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(57)【要約】
【課題】滞留者の有無など乗りかご内の状態を詳細に検
出する。
【解決手段】本発明の一態様は、乗りかご２のドアに取
り付けられ、乗りかご２のドアの開閉方向の加速度と乗
りかご２の走行方向の加速度をそれぞれ検出する加速度
検出装置２０と、かご状態検出装置３０とから構成され
る。かご状態検出装置３０は、加速度検出装置２０が検
出する情報から乗りかご２のドアの開閉動作を検出する
ドア開閉検出部５１と、加速度検出装置２０が検出する
情報から乗りかご２の高速走行を検出するかご走行検出
部５２と、ドア開閉検出部５１の検出結果とかご走行検
出部５２の検出結果に基づいて、乗りかご２内の状態を
判定するかご状態判定部５４と、を備えたかご状態検出
装置３０と、を備える。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　荷重なし時に定格走行し且つ荷重あり時に定格走行時よりも速い速度で高速走行するエ
レベーターの乗りかご内の状態を判定するエレベーターのかご内状態監視システムであっ
て、
　前記乗りかごのドアに取り付けられ、前記乗りかごのドアの開閉方向の加速度と前記乗
りかごの走行方向の加速度をそれぞれ検出する加速度検出装置と、
　かご状態検出装置と、を有し、
　前記かご状態検出装置は、前記加速度検出装置が検出する情報から前記乗りかごのドア
の開閉動作を検出するドア開閉検出部と、前記加速度検出装置が検出する情報から前記乗
りかごの高速走行を検出するかご走行検出部と、前記ドア開閉検出部の検出結果と前記か
ご走行検出部の検出結果に基づいて、前記乗りかご内の状態を判定するかご状態判定部と
、を備える
　エレベーターのかご内状態監視システム。
【請求項２】
　前記かご状態判定部は、前記乗りかごが着床してから呼び無し状態で所定時間が経過後
に、前記乗りかごのドアが開閉動作したか否かを示す情報と、前記乗りかごが高速走行し
たか否かを示す情報に基づいて、前記乗りかご内の人の有無を判定する
　請求項１に記載のエレベーターのかご内状態監視システム。
【請求項３】
　前記かご状態判定部は、
　前記乗りかごのドアの開閉動作が検出されず、且つ前記乗りかごの高速走行が検出され
た場合には、前記乗りかご内に利用者がいると判定し、
　前記乗りかごのドアの開閉動作が検出されず、且つ前記乗りかごの高速走行が検出され
なかった場合には、前記乗りかご内に利用者がいないと判定する
　請求項２に記載のエレベーターのかご内状態監視システム。
【請求項４】
　前記かご状態検出装置は、前記加速度検出装置が検出する情報から前記乗りかごの非常
停止を検出する非常停止検出部を備え、
　前記かご状態判定部は、
　前記乗りかごが着床してから呼び無し状態で所定時間が経過後に、前記乗りかごのドア
の開閉動作が検出されず、且つ前記乗りかごの高速走行が検出された場合であって、更に
前記非常停止検出部で前記乗りかごの非常停止が検出された場合には、前記利用者がいる
状態で閉じ込めが発生したと判定し、
　前記乗りかごが着床してから呼び無し状態で所定時間が経過後に、前記乗りかごのドア
の開閉動作が検出されず、且つ前記乗りかごの高速走行が検出された場合であって、更に
前記非常停止検出部で前記乗りかごの非常停止が検出されなかった場合には、前記利用者
がいるか速度異常の少なくとも一方が発生していると判定する
　請求項３に記載のエレベーターのかご内状態監視システム。
【請求項５】
　前記かご状態判定部は、
　前記乗りかごのドアの開閉動作が検出され、且つ前記乗りかごの高速走行が検出された
場合には、前記乗りかご内に利用者がいると判定し、
　前記乗りかごのドアの開閉動作が検出され、且つ前記乗りかごの高速走行が検出されな
かった場合には、前記乗りかご内に利用者がいないと判定する
　請求項２に記載のエレベーターのかご内状態監視システム。
【請求項６】
　前記かご状態判定部の判定結果に基づいて発報内容を決定し、外部装置へ前記発報内容
を送信する外部通報装置、を備える
