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(57)【要約】
【課題】異物のシル溝内への蓄積によるドア故障の発生
をなくし、ドアパネルへの乗降方向の衝撃力に対する耐
衝撃性を向上させることができるエレベータのドア装置
を提供する。
【解決手段】本発明の一実施形態によれば、水平なドア
レール１２から懸架されそれぞれ戸袋側端部の下方にシ
ュー２０、２１を有するドアパネル１３、１４と、ドア
パネル１３、１４の下方のシル上面１５、上面１５に開
口する穴８０、８１および穴８０、８１のシル長手方向
両端側にそれぞれ形成されたシル溝１７、１８を有する
シル１９と、シル１９のシル上面１５よりも上方の位置
および穴８０、８１内の位置の間で上下動し上方へ付勢
されたドアパネル１３、１４毎のピン８２、８３と、ピ
ン８２、８３をドアパネル１３、１４の移動に連動して
上昇又は下降させ、戸閉時にピン８２、８３を穴８０、
８１内に差込むドアロック機構８４、８５と、を備えた
エレベータのドア装置が提供される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水平なドアレールから懸架されそれぞれ戸袋側端部の下方にシューを有する複数のドア
パネルと、
　これらのドアパネルの下方のシル上面、前記ドアパネル毎にこのシル上面に開口する穴
および前記穴のシル長手方向両端側にそれぞれ形成されたシル溝を有するシルと、
　このシルの前記シル上面よりも上方の位置および前記穴内の位置の間で上下動し上方へ
付勢された前記ドアパネル毎のピンと、
　前記ピンを前記ドアパネルの移動に連動して上昇又は下降させ、戸閉時に前記ピンを前
記穴内に差込むドアロック機構と、を備えたことを特徴とするエレベータのドア装置。
【請求項２】
　前記ドアロック機構は、
　前記ピンのピン下部が前記上方の位置およびこのピン下部が前記穴内の位置においてそ
れぞれピン上部に当接し前記ドアパネルに直交するカム回転軸を有するカムと、
　このカムへの枢支端、前記ドアパネル上の枢軸部、前記シルに固定された回動支点およ
びこれらの枢支端、枢軸部及び回動支点間を連結するリンク機構と、を備えたことを特徴
とする請求項１記載のエレベータのドア装置。
【請求項３】
　前記リンク機構は、
　前記枢支端および前記枢軸部間の第１揺動部材と、
　この第１揺動部材と同軸状の前記枢軸部および前記回動支点間の第２揺動部材と、を備
えたことを特徴とする請求項２記載のエレベータのドア装置。
【請求項４】
　前記ドアロック機構は、
　前記ドアパネルに一端が互いに同軸状に枢支された第１揺動部材および第２揺動部材と
、
　前記第１揺動部材の他端に枢支され前記ピンに摺接するカム面を持つカムと、
　前記第２揺動部材の他端に枢支され前記シルに固定された回動支点と、を備え、
　前記戸閉により前記カムが前記回動支点からの離間に連動して前記ピンを下降させ、戸
開により前記カムが前記回動支点への近接に連動して前記ピンを前記上方の位置へ復帰さ
せることを特徴とする請求項１記載のエレベータのドア装置。
【請求項５】
　前記カムは、
　カム回転軸から第１の半径において前記ピンを前記穴に差込む第１のカム面および前記
カム回転軸から第２の半径において前記ピンを前記穴から退出させる第２のカム面を含む
カム曲線を有することを特徴とする請求項４記載のエレベータのドア装置。
【請求項６】
　前記カムは、
　前記戸閉による前記第１揺動部材および前記第２揺動部材の伸張によって前記第１のカ
ム面を前記ピンに当接させ、
　前記戸開によるこれらの揺動部材の折畳みによって前記第２のカム面を前記ピンに当接
させることを特徴とする請求項５記載のエレベータのドア装置。
【請求項７】
　前記ドアロック機構は、
　前記ピンを上下動させるアクチュエータと、
　前記戸閉時にこのアクチュエータへの動作駆動によって前記ピンを前記穴内の位置に下
降させるコントローラと、を備えたことを特徴とする請求項１記載のエレベータのドア装
置。
【請求項８】
　前記ドアロック機構は、
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　前記ドアパネルの戸袋側端部において上下動する錘を有し前記錘の重力により前記ドア
パネルを戸閉方向に付勢する自閉装置と
　一端が前記錘に連結され他端が前記ピン側に連結された索体と、を備え、
　前記索体は、前記自閉装置の前記戸閉方向への付勢によって前記ピンを下降させ、戸開
により前記ピンを上昇させることを特徴とする請求項１記載のエレベータのドア装置。
【請求項９】
　水平なドアレールから懸架されそれぞれ戸袋側端部の下方にシューを有する複数のドア
パネルと、
　これらのドアパネルの下方のシル上面およびシル長手方向両端側にそれぞれ形成された
シル溝を有するシルと、
　このシルの前記シル上面よりも上方の位置および前記シル上面に接触する接触位置の間
で上下動し上方に付勢された前記ドアパネル毎の押さえ部材と、
　前記押さえ部材を前記ドアパネルの移動に連動して上昇又は下降させ、戸閉時に前記押
さえ部材を前記シル上面に密着させるドアロック機構と、を備えたことを特徴とするエレ
ベータのドア装置。
【請求項１０】
　前記シルの前記シル上面は前記シル長手方向に交差する乗降方向で乗場側の一辺および
昇降路側の他辺を有し、このシル上面は前記一辺から前記他辺に向かって上り傾斜である
ことを特徴とする請求項９記載のエレベータのドア装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はエレベータのドア装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　エレベータ乗降口にはシル溝が形成された乗場シルが設けられており、ドアのシューが
このシル溝内を移動することで乗場ドアは開閉される（例えば特許文献１参照）。従来、
左右の乗場ドアの左右方向の動きを制止し、ドアを脱落させないようにした構造を有する
エレベータ乗場出入口装置が知られている（例えば特許文献２参照）。また、人や台車等
の乗降口の出入りによってシル溝にゴミ等の異物が詰まることがあり、異物によりドア開
閉に支障が生じないように乗場シル上面にドアのガイド溝なしでドア下端をガイドさせる
エレベータの戸ガイド装置が知られている（例えば特許文献３参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－１３８９１６号公報
【特許文献２】特開平４－１９７９９０号公報
