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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
引戸の上・下にレールが設けられ、開閉動作の全行程に渡り、上レールによって引戸がガ
イドされる鉄道車両用引戸装置であって、
　下レールは、戸袋内から前記引戸の全開状態における戸先端部位置までの間、若しくは
前記引戸の全閉状態における戸先端部位置から戸袋へと向う所定範囲の、少なくとも一方
の場所において、床面から突出するように設置され、
　前記引戸の下縁に沿って、前記下レールに摺動案内されるスリ板が設けられ、該スリ板
の、前記引戸の全閉状態において前記下レールに掛る部分に、他の部分よりも軟質の材料
が用いられ、かつ、他の部分よりも前記下レールとの隙間が広くなるように形成され、引
戸の全閉状態において前記下レールに掛る部分と、他の部分との段差を緩やかにつなぐよ
うに、両者の境界近傍にテーパーが設られていることを特徴とする鉄道車両用引戸装置。
【請求項２】
前記下レールは矩形の断面形状をなし、
　前記スリ板は前記下レールを覆うコ字形の断面形状をなし、前記引戸の全閉状態におい
て前記下レールに掛る部分の、少なくとも前記下レールの両側面と対向する部分に、他の
部分よりも軟質の材料が用いられ、かつ、他の部分よりも前記下レールの側面との隙間が
広くなるように形成されていることを特徴とする請求項１記載の鉄道車両用引戸装置。
【請求項３】
前記スリ板の、前記引戸の全閉状態において前記下レールに掛る部分は、ゴムにより構成
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されていることを特徴とする請求項１または２記載の鉄道車両用引戸装置。
【請求項４】
前記スリ板の、前記引戸の全閉状態において前記下レールに掛る部分に、植毛が施されて
いることを特徴とする請求項１から３のいずれか１項記載の鉄道車両用引戸装置。
【請求項５】
引戸の上・下にレールが設けられ、開閉動作の全行程に渡り、上レールによって引戸がガ
イドされる鉄道車両用引戸装置であって、
　下レールは矩形の断面形状をなし、戸袋内から前記引戸の全開状態における戸先端部位
置までの間、若しくは前記引戸の全閉状態における戸先端部位置から戸袋へと向う所定範
囲の、少なくとも一方の場所において、床面から突出するように設置され、
　前記引戸の下縁に沿って、前記下レールを覆うコ字形の断面形状をなし前記下レールに
摺動案内される弾性変形可能なスリ板が設けられ、該スリ板の、前記引戸の全閉状態にお
いて前記下レールに掛る部分が、引戸の表面パネルに対し隙間を空けて支持され、なおか
つ、前記下レールの両側面と接触するように構成され、
前記スリ板の、前記引戸の全閉状態において前記下レールに掛る部分以外の部分の、前記
下レールの両側面との対向面と、前記下レールの両側面との間には隙間が設けられ、引戸
の全閉状態において前記下レールに掛る部分と、他の部分との段差を緩やかにつなぐよう
に、両者の境界近傍にテーパーが設られていることを特徴とする鉄道車両用引戸装置。
【請求項６】
前記スリ板の、前記引戸の全閉状態において前記下レールに掛る部分に空けられた、前記
スリ板と前記引戸の表面パネルとの隙間に、緩衝材が配置されていることを特徴とする請
求項５記載の鉄道車両用引戸装置。
【請求項７】
前記引戸の全閉状態において前記下レールに掛る部分を除き、前記スリ板と前記引戸の表
面パネルとの間を塞ぐ押さえ金が設けられ、
前記引戸の全閉状態において前記下レールに掛る部分は、前記引戸の表面パネル裏側に、
前記押さえ金よりも薄い帯板が固定されていることを特徴とする請求項５又は６記載の鉄
道車両用引戸装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、鉄道車両用引戸装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、鉄道車両におけるユニバーサルデザイン化の要請から、車内床面の凹凸を可能な
限り排除する構造が採用されている。例えば、車内の側面や妻面に設けられた引戸の下レ
ールは、従来、床面からの突起物となっていたため、引戸開口部の床面から下レールを無
くし、戸袋内部にのみ下レールを設置する構造が推奨されている。