　請求項１乃至５のいずれか一項に記載のエレベーターのかご内状態監視システム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エレベーターのかご内状態監視システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、乗りかご内の乗客の有無は、乗りかごに設置された荷重センサによって検出して
いた。また、乗りかごが走行中の巻き上げ機（モーター）の負荷を計測することで乗りか
ご内の荷重を推定することができる。ただし、乗りかご内の荷重によって走行速度が可変
となる可変速エレベーターでは、負荷から正確な荷重を推定することはできない。
【０００３】
　可変速エレベーターの乗りかご内の積載荷重を検出する方法として、エレベーターの所
定積載荷重におけるトルク指令値を初期値として最初に記録し、その後の運転時のトルク
指令値と初期値との偏差から乗りかご内の積載荷重を算出する手法が提案されている(例
えば特許文献１参照)
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－４１１００号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記従来の手法では、運転時のトルク指令値と初期値との偏差より乗りかご内の積載荷
重を算出して走行速度を制御することで、積載荷重の誤検出による走行速度変更時の乗り
心地の低下や急停止などの故障発生を防止する。しかしながら、地震など何らかの理由に
より急停止が発生してしまった場合に関しては考慮されておらず、滞留者の有無や閉じ込
めなどのかご内の状態を検出する手段がない。
【０００６】
　上記の状況から、滞留者の有無など乗りかご内の状態を詳細に検出することが望まれて
いた。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明の一態様は、荷重なし時に定格走行し且つ荷重あり
時に定格走行時よりも速い速度で高速走行するエレベーターの乗りかご内の状態を判定す
るエレベーターのかご内状態監視システムであって、乗りかごのドアに取り付けられ、乗
りかごのドアの開閉方向の加速度と乗りかごの走行方向の加速度をそれぞれ検出する加速
度検出装置と、かご状態検出装置と、を有する。かご状態検出装置は、加速度検出装置が
検出する情報から乗りかごのドアの開閉動作を検出するドア開閉検出部と、加速度検出装
置が検出する情報から乗りかごの高速走行を検出するかご走行検出部と、ドア開閉検出部
の検出結果とかご走行検出部の検出結果に基づいて、乗りかご内の状態を判定するかご状
態判定部と、を備える。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の少なくとも一態様によれば、かごドアに設置した２軸以上の加速度検出装置の
検出結果に基づき、乗客の閉じ込めなどの乗りかご内の状態を詳細に検出することができ
る。
　上記した以外の課題、構成及び効果は、以下の実施形態の説明により明らかにされる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の一実施形態に係るエレベーターの概略を示す全体構成図である。
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【図２】本発明の一実施形態に係る加速度検出装置の取り付けを示す模式図である。
【図３】本発明の一実施形態に係るエレベーターのかご内状態監視システムを構成する各
装置の機能を示すブロック図である。
【図４】本発明の一実施形態に係るかご内状態監視システムの各装置が備える計算装置の
ハードウェア構成例を示すブロック図である。
【図５】本発明の一実施形態に係るかご内状態監視システムのかご状態検出装置の動作を
示すフローチャートである。
【図６】本発明の一実施形態に係るエレベーターのかご速度変位の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明を実施するための形態（以下、「実施形態」と記述する）の例について、
