
JP 2012-193007 A 2012.10.11

(57)【要約】
【課題】エレベータの乗りかごの乗客の種別に適した運
転制御を行なう。
【解決手段】実施形態によれば、乗りかごの出入口の高
さ方向に沿って複数設けられた、出入口を通る乗客を検
出するセンサと、複数のセンサのうち乗客を検出してい
るセンサおよびその検出タイミングを認識する認識手段
と、認識結果をもとに、検出した乗客が乗車したか降車
したかを判別する移動方向判別手段と、検出した乗客の
種別を認識結果をもとに判別し、この判別した種別およ
び移動方向判別手段による判別結果をもとに当該乗りか
ごに対して乗車または降車する乗客の種別を判別するこ
とで、乗りかご内に現在乗車している乗客の人数を種別
ごとに判別する乗客種別判別手段と、乗りかごの着床時
において、乗りかご内に乗車している乗客の種別が所定
の種別の乗客である場合に、当該乗客に危険が及ばない
ように乗りかごの戸開閉を制御する運転制御手段とをも
つ。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　乗りかごの出入口の高さ方向に沿って複数設けられた、前記出入口を通る乗客を検出す
るセンサと、
　前記複数のセンサのうち乗客を検出しているセンサおよびその検出タイミングを認識す
る認識手段と、
　前記認識手段による認識結果をもとに、前記検出した乗客が前記乗りかごに乗車したか
前記乗りかごから降車したかを判別する移動方向判別手段と、
　前記認識手段による認識結果をもとに前記検出した乗客の種別を判別し、この判別した
種別および前記移動方向判別手段による判別結果をもとに当該乗りかごに対して乗車また
は降車する乗客の種別を判別することで、乗りかご内に現在乗車している乗客の人数を種
別ごとに判別する乗客種別判別手段と、
　前記乗りかごが着床した際に、前記乗りかご内に所定の種別の乗客が現在乗車している
と前記乗客種別判別手段により判別している場合に、当該乗客に危険が及ばないように前
記乗りかごの戸開閉を制御する運転制御手段とを備えたことを特徴とするエレベータ。
【請求項２】
　前記センサに対し乗りかごの乗降方向に沿って並列に設けられた、前記出入口を通る乗
客を検出する第２のセンサをさらに備え、
　前記移動方向判別手段は、
　前記並列に設けられるセンサのうち、乗りかご内からみて外側および内側のセンサがと
もに前記乗客を検出して、前記外側のセンサが前記内側のセンサより先に前記乗客を検出
した場合に、前記検出した乗客が前記乗りかごに乗車したと判別し、また、前記外側およ
び内側のセンサがともに前記乗客を検出して、前記内側のセンサが前記外側のセンサより
先に前記乗客を検出した場合に、前記検出した乗客が前記乗りかごから降車したと判別す
る、
ことを特徴とする請求項１に記載のエレベータ。
【請求項３】
　前記乗客種別判別手段は、
　前記高さ方向に沿った複数のセンサのうち乗客を検出しているセンサの本数が所定の本
数以下である場合に、前記検出した乗客が子供であると判別し、
　前記運転制御手段は、
　前記乗りかごが着床した際に、前記乗りかご内に子供が現在乗車していると前記乗客種
別判別手段により判別している場合に、戸開閉速度を遅くする制御を行なう
ことを特徴とする請求項１に記載のエレベータ。
【請求項４】
　前記乗客種別判別手段は、
　前記高さ方向に沿った複数のセンサのうち乗客を検出しているセンサの本数が所定の本
数以下で、かつ、前記複数のセンサのうちいずれかが前記乗客を検出してから少なくとも
１つのセンサによる当該乗客の検出が維持された状態で、他のセンサによる検出状態が変
化した場合に、前記検出した乗客が車椅子利用者であると判別し、
　前記運転制御手段は、
　前記乗りかごが着床した際に、前記乗りかご内に車椅子利用者が現在乗車していると前
記乗客種別判別手段により判別している場合に、戸閉開始までの待ち時間を延長する制御
を行なう
ことを特徴とする請求項１に記載のエレベータ。
【請求項５】
　前記乗客種別判別手段は、
　前記高さ方向に沿った複数のセンサのうち乗客を検出しているセンサの本数が所定の本
数以下で、かつ、前記複数のセンサのうちいずれかが前記乗客を検出してから少なくとも
１つのセンサによる当該乗客の検出が維持された状態で、他のセンサによる検出状態が変
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化した場合に、前記検出した乗客が荷物を運搬する乗客であると判別し、
　前記運転制御手段は、
　前記乗りかごが着床した際に、前記乗りかご内に荷物を運搬する乗客が現在乗車してい
ると前記乗客種別判別手段により判別している場合に、戸閉開始までの待ち時間を延長す
る制御を行なう
ことを特徴とする請求項１に記載のエレベータ。
【請求項６】
　前記乗客種別判別手段は、
　前記高さ方向に沿った複数のセンサのうち乗客を検出しているセンサの本数が所定の本
数を超え、かつ、前記複数のセンサのうちいずれかが前記乗客を検出してから少なくとも
１つのセンサによる当該乗客の検出が維持された状態で、他のセンサによる検出状態が変
化した場合に、前記検出した乗客が荷物を運搬する乗客であると判別し、
　前記運転制御手段は、
　前記乗りかごが着床した際に、前記乗りかご内に荷物を運搬する乗客が現在乗車してい
ると前記乗客種別判別手段により判別している場合に、戸閉開始までの待ち時間を延長す
る制御を行なう
ことを特徴とする請求項１に記載のエレベータ。
【請求項７】
　乗りかごにかかる荷重値を検出する荷重検出器をさらに備え、
　前記移動方向判別手段は、
　前記センサが乗客を検出する前から後にかけて、前記荷重検出器により検出した荷重値
が増加した場合には、前記検出した乗客は前記乗りかごに乗車したと判別し、前記センサ
が乗客を検出する前から後にかけて、前記荷重検出器により検出した荷重値が減少した場
合には、前記検出した乗客は前記乗りかごから降車したと判別する、
ことを特徴とする請求項１に記載のエレベータ。
【請求項８】
　前記乗りかご内を撮影する撮影装置をさらに備え、
　前記移動方向判別手段は、
　前記センサが乗客を検出する前後に前記撮影装置が撮影した画像に基づいて、前記検出
した乗客が前記乗りかごに乗車したか前記乗りかごから降車したかを判別する
ことを特徴とする請求項１に記載のエレベータ。
【請求項９】
　前記移動方向判別手段による判別結果をもとに、前記乗りかご内における占有面積を算
出する算出手段と、
　前記算出手段により算出した面積が所定の条件を満たす場合に、前記乗りかご内が満員