　また、車内の快適性向上の観点から、引戸下部に発生するガタツキ音が問題視されるケ
ースが増えている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明は上記動向および課題に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、
鉄道車両のドア開口部の床面から引戸の下レールを無くし、若しくは、必要最小限の範囲
にのみ設置することによって、引戸の全開状態において、引戸開口部の床面からの突起物
を、可能な限り無くし、床面のフラット化を可能な限り促進しつつ、引戸のガタツキ音を
低減し、静かで快適な車内環境を実現することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
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　上記課題を解決するための、本発明に係る鉄道車両用引戸装置は、引戸の上・下にレー
ルが設けられ、開閉動作の全行程に渡り、上レールによって引戸がガイドされる鉄道車両
用引戸装置であって、下レールは、戸袋内から前記引戸の全開状態における戸先端部位置
までの間、若しくは前記引戸の全閉状態における戸先端部位置から戸袋へと向う所定範囲
の、少なくとも一方の場所において、床面から突出するように設置され、前記引戸の下縁
に沿って、前記下レールに摺動案内されるスリ板が設けられ、該スリ板の、前記引戸の全
閉状態において前記下レールに掛る部分に、他の部分よりも軟質の材料が用いられ、かつ
、他の部分よりも前記下レールとの隙間が広くなるように形成され、引戸の全閉状態にお
いて前記下レールに掛る部分と、他の部分との段差を緩やかにつなぐように、両者の境界
近傍にテーパーが設られていることを特徴とするものである。
【０００５】
　本発明によれば、引戸の下レールが、戸袋内から前記引戸の全開状態における戸先端部
位置までの間、若しくは前記引戸の全閉状態における戸先端部位置から戸袋へと向う所定
範囲の、少なくとも一方の場所において、床面から突出するように設置されていることか
ら、引戸の全開状態において、引戸開口部の床面からの突起物を、可能な限り無くすこと
ができる。そして、引戸の下縁に沿って設けられたスリ板は、引戸の全閉状態において下
レールに掛る部分に、他の部分よりも軟質の材料が用いられていることから、引戸が全閉
状態で振動しても、スリ板の軟質の材料が用いられた部分のみ下レールに当たり、引戸の
ガタツキ音を低減することができる。しかも、引戸の全閉状態において前記下レールに掛
る部分と、他の部分との段差を緩やかにつなぐように、両者の境界近傍にテーパーが設ら
れており、このテーパーにより、引戸の開閉時におけるスリ板と下レールとの引っ掛かり
を防止することができる。
【０００６】
　また、スリ板の、引戸の全閉状態において前記下レールに掛る部分の、下レールとの隙
間が、他の部分よりも広くなるように構成されていることから、引戸の開閉時、すなわち
、引戸の全閉状態においてスリ板の下レールに掛る部分以外の部分が、下レールに摺動案
内される時には、スリ板の軟質の材料が用いられた部分が下レールの側面に摺接すること
はない。よって、スリ板の軟質の材料が用いられた部分が、引戸の開閉によって摩耗する
ことが回避される。
【０００７】
　なお、前記下レールは矩形の断面形状をなし、前記スリ板は前記下レールを覆うコ字形
の断面形状をなし、前記引戸の全閉状態において前記下レールに掛る部分の、少なくとも
前記下レールの両側面と対向する部分に、他の部分よりも軟質の材料が用いられ、かつ、
他の部分よりも前記下レールの側面との隙間が広くなるように形成されていることが望ま
しい。
　この構成によれば、引戸の開閉時には、コ字形断面を有する引戸のスリ板が、矩形断面
を有する下レールの両側面に摺動案内される。また、引戸の全閉状態においては、スリ板
の、少なくとも下レールの両側面に対向する部分に、他の部分よりも軟質の材料が用いら
れ、かつ、他の部分よりも前記下レールの側面との隙間が広くなるように形成されている
ことで、引戸が全閉状態において振動しても、スリ板の軟質の材料が用いられた部分のみ
が下レールに当たることとなり、引戸のガタツキ音を低減することができる。
【０００８】