【特許文献３】特開２００９－１６６９７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、シルからシル溝を全く無くしたシル溝レス構造では、ドアがシル溝に案内され
ずに移動するため、乗場ドアは、シル長手方向と交差する乗降方向にズレ動く。戸閉時に
ドアパネル下端を固定することができないので、人体や台車等がドアへ衝突したときの衝
撃力に対する耐衝撃性が十分ではない。乗降方向の衝撃力に対して対応することができな
い。
【０００５】
　本発明はこのような課題に鑑み創案されたものであり、異物のシル溝内への蓄積による
ドア故障の発生をなくし、ドアパネルへの乗降方向の衝撃力に対する耐衝撃性を向上させ
ることができるエレベータのドア装置を提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
　このような課題を解決するため、本発明の一実施形態によれば、水平なドアレールから
懸架されそれぞれ戸袋側端部の下方にシューを有する複数のドアパネルと、これらのドア
パネルの下方のシル上面、前記ドアパネル毎にこのシル上面に開口する穴および前記穴の
シル長手方向両端側にそれぞれ形成されたシル溝を有するシルと、このシルの前記シル上
面よりも上方の位置および前記穴内の位置の間で上下動し上方へ付勢された前記ドアパネ
ル毎のピンと、前記ピンを前記ドアパネルの移動に連動して上昇又は下降させ、戸閉時に
前記ピンを前記穴内に差込むドアロック機構と、を備えたことを特徴とするエレベータの
ドア装置が提供される。
【０００７】
　また、本発明の別の一実施形態によれば、水平なドアレールから懸架されそれぞれ戸袋
側端部の下方にシューを有する複数のドアパネルと、これらのドアパネルの下方のシル上
面およびシル長手方向両端側にそれぞれ形成されたシル溝を有するシルと、このシルの前
記シル上面よりも上方の位置および前記シル上面に接触する接触位置の間で上下動し上方
に付勢された前記ドアパネル毎の押さえ部材と、前記押さえ部材を前記ドアパネルの移動
に連動して上昇又は下降させ、戸閉時に前記押さえ部材を前記シル上面に密着させるドア
ロック機構と、を備えたことを特徴とするエレベータのドア装置が提供される。
【０００８】
　本発明によれば、異物のシル溝内への蓄積によるドア故障の発生をなくすことができ、
ドアパネルへの乗降方向の衝撃力に対する耐衝撃性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の第１実施形態に係るエレベータのドア装置の正面図である。
【図２】（ａ）は本発明の第１実施形態に係るエレベータのドア装置のシルの上面図であ
り、（ｂ）は本発明の第１実施形態に係るエレベータのドア装置のドアパネル及びシルの
配置関係を示す図であり、（ｃ）は本発明の第１実施形態に係るエレベータのドア装置の
シルの縦断面図である。
【図３】本発明の第１実施形態に係るエレベータのドア装置のドアロック機構の連結構造
を示す図である。
【図４】（ａ）、（ｂ）はそれぞれ本発明の第１実施形態に係るエレベータのドア装置の
ドアロック機構に用いられる複数のカム面を示す図である。
【図５】（ａ）、（ｂ）はそれぞれ本発明の第１実施形態に係るエレベータのドア装置の
ドアロック機構に用いられるピンの上昇又は下降を示す複数の図である。
【図６】本発明の第１実施形態の第１変形例に係るエレベータのドア装置のドアロック機
構の連結構造を示す図である。
【図７】本発明の第１実施形態の第２変形例に係るエレベータのドア装置のドアロック機
構の連結構造を示す図である。
【図８】本発明の第１実施形態の第３変形例に係るエレベータのドア装置のドアロック機
構の要部構成を示す図である。
【図９】（ａ）、（ｂ）は本発明の第２実施形態に係るエレベータのドア装置のドアロッ
ク機構の構造を示す複数の図である。
【図１０】本発明の第２実施形態に係るエレベータのドア装置の乗場シルの縦断面構造を
示す図である。
【図１１】本発明の第３実施形態に係るエレベータのドア装置の正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施の形態に係るエレベータについて、図１乃至図１１を参照しながら
説明する。尚、各図において同一箇所については同一の符号を付すとともに、重複した説
明は省略する。
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【００１１】
（第１の実施形態）
　図１は本発明の第１実施形態に係るエレベータのドア装置の正面図である。同図には昇
降路側から見た両開き式ドアパネルの背面が示されている。本実施形態に係るエレベータ
のドア装置は乗場ドア装置であり、水平なドアレール１２から懸架されそれぞれ戸袋側端
部の下方にシュー２０、２１を有する両開き式のドアパネル１３、１４と、これらのドア
パネル１３、１４の下方のシル上面１５、ドアパネル１３、１４毎にこのシル上面１５に
開口する穴８０、８１および穴８０、８１のシル長手方向両端側にそれぞれ形成されたシ
ル溝１７、１８を有する乗場シル１９（シル）とを備えている。
【００１２】
　図２（ａ）は本実施形態に係るエレベータのドア装置のシルの上面図である。図２（ｂ
）は本実施形態に係るエレベータのドア装置のドアパネル及びシルの配置関係を示す図で
ある。図２（ｃ）は本実施形態に係るエレベータのドア装置のシルの図２（ａ）のＡＡ´
線に沿う縦断面図である。これらの図中、上方、下方はそれぞれ昇降路、乗場１０に対応
する。上述した符号と同じ要素はそれらと同じ要素を表す。
【００１３】
　更に本実施形態に係るエレベータのドア装置は、この乗場シル１９のシル上面１５より
も上方の位置および穴８０、８１内の位置の間で上下動し上方へ付勢されたドアパネル１
３、１４毎のピン８２、８３と、それぞれピン８２、８３をドアパネル１３、１４の移動
に連動して上昇又は下降させ、戸閉時にピン８２、８３を穴８０、８１内に差込むドアロ
ック機構８４、８５とを備えている。
【００１４】
　図１の各階の乗場１０の乗降口１１には三方枠３６（図２（ｂ））が設けられており、
この乗降口１１周りの昇降路壁面２４にはヘッダケース２５が設けられている。ドアレー
ル１２はこのヘッダケース２５に乗降口１１の間口方向に水平にして取付けられており、
乗場シル１９のシル長手方向と、乗降口１１の間口方向とに平行にされている。ドアレー
ル１２には一対のドアハンガ２６、２７が図示しないハンガローラを介してスライド自在
