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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　昇降自在に配置された踏板と、
　扉の閉方向にかけて下降傾斜した吊扉用レールと、
　前記扉を前記吊扉用レールに移動自在に支持した扉支持体と、
　前記扉の開方向にかけて下降傾斜して前記扉に固定された開扉レールと、
　前記踏板の下降時に、前記開扉レールに対して移動自在に接触させた押付体で、前記開
扉レールに対して下側から押付力を付与する開扉機構とを備えることを特徴とする扉自動
開閉装置。
【請求項２】
　前記吊扉用レールに対する前記扉の閉方向への前記扉支持体の移動を許容する程度の押
付力を、前記開扉レールに対して前記押付体で下側から常時付与する開扉補助機構を備え
ることを特徴とする請求項１に記載の扉自動開閉装置。
【請求項３】
　昇降自在に配置された踏板と、
　開閉方向に移動可能に支持された扉と、
　前記扉の開方向にかけて下降傾斜して前記扉に固定された開扉レールと、
　前記踏板の下降時に、前記開扉レールに対して移動自在に接触させた押付体で、前記開
扉レールに対して下側から押付力を付与する開扉機構と、
　前記扉に対して閉方向への付勢力を付与する閉扉付勢機構とを備えることを特徴とする



(2) JP 4253034 B1 2009.4.8

10

20

30

40

50

扉自動開閉装置。
【請求項４】
　前記閉扉付勢機構は、前記押付体を前記開扉レールに上側から押し付ける付勢力を、前
記押付体に対して常時付与する押付付勢力付与機構を備えることを特徴とする請求項３に
記載の扉自動開閉装置。
【請求項５】
　前記閉扉付勢機構は、前記扉の閉方向にかけて下降傾斜して前記扉とは別体に構成され
た閉扉レールと、前記扉に揺動自在に支持されたレバーに設けられて前記閉扉レールに移
動自在に接触させた補助押付体で、前記閉扉レールに上側から常時押付力を付与する補助
押付機構とを備えることを特徴とする請求項４に記載の扉自動開閉装置。
【請求項６】
　前記閉扉付勢機構は、前記押付体とで前記開扉レールを上側から挟み込んで前記開扉レ
ールに移動自在に接触させた上側押付体を備え、前記開扉レールに上側から押し付ける付
勢力を、前記上側押付体に対して付与することで、前記扉に対して閉方向への付勢力を付
与することを特徴とする請求項３に記載の扉自動開閉装置。
【請求項７】
　前記閉扉付勢機構に付勢された前記扉の閉方向への移動を許容する程度の押付力を、前
記開扉レールに対して前記押付体で下側から常時付与する開扉補助機構を備えることを特
徴とする請求項３～６の何れかに記載の扉自動開閉装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願発明は、踏み込んで人間の体重を掛けることにより出入口の引戸を開く自動開扉方
法、及び該方法を用いた扉自動開閉装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、電動モータ等の付加動力源を用いることなく、踏み込んだ人間の体荷重によ
る荷重変位を動力源として、出入口の引戸を開閉させる機構については、多数の出願が存
在していた。
【０００３】
　例えば、踏み込みによる変位量を用いて、リンク機構により引戸の上部又は下部に配置
したガイドレールを所望移動方向へ適宜傾斜させて、この傾斜に沿って引戸を摺動移動さ
せる方式（傾斜方式）のものとしては、実開平６－３７４８２号など、が存在している。
【０００４】
　しかし、かかる傾斜方式は、移動が引戸の自重に起因した斜面上の自然移動のみに頼っ
ているため、応答性の良い素早い移動ができ難く、頻繁な出入りには煩わしさがあった。
【０００５】
　また、長年の使用によりガイドレールにゴミなどが堆積した場合は、その影響を大きく
受ける欠点もあった。さらに加えて、上記構成の作動力伝達機構に何らかの障害が発生し
た場合には、手動によって開閉させることが不可能、又は非常に困難であると言う欠点も
あった。
【特許文献１】実開平６－３７４８２号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　そこで、本願発明はかかる課題、すなわち踏み込み作動に対する敏速な応答性の不備、
及び設置環境や、踏み込み加重の変化に起因した作動信頼性の不足、を解消し、さらには
万一の伝達機構の故障においても、これに影響されず通常の手動引戸と同様に、無理なく
手動開閉することができる自動開扉方法及び扉自動開閉装置を提供するものである。また
、安価で、かつ設置工事費が安く、保守点検が容易で実現性の高い自動開扉方法及び扉自