であると判別する満員判別手段とをさらに備え、
　前記運転制御手段は、
　前記満員判別手段により前記乗りかご内が満員と判別した場合には当該乗りかごを新た
な乗り場呼びに応答させない満員通過運転を行なう
ことを特徴とする請求項２、７、８のいずれかに記載のエレベータ。
【請求項１０】
　前記乗りかごが着床した際に、前記乗りかご内に子供が現在乗車していると前記乗客種
別判別手段により判別している場合に、前記乗りかご内に子供が現在乗車していることを
外部に報知する
ことを特徴とする請求項１に記載のエレベータ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、乗りかごの出入口を通る乗客を検出するセンサを有するエレベー
タに関する。
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【背景技術】
【０００２】
　従来、エレベータの乗りかごの出入口に当該出入口を通る物体の有無を検出するための
例えば赤外線を用いたセンサを設置したものがある。
【０００３】
　このセンサは、乗りかごの出入口付近の障害物の有無を検出し、障害物があると検出し
た際に、戸閉動作を停止させることで、戸閉時に乗客または障害物がかごドアに挟まれる
のを防止することに使用される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－２９５８２号公報
【特許文献２】特開２００７－２４１４０８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来のエレベータは、乗りかごの出入口のセンサを用いて、何かしらの
物体が乗りかごの出入口にあるか否かを検出して戸閉動作を停止させることはできても、
乗りかごの出入口を通る乗客の形態に適した運転制御を行なうことはできなかった。
【０００６】
　本発明が解決しようとする課題は、乗りかごの乗客の種別に適した運転制御を行なうこ
とが可能になるエレベータを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　実施形態によれば、乗りかごの出入口の高さ方向に沿って複数設けられた、前記出入口
を通る乗客を検出するセンサと、前記複数のセンサのうち乗客を検出しているセンサおよ
びその検出タイミングを認識する認識手段と、認識結果をもとに、前記検出した乗客が前
記乗りかごに乗車したか前記乗りかごから降車したかを判別する移動方向判別手段と、認
識結果をもとに前記検出した乗客の種別を判別し、この判別した種別および前記移動方向
判別手段による判別結果をもとに当該乗りかごに対して乗車または降車する乗客の種別を
判別することで、乗りかご内に現在乗車している乗客の人数を種別ごとに判別する乗客種
別判別手段と、乗りかごの着床時において、前記乗りかご内に乗車している乗客の種別が
所定の種別の乗客である場合に、当該乗客に危険が及ばないように前記乗りかごの戸開閉
を制御する運転制御手段とをもつ。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】第１の実施形態におけるエレベータの乗りかごの乗客判別用のセンサの乗降方向
の配置形態の第１の例を示す平面図。
【図２】第１の実施形態におけるエレベータの乗りかごの乗客判別用のセンサの高さ方向
の配置形態の一例を示す側面図。
【図３】第１の実施形態におけるエレベータの乗りかごの乗客判別用のセンサの高さ方向
の配置形態の一例を示す側面図。
【図４】第１の実施形態におけるエレベータの乗りかごの乗客判別用のセンサの乗降方向
の配置形態の第２の例を示す平面図。
【図５】第１の実施形態におけるエレベータの乗りかごの乗客判別用のセンサの乗降方向
の配置形態の第３の例を示す平面図。
【図６】第１の実施形態におけるエレベータの乗りかごの乗客判別用のセンサの乗降方向
の配置形態の第４の例を示す平面図。
【図７】第１の実施形態におけるエレベータのエレベータ制御装置の機能構成の一例を示
すブロック図。
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【図８】第１の実施形態におけるエレベータによる乗客種別および乗降方向判別のための
処理動作の一例を示すフローチャート。
【図９】第１の実施形態におけるエレベータによる乗客の乗降方向の判別パターンの一例
を示す図。
【図１０】第１の実施形態におけるエレベータによる乗客の種別が大人であることの判別
パターンの一例を示す図。
【図１１】第１の実施形態におけるエレベータによる乗客の種別が子供であることの判別
パターンの一例を示す図。
【図１２】第１の実施形態におけるエレベータによる乗客の種別が車椅子利用者であるこ
との判別パターンの一例を示す図。
【図１３】第１の実施形態におけるエレベータによる乗客の種別が荷物を運搬する乗客で
あることの判別パターンの一例を示す図。
【図１４】第２の実施形態におけるエレベータの乗りかごの乗客判別用のセンサの乗降方
向の配置形態の第１の例を示す平面図。
【図１５】第２の実施形態におけるエレベータの乗りかごの乗客判別用のセンサの乗降方
向の配置形態の第２の例を示す平面図。
【図１６】第２の実施形態におけるエレベータの乗りかごの乗客判別用のセンサの乗降方
向の配置形態の第３の例を示す平面図。
【図１７】第２の実施形態におけるエレベータの乗りかごの乗客判別用のセンサおよび荷
重検出器の配置形態の第１の例を示す図。
【図１８】第２の実施形態におけるエレベータの乗りかごの乗客判別用のセンサおよび荷
重検出器の配置形態の第２の例を示す図。
【図１９】第２の実施形態におけるエレベータの乗りかごの乗客判別用のセンサおよび荷
重検出器の配置形態の第３の例を示す図。
【図２０】第２の実施形態におけるエレベータのエレベータ制御装置の機能構成の一例を
示すブロック図。
【図２１】第２の実施形態におけるエレベータによる乗客種別および乗降方向判別のため
の処理動作の一例を示すフローチャート。
【図２２】第３の実施形態におけるエレベータの乗りかごの乗客判別用のセンサおよび荷
重検出器の配置形態の一例を示す図。
【図２３】第３の実施形態におけるエレベータのエレベータ制御装置の機能構成の一例を
示すブロック図。
【図２４】第３の実施形態におけるエレベータによる乗客種別および乗降方向判別のため
の処理動作の一例を示すフローチャート。
【図２５】第４の実施形態におけるエレベータのエレベータ制御装置の機能構成の一例を
示すブロック図。
