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(57)【要約】
　本発明によるドアロック装置は、ドアの所定の位置に
固定され、ドアの前後面に対応する両側面の中心に第１
貫通孔が形成され、壁面に第２貫通孔が形成されたハウ
ジングと、ハウジングの第１貫通孔を貫通してドアの前
後方向に往復運動可能に挿入され、長手方向の中心を横
切るヒンジが備えられ、底面の中心に第３貫通孔が形成
された胴部と、ハウジングおよび胴部の内部に挿入され
、両側の壁面にヒンジが挿入される三角形状の貫通孔が
形成されて胴部の往復運動に応じてヒンジによって第２
貫通孔および第３貫通孔を往復してドアを固定するラッ
チを作動させるドアロック部と、胴部の両側の縦端部に
設けられた取っ手と、を含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ドアの所定の位置に固定され、前記ドアの前後面に対応する両側面の中心に第１貫通孔
が形成され、壁面に第２貫通孔が形成されたハウジングと、
　前記ハウジングの第１貫通孔を貫通して前記ドアの前後方向に往復運動可能に挿入され
、長手方向の中心を横切るヒンジが備えられ、底面の中心に第３貫通孔が形成された胴部
と、
　前記ハウジングおよび前記胴部の内部に挿入され、両側の壁面に前記ヒンジが挿入され
る三角形状の貫通孔が形成されて前記胴部の往復運動に応じて前記ヒンジによって前記第
２貫通孔および前記第３貫通孔を往復して前記ドアを固定するラッチを作動させるドアロ
ック部と、
　前記胴部の両側の縦端部に設けられた取っ手と、を含むドアロック装置。
【請求項２】
　前記ドアロック部は、前記ドアの前後面に対応する両側面が開放している六面体状であ
り、両側の壁面には前記三角形状の貫通孔が形成され、前記三角形状の貫通孔が形成され
た両側の壁面に隣接した一壁面には前記ラッチがかかるラッチ結合溝が形成されることを
特徴とする請求項１記載のドアロック装置。
【請求項３】
　前記三角形状の貫通孔は、頂角が底辺より前記ラッチから遠く離隔するように設けられ
て、前記ラッチがロック状態である場合は前記ヒンジが前記頂角に位置し、前記胴部が一
方向に移動するとヒンジが移動方向に対応する底角側に位置して前記ラッチが開放される
ことを特徴とする請求項１記載のドアロック装置。
【請求項４】
　さらに、前記ハウジング内には前記ドアロック部を前記ラッチ方向に弾性支持する第１
バネを有することを特徴とする請求項１記載のドアロック装置。
【請求項５】
　さらに、一方向に移動した前記胴部を中心位置へ円滑に復帰させる補助リターン部を有
することを特徴とする請求項１記載のドアロック装置。
【請求項６】
　前記補助リターン部は、
　前記胴部内の両側の縦端部から夫々突出した隔壁と、
　一対の前記隔壁と前記ハウジングの両側の壁面に夫々設けられて前記胴部の復帰のため
の弾性力を与える第２バネと、を含むことを特徴とする請求項５記載のドアロック装置。
【請求項７】
　さらに、前記一方の取っ手の中心から他方の取っ手の中心まで貫通して前記胴部の移動
を制限するロッキング部を有することを特徴とする請求項１記載のドアロック装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ドアロック装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的にドアロック装置は、室内または室外でユーザが手で握って一方向に回転させる
室内外側の取っ手がドアの両側に付いている。取っ手を回転させることによりドアロック
ユニットを作動させてドアのロックを解除する。
【０００３】
　室内側の取っ手の縦端部の中央にはドアロックボタンが設けられて、室外側の取っ手の
回転をできないようにして室外からの侵入を防いでいる。ドアロックボタンを解除するた
めには、室内側の取っ手を回転させるか、室外側の取っ手に設けられているキーシリンダ
を挿入して回転させることによりロック状態を解体することができる。
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【０００４】
　しかしながら、従来のほとんどのドアロック装置は、一方向への回転操作によってドア
を開閉するため、両手に品物を持っているユーザ、子供、患者または身体障害者などは使
用が制限される問題がある。
【特許文献１】韓国特許０３７８７５４号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、上記事情に鑑みなされたものであり、ドアの取っ手を回転することなく、単
純に押したり引いたりする動作のみでドアを容易に開閉できるドアロック装置を提供する
ことに目的がある。
【０００６】
　また本発明は、構成が簡単でかつ部品の破損或いは故障の発生率が少ないドアロック装