　また、前記スリ板の、他の部分よりも幅広かつ軟質に構成されている部分が、ゴムによ
り構成されていることにより、引戸のガタツキ音を低減することが可能となる。
　さらに、前記スリ板の、他の部分よりも幅広かつ軟質に構成されている部分に、植毛が
施されていることとすれば、植毛部分が下レールに当接することで、スリ板と下レールと
が当接する際の衝撃を効果的に低減し、引戸のガタツキ音を、より効果的に低減すること
が可能となる。
【０００９】
　また、上記課題を解決するための、本発明に係る鉄道車両用引戸装置は、引戸の上・下
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にレールが設けられ、開閉動作の全行程に渡り、上レールによって引戸がガイドされる鉄
道車両用引戸装置であって、下レールは矩形の断面形状をなし、戸袋内から前記引戸の全
開状態における戸先端部位置までの間、若しくは前記引戸の全閉状態における戸先端部位
置から戸袋へと向う所定範囲の、少なくとも一方の場所において、床面から突出するよう
に設置され、前記引戸の下縁に沿って、前記下レールを覆うコ字形の断面形状をなし前記
下レールに摺動案内される弾性変形可能なスリ板が設けられ、該スリ板の、前記引戸の全
閉状態において前記下レールに掛る部分が、引戸の表面パネルに対し隙間を空けて支持さ
れ、なおかつ、前記下レールの両側面との対向面が、前記下レールの両側面と接触するよ
うに構成され、前記スリ板の、前記引戸の全閉状態において前記下レールに掛る部分以外
の部分の、前記下レールの両側面との対向面と、前記下レールの両側面との間には隙間が
設けられ、引戸の全閉状態において前記下レールに掛る部分と、他の部分との段差を緩や
かにつなぐように、両者の境界近傍にテーパーが設られていることを特徴とするものであ
る。
【００１０】
　本発明によれば、引戸の下レールが、戸袋内から前記引戸の全開状態における戸先端部
位置までの間、若しくは前記引戸の全閉状態における戸先端部位置から戸袋へと向う所定
範囲の、少なくとも一方の場所において、床面から突出するように設置されていることか
ら、引戸の全開状態において、引戸開口部の床面からの突起物を、可能な限り無くすこと
ができる。
そして、引戸の下縁に沿って、下レールを覆うコ字形の断面形状をなし下レールに摺動案
内される弾性変形可能なスリ板の、引戸の全閉状態において下レールに掛る部分は、下レ
ールの両側面との対向面が、下レールの両側面と接触するように構成されていることから
、スリ板と下レールとは、引戸の全開状態において隙間無く当接し、スリ板と下レールと
の衝突に起因する引戸のガタツキ音は発生し得ない。しかも、スリ板の、引戸の全閉状態
において下レールに掛る部分は、引戸の表面パネルに対し隙間を空けて支持されているこ
とから、スリ板はコ字形の断面を広げる方向に弾性変形することが可能となり、スリ板の
偏磨耗や、引戸の開閉時の引っ掛り等の不具合を回避することができる。
一方、スリ板の、引戸の全閉状態において下レールに掛る部分以外の部分の、下レールの
両側面との対向面と、下レールの両側面との間には隙間が設けられ、引戸の全閉状態にお
いて下レールに掛る部分と、他の部分との段差を緩やかにつなぐように、両者の境界近傍
にテーパーが設られており、このテーパーにより、引戸の開閉時におけるスリ板と下レー
ルとの引っ掛かりを防止することができる。
【００１１】
　また、本発明において、前記スリ板の、前記引戸の全閉状態において前記下レールに掛
る部分に空けられた、前記スリ板と前記引戸の表面パネルとの隙間に、緩衝材が配置され
ていることが望ましい。
　この構成によれば、スリ板と引戸の表面パネルとの隙間に配置された緩衝材によって、
スリ板のコ字形の断面を広げる方向への弾性変形を阻害することなく、当該隙間へのゴミ
等の侵入を防ぐことが可能となる。なお、緩衝材としては、スポンジ、ゴム等を用いるこ
とが可能である。
【００１２】
　また、前記引戸の全閉状態において前記下レールに掛る部分を除き、前記スリ板と前記
引戸の表面パネルとの間を塞ぐ押さえ金が設けられ、前記引戸の全閉状態において前記下
レールに掛る部分は、前記引戸の表面パネル裏側に、前記押さえ金よりも薄い帯板が固定
されていることが望ましい。
【００１３】
　この構成によれば、引戸の全閉状態において下レールに掛る部分を除き、スリ板と引戸
