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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　いくつかの円柱、レールおよび支柱２を有し、この上には自家用車駐車用として駐車プ
ラットホーム８とともに環状板形状の駐車デッキが上下に何階層か設置されており、各階
では一つのリフトシャフト６２が駐車デッキの中央に起立または懸吊しており、１つ以上
の乗り入れおよび乗り出し用の階に進入ランプ２２と引き渡しランプ９が配置されている
、コンパクトかつ高効率かつ経済的に自動で自家用車を駐車するための自家用車用自動駐
車システムであって、このリフトシャフト６２が固定式または前後可動式の昇降プラット
ホーム３１を備えたリフト６１を有し、
　車両の形状である円錐形または楕円形の前部形状を電子的に計測するための計測装置と
、測定データベースに基づき特定の車のために最も省スペース化した空き駐車位置を計測
するための中央計算装置とが存在し、リフトプラットホーム３１は機械式のセンタリング
、昇降、押し出しシステムであるトラクタ４０を備え、このトラクタ４０により、進入ラ
ンプ２２上の車両を車輪部でセンタリングし、把持し、持ち上げることが可能となり、そ
の後、車両はトラクタ４０に関係するローラー５７上を移動し、その結果、車両はその円
形の前部形状を考慮して、隣接するプラットホーム８上の車両までの最短距離にある特定
の駐車プラットホーム８上に移動可能となり、その先端部をリフト６１の方向にあるいは
リフト６１と逆方向に向けることによって、車は、走行方向にその先端部を向けながら、
その場所から把持されて引き渡しランプ９にまで移動可能となることを特徴とする自動駐
車システム。
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【請求項２】
　車両をトラック幅に関わらずこの出口ランプ上を横方向にセンタリングすることができ
るようなセンタリング装置を進入ランプ２２が装備し、前記センタリング装置は、これら
のガイドレール２１への乗り上げ防止用のローラーを装備したガイドレール２１を有し、
前記進入ランプ２２には、その上で車両が側方向に移動可能となる長手方向に並べられた
ローラー２５が備えられ、前記ガイドレール２１は互いに逆向きに横方向および対称にの
み移動でき、かつばね２３によって前方が絞られた円錐状になり、その結果、車両が進入
するとその前輪１６がガイドレール２１の前方を押し開けるとともに後部ではこれを閉じ
、これによって進入ランプ２２において前記長手方向に並べられたローラー２５上を側方
向に車輪が回転しながら、車両が横向きに進入ランプ２２の中心線まで移動することを特
徴とする、請求項１のコンパクトかつ高効率かつ経済的に自動で自家用車を駐車するため
の自家用車用自動駐車システム。
【請求項３】
　機械式センタリング、昇降、押し出しシステムがトラクタ４０によって形成され、この
トラクタが中央レール４３上を案内されて導かれて車両の真下を移動することが可能であ
り、前記トラクタ４０は、前記中央レール４３から可変距離分、移動可能であり、それぞ
れがその外側に二対のローラーフィンガ４６を持つ押し出しアーム３７を、前記中央レー
ル４３の片側に有し、前記ローラーフィンガ４６にはローラー５７と昇降ローラー５８を
備え、各対のローラー５７は互いの方向に移動可能である平行かつ対称に設計された梁（
フォークレール）４４があれば車両を持ち上げるとともに横方向にもセンタリングでき、
２方向に移動可能であることにより、このトラクタによって車両を横方向へ精密にセンタ
リングすることも可能であって、このフォークレールを使用して車両が車輪の内側を押さ
れて駐車ランプ２２の中央に横へ移動でき、また前部車輪の内側に向けて押し出しアーム
３７を押し出すことによって、進入ランプ２２上の車両のステアリングホイールの角度を
合わすことができ、その後、車両１６の車輪は二つのローラー５７を片側からタイヤのキ
ャップに移動させることによってこれら二つのローラー５７によって閉じることが可能と
なり、その後、この車輪は、昇降ローラー５８を回転させることによって、進入ランプ２
２から持ち上げることが可能となり、また、トラクタ４０はその後、ローラー５７上の車
両を割り当てられた駐車プラットホーム８上に駐車させるためにその車両を昇降プラット
ホーム３１に移動することができることを特徴とする、請求項１～２のいずれか一項に述
べた、コンパクトかつ高効率かつ経済的に自動で自家用車を駐車するための自家用車用自
動駐車システム。
【請求項４】
　同一または異なる長さを有する駐車プラットホーム８が、それぞれ一端をリフト６１に
向かって円錐状に絞った形状を有し、円形または多角形の外形上を有する円板上において
約２０度の角度で星型に配置されることを特徴とするとともに、各駐車プラットホーム８
の幅が最大級の車両寸法用ではなく平均的な車両用に限定されるように、幅が広い車両と
幅が狭い車両が横に並べて配置されるような、迅速かつ最適な省スペースの配置を行うた
