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(57)【要約】
【課題】人命救助のための機器を利用する、かごの外に
いる利用者が、人命救助のための機器を早急に利用する
ことができるエレベータを得る。
【解決手段】ＡＥＤ５を収納して昇降路１を昇降するか
ご２と、かご２の昇降を制御する制御盤３と、各階の乗
場９に設けられ、操作されることで、制御盤３にかご２
を乗場９へ移動させる乗場操作スイッチ１０と、所定の
乗場９に設けられ、操作されることで、制御盤３にかご
２を所定の乗場９へ移動させる緊急操作スイッチ１１と
を備え、制御盤３は、緊急操作スイッチ１１が操作され
た場合には、乗場操作スイッチ１０が操作されていた場
合であっても、優先してかご２を所定の乗場９へ移動さ
せる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　人命救助のための機器を収納して昇降路を昇降するかごと、
　前記かごの昇降を制御する制御部と、
　各階の乗場に設けられ、操作されることで、前記制御部に前記かごを前記乗場へ移動さ
せる第１の呼び操作部と、
　所定の乗場に設けられ、操作されることで、前記制御部に前記かごを前記所定の乗場へ
移動させる第２の呼び操作部とを備え、
　前記制御部は、前記第２の呼び操作部が操作された場合には、前記第１の呼び操作部が
操作されていた場合であっても、優先して前記かごを前記所定の乗場へ移動させることを
特徴とするエレベータ。
【請求項２】
　前記かご内に設けられ、操作されることで、前記制御部に前記かごの移動先を登録する
かご内操作部をさらに備え、
　前記制御部は、前記第２の呼び操作部が操作された場合には、前記かご内操作部が操作
されていた場合であっても、優先して前記かごを前記所定の乗場へ移動させることを特徴
とする請求項１に記載のエレベータ。
【請求項３】
　前記かご内に設けられ、前記かごの運行案内をする運行案内手段をさらに備え、
　前記制御部は、前記第２の呼び操作部が操作された場合には、前記かごを前記所定の乗
場へ移動させる旨の運行案内を前記運行案内手段にさせることを特徴とする請求項１また
は請求項２に記載のエレベータ。
【請求項４】
　前記制御部は、通信回線を介して、外部と通信可能となっており、前記第２の呼び操作
部が操作された場合には、前記外部へ信号を送信することを特徴とする請求項１ないし請
求項３の何れか１項に記載のエレベータ。
【請求項５】
　前記かご内に設けられ、前記人命救助のための機器を収納するとともに、前記人命救助
のための機器が取り出されたことを検出する収納部をさらに備え、
　前記制御部は、通信回線を介して、外部と通信可能となっており、前記人命救助のため
の機器が取り出されたことを前記収納部が検出した場合に、前記外部へ信号を送信するこ
とを特徴とする請求項１ないし請求項３の何れか１項に記載のエレベータ。
【請求項６】
　前記かごに設けられ、前記収納部およびこの収納部の周囲を撮像するカメラと、
　前記カメラによって撮像された撮像画像を記録する記録装置とをさらに備え、
　前記制御部は、前記人命救助のための機器が取り出されたことを前記収納部が検出した
場合に、前記記録装置に前記撮像画像を記録させることを特徴とする請求項５に記載のエ
レベータ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、人命救助のための機器を収納して昇降路を昇降するかごを備えたエレベー
タに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、人命救助のための機器である自動体外式除細動器（Ａｕｔｏｍａｔｅｄ　Ｅｘｔ
ｅｒｎａｌ　Ｄｅｆｉｂｒｉｌｌａｔｏｒ、以下ＡＥＤを記載する）を収納して昇降路を
昇降するかごを備えたエレベータが知られている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００３】
【特許文献１】特開２００８－１８４８４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、このものの場合、かご内でＡＥＤを必要とする事態が発生した場合に、
利用者は早急にＡＥＤを利用することができるものの、かごの外でＡＥＤを必要とする事
態が発生した場合には、利用者は、乗場に設置されたかご呼びスイッチを操作して、利用
者がいる乗場へかごを移動させなければならない。
　例えば、ＡＥＤを利用する利用者によってかご呼びスイッチが操作されるより先に、他
の階の乗場に設置されたかご呼びスイッチが操作されていた場合には、かごが他の階の乗
場へ行ってしまい、ＡＥＤを利用する利用者は、ＡＥＤを早急に利用することができない
という問題点があった。
【０００５】
