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(57)【要約】
【課題】ラッチボルトをシリンダーから分離させておく
ことで、シリンダーが破壊されてもラッチボルトが動作
できないロック装置を提供する。
【解決手段】本発明のロック装置は、ハウジングと、前
記ハウジングの中で回転されるシリンダーと、前記シリ
ンダーの軸方向に沿って前後に移動するスライダーと、
前記スライダーの前方に位置してスライダーが前進した
時に該スライダーと係合し、前記スライダーが後退した
時に該スライダーとの係合が解除されるラッチ機構と、
前記スライダーを前後に移動させる移動手段とを備える
。このようにロック装置は簡単な構造であるので、従来
の複雑な構造を有するロック装置に置き換えることがで
きる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハウジングと、
　前記ハウジングの中で回転されるシリンダーと、
　前記シリンダーの軸方向に沿って前後に移動するスライダーと、
　前記スライダーの前方に位置してスライダーが前進した時に該スライダーと係合し、前
記スライダーが後退した時に該スライダーとの係合が解除されるラッチ機構と、
　前記スライダーを前後に移動させる移動手段とを備えることを特徴とするロック装置。
【請求項２】
　前記スライダーを前記移動手段はモータであることを特徴とする請求項１記載のロック
装置。
【請求項３】
　前記スライダーを前記移動手段はソレノイドであることを特徴とする請求項１記載のロ
ック装置。
【請求項４】
　前記ラッチ機構の一側面には溝が形成され、前記スライダーの前面には突起が形成され
、前記ラッチ機構の前記溝に前記突起が挿入された時に前記スライダーが前記ラッチ機構
と係合し、前記ラッチ機構の前記溝から前記突起が外れた時に前記ラッチ機構と前記スラ
イダーの係合が解除されることを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれかに記載のロ
ック装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はロック装置に関するもので、より詳しくはラッチボルトとシリンダーが分離さ
れたロック装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ロック装置は、シリンダーにキーを挿し込んでシリンダーを回転させて該シリンダーに
連結されたラッチボルトを動作させることでドアが開かれるように構成される。一般的な
ロック装置においては、ラッチボルトはシリンダーに機械的に連結されている。
【０００３】
　しかしながら、このようなラッチボルトがシリンダーに機械的に連結されている構造で
はロック装置にとって重要となる安全性の面で限界がある。ほとんどのロック装置では、
承認されていないキーはシリンダーに挿し込むことができないか、またはシリンダーに挿
し込んでもシリンダーが回転できないように構成されている。しかしながら、一旦シリン
ダーが回転されると、ラッチボルトが駆動されてドアが開かれる。従って、不法にドアを
開けようと試みる者が、キーまたは類似する工具をシリンダーに挿入させてシリンダーを
回転させると、ドアが開いてしまう。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的は、不法な方法によってシリンダーを回転させてもラッチボルトが動作で
きないロック装置を提供することである。
　本発明の他の目的は、シリンダーが破壊されてもラッチボルトが動作できないロック装
置を提供することである。
【０００５】
　本発明の上記目的は、平常時はラッチボルトをシリンダーから分離させておいて、ドア
を開ける時にのみシリンダーとラッチボルトが係合するように構成することで達成される
。
　また、本発明の上記他の目的は、ラッチボルトをシリンダーから分離させておくことで
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、シリンダーが破壊されてもラッチボルトが動作できないように構成することで達成され
る。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述の目的を達成するために、本発明のロック装置は、ハウジングと、前記ハウジング
の中で回転されるシリンダーと、前記シリンダーの軸方向に沿って前後に移動するスライ
ダーと、前記スライダーの前方に位置してスライダーが前進した時に該スライダーと係合
し、前記スライダーが後退した時に該スライダーとの係合が解除されるラッチ機構と、前