めの中央コンピューター装置によって、車両前部の円錐形および卵形の形状を、その寸法
とコンピュータ支援の特定の割り当てと共に考慮することで、駐車する車両を駐車プラッ
トホーム８に割り当てることが可能であり、この場合は矩形の駐車区画同士が前方端で部
分的に重複するものとすることを特徴とする、請求項１～３のいずれか一項に述べた、コ
ンパクトかつ高効率かつ経済的に自動で自家用車を駐車するための自家用車用自動駐車シ
ステム。
【請求項５】
　システムを地上の設備としてまたタワーおよび起立式構造として設計することが可能で
あることを特徴とする、請求項１～４のいずれか一項に述べた、コンパクトかつ高効率か
つ経済的に自動で自家用車を駐車するための自家用車用自動駐車システム。
【請求項６】
　前記設備が地下構造として設計されることを特徴とする、請求項１～４のいずれか一項
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に述べた、コンパクトかつ高効率かつ経済的に自動で自家用車を駐車するための自家用車
用自動駐車システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
この発明は最低限の必要スペースで迅速かつ経済的に自家用車を駐車するための自家用車
用全自動駐車システムに関する。特に、該システムはそれらを省スペースな方法で駐車さ
せ、要求に応じて自動的に駐車位置から再度それらを取り出して利用者に渡すため、プラ
ットフォーム上で自家用車をセンタリングし、それらを把持し、そして迅速にそれらを運
搬するための装置及び手法からなる。装置を迅速かつ容易に設置し、解体し、再設置する
ことが可能なようにモジュール式設計を組み合わることにより、本発明は、屋内駐車場、
駐車サイロ、高層駐車場や、より広い空間を利用する類似のシステムよりも安価な代替手
段である。
【背景技術】
【０００２】
自家用車は、路上、駐車場、ガレージ、高層駐車場、アクセス管理された自動駐車システ
ムに駐車される。典型的な高層駐車場では、自家用車の駐車に利用できるのは敷地面積の
約４０％、建物容積の約３０％だけである。平均的な車両は幅約１．７メートル、高さ約
１．６メートル、長さ約４．４メートルで、容積が約１２立方メートルとなるのに対して
、通常の高層駐車場や駐車システムでは、車両１台あたり最大で８０立方メートル以上の
容積を伴う。コンパクトなエンジンを有する新型の乗用車では初期モデルとは異なり、も
はや矩形の形状ではない。新型の乗用車の外形は、主にフロント部でサイドバックミラー
位置から円錐状か卵形に細くなっており、このため矩形の駐車場を有効に使うことができ
ない。このように通常の駐車システムでは、避難路、照明、消火システム等のみならず、
入口、出口通路、取り回し、ドア開閉、階段、リフト、歩道、頑丈な支柱および梁のため
のスペース、人間のための最小床上高さによって、多くの貴重なスペースが犠牲になって
いる。駐車には時間と技量を要し、煩わしいものとして認識されている。
【０００３】
他のシステムでは、場所を節約するために乗用車は昇降システムによって高く持ち上げら
れ、係員によって隙間無く駐車される（係員による駐車サービス）。これにより、駐車が
高額になり、かつ、アクセス時間が長くなる。従来の駐車システムでは、駐車するために
は駐車スロットに正確に乗り入れなければならず、ここでドライバーには自動的に、パレ
ット上で車両をセンタリングするための指示が与えられる。このパレットは車両の移動に
必要なもので、駐車が想定されている最大の乗用車に対する最小の幅と長さを持つ矩形の
領域である。このため、車両の有効地上面積よりも広い面積が必要となる。さらに、駐車
前には毎回このパレットを持ってきて入れ替えなければならず、複雑な機構と大規模な管
理を要するとともに、多大な時間とスペースを費やす。アジアでは垂直方向にチェーンで
懸吊された固定プラットホームを有する他のシステムがたまに見られ、このシステムの場
合は内部の空間が十分には活用できず、長大なアクセス時間によって実際の駐車場数が制
限される。既知のシステムは固定構造物として設計され、経済的かつ迅速な駐車ができず
、このため長期の恒久的用途にしか適さない。長い建設期間と、大規模な投資、長期の保
有は、投資意欲を鈍らせる効果がある。
【０００４】
この発明の一般的な目的は、最小限のスペース要求で、迅速かつ経済的に自家用車を駐車
させるための、簡単な技術的装置を考案することである。この装置は利用者の要求に応じ
て車両を迅速に取り出すこともできなければならない。
【０００５】
機械による車両の把持と、移動と、精密な駐車とを可能にするため、まず車両を正確に位
置決めしなければならない。位置決めを正確に、間違いなく実施するには、顧客に任せる
ことはできない。車両を停車して置くときには、簡単でなければならない。車両が正確に
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置かれていない場合でも、システムは任務を果たさなければならない。１番目の小課題は