　この発明は、上述のような問題点を解決することを課題とするものであって、その目的
は、人命救助のための機器を利用する、かごの外にいる利用者が、人命救助のための機器
を早急に利用することができるエレベータを提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明に係るエレベータは、人命救助のための機器を収納して昇降路を昇降するかご
と、前記かごの昇降を制御する制御部と、各階の乗場に設けられ、操作されることで、前
記制御部に前記かごを前記乗場へ移動させる第１の呼び操作部と、所定の乗場に設けられ
、操作されることで、前記制御部に前記かごを前記所定の乗場へ移動させる第２の呼び操
作部とを備え、前記制御部は、前記第２の呼び操作部が操作された場合には、前記第１の
呼び操作部が操作されていた場合であっても、優先して前記かごを前記所定の乗場へ移動
させる。
【発明の効果】
【０００７】
　この発明に係るエレベータによれば、かごに人命救助のための機器が収納され、所定の
乗場に設けられた第２の操作部が操作された場合には、第１の操作部が操作されていた場
合であっても、優先してかごを所定の乗場へ移動させるので、人命救助のための機器を利
用する、かごの外にいる利用者は、人命救助のための機器を早急に利用することができる
。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】この実施の形態に係るエレベータの側面を示す縦断面図である。
【図２】図１のエレベータの正面を示す縦断面図である。
【図３】図１のエレベータの要部を示す正面図である。
【図４】図３の保管箱、ＡＥＤおよび開センサを示す側面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、この発明の各実施の形態を図に基づいて説明するが、各図において、同一または
相当の部材、部位については、同一符号を付して説明する。
　実施の形態１．
　図１はこの実施の形態に係るエレベータの側面を示す縦断面図である。
　この実施の形態に係るエレベータは、昇降路１を昇降するかご２と、昇降路１の側壁に
固定され、かご２の昇降を制御する制御部である制御盤３と、かご２の内部に取り付けら
れた収納部である保管箱４と、この保管箱４に収納された人命救助のための機器である自
動体外式除細動器（Ａｕｔｏｍａｔｅｄ　Ｅｘｔｅｒｎａｌ　Ｄｅｆｉｂｒｉｌｌａｔｏ
ｒ、以下ＡＥＤと記載する）５とを備えている。
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　ＡＥＤ５は、心室細動になった心臓に対して電気的ショックを与え、心臓の働きを取り
戻すための機器である。
　昇降路１には、ロープ６が吊り下げられており、このロープ６の一端部がかご２の上端
部に接続され、ロープ６の他端部が、昇降路１を昇降する釣合い錘７の上端部に接続され
ている。
　昇降路１の下側には、ロープ６が巻き掛けられた巻上機８が取り付けられており、この
エレベータはつるべ式となっている。
　巻上機８が駆動することにより、ロープ６が移動して、かご２および釣合い錘７が昇降
路１を昇降する。
【００１０】
　図２は図１のエレベータの正面を示す縦断面図である。
　このエレベータが取り付けられる建物には、各階に乗場９が設置されている。
　このエレベータは、各階の乗場９に取り付けられた、利用者によって操作される第１の
呼び操作部である乗場操作スイッチ１０と、所定の乗場９に取り付けられた、ＡＥＤ５の
利用者によって操作される第２の呼び操作部である緊急操作スイッチ１１とをさらに備え
ている。
　乗場操作スイッチ１０および緊急操作スイッチ１１は、信号線（図示せず）を介して制
御盤３に電気的に接続されている。
　この乗場操作スイッチ１０には、上昇スイッチ部（図示せず）と下降スイッチ部（図示
せず）とを有している。
　緊急操作スイッチ１１には、誤操作防止のための保護カバー（図示せず）が取り付けら
れ、さらに、「ＡＥＤを使用する場合のみ押して下さい」と記したパネル（図示せず）が
緊急操作スイッチ１１の近傍の乗場９に取り付けられている。
　上昇スイッチ部が操作されることで、制御盤３は、上階に移動する予定の利用者が待つ
乗場９へ、かご２を移動させる。
　一方、下降スイッチ部が操作されることで、制御盤３は、下階に移動する予定の利用者
が待つ乗場９へ、かご２を移動させる。
　緊急操作スイッチ１１が操作されることで、制御盤３は、かご２が他の乗場９に向かっ
て移動中であっても、ＡＥＤ５の利用者が待つ所定の乗場９へ、優先してかご２を移動さ
せる。
【００１１】
　かご２の内部には、図１に示すように、利用者によって操作されるかご内操作部である
かご内操作盤１２が取り付けられている。
　このかご内操作盤１２は、各階の番号が記載された複数の行先スイッチ（図示せず）と
