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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　乗場出入口を開閉する乗場ドア、
　前記乗場出入口を囲む三方枠を貫通して乗場と昇降路とを互いに連通する連通孔を開閉
する開閉ダンパ、及び
　前記乗場ドアの動作を制御するとともに、前記乗場ドアの動作の制御に応じて前記開閉
ダンパの動作を制御する制御装置
　を備え、
　前記制御装置は、前記乗場ドアの閉動作を開始してから設定時間が経過しても前記乗場
ドアの閉動作が完了しない場合に、前記開閉ダンパで前記連通孔を開くエレベーターの出
入口開閉システム。
【請求項２】
　乗場出入口を開閉する乗場ドア、
　前記乗場出入口を囲む三方枠を貫通して乗場と昇降路とを互いに連通する連通孔を開閉
する開閉ダンパ、及び
　前記乗場ドアの動作を制御するとともに、前記乗場ドアの動作の制御に応じて前記開閉
ダンパの動作を制御する制御装置
　を備え、
　前記制御装置は、前記乗場ドアの閉動作の開始時に前記開閉ダンパで前記連通孔を開く
エレベーターの出入口開閉システム。
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【請求項３】
　前記三方枠には、複数の前記連通孔が形成され、
　前記複数の連通孔は、前記開閉ダンパによって個別に開閉される請求項１又は請求項２
に記載のエレベーターの出入口開閉システム。
【請求項４】
　前記制御装置は、火災感知器が火災を感知すると、前記開閉ダンパで前記連通孔を開く
ことを禁止する請求項１～請求項３のいずれか一項に記載のエレベーターの出入口開閉シ
ステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、乗場出入口を開閉するエレベーターの出入口開閉システムに関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　エレベーターでは、かごに搭載されたドア駆動モータの駆動力でかごドアが移動するこ
とにより、かご出入口が開閉される。また、エレベーターでは、かごが階に停止している
状態で、乗場ドアがかごドアに係合されながら移動することにより、乗場出入口が開閉さ
れる。
【０００３】
　乗場ドアは、おもり又はばね等を含む自閉装置によって、乗場出入口を閉じる方向へ常
に付勢されている。乗場ドアが乗場出入口を開く開動作を行うときには、自閉装置の付勢
力に逆らって乗場ドアが移動する。乗場ドアが乗場出入口を閉じる閉動作を行うときには
、自閉装置の付勢力が加わる方向へ乗場ドアが移動する。
【０００４】
　一方、エレベーターでは、気圧及び気温等が変化すると、気圧及び気温等の変化に応じ
た上下方向への空気の流れがドラフト風として昇降路に発生する。高層の建物に設けられ
た昇降路では、強いドラフト風が発生しやすい。これにより、エレベーターでは、かごド
ア及び乗場ドアがドラフト風の圧力で移動しにくくなり、かご出入口及び乗場出入口が開
閉されにくくなることがある。
【０００５】
　特に、乗場ドアが閉動作を行うときには、乗場出入口を全閉する直前の位置に乗場ドア
が達すると、乗場ドアとかごドアとの係合が外れて自閉装置の付勢力だけで乗場ドアが移
動することから、ドラフト風の圧力で乗場出入口が閉じにくい状態になりやすい。
【０００６】
　従来、乗場ドアで乗場出入口をより確実に閉じるために、自閉装置とは別の戸閉動作補
助装置をドア枠に取り付け、乗場ドアが全閉位置の直前の位置に達したときに、乗場出入
口を閉じる方向へ乗場ドアを戸閉動作補助装置の押圧部材で押すようにしたエレベーター
のドア装置が提案されている（例えば特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１２－１８０２０９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかし、特許文献１に示されている従来のエレベーターのドア装置では、戸閉動作補助