記スライダーを前後に移動させる移動手段とを備える。
【０００７】
　シリンダーは実質的に円筒形であり、その円筒面にシリンダーの長手方向に沿ってガイ
ドが形成されている。シリンダーにはスライダーを前後移動させるスライダー移動手段が
設置される。スライダー移動手段としては、モータ又はソレノイドが使用できる。スライ
ダー移動手段としてモータを利用する場合は、モータ軸にウォームギヤが装着される。こ
のウォームギヤはスライダーの本体部の中央に位置して該スライダーと係合する。
【０００８】
　スライダーはシリンダーの軸方向に沿って前後に移動され、スライダーは円板形の本体
部と、本体部から後方に延びる脚部を持つ。スライダーの本体部内には前方に突出する係
合突起が配置されている。スライダーの脚部はシリンダーのガイド溝に挿入されてガイド
に係合し、スライダーの脚部がシリンダーのガイドに沿って直線的に前後移動されるよう
になっている。スライダーの本体部の中央部分には穴が形成されており、この穴の中心部
にはスライダー移動手段を連結する連結手段が設置される。
【０００９】
　前記連結手段としては板スプリングを用いることができる。この場合、板スプリングは
スライダーの本体部に固定される。板スプリングは釣り針のような形状を有し、その一端
部はスライダーの本体部に固定され、他端部は駆動モータのウォームギヤに嵌合される。
従って、駆動モータが回転することによって板スプリングはウォームギヤに沿って前後方
向に移動する。板スプリングが前後方向に移動することによって、スライダーの脚部がシ
リンダーのガイドに沿って前後方向に移動され、それによってスライダーが前後方向に移
動される。
【００１０】
　ラッチ機構はラッチ係合部材を含む。ラッチ係合部材の一側面にはスライダーの係合突
起に対向する係合溝が形成される。従って、スライダーが前進すると、係合突起はラッチ
係合部材の係合溝に係合してスライダーがラッチ機構に固定される。一方、スライダーが
後退すると、係合突起がラッチ係合部材の係合溝から外れて、スライダーとラッチ機構と
の係合が解除される。ラッチ係合部材の他の側面にはラッチボルトと係合させるためのラ
ッチボルト係合突起が形成されている。
【００１１】
　本発明ではモータ又はソレノイドは、キーのＲＯＭに記憶されているコードと、ロック
装置に設置されたＥＥＰＲＯＭのコードとが一致した時、駆動されるようになっている。
この技術は本発明の発明者によって発明された韓国特許公開公報２００１－１５５６号（
名称「電子ロックシステム」）に記載されている。
【００１２】
　韓国特許公開公報２００１－１５５６号に記載されているロック装置に使われるＲＯＭ
キーは削除又は変更が不可能な固有の電子コードを持っている。この電子コードが書き込
まれているＲＯＭを有するキー（以下、ＲＯＭキーという）は入力端子を通じてシステム
内のＥＥＰＲＯＭに記憶させておいて、後にＥＥＰＲＯＭに記憶された電子コードと一致
する電子コードが入力された時に、特定の機能を実行する。
【００１３】
　従って、どのような電子コードがシステム内のＥＥＰＲＯＭに記憶されているかによっ
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てＲＯＭキーは異なる機能を持つ。システム内のＥＥＰＲＯＭに記憶された電子コードと
同じ機能の電子コードを持つＲＯＭキーは互いに同じ機能を持つ。従って、ＥＥＰＲＯＭ
のメモリー領域を分割して、それぞれの領域に同じ機能を持つ電子コードが記憶されるよ
うにすることが好ましい。
【００１４】
　即ち、同じ領域に記憶された電子コードを持つＲＯＭキーは同じ機能を実行するが、他
の領域に記憶されたＲＯＭキーは他の機能を実行する。このようなＲＯＭキーはいろいろ
なレベルで構成される。例えば、上位レベルのＲＯＭキーは下位レベルのＲＯＭキーを支
配する。即ち、最上位レベルである第一レベルのＲＯＭキーは特定のＲＯＭキーの電子コ
ードをシステムの内部のＥＥＰＲＯＭに記憶させて、電子コードが第二レベルのＲＯＭキ
ーとして使用されるようにする。または、第一レベルのＲＯＭキーを用いて特定のＲＯＭ
の電子コードを削除してＥＥＰＲＯＭに記憶された第一レベルのＲＯＭキーの電子コード
を変更する。また、第二レベルのＲＯＭキーは特定のＲＯＭキーの電子コードを各々ＥＥ
ＰＲＯＭに記憶させて、各電子コードが第三レベル又は第四レベルのＲＯＭキーとして使
用されるようにする。または、第二レベルのＲＯＭキーを用いて特定のＲＯＭキーの電子
コードを削除し、特定の機能を実行する。
【００１５】
　特定のＲＯＭキーが第三レベルのＲＯＭキーの機能を実行するか、第四レベルのＲＯＭ