、戸開／戸閉スイッチ（図示せず）と、外部連絡用スイッチ（図示せず）と、運行案内手
段であるスピーカと、かご２内の利用者が外部であるフロント（図示せず）または管理人
室（図示せず）にいる管理人等と通話するために用いるマイク（図示せず）を有している
。
　かご内操作盤１２は、信号線（図示せず）を介して、制御盤３に電気的に接続されてい
る。
　かご内操作盤１２の行先スイッチが操作されることで、制御盤３にかご２の移動先が登
録され、制御盤３は、巻上機８の綱車（図示せず）を回転させて、かご２を目的の乗場９
へ移動させ、また、かご２の扉の開閉を制御する。
【００１２】
　また、このエレベータは、図１に示すように、制御盤３とフロントまたは管理人室との
間に設置された通信回線１３と、かご２の内部に取り付けられたＡＥＤ５を保持している
保管箱４を撮像するカメラ１４とを備えている。
　外部連絡用スイッチが操作された場合には、制御盤３は、通信回線１３を介してかご２
内とフロントまたは管理人室との連絡を可能にし、さらに、カメラ１４によって撮像され
た撮像画像の画像信号をフロントまたは管理人室に送信する。
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【００１３】
　次に、この実施の形態に係るエレベータの動作について説明する。
　例えば、かご２が１階に停止している状態で、２階の乗場にいる利用者が乗場操作スイ
ッチ１０の上昇スイッチ部を押した場合には、制御盤３は、巻上機８を制御してかご２を
２階へ移動させて着床させる。
　かご２が２階に着床した後、制御盤３は、戸を開き、所定の時間である１５秒間、戸を
開いた状態にする。
　なお、所定の時間は１５秒間に限らない。
【００１４】
　次に、利用者がかご２に乗り込んで、かご内操作盤１２の行先スイッチの、例えば、４
階のスイッチを押した場合には、制御盤３は、かご２の移動先が予約登録され、巻上機８
を制御してかご２を４階へ移動させる。
　この際、複数の利用者がかご２におり、例えば、他の利用者が３階のスイッチを押して
、制御盤３にかご２の移動先が予約登録されていた場合には、制御盤３は、３階、４階へ
と順番にかご２を移動させる。
【００１５】
　２階で、利用者がかご２に乗り込み、かご２が２階から上昇し始めた後に、２階でＡＥ
Ｄ５の必要な事態が発生し、救命者等が、２階の乗場で緊急操作スイッチ１１を操作した
場合には、制御盤３は、通信回線１３を介してフロントまたは管理人室へ、２階で異常事
態が発生したことを示す第１の異常信号を送信する。
　さらに、この制御盤３は、巻上機８を制御して、かご内操作盤１２による他の階への予
約登録および乗場操作スイッチ１０の操作にもかかわらず、優先して、かご２を２階へ移
動させる。
　２階の緊急操作スイッチ１１が操作された後、さらに、他の階の緊急操作スイッチ１１
が操作された場合には、制御盤３は、先に操作された２階へ優先してかご２を移動させる
とともに、通信回線１３を介してフロントまたは管理人室へ、他の階で異常事態が発生し
たことを示す第２の異常信号を送信する。
【００１６】
　また、緊急操作スイッチ１１が操作された場合には、制御盤３は、かご内操作盤１２の
スピーカおよび各乗場９のスピーカ（図示せず）から、「ＡＥＤの必要なお客様がいます
ので２階に直行します。しばらくお待ちください。」という運行案内の音声メッセージを
出力させる。
　また、この場合、制御盤３は、かご２の進行方向が逆方向となるので、次第に減速させ
て、一旦かご２を停止させた後に、かご２を２階へ移動させる。
　かご２が２階に着床した後、制御盤３は、戸を開き、通常の時間より長い所定の時間で
ある１分間、戸を開いた状態にする。
　なお、所定の時間は１分間に限らない。
　これにより、かご２内が混雑していた場合であっても、救命者等が保管箱４からＡＥＤ
５を取り出すことができ、また、他の利用者は、かご２から降りて、他の移動手段に乗り
換えることができる。
　戸が開いて１分間経過した後、制御盤３は、通常運転に復帰する。
【００１７】
　以上説明したように、この実施の形態に係るエレベータによれば、かご２内にＡＥＤ５
が設けられ、乗場９には、操作されることで優先してかご２が移動する緊急操作スイッチ
１１が設けられているので、救命者等が緊急操作スイッチ１１を操作することで、制御盤
３は、乗場操作スイッチ１０が操作されていた場合であっても、優先してかご２を所定の
乗場へ移動させて、救命者等は、ＡＥＤ５を早急に利用することができる。
【００１８】
　また、かご２内のかご内操作盤１２が操作されていた場合であっても、優先してかご２
を所定の乗場へ移動させるので、救命者等は、ＡＥＤ５を早急に利用することができる。
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【００１９】