添付図面を参照して説明する。本明細書及び添付図面において実質的に同一の機能又は構
成を有する構成要素については、同一の符号を付して重複する説明を省略する。
【００１１】
［エレベーター］
　図１は、一実施形態に係るエレベーター１０の概略を示す全体構成図である。本実施形
態では、エレベーター１０に可変速エレベーターが適用される。図１において、第１の方
向（Ｘ軸方向）をかごドア６の開閉方向とし、第２の方向（Ｙ軸方向）を乗りかご２の昇
降方向とし、第３の方向（Ｚ軸方向）を第１の方向と第２の方向に対して直交する方向と
する。
　図２は、一実施形態に係る加速度検出装置２０の取り付けを示す模式図である。図２は
、乗りかご２の内部から乗り場側を見た様子を表している。
【００１２】
　エレベーター１０は、図１に示すように昇降路１を昇降する乗りかご２と、乗りかご２
と釣合いおもり３を繋いでいる主ロープ４と、主ロープ４が巻き掛けられた巻き上げ機５
とを有している。巻き上げ機５が駆動することにより、主ロープ４を介して、乗りかご２
と釣合いおもり３がつるべ式に昇降する。乗りかご２には、かごドア６が設けられており
、かごドア６の動作に伴い乗り場側のハッチドア７が連動して開閉することにより、乗客
は乗りかご２に乗降することができる。かごドア６には、図２に示すように加速度検出装
置２０が設置されている。
【００１３】
　可変速エレベーターであるエレベーター１０は、乗りかご２内の荷重の有無によって乗
りかご２の走行速度を可変する。例えば、乗りかご２内に荷重がないときには、乗りかご
２は定格走行する。また、乗りかご２内に荷重があるときには、乗りかご２は定格走行時
の速度よりも速い速度で走行（高速走行）する。荷重を検出する方法には、例えば乗りか
ご２の床下に荷重センサを設置して荷重を検出する方法、巻き上げ機５のモーターの負荷
（トルク）の変化を検出する方法などがある。
【００１４】
　また、乗りかご３０の天井裏にはかご状態検出装置３０が設置され、昇降路１の所定位
置には外部通報装置６０が設置されている。かご状態検出装置３０、外部通報装置６０、
及び加速度検出装置２０の詳細は後述する。
【００１５】
［エレベーターのかご内状態監視システム］
　次に、図３を用いて、本実施形態に係るエレベーター１０のかご内状態監視システムを
説明する。
　図３は、エレベーター１０のかご内状態監視システムを構成する各装置の機能を示すブ
ロック図である。エレベーター１０のかご内状態監視システムは、図３に示すように、加
速度検出装置２０と、かご状態検出装置３０と、外部通報装置６０とを備える。
【００１６】
［加速度検出装置］
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　加速度検出装置２０は、加速度の計測と計測値データの送信を行う。次に、かご状態検
出装置３０は、加速度検出装置２０より送信された計測値データを受信し、計測値データ
の記録及びかご内状態の検出を行い、検出結果をテールコード８を通じて外部通報装置６
０へ送信する。そして、外部通報装置６０は、かご状態検出装置３０から送信された検出
結果を受信し、検出結果を元に発報内容を決定し、発報内容を公衆回線Ｎを通じて管制セ
ンター７０へ送信する。
【００１７】
　続いて、加速度検出装置２０について詳細に説明する。
　加速度検出装置２０は、Ｘ加速度検出部２１と、Ｘ加速度送信部２２と、Ｙ加速度検出
部２３と、及びＹ加速度送信部２４とを備える。
【００１８】
　Ｘ軸方向の加速度センサであるＸ加速度検出部２１は、図２に示した通りかごドア６に
設置されており、かごドア６の開閉方向の加速度を計測する。更に、Ｘ加速度検出部２１
で計測された加速度のデータはＸ加速度送信部２２によりＸ加速度記録部４１に送信され
る。同様に、Ｙ軸方向の加速度センサであるＹ加速度検出部２３は、乗りかご２の昇降方
向の加速度を計測する。更に、Ｙ加速度検出部２３で計測された加速度のデータはＹ加速
度送信部２４によりＹ加速度記録部４３に送信される。
【００１９】
［かご状態検出装置］
　かご状態検出装置３０について詳細に説明する。
　かご状態検出装置３０は、加速度記録部４０と、かご状態検出部５０とを備える。