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動開閉装置を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するため本願発明は以下のように構成されている。
　本発明の自動開扉方法は、扉の開閉方向の何れか一方にかけて下降傾斜したレールに、
鉛直方向の荷重を加えて、前記扉を開方向に移動させることを特徴とする。
　本発明の構成では、扉の一方にかけて下降傾斜したレールに鉛直方向の荷重を加えると
開方向への分力が扉を開方向へ付勢する開戸付勢力として作用して扉が開方向に移動する
こととなる。
　本発明の請求項１記載の扉自動開閉装置は、昇降自在に配置された踏板と、扉の閉方向
にかけて下降傾斜した吊扉用レールと、前記扉を前記吊扉用レールに移動自在に支持した
扉支持体と、前記扉の開方向にかけて下降傾斜して前記扉に固定された開扉レールと、前
記踏板の下降時に、前記開扉レールに対して移動自在に接触させた押付体で、前記開閉レ
ールに対して下側から押付力を付与する開扉機構とを備えることを特徴とする。
　請求項１記載の構成では、吊扉用レールに支持された扉の自重により発生する閉方向へ
の分力が扉を閉方向へ付勢する閉戸付勢力として常時作用する。踏板への加重により押付
体から開扉レールに対して下側から押付力が付与されると、扉の開方向への水平分力であ
る開戸付勢力が閉戸付勢力を上回り、閉戸した扉が開方向に開くこととなる。
　また、本発明の請求項２記載の扉自動開閉装置は、前記吊扉用レールに対する前記扉の
閉方向への前記扉支持体の移動を許容する程度の押付力を、前記開扉レールに対して前記
押付体で下側から常時付与する開扉補助機構を備えることを特徴とする。
　請求項２記載の構成では、押付体から開扉レールに対して常時付与される下側からの押
付力により垂直上方向の分力と、扉の開方向への分力が発生する。押付力による垂直上方
向の分力は扉の自重を相対的に減少させるため、扉には相対的に減少した閉戸付勢力が常
時作用する。押付力による扉の開方向への分力である開戸付勢力は、扉の閉方向への扉の
移動を許容する程度以下であり、扉の閉戸付勢力よりも小さいものとなる。子供などの軽
量者の体加重の一部が踏板に働くだけで、相対的に減少した閉戸付勢力を上回る開戸付勢
力が扉に作用するから閉戸した扉が開方向に速やかに開くこととなる。
　また、本発明の請求項３記載の扉自動開閉装置は、昇降自在に配置された踏板と、開閉
方向に移動可能に支持された扉と、前記扉の開方向にかけて下降傾斜して前記扉に固定さ
れた開扉レールと、前記踏板の下降時に、前記開扉レールに対して移動自在に接触させた
押付体で、前記開扉レールに対して下側から押付力を付与する開扉機構と、前記扉に対し
て閉方向への付勢力を付与する閉扉付勢機構とを備えることを特徴とする。
　請求項３記載の構成では、水平な吊扉用レールに支持された扉の自重によっては扉の閉
方向への分力である閉戸付勢力が作用しない。踏板への加重により押付体から開扉レール
に対して下側から押付力が付与されると、扉の開方向への水平分力である開戸付勢力が閉
戸付勢力を上回り、閉戸した扉が開方向に開くこととなる。扉に対する閉方向への付勢力
は閉扉付勢機構により付与する。
　また、本発明の請求項４記載の扉自動開閉装置は、前記閉扉付勢機構が、前記押付体を
前記開扉レールに上側から押し付ける付勢力を、前記押付体に対して常時付与する押付付
勢力付与機構を備えることを特徴とする。
　また、本発明の請求項５記載の扉自動開閉装置は、前記閉扉付勢機構が、前記扉の閉方
向にかけて下降傾斜して前記扉とは別体に構成された閉扉レールと、前記扉に揺動自在に
支持されたレバーに設けられて前記閉扉レールに移動自在に接触させた補助押付体で、前
記閉扉レールに上側から常時押付力を付与する補助押付機構とを備えることを特徴とする
。
　また、本発明の請求項６記載の扉自動開閉装置は、前記閉扉付勢機構が、前記押付体と
で前記開扉レールを上側から挟み込んで前記開扉レールに移動自在に接触させた上側押付
体を備え、前記開扉レールに上側から押し付ける付勢力を、前記上側押付体に対して付与
することで、前記扉に対して閉方向への付勢力を付与することを特徴とする。
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　また、本発明の請求項７記載の扉自動開閉装置は、前記閉扉付勢機構に付勢された前記
扉の閉方向への移動を許容する程度の押付力を、前記開扉レールに対して前記押付体で下
側から常時付与する開扉補助機構を備えることを特徴とする。
　請求項７記載の構成では、押付体から開扉レールに対して常時付与される下側からの押
付力により垂直上方向の分力と、扉の開方向への分力が発生する。押付力による垂直上方
向の分力は扉の自重を相対的に減少させるため、扉には相対的に減少した閉戸付勢力が常
時作用する。押付力による扉の開方向への分力である開戸付勢力は、扉の閉方向への扉の
