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(57)【要約】
【課題】自転車用スマートロック制御構造を提供する。
【解決手段】本発明の自転車用スマートロック制御構造
は、ロックの内面にキーロック機構及び駐輪ラックロッ
ク機構が配置されると共に車のキー及び駐輪ラックに対
応させてロック状態を形成させる。前記車のキーの表面
には噛合部を有する。前記キーロック機構はギア部材及
びロックプレートを備え、ロックプレートはロック歯を
有すると共に駆動キットに連結される。前記車のキーは
前記ロック内に挿入され、前記噛合部は前記ギア部材に
噛合され、前記駆動キットは前記ロックプレートを駆動
させて変位させて前記ロック歯を前記ギア部材に噛合さ
せる。前記駐輪ラックロック機構はシャフトにより枢着
結合される掛け金及びブロックプレートを備え、前記掛
け金は前記駐輪ラックに弾性により接触して嵌入され、
前記駆動キットは前記ロックプレートを駆動させて前記
ブロックプレートの一側に対して変位させ、前記掛け金
及び前記ブロックプレートを制限させる。本発明は簡単
な構造及び堅固なロック効果を有する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ロックの内面にはキーロック機構及び駐輪ラックロック機構が配置され、且つ前記キー
ロック機構及び前記駐輪ラックロック機構が車のキー及び駐輪ラックにそれぞれ対応させ
て自転車のロックを実行する自転車用スマートロック制御構造であって、
前記車のキーの表面には噛合部を有し、
前記キーロック機構はギア部材と、ロックプレートと、駆動キットとを備え、前記ロック
プレートはロック歯を有し、前記駆動キットが前記ロックプレートを駆動させて変位させ
ることにより前記ロック歯が噛合させる動作及び前記ギア部材から脱離させる動作を行い
、
前記車のキーが前記ロック内に挿入されると、前記噛合部が噛合されて前記ギア部材を駆
動させ、さらに、前記車のキーの挿設位置は前記駆動キットを起動させるために用いられ
、前記駆動キットが前記ロックプレートを駆動させると共に前記ロック歯が前記ギア部材
に噛合されるとロック状態が形成され、前記駆動キットが前記ロックプレートを駆動させ
ると共に前記ロック歯を前記ギア部材から脱離させると前記車のキーが取り出されてロッ
ク解除状態が形成されることを特徴とする自転車用スマートロック制御構造。
【請求項２】
　前記駐輪ラックロック機構はシャフトにより枢着結合される掛け金及びブロックプレー
トを備え、前記掛け金は前記駐輪ラックに弾性により接触して嵌入され、前記駆動キット
は前記ロックプレートを駆動させて前記ブロックプレートの一側に対して変位させ、前記
掛け金及び前記ブロックプレートを制限させてロック状態を形成させ、前記駆動キットは
前記ロックプレートを駆動させて前記ブロックプレートから離間するように変位させ、前
記掛け金及び前記ブロックプレートが弾性により擺動されてロック解除状態を形成させる
ことを特徴とする請求項１に記載の自転車用スマートロック制御構造。
【請求項３】
　前記ギア部材の一側に弾性により擺動するように枢着されると共に前記ロックプレート
に隣接するラッチ部材を更に備え、前記キーロック機構がロック状態にある場合、前記ラ
ッチ部材の一端が前記ギア部材の中心部に接近し、前記キーロック機構がロック解除状態
にある場合、前記ラッチ部材の一端が前記ギア部材の中心部から離間することを特徴とす
る請求項１に記載の自転車用スマートロック制御構造。
【請求項４】
　前記ロックプレートの表面には第一フランジを有し、前記ラッチ部材の表面には第二フ
ランジを有し、前記ロックプレートが移動すると前記第一フランジが前記第二フランジに
接触して前記ラッチ部材が付勢され、前記ラッチ部材の端部が前記ギア部材の中心部から
離間し、前記ロックプレートが移動すると前記第一フランジが前記第二フランジに接触し
なくなり、前記ラッチ部材が弾性により擺動し、前記ラッチ部材の端部が前記ギア部材の
中心部に接近することを特徴とする請求項３に記載の自転車用スマートロック制御構造。
【請求項５】
　前記ロックプレートはガイドブロックを有し、前記ガイドブロックはガイド溝を有し、