キーの機能を実行するかは、第二レベルのＲＯＭキーのどの機能を有する特定のＲＯＭキ
ーの電子コードをＥＥＰＲＯＭに記憶させたかによって決定される。第三レベルのＲＯＭ
キーは特定のＲＯＭキーの電子コードをＥＥＰＲＯＭに記憶させて第四レベルのＲＯＭキ
ーとして機能する。
【００１６】
　既にＥＥＰＲＯＭに記憶されているＲＯＭキーの電子コードを入力端子を通じてＲＡＭ
に入力してＡＬＵを制御することで、他のＲＯＭキーの電子コードをＥＥＰＲＯＭに記憶
させることができ、または既にＥＥＰＲＯＭに記憶されている他のＲＯＭキーの電子コー
ドを削除することができる。
【００１７】
　このように、ＥＥＰＲＯＭに既に記憶されているＲＯＭキーの電子コードは、ＲＯＭキ
ーを入力端子と接触させて入力端子を通じて該電子コードをＲＡＭに入力し、かつＡＬＵ
が電子コードの一致を認識した時に、特定の領域に記憶されるか、特定の領域から削除さ
れる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明のロック装置は簡単な構造であるので、従来の複雑な構造を有するロック装置に
置き換えることができるという効果を有する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　図１乃至図６に示すように、シリンダー装置１００は実質的にハウジング５００に設置
されてハウジング５００の中で回転する。ハウジング５００の中で回転するシリンダー装
置１００は、円筒形であるシリンダー１００と、シリンダー１００の軸方向に沿って前後
に移動するスライダー２００と、スライダー２００の前に位置し、スライダー２００が前
進した時にスライダー２００と係合し、スライダー２００が後退した時にスライダー２０
０との係合が解除されるラッチ機構３００と、そしてシリンダー１００の中に位置し、ス
ライダー２００を前後に移動させる駆動モータ４００とを含む。
【００２０】
　シリンダー１００の円筒面には、シリンダー１００の長手方向に沿ってガイド１０１，
１０２が形成されている。シリンダー１００の前部には駆動モータ４００が固定される固
定面が形成されている。この固定面の中央部分には駆動モータ４００の回転軸がシリンダ
ー１００の外部に露出されるように穴が開いている。ガイド１０１，１０２の一部は開放
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されてガイド溝１０５，１０６を形成する。
【００２１】
　また、シリンダー１００に形成されたモータの固定面にはモータの固定用のネジ穴１０
７，１０８が形成される。必要に応じて、モータの固定面の周辺部の一部に、モータの固
定面からやや延長した延長部１０９を形成してもよい。この延長部１０９はシリンダー装
置１００がハウジング５００に固定された時にシリンダー装置１００の回転範囲を決定す
る。
【００２２】
　シリンダー１００の軸方向に沿って前後移動するスライダー２００は、円板状の本体部
２０１と、本体部２０１から後方に延長される脚部２０３，２０５を有している。スライ
ダー２００の本体部２０１内には、係合突起２０７，２０８が前方に突出している。脚部
２０３，２０５は、ガイド溝１０５，１０６に挿入された状態でガイド１０１，１０２に
沿って直線的に前後移動する。スライダー２００の本体部２０１の中央部分には穴２０９
が形成されており、この穴２０９の中心には駆動モータ４００のウォームギヤ４０３が位
置している。また、スライダー２００の本体部２０１には板スプリング２２０が固定され
る。板スプリング２２０は釣り針のような形状を有し、その一端部はスライダーの本体部
２０１に固定され、他の端部は駆動モータ４００のウォームギヤ４０３に嵌合される。従
って、駆動モータ４００の駆動によって板スプリング２２０はウォームギヤ４０３に沿っ
て前後に移動する。スライダー２００の脚部２０３，２０５は、板スプリング２２０の前
後移動に伴ってシリンダー１００のガイド１０１，１０２に沿って前後に移動する。その
結果、スライダー２００が前後に移動する。
【００２３】
　スライダー２００が前進すると、係合突起２０７，２０８はラッチ機構３００に係合し
てスライダー２００がラッチ機構３００に固定される。一方、スライダー２００が後退す
ると、係合突起２０７，２０８はラッチ機構３００から分離されてラッチ機構３００とス
ライダー２００との係合が解除される。
【００２４】
　ラッチ機構３００はラッチ係合部材３０１を含む。ラッチ係合部材３０１の一側面には
、図４に示すように、スライダー２００の係合突起２０７，２０８に対向する係合溝３０
７，３０８が形成されている。従って、スライダー２００が前進すると、スライダー本体