移動を許容する程度以下であり、扉の閉戸付勢力よりも小さいものとなる。子供などの軽
量者の体加重の一部が踏板に働くだけで、相対的に減少した閉戸付勢力を上回る開戸付勢
力が扉に作用するから閉戸した扉が開方向に速やかに開くこととなる。
【０００８】
　本発明の扉自動開閉装置では、以下のような具体的構成を採用することができる。開閉
方向へ摺動自在にして吊下支持された引戸と、閉戸位置にある引戸の前後位置の床面にそ
れぞれ配置され、体荷重により所定量の沈下を生じるように構成された踏板を設けた。
【０００９】
　さらに該踏板の沈下量を所定量のストロークに拡大しながら、伝達長尺材を上昇させる
伝達機構を設けた。伝達長尺材の自重及び必要に応じ取り付けるウエイトにより、踏板に
荷重がかからない状態で、踏板を浮上させてバランスしている。
【００１０】
　そして、前記伝達長尺材の上下動作を引戸の開閉動作に変換する。例えば、上下作動す
る伝達長尺材の先端に設けた駆動回転体を、引戸に傾斜して取り付けた開扉レールに、押
し付けることで、接点において押し付け圧力が、前記駆動回転体の中心方向に対し傾斜側
方向の分力となり、前記駆動回転体に回転力を発生させ、前記開扉レールの固定された引
戸の開閉動作を行わせる。
【００１１】
　また、この場合引戸を閉じるとき、引戸を引き下げる方向に作用し、引戸の自重とあい
まって摺動の妨げとなる。これを防ぐため、引戸側に支点を持ち、引張りバネにより、引
戸の開閉可能な圧力にて押し付けるレバーの、先端に前記駆動回転体とは別な、補助回転
体を設けてもよい。
【００１２】
　この回転体が引戸の開閉ストローク間、摺動自在に走行するような長尺材を、引戸の閉
方向が下降（開方向が上昇）した傾斜を持って固定してある。したがって引戸には、常に
閉方向の力が働き、引戸を持ち上げる方向の力も働き、引戸の重量を軽減する効果も奏し
ている。以上の如く、本発明は、傾斜した開扉レールに回転体を押し付けて得られる分力
を動力として、引戸の水平な開扉を行うことを特徴としている。なお、開扉レールの傾斜
は一定である必要はなく、下死点（閉戸時）側の傾斜を急にしたり緩くしたり変化させる
ことで、開き初めの速度を速くしたり遅くしたりすることができる。
【発明の効果】
【００１３】
　本願発明は上記のように構成されているため、踏板の踏み込み作動に敏速に応答して引
戸を素早く開方向へ移動させることができる。また、引戸の閉方向の移動は、移動付勢力
が付加されているため、閉めるための外部からの力を加える必要がない。また、引戸を複
数枚とすることにより、広い開放間口を確保することが容易にできる。
【００１４】
　また、簡易な構造で構成部品を少なくできるため、より故障のない信頼性のあるものと
することができる。またその傾斜角を適宜に設定することにより、容易に付勢力の調整を
することができる。引戸は吊扉用レールに沿った開閉動作ができると共に、引戸の開閉速
度や引戸の開戸付勢力、閉戸付勢力の設定変更が容易となる利点がある。
【００１５】
　また、１０ｋｇ程度の低加重であっても、自動開閉可能となり、施錠のとき手動で無理
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なく閉方向に移動することができる。以上のように、かかる顕著な効果を有する開閉引戸
装置は、人の踏み込み時の体荷重によって開放移動させる方式であるため、電動モータ用
の電力を確保し難いところ、例えば、温室等の屋外簡易建物などにも容易に施工できる効
果を有する。
【００１６】
　本発明の扉自動開閉装置は、エネルギー効率が良いため、体重の軽い使用者でも動作さ
せることが出来る。
【００１７】
　また、扉そのものを駆動機構の一部として利用して、戸袋部、戸当り部に駆動機構及び
動力伝達機構を設けないことにより、戸袋及び戸当り付近に移動不可能な什器を取付け前
に設置することが出来、設置場所の自由度が広い。特に戸袋部の殆ど全面を透明にするこ
とが可能となった。
【００１８】
　また、摩擦損失などが少なく、エネルギー効率が良いことを特徴とするとともに、戸袋
部、戸当り部に駆動機構及び動力伝達機構を設けない構造とすることで、柱や什器などを
含めた設置場所のレイアウトの自由度を高めることが出来る。
【００１９】
　また、開扉補助機構により、踏板に体荷重がかかっていない状態での、扉に働く閉方向
への付勢力と開方向への付勢力との差を小さく抑え、体加重が加わった際に速やかに引戸
を開くことができる。従って、通過者にタイムラグを感じさせることなく、開戸を行うこ
とができる。
【００２０】
　また、開方向への付勢力を扉に働かせるための押付力で扉の自重を軽減して、扉を支持
するレールとの間で発生する動摩擦力を軽減することで、扉の開閉に作用する付勢力の損
失を低減することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　次に、上記構成を具体化した実施形態例について、図面を参照しながら詳細に説明する
