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(57)【要約】
【課題】着床後すぐに通常速度での戸開動作をしても音
や振動が発生しないようにすることができ、滑らかな戸
開動作が得られ戸開閉に必要な所要時間を削減すること
が可能であるエレベータのドア装置を提供する。
【解決手段】かご側係合手段を具備するかご戸と乗場側
係合手段を具備する乗場戸とを有し、かご側及び乗場側
係合手段とが係合しかご戸と乗場戸とが一体となって開
閉するエレベータのドア装置において、かご側係合手段
に設けられ乗場側係合手段の戸当側に配置される戸当側
ブレードと、かご側係合手段に設けられ戸当側ブレード
とで乗場側係合手段を把持するための戸袋側ブレードと
、かごが所定のドアゾーン内に進入後、かごの着床前に
、かご戸及び乗場戸を戸開させることなく、戸当側ブレ
ードを、戸袋側ブレードに近接する方向へと移動させて
乗場側係合手段に当接させる戸当側ブレード駆動手段と
、を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　かごに設けられ、かご側係合手段を具備するかご戸と、乗場に設けられ、乗場側係合手
段を具備する乗場戸と、を有し、前記かご側係合手段と前記乗場側係合手段とが係合し前
記かご戸と前記乗場戸とが連動して一体となって開閉するエレベータのドア装置であって
、
　前記かご側係合手段に設けられ、前記かごの着床時において前記乗場側係合手段の戸当
側に配置される戸当側ブレードと、
　前記かご側係合手段に前記戸当側ブレードと略平行に設けられ、前記かごの着床時にお
いて前記乗場側係合手段の反前記戸当側ブレード側に配置され、前記戸当側ブレードとで
前記乗場側係合手段を把持するための戸袋側ブレードと、
　前記かごが停止階床の所定のドアゾーン内に進入後、前記かごの着床前に、前記かご戸
及び前記乗場戸を戸開させることなく、前記戸当側ブレードを、前記戸袋側ブレードに近
接する方向へと移動させて前記乗場側係合手段に当接させる戸当側ブレード駆動手段と、
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】
　前記乗場側係合手段に設けられ、前記乗場戸の全閉時において前記乗場戸を施錠する施
錠部材をさらに備え、
　前記戸当ブレード駆動手段により前記戸当ブレードが前記乗場側係合手段に当接される
と、前記施錠部材による前記乗場戸の施錠が解錠されることを特徴とする請求項１に記載
のエレベータのドア装置。
【請求項３】
　前記戸当側ブレード駆動手段は、電気的に作動するアクチュエーターからなることを特
徴とする請求項１又は請求項２のいずれかに記載のエレベータのドア装置。
【請求項４】
　前記戸当側ブレード駆動手段は、前記かご戸に固定して設けられたことを特徴とする請
求項１から請求項３のいずれかに記載のエレベータのドア装置。
【請求項５】
　前記戸当側ブレード駆動手段は、前記かごの出入口の上方の桁に固定して設けられたこ
とを特徴とする請求項１から請求項３のいずれかに記載のエレベータのドア装置。
【請求項６】
　前記かご戸の戸開動作に伴って、前記戸袋側ブレードを前記戸当側ブレードに近接する
方向へと移動させて、前記戸当側ブレードと前記戸袋側ブレードとにより前記乗場側係合
手段を把持させる戸袋側ブレード駆動手段をさらに備えたことを特徴とする請求項１から
請求項５のいずれかに記載のエレベータのドア装置。
【請求項７】
　前記戸当側ブレードの所定位置より戸当側への移動を規制し、戸開動作中において、前
記戸当側ブレードと前記戸袋側ブレードとが前記乗場側係合手段を把持し得る位置に前記
戸当側ブレードを保持するストッパーをさらに備えたことを特徴とする請求項１から請求
項６のいずれかに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】
　この発明は、エレベータのドア装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来におけるエレベータのドア装置においては、かご及び乗場の出入口にそれぞれ設け
られた引き戸と、かごに設けられ、かごの引き戸の開閉を駆動するドア駆動装置と、かご
の引き戸に設けられ、乗場の引き戸に設けた係合体に係合してかご及び乗場の引き戸を連
動開閉させる係合装置と、を有するものであって、この係合装置は、かごの引き戸に固定
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された垂直な固定ブレードと、かごの引き戸の固定ブレードの戸袋側に、固定ブレードと
平行にリンクを介して枢着された可動ブレードと、を備え、かごが着床して係合装置の開
いている固定ブレードと可動ブレードとの間に乗場の引き戸に設けた係合体が位置した状