【００２０】
　加速度記録部４０は、Ｘ加速度記録部４１と、Ｘ加速度送信部４２と、Ｙ加速度記録部
４３と、Ｙ加速度送信部４４とを備える。Ｘ加速度記録部４１は、加速度検出装置２０か
ら送信されたＸ軸方向（開閉方向）の加速度の計測値データ（加速度データ）を受信し、
記録する。Ｘ加速度送信部４２は、Ｘ加速度記録部４１に記録された加速度データをかご
状態検出部５０に送信する。同様に、Ｙ加速度記録部４３は、加速度検出装置２０から送
信されたＹ軸方向（昇降方向）の加速度の計測値データ（加速度データ）を受信し、記録
する。Ｙ加速度送信部４４は、Ｙ加速度記録部４３に記録された加速度データをかご状態
検出部５０に送信する。
【００２１】
　かご状態検出部５０は、ドア開閉検出部５１と、かご走行検出部５２と、非常停止検出
部５３と、かご状態判定部５４と、かご状態送信部５５とを備える。
【００２２】
　ドア開閉検出部５１は、加速度記録部４０から送信されたＸ軸方向の加速度の計測値を
基に、ドアの開閉動作を検出する。かご走行検出部５２は、加速度記録部４０から送信さ
れたＹ軸方向の加速度の計測値を基に、乗りかご２の高速走行を検出する。非常停止検出
部５３は、加速度記録部４０より送信されたＹ軸方向の加速度の計測値を基に、乗りかご
２の非常停止を検出する。かご状態判定部５４は、ドア開閉検出部５１、かご走行検出部
５２、及び非常停止検出部５３の検出結果を基に、乗りかご２内の状態を判定する。かご
状態送信部５５は、かご状態判定部５４の判定結果を、テールコード８を介して外部通報
装置６０へ送信する。
【００２３】
　かご状態判定部５４は、乗りかご２内の状態として、滞留、閉じ込め、無人停止などを
判定する。本明細書において、「滞留」は、何らかの理由で乗りかご２内に乗客が留まっ
ている状態である。例えば滞留者として、急病で動けなくなった人、自ら乗りかご２内に
留まる人などを想定している。「閉じ込め」は、エレベーターの故障や地震などが原因で
、乗客が乗りかご２から降りられない状態である。
【００２４】
［外部通報装置］



(6) JP 2021-31213 A 2021.3.1

10

20

30

40

50

　外部通報装置６０について詳細に説明する。
　外部通報装置６０は、発報内容決定部６１と発報内容送信部６２とを備える。
　発報内容決定部６１は、かご状態検出部５０より送信された乗りかご２内の状態につい
ての判定結果を基に、発報内容を決定する。発報内容送信部６２は、発報内容決定部６１
で決定された発報内容を、公衆回線Ｎを介して管制センター７０へ通知する。
【００２５】
［各装置のハードウェア構成］
　図４は、かご内状態監視システムの各装置が備える計算装置９０のハードウェア構成例
を示すブロック図である。各装置の機能や使用目的に合わせて計算装置９０内の各部は取
捨選択される。ここでは、かご状態検出装置３０及び外部通報装置６０の計算装置９０の
ハードウェア構成例を説明する。計算装置９０として、例えばパーソナルコンピュータを
用いることができる。
【００２６】
　計算装置９０は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）９１、ＲＯＭ（Read Only Memor
y）９２、ＲＡＭ（Random Access Memory）９３、不揮発性ストレージ９６、及び通信イ
ンターフェース９７を備える。計算装置９０内の各部は、システムバスを介して相互にデ
ータの送受信が可能に接続されている。
【００２７】
　ＣＰＵ９１、ＲＯＭ９２、及びＲＡＭ９３は制御部を構成する。この制御部は、かご状
態検出装置３０及び外部通報装置６０の各部の動作を制御するコンピュータの一例として
用いられる。ＣＰＵ９１は、本実施形態に係る各機能を実現するソフトウェアのプログラ
ムコードをＲＯＭ９２から読み出して実行し、各部の制御や各種の演算を行う。演算処理
装置としてＣＰＵ９１を用いているが、ＭＰＵ（Micro Processing Unit）等の他のプロ
セッサでもよい。
【００２８】
　ＲＯＭ９２は、不揮発性メモリ（記録媒体）の一例として用いられ、ＲＯＭ９２にはＣ