。図１は本実施例１の構成を概略的に示す全体正面図である。図２、図３、図４及び、図
５は本実施例１の作動状況を示す要部正面図である。
【００２２】
［実施例１］
　図１に示す実施例１は引戸１２が１枚（片開き引戸）の構成を示すものである。引戸１
２は、その上端部の２カ所に吊下フック１７を介して回動自在に軸支されたランナローラ
１５が取付けられており、これを引戸１２上部の開閉方向に配置されたガイドレール１４
に沿って転動可能に配置することにより、ガイドレール１４に沿って摺動可能とされてい
る。
【００２３】
　閉戸時の引戸１２の前方及び後方の床面１０の位置には、適宜の形状の踏板２１が床面
１０と略面一にして配置されており、この踏板２１は人の踏み込みにより所定量（約１０
～２０ｍｍ）が沈み込む構成とされている。
【００２４】
　踏板２１下部から開放引込側１３（「戸袋側」）に渡って、踏板２１の沈下量を所定の
ストローク量（移動量）として伝達する伝達機構が配置されている。すなわち、踏板２１
の下面に接する閉戸側の一端にローラ３０を、下部クランクレバー３５の下面に接する、
開戸側の他端にローラ３０ａを設け、その間に支点Ｓ１を設けたテコ３１を床１０面以下
に配置した。下部クランクレバー３５は、開戸側の一端を支点Ｓ２で床面１０に支持され
、閉戸側の他端を伝達長尺材３２にリンクＬ１結合されている。
【００２５】
　伝達長尺材３２は、開放引込側１３の引き込み口に沿って延びており、上端部には上部
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クランクレバー３６がリンクＬ２結合している。上部クランクレバー３６は、開戸側の一
端を支点Ｓ３で壁等に支持され、閉戸側の他端を伝達長尺材３２にリンクＬ２結合されて
いる。上部クランクレバー３６のリンクＬ２と支点Ｓ３の間隔は、下部クランクレバー３
５のリンクＬ１と支点Ｓ２の間隔に等しくし、伝達長尺材３２に略上下作動をさせるよう
にした。
【００２６】
　伝達長尺材３２上端のリンクＬ２に、押付体としての駆動回転体４２を併設した。さら
に、駆動回転体４２が、開扉レール４１の溝に挿入される位置で、開扉レール４１の一端
を引戸１２の上部に固定し、他端は、引戸１２の閉方向に向かい上昇する、引戸１２の開
閉に適応する傾斜角をもって固定した。開扉レール４１の溝内で駆動回転体４２が摺動自
在となっている。
【００２７】
　上部クランクレバー３６には調整ウエイトＷが取り付けられており、この調整ウエイト
Ｗ及び伝達長尺材３２の自重により、駆動回転体４２には、開扉レール４１の溝内側下面
を上側から押し付ける付勢力（矢印ａ５）が常時付与されている。この結果、引戸１２に
は、閉方向への付勢力（矢印ａ６）が常時付与されている。以上の構成により引戸１２の
開閉を行う機構とした。
【００２８】
［実施例１の作用］
　実施例１では、図２の閉戸状態では、伝達長尺材３２及び調整ウエイトＷ（図１，図２
参照）の自重で、伝達長尺材３２が下方に付勢され（矢印ａ５）、開扉レール４１の溝内
側下面を押し下げて、引戸１２を閉方向（矢印ａ６）に付勢している。この閉戸状態から
、図３の如く、踏板２１に、荷重が、かかり踏板２１が下降（矢印ａ１）すると、伝達長
尺材３２が上昇（矢印ａ２）し、駆動回転体４２が開扉レール４１の溝内側上面を押し上
げる。この接点における分力により、引戸１２は、開方向（矢印ａ３）に移動する。
【００２９】
　さらに図４に示す如く、駆動回転体４２の押し上げにより、引戸１２は全開位置まで移
動（矢印ａ３）する。次に踏板２１の荷重がなくなったとき、図５の如く伝達長尺材３２
及び調整ウエイトＷ（図１，図２参照）の自重で伝達長尺材３２が下降（矢印ａ５）し、
開扉レール４１の溝内側下面を押し下げ、引戸１２を閉方向（矢印ａ６）に移動させる。
同時に踏板２１も上昇（矢印ａ４）させる。
【００３０】
　実施例１においては、引戸１２に固定した開扉レール４１の溝が、駆動回転体４２を挟
み込んでいるため、引戸１２の開閉スピードに対応した踏板２１の上下速度となる。
【００３１】
　したがって引戸１２の、開閉速度コントロール装置を設けることで、踏板２１にかかる
荷重の大小に関係なく、急激な踏板２１の上昇、下降速度を避けることができる。
【００３２】
　尚、図６で示す機構は、同等の動作原理の別の機構である。踏板２１からテコ３１まで
は同じであるが、クランク機構に代えて変位拡大レバー３５ａを用い、伝達長尺材３２の
上下スライドの支持にスライドレール３３ａ，３３ｂを用いた。また、伝達長尺材３２の
上部側に調整ウエイトＷを取り付けた。開扉レール４１ａとしては、溝の無い棒、又は板
状のものを用い、駆動回転体４２，４２ａの二個で開扉レール４１ａを挟む形態とした。
伝達長尺材３２及び調整ウエイトＷの自重により、上側押付体としての駆動回転体４２ａ