態で、かごの引き戸が開かれると、リンク、カム及びバネを組み合わせた機構により、こ
のかごの引き戸の戸開動作に伴って可動ブレードが固定ブレード側へと平行移動して閉じ
これらの間に係合体を把持して係合し、乗場の引き戸がかごの引き戸と連動して開かれる
ものが知られている（例えば、特許文献１や図７を参照）。
【０００３】
　また、従来、かご着床時におけるかご戸及び乗場戸の戸開動作をより正確に同期させよ
うとするものとして、乗場戸に設けた一対の係合ローラ（被係合部材）の間にかご戸に設
けた係合部材の先端部が回動して係合することにより、かご戸と乗場戸とが連動して開閉
作動をするものにおいて、前記係合部材にローラ係合部を一体形成してこのローラ係合部
に押圧ローラを挿入し、この押圧ローラの回転軸をブラケットに植設し、このブラケット
をドアハンガーに回転自在に軸支するとともに、このブラケットにピンを突設してこのピ
ンにベルト止着具を介しドア開閉駆動用の駆動ベルトを止着して構成することにより、か
ご戸を駆動ベルトに直接ではなく係合装置を介して取り付け、かご戸側の係合部材が乗場
戸側の被係合部材に完全に係合するまでは戸開しないようにしたものが知られている（例
えば、特許文献２参照）。
【０００４】
　そして、従来、かご戸と乗場戸との開閉動作を完全に一致させるように両者を堅固に連
動させることを目的としたものとして、かご戸にリンクとともに配置され平行四辺形を構
成している一対のブレードと、乗場戸に設けられ、かごが着床した際に前記一対のブレー
ドの左右両側に２個ずつ配置される４個のローラと、前記一対のブレードを上下動させる
アクチュエーターと、を備え、アクチュエーターが一方のブレードを押し上げた位置では
、平行四辺形が縮小しており一対のブレードは４個のローラから離れて非連動状態となり
、アクチュエーターがブレードを下げると、バネ力によって一対のブレードが左右に広が
り両側のローラに圧接して乗場戸をかご戸に連動させるようにしたものが知られている（
例えば、特許文献３参照）。
　なお、特許文献４には、かごが着床する前にかご戸を先行して戸開させる方法であるい
わゆるランディングオープンを採用したエレベータの制御装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特公平０６－０８８７４７号公報
【特許文献２】特許第３９２１０２８号公報
【特許文献３】特開平０７－２８５７６３号公報
【特許文献４】特開昭６１－２０３０８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に示された従来におけるエレベータのドア装置においては、
相対的に戸当側に位置する固定ブレードはかご戸に対して固定されて移動しないため、か
ご戸が戸開閉動作を開始した後この戸開閉動作に伴って乗場戸の係合体と接触し、かご戸
と乗場戸とが係合され連動戸開閉される。
　このため、かご戸と乗場戸との係合前の戸開閉動作をなるべく低速としなければ、かご
側係合装置と乗場側係合手段との衝突により騒音や振動が発生してしまうという課題があ
る。
【０００７】
　そして、戸開開始時の動作を低速とすると、戸開閉により多くの時間が必要となってし
まうという課題や、戸開閉動作が滑らかでなく見栄えが悪化してしまうという課題もある
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。
　また、以上のような課題を少しでも軽減するため、かご側係合装置と乗場側係合手段と
の間に生じる隙間をできるだけ小さくして対応しようとすると、据付調整作業に煩雑な手
数がかかり作業効率が悪化してしまうという課題がある。
【０００８】
　特許文献２に示された従来におけるエレベータのドア装置においては、係合装置の構造
が複雑になってしまうという課題の他、戸を中央開きとした場合に左右のかご戸の動作を
対称にするための機構を別に設ける必要があり、装置全体が大型化してしまうという課題
もある。（なお、この場合の左右のかご戸の動作を対称にするための機構の例としては、
循環ロープにより２つのかご戸を連動させる方法や、かご側係合装置がない側のかご戸に
もベルトの動作開始とかご戸の動作開始のタイミングをずらすためにかご側係合装置と類
似の機構を追加する方法等が考えられる。）
　また、戸反転時の慣性力に耐え得る設計とする必要があり、このためによっても装置全
体が大型化してしまう可能性がある。
【０００９】
　特許文献３に示された従来におけるエレベータのドア装置は、かご側係合装置を平行四
辺形状のリンク機構とし、かご戸と乗場戸との係合時に乗場側係合手段を内側から押圧す
る構成である。従って、乗場側係合手段にはかご側係合装置の一側のみではなく他側も含
めた両側に係合子（ローラ）設ける必要がある。
　このため、階床毎に必要な乗場側係合手段を階床の数だけ設けなければならず、製作費
