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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　出入口の出入方向縁部に対して表面が上記出入口の出入方向に空隙を形成して配置され
、上記出入口の間口方向に動作して上記出入口を開閉する引き戸と、板状体からなり要時
に上記引き戸の表面を覆って仮設される養生板と、上記引き戸の上端に装着される戸の吊
り手に上記出入口の出入方向に沿う方向に変位自在に締結し、かつ上記引き戸を上記出入
口の出入方向縁部に対する所定位置に配置し、上記養生板の仮設時に人為操作によって上
記戸の吊り手に対して上記引き戸を、上記出入口の出入方向縁部における上記所定位置に
対応する変位位置に装着し、上記引き戸を上記所定位置又は上記変位位置で締結固定する
締結具と、上記人為操作によってねじられることにより上記引き戸を上記所定位置と上記
変位位置との間で移動させる変位ボルトと、を有する戸の吊り手締結機構と、上記引き戸
の下端に装着される戸の脚に上記出入口の出入方向に沿う方向に変位自在に締結し、かつ
上記引き戸を上記出入口の出入方向縁部に対する所定位置に配置し、上記養生板の仮設時
に人為操作によって上記戸の脚に対して上記引き戸を、上記出入口の出入方向縁部におけ
る上記所定位置に対応する変位位置に装着し、上記引き戸を上記所定位置又は上記変位位
置で締結固定する締結具と、上記人為操作によってねじられることにより上記引き戸を上
記所定位置と上記変位位置との間で移動させる変位ボルトと、を有する戸の脚締結機構と
、上記引き戸の裏面に装着される開閉係合装置を上記出入口の出入方向に変位自在に締結
し、上記養生板の仮設時に人為操作によって上記開閉係合装置を上記引き戸の上記出入口
の出入方向の変位位置に装着し、上記開閉係合装置を上記変位位置で締結固定する締結具
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と、上記人為操作によってねじられることにより上記開閉係合装置を上記変位位置に移動
させる変位ボルトと、を有する開閉係合装置締結機構とを備えたエレベーター用引き戸装
置。
【請求項２】
　出入口の出入方向縁部に対して表面が上記出入口の出入方向に空隙を形成して配置され
、上記出入口の間口方向に動作して上記出入口を開閉する引き戸と、板状体からなり要時
に上記引き戸の表面を覆って仮設される養生板と、上記引き戸の上端に装着される戸の吊
り手に上記出入口の出入方向に沿う方向に変位自在に締結し、かつ上記引き戸を上記出入
口の出入方向縁部に対する所定位置に配置し、上記養生板の仮設時に人為操作によって上
記戸の吊り手に対して上記引き戸を、上記出入口の出入方向縁部における上記所定位置に
対応する変位位置に装着し、上記引き戸を上記所定位置又は上記変位位置で締結固定する
締結具と、上記人為操作によってねじられることにより上記引き戸を上記所定位置と上記
変位位置との間で移動させる変位ボルトと、を有する戸の吊り手締結機構と、上記出入口
の下縁部を形成し上記引き戸の下端に設けられた戸の脚を案内する敷居を上記出入口の下
縁部に上記出入口の出入方向に沿う方向に変位自在に締結し、かつ上記敷居を上記出入口
の出入方向縁部に対する所定位置に配置し、上記養生板の仮設時に人為操作によって上記
敷居を上記引き戸の上記出入口の出入方向縁部における上記所定位置に対応する変位位置
に装着し、上記敷居を上記所定位置又は上記変位位置で締結固定する締結具と、上記人為
操作によってねじられることにより上記敷居を上記所定位置と上記変位位置との間で移動
させる変位ボルトと、を有する敷居締結機構と、上記引き戸の裏面に装着される開閉係合
装置を上記出入口の出入方向に変位自在に締結し、上記養生板の仮設時に人為操作によっ
て上記開閉係合装置を上記引き戸の上記出入口の出入方向の変位位置に装着し、上記開閉
係合装置を上記変位位置で締結固定する締結具と、上記人為操作によってねじられること
により上記開閉係合装置を上記変位位置に移動させる変位ボルトと、を有する開閉係合装
置締結機構とを備えたエレベーター用引き戸装置。
【請求項３】
　引き戸の開閉方向の端面及び上記端面と上記引き戸の表面を覆って仮設された養生板の
