押圧することができる。押圧されるべき場所の一方は、部材２２に回転モーメン
トをもたらす可能性がある。第１の部分２４が外縁切欠き部３８に摺動接触しなかった場
合、回転モーメントによる２つの部分の固着があるかも知れない。この摺動接触は、回転
モーメントが生ずるのを阻止し、従って固着を阻止する。）
　本発明の限定しない一実施形態によると、鍵装置１０は一対の移動可能な鍵組み合わせ
部材２２を含み、その一方が第１の鍵組み合わせ面１６に取り付けられ、その他方が第２
の鍵組み合わせ面１８に取り付けられる。
【００２５】
　第１の部分２４の本体は、そこから延在する軸４０を有することができ、第２の部分２
６の細長い本体に凹部４２を形成することができ、移動可能な鍵組み合わせ部材の一方の
軸４０は、移動可能な鍵組み合わせ部材の他方の凹部４２に（例えば緊密な締まり嵌めで
）嵌合する。
【００２６】
　鍵装置１０は、本発明の錠アセンブリーを開くのみならず、とりわけ上述の特許文献１
および特許文献２および特許文献３によって作られた錠にも適合する（すなわち錠を開く
ために用いることができる）のに対し、これから説明するように、これらの文献の鍵装置
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は本発明の錠アセンブリーを開くために用いることができない。
【００２７】
　さて、上述した特許文献１および特許文献２および特許文献３により作られる錠の如き
第１の錠として言及される従来技術の錠アセンブリーを例示した図４Ａおよび図４Ｂおよ
び図４Ｃに対して参照がなされる。この第１の錠は、鍵穴５２を有する回転可能なプラグ
５０を含む。
【００２８】
　図５Ａおよび図６Ａは、とりわけ上述の特許文献１および特許文献２および特許文献３
により作られた鍵の如き、従来技術の鍵５６を用いることを示している。補助固定部材５
４は、鍵穴５２に挿入される適当な鍵により、シアライン５７（プラグ５０の外周）へと
動かされるようになっている。この補助固定部材５４は伸縮式ピンとして示されているが
、他の種類の固定部材も同様に用いることができる。鍵５６は鍵穴５２に挿入される。鍵
５６は移動可能な鍵組み合わせ部材５８を有する。補助固定部材５４は、プラグ５０の回
転を可能にするため、移動可能な鍵組み合わせ部材５８に対して整列してこれと接触状態
になった場合、シアライン５７へと動くようになっている。押圧部材５９がプラグ５０に
配されて移動可能な鍵組み合わせ部材５８を補助固定部材５４に対して付勢する（コイル
ばねによる如き）押圧力を与える。鍵５６が対称な鍵であり、従って２つの移動可能な鍵
組み合わせ部材５８を有することに注意されたい。
【００２９】
　さて、従来技術のピンプラグ５０の鍵穴５２に挿入される図１Ａおよび図１Ｂの鍵装置
１０を例示した図５Ｂおよび図６Ｂに対して参照がなされる。押圧部材５９が移動可能な
鍵組み合わせ部材２２の「上方の」（図面の状態にて「上方の」）第２の部分２６に対し
て押圧すると共に、移動可能な鍵組み合わせ部材２２の「下方の」第１の部分が補助固定
部材５４に対して整列してこれと接触状態になり、補助固定部材５４がシアライン５７に
あってプラグ５０の回転を可能にするようになっている。従って、本発明の鍵装置１０は
従来技術の錠アセンブリーを開く。
【００３０】
　さて、本発明の一実施形態により構成される錠アセンブリーのピンプラグ６０の鍵穴６
２に挿入される鍵装置１０を例示した図７Ａおよび図８Ａに対して参照がなされる。本発
明のこの実施形態の錠アセンブリーは、移動可能な鍵組み合わせ部材２２の「上方の」第
２の部分２６に対して押圧する押圧部材６６を有すると共に、移動可能な鍵組み合わせ部
材２２の「下方の」第１の部分は補助固定部材６４に対して整列してこれと接触状態二な
り、補助固定部材６４がシアライン６７にあってプラグ６０の回転を可能にするようにな
っている。従って、本発明の鍵装置１０は本発明の錠アセンブリーを開く。
【００３１】
　この実施形態の押圧部材６６が補助固定部材６４に関してオフセット状態にある（同一
直線上にない）ことに注意されたい。これは、押圧部材５９が補助固定部材５４に関して
同一直線上にある図５Ａ～図６Ｂの従来技術の錠と対照的である。この実施形態の押圧部
材６６は、従来技術と対照的にピン形状である必要がなく、球形または他の形状であって
よいこともまた注意されたい。
【００３２】
　さて、ピンプラグ６０の同じ鍵穴６２に挿入される従来技術の鍵装置５６を示した図７
Ｂおよび図８Ｂに対して参照がなされる。押圧部材６６のオフセット状態のため、従来技
術の移動可能な鍵組み合わせ部材５８は補助固定部材６４をシアライン６７へと動かすた
めに成功しないことが図８Ｂに見られる。（部材５８に対する押圧部材６６からの付勢力
がない。）従って、従来技術の鍵５６は本発明の錠アセンブリーを作動させることができ
ない。
【００３３】
　さて、本発明の一実施形態により構成される図７Ａの錠アセンブリーを示した図９Ａお
よび図９Ｂおよび図９Ｃに対して参照がなされる。押圧部材６６は、穴６８を通してプラ
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グ６０に組み込まれることができる。コイルばね７０は付勢力を与えることができ、キャ
ップ７２は押圧部材６６およびプラグ６０のばね７０を閉じて固定するために用いること
ができる。キャップ７２は、丸穴６８と（例えば緊密な締まり嵌めで）合致するように断
面が丸く、キャップ７２の上輪郭部はプラグ６０の外輪郭部と合致するように部分的に円
柱形状に丸められている。この丸く、部分的に円柱状をなすキャップ７２の輪郭は、キャ
ップ７２が自動調心するのを助けるため、これは適切に穴６８に着座する。
【００３４】
　さて、本発明の他の実施形態により構成された図７Ａの錠アセンブリーを示す図１０Ａ
および図１０Ｂおよび図１０Ｃに対して参照がなされる。上述したように、押圧部材６６
は必ずしも球形ではない。この実施形態において、キャップ７８に形成された溝７６と係
合する耳部７４としての押圧部材６６Ａがある。
【００３５】
　本発明の範囲は、上述した特徴の組み合わせおよびさらなるこれらの組み合わせの両方
のみならず、前述の説明を読んだ当業者が想起しかつ従来技術にないその修正および変更
を含む。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図４Ａ】

【図４Ｂ】

【図４Ｃ】

【図５Ａ】

【図５Ｂ】
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【図７Ａ】

【図７Ｂ】

【図８Ａ】

【図８Ｂ】

【図９Ａ】
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【図１０Ａ】

【図１０Ｂ】

【図１０Ｃ】
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