には、開扉レール４１ａを上側から押し付ける付勢力が常時付与されている。
【００３３】
　踏板２１に荷重がかかり踏板２１が下降（矢印ａ１）すると、伝達長尺材３２が上昇（
矢印ａ２）し、駆動回転体４２が開扉レール４１ａを押し上げて、引戸１２が全開位置ま
で開方向に移動（矢印ａ３）する。踏板２１の荷重がなくなると、伝達長尺材３２及び調
整ウエイトＷの自重で伝達長尺材３２が下降（矢印ａ５）して駆動回転体４２ａが開扉レ
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ール４１ａを押し下げ、引戸１２を閉方向（矢印ａ６）に移動させる。同時に踏板２１も
上昇（矢印ａ４）させる。以上、体重に関係なくスムーズ且つ安定した引戸１２の開閉を
可能にした。
【００３４】
　駆動回転体４２，４２ａと開扉レール４１ａの組み合わせは、ベアリングと各種材質の
フラットバー、ピニオンとラック、スプロケットとチェーン等、適宜のものを選択して用
いればよい。
【００３５】
　図７は本実施例２の構成を概略的に示す全体正面図であり、図８は要部を示す斜視図で
ある。図９、図１０、図１１及び、図１２は本実施例２の作動状況を示す要部正面図であ
る。
【００３６】
［実施例２］
　実施例２は、引戸１２自体の重量が３０ｋｇ以上あっても問題なく作動するよう、上記
実施例１に補助押付機構を追加し図７及び図８の斜視図のとおりとした。したがって同じ
基本形態の部分を省略し追加部分について下記する。
【００３７】
　実施例１の動作機構に加えて、実施例１の閉扉付勢機構の一部を補助押付機構として、
次の如く追加した。
【００３８】
　引戸１２の吊下フック１７に支点Ｓ３を設け、他端に補助押付体としての補助回転体４
２ｂを設けたレバー４３が補助レール４１ｂの上面を押し付けるよう、引張バネ４４をレ
バー４３の支点Ｓ３と補助回転体４２ｂの間に取り付けてある。
【００３９】
　閉扉レールとしての補助レール４１ｂは、補助回転体４２ｂの動作距離範囲（引戸１２
の開閉ストローク）で、開方向から閉方向に下降傾斜して、壁、又はガイドレール１４に
固定することで、引戸１２とは別体に構成されている。
【００４０】
　引張バネ４４からレバー４３を介して補助回転体４２ｂで補助レール４１ｂに常時押付
力（矢印ａ７）を付与することで、引戸１２には閉方向への付勢力（矢印ａ６）が常時付
与されている。なお、引戸１２を引き上げる力として引戸１２の自重を軽減するべくバネ
４４の張り強度は調整されている。
【００４１】
［実施例２の作用］
　実施例２では、図９の閉戸状態において、伝達長尺材３２及び調整ウエイトＷの自重で
、伝達長尺材３２が下方に付勢され（矢印ａ７）、補助レール４１ｂの溝内側下面を押し
下げて、引戸１２を閉方向（矢印ａ６）に付勢している。この閉戸状態から、図１０の如
く踏板２１に、加重が加わると（矢印ａ１）、図１０の如く伝達長尺材３２が突き上げら
れ（矢印ａ２）、駆動回転体４２が開扉レール４１を押し上げ、接点における分力により
、引戸１２は開方向に移動する（矢印ａ３）。
【００４２】
　同時に補助回転体４２ｂは補助レール４１ｂの上面を傾斜に沿って上昇しながら図１１
の如く開方向へ摺動する（矢印ａ３）。このとき、引張バネ４４が伸長することで、閉じ
る時のエネルギー蓄積を行う。
【００４３】
　図１２の如く引戸１２の閉戸時、踏板２１の荷重がなくなると、伝達長尺材３２及び調
整ウエイトＷの自重で伝達長尺材３２が下降（矢印ａ５）し、開扉レール４１の溝内側下
面を押し下げ、引戸１２を閉方向（矢印ａ６）に移動させる。同時に踏板２１も上昇（矢
印ａ４）させる。この際、補助回転体４２ｂが補助レール４１ｂに付与する押付力（矢印
ａ７）で引戸１２を上方へ引き上げつつ、蓄積エネルギーを使い、閉じるため（矢印ａ６
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）、引戸１２自体の重量と駆動回転体４２が開扉レール４１を押す圧力があってもスムー
ズな開閉が可能となる。
【００４４】
［実施例３］
　図１３は本実施例の構成の一部を概略的に示す要部正面図であり、図１４から図１６は
本実施例３の作動状況を示す要部正面図である。
　本実施例３の扉自動開閉装置は、上部に、扉１２０の閉方向にかけて下降傾斜を持たせ
て取り付けられた吊扉用レール１４０、吊扉用の扉支持体としてのランナローラ１５０、
そのランナローラ１５０を介して吊扉用レール１４０に取り付けられた扉１２０、扉１２
０に吊扉用レール１４０とは逆の傾斜を持たせて取り付けられた開扉レール４１０、踏板
２１０、踏板２１０と連動して駆動回転体４２０を上下させる開扉機構、踏板２１０に取
り付けられた錘Ｗを備えている。
【００４５】
　開扉機構は、踏板２１０の下降時に、開扉レール４１０に対して移動自在に接触させた