用がかさんでしまうという課題や、平面視において乗場側係合手段が占める面積が大きく
なるため、この乗場側係合手段を避けてかご側と乗場側のそれぞれに追加敷居を設置して
敷居間隔を縮小する際に不利となってしまうという課題がある。
【００１０】
　特許文献４に示されたような従来におけるランディングオープンを採用したエレベータ
においては、戸開閉にかかる時間を短縮することが可能であるものの、かご内の乗客が下
方を見ている場合にかごが完全に停止しない状態での戸開に不安感を与えてしまう可能性
があるという課題がある。また、係合装置同士の衝突による騒音や振動を避けるため戸開
閉の開始直後の動作をなるべく低速としなければならず、戸開閉動作が滑らかでなく見栄
えが悪化してしまうという課題については、特許文献１に記載のものと同様である。
【００１１】
　この発明は、このような課題を解決するためになされたもので、乗場側係合手段を比較
的小型とし、かつ、簡潔な構成であって、着床後すぐに通常速度での（低速でない）戸開
動作をしても音や振動が発生しないようにすることができ、滑らかな戸開動作が得られ戸
開閉に必要な所要時間を削減することが可能であるエレベータのドア装置を得るものであ
る。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　この発明に係るエレベータのドア装置においては、かごに設けられ、かご側係合手段を
具備するかご戸と、乗場に設けられ、乗場側係合手段を具備する乗場戸と、を有し、前記
かご側係合手段と前記乗場側係合手段とが係合し前記かご戸と前記乗場戸とが連動して一
体となって開閉するエレベータのドア装置であって、前記かご側係合手段に設けられ、前
記かごの着床時において前記乗場側係合手段の戸当側に配置される戸当側ブレードと、前
記かご側係合手段に前記戸当側ブレードと略平行に設けられ、前記かごの着床時において
前記乗場側係合手段の反前記戸当側ブレード側に配置され、前記戸当側ブレードとで前記
乗場側係合手段を把持するための戸袋側ブレードと、前記かごが停止階床の所定のドアゾ
ーン内に進入後、前記かごの着床前に、前記かご戸及び前記乗場戸を戸開させることなく
、前記戸当側ブレードを、前記戸袋側ブレードに近接する方向へと移動させて前記乗場側
係合手段に当接させる戸当側ブレード駆動手段と、を備えた構成とする。
【発明の効果】
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【００１３】
　この発明に係るエレベータのドア装置においては、着床後すぐに通常速度での（低速で
ない）戸開動作をしても音や振動が発生しないようにすることができ、滑らかな戸開動作
が得られ戸開閉に必要な所要時間を削減することが可能であるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】この発明の実施の形態１に係るエレベータのドア装置のかごが走行中でドアゾー
ン進入前の状態を示す正面図である。
【図２】この発明の実施の形態１に係るエレベータのドア装置のかごが着床直前でドアゾ
ーン進入後の状態を示す正面図である。
【図３】この発明の実施の形態１に係るエレベータのドア装置のかご戸が開閉中の状態を
示す正面図である。
【図４】この発明の実施の形態１に係るソレノイドアクチュエーターを示す拡大図である
。
【図５】この発明の実施の形態２に係るエレベータのドア装置のかご戸が全閉時の状態を
示す正面図である。
【図６】この発明の実施の形態３に係るエレベータのドア装置のかご戸が全閉時の状態を
示す正面図である。
【図７】従来におけるエレベータのドア装置のかご戸が全閉時の状態を示す正面図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　この発明を添付の図面に従い説明する。各図を通じて同符号は同一部分又は相当部分を
示しており、その重複説明は適宜に簡略化又は省略する。
【００１６】
実施の形態１．
　図１から図４は、この発明の実施の形態１に係るもので、図１はエレベータのドア装置
のかごが走行中でドアゾーン進入前の状態を示す正面図、図２はエレベータのドア装置の
かごが着床直前でドアゾーン進入後の状態を示す正面図、図３はエレベータのドア装置の
かご戸が開閉中の状態を示す正面図、図４はソレノイドアクチュエーターを示す拡大図で
ある。
【００１７】
　図において１はエレベータの図示しない昇降路内に昇降自在に配置されたかごであり、
このかご１は内部に乗客等を積載するための箱体であるかご室１ａを有している。かご室
１ａの正面には、このかご室１ａ内に出入りするための開口部である出入口２が設けられ
ており、この出入口２には左右一対のかご戸を構成する駆動側かご戸３及び従動側かご戸
４が略水平方向開閉自在に設けられている。