端部との少なくとも一方を覆って嵌め込まれた押さえ金具と、この押さえ金具の上記引き
戸の裏面側を上記引き戸に締結する取付ねじとを備えたことを特徴とする請求項１及び請
求項２のいずれか一つに記載のエレベーター用引き戸装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
  この発明は、出入口の間口方向に動作して出入口を開閉するエレベーター用引き戸装置
に関する。
【背景技術】
【０００２】
  従来のエレベーター用引き戸装置においては、エレベーターの昇降路に設けられた乗場
出入口を開閉する乗場引き戸装置が設けられ、また昇降路を昇降して乗場出入口に停止す
るエレベーターのかごにかご出入口を開閉するかご引き戸装置が設けられる。また、乗場
引き戸装置及びかご引き戸装置それぞれの引き戸の裏面には、かご引き戸装置の引き戸の
動作を乗場引き戸装置の引き戸に伝達する開閉係合装置が設けられる。
【０００３】
  従来のエレベーター用引き戸装置は上記のように構成され、かごが昇降路を昇降して乗
場出入口に停止するとかご引き戸装置の引き戸が駆動されると共に、かご引き戸装置の引
き戸の動作が開閉係合装置を介して乗場引き戸装置の引き戸に伝達される。これにより、
かご引き戸装置及び乗場引き戸装置のそれぞれの引き戸が一緒に開閉動作するように構成
されている。（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
【特許文献１】特開平６－１４４７５２号公報（要約、図１）
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
  建物に設置されるエレベーターでは、建築工事中の建物において例えば建物の内装工事
前の状態でエレベーターの据付工事を終了して運転可能とし、エレベーターを内装工事用
の資材等の運搬に工事用エレベーターとして使用する場合がある。このときに、かご引き
戸装置及び乗場引き戸装置のそれぞれの引き戸について、工事用として使用するときの汚
損、損傷の発生を防止するために引き戸の表面に養生板を仮設する必要がある。
【０００６】
  しかし、従来のエレベーター用引き戸装置では、出入口の出入方向縁部と引き戸の表面
との空隙寸法が固定的に設定されているので、引き戸の表面に仮設される養生板の厚さが
制約される。このため、厚みの少ない養生板を仮設することになって引き戸の表面におけ
る所要の汚損防止、損傷防止の作用が得にくくなるという問題点があった。
【０００７】
  この発明は、かかる問題点を解消するためになされたものであり、工事用エレベーター
としての使用時に引き戸の表面に所要の厚さの養生板を仮設することができるエレベータ
ー用引き戸装置を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この発明に係るエレベーター用引き戸装置においては、出入口の出入方向縁部に対して
表面が出入口の出入方向に空隙を形成して配置され、出入口の間口方向に動作して出入口
を開閉する引き戸と、板状体からなり要時に引き戸の表面を覆って仮設される養生板と、
引き戸の上端に装着される戸の吊り手に出入口の出入方向に変位自在に締結し、養生板の
仮設時に人為操作によって戸の吊り手に対して引き戸を出入口の出入方向縁部における変
位位置に装着し、引き戸を変位位置で締結固定する締結具と、人為操作によってねじられ
ることにより引き戸を変位位置へと移動させる変位ボルトと、を有する戸の吊り手締結機
構と、引き戸の下端に装着される戸の脚に出入口の出入方向に変位自在に締結し、養生板
の仮設時に人為操作によって戸の脚に対して引き戸の出入口の出入方向縁部における変位
位置に装着し、引き戸を変位位置で締結固定する締結具と、人為操作によってねじられる
ことにより引き戸を変位位置へと移動させる変位ボルトと、を有する戸の脚締結機構と、
引き戸の裏面に装着される開閉係合装置を出入口の出入方向に変位自在に締結し、養生板
の仮設時に人為操作によって開閉係合装置を引き戸の出入口の出入方向縁部寄りの変位位
置に装着し、開閉係合装置を変位位置で締結固定する締結具と、人為操作によってねじら