押付体としての駆動回転体４２０で、開扉レール４１０に対して下側から押付力を付与す
る。また、錘Ｗは、駆動回転体４２０に対して常時作用する定常押上付勢力を働かせる開
扉補助機構を構成している。吊扉用レール１４０と扉１２０に取り付けられた開扉レール
４１０の傾斜を逆の傾斜とすると駆動回転体４２０の動作方向は下降となり、力の作用方
向も逆となる。
【００４６】
　開扉補助機構が付与する定常押上付勢力により、吊扉用レール１４０に対する扉１２０
の閉方向へのランナローラ１５０の移動を許容する程度の押付力が、開扉レール４１０に
対して駆動回転体４２０で下側から常時付与される。
【００４７】
　次に扉自動開閉装置の動作を説明する。図１３に示す如く、開扉補助機構が踏板２１０
に作用させた初期付勢力（矢印ａ１０）は、開扉機構の変換手段３１０により上昇付勢力
に変換されて駆動回転体４２０に伝達され、駆動回転体４２０が開扉レール４１０に押し
付けられる。
【００４８】
　これにより、扉１２０には、扉１２０を上方へ常時付勢する定常押上付勢力が、押上付
勢力（矢印ａ１１）として開扉レール４１０を介して作用する。これに伴い、扉１２０に
は、開方向へ扉１２０を常時付勢する定常開戸付勢力が、開戸付勢力（矢印ａ１３）とし
て開扉レール４１０を介して作用する。
【００４９】
　一方、ランナローラ１５０には、定常押上付勢力により相対的に減少された扉１２０の
自重が働く。これにより、扉１２０には、扉１２０を閉方向へ付勢する定常閉戸付勢力が
、閉戸付勢力（矢印ａ１２）として作用する。
【００５０】
　踏板２１０に負荷がかかっていない状態では、開戸付勢力よりも閉戸付勢力が若干大き
いに過ぎず、子供などの軽量者の体加重の一部が踏板２１０に働くだけで、開戸付勢力が
閉戸付勢力を上回り、閉戸した扉１２０が開方向に速やかに開き始める状態を維持する。
【００５１】
　図１４に示す如く、踏板２１０に体加重が加重されると、変換手段３１０により上昇付
勢力に変換されて駆動回転体４２０に伝達され、開扉レール４１０を介して扉１２０に作
用する。この結果、扉１２０に働く押上付勢力が増大する。
【００５２】
　開扉レール４１０に働く押上付勢力により扉１２０の自重が相対的に減少されると、ラ
ンナローラ１５０を介して扉１２０に働く閉戸付勢力も減少する。また、開扉レール４１
０に働く押上付勢力の増大に伴い、開扉レール４１０を介して扉１２０に働く開戸付勢力
が増大する。扉１２０に働く開戸付勢力が閉戸付勢力を上回ると、扉１２０は、開方向へ
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の移動を開始する（矢印Ａ１）。
【００５３】
　さらに、図１５に示す如く、押上付勢力が扉１２０の自重を上回ると、扉１２０の自重
を上回った分の押上付勢力は、ランナローラ１５０を押し上げて吊扉用レール１４０に押
し付ける係合部押上付勢力（矢印ａ１５）として働く。これにより、扉１２０には、閉戸
付勢力に代わって押上開戸付勢力（矢印ａ１６）が、ランナローラ１５０を介して扉１２
０の開方向へ作用する。この結果、扉１２０には開戸付勢力と押上開戸付勢力との合力が
作用し、扉１２０は、その分移動速度を速めて全開するまで開方向へ移動する。
【００５４】
　図１６に示す如く、踏板２１０に対する体加重が除去されると、扉１２０には、開戸付
勢力（矢印ａ１３）として定常開戸付勢力が、閉戸付勢力（矢印ａ１２）として定常閉戸
付勢力がそれぞれ作用する。この結果、開戸付勢力が閉戸付勢力を下回ることとなり、扉
１２０は、閉方向への移動を始め、全閉するまで閉方向に移動する（矢印Ａ２）。
【００５５】
　開扉レール４１０に押し付けられた駆動回転体４２０は、扉１２０の閉戸に伴い下降し
、これに伴い変換手段３１０が踏板２１０に上昇付勢力を働かせ、踏板２１０が初期位置
に復帰する。
【００５６】
［実施例４］
　本発明の扉自動開閉装置の実施形態の他の例を、図１７～図２０を使用して説明する。
【００５７】
　本実施例の扉自動開閉装置の駆動機構は、傾斜をもたせた吊扉用レール１４０ではなく
閉扉付勢機構で扉１２０に閉戸付勢力を付与する他は、図１３～図１６を用いて説明した
実施例３の駆動機構と同様の構成を有している。
【００５８】
　この例では、図１７に示すように、閉扉付勢機構は、扉１２０に固定された吊下部材１
２１に、錘Ｗｂを吊り下げるロープ１２２の一端を固定し、吊下部材１２１よりも扉１２
０の閉方向側に配置された滑車１２３を介してロープ１２２を下方に導き、ロープ１２２
の他端に固定された錘Ｗｂを吊り下げて構成されている。
【００５９】
　次に扉自動開閉装置の動作を説明する。図１７に示す如く、開扉補助機構が踏板２１０
に作用させた初期付勢力（矢印ａ１０）は、駆動回転体４２０から開扉レール４１０を介
して、押上付勢力（矢印ａ１１）として扉１２０に作用する。押上付勢力は、開扉レール