に装着されており、これらのドアハンガ２６、２７からそれぞれドアパネル１３、１４が
吊下げられている。
【００１５】
　ドアパネル１３は上方において２箇所でドアハンガ２６に固定されており、ドアパネル
１３の下端の戸袋側端部にシュー２０がシル溝１７内に嵌挿されている。ドアパネル１４
も上方２箇所でドアハンガ２７に固定され、その下端の戸袋側端部にはシュー２１がシル
溝１８内に嵌挿されている。シル上面１５の全範囲のうちの人が通過する乗降範囲は平坦
面になっている。シュー２０、２１は何れもガイドシューである。ドアパネル１３、１４
の上方には、係止機構２８とインターロック装置２９とが昇降路側に面して設けられても
よい。係止機構２８はドアパネル１３、１４を戸閉させた状態を保持する。インターロッ
ク装置２９はこの係止機構２８によりドアパネル１３、１４の状態を戸閉状態に保持し、
又はこの戸閉状態を解除する。
【００１６】
　また、図２（ｂ）のようにドアパネル１３は意匠面３２と、戸開閉方向の両端にそれぞ
れ天地方向に沿って形成された両側の折返し３３とを有する。シュー２０は、ドアパネル
１３の意匠面３２の反対面にブラケット３４を介して取付けられている。ドアパネル１４
もドアパネル１３の例と同様である。シュー２１はドアパネル１４の意匠面３２の反対面
に他のブラケット３４を介して取付けられている。一方のシル溝１７は、戸閉時の一方の
ドアパネル１３の戸袋側端部からシル長手方向の一端３０までに形成されている。他方の
シル溝１８は戸閉時の他方のドアパネル１４の戸袋側端部からシル長手方向の他端３１ま
でに形成されている。
【００１７】
　穴８０、８１は、図２（ｃ）のようにシル長手方向中央からほぼ等しい距離を隔てて穿
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設されており信号レベル穴底を有する。戸閉時のドアパネル１３、１４間の戸当たり部が
穴８０、８１間の中央に配置されるようにこれらの穴８０、８１は形成されている。シル
長手方向と交差する乗降方向の穴８０の位置は、ドアロック機構８４、８５の形状及び構
造によって決められている。穴８０の位置は例えばシル上面１５の長辺対の中央部でもよ
い。穴径、穴深さ、開口形状、穴壁傾斜等については穴８０は種々の値を選択可能である
。穴８１も穴８０と同様である。ピン８２、８３は穴８０、８１内に係止される部材であ
り、例えば金属製である。ピン８２、８３は、ドアパネル１３、１４及びドアロック機構
８４、８５の荷重がかかっても折れない程度の強度、ピン径、ピン長を有する。
【００１８】
　図３は本実施形態に係るエレベータのドア装置のドアロック機構８４の連結構造を示す
図である。既述の符号はそれらと同じ要素を表す。ドアロック機構８４は、ドアパネル１
３の昇降路側の面に、一端が互いに同軸状に枢支されたアーム８６（第１揺動部材）およ
びアーム８７（第２揺動部材）と、アーム８６の他端に枢支されピン８２のピン上端に摺
接するカム面を持つカム８８と、アーム８７の他端に枢支され乗場シル１９に固定された
回動支点８９とを備えている。このドアロック機構８４は戸閉によりカム８８が回動支点
８９からの離間に連動してピン８２を下降させ、戸開によりカム８８が回動支点８９への
近接に連動してピン８２を上昇させ又は上方の位置へ復帰させるようになっている。
【００１９】
　換言すれば、ドアロック機構８４は、カム回転軸９０を有するカム８８と、このカム８
８への枢支端９３、ドアパネル１３上の枢軸部９４、乗場シル１９に固定された回動支点
８９およびこれらの枢支端９３、枢軸部９４及び回動支点３９間を連結するリンク機構９
５とを備えている。このリンク機構９５は、枢支端９３および枢軸部９４間のアーム８６
（第１揺動部材）と、このアーム８６と同軸状の枢軸部９４および回動支点３９間のアー
ム８７（第２揺動部材）とを備えている。
【００２０】
　図１で右方のドアロック機構８５はドアパネル１４側に設けられドアロック機構８４と
左右対称的に配置されたカム８８及びリンク機構９５等を有する。ドアロック機構８５の
連結構造の詳細は、図３のドアロック機構８４の構成と実質同じである。
【００２１】
　図４（ａ）、図４（ｂ）は本実施形態に係るエレベータのドア装置のドアロック機構８
４に用いられる複数のカム面を示す図である。既述の符号はそれらと同じ要素を表す。カ
ム８８はピン８２のピン上端と接触する外周部にカム曲線を有する。カム８８は、図４（
ａ）のように、カム回転軸９０から第１の半径Ｒ１においてピン８２を穴８０に差込む第
１のカム面９１を有する。カム８８は、図４（ｂ）のように、カム回転軸９０から第２の
半径Ｒ２においてピン８２を穴８０から退出させる第２のカム面９２を有する。図４（ａ
）、図４（ｂ）のカム形状、カム面９１、９２の位置は種々の形状を用いることができ、
同図の例に限定されるものではない。
【００２２】
　図５（ａ）、図５（ｂ）は本実施形態に係るエレベータのドア装置のドアロック機構８
４に用いられるピン８２の上昇又は下降を示す複数の図である。既述の符号はそれらと同
じ要素を表す。カム８８は図５（ａ）のように戸閉によるアーム８６およびアーム８７の
伸張によってカム面９１をピン８２に当接させる。カム８８は、図５（ｂ）のように戸開
によるアーム８６およびアーム８７の折畳みによってカム面９２をピン８２に当接させる
。ドアロック機構８５によるピン８３の穴８１への差込み、穴８１からの上昇、及びアー
ム８６、８７の伸張、折畳み構造例も図４（ａ）～図５（ｂ）の例と同様である。
【００２３】
　次に上述の構成の本実施形態に係るエレベータのドア装置（図１～図５）の動作につい
て説明する。このエレベータのドア装置は、ドアパネル１３、１４を最初に閉じており、
かごの着床によってかご側にインターロック装置２９が係合し、係止機構２８のロックが
解除される。本実施形態に係るエレベータのドア装置は、かご側から受ける戸開駆動力に
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よりかごの戸開動作に連動してドアパネル１３、１４を開く。
【００２４】
　図５（ａ）の状態のドアロック機構８４は戸開に連動して図５（ｂ）のように、それぞ
れピン８２のロック状態を解除する。上方付勢された状態のピン８２のピン下端は何れも
シル上面１５よりも上方に上昇する。この動作に連動してドアロック機構８４は、図５（
ａ）の状態から、図５（ｂ）のようにそれぞれのアーム８６、８７を折畳む。ドアロック