置を提供することに他の目的がある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明によるドアロック装置は、ドアの所定の位置に固定
され、ドアの前後面に対応する両側面の中心に第１貫通孔が形成され、壁面に第２貫通孔
が形成されたハウジングと、ハウジングの第１貫通孔を貫通してドアの前後方向に往復運
動可能に挿入され、長手方向の中心を横切るヒンジが備えられ、底面の中心に第３貫通孔
が形成された胴部と、ハウジングおよび胴部の内部に挿入され、両側の壁面にヒンジが挿
入される三角形状の貫通孔が形成されて胴部の往復運動に応じてヒンジによって第２貫通
孔および第３貫通孔を往復してドアを固定するラッチ（ｌａｔｃｈ）を作動させるドアロ
ック部と、胴部の両側の縦端部に設けられた取っ手と、を含む。
【０００８】
　ドアロック部は、ドアの前後面に対応する両側面が開放している六面体状であり、両側
の壁面には三角形状の貫通孔が形成され、三角形状の貫通孔が形成された両側の壁面に隣
接した一壁面にはラッチがかかるラッチ結合溝が形成される。
【０００９】
　三角形状の貫通孔は、頂角が底辺よりラッチから遠く離隔するように設けられて、ラッ
チがロック状態である場合はヒンジが頂角に位置し、胴部が一方向に移動するとヒンジが
移動方向に対応する底角側に位置してラッチが開放される。
【００１０】
　さらに、ハウジング内にはドアロック部をラッチ方向に弾性支持する第１バネを有する
。
【００１１】
　さらに、一方向に移動した胴部を中心位置へ円滑に復帰させる補助リターン部を有する
。
【００１２】
　補助リターン部は、胴部内の両側の縦端部から夫々突出した隔壁と、一対の隔壁とハウ
ジングの両側の壁面に夫々設けられて胴部の復帰のための弾性力を与える第２バネとを含
む。
【００１３】
　さらに、一方の取っ手の中心から他方の取っ手の中心まで貫通して胴部の移動を制限す
るロッキング部を有する。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、次のような効果がある。
　第一に、ドアの取っ手を一方向に回転することなく、押したり引いたりする単純な動作
のみでドアを開放することができる。
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【００１５】
　第二に、火災による非常時、あるいは両手に品物を持っているユーザ、子供、患者また
は身体障害者も手を直接使用せず、身体の一部のみを利用してドアを容易に開放すること
ができる
【００１６】
　第三に、構造が簡単で製造が容易であるので、製造コストおよび時間を短縮することが
できる。
【００１７】
　第四に、構造が単純であるので、装置の破損率および故障率が減少する。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明によるドアロック装置の斜視図である。
【図２】取っ手固定部が除去されたドアロック装置の斜視図である。
【図３】本発明によるドアロック装置の分解斜視図である。
【図４】本発明によるドアロック装置の作動状態を示す断面図である。
【図５】本発明によるドアロック装置の作動状態を示す断面図である。
【図６】本発明によるドアロック装置の作動状態を示す断面図である。
【図７】さらにロッキング部を有するドアロック装置の斜視図である。
【図８】さらにロッキング部を有するドアロック装置の分解斜視図である。
【図９】さらにロッキング部を有するドアロック装置の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、図面を参照して本発明を詳細に説明する。図１は本発明によるドアロック装置の
斜視図であり、図２は取っ手固定部が除去されたドアロック装置の斜視図であり、図３は
本発明によるドアロック装置の分解斜視図である。本発明によるドアロック装置１０は大
きく分けて、ハウジング１００、胴部２００、ドアロック部３００および一対の取っ手４
００からなる。
【００２０】
　添付する図面では本発明の特徴を明確に示すために、ドアロック部３００が上下方向に
移動することとし、発明の説明においても図面に合わせて記載したが、実際の使用におい
ては、ドアロック部３００はドアの側面方向に動く。
【００２１】
　ハウジング１００はドアの所定の位置に設けられる。ハウジング１００は通常、ドアの
開閉のために取っ手４００が付いている位置に設けられる。ドアには通常、取っ手４００
を取り付けるために貫通している箇所があり、ハウジング１００はドアの貫通した箇所に
挿入される。ハウジング１００はドアロック部３００の縦方向の移動をガイドし、胴部２
００の横方向の移動をガイドする装置である。
【００２２】
　ドアの前後面に対応するハウジング１００の両側面の中心には、胴部２００が貫通でき
るように胴部２００に対応する形状の第１貫通孔１１０が形成されている。第１貫通孔１
１０は胴部２００の縦断面と同様に中心が凹形状になっている。ハウジング１００の壁面