４１０を介して扉１２０に開戸付勢力（矢印ａ１３）として作用する。また、閉扉付勢機
構は、吊下部材１２１を介して扉１２０に定常閉戸付勢力を閉戸付勢力（矢印ａ１２）と
して作用させる。
【００６０】
　踏板２１０に負荷がかかっていない状態では、開戸付勢力よりも閉戸付勢力が若干大き
いに過ぎず、軽量者の体加重の一部が踏板２１０に働くだけで、閉戸した扉１２０が開方
向に速やかに開き始める状態を維持する。
【００６１】
　図１８に示す如く、踏板２１０に体加重が加重されると、駆動回転体４２０から開扉レ
ール４１０を介して作用する押上付勢力が増大する。これにより、扉１２０に働く開戸付
勢力が増大し、開戸付勢力が閉戸付勢力を上回ると、扉１２０が開方向への移動を開始す
る（矢印Ａ１）。この結果、扉１２０は、図１９に示す如く全開するまで開方向へ移動す
る。
【００６２】
　図２０に示す如く、体加重が除去されて開戸付勢力が閉戸付勢力を下回ると、扉１２０
は、閉戸を始めて全閉するまで閉方向に移動する（矢印Ａ２）。扉１２０の閉戸に伴い駆
動回転体４２０が下降すると、開扉機構の変換手段３１０により上昇付勢された踏板２１
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０が初期位置に復帰する。
【００６３】
　実施例３，４では、体荷重を加えられた踏板２１０の下降時には、駆動回転体４２０で
開扉レール４１０に押付力を付与することで、扉１２０を開方向に移動させ、踏板２１０
から体荷重が除かれると、扉１２０がランナローラ１５０と共に吊扉用レール１４０の扉
１２０の閉方向にかけて移動することで、扉１２０が開閉される。
【００６４】
　この際、開扉補助機構により開扉レール４１０に押付力を付与することで、体荷重の一
部が踏板２１０に加えられたときに、扉１２０を開方向に移動させることができる。つま
り、踏板２１０に体荷重がかかっていない状態での、扉１２０に働く閉戸付勢力と開戸付
勢力との差を小さく抑え、体加重が加わった際に速やかに扉１２０を開くことができる。
従って、通過者にタイムラグを感じさせることなく、開戸を行うことができる。
【００６５】
　また、駆動回転体４２０から扉１２０に常時作用する定常押上付勢力により、扉１２０
の見掛け重量が減少することから、閉戸時における扉１２０の閉方向への加速を抑制でき
る。
【００６６】
　また、定常押上付勢力の作用により、扉１２０の見掛け重量が減少することから、扉１
２０の閉方向への移動に伴って発生する動摩擦力を軽減することもできる。
【００６７】
　また、定常開戸付勢力の作用により扉１２０の閉方向に常時作用する定常閉戸付勢力を
抑制し、閉方向への扉１２０の加速度および移動速度を低下させることができる。
【００６８】
　また、押上付勢力で扉１２０の自重を軽減して、扉１２０を支持する吊扉用レール１４
０との間で発生する動摩擦力を軽減し、扉１２０の開閉に作用する付勢力の損失を低減す
ることができる。
【００６９】
［実施例５］
　実施例３、４では開扉補助機構が錘Ｗ，Ｗａ，Ｗｂを用いて駆動回転体４２０に対して
定常押上付勢力を働かせた場合について説明したが、実施例５では図２１に示すように、
バネ等の付勢手段を用いて開扉補助機構を構成している。
【００７０】
　本実施例５では、図２１に示すように、開扉機構の変換手段３１０は、踏板２１０にリ
ンクＬ１結合されて、支点Ｓ１でスイング変位自在に支持され、支点Ｓ１よりも開方向側
で、付勢手段Ｂにより上昇付勢力（矢印ａ１０）を与えられている。
【００７１】
　レバー３１０には、付勢手段Ｂが働かせた上昇付勢力（矢印ａ１０）が支点Ｓ１よりも
開方向側を上方に付勢するように作用する。この付勢力は、駆動回転体４２０から開扉レ
ール４１０を介して、押上付勢力（矢印ａ１１）として開扉レール４１０に働き、開戸付
勢力（矢印ａ１３）として扉１２０に作用する。また、実施例３、４と同様に扉１２０に
は閉戸付勢力（矢印ａ１２）が常時作用している。
【００７２】
　このため、踏板２１０に負荷がかかっていない状態では、若干の閉戸付勢力が、扉１２
０に働く状態が保たれる。踏板２１０に体荷重が加わると（矢印ａ３０）、変換手段３１
０を介して駆動回転体４２０が開扉レール４１０に押上付勢力（矢印ａ１１）を働かせ、
扉１２０に開戸付勢力（矢印ａ１３）として作用する。これにより、扉１２０が開戸する
。踏板２１０から体荷重が除去されると、閉戸付勢力（矢印ａ１２）により扉１２０が閉
戸する。
【００７３】
　また、実施例３，４では、錘Ｗ，Ｗａ，Ｗｂで扉１２０に対して定常開戸付勢力を付与
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する開扉補助機構を備える構成であったが、開扉補助機構を備えない構成としてもよい。
【００７４】
　図２２において、戸袋８００は右側である。
【００７５】