の表面パネルとの間を塞ぐ押さえ金が設けられていることから、スリ板は、押さえ金によ
って引戸に固定され、かつ、押さえ金によって、引戸の下縁が補強される。一方、引戸の
全閉状態において下レールに掛る部分は、押さえ金が設けられていないことから、スリ板
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と引戸の表面パネルとの間に隙間が生じ、スリ板はコ字形の断面を広げる方向に弾性変形
することが可能となる。なお、引戸の全閉状態において下レールに掛る部分は、押さえ金
に代えて、引戸の表面パネル裏側に、押さえ金よりも薄い帯板が固定されていることから
、この帯板によって引き戸の下縁が補強される。また、この帯板によって、スリ板と引戸
の表面パネルとの隙間の調整が可能となる。
【００１４】
　また、上記課題を解決するための、本発明に係る鉄道車両用引戸装置は、引戸の上・下
にレールが設けられ、開閉動作の全行程に渡り、上レールによって引戸がガイドされる鉄
道車両用引戸装置であって、下レールは、戸袋内から前記引戸の全開状態における戸先端
部位置までの間、若しくは前記引戸の全閉状態における戸先端部位置から戸袋へと向う所
定範囲の、少なくとも一方の場所において、床面から突出するように設置され、前記引戸
の下縁に沿って、前記下レールに摺動案内されるスリ板が設けられ、該スリ板の、前記引
戸の全閉状態において前記下レールに掛る部分に、前記下レールとの衝突により生ずる引
戸のガタツキ音を低減するガタツキ音防止手段が設けられていることを特長とするもので
ある。
【００１５】
　本発明によれば、引戸の下レールが、戸袋内から前記引戸の全開状態における戸先端部
位置までの間、若しくは前記引戸の全閉状態における戸先端部位置から戸袋へと向う所定
範囲の、少なくとも一方の場所において、床面から突出するように設置されていることか
ら、引戸の全開状態において、引戸開口部の床面からの突起物を、可能な限り無くすこと
ができる。そして、引戸の下縁に沿って、下レールに摺動案内されるスリ板が設けられ、
該スリ板の、前記引戸の全閉状態において前記下レールに掛る部分に、下レールとの衝突
により生ずる引戸のガタツキ音を低減するガタツキ音防止手段が設けられていることから
、引戸の全閉状態において、引戸のガタツキ音を効果的に低減することができる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明はこのように構成したので、ドア開口部の床面から引戸の下レールを無くし、若
しくは、必要最小限の範囲にのみ設置することによって、引戸の全開状態において、引戸
開口部の床面からの突起物を、可能な限り無くし、床面のフラット化を可能な限り促進し
、なおかつ、ドアのガタツキ音を低減して、静かな車内環境を実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明を実施するための最良の形態を添付図面に基づいて説明する。
　図１から図４には、本発明の第１の実施の形態に係る引戸装置１０を、鉄道車両の側引
戸に採用した例を示している。引戸装置１０は、引戸１２の上・下にレールが設けられ、
引戸１２の開閉動作の全行程に渡り、上レール１４によって引戸１２が、確実にガイドさ
れるものである。
　上レール１４は、図２の例ではＧ字形の断面形状を有しており、かつ、引戸１２の開閉
動作の全行程にわたり、引戸１２の上縁に固定された戸車１６がこの上レール１４を走行
することができるだけの長さを有している。
【００１８】
　一方、下レール１８は、図２、図３に示すように矩形の断面形状をなし、戸袋内から引
戸１２の全開状態（図１に１点鎖線で示す）における戸先端部位置１２ａ（図１、図４）
までの間（図４に符号Ｌで示す。）にのみ、床面ＦＬから突出するように設置されている
。このとき、戸先端部位置１２ａと戸袋の開口端は一致していることから、下レール１８
は、その全長Ｌに渡り、戸袋内に収まっている。
　また、引戸１２の下縁に沿って、下レール１８に摺動案内されるスリ板２０が設けられ
ている。スリ板２０は、下レール１８を覆うコ字形の断面形状をなしており、耐磨耗性を
考慮して、例えばナイロン樹脂等、硬質の樹脂により構成されており、若干の弾性変形が
可能となっている。しかしながら、スリ板２０の一部、具体的には、引戸１２の全閉状態