　そして、駆動側かご戸３の上端部には駆動側ドアハンガー５が、駆動側かご戸３の上端
部には従動側ドアハンガー６が、それぞれ取り付けられており、これらの駆動側ドアハン
ガー５及び従動側ドアハンガー６の上部には図示しないかごドアローラが回転可能に軸着
されている。
【００１８】
　かご１の出入口２の上方には駆動側かご戸３及び従動側かご戸４の開閉動作を駆動する
かご戸駆動装置７が設置されている。
　このかご戸駆動装置７は、駆動側かご戸３及び従動側かご戸４の開閉方向に沿ってすな
わち略水平に取り付けられたドアレール７ａを有しており、このドアレール７ａ上には駆
動側ドアハンガー５及び従動側ドアハンガー６のドアローラが転動可能に係合している。
　こうして左右一対のかご戸である駆動側かご戸３及び従動側かご戸４は、駆動側ドアハ
ンガー５及び従動側ドアハンガー６並びにドアローラを介してドアレール７ａにより吊持
されている。そして、ドアローラがドアレール７ａに案内されて転動することにより、駆
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動側かご戸３及び従動側かご戸４がかご出入口２を開閉する。
【００１９】
　かご戸駆動装置７は駆動モータ７ｂを有しており、この駆動モータ７ｂの回転駆動は、
かご戸駆動装置７の左右方向における一側に回動自在に設けられた駆動プーリ７ｃへと伝
達される。
　また、かご戸駆動装置７の左右方向における他側には従動プーリ７ｄが回動自在に取り
付けられており、これら駆動プーリ７ｃ及び従動プーリ７ｄには無端状の駆動ベルト７ｅ
が巻き掛けられている。
　このようにして、駆動モータ７ｂの回転駆動が駆動ベルト７ｅの循環移動へと伝達され
る巻掛伝動機構であるかご戸駆動装置７が構成されている。
【００２０】
　駆動側ドアハンガー５及び従動側ドアハンガー６の上端には、係止部材がそれぞれ取り
付けられている。これらの係止部材のうち、駆動側ドアハンガー５の係止部材が駆動ベル
ト７ｅの上下の一側に、従動側ドアハンガー６の係止部材が駆動ベルト７ｅの上下の他側
に、それぞれ係止されている。
　そして、かご戸駆動装置７の駆動モータ７ｂの正逆両方向の回転駆動が、駆動ベルト７
ｅの両方向への循環移動へと変換され、駆動側かご戸３及び従動側かご戸４が互いに逆方
向に移動して出入口２が開閉される。
【００２１】
　駆動側かご戸３にはかご側係合手段８が固設されており、このかご側係合手段８は、構
成要素として、駆動側かご戸３に固定された略矩形の基板、この基板の戸当側寄りにその
長手が上下方向に亘って配置された断面略Ｌ字型の戸当側ブレード９、及び、この基板の
戸袋側寄りには戸当側ブレード９と平行に配置された断面略Ｌ字型の戸袋側ブレード１０
を有している。
【００２２】
　より詳しくは、基板の戸当側寄りの上部及び下部には水平方向に亘ってスライドガイド
１１が設けられており、戸当側ブレード９は、これらのスライドガイド１１を介して水平
方向に移動可能な状態で取り付けられている。
　そして、戸袋側ブレード１０は、基板の戸袋側寄り上部に回動自在に枢着された略く字
状を呈する第１のリンク１２、及び、基板の戸袋側寄り下部に回動自在に枢着された第２
のリンク１３を介して取り付けられている。
　これらの第１のリンク１２及び第２のリンク１３は平行に配置され、これらの節間距離
は同一となるようにされている。従って、戸袋側ブレード１０は、戸当側ブレード９と平
行な状態を維持しつつ戸当側ブレード９との間の距離を増減するように移動することが可
能である。
【００２３】
　かご側係合手段８の基板の戸当側ブレード９から見て戸当側には、戸当側ブレード９を
水平方向に移動させるためのソレノイドアクチュエーター１４が取り付けられている。
　このソレノイドアクチュエーター１４が作動すると、このソレノイドアクチュエーター
１４が備えるプッシュバー１４ａが戸袋側へと移動して戸当側ブレード９を押動し、戸当
側ブレード９が戸袋側へと移動する。
　また、かご側係合手段８には、戸当側ブレード９の動作を緩衝し急激な移動を抑制する
ためのダンパー１５が設けられており、このダンパー１５のプランジャーが戸当側ブレー
ド９に接続され、シリンダ部が基板に固定されている。
【００２４】
　かご１が停止する階床の乗場には、かご１が着床した際にかご１の出入口２と対向する
位置に、乗場の出入口が設けられている。この乗場の出入口には左右一対の乗場戸が略水
平方向開閉自在に設けられている。
　そして、これら一対の乗場戸のうち、かご１が着床した際に駆動側かご戸３と対向する
側の乗場戸には、戸開閉時にかご側係合手段８と係合してかご戸と乗場戸とを連動して戸
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開閉させるための乗場側係合手段１６が設けられている。
【００２５】