　従来製品である図２２においては戸袋８００に駆動機構部７００があるため図の前後方
向は、扉１２０の取り付けのためにスペースが必要となる。また点検整備時は駆動機構部
７００の前後のスペースを必要とするため、移動不可能な什器を設置することができない
。
【００７６】
　これに対し、本発明による扉自動開閉装置では、戸袋８００に駆動機構７００が無いた
め取付けのスペースは吊扉用レール１４０の取付けができれば良く、取付け後は戸袋８０
０の前後は、扉１２０の動作に支障が無い限り什器などの設置が自由である。
【産業上の利用可能性】
【００７７】
　本発明の引戸装置は、使用する人又は物の速度が遅くても、静止していても開くため、
倉庫などの重量物の運搬経路、介護施設等の使用する者の動作が遅い施設、等に適する。
【００７８】
　また、電気等の動力源を必要としないため、開閉頻度の低いが使用する者が手で開閉さ
せることが困難な、倉庫の内部の防火扉、漏電の危険がある大浴場などの多湿の場所等に
適する。
【００７９】
　また、電磁波を発生させないため、病院など電磁波に敏感な機器を使用する施設、又は
逆に誤動作を誘発するような強力な電磁波を発生させる施設等に適する。
【図面の簡単な説明】
【００８０】
【図１】本実施例１の構成を概略的に示す全体正面図である。
【図２】本実施例１の作動状況を示す要部正面図である。
【図３】本実施例１の作動状況を示す要部正面図である。
【図４】本実施例１の作動状況を示す要部正面図である。
【図５】本実施例１の作動状況を示す要部正面図である。
【図６】本実施例１の別構成を概略的に示す全体正面図である。
【図７】本実施例２の構成を概略的に示す全体正面図である。
【図８】本実施例２の構成の一部を概略的に示す斜視図である。
【図９】本実施例２の作動状況を示す要部正面図である。
【図１０】本実施例２の作動状況を示す要部正面図である。
【図１１】本実施例２の作動状況を示す要部正面図である。
【図１２】本実施例２の作動状況を示す要部正面図である。
【図１３】本実施例３の構成の一部を概略的に示す要部正面図である。
【図１４】本実施例３の作動状況を示す要部正面図である。
【図１５】本実施例３の作動状況を示す要部正面図である。
【図１６】本実施例３の作動状況を示す要部正面図である。
【図１７】本実施例４の構成の一部を概略的に示す要部正面図である。
【図１８】本実施例４の作動状況を示す要部正面図である。
【図１９】本実施例４の作動状況を示す要部正面図である。
【図２０】本実施例４の作動状況を示す要部正面図である。
【図２１】本実施例５の構成の一部及び作動状況を示す要部正面図である。
【図２２】従来製品実施の一形態による扉自動開閉装置の、閉戸状態の正面図である。
【符号の説明】
【００８１】
１０　床
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１１　枠
１２　引戸
１３　開放引込側（戸袋側）
１４　ガイドレール
１５　ランナローラ
１６　外れ止めローラ
１７　吊下フック
２１　踏板
３０　ローラ
３１　テコ
３２　伝達長尺材
３３ａ，３３ｂ　スライドレール
３５　下部クランクレバー
３５ａ　変位拡大レバー
３６　上部部クランクレバー
４１　開扉レール
４１ａ　開扉レール
４１ｂ　補助レール
４２　駆動回転体
４２ａ　駆動回転体
４２ｂ　補助回転体
４３　レバー
４４　引張バネ
Ｓ１　支点Ａ
Ｓ２，Ｓ２ａ　支点Ｂ
Ｓ３，Ｓ３ａ　支点Ｃ
Ｌ１　リンク１
Ｌ２　リンク２
ａ１　矢印１
ａ２　矢印２
ａ３　矢印３
ａ４　矢印４
ａ５　矢印５
ａ６　矢印６
Ｗ，Ｗａ，Ｗｂ　調整ウエイト，錘
１２０　引戸
１４０　吊扉用レール
２１０　踏板
１５０　ランナローラ
４１０　開扉レール
４２０　駆動回転体
７００　駆動機構部
８００　戸袋
【要約】
【課題】引戸の水平な開閉を軽加重で動作せしめ、工事費、保守点検費の安価な、引戸の
開閉装置を提供する。
【解決手段】引戸１２の前後位置の床面に設けた踏板２１の沈下量を、テコ３１を介し所
定の変位に変換し伝達する伝達機構を設けた。伝達機構及び調整ウエイトＷの自重による
沈下で、前記テコ３１を介し前記踏板２１の浮上状態を保つよう、重量バランス設定され
ている。前記伝達長尺材３２の上下動作により、開扉レール４１に駆動回転体４２を押し
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付けた時の分力で、引戸１２の水平な開扉を軽加重で動作させる。
【選択図】図１

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】



(18) JP 4253034 B1 2009.4.8

【図１９】 【図２０】

【図２１】

【図２２】
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