機構８５もドアロック機構８４の例と同様である。ドアパネル１３は上方左右２箇所及び
下方の戸袋側端部のシュー２０により支えられた状態でシル長手方向中央からシル長手方
向一端３０に向かって移動する。ドアパネル１４も上下２箇所及び戸袋側端部のシュー２
１によりシル長手方向中央から他端３１へ移動する。ドアパネル１３、１４は乗場シル１
９に沿って互いに逆向きの左右方向に両開き式に乗降口１１を開く。
【００２５】
　また、かごドアの戸閉駆動力により、本実施形態に係るエレベータのドア装置はドアパ
ネル１３、１４を戸閉する。ドアパネル１３、１４は互いに近づく方向に移動する。ドア
ロック機構８４は、図５（ｂ）の状態から、アーム８６、８７が伸張し、それぞれのカム
８８を回転させる。カム面９２によりピン８２は押下げられる。ドアパネル１３、１４が
係止機構２８によって係止され、乗降口１１は全閉状態にされる。
【００２６】
　本実施形態に係るエレベータのドア装置によれば、シル長手方向の乗場シル１９全長の
うち、乗降口１１の人の通過範囲においてシル上面１５にシル溝が形成されていないため
、乗降口１１の範囲においてシル溝にゴミ等の異物が詰まってドアパネル１３、１４が故
障することは発生しない。エレベータ利用によって乗客や台車等が乗降口１１を通過する
が、乗場シル１９から異物を外部へ排出させる必要が生じない。シル上面１５は平坦であ
り、清掃が極めてし易くなる。平坦なシル上面１５により、段差が生じず、台車やベッド
が乗場シル１９を通過しても衝撃を受けることがない。杖やヒールがシル溝に挟まれるこ
とも生じない。
【００２７】
　また、本実施形態に係るエレベータのドア装置によれば、ドアパネル１３、１４は戸袋
側端部のシュー２０、２１により案内され、ドアロック機構８４、８５によって戸閉時は
ドアパネル１３、１４がロックされるため、これらのドアパネル１３、１４が乗降方向に
ズレ動くことがない。戸閉時にドアパネル下端を固定することができ、乗場１０から昇降
路へ加わる衝撃力に対して強度を向上させることができる。本実施形態に係るエレベータ
のドア装置によれば、異物のシル溝内への蓄積によるドア故障の発生をなくすことができ
、乗降方向への衝撃力に対する耐衝撃性を維持でき耐衝撃性を向上させることができる。
【００２８】
（第１変形例）
　本実施形態に係るエレベータのドア装置は、揺動部材にアーム８６、８７以外の形状を
持つ部材を用いてもよい。
【００２９】
　図６は本実施形態の第１変形例に係るエレベータのドア装置のドアロック機構の連結構
造を示す図である。既述の符号はそれらと同じ要素を表す。以下特に断らない限り第１変
形例に係るエレベータのドア装置は、図６に示す要素以外について上記図１～図５の構成
と同じ構成を有する。
【００３０】
　ドアロック機構８４Ａは、ピン下端が上方の位置およびピン下端が穴８０内の位置にお
いてそれぞれピン８２の上部に当接しドアパネル１３に直交するカム回転軸９０を有する
カム８８と、このカム８８への枢支端９３Ａ、ドアパネル１３上の枢軸部９４Ａ、乗場シ
ル１９に固定された回動支点８９およびこれらの枢支端９３Ａ、枢軸部９４Ａ及び回動支
点３９間を連結するリンク機構９５Ａとを備え、このリンク機構９５Ａは、枢支端９３Ａ
および枢軸部９４Ａ間のプレート８６Ａ（第１揺動部材）と、プレート８６Ａと同軸状に
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された枢軸部９４Ａおよび回動支点３９間のプレート８７Ａ（第２揺動部材）とを備えて
いる。プレート８７Ａはガイド穴９６を有する。
【００３１】
　これにより、戸開閉に連動してプレート８６Ａ、８７Ａの回動により、カム８８が回動
支点３９から離間し、又はカム８８が回動支点３９へ近接し、ピン８２は下降し、又は上
昇あるいは上方へ復帰する。
【００３２】
（第２変形例）
　上記第１実施形態の構造は自閉装置に連結されてもよい。
【００３３】
　図７は本発明の第１実施形態の第２変形例に係るエレベータのドア装置のドアロック機
構の連結構造を示す図である。既述の符号はそれらと同じ要素を表す。以下特に断らない
限り第２変形例に係るエレベータのドア装置は、図７に示す要素以外について上記図１～
図５の構成と同じ構成を有する。
【００３４】
　第２変形例に係るエレベータのドア装置はそれぞれドアパネル１３、１４毎のドアロッ
ク機構３７、３８を備える。ドアロック機構３７は、ドアパネル１３の戸袋側端部におい
て上下動する錘５１を有し錘５１の重力によりドアパネル１４を戸閉方向に付勢する自閉
装置５２と、一端が錘５１に連結され他端がピン８２側に連結されたワイヤ５３（索体）
とを備えている。ワイヤ５３は、自閉装置５２による錘５１の自由落下によってピン８２
を下降させ、錘５１の引上げによりピン８２を上昇させる。
【００３５】
　同様にドアロック機構３８は、ドアパネル１４の戸袋側端部において上下動する錘６０
を有し錘６０の重力によりドアパネル１３を戸閉方向に付勢する自閉装置６１と、一端が
錘６０に連結され他端がピン８３側に連結されたワイヤ６２（索体）とを備えている。ワ
イヤ６２は、自閉装置６１による錘６０の自由落下によってピン８３を下降させ、錘６０
の引上げによりピン８３を上昇させる。
【００３６】
　左方の自閉装置５２は、一方のドアパネル１４のドアハンガ２７に取付具５４によって
ワイヤ５５の一端を連結し、このワイヤ５５の自由端側の他端に錘５１を連結している。
ワイヤ５５は他方のドアパネル１３の戸袋側端部へ水平に引出され、滑車５６を介して下
方に垂れ下げられている。更に錘５１にはドアロック機構３７側のワイヤ５３の一端が連
結されている。ワイヤ５３は滑車５７を介して変向され、例えば乗場シル１９の下方を水
平にシル長手方向中央へ向かって引出されており、ワイヤ５３の他端は３つの滑車５８を
介してピン８２に連結されている。
【００３７】
　右方の自閉装置６１は、他方のドアハンガ２６にワイヤ６３の一端を連結し、ワイヤ６
３の他端に錘６０を連結している。ワイヤ６３はドアパネル１４の戸袋側端部へ水平に引
出され、滑車６４を介して下方に垂れ下げられている。更に錘６０にはドアロック機構３
８側のワイヤ６２の一端が連結されている。ワイヤ６２は滑車６５を介して変向され、乗
場シル１９の下方を水平にシル長手方向中央へ向かって引出され、このワイヤ６２の他端
は３つの滑車５９を介してピン８３に連結されている。
【００３８】
　次に第２変形例に係るエレベータのドア装置の動作を説明する。このエレベータのドア
装置は、ドアパネル１３、１４を閉じた状態からの戸開によって錘５１、６０を上昇させ