れることにより開閉係合装置を変位位置に移動させる変位ボルトと、を有する開閉係合装
置締結機構とが設けられる。
【発明の効果】
【０００９】
  この発明によるエレベーター用引き戸装置は、戸の吊り手締結機構によって引き戸を戸
の吊り手の出入口の出入方向縁部に対する所定位置に装着し、また戸の脚締結機構によっ
て出入口の縁部枠とかご引き戸の表面の隙間及び乗場出入口の縁部枠と乗場引き戸の表面
の隙間を拡幅刷ることができる。また、引き戸表面の隙間の拡幅時に開閉係合装置締結機
構によって開閉係合装置を正常位置に配置することができる。
【００１０】
  このため、エレベーターの工事用運転時にかご引き戸の表面、乗場引き戸の表面に汚損
、損傷の発生を防止するための所要の厚さの養生板を容易に仮設することができる。した
がって、エレベーターの工事用運転時にかご引き戸の表面、乗場引き戸の表面に対する有
効な汚損防止作用、損傷防止作用を実現する効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
実施の形態１．
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  図１～図１３は、この発明の実施の形態を示す図であり、図１はエレベーターかごの内
部斜視図、図２は図１のかごの外部正面図、図３は図１のかごが停止する乗場の斜視図、
図４は図３の乗場のエレベーター昇降路内側の正面図、図５はエレベーターの通常運転時
において図１のかごが図４の乗場に停止した状態を示す縦断側面図、図６は図５の上部に
おける要部を拡大して示す図、図７は図６の変位ボルトの要部を分解して示す拡大斜視図
である。
【００１２】
  また、図８は図５の中部における要部を拡大して示す図、図９は図５の下部における要
部を拡大して示す図、図１０はエレベーターの工事用運転時において図１のかごが図４の
乗場に停止した状態を示す縦断側面図、図１１は図１０の上部における要部を拡大して示
す図、図１２は図１０の中部における要部を拡大して示す図、図１３は図１０の下部にお
ける要部を拡大して示す図である。
【００１３】
  図において、エレベーターの昇降路１を昇降するかご２にかご出入口３が設けられ、か
ご出入口３の間口方向に動作してかご出入口３を開閉するかご引き戸４が設けられる。な
お、かご引き戸４はかご出入口３を構成する縁部枠５の出入方向縁部に対して表面６がか
ご出入口３の出入方向に空隙Ａを形成して配置される。また、かご引き戸４は次に述べる
周知のかご開閉装置７によって駆動されて開閉動作する。
【００１４】
  すなわち、かご開閉装置７にはかご出入口３の上縁部に設けられたかごの戸のレール８
、かご引き戸４の上端に設けられてかごの戸のレール８に案内されるかご戸の吊り手９、
かご引き戸４の下端に設けられてかご出入口３の下縁部を形成するかごの敷居１０の溝に
案内されるかごの戸の脚１１、かご引き戸４の裏面に設けられたかご側開閉係合装置１２
及び駆動電動機１３によって動作し一側がかご引き戸４に連結されかご引き戸４を開閉駆
動する駆動機構１４が設けられる。
【００１５】
  また、昇降路１を昇降するかご２が停止する乗場１５が昇降路１に配置されて乗場出入
口１６が設けられ、乗場出入口１６の間口方向に動作して乗場出入口１６を開閉する乗場
引き戸１７が設けられる。なお、乗場引き戸１７は乗場出入口１６を構成する三方枠から
なる縁部枠１８の出入方向縁部に対して表面１９が乗場出入口１６の出入方向に空隙Ｂを
形成して配置される。
【００１６】
  そして、乗場引き戸１７は次に述べる周知の乗場開閉装置２０によって開閉動作する。
すなわち、乗場開閉装置２０には乗場出入口１６の上縁部に設けられた乗場の戸のレール
２１、乗場引き戸１７の上端に設けられて乗場の戸のレール２１に案内される乗場戸の吊
り手２２、乗場引き戸１７の下端に設けられて乗場出入口１６の下縁部を形成する乗場の
敷居２３における溝に案内される乗場の戸の脚２４が設けられる。
【００１７】
  また、乗場引き戸１７は裏面にかご側開閉係合装置１２に要時に係合する乗場側開閉係
合装置２５が設けられる。そして、かご開閉装置７によって駆動されるかご引き戸４の開
閉動作によって、かご引き戸４のかご側開閉係合装置１２に乗場側開閉係合装置２５が係