【図２６】第４の実施形態におけるエレベータによる乗客種別、乗降方向判別および満員
判別のための処理動作の一例を示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、実施の形態について、図面を参照して説明する。　
（第１の実施形態）
　まず、第１の実施形態について説明する。　
　図１は、第１の実施形態におけるエレベータの乗りかごの乗客判別用のセンサの乗降方
向の配置形態の第１の例を示す平面図である。　
　本実施形態におけるエレベータの乗りかごのかご室１のかごドアパネル３には、乗りか
ごの出入口の乗客を検出するための赤外線センサであるセンサ２が取り付けられる。セン
サ２は、例えばかご枠のバックアングルに取り付けてもよい。また、センサ２は、従来の
障害物を検知するのに使用していたセンサと兼用してもよい。
【００１０】
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　図２は、第１の実施形態におけるエレベータの乗りかごの乗客判別用のセンサの高さ方
向の配置形態の一例を示す正面図である。図３は、第１の実施形態におけるエレベータの
乗りかごの乗客判別用のセンサの高さ方向の配置形態の一例を示す図である。　
　図２は、乗りかご内より出入口を見た正面図である。図１乃至図３に示すように、セン
サ２ａ，２ｂ，２ｃ，２ｄ，２ｅ，２ｆでなる。センサ２ａ，２ｂ，２ｃ，２ｄ，２ｅは
、乗りかごのかご室１の高さ方向に沿って所定間隔ごとに、乗りかごの床面に近い高さか
らセンサ２ａ，２ｂ，２ｃ，２ｄ，２ｅの順で設けられる。本実施形態では、乗りかごの
かご室１の高さ方向に沿って５つのセンサを設ける例を説明するが、これに限らず、例え
ば５０といった数十個のセンサを乗りかごのかご室１の高さ方向に沿って所定間隔ごとに
設けるようにしてもよい。
【００１１】
　各センサ２は、赤外線の送信部と受信部でなり、出入口を隔てた一方と他方とで対向し
て設けられる。　
　センサ２ａの送信部は、図２および図３に示した光軸４ａを有する赤外線を受信部に送
信する。センサ２ｂの送信部は、図２および図３に示した光軸４ｂを有する赤外線を受信
部に送信する。センサ２ｃの送信部は、図２および図３に示した光軸４ｃを有する赤外線
を受信部に送信する。センサ２ｄの送信部は、図２および図３に示した光軸４ｄを有する
赤外線を受信部に送信する。センサ２ｅの送信部は、図１乃至図３に示した光軸４ｅを有
する赤外線を受信部に送信する。各センサ２は、赤外線を対象物が遮った場合に、対象物
の検出信号を出力する。
【００１２】
　また、かご室内からみたセンサ２ａの取り付け箇所に対する、かご室１の乗降方向に沿
って隣接し、かご室内からみて、センサ２ａの取り付け箇所より外側の箇所にはセンサ２
ｆが取り付けられる。センサ２ｆの送信部は、図１に示した光軸４ｆを有する赤外線を受
信部に送信する。なお、センサ２ｆの取り付け箇所は、センサ２ａ以外の取り付け箇所に
対する、かご室１の乗降方向に沿って隣接した箇所であってもよいが、身長が低い乗客や
高さが低い荷物を検出できるように、例えばセンサ２ａ，２ｂ，２ｃのいずれかの取り付
け箇所に対する、かご室１の乗降方向に沿って隣接した箇所であることが望ましい。また
、前述したような、乗降方向に沿って平行して取り付けるセンサの数は複数であってもよ
い。例えば、センサ２ａの取り付け箇所に対する、かご室１の乗降方向に沿って隣接した
箇所にセンサ２ｆを取り付けるとともに、センサ２ｂの取り付け箇所に対する、かご室１
の乗降方向に沿って隣接した箇所に別のセンサを取り付けてもよい。
【００１３】
　センサ２ｆの取り付け箇所は、かご室内からみて、センサ２ａ～２ｅの取り付け箇所よ
り外側にある。したがって、乗客がかご室外からかご室内に乗車した場合には、外側のセ
ンサ２ｆからの赤外線の光軸４ｆを先に遮って、内側のセンサ２ａ～２ｅからの赤外線の
光軸４ａ～４ｅのいずれかを後に遮ることになる。
【００１４】
　また、乗客がかご室内からかご室外に降車した場合には、センサ２ａ～２ｅからの赤外
線の光軸４ａ～４ｅのいずれかを先に遮って、センサ２ｆからの赤外線の光軸４ｆを後に
遮ることになる。
【００１５】
　また、本実施形態では、乗りかごのかご室１は、図示しない巻上機の回転軸に設けられ
たシーブおよびそらせシーブに巻き掛けられたメインロープを介して吊り合い重りと連結
される。かご室１は、巻上機の駆動によるシーブの回転に伴い、シーブとメインロープの
間の摩擦力により吊り合い重りとともに昇降路内を互いに上下反対方向に昇降する。また
、かご室１の昇降の方式は、上述のロープ吊り合い式に限らず、例えばロープ巻胴式や液
圧式であってもよい。
【００１６】
　図４は、第１の実施形態におけるエレベータの乗りかごの乗客判別用のセンサの乗降方
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向の配置形態の第２の例を示す平面図である。　
　図４に示した例では、センサ２ａ～２ｅはドアパネル３の内部に組み込まれ、センサ２
ｆは、かご室１のかごドアパネル３に取り付けられる。また、センサ２ａ～２ｅはドアパ
ネル３の端部のセーフティシューに組み込んでもよい。
【００１７】
　図５は、第１の実施形態におけるエレベータの乗りかごの乗客判別用のセンサの乗降方
向の配置形態の第３の例を示す平面図である。　
　図５に示した例では、センサ２ａ～２ｅは乗りかご出入口柱５の内部に組み込まれ、セ
ンサ２ｆは、かご室１のかごドアパネル３に取り付けられる。
【００１８】
　図６は、第１の実施形態におけるエレベータの乗りかごの乗客判別用のセンサの乗降方
向の配置形態の第４の例を示す平面図である。　
　図６に示した例では、センサ２ａ～２ｅは乗りかご出入口柱５の内部に組み込まれ、セ
ンサ２ｆは、ドアパネル３の内部に取り付けられる。
【００１９】
　図７は、第１の実施形態におけるエレベータのエレベータ制御装置の機能構成の一例を
示すブロック図である。　
　図７に示すように、本実施形態のエレベータのエレベータ制御装置２０は、センサ検出
信号入力部２１ａ，２１ｂ，２１ｃ，２１ｄ，２１ｅ，２１ｆ、センサ検出有無認識部２
２、乗客種別判別部２３、移動方向判別部２４、運転制御部２５、記憶装置２６を有する
。
【００２０】
　センサ検出信号入力部２１ａは、センサ２ａからの検出信号を入力する。センサ検出信
号入力部２１ｂは、センサ２ｂからの検出信号を入力する。センサ検出信号入力部２１ｃ
は、センサ２ｃからの検出信号を入力する。センサ検出信号入力部２１ｄは、センサ２ｄ