、機械的手段によって車両を自動的にセンタリングし、機械および電子的手段によってそ
れを収集するため、ある特定の厳密な位置に運搬することである。
【０００６】
車両は、いかなる輸送手段も使わない簡易な技術によって、自動的に移動し、保管される
べきである。２番目の小課題は、指定された場所に車両を移動し、かつ再び取り出せるよ
うに、ある手法によって車両を正確かつ迅速に把持することである。このためには、車両
をリフトのプラットホーム上および駐車ランプ上に乗せ、最終的には必要に応じて車両を
そこから再度引き出して、利用者に引き渡すために出口ランプに乗せるため、構成品があ
らゆる車両に対応したある適切なポイントにて車両を把持できるようなやり方で、構成品
を設計しなければならない。
【０００７】
３番目の小課題は、洗練された配置で可能な限り隙間無く、スペースを無駄にせずに単純
な構成で車両を駐車することである。乗用車の最新の基本形状、様々な幅、長さ、高さを
、できる限り有効に利用するべきである。精選された配置、手法、電子的手段による測定
、IT支援の駐車位置割り当てによって、従来システムと比較して無駄な空きスペースがか
なり減り、空間利用度が大幅に増大する。
【０００８】
４番目の小課題は、要求に応じて車両を迅速かつ安全に運転者に引き渡すことであり、交
通方向に沿った簡潔で安全なレイアウトを使用することで引き渡しが容易かつ迅速となる
。
【０００９】
５番目の小課題は、クレーン、支持構造、重厚な土台を使わずに、最小限の努力で全シス
テムの組み立て、解体、移動、再組み立てが可能なように、システム全体を設計すること
である。このため、構成品は再使用可能なように組み立てられなければならない。
【００１０】
一般的な目的は、自家用車の自動、コンパクト、効率的かつ経済的な駐車のための自家用
車用自動駐車システムにより達成され、該システムはその上に駐車プラットホームを備え
た円形ディスク状駐車デッキが自家用車駐車のための互いに重なる数層に設置される数本
の柱、レール又は円柱を備え、リフトシャフトはこの駐車デッキの中央に起立又は懸吊さ
れ、そして進入ランプおよび引き渡しランプは１つ以上の引き込み又は押し出しレベル上
に配置され、これによりリフトシャフトは、固定されたあるいは前後に移動させることが
できかつ回転可能なリフトプラットホームを備えたリフトを有することになり、本システ
ムは以下のことにより特徴づけられる、即ち車の形状、特に円錐形または楕円形の前部形
状を電子的に計測するための計測装置と、測定データベースに基づき特定の車のために最
も省スペース化した空き駐車位置を計測するための中央計算装置とが存在し、リフトプラ
ットホームは、機械式のセンタリング、昇降、押し出しシステム（トラクタ）を備え、こ
のトラクタにより、進入ランプ上の車両を車輪部でセンタリングし、把持し、持ち上げる
ことが可能となり、その後、車両はトラクタに関係するローラー上を移動し、その結果、
車はその円形の前部形状を考慮して、隣接するプラットホーム上の車までの最短距離にあ
る特定の駐車プラットホーム上に移動可能となり、その先端部をリフトの方向にあるいは
リフトと逆方向に向けることによって、車は、走行方向にその先端部を向けながら、その
場所から把持されて引き渡しランプにまで移動可能となることを特徴とする。限定しない
実施例として、このシステムは付属図面で示され、その作動法をこれらの図面を参照する
ことにより詳細に記述する。
【発明の開示】
【００１１】
このシステムは以下のことにより特徴づけられる、即ちそれは自動的に車を把持し、迅速
にかつ特別な配置で経済的にそれらを駐車させ、必要に応じ再度それらを押し出し、そし
て全装置を解体しそして最小の努力で別の場所に再組み立てできることである。更にそれ
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は又次のことで特徴づけられる、即ち自動的かつ正確に、水平方向及び垂直方向にそれら
を運搬するため、そしてパレットやコンベアベルトのような助けの必要なく垂直軸上でそ
れらを回転させるため、車を自動的、機械的に把持し、そして正確な最初の位置に移動さ
せる。
【００１２】
自家用車を可能なかぎり隙間無く精密に駐車できるようにするためには、乗用車の保管場
所への出し入れが自動的に行われるべきである。そのためには、最適駐車を目的として、
乗用車の最新の外形と様々な寸法がを考慮されつつある。利用コストを現状のレベルに据
え置くためには、操作者すら省いた少人数で管理することが可能であり、また、保守管理
が手軽で、故障の恐れができるだけ少なく、信頼性が高い装置が提供される。この装置を
、一時的に利用できるいくらかの土地やビルの間の隙間用として、また暫定対策として適
するものにするために必要に応じて交換できるようなモジュール式の簡単な設計を有する
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
図０と図１に示すように駐車装置は、自家用車駐車のための駐車デッキに円形ディスク状