合してかご引き戸４と一緒に乗場引き戸１７が開閉動作する。
【００１８】
  そして、かご戸の吊り手９にかご引き戸４が、また乗場戸の吊り手２２に乗場引き戸１
７が、それぞれ次に述べる戸の吊り手締結機構２６によって締結される。すなわち、かご
戸の吊り手９及び乗場戸の吊り手２２の吊り手板の引き戸上端面との対向面に、出入口の
出入方向に長い溝穴２７が設けられ溝穴２７に挿通されて引き戸にねじ込まれたボルトか
らなる締結具２８が設けられる。
【００１９】
  また、かご引き戸４及び乗場引き戸１７の上縁部材の引き戸裏面側が下方に屈折された
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屈折部２９が設けられ、またかご戸の吊り手９及び乗場戸の吊り手２２の吊り手板の引き
戸裏面側が下方に屈折されて屈折部２９に対面した対向面３０が設けられる。そして、対
向面３０に挿通されて屈折部２９にねじ込まれた変位ボルト３１が設けられ、また変位ボ
ルト３１に設けられた嵌合溝にＣ形止め輪３２が嵌着されて対向面３０に隣接して配置さ
れる。
【００２０】
  そして、かご引き戸４にかご側開閉係合装置１２が、また乗場引き戸１７に乗場側開閉
係合装置２５が、それぞれ次に述べる開閉係合装置締結機構３３によって締結される。す
なわち、かご引き戸４及び乗場引き戸１７の裏面に溝形をなす固定金具３４が、溝形の溝
底外面を介して装着され水平に配置された両側の側壁３５にそれぞれ長手が出入口の出入
方向に配置された溝穴３６が設けられる。
【００２１】
  また、溝形をなす可動金具３７が溝形の開口部側を固定金具３４に対向した姿勢で配置
され、可動金具３７の両側の側壁３８が固定金具３４の側壁３５にそれぞれ重合して配置
される。そして、固定金具３４の溝穴３６に挿通されて可動金具３７の側壁３８にねじ込
まれたボルトからなる締結具３９が設けられる。また、可動金具３７の溝形の溝底外面に
挿通されて固定金具３４にねじ込まれた変位ボルト４０が設けられ、また変位ボルト４０
に設けられた嵌合溝にＣ形止め輪４１が嵌着されて可動金具３７における固定金具３４と
の対向面に隣接して配置される。
【００２２】
  そして、かご引き戸４にかごの戸の脚１１が、また乗場引き戸１７に乗場戸の脚２４が
、それぞれ次に述べる戸の脚締結機構４２によって締結される。すなわち、Ｌ字状の可動
金具４３の一辺が引き戸の下端のＬ字金具の下面に重合して配置されて、この一辺に出入
口の出入方向に長い溝穴４４が設けられ溝穴４４に挿通されて引き戸のＬ字金具にねじ込
まれたボルトからなる締結具４５が設けられる。また、可動金具４３の他辺の下端寄りに
戸の脚が締結される。
【００２３】
  また、可動金具４３の他辺における戸の脚よりも上方位置に挿通されて対向した引き戸
のＬ字金具にねじ込まれた変位ボルト４６が設けられ、また変位ボルト４６に設けられた
嵌合溝にＣ形止め輪４７が嵌着されて可動金具４３における引き戸のＬ字金具との対向面
に隣接して配置される。そして詳細は後述するが要時に、ベニヤ合板等の板状体からなる
かご引き戸養生板４８がかご引き戸４の表面６を覆って被着されて仮設され、またベニヤ
合板等の板状体からなる乗場引き戸養生板４９が乗場引き戸１７の表面１９を覆って被着
されて仮設される。
【００２４】
  上記のように構成されたエレベーター用引き戸装置において、エレベーターの通常運転
時には図５に示すようにかご出入口３の縁部枠５に対して空隙Ａを形成してかご引き戸４
の表面６が配置され、また乗場出入口１６の縁部枠１８に対して空隙Ｂを形成して乗場引
き戸１７の表面１９が配置される。そして図５に示す状態で、かご引き戸４のかご側開閉
係合装置１２と乗場側開閉係合装置２５とが係合し、かご開閉装置７の動作によってかご
引き戸４が駆動されるとかご引き戸４と一緒に乗場引き戸１７が開閉動作する。
【００２５】
  また、エレベーターを内装工事用の資材の運搬等に工事用エレベーターとして使用する
工事用運転時には、次に述べるようにしてかご引き戸養生板４８及び乗場引き戸養生板４
９が仮設される。すなわち、かご戸の吊り手９の締結具２８を緩めて戸の吊り手締結機構
２６の変位ボルト３１が人為操作によってねじ込まれる。これによって、かご引き戸４が