ＰＵ９１が動作するために必要なプログラムやデータ等が記憶される。ＲＡＭ９３は、揮
発性メモリの一例として用いられ、ＲＡＭ９３にはＣＰＵ９１による演算処理の途中に発
生した変数やパラメータ等が一時的に記憶される。
【００２９】
　不揮発性ストレージ９６は、記録媒体の一例であり、ＯＳ（Operating System）等のプ
ログラム、プログラムを実行する際に使用するパラメータや、プログラムを実行して得ら
れたデータなどを保存することが可能である。不揮発性ストレージ９６に、ＣＰＵ９１が
実行するプログラムを記憶させてもよい。不揮発性ストレージ９６としては、半導体メモ
リやハードディスク、ＳＳＤ（Solid State Drive）、磁気や光を利用する記録媒体等が
用いられる。なお、プログラムは、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、インターネ
ット、デジタル衛星放送といった、有線または無線の伝送媒体を介して提供されてもよい
。
【００３０】
　通信インターフェース９７には、例えばＮＩＣ（Network Interface Card）やモデム等
が用いられる。通信インターフェース９７は、端子が接続されたＬＡＮやインターネット
等の通信ネットワーク又は専用線等を介して、外部装置との間で各種のデータを送受信す
ることが可能に構成されている。
【００３１】
　なお、管制センター７０及び管理室８０に設置される計算装置９０も同様の構成とする
ことができる。例えば管制センター７０は、地域のエレベーターからデータを収集しオン
ラインで遠隔監視制御する管制システムサーバーを備える。また例えば、管理室８０では
、監視員が監視サーバーにより建物内のエレベーター１０を監視する。管理室８０は、建
物内を警備する警備員がいる警備室でもよい。
【００３２】
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　ただし、管制センター７０及び管理室８０に設置される計算装置９０に、液晶ディスプ
レイ等の表示装置９４、及びマウスやキーボード等の操作装置９５を設けてもよい。表示
装置９４はＧＵＩ画面やＣＰＵ９１で行われた処理の結果等を表示し、操作装置９５はユ
ーザーの操作に応じた入力信号を生成してＣＰＵ９１へ供給する。ユーザーは、表示装置
９４に表示された内容を確認しながら、操作装置９５を通じて必要な情報や指示を入力で
きる。
【００３３】
　以上の構成を備えるエレベーター１０のかごドア６に設置された加速度検出装置２０の
検出結果を元に、乗りかご２内の状態判定を行う一連の流れを図５、図６を用いて説明す
る。
【００３４】
　ここで前提として、最初に乗りかご２の加速度を初期値として記録する際には、乗りか
ご２内の積載率０％（荷重なし）と積載率５０％（荷重あり）の状態でそれぞれ加速度を
記録する。積載率０％と積載率５０％の加速度を基にかご走行検出部５２より数学的処理
を施し、算出された速度が図６のように定格走行と高速走行になった場合に、本実施形態
に係るエレベーター１０のかご内状態監視システムによる状態判定を適用する。なお、エ
レベーター１０において、積載率０％のとき常に定格走行するものとする。つまり、積載
率０％のとき、乗りかご２は、乗客が指定した目的階への走行に限らず、ホール呼びに対
する走行時も定格速度で移動する。一般に、エレベーターは、積載率５０％のときに乗り
かご２と釣合いおもり３が釣り合うように設計されるが、事前に登録するデータは積載率
５０％時に限らない。
【００３５】
　図６は、エレベーター１０のかご速度変位の一例を示す。横軸は時間、縦軸は乗りかご
の走行速度を表す。図６では、積載率０％（荷重なし）時の走行速度ＶＲよりも積載率５
０％（荷重あり）時の走行速度ＶＲの方が速い。事前の検査で、荷重あり時の走行速度Ｖ

Ｈが荷重なし時の走行速度ＶＲよりも速い場合、検査対象のエレベーターは可変速エレベ
ーターであると判断できる。走行速度ＶＲは、可変速エレベーターであるか否かを判断す
るための閾値とも言える。
【００３６】
［かご状態検出装置の動作］
　図５は、かご内状態監視システムのかご状態検出装置３０の動作を示すフローチャート