　この乗場側係合手段１６はローラ状部材が２つ連結されてなる本体部と、長手が略水平
方向に配置され、戸当側の先端に鉤状部を有する施錠部材１６ａからなり、本体部に設け
られた回動軸１６ｂを介して乗場戸に回動自在に枢着されている。
　そして、乗場戸の戸閉時において、この施錠部材１６ａの鉤状部が、乗場側係合手段１
６が配設されていない方の乗場戸の戸当部に設けられた図示しない穴部に係合することに
より、乗場戸は施錠されて当該階床にかご１が停止していない場合に戸開されないように
なっている（図１）。
【００２６】
　かご１が乗場階床に着床した状態において、乗場側係合手段１６（の本体部）がかご側
係合手段８の戸当側ブレード９及び戸袋側ブレード１０の間に位置するように各部材の配
は調整されている。
　そして、この戸当側ブレード９及び戸袋側ブレード１０間に乗場側係合手段１６が位置
した状態で、ソレノイドアクチュエーター１４が作動して戸当側ブレード９が戸袋側へと
移動すると、戸当側ブレード９が乗場側係合手段１６に当接して乗場側係合手段１６を回
動軸１６ｂを中心に図１の反時計回りに回動させる。
　すると、施錠部材１６ａの鉤状部と対向する戸当部の穴部との係合が外れて解錠され、
乗場戸が戸開可能な状態となる（図２）。
【００２７】
　駆動側ドアハンガー５には戸袋側ブレード駆動手段１７が直接固定されて設けられてお
り、この戸袋側ブレード駆動手段１７により戸開動作と連動する戸袋側ブレード１０の移
動が駆動される。
　この戸袋側ブレード駆動手段１７は、略く字状を呈しその中央部で回動自在に支持され
たレバー１８と、このレバー１８の戸当側の一端に回動自在に設けられたローラ１９とを
有している。
【００２８】
　戸袋側ブレード１０を回動自在に支持する第１のリンク１２は、その略く字状の中央部
においてかご側係合手段８の基板に回動自在に枢着されており、戸当側の一端において戸
当側ブレード９に回動自在に枢着されている。
　そして、この第１のリンク１２の他端と連結棒２０の一端とが回動自在に枢着され、こ
の連結棒２０の他端と戸袋側ブレード駆動手段１７のレバー１８の他端とが回動自在に枢
着されることにより、第１のリンク１２及びレバー１８の戸袋側の他端同士が連結棒２０
を介して連結されて、レバー１８の回動に連動して戸袋側ブレード１０が移動するリンク
機構が構成されている。
【００２９】
　かご戸駆動装置７が設けられているかご１の桁の所定位置にはカム部材２１が固定され
ている。このカム部材２１は、戸袋側ブレード駆動手段１７のレバー１８に設けられたロ
ーラ１９が転動する略ノ字状の下にいくほど戸袋側へと曲げられた転走面を有している。
　駆動側かご戸３が全閉した状態においては、ローラ１９がこの転走面の略垂直部に当接
し、戸袋側ブレード駆動手段１７のリンク機構により戸袋側ブレード１０は戸当側ブレー
ド９から最も離れた位置に保持され、かご１が走行した際に戸袋側ブレード１０が各階の
乗場側係合手段１６と接触や衝突等することがないようにされる。
【００３０】
　駆動側かご戸３が戸開動作を開始すると、ローラ１９がカム部材２１の転走面を下方へ
と転動してレバー１８が図１（又は図２）の時計回り方向に回動する。すると、連結棒２
０は上方へと移動して第１のリンク１２もレバー１８と同方向に回動し、戸袋側ブレード
１０は戸当側ブレード９へと近接する方向に移動する。
　そして、第１のリンク１２の戸袋側ブレード１０側及び第２のリンク１３が略水平とな
り、戸袋側ブレード１０が戸当側ブレード９に最も近接した状態において、第１のリンク



(8) JP 2011-148635 A 2011.8.4

10

20

30

40

50

１２の戸当側ブレード９側に当接する位置には、戸袋側ストッパー２２が設けられており
、この戸袋側ストッパー２２により戸袋側ブレード１０が戸当側ブレード９に最も近接し
た状態からさらに第１のリンク１２や第２のリンク１３が回動して戸袋側ブレード１０が
戸当側ブレード９から離間してしまうことを阻止している。
【００３１】
　また、戸当側ブレード９の戸当側には、戸袋側ブレード１０が戸当側ブレード９に最も
近接した状態で、戸当側ブレード９及び戸袋側ブレード１０の間にある乗場側係合手段１
６が充分に把持できるように、戸当側ブレード９が所定位置を超えて戸当側へと移動する
ことを規制する戸当側ストッパー２３が設けられている。
【００３２】
　図４は、ソレノイドアクチュエーター１４の詳細な構成を示すものである。
　シリンダ本体内には、外周内壁に沿って導線が巻回されて構成されたコイル１４ｂが設
けられており、シリンダ本体内一側のコイル１４ｂ内側には、その中心に貫通孔が穿設さ
れた固定鉄心１４ｃが取り付けられている。
　そして、その一側にプッシュバー１４ａが設けられた可動鉄心１４ｄが、固定鉄心１４
ｃにプッシュバー１４ａを通すようにして設けられている。