にはドアロック部３００が貫通して昇降できる第２貫通孔１２０が形成される。第２貫通
孔１２０はハウジング１００の底面に形成されることが好ましい。
【００２３】
　第２貫通孔１２０はドアロック部３００の結合および移動を容易にするために、ドアロ
ック部３００の横断面に対応する大きさに形成されるか、あるいはハウジング１００の底
面全体を開放するように形成される。
【００２４】
　図４ないし図６は、本発明によるドアロック装置の作動状態を示す断面図である。胴部
２００はハウジング１００の第１貫通孔１１０に挿入される。胴部２００の両側の縦端部
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はドアの前後面に所定間隔突出するように設けられる。胴部２００の両側の縦端部には一
対の取っ手４００が設けられる。この胴部２００は取っ手４００の操作によって長手方向
に沿ってドアの前面あるいは後面に往復運動しながらドアロック部３００を操作する。
【００２５】
　胴部２００は第１貫通孔１１０に挿入されるように縦断面が凹形状になっている。胴部
２００の長手方向の中心には両側の壁面を横切るヒンジ２１０が備えられる。胴部２００
の底面の中心にはドアロック部３００が上下方向に移動できる第３貫通孔２２０が形成さ
れる。
【００２６】
　このとき、第３貫通孔２２０はドアロック部３００が貫通した状態で往復運動するため
にドアロック部３００の長さよりも相対的に長く形成される。これは、胴部２００の往復
運動時に第３貫通孔とドアロック部３００が衝突することを防止するためである。ヒンジ
２１０は、後述するドアロック部３００を挿入した後、ドアロック部３００の三角形状の
貫通孔３１０を横切るように設けられる。
【００２７】
　胴部２００には、ドアの前後面のうちの一方に移動した胴部２００をドアの中心へより
容易に復帰させるための補助リターン部２３０が設けられる。補助リターン部２３０は隔
壁２３１および第２バネ２３２からなる。
【００２８】
　一対の隔壁２３１は胴部２００の両側の縦端部に内側に突出するように形成される。一
対の隔壁２３１はヒンジ２１０を中心として同一間隔離隔する位置に突出して形成される
。第２バネ２３２はハウジング１００の両側の壁面と一対の隔壁２３１の間にそれぞれ備
えられる。
【００２９】
　胴部２００が一方向に移動すれば、ドアロック部３００が上昇してラッチ６００が開放
状態になり、これに対向する他方の第２バネ２３２は圧着される。胴部２００を一方向に
移動させていた力がなくなると、第２バネ２３２の弾性によって胴部２００は容易に元位
置、すなわちドアの真ん中に復帰する。これによりドアロック部３００が下降し、ラッチ
６００がラッチシリンダ６２０の外部に突出してロック状態になる。
【００３０】
　ドアロック部３００は、ハウジング１００および胴部２００の内部に挿入されて胴部２
００の移動によって上下方向に移動してラッチ６００を作動させる。ドアロック部３００
はドアの前後方に該当する前後面が開放した六面体形状である。両側の壁面には胴部２０
０のヒンジ２１０が挿入される三角形状の貫通孔３１０が形成される。ドアロック部３０
０の底面にはラッチ６００の作動ヒンジ６１０が連結されるラッチ結合溝３２０が形成さ
れている。
【００３１】
　このとき、ドアロック部３００はハウジング１００および胴部２００の内部幅に対応す
る大きさに形成されて、上下方向の移動時に揺れを最小化することが好ましい。
【００３２】
　以下、ドアロック部３００の結合方法について詳しく説明する。
【００３３】
　まず、ドアロック部３００をハウジング１００に挿入する。
【００３４】
　次に、胴部２００をドアロック部３００およびハウジング１００を貫通するように挿入
する。
【００３５】
　その後、ドアロック部３００に形成された三角形状の貫通孔３１０にヒンジ２１０を挿
入してドアロック部３００を固定する。
【００３６】
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　三角形状の貫通孔３１０は二等辺三角形状または正三角形状である。三角形状の貫通孔
３１０は頂角が底辺よりラッチ６００から遠く離隔するように、すなわち頂角が上部を向
くように形成される。三角形状の貫通孔３１０の３つの頂点はヒンジ２１０の外周面に対
応する角度でラウンディング処理する。これによりヒンジ２１０が三角形状の貫通孔３１
０内を移動するとき、ヒンジ２１０と三角形状の貫通孔３１０の頂点が面接触することに
より、点接触による衝撃荷重の集中を防止し、ヒンジ２１０に加えられる衝撃を最小化す
ることができる。
【００３７】
　ドアロック部３００の上面とハウジング１００の上面の間にはドアロック部３００を下
方に弾性支持する第１バネ１５０が設けられる。この第１バネ１５０の弾性によって平常
にはドアロック部３００がラッチ６００側に下降している。ヒンジ２１０は三角形状の貫
通孔３１０の頂角に位置している。すなわち、ラッチ６００はラッチシリンダ６２０の外