からの検出信号を入力する。センサ検出信号入力部２１ｅは、センサ２ｅからの検出信号
を入力する。センサ検出信号入力部２１ｆは、センサ２ｆからの検出信号を入力する。
【００２１】
　センサ検出有無認識部２２は、センサ検出信号入力部２１ａ～２１ｆのそれぞれによる
検出信号の入力の有無を認識する。　
　移動方向判別部２４は、センサ検出有無認識部２２による認識結果をもとに乗りかごの
出入口を通る乗客の移動方向が乗車であるか降車であるかを判別する。
【００２２】
　乗客種別判別部２３は、センサ検出有無認識部２２による認識結果および移動方向判別
部２４による判別結果をもとに乗りかごの出入口を通った乗客の種別およびその移動方向
を判別して、当該乗りかごに対して乗車または降車する乗客の種別を判別することで、乗
りかご内に現在乗車している乗客の人数を当該乗客の種別ごとに判別する。本実施形態で
は、乗客の種別とは、大人、子供、車椅子利用者、荷物を運搬する乗客に区分される。
【００２３】
　運転制御部２５は、呼び登録にしたがって乗りかごの昇降制御を行なうとともに、乗客
種別判別部２３による、乗りかご内に現在乗車している乗客の人数の当該乗客の種別ごと
の判別結果をもとに、この乗客種別に適したドア開閉制御を行なう。
【００２４】
　記憶装置２６は、不揮発性メモリなどの記憶媒体であり、センサ検出信号入力部２１ａ
～２１ｆ、センサ検出有無認識部２２、乗客種別判別部２３、移動方向判別部２４、運転
制御部２５による処理動作のための制御プログラムを記憶する。
【００２５】
　次に、図１に示した構成のエレベータの動作について説明する。　
　図８は、第１の実施形態におけるエレベータによる乗客種別および乗降方向判別のため
の処理動作の一例を示すフローチャートである。　
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　図９は、第１の実施形態におけるエレベータによる乗客の乗降方向の判別パターンの一
例を示す図である。　
　図１０は、第１の実施形態におけるエレベータによる乗客の種別が大人であることの判
別パターンの一例を示す図である。　
　図１１は、第１の実施形態におけるエレベータによる乗客の種別が子供であることの判
別パターンの一例を示す図である。　
　図１２は、第１の実施形態におけるエレベータによる乗客の種別が車椅子利用者である
ことの判別パターンの一例を示す図である。　
　図１３は、第１の実施形態におけるエレベータによる乗客の種別が荷物を運搬する乗客
であることの判別パターンの一例を示す図である。　
　初期状態では、センサ２ａ～２ｆは対象物を検出していないとする。センサ２ａ～２ｆ
のうち、センサ２ａ～２ｅのいずれかからの赤外線を乗客が遮ると（ステップＳ１）、送
信している赤外線が遮られたセンサは、検出信号をエレベータ制御装置２０に出力する。
【００２６】
　センサ検出有無認識部２２が、センサ検出信号入力部２１ａ～２１ｅのそれぞれによる
検出信号の入力の有無を認識し、センサ検出信号入力部２１ａ～２１ｅの全てが検出信号
を入力していると認識した場合（ステップＳ２のＹＥＳ）、乗客種別判別部２３は、例え
ば図１０に示すように、検出信号の入力の認識開始から認識終了までにわたって認識結果
に変化がない、つまり乗客がセンサ２ａ～２ｅからの赤外線の光軸の４ａ～４ｅを全て遮
っていた場合には（ステップＳ３のＹＥＳ）、センサ２ａ～２ｅからの赤外線を遮った乗
客は大人であると判別する（ステップＳ４）。
【００２７】
　また、センサ検出有無認識部２２が、センサ検出信号入力部２１ａ～２１ｅの全てによ
る検出信号の入力の有無を認識した場合において（ステップＳ２のＹＥＳ）、乗客種別判
別部２３は、認識開始から、センサ検出信号入力部２１ａ～２１ｅのうち少なくとも１つ
により検出信号を入力しているとの認識を維持している状態で、検出信号の入力の認識開
始から認識終了、つまり、センサ検出信号入力部２１ａ～２１ｅの全てによる検出信号の
入力がなされなくなるまでに他のセンサからの検出信号の認識結果に変化が生じた場合に
は（ステップＳ３のＮＯ）、センサ２ａ～２ｅからの赤外線を遮った乗客は、例えばキャ
リーバッグなどの荷物を運搬する大人であると判別する（ステップＳ５）。
【００２８】
　具体的には、ステップＳ３で「ＮＯ」と判別する場合とは、例えば、検出信号の入力の
認識開始時は乗客がセンサ２ａ～２ｅからの赤外線の光軸４ａ～４ｅを全て遮ったが、認
識開始後に、乗客がセンサ２ａ，２ｂ，２ｄ，２ｅからの赤外線の光軸４ａ，４ｂ，４ｄ
，４ｅを遮らなくなった後、センサ２ｃからの赤外線の光軸４ｃを遮らなくなるとともに
、センサ２ｂからの赤外線の光軸４ｂを再び遮った後、センサ２ａからの赤外線の光軸４
ａを再び遮ることにより、センサ２ａ～２ｅのいずれかからの検出信号の入力の認識が維
持されている一方で、他のセンサの検出信号の入力の認識の有無が変化した場合である。
【００２９】
　また、センサ検出有無認識部２２が、センサ検出信号入力部２１ａ～２１ｅのうち一部
による検出信号を入力していると認識した場合（ステップＳ２のＮＯ）、乗客種別判別部
２３は、例えば図１１に示すように、検出信号の入力の認識開始から認識終了までにわた
って認識結果に変化がない、つまり乗客がセンサ２ａ～２ｃからの赤外線の光軸４ａ～４
ｃを遮り、その他のセンサからの赤外線を遮らない場合には（ステップＳ６のＹＥＳ）、
センサ２ａ～２ｅの一部からの赤外線を遮った乗客は子供であると判別する（ステップＳ
７）。
【００３０】
　また、センサ検出有無認識部２２が、センサ検出信号入力部２１ａ～２１ｅのうち一部
により検出信号を入力していると認識した場合で（ステップＳ２のＮＯ）、乗客種別判別
部２３は、認識開始から、センサ検出信号入力部２１ａ～２１ｅのうち少なくとも１つに
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より検出信号を入力しているとの認識を維持している状態で、検出信号の入力の認識開始
から認識終了、つまり検出信号の入力停止までに他のセンサからの検出信号の認識結果に
変化が生じた場合には（ステップＳ６のＮＯ）、センサ２ａ～２ｅの一部からの赤外線を
遮った乗客は車椅子利用者、またはショッピングカートなどの荷物を運ぶ乗客であると判
別する（ステップＳ８）。
【００３１】
　ここで、乗客種別判別部２３は、認識開始から、センサ検出信号入力部２１ａ～２１ｅ
のうち２つ以下により検出信号を入力しているとの認識を維持している状態で、この検出