【００３３】
　このように構成されたソレノイドアクチュエーター１４は、コイル１４ｂに所定の電圧
が印加されていない状態においては、プッシュバー１４ａ（可動鉄心１４ｄ）は、自在に
突出及び引込が可能であり（図７の（ａ））、コイル１４ｂに所定の電圧が印加されると
電磁力により可動鉄心１４ｄが固定鉄心１４ｃに引き付けられてプッシュバー１４ａが突
出状態に保持される（図７の（ｂ））、いわゆるプッシュソレノイドである。
【００３４】
　このように構成されたエレベータのドア装置においては、かご１が走行して、停止する
階床の所定のドアゾーン（かご１が停止する階床の近傍であってかご側係合手段８と乗場
側係合手段１６とが係合可能である所定の範囲。例えば着床位置±２００ｍｍ程度以内の
範囲）内に進入すると、乗場戸の乗場側係合手段１６がかご側係合手段８の戸当側ブレー
ド９と戸袋側ブレード１０との間に、接触していない状態で配置される（図１）。
　この際、戸当側ブレード９は乗場側係合手段１６から見て戸当側に、戸袋側ブレード１
０は乗場側係合手段１６の反戸当側ブレード９側に、それぞれ配置されている。
【００３５】
　そして、かご１がドアゾーン内に進入を開始したことが検出されると、かご１が着床す
るまでの間に、ソレノイドアクチュエーター１４に電圧を印加して作動させ、戸当側ブレ
ード９を戸袋側へと移動させる。
　すると、戸当側ブレード９が、乗場側係合手段１６に当接してこれを回動させ、施錠部
材１６ａによる乗場戸の施錠が解錠される（図２）。
【００３６】
　ここで、ソレノイドアクチュエーター１４の作動力は、乗場側係合手段１６を回動させ
て施錠部材１６ａの施錠を解錠することができる程度であれば充分であり、乗場戸を戸開
させるほどの強さは不要である。
　なお、かご側係合手段８が備えるダンパー１５の作用により、戸当側ブレード９の移動
速度は、乗場側係合手段１６との衝突音が充分に小さくなるように低減されている。
【００３７】
　また、一度ソレノイドアクチュエーター１４を作動させて戸当側ブレード９を戸袋側へ
と移動させた後は、当該階床における戸開閉についてソレノイドアクチュエーター１４を
作動させる必要はないため、ソレノイドアクチュエーター１４の連続作動による発熱の心
配はない。
　さらに、仮に制御系の誤動作等によりドアゾーンの外でソレノイドアクチュエーター１
４が作動してしまった場合について考えてみても、ドアゾーン外においては戸当側ブレー
ド９と乗場側係合手段１６とが係合することがないため、乗場戸が解錠されてしまうおそ
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れはない。
【００３８】
　このようにして、かご１がドアゾーン内に進入を開始すると、着床前にソレノイドアク
チュエーター１４により戸当側ブレード９が戸袋側へと移動されて乗場戸が解錠されると
ともに、戸当側ブレード９が戸袋側へと移動したことにより乗場側係合手段１６戸当側ブ
レード９と戸袋側ブレード１０とにより把持された状態となっている（図２）。
　このソレノイドアクチュエーター１４は、かご１が停止階床の所定のドアゾーン内に進
入後、かご１の着床前に、かご戸及び乗場戸を戸開させることなく、戸当側ブレード９を
、戸袋側ブレード１０に近接する方向へと移動させて乗場側係合手段１６に当接させる戸
当側ブレード駆動手段を構成する。
【００３９】
　すなわち、着床前に、かご側係合手段８と乗場側係合手段１６とは既に係合が完了した
状態となっており、従って、着床後に駆動側かご戸３（及び従動側かご戸４）が戸開を開
始すると、乗場戸も同時に戸開を開始する。
　このとき、かご側係合手段８の戸当側ブレード９及び戸袋側ブレード１０と乗場側係合
手段１６とは既に接触後であるため、戸開時に衝突音や振動等は発生せず、戸開動作の開
始直後から戸開動作を加速することが可能である。
【００４０】
　戸開動作開始後においてはソレノイドアクチュエーター１４には電圧が印加されない
乗場戸の走行抵抗により、戸当側ブレード９は駆動側かご戸３に対して相対的に戸当側へ
と押動され、ソレノイドアクチュエーター１４のプッシュバー１４ａも引込位置へと移動
する。
　なお、この際においては、前述したかご側係合手段８が備えるダンパー１５の作用によ
り、戸当側ブレード９の移動速度は充分に低減されたものとなる。
【００４１】
　戸開動作の開始後、駆動側かご戸３（及び従動側かご戸４）が戸袋側へと移動すると、
ローラ１９がカム部材２１の転走面を下方へと転動してレバー１８が回動し、連結棒２０
を介して第１のリンク１２もレバー１８と同方向に回動して、戸袋側ブレード１０は、戸
当側ブレード９と平行を保ちながら、戸当側ブレード９へと近接する方向に移動する。
　そして、戸当側ブレード９と戸袋側ブレード１０とにより、これらの間にある乗場側係
合手段１６が把持される。