る。錘５１、６０の上昇によって、ピン８２、８３は上昇する。それぞれピン８２、８３
のロック状態が解除される。ドアパネル１３、１４は乗場シル１９に沿って互いに逆向き
に両開き式に乗降口１１を開く。
【００３９】
　また、第２変形例に係るエレベータのドア装置は、戸閉では、錘５１、６０が自重によ
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って下降するため、錘５１、６０の下降によって、ワイヤ５３、６２はピン８２、８３の
自重によって下方へ引っ張られる。これらのピン８２、８３は穴８０、８１に落ち込んで
、ドアパネル１３、１４の状態はロック状態になる。ドアパネル１３、１４はピン８２、
８３が穴８０、８１内に係止され、乗降口１１は全閉状態になる。これにより、ドアロッ
ク機構３７、３８によってピン８２、８３がドアパネル１３、１４の戸開移動に連動して
上昇する。また、ピン８２、８３がドアパネル１３、１４の戸閉移動に連動して下降し、
戸閉時にピン８２、８３は穴８０、８１内に差込まれる。
【００４０】
（第３変形例）
　実施の形態に係るエレベータのドア装置は、電気的な制御によってドアパネル１３、１
４をロックしてもよい。
【００４１】
　図８は本発明の第１実施形態の第３変形例に係るエレベータのドア装置のドアロック機
構の要部構成を示す図である。既述の符号はそれらと同じ要素を表す。特に断らない限り
第３変形例に係るエレベータのドア装置は、図８に示す要素以外について上記図１～図５
の構成と同じ構成を有する。
【００４２】
　第３変形例に係るエレベータのドア装置は、ドアパネル１３、１４にそれぞれドアロッ
ク機構７０を備えている。ドアパネル１３側のドアロック機構７０は、ピン８２を上下動
させる電動アクチュエータ６６と、戸閉時にこの電動アクチュエータ６６への動作駆動に
よってピン８２を穴８０内の位置に下降させるコントローラ６７とを備えている。
【００４３】
　電動アクチュエータ６６は、ケース６８から伸縮可能なロッド６９を有し、ロッド６９
の先端には、ピン８２が連結されている。電動アクチュエータ６６は、コントローラ６７
からのオン信号によってロッド６９をケース６８から進出させ、オフ信号によってロッド
６９をケース６８内に没入させる。コントローラ６７は建物壁内の配線７１経由でエレベ
ータ制御部７２に電気的に接続されている。ドアパネル１３、１４毎に電動アクチュエー
タ６６が駆動され、各電動アクチュエータ６６が個別にコントローラ６７によって駆動制
御可能になっている。
【００４４】
　エレベータ制御部７２は常時オフ信号を出力する。階床への着床時、エレベータ制御部
７２は戸開信号の出力とともにコントローラ６７へオン信号を出力する。エレベータ制御
部７２は戸閉時、コントローラ６７へオフ信号を出力する。これにより、簡素な構成によ
る制御が可能となる。
【００４５】
（第２の実施形態）
　ピン、穴によるロック以外の構造を持つドアロック機構が用いられてもよい。
【００４６】
　図９（ａ）、図９（ｂ）は本発明の第２実施形態に係るエレベータのドア装置のドアロ
ック機構の構造を示す複数の図である。既述の符号のうち、上述した符号と同じ符号を有
する要素はそれらと同じ要素を表す。また、以下、特に断らない限り、本実施形態に係る
エレベータのドア装置は、第１実施形態のドア装置と同じ構成を有する。
【００４７】
　本実施形態に係るエレベータのドア装置は、両開き式のドアパネル１３、１４と、ドア
パネル１３、１４の下方のシル上面４８およびシル長手方向両端側にそれぞれ形成された
シル溝１７、１８を有する乗場シル４０とを備えている。更にこのエレベータのドア装置
は、乗場シル４０のシル上面４８よりも上方の位置およびシル上面４８に接触する接触位
置の間で上下動し上方に付勢されたドアパネル１３、１４毎の押さえ部材４１と（ドアパ
ネル１３用の一方だけが示されている）、押さえ部材４１をドアパネル１３、１４の移動
に連動して上昇又は下降させ、戸閉時に押さえ部材４１をシル上面４８に密着させるドア
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ロック機構４２とを備えている。
【００４８】
　押さえ部材４１はドアパネル１３の足部であり、乗場シル４０のシル幅よりも細幅であ
りシル上面４８に押し当てられる成型体４５と、この成型体４５を保持しカム４７に当接
する枠体４６とを有する。成型体４５にはシル上面４８を傷つけないような材質、例えば
合成ゴムが用いられる。あるいは成型体４５には、アルミニウム製の内層と、この内層を
覆う合成ゴムの表面層とを有し、クッション性及び耐久性を持った材質が用いられてもよ
い。ドアパネル１４にもドアパネル１３と同じ押さえ部材４１が取付けられている。
【００４９】
　ドアロック機構４２は、ドアパネル１３に一端が互いに同軸状に枢支されたアーム４３
、４４と、アーム４３の他端に枢支され押さえ部材４１に当接するカム４７と、アーム４
４の他端に枢支された回動支点８９とを備えている。
【００５０】
　図１０は本実施形態に係るエレベータのドア装置の乗場シル４０の縦断面構造を示す図
であり、図９（ａ）の矢印Ｂ方向から見た断面が示されている。既述の符号はそれらと同
じ要素を表す。乗場シル４０のシル上面４８は乗降方向で乗場側の一辺４９および昇降路
側の他辺５０を有し、このシル上面４８は一辺４９から他辺５０に向かって上り傾斜であ
る。成型体４５の底部はドアパネル１３の重みにより変形し傾斜したシル上面４８に密着
している。
【００５１】
　次に本実施形態に係るエレベータのドア装置の動作を説明する。図９（ａ）に示すよう
に、ドアパネル１３側のドアロック機構４２は戸閉時、カム４７を回動支点８９から水平
方向に離間させ、離間動作に連動して押さえ部材４１を下降させる。ドアロック機構４２
は押さえ部材４１に対して上方から下方へ垂直抗力を与えるため、押さえ部材４１の密着
面とシル上面４８との間に静止摩擦力が作用する。ドアパネル１３は戸閉状態にロックさ
れる。ドアパネル１４側の図示しないドアロック機構４２もドアパネル１４に押さえ部材
４１を密着させ、ドアパネル１４も戸閉状態にロックされる。戸開時には、図９（ｂ）に
示すように、ドアパネル１３側のドアロック機構４２はカム４７の回転によって押さえ部
材４１を上昇させる。又は押さえ部材４１は付勢力によって上方の位置へ戻る。
【００５２】
　図１０に示すようなシル上面４８の傾斜により、乗場１０から昇降路へ衝撃力が加わっ