信号の入力の認識開始から認識終了までに他のセンサからの検出信号の認識結果に変化が
生じた場合にはセンサ２ａ～２ｅの一部からの赤外線を遮った乗客は車椅子利用者である
と判別する。
【００３２】
　具体的には、乗客種別判別部２３は、例えば図１２に示すように、検出信号の入力の認
識開始時は乗客がセンサ２ａ～２ｂからの赤外線の光軸４ａ～４ｂのみ遮ったが、認識開
始後に、センサ２ｃ～２ｄからの赤外線の光軸４ｃ～４ｄをさらに遮るようになった場合
には、乗客が車椅子利用者であると判別する。
【００３３】
　また、乗客種別判別部２３は、認識開始から、センサ検出信号入力部２１ａ～２１ｅの
うち４つ以下により検出信号を入力しているとの認識を維持している状態で、この検出信
号の入力の認識開始から認識終了までに他のセンサからの検出信号の認識結果に変化が生
じた場合にはセンサ２ａ～２ｅの一部からの赤外線を遮った乗客はショッピングカートな
どの荷物を運ぶ乗客であると判別する。
【００３４】
　具体的には、乗客種別判別部２３は、例えば図１３に示すように、検出信号の入力の認
識開始時は乗客がセンサ２ａ～２ｃからの赤外線の光軸４ａ～４ｃのみ遮ったが、認識開
始後に、センサ２ｄ～２ｅからの赤外線の光軸４ｄ～４ｅをさらに遮るようになった場合
には、乗客がショッピングカートなどの荷物を運ぶ乗客であると判別する。
【００３５】
　センサ検出有無認識部２２は、センサ検出信号入力部２１ａ～２１ｆのそれぞれによる
検出信号の入力の開始のタイミングを認識する。　
　ステップＳ４，Ｓ５，Ｓ７，Ｓ８による判別後、図９に示すように、検出対象物６が、
乗りかご内からみて外側のセンサ２ｆからの赤外線の光軸４ｆを先に遮ることで、センサ
検出有無認識部２２が、センサ２ｆに対応するセンサ検出信号入力部２１ｆによる検出信
号の入力が先になされたことを認識し、かつ、図９に示すように、この認識から、乗客が
センサ２ｆからの赤外線とセンサ２ａ～２ｅのいずれかからの赤外線とを連続して通った
とみなせる所定時間内に、検出対象物６が、前述した内側のセンサ２ａ～２ｅからの赤外
線の光軸４ａ～４ｅのいずれかを後に遮ることで、センサ２ａ～２ｅに対応するセンサ検
出信号入力部２１ａ～２１ｅのいずれかによる検出信号の入力が後になされたことを認識
した場合には（ステップＳ９のＹＥＳ）、移動方向判別部２４は、センサ２ａ～２ｅの少
なくとも一部からの赤外線を遮った乗客は乗りかごに乗車した乗客であると判別する（ス
テップＳ１０）。
【００３６】
　また、ステップＳ４，Ｓ５，Ｓ７，Ｓ８による判別後、センサ検出有無認識部２２が、
センサ検出信号入力部２１ａ～２１ｅのいずれかによる検出信号の入力を先に認識し、こ
の認識から、乗客がセンサ２ａ～２ｅのいずれかからの赤外線とセンサ２ｆからの赤外線
とを連続して通ったとみなせる所定時間内にセンサ検出信号入力部２１ｆによる検出信号
の入力を後に認識した場合には（ステップＳ９のＮＯ）、移動方向判別部２４は、センサ
２ａ～２ｅの少なくとも一部からの赤外線を遮った乗客は乗りかごから降車した乗客であ
ると判別する（ステップＳ１１）。
【００３７】
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　乗客種別判別部２３は、乗りかごに乗客が乗車したとステップＳ１０で判別された場合
、または乗りかごから乗客が降車したとステップＳ１１で判別された場合、乗車または降
車前の判別結果である、乗りかご内における種別ごとの乗客人数に対して加算または減算
を行なうことで、この乗車または降車後における乗りかご内の現在の乗車人数を種別ごと
に判別し、この判別結果を記憶装置２６に記憶する（ステップＳ１２）。
【００３８】
　例えば、乗客種別判別部２３は、乗りかごに乗客が１名乗車したとステップＳ１０で判
別された場合、この乗客の種別がステップＳ７で子供と判別されていた場合には、乗りか
ご内の子供の人数が１名増加したとして、記憶装置２６に記憶される判別結果を、乗車後
における乗りかご内の現在の乗車人数の種別ごとの判別結果に更新する。
【００３９】
　また、乗客種別判別部２３は、乗りかごから乗客が１名降車したとステップＳ１１で判
別された場合、この乗客の種別がステップＳ７で子供と判別されていた場合には、乗りか
ご内の子供の人数が１名減少したとして、記憶装置２６に記憶される判別結果を、降車後
における乗りかご内の現在の乗車人数の種別ごとの判別結果に更新する。
【００４０】
　そして、乗りかごが行先階に着床した際、運転制御部２５は、乗客種別判別部２３によ
る判別結果である、乗りかご内の現在の乗車人数の種別に応じて、乗りかごの戸開閉速度
を制御したり戸開から戸閉開始までの待ち時間を制御したりする（ステップＳ１３）。
【００４１】
　具体的には、乗りかごの着床時において、乗りかご内に１名以上の子供の乗客が現在乗
車していると乗客種別判別部２３が判別している事を示す判別結果が記憶装置２６に記憶
されている場合には、運転制御部２５は、この子供が乗りかごから降車の際、当該子供に
危険が及ばないように、通常の戸開閉速度より遅い戸開閉速度で戸開閉し、かつ戸閉開始
までの通常の待ち時間が経過しても各種ボタンが押されない場合に戸閉するように戸開閉
制御を行なう。
【００４２】
　また、乗りかごの着床時において、乗りかご内に１名以上の車椅子利用者もしくは荷物
を運搬する１名以上の乗客が現在乗車していると乗客種別判別部２３が判別している事を
示す判別結果が記憶装置２６に記憶されている場合には、運転制御部２５は、これら乗車
している乗客が乗りかごから降車の際、当該乗客がドアに挟まれたりする危険が及ばない
ように通常の戸開閉速度で戸開閉して、かつ、戸開から通常の待ち時間を延長した待ち時
間とし、この待ち時間が経過しても乗りかご内の呼びボタンなどが押されない場合に戸閉
するように戸開閉制御を行なう。
【００４３】
　また、乗りかごの着床時において、乗りかご内に１名以上の子供および１名以上の車椅
子利用者の乗客がともに乗車していたり、乗りかご内に１名以上の子供および荷物を運搬
する１名以上の乗客がともに乗車していたりする事を示す判別結果が記憶装置２６に記憶
されている場合、運転制御部２５は、これらの乗客がともに乗りかごから降車の際、当該
乗客に危険が及ばないように、通常の戸開閉速度より遅い戸開閉速度で戸開閉し、かつ、
戸開から通常の待ち時間を延長した待ち時間とし、この待ち時間が経過しても乗りかご内
の呼びボタンなどが押されない場合に戸閉するように戸開閉制御を行なう。
【００４４】