に固定配置される単一の駐車プラットホーム８が取り付けられる、数本の円柱、レール又
は柱２を備える。この中央で、何層かのデッキに配置されたプレート上に前後に移動可能
な固定又は可動リフトプラットホーム３１を有する図６ａ、及び、６ｂ、７及び９ｃに示
すような従来方式リフトのリフトシャフトが起立又は懸吊され、その上で機械式押し出し
システム（トラクタ）４０が水平レール（トラクタレール）４２上を走り、それはその車
輪で機械的に車を把持し、センタリングし、そしてリフトプラットホーム３１上（図３の
位置１）へそれらを持ち上げ引っ張る。その後リフトは割り当てデッキへ垂直に移動する
。リフトが対応するデッキへ到着し、そしてこのデッキ又はリフトシャフト全体が計算さ
れた角度だけコンピュータにより割り当てられた特定のプラットホーム８へ回転すると、
昇降プラットホーム３１はこのプラットホーム８の前で停止する（図３の位置２）。その
後、この車はトラクタ４０によって駐車プラットホーム８まで押されることになる（図４
ａ）。この方法及び図７や８（左上）に示すような選択された一部重複する駐車配置で、
コンパクト化を図８（左下、右上、および右下）に示された従来システムに対して飛躍的
に向上させることができる。車を除去する場合、これはこれと反対順序でトラクタ４０に
よってこのステップを実行することにより戻され、出口ランプ９（図３の位置３）上へ押
される。その単純性とモジュール設計のため、装置は組み立てられ、解体されそして非常
に迅速に再度組み立てられる。
【００１４】
固定駐車プラットホーム８を備える自家用車用のこの自動駐車システムは図６ａ、６ｂお
よび７に示す中央リフト、接続された昇降プラットホーム３１、図４および７に示す押引
き装置（トラクタ）４０及びその上で車を自動的にセンタリングし、そして位置決めする
駐車及び出口ランプを備える何層かのデッキ上の円形ディスクに配置される。システムは
更に以下のことにより特徴づけられる、即ち車を機械的に自動的に把持し、電子的に測定
し、そしてその後はコンピュータの助けによって、パレット状の付属品を使用せず、特別
に配置された駐車プラットホーム８へ運搬し、この駐車法と選択配置（図８、左上）が駐
車の本質的な高密度を達成するのに役立つ。
【００１５】
さて図２に関して、センタリングシステムを備える駐車ランプについて述べる。センタリ
ングシステムは２本のガイドレール２１によりこのランプの中央へ車を移動させる。この
レールは目的のための如何なる機械的駆動を使用せず、車輪がレールにぶつかることを防
止するローラーを備え、これによりこのガイドレールは図２ａ（右上）に示す対称位置に
ある回転アーム２７、２８、プッシュロッド２８及びセンタリングレール２５により互い
に機械的に接続される。バネ２３で張力を加えられたこれらのレールは駐車ランプの中央
に対し圧力を及ぼし、これによりこれらは車が引き込まれる時、前部で互いに引き離され
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る。同時にその結果、後部でこれらのレールは対称に移動し、よって通路の中央へ車の後
部を押す。プラットホームは又以下のことで特徴づけられる、即ちそれはそれらの軸がプ
ラットホームの駆動方向に対して長さ方向に配置されるローラー２５を備え、その上で車
輪１６を横へ容易に移動できる（図２ａの左下）。
【００１６】
図３に関して、リフトシャフトと昇降プラットホームを記述している。昇降プラットホー
ム３１は一方では水平方向に前後に移動可能であり、他方では垂直軸の回りに回転するこ
とができ、駐車した車の前部の下で移動可能であり、円形に配置された駐車プラットホー
ム８と結合することが可能となるように、適切な形状と寸法を有し、進入ランプ２２と出
口ランプ９とも結合できる。昇降プラットホームは又以下のことにより特徴づけられる、
即ちトラクタ４０、機械的把持及び押し出しシステムは車を昇降プラットホームに引っ張
るか又はそれらをここから駐車プラットホーム８あるいは出口ランプ９に押すため、セン
タリングされ、移動可能なレール上に搭載される。代案として昇降プラットホーム３１を
リフトと恒久的に接続することができる。同様に、代案としてリフトはリフトシャフトと
共に図９ｃに示すように垂直軸の回りに回転できるように設計することができる。これは
次に以下の特性により特徴づけられる、即ちリフトシャフトの支柱（図６ｂのガイドレー
ル６５と図６ｂの支持支柱６８参照）と垂直軸に沿って電子制御される電子機械式、油圧
式又は空気圧式駆動（図９ｃのリフト６９の回転ギヤー参照）との間でローラー回転でき
る。これにより正確なセンタリングと昇降プラットホーム３１と駐車プラットホーム８と
の間の隙間を少なくすることを保証する。
【００１７】
図４ａ～ｃに関して、トラクタを説明する。車は把持され、センタリングされそして昇降
プラットフォーム３１の中央に固定されたレール上のトラクタ４０によりパレットやコン
ベアベルトのような助け使用せず、その車輪上で移動する。この上でそれは駐車ランプ上
に設置された車の下を走り、拡張可能な２本のフォークレール４４で車輪を押し、これに