　また、制御盤３は、緊急操作スイッチ１１が操作された場合に、かご２内のスピーカに
、かご２を所定の乗場９へ移動させる旨の運行案内をさせるので、かご２内の利用者がか
ご２の移動について理解でき、利用者の不安感を払拭させることができる。
【００２０】
　また、制御盤３は、緊急操作スイッチ１１が操作された場合に、通信回線１３を介して
、フロントまたは管理人室へ第１の信号、または、第１の信号とともに第２の信号を送信
するので、フロントまたは管理人室にいる管理人等は、緊急事態へ迅速な対応をすること
ができる。
【００２１】
　なお、この実施の形態では、かご２が上り方向に移動中の場合について説明したが、か
ご２が下り方向に移動中の場合であっても同様である。
　また、この実施の形態では、かご２が離れていく階で緊急操作スイッチ１１が操作され
た場合について説明したが、かご２が近づく階で緊急操作スイッチ１１が操作された場合
であっても同様である。
【００２２】
　また、この実施の形態では、各階の乗場９に緊急操作スイッチ１１が設けられたエレベ
ータについて説明したが、必要に応じた所定の階の乗場９にのみ緊急操作スイッチ１１が
設けられたエレベータであってもよい。
　例えば、フロントまたは管理人室にＡＥＤ５が設置されている場合には、その階では、
かご２内のＡＥＤ５を利用する必要がないので、その階の乗場には、緊急操作スイッチ１
１を設ける必要はない。
　したがって、緊急操作スイッチ１１は、建物の実情または運用に合わせて設ければよい
。
【００２３】
　また、この実施の形態では、つるべ式のエレベータについて説明したが、勿論このもの
に限らず、例えば、油圧式のエレベータ等、その他のエレベータであってもよい。
【００２４】
　また、この実施の形態では、運行案内手段として、スピーカを例に説明したが、勿論こ
のものに限らず、「ＡＥＤの必要なお客様がいますので２階に直行します。しばらくお待
ちください。」という運行案内のメッセージを表示する表示手段であってもよい。
【００２５】
　実施の形態２．
　図３は図１に示す保管箱４を示す正面図、図４は図３の保管箱４の動作説明図である。
　この実施の形態に係るエレベータは、ＡＥＤ５が保管箱４に収納されており、保管箱４
の蓋部４ａを開けることで、ＡＥＤ５を保管箱４から取り出すことができる。
　この保管箱４には、蓋部４ａが開いたことを検出するセンサ部１５が設けられており、
このセンサ部１５は、蓋部４ａが開いたことを検出した後、制御盤３へ検出信号を送信す
る。
　検出信号を受信した制御盤３は、通信回線１３を介して、フロントまたは管理人室へ、
収納箱４からＡＥＤ５が取り出されたことを示す取出信号を送信する。
　また、この実施の形態に係るエレベータは、カメラ１４の撮像画像を記録する記録装置
（図示せず）を備えている。
　この記録装置は、制御盤３がセンサ部１５から検出信号を受けた後に、制御盤３から記
録信号を受信して、カメラ１４の撮像画像を記録する。
　その他の構成は、実施の形態１と同様である。
【００２６】
　以上説明したように、この実施の形態に係るエレベータによれば、ＡＥＤ５を収納する
保管箱４の蓋部４ａが開けられたことを検出し、制御盤３に検出信号を出力するセンサ部
１５が保管箱４に設けられ、制御盤３はセンサ部１５からの検出信号を受けた後、通信回
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線１３を介して、フロントまたは管理人室へ信号を送信するので、フロントまたは管理人
室にいる人へ、ＡＥＤ５を要する事態が発生したことを知らせることができる。
【００２７】
　また、制御盤３がセンサ部１５から検出信号を受けた後、記録装置が、保管箱４を撮像
するカメラ１４の撮像画像を記録するので、仮に、ＡＥＤ５が悪戯または盗難する目的で
蓋部４ａが開けられた場合には、記録された撮像画像を有効に利用することができる。
【００２８】
　なお、上記各実施の形態では、外部として、フロントまたは管理人室を例に説明したが
、勿論このものに限らず、例えば、建物管理またはエレベータ管理を行う管理会社であっ
てもよい。
【００２９】
　また、上記各実施の形態では、人命救助のための機器として、ＡＥＤ５を例に説明した
が、このものに限らない。
【符号の説明】
【００３０】
　１　昇降路、２　かご、３　制御盤（制御部）、４　保管箱（収納部）、５　ＡＥＤ（
人命救助のための機器）、６　ロープ、７　釣合い錘、８　巻上機、９　乗場、１０　乗
場操作スイッチ（第１の呼び操作部）、１１　緊急操作スイッチ（第２の呼び操作部）、
１２　かご内操作盤（かご内操作部）、１３　通信回線、１４　カメラ、１５　センサ部
。

【図１】 【図２】

【図３】
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