装置が押圧部材を乗場ドアに衝突させて乗場ドアを押すことから、押圧部材の摩耗又は変
形等によって戸閉動作補助装置が故障しやすくなってしまう。また、戸閉動作補助装置が
乗場ドアを押す力にも限界があるので、乗場ドアが受けるドラフト風の圧力によっては、
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戸閉動作補助装置で乗場ドアを押しても、乗場出入口が閉じにくい状態が解消しないおそ
れもある。
【０００９】
　この発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、乗場出入口をよ
り確実に閉じることができるエレベーターの出入口開閉システムを得ることを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　この発明によるエレベーターのドア開閉システムは、乗場出入口を開閉する乗場ドア、
乗場出入口を囲む三方枠を貫通して乗場と昇降路とを互いに連通する連通孔を開閉する開
閉ダンパ、及び乗場ドアの動作を制御するとともに、乗場ドアの動作の制御に応じて開閉
ダンパの動作を制御する制御装置を備えている。
【発明の効果】
【００１１】
　この発明によるエレベーターのドア開閉システムによれば、乗場ドアの動作時に開閉ダ
ンパで連通孔を開くことにより、乗場出入口とは別の連通孔を通してドラフト風の一部を
逃がすことができる。これにより、乗場ドアが受けるドラフト風の圧力を小さくすること
ができ、乗場出入口をより確実に閉じることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】この発明の実施の形態１によるエレベーターを示す縦断面図である。
【図２】図１の建物の１階に設けられている乗場出入口を示す正面図である。
【図３】図１の制御装置によるかごドア及び乗場ドアの制御を示すフローチャートである
。
【図４】図１の制御装置による開閉ダンパの制御を示すフローチャートである。
【図５】この発明の実施の形態２によるエレベーターの出入口開閉システムの制御装置に
よる開閉ダンパの制御を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、この発明の好適な実施の形態について図面を参照して説明する。
　実施の形態１．
　図１は、この発明の実施の形態１によるエレベーターを示す縦断面図である。図におい
て、昇降路１内には、かご２及び釣合おもり３が昇降可能に設けられている。また、昇降
路１の上部には、機械室４が設けられている。機械室４には、駆動シーブ５を有する巻上
機６と、駆動シーブ５から離して配置されているそらせ車７と、エレベーターの運転を制
御する制御装置８とが設けられている。
【００１４】
　駆動シーブ５及びそらせ車７には、かご２及び釣合おもり３を昇降路１内に吊り下げる
複数の索状体９が巻き掛けられている。索状体９としては、例えばロープ又はベルトが用
いられている。この例では、索状体９の一端部がかご２に接続され、索状体９の他端部が
釣合おもり３に接続されている。即ち、この例では、かご２及び釣合おもり３を索状体９
で吊り下げるローピング方式が１：１ローピング方式になっている。
【００１５】
　駆動シーブ５は、巻上機６のモータの駆動力によって回転する。かご２及び釣合おもり
３は、駆動シーブ５の回転に応じて昇降路１内を昇降する。
【００１６】
　かご２には、かご出入口１０が形成されている。また、かご２には、かごドア装置１１
が設けられている。かごドア装置１１は、かご出入口１０を開閉する一対のかごドア１２
と、一対のかごドア１２をかご２に対して移動させる駆動力を発生するドア駆動モータ１
３とを有している。
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【００１７】
