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(57)【要約】
既知の条件を検知すると、第１の位置から第２の位置に
移動するように構成されたかご機構を含む、エレベータ
かごドアのためのロック組立体が提供される。接触器が
、エレベータかごドアの下部に隣接して設置され、かご
ドア機構に作動可能に結合される。接触器は、かごドア
機構の移動に応答して可動であり、エレベータかごドア
の一部をロック及びアンロックする。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エレベータかごドアのためのロック組立体であって、
　既知の条件を検知すると、第１の位置から第２の位置に移動するように構成されたかご
ドア機構と、
　前記エレベータかごドアの下部に隣接して設置され、前記かごドア機構に作動可能に結
合された接触器であって、前記かごドア機構の移動に応答して可動であり、前記エレベー
タかごドアの一部をロック及びアンロックする前記接触器と、
を備える、前記ロック組立体。
【請求項２】
　前記接触器が、前記接触器をロック位置に付勢するように構成された付勢機構を含む、
請求項１に記載のロック組立体。
【請求項３】
　前記接触器がばねピンである、請求項２に記載のロック組立体。
【請求項４】
　前記接触器が、前記エレベータかごドアに設置され、かごドア枠に係合する、請求項１
に記載のロック組立体。
【請求項５】
　前記第１の位置と前記第２の位置の間の前記かごドア機構の移動が、前記接触器に力を
伝達し、これにより前記接触器をロック位置とアンロック位置の間で移動させるように構
成される、請求項１に記載のロック組立体。
【請求項６】
　前記接触器と前記かごドア機構がケーブルによって接続される、請求項５に記載のロッ
ク組立体。
【請求項７】
　前記かごドア機構がかごドアインターロックである、請求項１に記載のロック組立体。
【請求項８】
　前記かごドア機構がドア連結器である、請求項１に記載のロック組立体。
【請求項９】
　複数の乗り場の間で昇降路内を可動であるエレベータかごであって、
　開放位置と閉鎖位置の間で可動であるエレベータかごドアと、
　前記エレベータかごが乗り場区域内に位置決めされたかどうかを判定するように構成さ
れたかごドア機構と、
　前記かごドア機構と前記エレベータかごの下部の両方に作動可能に結合され、前記エレ
ベータかごドアの一部をロック及びアンロックするように構成されたロック組立体と、を
含む前記エレベータかごを備えるエレベータシステム。
【請求項１０】
　前記ロック組立体が、前記エレベータかごドアの下部をロックするように構成される、
請求項９に記載のエレベータシステム。
【請求項１１】
　前記ロック組立体が、第１の位置と第２の位置の間で可動である接触器を含み、前記接
触器は、前記エレベータかごドアがロックされる際、第１の位置に配置され、前記エレベ
ータかごドアがアンロックされる際、第２の位置に配置される、請求項９に記載のエレベ
ータシステム。
【請求項１２】
　前記接触器は、前記接触器を前記第１の位置に付勢するように構成された付勢機構を含
む、請求項１１に記載のエレベータシステム。
【請求項１３】
　前記接触器がばねピンである、請求項１２に記載のエレベータシステム。
【請求項１４】
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　前記エレベータかごが前記乗り場ドアの区域内に位置決めされたと判定した後の前記か
ごドア機構の移動は、前記接触器に力を伝達し、これにより前記接触器を前記第１の位置
と前記第２の位置の間で移動させるように構成される、請求項１１に記載のエレベータシ
ステム。
【請求項１５】
　前記かごドア機構がかごドアインターロックである、請求項１４に記載のエレベータシ
ステム。
【請求項１６】
　前記かごドアインターロックが、前記エレベータかごが前記乗り場ドアの区域内に位置
決めされたと判定すると、第１の位置と、第２の位置の間で移動するように構成された係
合ラッチを含み、前記係合ラッチが、前記ロック組立体に作動可能に結合される、請求項
１５に記載のエレベータシステム。
【請求項１７】
　前記ロック組立体が、ケーブルを介して前記かごドア機構に作動可能に結合される、請
求項９に記載のエレベータシステム。
【請求項１８】
　前記ロック組立体が、前記エレベータかごに設置され、前記エレベータかごドアの下部
をロックする、請求項９に記載のエレベータシステム。
【請求項１９】
　前記かごドアインターロックの作動が、前記エレベータかごに設置されたドア操作装置
によって駆動される、請求項９に記載のエレベータシステム。
【請求項２０】