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（図１に実線で示す）において、下レールに掛る部分２０Ａ（図３（ａ）参照）は、他の
部分２０Ｂ（図３（ｂ）参照）よりも軟質の材料、例えばゴム等、高弾性の材料が用いら
れている。さらに、スリ板２０の、引戸の全閉状態において下レールに掛る部分２０Ａに
は、植毛２２が施されている。植毛２２は、不織布等によって形成されている。図３にお
いて、符号２６で示される部分は、スリ板２０と引戸１２の表面パネル２８との間を塞ぐ
押さえ金である。この押さえ金２６は、スリ板２０を引戸１２に固定すると共に、引戸１
２の下縁を補強するものである。
【００１９】
　また、引戸１２の全閉状態において下レールに掛る部分２０Ａは、他の部分２０Ｂより
も、下レール１８との隙間が広くなるように形成されている。図示の例では、下レール１
８の側面間の幅に対し、スリ板の他の部分２０Ｂの、内側側面間の幅がその全長に渡り０
．５ｍｍ大きく形成されている。一方、引戸の全閉状態において下レールに掛る部分２０
Ａは、植毛２２の先端間の距離で、下レール１８の側面間の幅に対し１．０ｍｍ大きく形
成されている。よって、引戸１２の開閉時には、植毛２２が下レール１８に接触すること
はない。なお、植毛の長さは０．５ｍｍである。
【００２０】
　上記構成をなす本発明の第１の実施の形態によれば、次のような作用効果を得ることが
可能である。まず、引戸１２の下レール１８が、戸袋内から引戸１２の全開状態における
戸先端部位置１２ａまでの間Ｌ（図４参照）にのみ、床面ＦＬから突出するように設置さ
れていることから、引戸１２の全開状態において、引戸開口部の床面からの突起物を無く
すことができる。そして、引戸１２の下縁に沿って設けられたスリ板２０は、引戸１２の
全閉状態において下レール１８に掛る部分２０Ａのみ、他の部分２０Ｂよりも軟質の材料
が用いられていることから、引戸１２が全閉状態において振動しても、スリ板２０の軟質
の材料が用いられた部分２０Ａのみ下レール１８に当たることとなり、引戸１２のガタツ
キ音を低減することができる。
【００２１】
　また、スリ板２０の、引戸の全閉状態において下レール１８に掛る部分２０Ａの、下レ
ール２０との隙間が、他の部分よりも広くなるように構成されていることから、引戸１２
の開閉時には、引戸１２の全閉状態においてスリ板２０の下レールに掛る部分以外の部分
２０Ｂが、下レール１８に摺動案内され、スリ板２０の軟質の材料が用いられた部分２０
Ａは、下レール１８の側面に摺接することはない。よって、スリ板２０の軟質の材料が用
いられた部分２０Ａが、引戸１２の開閉によって摩耗することが回避される。
【００２２】
　なお、本発明の実施の形態に係る下レール１８は、全て戸袋内に収まっていることから
、引戸開口部において実際に人が通過する範囲の床面には、下レール１８が突起物として
存在せず、床面はフラットな状態となる。
【００２３】
　また、本発明の実施の形態では、下レール１８は矩形の断面形状をなし、スリ板２０は
下レール１８を覆うコ字形の断面形状をなし、引戸１２の全閉状態において下レール１８
に掛る部分２０Ａの、少なくとも下レールの両側面と前記引戸の表面パネル対向する部分
に、下レール１８との衝突により生ずる引戸１２のガタツキ音を低減するガタツキ音防止
手段として、他の部分２０Ｂよりも軟質の材料が用いられ、かつ、他の部分２０Ｂよりも
下レール１８の側面との隙間が広くなるように形成されている。したがって、引戸１２の
開閉時には、コ字形断面を有するスリ板２０が、矩形断面を有する下レール１８の両側面
に摺動案内される。また、引戸１２の全閉状態においては、スリ板２０の、少なくとも下
レールの両側面に対向する部分２０Ａに、他の部分２０Ｂよりも軟質の材料が用いられ、
かつ、他の部分２０Ｂよりも下レール１８の側面との隙間が広くなるように形成されてい
ることで、引戸１２が全閉状態において振動しても、スリ板２０の軟質の材料が用いられ
た部分２０Ａのみが下レール１８の側面に当たることとなり、引戸１２のガタツキ音を低
減することができる。
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　なお、必要に応じ、下レール１８およびスリ板２０の断面形状を他の形状（例えば、半