　一対のかごドア１２は、ドア駆動モータ１３の駆動力によってかご出入口１０の幅方向
へ互いに連動して移動する。かご出入口１０は、かご出入口１０に対する一対のかごドア
１２の移動により開閉される。
【００１８】
　建物の各階の乗場１４と昇降路１とを仕切る壁には、乗場１４と昇降路１とを互いに連
通する乗場出入口１５がそれぞれ形成されている。また、各階には、乗場出入口１５を開
閉する一対の乗場ドア１６が設けられている。一対の乗場ドア１６は、乗場出入口１５の
幅方向へ互いに連動して移動可能になっている。乗場出入口１５は、乗場出入口１５に対
する一対の乗場ドア１６の移動により開閉される。
【００１９】
　かご２が階に停止している状態では、かご出入口１０及び乗場出入口１５が水平方向に
ついて互いに対向している。かご出入口１０及び乗場出入口１５が互いに対向している状
態では、各かごドア１２がかご出入口１０の幅方向へ移動することにより、かごドア１２
が係合装置１７を介して乗場ドア１６と係合する。かご出入口１０及び乗場出入口１５は
、かごドア１２が乗場ドア１６と係合しながら乗場ドア１６とかごドア１２とが一体に移
動することにより、それぞれ開閉される。制御装置８は、かごドア装置１１のドア駆動モ
ータ１３を制御することにより、各かごドア１２及び各乗場ドア１６のそれぞれの動作を
制御する。
【００２０】
　一対の乗場ドア１６は、おもり又はばねを含む図示しない自閉装置によって、乗場出入
口１５を閉じる閉方向へ常に付勢されている。一対の乗場ドア１６が乗場出入口１５を開
く開動作を行うときには、自閉装置の付勢力に逆らって、乗場ドア１６が移動する。
【００２１】
　一方、一対の乗場ドア１６が乗場出入口１５を閉じる閉動作を行うときには、自閉装置
の付勢力が加わる方向へ乗場ドア１６が移動する。また、乗場ドア１６が閉動作を行うと
きには、乗場出入口１５を全閉する全閉位置に達する直前の位置まで乗場ドア１６がかご
ドア１２と係合しながら移動した後、乗場ドア１６とかごドア１２との係合が外れて、乗
場ドア１６が自閉装置の付勢力によって全閉位置へ移動する。各乗場ドア１６が全閉位置
に達することにより、乗場ドア１６の閉動作が完了する。
【００２２】
　図２は、図１の建物の１階に設けられている乗場出入口１５を示す正面図である。各階
の乗場１４と昇降路１との仕切る壁には、乗場出入口１５を囲む三方枠１９が設けられて
いる。三方枠１９は、乗場出入口１５の幅方向両側の側部に位置する一対の縦枠２０と、
一対の縦枠２０間に連結され、乗場出入口１５の上部に位置する上枠２１とを有している
。乗場出入口１５は、乗場１４の床及び三方枠１９によって形成されている。
【００２３】
　各階では、乗場操作盤２２が三方枠１９の一方の縦枠２０に設けられている。乗場操作
盤２２は、操作盤機器が収容されている収容ボックスと、収容ボックスを覆う操作盤カバ
ー２３と、操作盤カバー２３にそれぞれ設けられている上方向乗場ボタン２４及び下方向
乗場ボタン２５とを有している。乗場操作盤２２の収容ボックスは、一方の縦枠２０に設
けられた開口部に収まっている。上方向乗場ボタン２４及び下方向乗場ボタン２５の少な
くともいずれかが操作されると、操作された乗場ボタンに応じた乗場呼び信号が乗場操作
盤２２から制御装置８へ送られる。制御装置８は、乗場操作盤２２からの情報に基づいて
エレベーターの運転を制御する。
【００２４】
　乗場出入口１５の上部には、乗場出入口１５を全閉する全閉位置に各乗場ドア１６が達
したこと、即ち各乗場ドア１６の閉動作が完了したことを検出するドア閉検出スイッチ１
８が設けられている。各乗場ドア１６の閉動作が完了したことをドア閉検出スイッチ１８
が検出すると、ドア閉検出スイッチ１８から制御装置８へ検出信号が送られる。制御装置
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８は、ドア閉検出スイッチ１８からの情報に基づいて、各かごドア１２及び各乗場ドア１
６の動作を制御する。