前記駆動キットはモーターの出力軸の一端が回転板に着接され、前記回転板の偏心位置が
ガイドロッドに着接され、前記ガイドロッドの一端が前記ガイド溝に嵌入されることを特
徴とする請求項１に記載の自転車用スマートロック制御構造。
【請求項６】
　ロックプレートの一側に位置されると共にリニアシュートを有する位置限定プレートを
更に備え、前記ロックプレートの表面にはボスを有し、前記ボスは前記リニアシュートに
嵌入されることを特徴とする請求項１または５に記載の自転車用スマートロック制御構造
。
【請求項７】
　第一スイッチ及び第一トリガーを更に備え、前記第一スイッチは前記駆動キットに電気
的に接続され、前記第一トリガーは前記第一スイッチの一側及び前記車のキーの移動経路
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中に位置され、前記車のキーが前記ロックに挿入されて前記第一トリガーに接触させ、且
つ前記第一トリガーにより前記第一スイッチがトリガーされると前記駆動キットが作動す
ることを特徴とする請求項１に記載の自転車用スマートロック制御構造。
【請求項８】
　前記ロックプレートの一側に位置される第一停止スイッチを更に備え、前記ロックプレ
ートが移動することによりロック状態が形成され、前記ロックプレートが前記第一停止ス
イッチに接触させると前記駆動キットが動作を停止させることを特徴とする請求項１に記
載の自転車用スマートロック制御構造。
【請求項９】
　前記ロックプレートの一側に位置される第二停止スイッチを更に備え、前記ロックプレ
ートが移動することによりロック解除状態が形成され、前記ロックプレートが前記第二停
止スイッチに接触させると前記駆動キットが動作を停止させることを特徴とする請求項１
に記載の自転車用スマートロック制御構造。
【請求項１０】
　第二スイッチ及び第二トリガーを更に備え、前記第二トリガーは前記ブロックプレート
に配置されて前記ブロックプレートに追随して擺動し、第二スイッチは前記第二トリガー
の擺動経路上に位置されると共に前記駆動キットに電気的に接続され、前記第二トリガー
が前記第二スイッチに接触させると前記駆動キットにより前記ロックプレートが駆動され
て変位すると共に前記ブロックプレートの一側に対する位置に位置されることを特徴とす
る請求項２に記載の自転車用スマートロック制御構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、ロックの分野に関し、より詳しくは、レンタル自転車に配置されるスマートロ
ック制御構造（Smart Lock Control Structure for A Bicycle）に関する。
【背景技術】
【０００２】
レンタル自転車は、特に駐輪ラック無し運用モードのレンタル自転車はどこでも借りれて
返却できるという特性を有し、前記自転車自体に車体ロックが配置されている。また、自
転車を駐輪した後、自転車自体のロック機能により前記自転車がロックされ、その後に好
適なネットワーク装置を利用して情報を伝送することで返却が完了する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
一般的な車体ロックは金属ケーブルに鍵部材が連結されている。使用時には、前記ケーブ
ルを前輪に通した後、車体ロックに挿設させ、この際にハンドルバーは定位されない。ま
た、前記鍵部材及び車体ロックはロック結合機能を有するが、前記鍵部材は悪意を持った
人間に抜き取られやすく、明らかに不便で欠点があった。
【０００４】
本発明は、このような従来の問題に鑑みてなされたものである。上記課題解決のため、本
発明は、自転車用スマートロック制御構造を提供することを主目的とする。つまり、これ
により、従来のシェア自転車のロックは車体のロックまたは駐輪ラックへのロックという
単一のロック返却モードしか提供しないという問題を解決させる。
【０００５】
本発明の他の目的は、自転車用スマートロック制御構造を提供することを主目的とする。
つまり、これにより、より簡単な構造形態でありながらより好適なロック効果を有する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