【００４２】
　この際、戸当側ブレード９は、戸当側ストッパー２３により所定位置より戸当側への移
動が規制され、戸開動作中において、乗場側係合手段１６を把持し得なくなるほど戸当側
ブレード９と戸袋側ブレード１０との間隔が広がってしまわないよう、戸当側ブレード９
が乗場側係合手段１６を把持し得る位置に保持される。
　こうして、戸開動作中において、乗場側係合手段１６は戸当側ブレード９及び戸袋側ブ
レード１０に把持されてかご側係合手段８と係合された状態が維持され、かご戸及び乗場
戸は連動して一体となって戸開する。
【００４３】
　一方、駆動側かご戸３及び従動側かご戸４並びに乗場戸が戸閉する場合、乗場側係合手
段１６は戸当側ブレード９及び戸袋側ブレード１０に把持されてかご側係合手段８と係合
されており、これらの戸は連動して一体となって戸閉する。
　そして、全閉付近で、戸袋側ブレード駆動手段１７のローラ１９がカム部材２１と当接
し、ローラ１９はカム部材２１の転走面を今度は上方へと転動する。すると、レバー１８
が図１～３の反時計回りに回動して連結棒２０が下方へと移動し、第１のリンク１２がレ
バー１８と同方向へと回動する。
【００４４】
　戸袋側ブレード１０は戸当側ブレード９から離間する方向へと移動していき、戸が全閉
した時点において、戸袋側ブレード１０と乗場側係合手段１６とは離間してかご１の走行
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に支障がない程度の距離が空けられた状態となる。
　また、戸当側ブレード９については、一連の戸開閉動作において、ソレノイドアクチュ
エーター１４が作動する前、すなわちかご１がドアゾーンへと進入する前、と同じ位置、
同じ状態に復帰されて保持されており、戸当側ブレード９も乗場側係合手段１６とは離間
してかご１の走行に支障がない程度の距離が空けられた状態となる。
【００４５】
　以上のように構成されたエレベータのドア装置は、かごに設けられ、かご側係合手段を
具備するかご戸と、乗場に設けられ、乗場側係合手段を具備する乗場戸と、を有し、かご
側係合手段と乗場側係合手段とが係合しかご戸と乗場戸とが連動して一体となって開閉す
るエレベータのドア装置であって、かご側係合手段に設けられ、かごの着床時において乗
場側係合手段の戸当側に配置される戸当側ブレードと、かご側係合手段に戸当側ブレード
と略平行に設けられ、かごの着床時において乗場側係合手段の反戸当側ブレード側に配置
され、戸当側ブレードとで乗場側係合手段を把持するための戸袋側ブレードと、かごが停
止階床の所定のドアゾーン内に進入後、かごの着床前に、かご戸及び乗場戸を戸開させる
ことなく、戸当側ブレードを、戸袋側ブレードに近接する方向へと移動させて乗場側係合
手段に当接させる戸当側ブレード駆動手段と、を備えたものである。
【００４６】
　このため、着床後すぐに通常速度での（低速でない）戸開動作をしても音や振動が発生
しないようにすることができ、滑らかな戸開動作が得られ戸開閉に必要な所要時間を削減
することが可能である。
　また、かご側係合手段と乗場側係合手段との間に生じる隙間を小さくする必要がなく、
据付調整作業は容易であって作業効率も良好である。
【００４７】
　そして、乗場側係合手段に設けられ、乗場戸の全閉時において乗場戸を施錠する施錠部
材をさらに備え、戸当ブレード駆動手段により戸当ブレードが乗場側係合手段に当接され
ると、施錠部材による乗場戸の施錠が解錠されるものであるので、乗場戸の全閉時におい
ては当該階床にかごが停止していないにも関らず乗場戸が戸開してしまうことを防止する
とともに、かごの着床後、すぐに戸開を戸始することができる。
【００４８】
実施の形態２．
　図５はこの発明の実施の形態２に係るもので、エレベータのドア装置のかご戸が全閉時
の状態を示す正面図である。
　ここで説明する実施の形態２は、前述した実施の形態１の構成において、戸当側ブレー
ドの移動を駆動するソレノイドアクチュエーターを、戸開閉によりかごとの相対位置が移
動してしまうかご戸ではなく、かごに固定されたかご戸駆動装置の枠部（かごの桁部）に
固定するようにしたものである。
【００４９】
　すなわち、かご１の出入口２の上方に固定して設けられたかご戸駆動装置７の枠部（か
ご１の桁部と換言してもよい）の、戸当側ブレード９から見て戸当側には、戸当側ブレー
ド９を水平方向に移動させるためのソレノイドアクチュエーター１４が取り付けられてい
る。
　そして、ここでは、戸当側ブレード９とソレノイドアクチュエーター１４のプッシュバ
ー１４ａとの間の距離が比較的大きいため、戸当側ブレード９の上端寄りに、戸当側ブレ
ード９とプッシュバー１４ａとの間に位置するように配置した補助部材９ａを取り付け、
プッシュバー１４ａはこの補助部材９ａを介して戸当側ブレード９を押動するようにして
いる。