ても、押さえ部材４１は傾斜面に固定されるため、強度を向上させることができる。
【００５３】
（第３の実施形態）
　上記第１～第２の各実施形態では、乗場シル１９等側の例であったが、本実施形態に係
るエレベータのドア装置はかご側のかごシルに用いてもよい。
【００５４】
　図１１は本発明の第３実施形態に係るエレベータのドア装置の正面図である。同図には
乗場１０から昇降路側に向かって見たかごの両開き式かごドアを示している。
【００５５】
　本実施形態に係るエレベータのドア装置はかごドア装置であり、乗場１０の乗降口１１
と対面するかご出入口１１０のシル長手方向に水平に設けられたドアレール１１１と、こ
のドアレール１１１から懸架されそれぞれ戸袋側端部の下方にシュー１１２、１１３を有
する両開き式のドアパネル１１４、１１５とを備えている。更に本実施形態に係るエレベ
ータのドア装置は、ドアパネル１１４、１１５の下方のシル上面１１６、ドアパネル１１
４、１１５毎にこのシル上面１１６に開口する穴１１７、１１８および穴１１７、１１８
のシル長手方向両端側にそれぞれ形成されたシル溝１１９、１２０を有するかごシル１２
１（シル）とを備えている。
【００５６】
　更に本実施形態に係るエレベータのドア装置は、このかごシル１２１のシル上面１１６
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よりも上方の位置および穴１１７、１１８内の位置の間で上下動し上方へ付勢されたドア
パネル１１４、１１５毎のピン１２２、１２３と、それぞれピン１２２、１２３をドアパ
ネル１１４、１１５の移動に連動して上昇又は下降させ、戸閉時にピン１２２、１２３を
穴１１７、１１８内に差込むドアロック機構１２４、１２５とを備えている。
【００５７】
　本実施形態に係るエレベータのドア装置は、ドアパネル１１４に設けられ、乗場１０の
ドアパネル１３、１４（図１等）へ開閉駆動力を与えるかごドア側係合部１２６を設けて
もよい。
【００５８】
　これにより、ドアパネル１１４、１１５は、ベルト１２７を介して、かご上のかごドア
駆動装置１２８の動力により連動して開閉する。
【００５９】
　尚、本発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要旨
を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。穴８０、８１は乗場シル１９を貫
通する貫通穴でもよい。穴８０、８１の代わりに、凹部、窪み、溝をシルに形成してもよ
い。穴８０、８１を指す言い方は種々変更可能であり、穴８０、８１の単なる言い換えを
して実施をしたに過ぎない実施品に対して本実施形態に係るエレベータのドア装置の優位
性は何ら損なわれない。穴８０、８１のシル本体への深度、穴８０、８１の開口縁形状、
穴斜面の形状、シル長手方向の寸法等は種々変更可能である。穴８０、８１は複数箇所で
複数のピンによりロックされてもよい。
【００６０】
　図１～図５のドアロック機構８４、８５の構造は一例であり、ドアロック機構８４、８
５は種々の形状、構造を採用することができる。カム８８の回転角度、カム面の形状は変
更可能であり、図４等の例に限定されるものではない。
【００６１】
　また、上記実施形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々
の発明を形成できる。例えば、実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削
除してもよい。更に、異なる実施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【符号の説明】
【００６２】
　１０…乗場，１１…乗降口、１２…ドアレール、１３，１４…ドアパネル、１５…シル
上面、１７，１８…シル溝、１９…シル（乗場シル）、２０，２１…シュー、８０，８１
…穴、８２，８３…ピン、８４，８５…ドアロック機構。
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】
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【手続補正書】
【提出日】平成28年8月9日(2016.8.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水平なドアレールから懸架されそれぞれ戸袋側端部の下方にシューを有する複数のドア
パネルと、
　これらのドアパネルの下方のシル上面、前記ドアパネル毎にこのシル上面に開口する穴
およびシル長手方向両端側にそれぞれ形成されたシル溝を有するシルと、
　このシルの前記シル上面よりも上方の位置および前記穴内の位置の間で上下動し上方へ
付勢された前記ドアパネル毎のピンと、
　前記ピンを前記ドアパネルの移動に連動して上昇又は下降させ、戸閉時に前記ピンを前
記穴内に差込むドアロック機構と、を備え、
　前記ドアロック機構は、
　前記シル長手方向両端側に前記シルに固定された前記ドアパネル毎の回動支点と、
　前記回動支点およびシル長手方向中央間に前記ドアパネルに枢支されたカム回転軸を持
つ前記ドアパネル毎のカムと、
　一端が前記カムに枢支された第１アーム、一端が前記回動支点に枢支された第２アーム
、およびこれらのアームの各他端を前記回動支点及び前記カムよりも上方において同軸状
に枢支保持する前記ドアパネルに非固定の枢軸部を有するリンク機構と、を備え、
　戸閉時には前記カムの戸閉方向への移動による前記第２アームに対する前記第１アーム
の第１の角度に応じた回転量で前記カム回転軸が前記カムを回転させて前記ピンを下降さ
せ、戸開時には前記カムの戸開方向への移動による前記第２アームに対する前記第１アー
ムの第２の角度に応じた回転量で前記カム回転軸が前記カムを回転させて前記ピンを上方
に復帰させることを特徴とするエレベータのドア装置。
【請求項２】
　前記カムは、
　前記カム回転軸から第１の半径において前記ピンを前記穴に差込む第１のカム面および
前記カム回転軸から第２の半径において前記ピンを前記穴から退出させる第２のカム面を
含むカム曲線を有することを特徴とする請求項１記載のエレベータのドア装置。
【請求項３】
　前記カムは、
　前記戸閉による前記第１アームおよび前記第２アームの伸張によって前記第１のカム面
を前記ピンに当接させ、
　前記戸開によるこれらのアームの折畳みによって前記第２のカム面を前記ピンに当接さ
せることを特徴とする請求項２記載のエレベータのドア装置。