上記課題を解決するために、本発明のある態様の自転車用スマートロック制御構造は、ロ
ックの内面にはキーロック機構及び駐輪ラックロック機構が配置され、且つ前記キーロッ
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ク機構及び前記駐輪ラックロック機構が車のキー及び駐輪ラックにそれぞれ対応させて自
転車のロックを実行する。前記車のキーの表面には噛合部を有する。前記キーロック機構
はギア部材と、ロックプレートと、駆動キットとを備える。前記ロックプレートはロック
歯を有し、前記駆動キットが前記ロックプレートを駆動させて変位させることにより前記
ロック歯が噛合させる動作及び前記ギア部材から脱離させる動作を行う。前記車のキーが
前記ロック内に挿入されると、前記噛合部が噛合されて前記ギア部材を駆動させる。さら
に、前記車のキーの挿設位置は前記駆動キットを起動させるために用いられ、前記駆動キ
ットが前記ロックプレートを駆動させると共に前記ロック歯が前記ギア部材に噛合される
とロック状態が形成される。前記駆動キットが前記ロックプレートを駆動させると共に前
記ロック歯を前記ギア部材から脱離させると前記車のキーが取り出されてロック解除状態
が形成される。前記駐輪ラックロック機構はシャフトにより枢着結合される掛け金及びブ
ロックプレートを備える。前記掛け金は前記駐輪ラックに弾性により接触して嵌入され、
前記駆動キットは前記ロックプレートを駆動させて前記ブロックプレートの一側に対して
変位させ、前記掛け金及び前記ブロックプレートを制限させてロック状態を形成させる。
前記駆動キットは前記ロックプレートを駆動させて前記ブロックプレートから離間するよ
うに変位させ、前記掛け金及び前記ブロックプレートが弾性により擺動されてロック解除
状態を形成させる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明が自転車に配置されてロックする動作及び駐輪ラックの使用状態を説明す
る概略図である。
【図２】本発明のキーロック機構の組み合わせを示す外観図である。
【図３】本発明のキーロック機構の組み合わせを示す平面概略図である。
【図４】本発明の駐輪ラックロック機構の組み合わせを示す外観図である。
【図５】本発明の駆動キット及びロックプレートの組み合わせを示す外観図である。
【図６】本発明の駐輪ラックロック機構の動作を示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
本発明における好適な実施の形態について、添付図面を参照して説明する。尚、以下に説
明する実施の形態は、特許請求の範囲に記載された本発明の内容を限定するものではない
。また、以下に説明される構成の全てが、本発明の必須要件であるとは限らない。
【実施例】
【０００９】
図１に示されるように、本発明に係る自転車１０にはロック２０が配置される。前記自転
車１０には車のキー２２に連結されるケーブル１２が配置される。このため、前記ケーブ
ル１２がタイヤの間に通され、且つ前記車のキー２２が前記自転車１０に装設されるスト
ライクプレート１４を貫通させて前記ロック２０に挿入され、ロック状態が形成される。
また、使用者が自転車１０を駐輪ラック１６に向けて押し、且つ前記ロック２０の一端を
前記駐輪ラック１６の嵌め込み溝１８内に嵌入させるとロック状態が形成される。
【００１０】
また、図２に示されるように、本発明の使用状態によると、前記ロック２０は、ケース９
０の内部であり、且つキーロック機構３０及び駐輪ラックロック機構５０を有する。前記
キーロック機構３０は前記車のキー２２に対応させ、前記駐輪ラックロック機構５０は前
記駐輪ラック（図示せず）に対応させる。
【００１１】
また、図２及び図３に示されるように、前記車のキー２２の表面には噛合部２４を有する
。なお、前記キーロック機構３０はギア部材３２と、ロックプレート３４と、駆動キット
３６とを備える。前記ロックプレート３４はロック歯３５を有し、前記駆動キット３６は
前記ロックプレート３４を駆動させて変位させることにより前記ロック歯３５が噛合させ