【００２５】
　建物には、昇降路１及び乗場１４を通る空気の流れであるドラフト風が気圧及び気温等
の変化に応じて発生する。乗場ドア１６の開閉動作時に乗場ドア１６がドラフト風の圧力
を受けると、乗場ドア１６が移動しにくくなり、乗場出入口１５が開閉されにくくなるお
それがある。従って、この例では、制御装置８は、各かごドア１２及び各乗場ドア１６の
閉動作を開始してから設定時間Ｔ１、例えばＴ１＝１０秒が経過しても各乗場ドア１６の
閉動作が完了しない場合に、各かごドア１２及び各乗場ドア１６の閉動作を開動作に反転
させる制御を行う。
【００２６】
　各階の少なくともいずれかに設けられている三方枠１９には、三方枠１９を貫通して昇
降路１と乗場１４とを互いに連通する連通孔３１が形成されている。これにより、建物に
生じるドラフト風の一部が、乗場出入口１５とは異なる連通孔３１を通って乗場１４及び
昇降路１の一方から他方へ流れ、乗場１４と昇降路１との圧力差が小さくなる。
【００２７】
　一般に、建物に生じるドラフト風の強さは、建物の下層階、例えば１階又は玄関階で強
くなりやすい。従って、この例では、乗場ドア１６が受けるドラフト風の圧力を低減する
ために、図１に示すように、建物の各階のうち１階に設けられている三方枠１９にのみ連
通孔３１が設けられている。
【００２８】
　連通孔３１は、三方枠１９の上枠２１に形成されている。連通孔３１には、連通孔３１
を開閉する開閉ダンパ３２が設けられている。上枠２１には、開閉ダンパ３２を動作させ
るモータを有するダンパ駆動装置３３が設けられている。
【００２９】
　開閉ダンパ３２は、連通孔３１内に並べられた複数の可動羽根３４を有している。複数
の可動羽根３４は、図示しない連動機構によって互いに連動して動くようになっている。
ダンパ駆動装置３３は、複数の可動羽根３４を動かす駆動力を発生する。連通孔３１は、
ダンパ駆動装置３３の駆動力で複数の可動羽根３４が動くことにより開閉される。
【００３０】
　制御装置８は、ダンパ駆動装置３３を制御することにより、開閉ダンパ３２の動作を制
御する。また、制御装置８は、各かごドア１２及び各乗場ドア１６の動作の制御に応じて
、開閉ダンパ３２の動作を制御する。この例での制御装置８は、通常は開閉ダンパ３２で
連通孔３１を閉じておき、各かごドア１２及び各乗場ドア１６の閉動作を開始してから、
設定時間Ｔ１、例えばＴ１＝１０秒が経過しても各乗場ドア１６の閉動作が完了しない場
合に、開閉ダンパ３２を動作させて開閉ダンパ３２で連通孔３１を開く制御を行う。
【００３１】
　建物の各階には、建物内の火災を感知する図示しない火災感知器がそれぞれ設けられて
いる。火災感知器としては、例えば熱感知器、煙感知器及び炎感知器の少なくともいずれ
かが用いられている。火災感知器が火災を感知すると、火災を感知した火災感知器の情報
が制御装置８へ送られる。制御装置８は、火災感知器からの情報に基づいて、エレベータ
ーの運転を制御する。この例での制御装置８は、通常は開閉ダンパ３２で連通孔３１を閉
じておき、火災感知器が火災を感知すると、開閉ダンパ３２で連通孔３１を開くことを禁
止するとともに、エレベーターの運転を通常運転から火災時管制運転に切り替える制御を
行う。なお、エレベーターの出入口開閉システムは、かごドア装置１１、各乗場ドア１６
、開閉ダンパ３２及び制御装置８を有している。
【００３２】
　次に、制御装置８によるかごドア１２及び乗場ドア１６の制御について説明する。図３
は、図１の制御装置８によるかごドア１２及び乗場ドア１６の制御を示すフローチャート
である。エレベーターの通常運転時には、火災感知器からの情報に基づいて、火災感知器
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が火災を感知したか否かが制御装置８によって常時判定されている（Ｓ１）。火災が火災
感知器で感知された場合、制御装置８の制御により、エレベーターの運転が通常運転から