である。
　まず、かご状態検出部５０のかご走行検出部５２は、加速度記録部４０から送信された
Ｙ軸方向の加速度の計測データを基に、乗りかご２の走行状態を検出する。そして、かご
状態判定部５４は、乗りかご２の走行状態を元に、エレベーター１０の呼びが無い状態で
３分経過したか否かを判定する（Ｓ１）。例えば、計測する時間は、乗りかご２が着床し
た時点からの経過時間である。かご状態判定部５４は、乗りかご２の走行が３分間なかっ
た場合にはエレベーター１０の呼びが３分間ないもの（乗りかご２内が無人又は乗客が滞
留している）と判定し（Ｓ１のＹＥＳ）、ステップＳ２へ移行する。３分以内に乗りかご
２の走行が確認された場合には（Ｓ１のＮＯ）、ステップＳ１に戻る。
【００３７】
　次いで、ドア開閉検出部５１は、加速度記録部４０から送信されたＸ軸方向の加速度の
計測データを基に、かごドア６の開閉動作を検出する。そして、かご状態判定部５４は、
かごドア６の開閉動作の有無を判定し（Ｓ２）、かごドア６の開閉動作があった場合には
（Ｓ２のＹＥＳ）、乗りかご２の停止階から乗客が乗り込んだと判断し、ステップＳ１０
へ移行する。一方、かご状態判定部５４は、かごドア６の開閉動作がなかった場合（Ｓ２
のＮＯ）、乗客の乗降はなく、エレベーター１０が乗客のホール呼びにより呼び階に移動
したと判断し、ステップＳ３に移行する。
【００３８】
　次いで、かご走行検出部５２は、加速度記録部４０から送信されたＹ軸方向の加速度の
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計測データを基に、乗りかご２の走行状態を検出する。そして、かご状態判定部５４は、
かご走行検出部５２の検出結果を元に、乗りかご２の高速走行（すなわち荷重）の有無を
判定する（Ｓ３）。
【００３９】
　かご状態判定部５４は、乗りかご２の高速走行が確認された場合（Ｓ３のＹＥＳ）、乗
りかご２内に乗客がいる状態、かつステップＳ２にてかごドア６の開閉動作が無いことか
ら乗客の乗降はないため、乗りかご２内に乗客が滞留しているものと判断し、ステップＳ
４へ移行する。一方、かご状態判定部５４は、乗りかご２の高速走行が確認されなかった
場合（Ｓ３のＮＯ）、乗りかご２内に乗客がいない状態かつステップＳ２にて乗客の乗降
はないため、ホール呼びにより乗りかご２内が無人の状態で走行しているものと判断し、
ステップＳ７へ移行する。
【００４０】
　次いで、非常停止検出部５３は、加速度記録部４０から送信されたＹ軸方向の加速度の
計測データを基に、乗りかご２の非常停止を検出する。そして、かご状態判定部５４は、
非常停止検出部５３の検出結果を元に、乗りかご２の非常停止の有無を判定する（Ｓ４）
。かご状態判定部５４は、乗りかご２の非常停止が確認された場合（Ｓ４のＹＥＳ）、ス
テップＳ３にて乗りかご２が高速走行していることから、乗りかご２内に乗客が滞留して
いる可能性が高いため、滞留状態での非常停止が発生したものと判断し、ステップＳ５へ
移行する。一方、かご状態判定部５４は、乗りかご２の非常停止が確認されなかった場合
（Ｓ４のＮＯ）、滞留状態のまま通常運転を行っている可能性が高いものと判断し、ステ
ップＳ６へ移行する。
【００４１】
　次いで、ステップＳ４のＹＥＳの場合、かご状態判定部５４は、ステップＳ４までにか
ごドア６の開閉動作が無い(乗客の乗降なし)状態で高速走行後(かご内荷重有)、非常停止
が発生したことが判明しているため、滞留状態での閉じ込めが発生している可能性が高い
と判定する（Ｓ５）。そして、かご状態判定部５４は、判定結果をかご状態送信部５５に
よって外部通報装置６０の発報内容決定部６１に送信する。発報内容決定部６１は、かご
状態検出部５０からの検出結果を基に発報内容を“滞留状態での閉じ込め”と決定し、発
報内容送信部６２により公衆回線Ｎを介して、発報内容決定部６１の発報内容を管制セン
ター７０へ通知する。
【００４２】
　次いで、ステップＳ４のＮＯの場合、かご状態判定部５４は、ステップＳ４までにかご
ドア６の開閉動作が無い(乗客の乗降なし)状態で高速走行(かご内荷重有)が行われている