　前記かごドア機構に作動可能に結合されたロック機構をさらに備え、前記ロック機構が
、前記エレベータかごの上部をロックするように構成される、請求項９に記載のエレベー
タシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、エレベータシステムに関し、より具体的には、エレベータかごと、乗り場ド
アとを係合させるための方法及び手段に関する。
【背景技術】
【０００２】
　典型的なエレベータまたはリフト設備において、垂直方向に移動するエレベータかごは
、その出入口を、多層階の建物の複数の乗り場にある対応する開口部と位置合わせするよ
うに位置決めされる。最新の設備は典型的には、エレベータかごに配設された１つまたは
複数の水平方向の引き戸と、乗り場階フロアの各々に配設され、昇降路内のエレベータか
ごの移動中はその全てが閉じたままである、少なくとも１つの引き戸とを有する。
【０００３】
　エレベータかごがフロアまたは乗り場に到着すると、エレベータかごドアを水平方向に
駆動してエレベータかごへの出入りを可能にするドア開放機構が作動される。典型的な設
備においては、エレベータかごドアの表面から隣接する乗り場ドアの方向に突出する１つ
または複数のベーンが、例えば、ベーン、ローラ、または乗り場ドアから突出する他の突
起部等の様々な構造に係合して乗り場ドアを水平方向に駆動し、それによって乗客がかご
と、乗り場との間を横行することを可能にする。
【０００４】
　エレベータコードは、エレベータかごが乗り場に直接隣接して位置決めされない限り、
許可のない進入に対してエレベータの乗り場ドアがしっかりと閉じたままであることを求
める。同様に、ある国々では、エレベータかごが乗り場と整合するように位置決めされな
い限り、手動での移動に対して掛止されたたままでなければならない。エレベータかごが
エレベータ昇降路を行き来する際、乗り場かご及びエレベータかごドアを固定し、固定を
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解除するために、様々な機構及びシステムが従来技術において提案されている。今日まで
利用されている様々な機械的及び電気的インターロックシステムには、複雑であり、かつ
故障及び／または頻繁な保守要件の対象となるという欠点がある。既存のインターロック
システムは典型的に、ソレノイドによって作動される、またはドア連結器と機械的に連結
される。これらの電気的システムには始動遅延が生じ、動力損失時にはバッテリバックア
ップが必要である。機械的システムはしばしば騒音を生じさせ、機能するためにリンク機
構、カム、及びばねの複雑なセットを必要とする。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　一実施形態によると、既知の条件を検知すると、第１の位置から第２の位置に移動する
ように構成されたかご機構を含む、エレベータかごドアのためのロック組立体が提供され
る。接触器が、エレベータかごドアの下部に隣接して設置され、かごドア機構に作動可能
に結合される。接触器は、かごドア機構の移動に応答して可動であり、エレベータかごド
アの一部をロック及びアンロックする。
【０００６】
　上記に記載した１つまたは複数の特徴に加えて、または代替として、さらなる実施形態
では、接触器は、接触器をロック位置に付勢するように構成された付勢機構を含む。
【０００７】
　上記に記載した１つまたは複数の特徴に加えて、または代替として、さらなる実施態様
において接触器は、ばねピンである。
【０００８】
　上記に記載した１つまたは複数の特徴に加えて、または代替として、さらなる実施態様
において、接触器はエレベータかごドアに設置され、かごドア枠に係合する。
【０００９】
　上記に記載した１つまたは複数の特徴に加えて、または代替として、さらなる実施形態
では、第１の位置と第２の位置の間のかごドア機構の移動は、接触器に力を伝達し、これ
により接触器をロック位置とアンロック位置の間で移動させるように構成される。
【００１０】
　上記に記載した１つまたは複数の特徴に加えて、または代替として、さらなる実施態様
において、接触器と、かごドア機構はケーブルによって接続される。
【００１１】
　上記に記載した１つまたは複数の上述の特徴に加えて、または代替として、さらなる実
施態様において、かごドア機構は、かごドアインターロックである。
【００１２】
　上記に記載した１つまたは複数の特徴に加えて、または代替として、さらなる実施態様
において、かごドア機構は、ドア連結器である。
【００１３】
　別の実施形態によると、複数の乗り場の間で昇降路内を可動であるエレベータかごを含
むエレベータシステムが提供される。エレベータかごは、開放位置と、閉鎖位置の間で可