火災時管制運転に切り替わる（Ｓ２）。これにより、かご出入口１０及び乗場出入口１５
が開いた状態でかご２が最寄階に待機する。
【００３３】
　火災が火災感知器で感知されない場合には、かご２が階に停止すると（Ｓ３）、制御装
置８によるドア駆動モータ１３の制御により、かごドア１２及び乗場ドア１６の開動作（
以下、「ドア開動作」という）が開始する（Ｓ４）。
【００３４】
　この後、ドア開動作が完了した後（Ｓ５）、制御装置８のドア閉指令によって、かごド
ア１２及び乗場ドア１６の閉動作（以下、「ドア閉動作」という）が開始する（Ｓ６）。
【００３５】
　この後、乗場ドア１６の閉動作が完了したか否かが制御装置８によって判定される（Ｓ
７）。乗場ドア１６の閉動作が完了した場合には、かご２の移動が可能になり、エレベー
ターの通常運転が継続される（Ｓ８）。
【００３６】
　乗場ドア１６の閉動作が完了していない場合には、ドア閉動作が開始してから設定時間
Ｔ１が経過したか否かが制御装置８によって判定される（Ｓ９）。ドア閉動作が開始して
からの時間が設定時間Ｔ１を経過していない場合には、乗場ドア１６の閉動作が完了した
か否かの判定（Ｓ７）と、ドア閉動作が開始してから設定時間Ｔ１が経過したか否かの判
定（Ｓ９）とが制御装置８によって繰り返される。
【００３７】
　この後、乗場ドア１６の閉動作が完了していない状態で、設定時間Ｔ１が経過すると、
制御装置８の制御により、かごドア１２及び乗場ドア１６の動作が閉動作から開動作に反
転するドア反転動作が行われる（Ｓ１０）。
【００３８】
　この後、ドア開動作が再度完了すると（Ｓ５）、ドア閉動作の開始からドア反転動作ま
での一連の制御が、乗場ドア１６の閉動作が完了するまで繰り返される（Ｓ６、Ｓ７、Ｓ
９、Ｓ１０）。この後、乗場ドア１６の閉動作が完了すると、かご２の移動が可能になり
、エレベーターの通常運転が継続される（Ｓ８）。
【００３９】
　次に、制御装置８による開閉ダンパ３２の制御について説明する。図４は、図１の制御
装置８による開閉ダンパ３２の制御を示すフローチャートである。エレベーターの通常運
転時には、開閉ダンパ３２で連通孔３１が閉じた状態を維持しながら（Ｓ１１）、火災感
知器からの情報に基づいて、火災感知器が火災を感知したか否かが制御装置８によって常
時判定されている（Ｓ１２）。火災が火災感知器で感知された場合、制御装置８の制御に
より、開閉ダンパ３２の開動作が禁止され、連通孔３１が閉じた状態が維持される（Ｓ１
３）。
【００４０】
　火災感知器が火災を感知していない状態で、制御装置８のドア閉指令によってドア閉動
作が開始すると（Ｓ１４）、乗場ドア１６の閉動作が完了したか否かが制御装置８によっ
て判定される（Ｓ１５）。乗場ドア１６の閉動作が完了した場合には、開閉ダンパ３２の
開動作が禁止され、連通孔３１が閉じた状態が維持される（Ｓ１３）。
【００４１】
　一方、乗場ドア１６の閉動作が完了していない場合には、ドア反転動作を行うときと同
じ設定時間Ｔ１がドア閉動作の開始から経過したか否かが制御装置８によって判定される
（Ｓ１６）。ドア閉動作が開始してからの時間が設定時間Ｔ１を経過していない場合には
、乗場ドア１６の閉動作が完了したか否かの判定（Ｓ１５）と、ドア閉動作が開始してか
ら設定時間Ｔ１が経過したか否かの判定（Ｓ１６）とが制御装置８によって繰り返される
。
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【００４２】
　この後、乗場ドア１６の閉動作が完了していない状態で、設定時間Ｔ１が経過すると、
制御装置８の制御により、開閉ダンパ３２が動作して連通孔３１が開く（Ｓ１７）。この
例では、連通孔３１を開く開閉ダンパ３２の開動作がドア反転動作と同時に行われる。
【００４３】
　この後、乗場ドア１６の閉動作が完了したか否かが制御装置８によって再度判定される
（Ｓ１８）。乗場ドア１６の閉動作が完了していない場合には、乗場ドア１６の閉動作が
完了するまで、乗場ドア１６の閉動作が完了したか否かの判定が繰り返される。