より正確に車をセンタリングし、夫々が車輪の下で押され、２本のローラフィンガ４６を
有する４本のフォーク４５である程度車を持ち上げ、車を固定して所望位置にそれを引張
り又は押す。
【００１８】
車を把持し、持ち上げ、そして図４ｃに示すようにローラーフォーク４５で各車輪を押し
、そして各々はそのローラー５７（図４ｃ）上に水平ローラーを備える２本のローラーフ
ィンガ４６を備える。このローラーフォーク４５（図４ａ１）は以下の特性により特徴づ
けられる、即ちその２本のローラーフィンガがプラットホーム上を走る１本又は２本のロ
ーラーを備えるようにフォークレール４４に固定される。それが昇降ローラー５８の第３
ローラーを支持し（図４ｃおよび図５ａ、５ｂ）、それらが車の車輪１６の下を移動する
場合昇降ローラー５８はそれにより車両を持ち上げる。昇降ローラー５８はローラー５７
間およびこれに平行に別個の軸上を走るか又はローラーと同芯のこの上に重複させること
ができる（図５ａの昇降ローラー５８及び図４ａ１のローラーフォーク４５参照）。この
場合、昇降ローラー５８はローラー片からなり、これはローラー上を走り、円筒形状を有
し、その上に垂直な又は凹んだプレートが設定され車輪のベアリング表面を拡大する（図
５ｂ）。
【００１９】
駐車プラットフォーム８、車の配置及び駐車方法を図７から９に関して説明する。この自
動駐車システムは駐車配置と対応する駐車プラットフォーム８と共に作動し、これにより
最新の自動車の円錐形又は楕円形前部を検討し利用する。この対応する寸法及びこれらの
特定割当てで、車が側面を接してコンパクトに駐車でき、これらを正確にセンタリングし
、そしてパレットや類似の助けを使用せず自動的に移動させる場合、駐車プラットフォー
ム８は特定基本形状を有し、環状ディスクを形成するように配置される。二つの単一のプ
ラットホーム８はそれらの間で１５～３０度の角度をなし、最適スペースがコンピュータ
によって車に割り当てられる。車は、図７に明確に示されるようにそれらの幅や前部形状
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を考慮して最適に省スペース化された駐車位置を割り当てられる。このように配置は以下
のことで特徴づけられる、即ち、仮想の長方形の駐車プラットホームに延長する場合、駐
車プラットホーム８は互いに内端と側端で重複する。しかし、図７に示されるようにプラ
ットホーム８の設計により、ごく僅かのスペースしか必要としない。
【００２０】
図１に関して、解決手段がある装置により示される。この装置は、ある特別な配置により
省スペースな方法で車両を完全に自動で迅速に駐車し、要求されたときに車両を取り出し
て返却するものである。より詳しくは、まず車両がガイドレールとローラーによって駐車
ランプ上でセンタリングされ、次にある装置によって車輪を把持されて初期位置に運ばれ
、次にパレットやベルトコンベアなどの搬送手段によることなく、正確に自動で移動され
る。これは、車両の車輪の下にある小ローラーの上に車両を載せて移動するために、この
小ローラーで押すことによって行われる。中央リフト上には移動可能な昇降プラットホー
ムが取り付けられており、この移動可能な昇降プラットホーム上の装置（以下、トラクタ
という）によって、車両を水平に移動できる。この昇降プラットホームは、垂直軸を中心
として車両を回転できるのと同時に、垂直方向に速やかに搬送できる。システム全体は、
高価な建設機械を使用せずに、必要に応じて容易に解体でき、その後別の場所での再組み
立てが可能であるような手法によって、ねじとボルトを使用したモジュール式設計で組み
立てられている。次の個別発明を組み合わせることで、既存のシステムに対して前述の利
点を有する、望ましい解決手段となる。
【００２１】
図２に示す様にこの解決手段においては、進入ランプ２２上で長手方向に並べられたロー
ラー２５上で車両を進め、駐車車両のを車輪１６を進入ランプの中央へと繰り出しつつ側
方のガイドレール２１を使って車両を移動させることにより、車両が進入ランプ２２上で
自動的かつ正確にセンタリングされる（図２）。ガイドレール２１上のローラーは、車両
が進みすぎるのを防止する。これらのガイドレールは、２本の回転式アーム２７および２
８とガイドレール２１により前部および後部で機械的に連結されており、また、センター
引張ばね２３により対称的に中心に押しつけられている。しかし、他の引張ばね２３によ
って後部アームが互いに押し広げられているため、ガイドレール２１の後部は開位置で再
び静止状態に移行する。車両が送りこまれたときに、その前輪によってガイドレール２１
がそれぞれ押し広げられると、センター引張ばね２３により後部アームの閉方向力が増加
し、ガイドレール後部も閉じる。この結果、この時点では車両の後部のみをセンターにま
で移動することができる。車両が駐車ランプを離れると、ガイドレールは、円錐状に前方
が閉じ後方が開いた元の静止位置に戻る。こうして、駐車ランプは次の車を送りこむ準備
が整う。この設備はいかなる機械駆動も必要とせず、保守がほぼ不要である。