て前記ギア部材３２から脱離させる。次に、ラッチ部材３８が前記ギア部材３２の一側に
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弾性により擺動するように枢着されると共に前記ロックプレート３４に隣接する。上述の
ラッチ部材３８には好適な形式のばね３９が組み合わせられて弾性による擺動状態を達成
させる。
【００１２】
本発明は第一スイッチ４０及び第一トリガー４２を備える。前記第一スイッチ４０は前記
駆動キット３６に電気的に接続され、前記第一トリガー４２が前記第一スイッチ４０の一
側及び前記車のキー２２の移動経路中に位置される。前記車のキー２２は前記ロック２０
に挿入されて前記第一トリガー４２に接触させ、且つ前記第一トリガー４２により前記第
一スイッチ４０がトリガーされると前記駆動キット３６が作動する。
【００１３】
図２及び図４に示されるように、前記駐輪ラックロック機構５０はシャフト５６により枢
着結合される掛け金５２及びブロックプレート５４を備える。前記シャフト５６は前記ブ
ロックプレート５４及び前記掛け金５２を貫通すると共に両端は前記ケ－ス９０の内壁面
の固定された２軸穴９２内にそれぞれ嵌入され（図２参照）、これにより前記シャフト５
６が前記掛け金５２及び前記ブロックプレート５４の回転の中心となり、前記掛け金５２
及び前記ブロックプレート５４が回転を行う。次に、本発明は第二スイッチ５８及び第二
トリガー６０を更に備える。前記第二トリガー６０はロッドでもよい。前記第二トリガー
６０は前記ブロックプレート５４を貫通し、一端が前記掛け金５２に配置（挿設）され、
他端が前記ケース９０の内壁面の円弧溝９４に挿設される（図２参照）。前記第二スイッ
チ５８は前記第二トリガー６０の擺動経路に位置されると共に前記駆動キット３６に電気
的に接続される。これにより、前記ブロックプレート５４が擺動して前記第二トリガー６
０が前記第二スイッチ５８に接触させる。
【００１４】
また、図３に示されるように、前記ロックプレート３４の表面には第一フランジ６２を有
し、前記ラッチ部材３８の表面には第二フランジ６４を有する。前記ロックプレート３４
が移動して前記第一フランジ６２が前記第二フランジ６４に接触させると、前記ラッチ部
材３８が付勢され、前記ラッチ部材３８の端部が前記ギア部材３２の中心部から離間する
。さらに、前記ロックプレート３４が移動して前記第一フランジ６２が前記第二フランジ
６４に接触しなくなると、前記ラッチ部材３８が弾性で擺動し、前記ラッチ部材３８の端
部が前記ギア部材３２の中心部に接近するか当着させる。
【００１５】
図５を参照し、前記ロックプレート３４はガイドブロック４４を有し、前記ガイドブロッ
ク４４はガイド溝４６を有する。前記駆動キット３６は駆動装置６６の出力軸６８の一端
が回転板７０に着接される。前記回転板７０の偏心位置がガイドロッド７２に着接される
。前記ガイドロッド７２の一端が前記ガイド溝４６に嵌入される。上述の駆動装置はモー
ター及び変速機の組み合わせである。本発明は前記ロックプレート３４の一側に位置され
ると共にリニアシュート７６を有する位置限定プレート７４を備える。前記ロックプレー
ト３４の表面には前記リニアシュート７６に嵌入されるボス７８を有する。
【００１６】
図４を参照すれば、本発明は前記ロックプレート３４の一側に互いに離間して位置される
第一停止スイッチ８０及び第二停止スイッチ８２を備える。前記第一停止スイッチ８０及
び前記第二停止スイッチ８２は前記駆動キット３６に電気的に接続されると共に前記駆動
キット３６の動作を停止させるために用いられる。
【００１７】
以上の部材及び構造形態によると、使用者が前記車のキー２２を前記ロック２０内に挿入
させ、前記車のキー２２により前記第一トリガー４２をトリガーさせると、前記第一トリ
ガー４２により前記第一スイッチ４０がトリガーされ、前記駆動キット３６の前記回転板
７０が回転を行い、追従して前記ガイドロッド７２が前記ガイド溝４６内で変位し、前記
ロックプレート３４が線形移動し、且つ前記ボス７８が前記リニアシュート７６に沿って
移動する。これにより、前記車のキー２２の前記噛合部２４が前記ギア部材３２に噛合さ