動であるエレベータかごドアを含む。かごドア機構は、エレベータかごが乗り場区域内に
位置決めされたかどうかを判定するように構成される。ロック組立体は、かごドア機構と
、エレベータかごの下部の両方に作動可能に結合される。ロック組立体は、エレベータか
ごドアの一部をロック及びアンロックするように構成される。
【００１４】
　上記に記載した１つまたは複数の特徴に加えて、または代替として、さらなる実施態様
において、ロック組立体は、エレベータかごドアの下部をロックするように構成される。
【００１５】
　上記に記載した１つまたは複数の特徴に加えて、または代替として、さらなる実施態様
において、ロック組立体は、第１の位置と、第２の位置の間で可動である接触器を含む。
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接触器は、エレベータかごドアがロックされる際、第１の位置に配置され、エレベータか
ごドアがアンロックされる際、接触器は第２の位置に配置される。
【００１６】
　上記に記載した１つまたは複数の特徴に加えて、または代替として、さらなる実施形態
では、接触器は、接触器を第１の位置に付勢するように構成された付勢機構を含む。
【００１７】
　上述の１つまたは複数の特徴に加えて、または代替として、さらなる実施態様において
、接触器はばねピンである。
【００１８】
　上記に記載した１つまたは複数の特徴に加えて、または代替として、さらなる実施形態
では、エレベータかごが乗り場ドアの区域内に位置決めされたと判定した後のかごドア機
構の移動は、接触器に力を伝達し、これにより接触器を第１の位置と第２の位置の間で移
動させるように構成される。
【００１９】
　上記に記載した１つまたは複数の上述の特徴に加えて、または代替として、さらなる実
施態様において、かごドア機構は、かごドアインターロックである。
【００２０】
　上記に記載した１つまたは複数の特徴に加えて、または代替として、さらなる実施態様
において、かごドアインターロックは、エレベータかごが乗り場ドアの区域内に位置決め
されたと判定すると、第１の位置と、第２の位置の間で移動するように構成された係合ラ
ッチを含み、この係合ラッチは、ロック組立体に作動可能に結合される。
【００２１】
　上記に記載した１つまたは複数の特徴に加えて、または代替として、さらなる実施態様
において、ロック組立体は、ケーブルを介してかごドア機構に作動可能に結合される。
【００２２】
　上記に記載した１つまたは複数の特徴に加えて、または代替として、さらなる実施態様
において、ロック組立体は、エレベータかごに設置され、エレベータかごドアの下部をロ
ックする。
【００２３】
　上記に記載した１つまたは複数の特徴に加えて、または代替として、さらなる実施態様
において、かごドアインターロックの作動は、エレベータかごに設置されたドア操作装置
によって駆動される。
【００２４】
　上記に記載した１つまたは複数の特徴に加えて、または代替として、さらなる実施態様
において、ロック機構は、かごドア機構に作動可能に結合される。ロック機構は、エレベ
ータかごの上部をロックするように構成される。
【００２５】
　実施形態の前述の及び他の特徴ならびに利点は、添付の図面と併せることにより、以下
の詳細な説明から明らかである。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】エレベータかごドア及び乗り場ドアが閉鎖位置にある昇降路内のエレベータかご
の平面図である。
【図２】エレベータかごドア及び乗り場ドアが半ば開放位置にある昇降路内のエレベータ
かごの平面図である。
【図３】一実施形態による、かごドアインターロック装置の詳細な正面図である。
【図４】一実施形態による、エレベータかごが乗り場ドア区域内にある際のエレベータか
ごドア及びかごドアインターロックの正面図である。
【図５】一実施形態による、図４のかごドアインターロックの詳細な図である。
【図６】一実施形態による、エレベータかごと、乗り場ドアが結合され、開放位置にある
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際のかごドアインターロックの正面図である。
【図７】一実施形態による、図６のかごドアインターロックの詳細な図である。
【図８】一実施形態による、エレベータが乗り場ドア区域の外側にある時にドア操作装置
が作動される際のかごドアインターロックの詳細図である。
【図９】一実施形態によるエレベータかごドアの下部をロックするように構成されたロッ
ク組立体の一例の図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　次の詳細な記述は、例示的な実施形態を、その利点及び特徴の一部と併せて、図面を参