　また、前述のように乗りかごが着床してから発車するまでの間に乗りかご内の乗客の降
車または乗りかごへの乗車がなされた場合には、乗客種別判別部２３は、乗車または降車
前の判別結果である、種別ごとの乗客人数に対して加算または減算を行なうことで、この
乗車または降車後における乗りかご内の乗車人数を種別ごとに再度判別し、運転制御部２
５は、この判別結果に応じて、必要に応じて戸開閉制御を行なう。
【００４５】
　以上のように、第１の実施形態におけるエレベータでは、乗りかごの出入口のセンサか
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らの赤外線を遮った乗客の種別を判別することで、乗りかご内の乗車人数を種別ごとに判
別しておき、乗りかごが着床した際に、乗りかごに子供が乗っている場合には、通常の戸
開閉速度より遅い第１の戸開閉速度で戸開閉するように戸開閉制御を行なうので、乗りか
ごのドアが開く際に、子供の手が戸袋に巻き込まれたり、ドアが閉じる際に子供の手がド
アに挟まれたりする危険を減らすことができるので、出入口を子供が通る際の安全性およ
び運行効率を向上させる事ができる。
【００４６】
　また、乗客が車椅子利用者や荷物を運搬する乗客である場合には、乗車または降車をス
ムーズにするために、戸閉開始までの待ち時間を長くする必要がある事から、本実施形態
では、乗りかごの着床時に、乗りかご内に車椅子利用者や荷物を運搬する乗客が乗ってい
る場合には、戸開から通常の待ち時間より延長した待ち時間とし、待ち時間が経過しても
乗りかご内の呼びボタンなどが押されない場合に戸閉するように戸閉制御を行なうので、
乗りかごの出入口を車椅子利用者や荷物を運搬する乗客が通る際の利便性および安全性を
向上させる事ができる。
【００４７】
（第２の実施形態）
　次に、第２の実施形態について説明する。なお、以下の各実施形態におけるエレベータ
の構成のうち、第１の実施形態で説明したものと同一部分の説明は省略する。本実施形態
では、１つのセンサによる検出結果と荷重検出を用いて乗客の移動方向を判別する。　
　図１４は、第２の実施形態におけるエレベータの乗りかごの乗客判別用のセンサの乗降
方向の配置形態の第１の例を示す平面図である。　
　図１４に示すように、本実施形態におけるエレベータの乗りかごのかご室１のかごドア
パネル３には、第１の実施形態と同様に、乗りかごの出入口の乗客を検出するための赤外
線センサであるセンサ２ａ～２ｅが取り付けられる。また、本実施形態では、第１の実施
形態と比較して、センサ２ｆを備えない。これらのセンサ２ａ～２ｅは、例えばかご枠の
バックアングルに取り付けてもよい。
【００４８】
　図１５は、第２の実施形態におけるエレベータの乗りかごの乗客判別用のセンサの乗降
方向の配置形態の第２の例を示す平面図である。　
　図１５に示した例では、センサ２ａ～２ｅはドアパネル３の内部に組み込まれる。また
、センサ２ａ～２ｅはドアパネル３の端部のセーフティシューに組み込んでもよい。
【００４９】
　図１６は、第２の実施形態におけるエレベータの乗りかごの乗客判別用のセンサの乗降
方向の配置形態の第３の例を示す平面図である。　
　図１６に示した例では、センサ２ａ～２ｅは乗りかご出入口柱５の内部に組み込まれる
。
【００５０】
　図１７は、第２の実施形態におけるエレベータの乗りかごの乗客判別用のセンサおよび
荷重検出器の配置形態の第１の例を示す図である。　
　本実施形態では、乗りかごのかご室１は、巻上機の回転軸に設けられたシーブ８および
そらせシーブに巻き掛けられたメインロープ１０を介して吊り合い重り９と連結される。
かご室１は、巻上機の駆動によるシーブ８の回転に伴い、シーブ８とメインロープ１０の
間の摩擦力により吊り合い重り９とともに昇降路内を互いに上下反対方向に昇降する。ま
た、かご室１の昇降の方式は、上述のロープ吊り合い式に限らず、例えばロープ巻胴式や
液圧式であってもよい。
【００５１】
　かご室１の出入口には、前述したようにセンサ２ａ～２ｅでなるセンサ２が設けられる
。また、かご室１の床下には、荷重の増減を検出するための荷重検出器７ａが設けられる
。荷重検出器７ａはかご室１にかかる荷重の増減の検出信号を図示しないテールコードを
介してエレベータ制御装置２０に出力する。
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【００５２】
　図１８は、第２の実施形態におけるエレベータの乗りかごの乗客判別用のセンサおよび
荷重検出器の配置形態の第２の例を示す図である。　
　図１８に示した例では、荷重検出器７ａの代わりに、乗りかご上のロープヒッチ部に荷
重検出器７ｂを設ける。荷重検出器７ｂはかご室１にかかる荷重の増減に伴う、ロープヒ
ッチ部にかかる荷重の増減の検出信号をエレベータ制御装置２０に出力する。
【００５３】
　図１９は、第２の実施形態におけるエレベータの乗りかごの乗客判別用のセンサおよび
荷重検出器の配置形態の第３の例を示す図である。　
　図１９に示した例では、荷重検出器７ａの代わりに、機械室もしくは昇降路内のロープ
ヒッチ部に荷重検出器７ｃを設ける。荷重検出器７ｃはかご室１にかかる荷重の増減に伴
う、ロープヒッチ部にかかる荷重の増減の検出信号をエレベータ制御装置２０に出力する
。以下、荷重検出器７ａ，７ｂ，７ｃを総称して、単に荷重検出器７と称する。
【００５４】
　図２０は、第２の実施形態におけるエレベータのエレベータ制御装置の機能構成の一例
を示すブロック図である。　
　図２０に示すように、本実施形態では、エレベータ制御装置２０は、センサ検出信号入
力部２１ｆを備える代わりに、荷重検出信号入力部３１を有する。荷重検出信号入力部３
１は、荷重検出器７からの検出信号を入力する。
【００５５】
　図２１は、第２の実施形態におけるエレベータによる乗客種別および乗降方向判別のた
めの処理動作の一例を示すフローチャートである。　
　初期状態では、センサ２ａ～２ｅは対象物を検出していないとする。センサ２ａ～２ｅ
いずれかからの赤外線を乗客が遮ると（ステップＳ２１）、送信している赤外線が遮られ
たセンサは、検出信号をエレベータ制御装置２０に出力する。　
　すると、第１の実施形態で説明したステップＳ２～Ｓ８までの処理により、乗客の種別
の判別がなされる。
【００５６】
　ステップＳ４，Ｓ５，Ｓ７，Ｓ８による判別後、荷重検出信号入力部３１が、乗客がセ
ンサ２からの赤外線を遮る前のタイミングから赤外線を遮った後のタイミングにかけて荷