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れ、且つ前記ロックプレート３４の前記ロック歯３５が前記ギア部材３２の隣接する２つ
の歯の間に嵌入され、前記ラッチ部材３８の一端が前記ギア部材３２の中心位置に当着さ
れ、こうしてロック状態が形成される。また、前記ロックプレート３４が前記第一停止ス
イッチ８０に接触させると前記駆動キット３６の動作が停止される。
【００１８】
前記ロック２０がロック解除情報を受信すると、前記駆動キット３６の前記回転板７０が
反対方向に回転を行い、追従して前記ガイドロッド７２が前記ガイド溝４６内で変位し、
前記ロックプレート３４が線形移動し、前記ロックプレート３４の前記ロック歯３５が前
記ギア部材３２から脱離し、前記ラッチ部材３８の端部が前記ギア部材３２の中心位置か
ら離間する。前記ロックプレート３４が前記第二停止スイッチ８２に接触させると前記駆
動キット３６の動作が停止される。これにより、ロック解除状態が形成されると共に前記
車のキー２２が前記ロック２０から取り出される。
【００１９】
図６に示されるように、駐輪ラックへのロックが実行される過程において、前記掛け金５
２及び前記ブロックプレート５４が弾性により擺動する。その後、前記ブロックプレート
５４の前記第二トリガー６０により前記第二スイッチ５８がトリガーされ、且つ前記掛け
金５２が前記駐輪ラックの所定の穴１００内に嵌められて弾性により復位する。この際、
前記第二スイッチにより前記駆動キット３６が動作するように制御されると共に前記ロッ
クプレート３４が移動し、且つ前記ブロックプレート５４の一側に対する位置に位置され
てブロック状態を形成させる。この状態では、使用者が前記自転車を押して前記掛け金５
２及び前記ブロックプレート５４を回転させることはできず、ロック状態が形成される。
前記掛け金５２及び前記ブロックプレート５４の弾性による擺動は、ばね５３により完成
される。
【００２０】
逆に、前記駆動キット３６により前記ロックプレート３４が駆動されて変位して前記ブロ
ックプレート５４から離間すると、前記掛け金５２及び前記ブロックプレート５４が弾性
により擺動し、ロック解除状態が形成される。
【００２１】
従って、本実施例に係る構造は、車体のロックメカニズム及び駐輪ラックへのロックメカ
ニズムを実行可能であり、シェア自転車が異なるロック形式を有し、返却及びレンタルの
需要を満たす。また、本発明に係るロックは機械式ロックモードを提供し、より簡単な構
造及び堅固なロック効果を兼ね備える。
【００２２】
上述の実施形態は本発明の技術思想及び特徴を説明するためのものにすぎず、当該技術分
野を熟知する者に本発明の内容を理解させると共にこれをもって実施させることを目的と
し、本発明の特許請求の範囲を限定するものではない。従って、本発明の精神を逸脱せず
に行う各種の同様の効果をもつ改良又は変更は、後述の請求項に含まれるものとする。
【符号の説明】
【００２３】
１０　自転車　　　１２　ケーブル　　　１４　ストライクプレート
１６　駐輪ラック　　　１８　嵌め込み溝　　　２０　ロック
２２　車のキー　　　２４　噛合部　　　３０　キーロック機構
３２　ギア部材　　　３４　ロックプレート　　　３５　ロック歯
３６　駆動キット　　　３８　ラッチ部材　　　３９　ばね
４０　第一スイッチ　　　４２　第一トリガー　　　４４　ガイドブロック
４６　ガイド溝　　　５０　駐輪ラックロック機構　　　５２　掛け金
５３　ばね　　　５４　ブロックプレート　　　５６　シャフト
５８　第二スイッチ６０　第二トリガー
６２　第一フランジ　　　６４　第二フランジ
６６　駆動装置　　　６８　出力軸　　　７０　回転板
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７２　ガイドロッド　　　７４　位置限定部材７６　リニアシュート　　　
７８　ボス　　　８０　第一停止スイッチ　　　８２　第二停止スイッチ
９０　ケース　　　９２　軸孔　　　９４　円弧溝

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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