円形や台形等。）に変更することも可能である。また、スリ板２０の下レールに掛る部分
２０Ａを、下レール１８の両側面に対向する、左右別々の帯状の部材とすることも可能で
ある。
【００２４】
　また、スリ板２０の、他の部分よりも幅広かつ軟質に構成されている部分２０Ａが、ゴ
ムにより構成されていることにより、ゴムの高弾性によって、引戸１２のガタツキ音を効
果的に低減することが可能となる。さらに、スリ板２０の、他の部分よりも幅広かつ軟質
に構成されている部分２０Ａに、下レール１８との衝突により生ずる引戸１２のガタツキ
音を低減するガタツキ音防止手段として、植毛２２が施されていることから、植毛２２の
部分が下レール１８に当接することで、スリ板２０と下レール１８とが当接する際の衝撃
を効果的に低減し、引戸１２のガタツキ音を、より効果的に低減することが可能となる。
【００２５】
　図５には、引戸１２の下レール１８近傍における騒音の測定結果の一例を示している。
ここで、（ア）は、スリ板２０の、引戸１２の全閉状態において下レール１８に掛る部分
２０Ａが、他の部分２０Ｂと同様に硬質の樹脂によって形成されている場合の測定結果を
示している。一方（イ）は、本発明の実施の形態に係る引戸装置１０の測定結果を示して
いる。（ウ）は、参考として引戸１２の下レール１８近傍における暗騒音（ガタツキ音を
除いた場合のその測定環境における騒音）を示している。このように、本発明の実施の形
態によれば、引戸１２のガタツキ音は、２５０～１２５０Ｈｚの周波数帯域（車内騒音と
して特に問題となる音域）で約１０ｄＢ、オールパスでも約１０ｄＢの騒音低減効果を得
ることが可能となる。
【００２６】
　なお、図示は省略するが、戸袋内から引戸１２の全開状態における戸先端部位置１２ａ
までの間Ｌの下レール１８に代えて、若しくは、この下レール１８と共に、引戸１２の全
閉状態における戸先端部位置１２ａから戸袋へと向う所定範囲にも、床面ＦＬから突出す
るように下レール１８を設置することとしても良い。この場合は、スリ板２０の、引戸の
全閉状態において戸先端部側に設けた下レール１８に掛る部分についても、他の部分２０
Ｂよりも幅広かつ軟質に構成されている部分２０Ａとすることにより、戸先下縁が下レー
ルによってより確実にガイドされ、かつ、上記作用効果を得ることが可能となる。なお、
このように、引戸１２の全閉状態における戸先端部位置１２ａに下レール１８を設ける場
合には、戸先下縁のガイド機能を発揮し、かつ、床面ＦＬからの下レール１８の突出を可
能な限り抑えるために、戸先側の下レール１８は、必要最小限の範囲にのみ（例えば、引
戸１２の全閉状態における戸先端部位置から５０ｍｍ程度。）設けることとする。
　また、引戸の全閉状態において下レールに掛る部分２０Ａと、他の部分２０Ｂとの段差
を緩やかにつなぐように、他の部分２０Ｂの、引戸の全閉状態において下レールに掛る部
分２０Ａとの境界近傍に、テーパーを設けることが望ましい。そして、このテーパーによ
り、引戸１２の開閉時におけるスリ板２０と下レール１８との引っ掛かりを防止すること
ができる。また、植毛２２の長さは必要に応じてその長さを調整することとし、場合によ
っては植毛２２を省略することも可能である。
【００２７】
　また、本発明の実施の形態に係る引戸装置１０は、上記の側引戸のみならず、妻引戸そ
の他の引戸にも用いることが可能である。妻引戸は、全開状態でその全体が戸袋に引き込
まれず、戸先先端部の近傍が引戸開口部に若干飛出すような構造を採用する場合もあるが
、かかる場合にも、下レールは、全開時の戸先端部位置に合わせて、戸袋内から前記引戸
の全開状態における戸先端部位置までの間にのみ、床面から突出するように設置される。
よって、下レールの戸袋から飛出した部分は、引戸の全開時においても引戸自体によって
覆い隠されるため、ドア開口部の床面から引戸の下レールが突出することはない。
　さらに、本発明の実施の形態に係る引戸装置１０は、片引戸のみならず両引戸にも採用
可能である。また、図示の例では、引戸１２の上部に電動式のドアエンジン２４が設けら
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れているが、他の形式のドアエンジンが用いられた引戸装置にも、当然に採用可能である
。
　また、本発明の実施の形態に係る下レール１８およびスリ板２０は、鉄道車両の新造時