溝穴２７を介してかご戸の吊り手９に対して、かご出入口３縁部枠５の出入方向縁部に対
する所定位置に配置される。次いで、締結具２８が締め込まれてかご戸の吊り手９にかご
引き戸４が締結される。
【００２６】
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  そして、乗場戸の吊り手２２の締結具２８を緩めて戸の吊り手締結機構２６の変位ボル
ト３１が人為操作によってねじ込まれる。これによって、乗場引き戸１７が溝穴２７を介
して乗場戸の吊り手２２に対して、乗場出入口１６縁部枠１８の出入方向縁部に対する所
定位置に配置される。次いで、締結具２８が締め込まれて乗場戸の吊り手２２に乗場引き
戸１７が締結される。
【００２７】
  また、かご引き戸４の戸の脚締結機構４２における締結具４５を緩めて戸の脚締結機構
４２の変位ボルト４６が人為操作によってねじ込まれる。これによって、かご引き戸４が
溝穴４４を介してかごの戸の脚１１に対して、かご出入口３縁部枠５の出入方向縁部に対
する所定位置に配置される。次いで、締結具４５が締め込まれてかごの戸の脚１１がかご
引き戸４に締結される。
【００２８】
  そして、乗場引き戸１７の戸の脚締結機構４２における締結具４５を緩めて戸の脚締結
機構４２の変位ボルト４６が人為操作によってねじ込まれる。これによって、乗場引き戸
１７が溝穴４４を介して乗場戸の脚２４に対して、乗場出入口１６縁部枠１８の出入方向
縁部に対する所定位置に配置される。次いで、締結具４５が締め込まれて乗場戸の脚２４
が乗場引き戸１７に締結される。
【００２９】
  以上説明した戸の吊り手締結機構２６及び戸の脚締結機構４２の変位ボルトのねじ込み
操作によって、かご出入口３縁部枠５とかご引き戸４表面６の隙間Ａ及び乗場出入口１６
縁部枠１８と乗場引き戸１７表面１９の隙間Ｂが拡幅し、この状態でかご引き戸４表面６
にかご引き戸養生板４８が、また乗場引き戸１７表面１９に乗場引き戸養生板４９が装着
されて仮設される。また、詳細は後述するが引き戸表面の隙間Ａ、隙間Ｂの拡幅時に開閉
係合装置締結機構３３の変位ボルト４０を人為操作によってねじ込んで開閉係合装置１２
，２５を正常位置に配置することができる。
【００３０】
  そして、前述のように隙間Ａ及び隙間Ｂを拡幅することができるので、エレベーターの
工事用運転時にかご引き戸４表面６、乗場引き戸１７表面１９に汚損、損傷の発生を防止
するための所要の厚さのかご引き戸養生板４８及び乗場引き戸養生板４９を容易に仮設す
ることができる。したがって、エレベーターの工事用運転時にかご引き戸４表面６、乗場
引き戸１７表面１９における所要の汚損防止、損傷防止の作用を得ることができる。
【００３１】
  なお、前述の隙間Ａ及び隙間Ｂが拡幅されてかご引き戸４表面６にかご引き戸養生板４
８が仮設された状態では、かご出入口３縁部枠５とかご引き戸養生板４８との間に図１１
等に示す空隙Ｃが形成される。また、乗場引き戸１７表面１９に乗場引き戸養生板４９が
仮設された状態では、乗場出入口１６縁部枠１８と乗場引き戸養生板４９との間に図１１
等に示す空隙Ｄが形成される。
【００３２】
  また、前述のように隙間Ａ及び隙間Ｂが拡幅された場合に、かご引き戸４の開閉係合装
置締結機構３３の締結具３９を緩めて変位ボルト４０が人為操作によってねじ込まれる。
これによって、可動金具３７が溝穴３６を介してかご引き戸４に対してかご出入口３縁部
枠５の出入方向縁部寄りの変位位置に移動される。次いで、締結具３９が締め込まれて可
動金具３７が固定金具３４に締結される。
【００３３】
  そして、乗場引き戸１７の開閉係合装置締結機構３３の締結具３９を緩めて変位ボルト
４０が人為操作によってねじ込まれる。これにより、可動金具３７が溝穴３６を介して乗
場引き戸１７に対して乗場出入口１６縁部枠１８の出入方向縁部寄りの変位位置に移動さ
れる。次いで、締結具３９が締め込まれて可動金具３７が固定金具３４に締結される。
【００３４】
  このように、かご引き戸４及び乗場引き戸１７の開閉係合装置締結機構３３の可動金具
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３７が、それぞれの出入口の出入方向縁部寄りの変位位置に移動することにより、かご側