重検出器７から入力した信号を認識し、この信号が、乗りかご内の荷重の増加を示す信号
であった場合には（ステップ２２のＹＥＳ）、移動方向判別部２４は、センサ２ａ～２ｅ
の少なくとも一部からの赤外線を遮った乗客は乗りかごに乗車した乗客であると判別する
（ステップＳ２３）。
【００５７】
　また、ステップＳ４，Ｓ５，Ｓ７，Ｓ８による判別後、荷重検出信号入力部３１が、乗
客がセンサ２からの赤外線を遮る前のタイミングから赤外線を遮った後のタイミングにか
けて荷重検出器７から入力した信号を認識し、この信号が、乗りかご内の荷重の減少を示
す信号であった場合には（ステップＳ２２のＮＯ）、移動方向判別部２４は、センサ２ａ
～２ｅの少なくとも一部からの赤外線を遮った乗客は乗りかごから降車した乗客であると
判別する（ステップＳ２４）。　
　そして、第１の実施形態で説明したステップＳ１２、Ｓ１３の処理がなされる。
【００５８】
　以上のように、第２の実施形態におけるエレベータでは、センサによる検出結果と荷重
検出を用いて乗客の移動方向を判別する。よって、第１の実施形態のようにセンサの２種
類の検出結果を用いずとも乗客の移動方向を判別することができるので、第１の実施形態
と同様に、乗客の安全性および利便性を向上させた上で、センサの設置数を減らすことが
できる。
【００５９】
（第３の実施形態）
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　次に、第３の実施形態について説明する。　
　図２２は、第３の実施形態におけるエレベータの乗りかごの乗客判別用のセンサおよび
荷重検出器の配置形態の一例を示す図である。　
　かご室１の出入口には、前述したようにセンサ２ａ～２ｅでなるセンサ２が設けられる
。また、かご室１内にはかご室１内を撮影するかご内カメラ１１が設けられる。　
　かご内カメラ１１は、かご室１内の撮影画像を示す信号を図示しないテールコードを介
してエレベータ制御装置２０に出力する。
【００６０】
　図２３は、第３の実施形態におけるエレベータのエレベータ制御装置の機能構成の一例
を示すブロック図である。　
　図２３に示すように、本実施形態では、エレベータ制御装置２０は、第１の実施形態と
比較して、センサ検出信号入力部２１ｆを備える代わりに、撮影画像入力部４１、画像解
析部４２を有する。
【００６１】
　撮影画像入力部４１は、かご内カメラ１１からの撮影画像を示す信号を入力する。撮影
画像入力部４１により入力した画像のうち現在から遡った所定時間以内に撮影された画像
情報は記憶装置２６に記憶されて、逐次上書き更新される。画像解析部４２は、撮影画像
入力部４１により入力した画像を解析する。
【００６２】
　図２４は、第３の実施形態におけるエレベータによる乗客種別および乗降方向判別のた
めの処理動作の一例を示すフローチャートである。　
　初期状態では、センサ２ａ～２ｅは対象物を検出していないとする。センサ２ａ～２ｅ
いずれかからの赤外線を乗客が遮ると（ステップＳ３１のＹＥＳ）、送信している赤外線
が遮られたセンサは、検出信号をエレベータ制御装置２０に出力する。　
　すると、第１の実施形態で説明したステップＳ２～Ｓ８までの処理により、乗客の種別
の判別がなされる。
【００６３】
　ステップＳ４，Ｓ５，Ｓ７，Ｓ８による判別後、画像解析部４２は、記憶装置２６に記
憶された画像のうち、乗客がセンサ２からの赤外線を遮る前後の所定時間内に入力した画
像を読み出して、この画像が、出入口を通る乗客がかご内に向かって移動する画像である
のか、かご外に向かって移動する画像であるのかを解析し、この解析結果を移動方向判別
部２４に出力する（ステップＳ３２）。
【００６４】
　移動方向判別部２４は、画像解析部４２からの解析結果が、出入口を通る乗客がかご内
に向かって移動する画像であるとの解析結果である場合には（ステップ３３のＹＥＳ）、
移動方向判別部２４は、センサ２ａ～２ｅの少なくとも一部からの赤外線を遮った乗客は
乗りかごに乗車した乗客であると判別する（ステップＳ３４）。
【００６５】
　また、移動方向判別部２４は、画像解析部４２からの解析結果が、出入口を通る乗客が
かご外に向かって移動する画像であるとの解析結果である場合には（ステップ３３のＮＯ
）、移動方向判別部２４は、センサ２ａ～２ｅの少なくとも一部からの赤外線を遮った乗
客は乗りかごに乗車した乗客であると判別する（ステップＳ３５）。　
　そして、第１の実施形態で説明したステップＳ１２、Ｓ１３の処理がなされる。
【００６６】
　以上のように、第３の実施形態におけるエレベータでは、センサによる検出結果と画像
解析を用いて乗客の移動方向を判別する。よって、第１の実施形態のようにセンサの２種
類の検出結果を用いずとも乗客の移動方向を判別することができるので、第１の実施形態
と同様に、乗客の安全性および利便性を向上させた上で、センサの設置数を減らすことが
できる。
【００６７】
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（第４の実施形態）
　次に、第４の実施形態について説明する。本実施形態では、乗客が出入口を通るごとに
、かご室内が満員状態であるかを判別し、満員時に満員通過運転を行なうものである。　
　図２５は、第４の実施形態におけるエレベータのエレベータ制御装置の機能構成の一例
を示すブロック図である。　
　図２５に示すように、本実施形態では、エレベータ制御装置２０は、第１の実施形態と
比較して、占有面積算出部５１、満員判別部５２をさらに備える。
【００６８】
　占有面積算出部５１は、乗客種別判別部２３により判別した、乗りかご内の現在の乗車
人数および当該乗客のそれぞれの種別をもとに、かご室１内の床面積における乗客や荷物
の占有面積を算出する。本実施形態では、乗客の種別に応じた１人あたりの占有面積の基
準値を記憶装置２６に記憶している。
【００６９】
　例えば、占有面積算出部５１は、乗客種別判別部２３による新たな判別結果が、乗りか
ごに大人が２名乗車しているといった判別結果である場合には、算出済みの現在の占有面
積に対し、大人２人分に応じた占有面積を加算した占有面積を新たな占有面積として算出
する。
【００７０】
　また、占有面積算出部５１は、乗客種別判別部２３による新たな判別結果が、車椅子利
用者がかご室１から１名降車したといった判別結果である場合には、算出済みの現在の占
有面積に対し、車椅子利用者１人分に応じた占有面積を減算した占有面積を新たな占有面
積として算出する。
【００７１】
　満員判別部５２は、かご室１内の所定の床面積に対する、占有面積算出部５１により算