【００２２】
車両の正確な位置決めは、運転者に対して電気的および機械的ストッパーにまで車を進め
るように指示することによって達成され、このストッパーは運転者に停止シグナルを送る
。車両は、ただちに機械により把持されて、その形状は電子的手段によって測定され、コ
ンピュータがこの車両のための適切な駐車場所を決定する。駐車場所があれば、洗車のと
きのように、運転者はハンドルを中立位置にしてブレーキをかけ、ギヤを１位置またはＰ
位置にし、車から出てドアを閉めるように指示される。車から出たことがいったん電気的
に記録されると、保全のため、その後のアクセスはゲートによって阻止される。こうして
、この時点で車両の駐車準備が整い、運転者に駐車券を発行できる。遅れを防止するため
、一部の降車区画の前に、前述の駐車ランプ（図２）をいくつか配置することができる。
【００２３】
別の方法としては、固定ガイドレールか機械駆動を有するレールを、車両のセンタリング
に使用してもよい。固定ガイドレールを使う変形形態では、車両は横方向の寸法差に関す
るある制限値内におさえられる。正確なセンタリングは、トラクタ（図４ａ、図４ｂ）の
アーム（フォークレール）４４が行う。フォークレールは内側から同時に車輪に接触し、
これによって車両を横および中央にずらす。これは、これらの押し出しアーム３７とトラ
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クタレール４２が示される図４ａ１に図示される。そして、トラクタは平行移動する。
【００２４】
パレットやベルトコンベア無しで操作を管理するためには、どの車両についても、あらゆ
るモデルに適した同じポイントで把持しなければならない。これはトラクタ４０（図４ａ
）という装置によって行われ、トラクタは車両をセンタリングし、車両を車輪部で把持し
、持ち上げて移動する。トラクタは昇降プラットホームに固定され、油圧で移動可能なト
ラクタレール（トラクタレール）４２を備えており、このトラクタレールの両側には、回
転可能な平行のフォークレール（フォークレール）４４が取り付けられている。各フォー
クレールは、図４ａ１と図５ａに示すようにローラー付きの短棒５１（ローラーフィンガ
）をそれぞれ２つ有するフォーク４５を、２つ装備している。各ローラーフィンガは１つ
か２つのローラー５７と、１つの昇降ローラー５８を備えている。各フォークのローラー
フィンガは両方とも、アクチュエーター（空気式または油圧式作動筒）４８によって互い
に結合されており、フォークレール４４に沿って互いに向かって自由に動くことができる
が、ローラーフィンガはばねによって初期位置に支持される。または、最前方のローラー
フィンガを固定式として設計してもよい。
【００２５】
フォークレール４４は、２つの旋回可能なロッド４１と、空気圧式か油圧式のアクチュエ
ーターによってトラクタレールに取り付けられているスライダ４３によって、トラクタに
連結されている。このトラクタレールは、昇降プラットホーム３１の上方で昇降プラット
ホーム３１を越えて動くことができ（図４ａ１）、２つの伸縮式作動筒か電気機械式駆動
装置によって、対応する方向に移動する。車両が正確に中央に移動してから、静定すると
、フォークレール４４がトラクタレールによって車輪に押し付けられる。その次に、各フ
ォーク４５の２つのローラーフィンガ５１が一緒に動き、このローラーフィンガによって
車輪が昇降ローラー５８の上に持ち上げられる。ローラーフィンガが閉じているときは、
車両の横方向の動きを伝えるためにローラーフィンガはフォークレールに固定される。こ
れで、車両がある一定の厳密な初期位置に運ばれるとともにその形状の電子的手段による
測定が可能となり、コンピュータが望ましい駐車位置を決定できる。
【００２６】
次に、ローラーフィンガ上を転がっている車両が、昇降プラットホーム３１の上に引き込
まれる（図４ａ、トラクラ位置１）。次に、リフト６１の中央にある昇降プラットホーム
３１は、割り当てられたデッキまで垂直に移動する（トラクタ位置２）。計算された駐車
プラットホームまでリフトが回転した後、トラクタは車両を駐車プラットホーム８の上に
送る。逆の過程によって、トラクタが再び車両を卸下する（トラクタ位置１）。ローラー
フィンガは互いに離れる方向に移動し、次にフォークレールが引き込まれる。その後、ト
ラクタが昇降プラットホームに戻り、次の車両のための準備が整う。車両を出口プラット
ホーム９に卸下するため、昇降プラットホーム３１とトラクタ４０は反対方向に移動し（
図４ａのトラクタ位置５３）、これによって交通の向きに合わせた走行が容易になる。
【００２７】
図５ａ、図５ｂ、図４ｂ、図４ｃに関して、ローラーフィンガによる把持と昇降について
説明する。トラクタ４０から車輪への引張力および衝撃力の伝達、および車両の昇降は、
前記のローラーフィンガ５１により解決される。ローラーフィンガは、２つのローラー５
７を備え、このローラーは昇降ローラー５８を保持する。ローラーは対応するプラットホ
ーム３１上で回転する。昇降ローラー５８は、車輪を持ち上げて保持する役割を持つ。昇