開閉係合装置１２及び乗場側開閉係合装置２５の相互が正常な係合位置に配置される。
  なお、エレベーターを工事用運転から通常運転に変更する場合には、かご引き戸養生板
４８及び乗場引き戸養生板４９が撤去される。
【００３５】
  次いで、かご引き戸養生板４８等の仮設時とは逆の手順による人為操作が行われて、戸
の吊り手締結機構２６の変位ボルト３１、開閉係合装置締結機構３３の変位ボルト４０及
び戸の脚締結機構４２の変位ボルト４６が人為操作によってねじ戻される。これによって
かご吊り手９及び戸の脚に対して引き戸が、出入口の出入方向縁部寄りに変位してエレベ
ーターの通常運転時の位置に配置される。
【００３６】
　また、吊り手及び戸の脚に対して、それぞれ変位ボルトを有する戸の吊り手締結機構２
６、開閉係合装置締結機構３３及び戸の脚締結機構４２を介して引き戸が装着される。こ
のため、吊り手及び戸の脚に対して高い精度で引き戸を所定位置に容易に装着することが
でき、エレベーターの据付作業性、保守作業性を向上することができる。
【００３７】
実施の形態２．
  図１４は、この発明の他の実施の形態を示す図で、前述の図１３相当図である。なお、
図１４の他は前述の図１～図１３の実施の形態と同様にエレベーター用引き戸装置が構成
されている。図において、図１～図１３と同符号は相当部分を示し、かご２の床にかごの
敷居１０が、また乗場１５の床に乗場の敷居２３が、それぞれ次に述べる敷居締結機構５
０によって締結される。
【００３８】
  すなわち、かご床部材５１の水平面及び乗場床部材５２の水平面に出入口の出入方向に
長い溝穴５３が設けられ、溝穴５３に下側から挿通されてかごの敷居１０、乗場の敷居２
３にねじ込まれたボルトからなる締結具５４が設けられる。また、かご床部材５１及び乗
場床部材５２にそれぞれ設けられ、これらの前縁が下方に屈折された屈折部５５が設けら
れる。
【００３９】
  そして、かごの敷居１０、乗場の敷居２３がそれぞれ固定された可動金具５６が配置さ
れて、その前縁に屈折部５５と空隙を形成して対向した対向面５７が設けられる。また、
対向面５７に挿通されて屈折部５５にねじ込まれた変位ボルト５８が設けられ、また変位
ボルト５８に設けられた嵌合溝にＣ形止め輪５９が嵌着されて対向面５７に隣接して配置
される。
【００４０】
  上記のように構成されたエレベーター用引き戸装置においても、エレベーターを内装工
事用の資材の運搬等に使用する工事用運転時には、戸の吊り手締結機構２６の変位ボルト
３１をねじ込み、また敷居締結機構５０の変位ボルト５８をねじ戻す。そして、引き戸に
対する戸の脚を前述の図９に示す位置に配置した状態で、変位ボルト３１、変位ボルト５
８の操作によって、かご出入口３縁部枠５とかご引き戸４表面６の隙間Ａ及び乗場出入口
１６縁部枠１８と乗場引き戸１７の隙間Ｂを拡幅する。
【００４１】
  そして、拡幅された隙間Ａ及び隙間Ｂのスペースを利用して、かご引き戸４表面６にか
ご引き戸養生板４８を、また乗場引き戸１７表面１９に乗場引き戸養生板４９を装着して
仮設することができる。したがって、詳細な説明を省略するが図１４の実施の形態におい
ても図１～図１３の実施の形態と同様な作用が得られる。
【００４２】
実施の形態３．
  図１５も、この発明の他の実施の形態を示す図で、前述の図１０におけるＥ－Ｅ線断面
拡大図に相当する図である。なお、図１５の他は前述の図１～図１３の実施の形態と同様
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にエレベーター用引き戸装置が構成されている。図において、図１～図１３と同符号は相
当部分を示し、かご引き戸４の表面６にかご引き戸養生板４８が仮設される。
【００４３】
  また、横断面コ字状の押さえ金具６０がかご引き戸４の開閉方向の端面及びかご引き戸
養生板４８の端部を覆って嵌め込まれる。そして、かご引き戸４の開閉方向の端面におけ
る裏面側から取付ねじ６１が押さえ金具６０に挿通されてかご引き戸４にねじ込まれ、か
ご引き戸養生板４８がかご引き戸４に装着される。また、かご出入口３の縁部枠５の出入
方向に沿う面に養生板６２が、また縁部枠５の前面に養生板６３が仮設される。
【００４４】