照して一例として記載する。
【００２８】
　次に図１及び２を参照すると、典型的なエレベータ設備が例示されている。図１は、垂
直方向の昇降路２２内に配設され、開口部を有する乗り場２４に一致するように位置決め
されたエレベータかご２０の平面図を示す。エレベータかごドア２６が、横方向に摺動す
る乗り場ドア２８と一致するように示されている。そのような設備で典型的であるように
、エレベータかごドア２６は、エレベータかご２０の頂部に配設され、駆動ベルト３２ま
たは他の駆動機構を有するように示されるドア操作装置３０によって作動される。図２は
、図１の構成を示しており、この場合、エレベータかごドア２６及び乗り場ドア２８は、
半ば開放状態である。
【００２９】
　エレベータドア２６上に配設されたドア連結器４０は、乗り場ドア２８から内向きに延
びる対応する突起部４２と係合されて示されている。突起部４２は、エレベータドア連結
器４０が乗り場ドア２８に係合し、これを移動させることを可能にするための簡素で効果
的な手段を提供するように構成された任意の種類の隆起したボス、バンパー、ロッドまた
はローラであってよい。当業者によって理解されるように、エレベータドア２６及び乗り
場ドア２８が作動される際、ドア連結器４０が乗り場ドア突起部４２をしっかりと捕らえ
ることが望ましい。加えて、連結器４０は、エレベータかご２０が昇降路２２内を通って
垂直方向に移動する際、突起部４２を完全に解放し、十分な走行隙間を維持することも望
まれる。
【００３０】
　ドア連結器４０は、それが、エレベータかご２０が少なくとも１つの乗り場ドア２８に
隣接して乗り場ドア区域内に位置決めされたと判定したときのみ、作動するように構成さ
れる。一実施形態において、かごドアインターロック５０を使用してエレベータかご２０
が乗り場ドア区域内に適切に位置決めされたかどうかを判定する。一例のかごドアインタ
ーロック５０が図３から図８に例示されている。示されるように、感知ベーン５２は、乗
り場ドア区域を識別するように構成される。図示される非制限的な実施形態では、感知ベ
ーン５２は、乗り場ドア２８に設置された固定式ベーンである。かごドアインターロック
５０は、例えばかごドアヘッダー５６などのグラウンド面構成要素に設置されるロック部
材５４を含む。ロック部材５４は、エレベータかごドア２６の上部をロックするように構
成される。
【００３１】
　リンクアーム５８が、例えば第１の端部５９において、ドア操作装置３０の駆動機構３
２に結合される。ドア操作装置３０が駆動機構３２を動かす際、駆動機構３２は、リンク
アーム５８を枢動ピン６０を中心に回転させるように構成される。感知ローラ６２が、リ
ンクアーム５８の一部、例えばその第２の端部に結合される。加えて、係合ラッチ６４が
、ピン６６においてリンクアーム５８及びかごドアハンガーに枢動可能に接続される。バ
ンパー６８が、リンクアーム５８及び係合ラッチ６４の一部に概ね隣接して位置決めされ
る。バンパー６８は、枢動ピン６６を中心とした係合ラッチ６４の回転を制限するように
構成される。
【００３２】
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　エレベータかごドア２６が閉鎖位置にあるとき、係合ラッチ６４は、概ね水平方向に配
向されるため、係合ラッチ６４の端部に位置する係合フック７０は、ロック機構５４の電
気スイッチ７２と接触するように配置される。このような接触は、エレベータシステムの
安全チェーンに信号を送信し、エレベータかごドア２６が閉鎖されていることを確認する
。
【００３３】
　エレベータかごドア２６は、図４及び図５では閉鎖されている。エレベータかご２０が
ドア乗り場区域に進入する際、ドア操作装置３０が駆動機構３２を、矢印Ａによって示さ
れる第１の方向に作動させ、リンクアーム５８を、例えば反時計回りにピン６０を中心に
枢動させる。このリンクアーム５８の動作によって、リンクアーム５８の端部付近に配設
された感知ローラ６２を回転させて感知ベーン５２と接触させる。感知ベーン５２の存在
を検知すると、第１の方向の駆動機構３２のさらなる作動によって、係合ラッチ６４が、
バンパー６８に接触するまで係合ラッチ６４をピン６６を中心に枢動させる（図７を参照
されたい）。枢動ピン６６を中心とした係合ラッチ６４の回転は、係合フック７０を電気
スイッチ７２から切り離し、これによりエレベータ制御装置（図示せず）に対して信号を
生成する。この位置において、かごドア２６と、乗り場ドア２８が結合され、図６に示さ
れるように完全な開放位置に並進することが可能である。
【００３４】
　エレベータかごドア２６を閉鎖するために、ドア操作装置３０は、駆動機構３２を第２
の反対方向に作動させ、リンクアーム５８をピン６０を中心に枢動させ、係合機構をピン