出した占有面積をもとに、かご室１内が、これ以上乗客が乗車できない満員状態であるか
否かを判別する。
【００７２】
　図２６は、第４の実施形態におけるエレベータによる乗客種別、乗降方向判別および満
員判別のための処理動作の一例を示すフローチャートである。　
　まず、第１の実施形態で説明したステップＳ１～Ｓ１１までの処理により、乗客の種別
の判別および移動方向の判別がなされる。　
　乗客種別判別部２３は、乗りかごに乗客が乗車したとステップＳ１０で判別された場合
、または乗りかごから乗客が降車したとステップＳ１１で判別された場合、乗車または降
車前の判別結果である、乗りかご内における種別ごとの乗客人数に対して加算または減算
を行なうことで、この乗車または降車後における乗りかご内の乗車人数を種別ごとに判別
する（ステップＳ１２）。
【００７３】
　そして、乗りかごが行先階に着床した際、運転制御部２５は、乗客種別判別部２３によ
る判別結果である、乗りかご内の現在の乗車人数の種別に応じて、乗りかごの戸開閉速度
を制御したり戸開から戸閉開始までの待ち時間を制御したりする（ステップＳ１３）。
【００７４】
　占有面積算出部５１は、乗客種別判別部２３により判別した、乗りかご内の現在の乗車
人数および、当該乗客の種別をもとに、かご室１内の床面積における乗客や荷物の占有面
積の総数を算出する（ステップＳ４１）。
【００７５】
　満員判別部５２は、かご室１内の所定の床面積と、占有面積算出部５１により算出した
占有面積とを比較する（ステップＳ４２）。満員判別部５２は、この比較に基づいて、か
ご室１内の所定の床面積に対する占有面積の算出値の割合が所定の割合以上であるか否か
を判別することで、かご室１内が満員状態であるか否かを判別する（ステップＳ４３）。
【００７６】
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　かご室１内の所定の床面積に対する占有面積の算出値の割合が所定の割合未満であって
、かご室１内が満員状態でないと満員判別部５２が判別した場合には（ステップＳ４３の
ＮＯ）、ステップＳ１に戻る。
【００７７】
　また、かご室１内の所定の床面積に対する占有面積の算出値の割合が所定の割合以上で
あって、かご室１内が満員状態であると満員判別部５２が判別した場合には（ステップＳ
４３のＹＥＳ）、運転制御部２５は、次の目的階までの途中階での乗り場呼び登録がなさ
れていても、乗りかごを応答させない満員通過運転を行なう（ステップＳ４４）。
【００７８】
　以上説明したように、第４の実施形態におけるエレベータでは、乗客が出入口を通るご
とに、かご室１内の所定の床面積に対する占有面積の算出値の割合が所定の割合以上であ
る場合には、乗りかごの積載量が上限に達していない場合でも満員状態であると判別して
、満員通過運転を行なう。よって、満員時の余分なかご応答を行なわないようにすること
ができるので、運行効率が向上する。
【００７９】
　本実施形態では、エレベータ制御装置２０の満員判別部５２は、かご室１内の所定の床
面積に対する占有面積の算出値の割合が所定の割合以上であるか否かを判別することで、
かご室１内が満員状態であるか否かを判別すると説明したが、これに限らず、例えば、か
ご室１内の乗客や荷物の占有面積の算出値をかご室１内の床面積の値から差し引き、この
差し引き後の値が所定の値を下回るかゼロとなった場合にかご室１内が満員状態であると
判別するようにしてもよい。
【００８０】
　なお、本実施形態では、第１の実施形態のように、センサ２の２種類の検出結果を用い
て乗客の移動方向を判別する場合を説明したが、第２もしくは第３の実施形態で説明した
方式で乗客の移動方向を判別する場合にも適用できるのはもちろんである。
【００８１】
　また、各実施形態におけるエレベータ制御装置２０の運転制御部２５は、乗りかご内の
車椅子利用者専用操作盤で行先階登録ボタンや戸開閉ボタンが操作された場合は、戸閉開
始までの待ち時間を延長するなどの制御を行なう。
【００８２】
　ただし、この操作以前の所定時間内に乗客種別判別部２３が、センサ２からの赤外線を
遮った車椅子利用者がいるとの判別を行なっていない場合には、車椅子利用者専用操作盤
を健常者が操作したと判別し、戸閉開始までの待ち時間を延長するといった制御を行わず
、通常の戸開閉制御を行なう。
【００８３】
　また、運転制御部２５は、乗りかご内の現在の乗客が子供のみであると乗客種別判別部
２３が判別している場合、この子供に対する何らかの危険性が、大人などが共に乗車して
いる場合と比較して増大すると予測されることから、建物内の管理者または乗り場の表示
装置に対して、子供だけで乗車している事を報知して、建物の管理者または、エレベータ
乗りかご外の利用者に注意を喚起する。
【００８４】
　これらの各実施形態によれば、乗りかごの乗客の種別に適した運転制御を行なうことが
可能になるエレベータを提供することができる。　
　発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したもの
であり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その他
の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省
略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要
旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。
【符号の説明】
【００８５】



(16) JP 2012-193007 A 2012.10.11

　１…かご室、２ａ，２ｂ，２ｃ，２ｄ，２ｅ，２ｆ…センサ、３…かごドアパネル、４
ａ，４ｂ，４ｃ，４ｄ，４ｅ，４ｆ…赤外線の光軸、５…かご出入口柱、６…検出対象物
、７ａ，７ｂ，７ｃ…荷重検出装置、８…メインシーブ、９…吊り合い重り、１０…メイ
ンロープ、１１…かご内カメラ、２０…エレベータ制御装置、２１ａ，２１ｂ，２１ｃ，
２１ｄ，２１ｅ，２１ｆ…センサ検出信号入力部、２２…センサ検出有無認識部、２３…
乗客種別判別部、２４…移動方向判別部、２５…運転制御部、２６…記憶装置、３１…荷
重検出信号入力部、４１…撮影画像入力部、４２…画像解析部、５１…占有面積算出部、
５２…満員判別部。
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