【請求項４】
　水平なドアレールから懸架されそれぞれ戸袋側端部の下方にシューを有する複数のドア
パネルと、
　これらのドアパネルの下方のシル上面、前記ドアパネル毎にこのシル上面に開口する穴
およびシル長手方向両端側にそれぞれ形成されたシル溝を有するシルと、
　このシルの前記シル上面よりも上方の位置および前記穴内の位置の間で上下動する前記
ドアパネル毎のピンと、
　前記ピンを前記ドアパネルの移動に連動して上昇又は下降させ、戸閉時に前記ピンを前
記穴内に差込むドアロック機構と、を備え、
　前記ドアロック機構は、
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　前記ドアパネルの戸袋側端部において上下動する錘を有し前記錘の重力により前記ドア
パネルを戸閉方向に付勢する自閉装置と、
　一端が前記錘に連結され他端が前記ピン側に連結された索体と、を備え、
　前記索体は、前記自閉装置の前記戸閉方向への付勢によって前記ピンを下降させ、戸開
により前記ピンを上昇させることを特徴とするエレベータのドア装置。
【請求項５】
　水平なドアレールから懸架されそれぞれ戸袋側端部の下方にシューを有する複数のドア
パネルと、
　これらのドアパネルの下方のシル上面およびシル長手方向両端側にそれぞれ形成された
シル溝を有するシルと、
　このシルの前記シル上面よりも上方の位置および前記シル上面に接触する接触位置の間
で上下動し上方に付勢された前記ドアパネル毎の押さえ部材と、
　前記押さえ部材を前記ドアパネルの移動に連動して上昇又は下降させ、戸閉時に前記押
さえ部材を前記シル上面に密着させるドアロック機構と、を備え、
　前記ドアロック機構は、
　前記シル長手方向両端側に前記シルに固定された前記ドアパネル毎の回動支点と、
　前記回動支点およびシル長手方向中央間に前記ドアパネルに枢支されたカム回転軸を持
つ前記ドアパネル毎のカムと、
　一端が前記カムに枢支された第１アーム、一端が前記回動支点に枢支された第２アーム
およびこれらのアームの各他端を前記回動支点及び前記カムよりも上方において同軸状に
枢支保持する前記ドアパネルに非固定の枢軸部を有するリンク機構と、を備え、
　戸閉時には前記カムの戸閉方向への移動による前記第２アームに対する前記第１アーム
の第１の角度に応じた回転量で前記カム回転軸が前記カムを回転させて前記押さえ部材を
下降させ、戸開時には前記カムの戸開方向への移動による前記第２アームに対する前記第
１アームの第２の角度に応じた回転量で前記カム回転軸が前記カムを回転させて前記押さ
え部材を上方に復帰させることを特徴とするエレベータのドア装置。
【請求項６】
　前記シルの前記シル上面は前記シル長手方向に交差する乗降方向で乗場側の一辺および
昇降路側の他辺を有し、このシル上面は前記一辺から前記他辺に向かって上り傾斜である
ことを特徴とする請求項５記載のエレベータのドア装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　このような課題を解決するため、本発明の一実施形態によれば、水平なドアレールから
懸架されそれぞれ戸袋側端部の下方にシューを有する複数のドアパネルと、これらのドア
パネルの下方のシル上面、前記ドアパネル毎にこのシル上面に開口する穴およびシル長手
方向両端側にそれぞれ形成されたシル溝を有するシルと、このシルの前記シル上面よりも
上方の位置および前記穴内の位置の間で上下動し上方へ付勢された前記ドアパネル毎のピ
ンと、前記ピンを前記ドアパネルの移動に連動して上昇又は下降させ、戸閉時に前記ピン
を前記穴内に差込むドアロック機構と、を備え、前記ドアロック機構は、前記シル長手方
向両端側に前記シルに固定された前記ドアパネル毎の回動支点と、前記回動支点およびシ
ル長手方向中央間に前記ドアパネルに枢支されたカム回転軸を持つ前記ドアパネル毎のカ
ムと、一端が前記カムに枢支された第１アーム、一端が前記回動支点に枢支された第２ア
ーム、およびこれらのアームの各他端を前記回動支点及び前記カムよりも上方において同
軸状に枢支保持する前記ドアパネルに非固定の枢軸部を有するリンク機構と、を備え、戸
閉時には前記カムの戸閉方向への移動による前記第２アームに対する前記第１アームの第
１の角度に応じた回転量で前記カム回転軸が前記カムを回転させて前記ピンを下降させ、
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戸開時には前記カムの戸開方向への移動による前記第２アームに対する前記第１アームの
第２の角度に応じた回転量で前記カム回転軸が前記カムを回転させて前記ピンを上方に復
帰させることを特徴とするエレベータのドア装置が提供される。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　また、本発明の別の一実施形態によれば、水平なドアレールから懸架されそれぞれ戸袋
側端部の下方にシューを有する複数のドアパネルと、これらのドアパネルの下方のシル上
面およびシル長手方向両端側にそれぞれ形成されたシル溝を有するシルと、このシルの前
記シル上面よりも上方の位置および前記シル上面に接触する接触位置の間で上下動し上方
に付勢された前記ドアパネル毎の押さえ部材と、前記押さえ部材を前記ドアパネルの移動
に連動して上昇又は下降させ、戸閉時に前記押さえ部材を前記シル上面に密着させるドア
ロック機構と、を備え、前記ドアロック機構は、前記シル長手方向両端側に前記シルに固
定された前記ドアパネル毎の回動支点と、前記回動支点およびシル長手方向中央間に前記
ドアパネルに枢支されたカム回転軸を持つ前記ドアパネル毎のカムと、一端が前記カムに
枢支された第１アーム、一端が前記回動支点に枢支された第２アームおよびこれらのアー
ムの各他端を前記回動支点及び前記カムよりも上方において同軸状に枢支保持する前記ド
アパネルに非固定の枢軸部を有するリンク機構と、を備え、戸閉時には前記カムの戸閉方
向への移動による前記第２アームに対する前記第１アームの第１の角度に応じた回転量で
前記カム回転軸が前記カムを回転させて前記押さえ部材を下降させ、戸開時には前記カム
の戸開方向への移動による前記第２アームに対する前記第１アームの第２の角度に応じた
回転量で前記カム回転軸が前記カムを回転させて前記押さえ部材を上方に復帰させること
を特徴とするエレベータのドア装置が提供される。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