  そして、養生板６２のかご引き戸４側の端部は横断面Ｌ字状をなすＬ字金具６４の一辺
によって押さえられ、またＬ字金具６４の他辺は、縁部枠５のかご引き戸４との対向面に
挿通されて、縁部枠５にねじ込まれた取付ねじ６５によって縁部枠５に装着される。また
、養生板６２及び養生板６３の接続部は横断面Ｌ字状のＬ字金具６６によって押さえられ
て縁部枠５に仮設される。
【００４５】
  上記のように構成されたエレベーター用引き戸装置においても、エレベーターを内装工
事用の資材の運搬等に使用する工事用運転時には、戸の吊り手締結機構２６及び戸の脚締
結機構４２の変位ボルトをねじ込む。このねじ込み操作によって、かご出入口３縁部枠５
とかご引き戸４表面６の隙間Ａ及び乗場出入口１６縁部枠１８と乗場引き戸１７の隙間Ｂ
を拡幅する。
【００４６】
  そして、かご引き戸４表面６にかご引き戸養生板４８を、また乗場引き戸１７表面１９
に乗場引き戸養生板４９を装着して仮設することができる。したがって、詳細な説明を省
略するが図１５の実施の形態においても図１～図１３の実施の形態と同様な作用が得られ
る。また、引き戸の開閉方向の端面及びこの端面と引き戸の表面を覆って仮設された養生
板の端部との少なくとも一方を覆って嵌め込まれた押さえ金具が設けられて、表側から見
えない位置に配置された取付ねじによって、一側がかご引き戸４等に締結された押さえ金
具によって、かご引き戸養生板４８等の養生板が仮設される。これによって見栄えよく、
また離脱の恐れなく養生板を確実に仮設することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】この発明の実施の形態１を示す図で、エレベーターかごの内部斜視図。
【図２】図１のかごの外部正面図。
【図３】図１のかごが停止する乗場の斜視図。
【図４】図４の乗場のエレベーター昇降路内側の正面図。
【図５】エレベーターの通常運転時において図１のかごが図４の乗場に停止した状態を示
す縦断側面図。
【図６】図５の上部における要部を拡大して示す図。
【図７】図６の変位ボルトの要部を分解して示す拡大斜視図。
【図８】図５の中部における要部を拡大して示す図。
【図９】図５の下部における要部を拡大して示す図。
【図１０】エレベーターの工事用運転時において図１のかごが図４の乗場に停止した状態
を示す縦断側面図。
【図１１】図１０の上部における要部を拡大して示す図。
【図１２】図１０の中部における要部を拡大して示す図。
【図１３】図１０の下部における要部を拡大して示す図。
【図１４】この発明の実施の形態２を示す図で、図１３相当図。
【図１５】この発明の実施の形態３を示す図で、図１０におけるＥ－Ｅ線断面拡大図に相
当する図。
【符号の説明】
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【００４８】
  ３  かご出入口（出入口）、  ４  かご引き戸（引き戸）、  ６  表面、  ９  かご戸
の吊り手（戸の吊り手）、  １０  かごの敷居（敷居）、  １１  かごの戸の脚（戸の脚
）、  １２  かご側開閉係合装置（開閉係合装置）、  １６  乗場出入口（出入口）、
１７  乗場引き戸（引き戸）、  １９  表面、  ２２  乗場戸の吊り手（戸の吊り手）、
  ２３  乗場の敷居（敷居）、  ２４  乗場の戸の脚（戸の脚）、  ２５  乗場側開閉係
合装置（開閉係合装置）、  ２６  戸の吊り手締結機構、  ３３  開閉係合装置締結機構
、  ４２  戸の脚締結機構、  ４８  かご引き戸養生板（養生板）、  ４９  乗場引き戸
養生板（養生板）、  ５０  敷居締結機構、  ６０  押さえ金具、  ６１  取付ねじ。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】

【図８】 【図９】



(11) JP 4679133 B2 2011.4.27

【図１０】 【図１１】

【図１２】 【図１３】
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【図１４】 【図１５】
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