降ローラーは別体式ローラーか、またはローラーとの同軸式として設計され、部分的な円
筒形状の形状を有し、ローラー５８の上に重なっている（図面５ｂ）。この方法により、
車輪との接触面積はわずかに拡大される。ローラー軸は両端にフランジ５３を有する。内
側のフランジはフォークレール４４の中へ移動し、そこにはローラーフィンガを閉じる駆
動作動筒４８がある。開位置では、このローラーフィンガはばねによって、特定の初期位
置に保持されている。トラクタの圧縮力および引張力を車両に伝達するため、閉位置では
ローラーフィンガがレールに機械的に繋止される。最前方のローラーが完全に固定されて
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いる場合もあり、この場合は追加の繋止策を省略できる。
【００２８】
図３と、図６に関して、リフトとその昇降プラットホームによる輸送および回転について
説明する。昇降プラットホーム３１は、駐車プラットホーム８に嵌合したプレートを備え
る。昇降プラットホームは他のプラットホームに対して水平長手方向に移動し、円錐状ま
たは円状の前部を介してそのプラットホームと密接に嵌合するように、またローラーがプ
ラットホーム衝上部を越えて、ぶつかることなく移動するように、ローラー上に配置され
ている。昇降プラットホームは上側および下側の水平レールによって、垂直のガイドレー
ル６５に沿って従来型リフト６１上に取り付けられ、静止する。垂直レール６５は、駐車
プラットホーム８か（図６ａ）、または垂直リフトキャリングピラーの変形形態として（
図９）、このどちらか一方で固定される。キャリングピラーは、垂直軸回りでリフトと共
に回転する。これはさらに、リフトシャフト６２を形成する。このように、回転リフトシ
ャフトは側方をプラットホームのローラー（図６ｂ）によって支持されている。
【００２９】
トラクタは、駆動作動筒４８を取り付けることによりトラクタレール４２のガイドを介し
て、昇降プラットホームに連結されている。可動式昇降プラットホームの設計では、車両
の前方下部に伸びた昇降プラットホーム３１が垂直に移動できるように、昇降プラットホ
ームが初めにセンター位置に拘束される（図４ａ２の位置２）。車両を卸下する場合につ
いては、車両がプラットホーム上でトラクタにより同じ方法で把持され、昇降プラットホ
ーム上に引き込まれ、これの反対側に（位置３）出口ランプ９に押し出される。
【００３０】
図８と、図９に示す様に、駐車プラットホーム８は、懸架または支持用の固定点を有する
円錐板（円板片）を備える。これらの吊上装置および支持部は、駐車プラットホーム８の
部分的に重複した領域や移動経路の中に突き出ることがないように、プラットホーム後部
に配置される。円錐状に絞った形状により、密接した駐車が可能である。このように、矩
形をベースとした形状同士が、前方隅部および側方で部分的に重複する。大型の車両は、
プラットホームの側方からはみ出ることができ、車輪は隣のプラットホームに出入りでき
る。可動式昇降プラットホームの設計では、精選されたプラットホーム前方形状によって
昇降プラットホームによる最大能力での昇降が可能となり、衝上時の確実なセンタリング
を助け、衝上部がオーバーランした場合、ローラーのスムーズな移送を可能にする。各プ
ラットホーム単体の精選された吊上装置あるいは支持部のおかげでレールは必要とされず
、垂直方向の空間が不要であり、天井までの距離を短くできる。円錐板の水平方向のレー
ルは側方に配置でき、そこでは十分な空間が利用可能である。
【００３１】
車両が最小限の利用スペースでコンパクトに駐車できるようにするため、乗用車は車両フ
ロント部分の円錐形または卵形の外形上を考慮した、小さな固定駐車プラットホーム８上
に送り込まれる。乗用車は円板の上に星型の多角形状に配置され、駐車プラットホームの
円錐状に絞った前方部と円状の配置により、車両前方を中心に向けた円状に、かつコンパ
クトに車両を駐車することができる。このコンパクトな特別の配置は、駐車過程における
車両の正確なセンタリングと誘導、コンピュータ支援による位置の最適化および割り当て
、精選された設計のプラットホームを通じて、自動装置によって実現される。車両を移動
させるためにパレットは必要ない。この方法では、矩形の駐車場区画だと部分的に重複し
、車両が出入りするときには駐車場への経路も部分的に重複する。このため、前方部の円
錐状の形状と車両の短いフロント部分が、間隔を狭めるために利用される。車両の形状の
電気的測定とこれらのデータの収集の助けによって、駐車プラットホーム８上で幅の広い
各車両の片両側に２台の小型車を配置するといった方法で車両が振り分けられ、これによ
って駐車側間隔はさらに狭まる。この方法では、スペースは各位置についての平均的な車
両の幅に対してのみ必要とされ、各駐車プラットホーム上の最大級の車両には必要ない。
【００３２】
計算によると、１デッキあたりの車両の最適な台数は、１４から２０台ほどである。台数
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が多いと、円板内の空間が不必要に大きくなる。駐車プラットホームの数が少ない場合は