【図１】本発明の第１実施形態に係るエレベータのドア装置の正面図である。
【図２】（ａ）は本発明の第１実施形態に係るエレベータのドア装置のシルの上面図であ
り、（ｂ）は本発明の第１実施形態に係るエレベータのドア装置のドアパネル及びシルの
配置関係を示す図であり、（ｃ）は本発明の第１実施形態に係るエレベータのドア装置の
シルの縦断面図である。
【図３】本発明の第１実施形態に係るエレベータのドア装置のドアロック機構の連結構造
を示す図である。
【図４】（ａ）、（ｂ）はそれぞれ本発明の第１実施形態に係るエレベータのドア装置の
ドアロック機構に用いられる複数のカム面を示す図である。
【図５】（ａ）、（ｂ）はそれぞれ本発明の第１実施形態に係るエレベータのドア装置の
ドアロック機構に用いられるピンの上昇又は下降を示す複数の図である。
【図６】参考例に係るエレベータのドア装置のドアロック機構の連結構造を示す図である
。
【図７】本発明の第１実施形態の第１変形例に係るエレベータのドア装置のドアロック機
構の連結構造を示す図である。
【図８】本発明の第１実施形態の第２変形例に係るエレベータのドア装置のドアロック機
構の要部構成を示す図である。
【図９】（ａ）、（ｂ）は本発明の第２実施形態に係るエレベータのドア装置のドアロッ
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ク機構の構造を示す複数の図である。
【図１０】本発明の第２実施形態に係るエレベータのドア装置の乗場シルの縦断面構造を
示す図である。
【図１１】本発明の第３実施形態に係るエレベータのドア装置の正面図である。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
（参考例）
　エレベータのドア装置は、揺動部材にアーム８６、８７以外の形状を持つ部材を用いて
もよい。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２９】
　図６は参考例に係るエレベータのドア装置のドアロック機構の連結構造を示す図である
。既述の符号はそれらと同じ要素を表す。以下特に断らない限り参考例に係るエレベータ
のドア装置は、図６に示す要素以外について上記図１～図５の構成と同じ構成を有する。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３２】
（第１変形例）
　上記第１実施形態の構造は自閉装置に連結されてもよい。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３３】
　図７は本発明の第１実施形態の第１変形例に係るエレベータのドア装置のドアロック機
構の連結構造を示す図である。既述の符号はそれらと同じ要素を表す。以下特に断らない
限り第１変形例に係るエレベータのドア装置は、図７に示す要素以外について上記図１～
図５の構成と同じ構成を有する。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３４】
　第１変形例に係るエレベータのドア装置はそれぞれドアパネル１３、１４毎のドアロッ
ク機構３７、３８を備える。ドアロック機構３７は、ドアパネル１３の戸袋側端部におい
て上下動する錘５１を有し錘５１の重力によりドアパネル１４を戸閉方向に付勢する自閉
装置５２と、一端が錘５１に連結され他端がピン８２側に連結されたワイヤ５３（索体）
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とを備えている。ワイヤ５３は、自閉装置５２による錘５１の自由落下によってピン８２
を下降させ、錘５１の引上げによりピン８２を上昇させる。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３８】
　次に第１変形例に係るエレベータのドア装置の動作を説明する。このエレベータのドア
装置は、ドアパネル１３、１４を閉じた状態からの戸開によって錘５１、６０を上昇させ
る。錘５１、６０の上昇によって、ピン８２、８３は上昇する。それぞれピン８２、８３
のロック状態が解除される。ドアパネル１３、１４は乗場シル１９に沿って互いに逆向き
に両開き式に乗降口１１を開く。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３９】
　また、第１変形例に係るエレベータのドア装置は、戸閉では、錘５１、６０が自重によ
って下降するため、錘５１、６０の下降によって、ワイヤ５３、６２はピン８２、８３の
自重によって下方へ引っ張られる。これらのピン８２、８３は穴８０、８１に落ち込んで
、ドアパネル１３、１４の状態はロック状態になる。ドアパネル１３、１４はピン８２、
８３が穴８０、８１内に係止され、乗降口１１は全閉状態になる。これにより、ドアロッ
ク機構３７、３８によってピン８２、８３がドアパネル１３、１４の戸開移動に連動して
上昇する。また、ピン８２、８３がドアパネル１３、１４の戸閉移動に連動して下降し、
戸閉時にピン８２、８３は穴８０、８１内に差込まれる。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４０】
（第２変形例）
　実施の形態に係るエレベータのドア装置は、電気的な制御によってドアパネル１３、１
４をロックしてもよい。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４１】
　図８は本発明の第１実施形態の第２変形例に係るエレベータのドア装置のドアロック機
構の要部構成を示す図である。既述の符号はそれらと同じ要素を表す。特に断らない限り
第２変形例に係るエレベータのドア装置は、図８に示す要素以外について上記図１～図５
の構成と同じ構成を有する。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４２
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００４２】
　第２変形例に係るエレベータのドア装置は、ドアパネル１３、１４にそれぞれドアロッ
ク機構７０を備えている。ドアパネル１３側のドアロック機構７０は、ピン８２を上下動
させる電動アクチュエータ６６と、戸閉時にこの電動アクチュエータ６６への動作駆動に
よってピン８２を穴８０内の位置に下降させるコントローラ６７とを備えている。
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