【００５０】
　なお、ソレノイドアクチュエーター１４が作動して、戸当側ブレード９を移動させるの
は、かご１がドアゾーンに進入してから着床するまでの間であって、駆動側かご戸３が戸
開動作に移る前であるので、他の構成や動作については実施の形態１と同様とすることが
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できる。
【００５１】
　以上のように構成されたエレベータのドア装置は、実施の形態１の構成において、戸当
側ブレード駆動手段は、かごの出入口の上方の桁に固定して設けられたものである。
　このため、実施の形態１と同様の効果を奏することができるのに加えて、特に戸当側ブ
レード駆動手段を電気的に作動するアクチュエーターから構成した場合に、このアクチュ
エーターを戸開閉時に可動するかご戸ではなく戸開閉時に可動しない箇所に固定すること
により、このアクチュエーターへの配線が容易になるとともに、戸開閉時における配線の
屈伸もないため配線の劣化を低減することができる。
【００５２】
実施の形態３．
　図６はこの発明の実施の形態３に係るもので、エレベータのドア装置のかご戸が全閉時
の状態を示す正面図である。
　前述した実施の形態１や実施の形態２においては、戸袋側ブレードの移動を駆動する戸
袋側ブレード駆動手段についてリンク機構及びカムを併用したものであったが、ここで説
明する実施の形態３は、戸袋側ブレードの移動を駆動する戸袋側ブレード駆動手段につい
てリンク機構のみで構成するようにしたものである。
【００５３】
　すなわち、この実施の形態においては、戸袋側ブレードの移動を駆動する戸袋側ブレー
ド駆動手段１７は、かご１の出入口２の上方に固定して設けられたかご戸駆動装置７の枠
部（かご１の桁部）の駆動側かご戸３側の端部に、その一端が回動自在に枢着された主駆
動リンク２４と、この主駆動リンク２４の他端にその一端が回動自在に枢着され、その他
端が戸袋側ブレード１０に回動自在に枢着された接続部２５と、を有している。
　そして、この構成においては、第１のリンク１２及び第２のリンク１３のかご側係合手
段８基板への枢着位置が、実施の形態１や実施の形態２の構成と比べて、戸袋側ブレード
１０の戸袋側から戸当側へと変更されている。
【００５４】
　このような構成によっても、実施の形態１や実施の形態２と同様に、戸開動作を開始し
て所定の距離だけ駆動側かご戸３が移動した後に、戸袋側ブレード１０を戸当側ブレード
９へと近接する方向へと移動させて乗場側係合手段１６を把持するとともに、戸閉動作時
には、全閉付近において、戸袋側ブレード１０を戸当側ブレード９から離間する方向へと
移動させて、戸が全閉した時点で、戸袋側ブレード１０と乗場側係合手段１６とが離間し
てかご１の走行に支障がない程度の距離が空けられた状態とすることができる。
【００５５】
　なお、この実施の形態においては、戸袋側ストッパー２２が不要であることを除き、他
の構成及び動作については実施の形態１や実施の形態２と同様である。
　また、戸袋側ブレード駆動手段１７については、以上の実施の形態１から実施の形態３
において説明した構成の他、同様の動作をさせることが可能なものであれば従来公知のい
ずれの構成も採用することができる。
【００５６】
　以上のように構成されたエレベータのドア装置は、実施の形態１又は実施の形態２の構
成において、戸袋側ブレードの移動を駆動する戸袋側ブレード駆動手段についてリンク機
構のみで構成するようにしたものであって、実施の形態１又は実施の形態２と同様の効果
を奏することができる。
【符号の説明】
【００５７】
　　１　　かご
　　１ａ　かご室
　　２　　出入口
　　３　　駆動側かご戸
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　　４　　従動側かご戸
　　５　　駆動側ドアハンガー
　　６　　従動側ドアハンガー
　　７　　かご戸駆動装置
　　７ａ　ドアレール
　　７ｂ　駆動モータ
　　７ｃ　駆動プーリ
　　７ｄ　従動プーリ
　　７ｅ　駆動ベルト
　　８　　かご側係合手段
　　９　　戸当側ブレード
　　９ａ　補助部材
　１０　　戸袋側ブレード
　１１　　スライドガイド
　１２　　第１のリンク
　１３　　第２のリンク
　１４　　ソレノイドアクチュエーター
　１４ａ　プッシュバー
　１４ｂ　コイル
　１４ｃ　固定鉄心
　１４ｄ　可動鉄心
　１５　　ダンパー
　１６　　乗場側係合手段
　１６ａ　施錠部材
　１６ｂ　回動軸
　１７　　戸袋側ブレード駆動手段
　１８　　レバー
　１９　　ローラ
　２０　　連結棒
　２１　　カム部材
　２２　　戸袋側ストッパー
　２３　　戸当側ストッパー
　２４　　主駆動リンク
　２５　　接続部
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