部に所定間隔突出したロック状態を維持している。
【００３８】
　この状態でユーザが胴部２００を一方向に移動させると、ヒンジ２１０が一緒に一方向
に移動して三角形状の貫通孔３１０の底角のうちの一方に移動しながらドアロック部３０
０が上方に移動する。このようにドアロック部３００が上方に移動しながら、ドアロック
部３００のラッチ結合溝３２０に結合したラッチの作動ヒンジ６１０が一緒に上方に移動
する。すなわち、ラッチ６００はラッチシリンダ６２０内に挿入されたロック解除状態に
なる。
【００３９】
　この際、ユーザから与えられた力がなくなると、第１バネ１５０がドアロック部３００
を下方に弾性支持するためドアロック部３００が下方に移動する。これによりヒンジ２１
０は三角形状の貫通孔３１０にそって頂角に移動する。なお、ラッチ６００はラッチシリ
ンダ６２０の外側に突出してロック状態に復帰する。このとき、上述した第２バネ２３２
の弾性によってドアロック部３００の復帰がより円滑になる。
【００４０】
　一対の取っ手４００は胴部２００の両側の縦端部に夫々備えられ、ユーザが胴部２００
を操作できる力を伝達する。取っ手４００は、図１に示したように、ドアの両側に固定さ
れた固定部４１０および胴部２００の両側の縦端部に結合して２００を操作する作動部４
２０からなる。
【００４１】
　図７はさらにロッキング部を有するドアロック装置の斜視図であり、図８はさらにロッ
キング部を有するドアロック装置の分解斜視図であり、図９はさらにロッキング部を有す
るドアロック装置の断面図である。本発明にによるドアロック装置１０は、使用態様によ
ってロッキング部５００を有する。病院またはオフィスの相談室などではドアをロックす
る必要がないため、ロッキング部５００が不要である。しかし、トイレ、個人事務室の出
入り口などの場合はドアをロックする必要があるので、ロッキング部５００が設けられる
。
【００４２】
　ロッキング部５００はドアロック装置１０をロックあるいはロック解除できる装置であ
る。ロッキング部５００は、両側の取っ手４００の作動部４２０にユーザが手で操作する
内部キー胴部５２０およびキーによって操作する外部キー胴部５１０からなる。内部キー
胴部５２０および外部キー胴部５１０は棒状の支持バー５３０を通じて連結されている。
支持バー５３０にはロック留め金５４０が形成され、ロック留め金５４０の位置に対応す
る取っ手４００の固定部４１０にはロック留め金５４０がかかる留め金溝４１１が形成さ
れる。
【００４３】
　支持バー５３０の取っ手４００から他側の取っ手４００まで支持バー５３０を通じて連
結されている。このために一対の隔壁２３１およびハウジング１００の前後面には支持バ
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ー５３０が貫通できる貫通溝が夫々形成されている。このような構成を有するロッキング
部５００は平常には解除状態になっている。しかし、キーまたは内部キー胴部５２０のロ
ック手段５２１を回転させると、ロック留め金５４０が回転する。ロック留め金５４０が
回転しながら留め金溝４１１に挿入されると、ドアロック装置１０の作動を制限する。こ
の状態では両側の取っ手４００を一方向に押したり引いたりしてもドアが開放されない。
【００４４】
　逆に、キーまたはロック手段５２１を元位置に回転させると、ロック留め金５４０が留
め金溝４１１から離脱する。ロック留め金５４０が留め金溝４１１から離脱すると、胴部
２００が自由に移動しながらドアを開閉することができる。
【００４５】
　本発明に係るロッキング部５００は一実施形態として前述した構成を有するが、本発明
の目的を達成できるロッキング部５００であればいずれの装置を使用してもよい。
【００４６】
　以上、本発明は、限定された実施形態と図面により説明されたが、本発明は、上記の実
施形態に限定されるものではなく、本発明が属する分野における通常の知識を有した者で
あればこのような記載から多様な修正及び変形が可能である。したがって、本発明の範囲
は、説明された実施形態に限定されてはならず、後述する特許請求の範囲だけでなく、こ
の特許請求の範囲と均等なものによって定められねばならない。
【符号の説明】
【００４７】
１０　ドアロック装置
１００　ハウジング
１１０　第１貫通孔
１２０　第２貫通孔
１５０　第１バネ
２００　胴部
２１０　ヒンジ
２２０　第３貫通孔
２３０　補助リターン部
２３１　隔壁
２３２　第２バネ
３００　ドアロック部
３１０　三角形状の貫通孔
３２０　ラッチ結合溝
４００　取っ手
４１０　固定部
４１１　留め金溝
４２０　作動部
５００　ロッキング部
５１０　外部キー胴部
５２０　内部キー胴部
５２１　ロック手段
５３０　支持バー
５４０　ロック留め金
６００　ラッチ
６１０　作動ヒンジ
６２０　ラッチシリンダ
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