に、引戸装置１０に装着されるに留まらず、既存の鉄道車両の引戸装置にも、簡単に装着
することが可能である。よって、新造車両のみならず既存の鉄道車両についても、ドア開
口部の床面から引戸の下レールを無くし、若しくは、必要最小限の範囲にのみ設置するこ
とによって、床面のフラット化を促進しつつ、引戸のガタツキ音を低減し、静かで快適な
車内環境を実現することが可能となる。
【００２８】
　続いて、図６を参照しながら、本発明の第２の実施の形態に係る引戸装置を説明する。
なお、本発明の第１の実施の形態と同一部分、若しくは相当する部分については同一符号
で示し、詳しい説明を省略する。
　図６は、本発明の第２の実施の形態に係る引戸装置３０の、下レール１８およびスリ板
２０の拡大図であり、図３と同様に、（ａ）は、図１のＡ－Ａ線に相当する部分における
引戸１２の断面図であり、（ｂ）は図１のＢ－Ｂ線に相当する部分における引戸１２の断
面図である。
【００２９】
　本実施の第２の実施の形態における、第１の実施の形態との相違点は、図６（ａ）に示
されるように、スリ板２０の、引戸１２の全閉状態において下レール１８に掛る部分２０
Ｃが、引戸１２の表面パネル２８に対し隙間Ｓを空けて支持され、なおかつ、下レール１
８の両側面１８ａとの対向面２０ａが、下レール１８の両側面１８ａと接触している点に
ある。
【００３０】
　すなわち、スリ板２０の、引戸１２の全閉状態において下レール１８に掛る部分２０Ｃ
は、図６（ｂ）に示された、スリ板２０の、引戸の全閉状態において下レール１８に掛る
部分以外の部分２０Ｂよりも、肉厚に成形されている。そして、隙間Ｓは、スリ板２０と
引戸の表面パネル２８との間に介在される押さえ金２６（図６（ｂ））を無くすことによ
り、確保されている（なお、本実施の形態では、押さえ金２６の、スリ板２０と引戸の表
面パネル２８との間の部分を切欠くことで、隙間Ｓを確保している。）。更に、押さえ金
２６を無くした部分については、引戸の表面パネル２８の裏側に、押さえ金２６よりも薄
い帯板３２が固定されている。隙間Ｓは０．５～２．０ｍｍ程度、空けられている。
【００３１】
　なお、図６（ｂ）に示された、スリ板２０の、引戸１２の全閉状態において下レール１
８に掛る部分以外の部分２０Ｂについては、第１の実施の形態における該当部分と同じで
ある。すなわち、スリ板２０の下レール１８の両側面との対向面２０ａと、下レール１８
の両側面１８ａとの間には、所定の隙間が設けられており、図６（ａ）との差を明らかに
するために、かかる所定の隙間を、図３（ａ）よりも明確に示している。
【００３２】
　更に、図示は省略するが、スリ板２０の、引戸１２の全閉状態において下レール１８に
掛る部分２０Ｃに空けられた、スリ板２０Ｃと引戸１２の表面パネル２８との隙間Ｓに、
緩衝材を配置することとしてもよい。
【００３３】
　上記構成をなす、本発明の第２の実施の形態によれば、次のような作用効果を得ること
が可能となる。まず、引戸１２の下縁に沿って、下レールを覆うコ字形の断面形状をなし
下レールに摺動案内される弾性変形可能なスリ板２０の、引戸の全閉状態において下レー
ルに掛る部分２０Ｃ（図６（ａ））は、下レール１８の両側面１８ａとの対向面２０ａが
、下レール１８の両側面１８ａと接触するように構成されていることから、スリ板２０Ｃ
と下レール１８とは、引戸１２の全開状態において隙間無く当接し、スリ板２０Ｃと下レ
ール１８との衝突に起因する引戸１２のガタツキ音は発生し得ない（すなわち、スリ板２
０と下レール１８との衝突により生ずる引戸１２のガタツキ音を低減するガタツキ音防止
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手段として、肉厚のスリ板２０Ｃが設けられている。）。
　しかも、スリ板２０の、引戸１２の全閉状態において下レールに掛る部分２０Ｃは、引
戸１２の表面パネル２８に対し隙間Ｓを空けて支持されていることから、スリ板２０Ｃは
コ字形の断面を広げる方向に弾性変形することが可能となり、スリ板２０Ｃの偏磨耗や、
引戸１２の開閉時の引っ掛り等の不具合を回避することができる。
【００３４】
　又、スリ板２０の、引戸１２の全閉状態において下レール１８に掛る部分２０Ｃに空け
られた、スリ板２０と引戸１２の表面パネル２８との隙間Ｓに、緩衝材を配置し、当該緩