６６を中心に回転させることで、係合フック７０が回転して電気スイッチ７２に接触する
ようになる。リンクアーム５８はさらに回転して、ローラ６２を感知ベーン５２から離す
ように移動させる。この位置において、エレベータかご２０は、種々の乗り場２４及びか
ごドアインターロック５０に配置された複数の感知ベーン５２のいずれの間にも妨害が生
じない状態で昇降路２２内を自由に移動する。
【００３５】
　次に図８を参照すると、エレベータかご２０が乗り場ドア区域内にない場合にドア操作
装置３０が駆動機構３２を作動させたとしても、例えばかごドア操作装置３０への電力が
失われていれば、エレベータかごドア２６が開くことはない。感知ばね５２がない場合に
は、ドア操作装置３０の作動が、リンクアーム５８を枢動ピン６０を中心として自由に回
転させる。感知ローラ６２と感知ベーン５２が接触せずに、リンクアーム５８は、係合ラ
ッチ６４に対して回転する。係合ラッチ６４は、軸ピン６６を中心に回転しない。結果と
して、係合フック７０は、電気スイッチ７２と接触したままであり、かごドア２６はロッ
クされたままである。本明細書に例示され記載されるかごドアインターロック５０は、単
なる一例として意図されており、昇降路２２内のエレベータかご２０の位置を検出するよ
うに構成された他のドア装置も本開示の範囲内である。
【００３６】
　あるいは、またはロック部材５４及び電気スイッチ７２に加えて、かごドアインターロ
ック５０は、かごドアインターロック５０をエレベータかご２０の下部、例えばかごドア
枠７６などに接続するように構成されたロック組立体８０を含む場合もある。図示される
非制限的な実施形態において、ロック組立体８０は、かごドア２６上に設置された接触器
８２、例えばばね荷重ピンなどを含む。ケーブル８４または他のつなぎ綱が、係合ラッチ
６４の一部と、接触器８２の間に延在し、かごドア枠７６に係合してかごドア２６をロッ
クする。
【００３７】
　かごドア２６が閉鎖されたロック位置にあるとき、例えば係合ラッチ６４が、概ね水平
方向の位置にあるとき、ばね荷重ピン８２は第１の位置にある。かごドアインターロック
５０が感知ベーン５２の存在下で作動され、係合ラッチ６４を軸ピン６６を中心にリンク
アーム５８に対して回転させた場合、係合ラッチ６４の移動は、ケーブル８４に力を加え
る。この力は、ケーブル８４を介して、ばね荷重ピン８２へと伝達され、ピン８２をばね
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、ピン８２は、接触から切り離され、これによりかごドア２６がアンロックされ開放する
ことを可能にする。エレベータかごドア２６が閉鎖される際、リンクアーム５８の回転、
及び故に係合ラッチ７４の回転が、ケーブルからの力を取り除き、ばねは、ピン８２をそ
の元のロック位置に戻るように付勢する。ドア操作装置がかごインターロックを作動する
例では、エレベータかご２０が、乗り場ドア区域内に位置決めされない場合（図９）、係
合ラッチ６４は枢動しないため、それ故ばねピンはその第１の位置のままである。
【００３８】
　本明細書に記載されるロック組立体８０は、種々のタイプのドア連結器及びインターロ
ックと共に使用するように適合可能であるため、ロック組立体は、新しいエレベータシス
テムのみならず、設備を付加した場合、既存のエレベータシステムにもおいても使用され
得る。加えて、ロック部材５４と併せてロック組立体８０を使用してエレベータかごドア
２６の底部と頂部の両方をロックすることは、従来のかごドアインターロックより高いレ
ベルの安全性を提供する。あるいは、ロック組立体８０は、かごドアインターロック５０
によって作動されるように本明細書に例示され記載されるが、ロック組立体８０が、かご
に設置され、所定の条件を検知したときに可動である少なくとも１つの部材、例えばかご
ドア連結器などを有する別の機構によって作動される実施形態も本開示の範囲内である。
【００３９】
　本開示は、限定された数の実施形態のみに関連して詳細に説明されてきたが、本開示は
、そのような開示される実施形態に限定されないことを容易に理解すべきである。むしろ
、これらの実施形態は、ここには記載されないが、本発明の精神及び範囲に一致するあら
ゆる数の変形、代替、置換または同等の構成を組み込むように変更され得る。さらに、種
々の実施形態が記載されているが、本開示の態様は記載される実施形態の一部のみを含む
場合もあることを理解されたい。したがって、本開示は、前述の説明によって制限される
と考えるべきではなく、添付の特許請求の範囲によってのみ制限される。
【図１】 【図２】
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