【００４４】
　連通孔３１が開いた後、乗場ドア１６の閉動作が完了した場合には、制御装置８の制御
により、開閉ダンパ３２が動作して連通孔３１が閉じる（Ｓ１９）。
【００４５】
　このようなエレベーターの出入口開閉システムでは、乗場出入口１５を囲む三方枠１９
に形成された連通孔３１が開閉ダンパ３２によって開閉され、制御装置８が、乗場ドア１
６の動作の制御に応じて開閉ダンパ３２の動作を制御するので、乗場ドア１６の動作時に
開閉ダンパ３２で連通孔３１を開くことにより、乗場出入口１５とは別の連通孔３１を通
してドラフト風の一部を逃がすことができる。これにより、乗場ドア１６の動作時に乗場
ドア１６が受けるドラフト風の圧力を小さくすることができ、乗場出入口１５をより確実
に閉じることができる。
【００４６】
　また、制御装置８は、乗場ドア１６の閉動作を開始してから設定時間Ｔ１が経過しても
乗場ドア１６の閉動作が完了しない場合に、開閉ダンパ３２で連通孔３１を開く制御を行
うので、必要なときだけ開閉ダンパ３２を動作させることができ、開閉ダンパ３２の長寿
命化を図ることができる。
【００４７】
　また、制御装置８は、乗場ドア１６の閉動作を開始してから設定時間Ｔ１が経過しても
乗場ドア１６の閉動作が完了しない場合にドア反転動作を行うので、ドア駆動モータ１３
の過負荷等による故障を防止することができる。
【００４８】
　また、制御装置８は、火災感知器が火災を感知すると、開閉ダンパ３２で連通孔３１を
開くことを禁止するので、火災時に連通孔３１を閉じることができ、昇降路１と乗場１４
とをより確実に仕切ることができる。これにより、火災の延焼を防止することができ、乗
場１４の区画を防火区画とすることができる。
【００４９】
　なお、上記の例では、かごドア１２及び乗場ドア１６の閉動作が開始してから設定時間
Ｔ１が経過しても乗場ドア１６の閉動作が完了しない場合に、かごドア１２及び乗場ドア
１６の動作が閉動作から開動作に反転するドア反転動作と、開閉ダンパ３２によって連通
孔３１が開くダンパ開動作とが同時に行われるが、これに限定されず、ドア反転動作をダ
ンパ開動作よりも先に行ってもよいし、ダンパ開動作をドア反転動作よりも先に行っても
よい。
【００５０】
　また、上記の例では、ドア閉動作が完了していない状態で設定時間Ｔ１が経過すると、
制御装置８の制御によりドア反転動作を行うようになっているが、ドア反転動作を行わず
、ドア閉動作が完了するまでドア閉動作を継続するようにしてもよい。この場合、ドア閉
動作が開始してから設定時間Ｔ１が経過すると、開閉ダンパ３２が動作して連通孔３１が
開くことから、連通孔３１が開いた後にドア閉動作が完了すると考えられる。このように
すれば、ドア反転動作を行う時間を節約することができ、かごドア１２及び乗場ドア１６
の開閉動作の時間の短縮化をさらに図ることができる。
【００５１】
　実施の形態２．
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　実施の形態１では、ドア閉動作の開始から設定時間Ｔ１が経過しても乗場ドア１６の閉
動作が完了しない場合に、開閉ダンパ３２を動作させて連通孔３１を開く制御を制御装置
８が行うが、ドア閉動作の開始時に開閉ダンパ３２を動作させて連通孔３１を開く制御を
制御装置８が行うようにしてもよい。
【００５２】
　図５は、この発明の実施の形態２によるエレベーターの出入口開閉システムの制御装置
８による開閉ダンパ３２の制御を示すフローチャートである。実施の形態２では、火災感
知器が火災を感知していない状態でドア閉動作が開始するときまでの制御装置８による開
閉ダンパ３２の制御（Ｓ１１～Ｓ１４）は、実施の形態１における開閉ダンパ３２の制御
と同様である。
【００５３】
　火災感知器が火災を感知していない状態で、制御装置８のドア閉指令によってドア閉動
作が開始すると（Ｓ１４）、制御装置８の制御により、開閉ダンパ３２が動作して連通孔