衝材によって、スリ板２０Ｃのコ字形の断面を広げる方向への弾性変形を阻害することな
く、隙間Ｓへのゴミ等の侵入を防ぐことが可能となる。なお、緩衝材としては、スポンジ
、ゴム等、スリ板２０Ｃの弾性変形を阻害しない弾性であれば用いることが可能である。
また、緩衝材に防水処理等がされていれば、より好ましい。
【００３５】
　また、スリ板２０の引戸１２の全閉状態において下レールに掛る部分２０Ｃを除き、ス
リ板２０と、引戸１２の表面パネル２８との間を塞ぐ押さえ金２６が設けられていること
から、スリ板２０は、押さえ金２６によって引戸１２に固定され、かつ、押さえ金２６に
よって、引戸１２の下縁が補強される（この点は、第１の実施の形態においても同じであ
る。）。一方、スリ板２０の引戸１２の全閉状態において下レール１８に掛る部分２０Ｃ
は、押さえ金２６が設けられていないことから、スリ板２０Ｃと引戸１２の表面パネル２
８との間に隙間Ｓが生じ、スリ板２０Ｃはコ字形の断面を広げる方向に弾性変形すること
が可能となる。更に、引戸１２の全閉状態において下レールに掛る部分は、押さえ金２６
に代えて、引戸の表面パネル２８の裏側に、押さえ金２６よりも薄い帯板３２が固定され
ていることから、この帯板３２によって引き戸１２の下縁が補強される。また、この帯板
３２によって、スリ板２０Ｃと引戸の表面パネル２８との隙間Ｓの調整が可能となる。な
お、引戸１２の下縁の補強が必要ない場合には、帯板３２をスリ板２０Ｃに固定して、ス
リ板２０Ｃと引戸の表面パネル２８との隙間Ｓの調整をすることとしても良い。
　その他、本発明の第１の実施の形態と同様の作用効果については、説明を省略する。
【００３６】
　本発明の第１、第２の実施の形態は、以上の構成を有しており、これらをまとめると、
次の構成となる。
　すなわち、引戸１２の上・下にレール１２、１４が設けられ、開閉動作の全行程に渡り
、上レール１４によって引戸１２がガイドされる鉄道車両用引戸装置であって、下レール
１２は矩形の断面形状をなし、戸袋内から引戸１２の全開状態における戸先端部位置１２
ａまでの間、若しくは引戸１２の全閉状態における戸先端部位置１２ａから戸袋へと向う
所定範囲の、少なくとも一方の場所において、床面ＦＬから突出するように設置され、引
戸１２の下縁に沿って、下レール１８を覆うコ字形の断面形状をなし下レール１８に摺動
案内される弾性変形可能なスリ板２０が設けられ、スリ板２０の、引戸１２の全閉状態に
おいて下レール１８に掛る部分２０Ａ、２０Ｃに、下レール１２との衝突により生ずる引
戸１２のガタツキ音を低減するガタツキ音防止手段（ゴム等の軟質材料からなるスリ板２
０Ａ、植毛２２、下レール１８と接触する肉厚のスリ板２０Ｃ）が設けられていることを
特長とするものである。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る、引戸装置の全体構成を示す模式図である。
【図２】（ａ）は図１のＡ－Ａ線における断面図であり、（ｂ）は図１のＢ－Ｂ線におけ
る断面図である。
【図３】（ａ）は図２（ａ）の下レールおよびスリ板の拡大図であり、（ｂ）は図２（ｂ
）の下レールおよびスリ板の拡大図である。
【図４】本発明の第１の実施の形態に係る、引戸の全閉状態における、下レールと引戸の
下縁との関係を示す説明図であり、下レールは平面図、引戸は側面図として図示されてい
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る。
【図５】本発明の第１の実施の形態に係る引戸装置における、ガタツキ音の低減効果を示
すグラフである。
【図６】本発明の第２の実施の形態に係る引戸装置における、下レールおよびスリ板の拡
大図であり、（ａ）は、図１のＡ－Ａ線に相当する部分における断面図、（ｂ）は図１の
Ｂ－Ｂ線に相当するに部分おける断面図である。
【符号の説明】
【００３８】
　１０：引戸装置、１２：引戸、１２ａ：戸先端部位置、１４：上レール、１６：戸車、
１８：下レール、２０：スリ板、２２：植毛、２６：押さえ金、２８：表面パネル、３０
：引戸装置、３２：帯板

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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