、中央の空間が過小となるか、またはリフトと昇降プラットホームに対して必要な空間が
利用可能駐車面積と比較して過大となる。従来のシステム、および矩形のパレットを備え
た他の自動駐車システムとは異なり、要求面積は実質的に大幅に低減されることになる。
各駐車プラットホーム８単体の上には可動部品が不要であり、これによって建設設計が非
常に単純になる。
【００３３】
別の手法として、駐車プラットホーム８を隙間の無い円板状になるような形状とし、密に
取り付けることもでき、その上に車両はその円板に対してその幅に応じたある角度で、最
小限の間隔で横に並べて駐車される。これは、支柱２を外側に間隔を設けて配置し、水平
方向のレール上でプラットホームを支持することによって実現される。垂直レール７１は
、駐車プラットホーム間の外側の部分にある。配置にもよるが、プラットホーム下には最
大でもひとつの横方向または半径方向の水平方向レールしか必要とされない。このように
、床面の高さ、つまり垂直方向のスペースの損失を無視できる。各層のデッキの高さ、す
なわち垂直方向の間隔は必要に応じて取り付け前に決めればよく、また、最小限の努力で
要求に合わせた調整が可能である。垂直方向の間隔は、予想される車高について、幾つか
の異なるデッキ高さで設定される。デッキは車両の測定値に基づき割り当てられているた
め、車両は必要に応じた高さのみを要求することになる。これによって、スペースの利用
効率がさらに向上し、その伸び率は従来型高層駐車場と比較して約３倍である。
【００３４】
出口ランプ９は単なる平板を有しており、この平板上では駐車プラットホーム上と同じ方
法で車両がトラクタによって押し出されるが、車両の方向は前向きである。車両が板上に
押し出されてから、出口ランプが開き、運転者がアクセス可能の状態とする。車両が出て
行くまでの遅れを防止するため、幾つかの出口ランプを配置することが可能で、この出口
ランプは連絡する乗車区画と共に追加できる。
【００３５】
駐車プラットホームのカバーと共にリフトシャフトも、互いに差し込むこと一体化が可能
である。均一なモジュール式設計と、はめ込み式と、ねじ式結合との使用によって、取り
付けが迅速かつ容易である。逆の手順により、組み立て品を再び分解できる。任意選択と
して、カバーを建物の壁面に懸架式または自立式構造として固定することも可能である。
設備全体は、地上、または地下でも組み立てることができる。利用者がデッキにアクセス
できないということを踏まえ、脱出経路、消火システム、さらには階段、リフト、照明、
換気などの非常設備も、大幅に無くすことができる。リフトは、人間や物の搬送用リフト
で使用されている技術による市販品の設計を基にしている。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図０】駐車システムの３次元表示
【図１】駐車システムの全体概要
【図１ｂ】駐車システム断面の３次元表示
【図２】駐車ランプおよびセンタリングシステム詳細
【図２ｂ】固定ガイドレールを有する駐車ランプおよびセンタリングシステム
【図３】昇降プラットホームとトラクタ
【図４ａ】トラクタ位置と可動式昇降プラットホーム
【図４ａ－１】トラクタとローラーフォークの作動原理
【図４ａ－２】トラクタ位置と固定リフトプラットホーム
【図４ｂ】昇降プラットホーム（固定式および可動式）上のトラクタ
【図４ｃ】トラクタとローラーフォーク
【図５ａ】２個のローラーを備えるローラーフォーク
【図５ｂ】１個のローラーおよび被せローラーを備えるローラーフォーク
【図６ａ】固定リフトシャフトを備えたリフト
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【図６ｂ】リフトおよび昇降プラットホーム
【図７】駐車配置のうち、長短のプラットホームによる配置
【図８】面積の比較
【図９】ａ、ｂ、ｃは設置工法および設計の概要
【符号の説明】
【００３７】
２ 円柱
４ 端部支持材
５ リフトシャフト
６ シャーシ
８ 駐車プラットホーム
９ 出口プラットホーム
１３ センタリングばね
１６ 車輪
１９ センタリングレール
２１ ガイドレール
２２ 駐車ランプ
２３ 引張ばね
２５ ローラー
２８ プッシュロッド
２９ センタリングレール
３１ 昇降プラットホーム
３７ 回転アーム
４０ トラクタ
４１ ロッド
４２ トラクタレール
４３ スライダ
４４ フォークレール
４５ ローラーフォーク
４６ ローラーフィンガ
４８ 作動筒
５１ ローラーフィンガ
５３ フランジ
５７ ローラー
５８ 昇降ローラー
６１ リフト
６２ リフトシャフト
６４ ガイドローラーリフトシャフト
６５ ガイドレール
６６ カウンタウェイト
６７ レール
６８ キャリングピラー
６９ リフト回転ギヤ
７１ プラットホーム支持部材
７１ プラットホームホルダ
７３ 支柱、支持部材
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