部の係合突起２０７，２０８はラッチ係合部材３０１の係合溝３０７，３０８に係合して
スライダー２００がラッチ機構３００に固定される。一方、スライダー２００が後退する
と、スライダー本体部の係合突起２０７，２０８がラッチ係合部材３０１の係合溝３０７
，３０８から外れて、ラッチ機構３００とスライダー２００との係合が解除される。ラッ
チ係合部材３０１の他の側面にはラッチボルト３２０を係合させるためのラッチボルト係
合突起３１１が形成されている。ボルト３２１はラッチボルト係合突起３１１に嵌合して
ラッチボルト３２０を固定する。
【００２５】
　シリンダー１００の内部には駆動モータ４００が配置される。駆動モータ４００はネジ
によってシリンダーの固定面に固定される。駆動モータ４００の回転軸にはウォームギヤ
４０３が挿入される。ウォームギヤ４０３は駆動モータの固定面の穴を通じてシリンダー
の外に突出される。さらに、ウォームギヤ４０３は本体部２０１の中央部にある穴２０９
の中に位置され、本体部２０１に固定された板スプリング２２０の一端部が駆動モータの
ウォームギヤ４０３に嵌合される。従って、駆動モータ４００の回転によって板スプリン
グ２２０はウォームギヤ４０３に沿って前後移動し、板スプリング２２０の動作に伴って
スライダー２００の脚部２０３，２０４がシリンダー１００のガイド１０１，１０２に沿
って移動してスライダー２００が進退される。その結果、シリンダー２００が前後に移動
する。
【００２６】
　図２に示すように、シリンダー１００とスライダー２００はハウジング５００内に嵌合
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される。ハウジング５００の前面には溝５００ｂが形成され、この溝５００ｂ内には係合
部材３０１を固定するための固定部材５１０が配置されている。ハウジング５００の前面
には、ボルト３２１をラッチボルト係合突起３１１に嵌合させる穴５００ａが形成されて
いる。
【００２７】
　そして、ハウジング５００の後方には、電子キーと接触させるためのソケット６００と
、該ソケット６００を固定するための固定部材７００が設けられている。シリンダー１０
０がハウジング５００内に設置された状態でソケット６００が固定部材７００に固定され
る。
【００２８】
　図３に関し、最上部の図面は、キーを入れる前の状態のシリンダー１００とスライダー
２００とを表す。中央部の図面は、キーを入れた後にモータ４００の駆動によってスライ
ダー２００が前進した状態を表す。この状態では、シリンダー１００がラッチ機構３００
に係合してこれらが一体に回転可能となる。最下部の図面は、シリンダー１００がラッチ
機構３００に係合した状態でキーを回してラッチ機構３００とシリンダー１００が回転さ
れたことを表し、この時にドアが開かれる状態となる。
【００２９】
　図４を参照してロック装置の内部構造をより詳しく説明する。ハウジング５００内には
、ボール８２０、スプリング８１０、プラグ８００が順次設置されている。シリンダー１
００の外周面には、ボール８２０の一部が挿入される溝が形成されており、これによって
シリンダー１００の初期位置が決められている。後方からキーを差し込んで接点を確実に
合わせると、モータ４００が駆動されてスライダー２００が前進し、それによってシリン
ダー１００がラッチ機構３００に係合する。この状態でキーを回せばラッチ機構３００と
シリンダー１００が共に回転されてドアを開けることができる。
【００３０】
　図５の左側図は図３の最上部の図面に示された状態に対応する図であり、シリンダーと
ラッチ機構とが操作されていない状態を示している。一方、右側図は図３の最下部の図面
に示された状態に対応する図であり、ラッチ機構３００とシリンダー１００が互いに係合
して回転された状態を示している。
【００３１】
　これまで本発明の好ましい実施形態について説明してきたが、本発明はその目的及び技
術の範囲の中で多様に変形することができる。すなわち、本発明は特許請求の範囲および
その均等な範囲内にある多様な変形例をも包含するものである。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明のロック装置の一部を切断した斜視図である。
【図２】本発明のロック装置の分解斜示図である。
【図３】本発明のロック装置のシリンダーとスライダーの動作を表す斜視図である。
【図４】本発明のロック装置の断面図である。
【図５】図４のＶ－Ｖ線断面図である。
【図６】図４のＶＩ－ＶＩ線断面図である。
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