３１が開く（Ｓ２１）。この後、乗場ドア１６の閉動作が完了したか否かが制御装置８に
よって判定される（Ｓ２２）。
【００５４】
　乗場ドア１６の閉動作が完了していない場合には、乗場ドア１６の閉動作が完了するま
で、乗場ドア１６の閉動作が完了したか否かの判定が繰り返される。この後、乗場ドア１
６の閉動作が完了すると、制御装置８の制御により、開閉ダンパ３２が動作して連通孔３
１が閉じる（Ｓ２３）。
【００５５】
　制御装置８によるかごドア１２及び乗場ドア１６の制御は、実施の形態１と同様である
。また、他の構成及び動作も実施の形態１と同様である。
【００５６】
　このようなエレベーターの出入口開閉システムでは、制御装置８が、乗場ドア１６の閉
動作の開始時に開閉ダンパ３２で連通孔３１を開く制御を行うので、乗場ドア１６が受け
るドラフト風の圧力の大きさが小さくなった状態で乗場ドア１６の閉動作を行うことがで
き、かご出入口１０及び乗場出入口１５を開閉する時間の短縮化を図ることができる。
【００５７】
　なお、上記の例では、ドア閉動作が完了していない状態で設定時間Ｔ１が経過すると、
制御装置８の制御によりドア反転動作を行うようになっているが、ドア反転動作を行わず
、ドア閉動作が完了するまでドア閉動作を継続するようにしてもよい。
【００５８】
　また、各上記実施の形態では、開閉ダンパ３２によって開閉される連通孔３１が１階の
乗場１４の三方枠１９にのみ形成されているが、これに限定されず、開閉ダンパ３２によ
って開閉される連通孔３１を最上階の乗場１４の三方枠１９にのみ形成してもよいし、開
閉ダンパ３２によって開閉される連通孔３１をすべての階の乗場１４の三方枠１９に形成
してもよい。このようにしても、乗場出入口１５とば別の連通孔３１を通してドラフト風
の一部を逃がすことができ、乗場ドア１６が受けるドラフト風の圧力の大きさを小さくす
ることができる。
【００５９】
　また、各上記実施の形態では、開閉ダンパ３２によって開閉される連通孔３１が三方枠
１９の上枠２１にのみ形成されているが、開閉ダンパ３２によって開閉される連通孔３１
が形成される位置は、三方枠１９のどの位置でもよい。例えば、三方枠１９の一方の縦枠
２０に連通孔３１を形成してもよいし、上枠２１及び一対の縦枠２０のそれぞれに連通孔
３１を形成してもよい。また、乗場操作盤２２の操作盤カバー２３及び収容ボックスに連
通孔を設けて、乗場操作盤２２に設けた連通孔によって乗場１４と昇降路１とを互いに連
通するようにしてもよい。
【００６０】
　また、各上記実施の形態では、各階の三方枠１９に火災感知器を設けてもよい。
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【００６１】
　また、各上記実施の形態では、三方枠１９に形成されている連通孔３１の数が１つであ
るが、三方枠１９に複数の連通孔３１を形成し、複数の連通孔３１に開閉ダンパ３２をそ
れぞれ設けてもよい。この場合、各連通孔３１は、開閉ダンパ３２で個別に開閉される。
また、この場合、制御装置８は、乗場ドア１６の動作の制御に応じて各開閉ダンパ３２の
動作を個別に制御してもよいし、乗場ドア１６の動作の制御に応じて各開閉ダンパ３２の
動作が同じになるように制御してもよい。このようにすれば、乗場出入口１５とは異なる
複数の連通孔３１にドラフト風を通すことができ、乗場出入口１５を避けて通るドラフト
風の量を増やすことができる。これにより、乗場ドア１６が受けるドラフト風の圧力の大
きさをさらに小さくすることができ、乗場出入口１５をさらに確実に閉じることができる
。
【符号の説明】
【００６２】
　１　昇降路、８　制御装置、１４　乗場、１５　乗場出入口、１６　乗場ドア、１９　
三方枠、３１　連通孔、３２　開閉ダンパ。

【図１】 【図２】
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【図５】
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