ことが判明しているため、乗客の滞留が発生している、あるいは速度異常が発生している
可能性が高いと判定する（Ｓ６）。そして、かご状態判定部５４は、判定結果をかご状態
送信部５５によって発報内容決定部６１に送信する。発報内容決定部６１は、かご状態検
出部５０からの検出結果を基に発報内容を“滞留状態または速度異常”と決定し、発報内
容送信部６２により公衆回線Ｎを介して、発報内容決定部６１の発報内容を管制センター
７０へ通知する。
【００４３】
　次いで、ステップＳ３のＮＯの場合、非常停止検出部５３は、乗りかご２の非常停止を
検出し、かご状態判定部５４は、非常停止検出部５３の検出結果を元に、乗りかご２の非
常停止の有無を判定する（Ｓ７）。かご状態判定部５４は、乗りかご２の非常停止が確認
された場合（Ｓ７のＹＥＳ）、ステップＳ３にて定格走行していることから、乗りかご２
内に乗客がいないため、無人状態での非常停止が発生したものと判断し、ステップＳ８へ
移行する。一方、かご状態判定部５４は、乗りかご２の非常停止が確認されなかった場合
（Ｓ７のＮＯ）、無人状態のまま通常運転を行っている可能性が高いものと判断し、ステ
ップＳ９へ移行する。
【００４４】
　次いで、ステップＳ７のＹＥＳの場合、かご状態判定部５４は、ステップＳ７までにか
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ごドア６の開閉動作が無い(乗客の乗降なし)状態で定格走行後(かご内荷重無)、非常停止
が発生したことが判明しているため、無人状態での非常停止が発生していると判定する（
Ｓ８）。そして、かご状態判定部５４は、判定結果をかご状態送信部５５によって外部通
報装置６０の発報内容決定部６１に送信する。発報内容決定部６１は、かご状態検出部５
０からの検出結果を基に発報内容を“無人状態の非常停止”と決定し、発報内容送信部６
２により公衆回線Ｎを介して、発報内容決定部６１の発報内容を管制センター７０へ通知
する。
【００４５】
　次いで、ステップＳ７のＮＯの場合、かご状態判定部５４は、ステップＳ７までにかご
ドア６の開閉動作が無い(乗客の乗降なし)状態で定格走行(かご内荷重無)が行われている
ことが判明しているため、無人状態での通常走行が行われている（異常なし）と判定する
（Ｓ９）。
【００４６】
　次いで、かご走行検出部５２は、加速度記録部４０から送信されたＹ軸方向の加速度の
計測データを基に、乗りかご２の走行状態を検出する。そして、かご状態判定部５４は、
かご走行検出部５２の検出結果を元に、乗りかご２の高速走行（すなわち荷重）の有無を
判定する（Ｓ１０）。かご状態判定部５４は、乗りかご２の高速走行が確認された場合（
Ｓ１０のＹＥＳ）、乗りかご２内に乗客がいる状態、かつステップＳ２にてかごドア６の
開閉動作が確認されていることから、乗りかご２内に乗客が乗り込み、かご呼びにより他
階へ運転をしているものと判断し、ステップＳ１１へ移行する。一方、かご状態判定部５
４は、乗りかご２の高速走行が確認されなかった場合（Ｓ１０のＮＯ）、乗りかご２内に
乗客がいない状態かつステップＳ２にてかごドア６の開閉動作が確認されていることから
、乗りかご２内に乗客が乗り込まず、ホール呼びにより、乗りかご２内が無人の状態で走
行しているものと判断し、ステップＳ１４へ移行する。
【００４７】
　次いで、非常停止検出部５３は、加速度記録部４０から送信されたＹ軸方向の加速度の
計測データを基に、乗りかご２の非常停止を検出する。そして、かご状態判定部５４は、
非常停止検出部５３の検出結果を元に、乗りかご２の非常停止の有無を判定する（Ｓ１１
）。かご状態判定部５４は、乗りかご２の非常停止が確認された場合（Ｓ１１のＹＥＳ）
、ステップＳ１０にて乗りかご２が高速走行していることから、乗りかご２内に乗客がい
る可能性が高いため、乗客がいる状態での非常停止が発生したものと判断し、ステップＳ
１２へ移行する。一方、かご状態判定部５４は、乗りかご２の非常停止が確認されなかっ
た場合（Ｓ１１のＮＯ）、乗客がいる状態のまま通常運転を行っている可能性が高いもの
と判断し、ステップＳ１３へ移行する。
【００４８】
　次いで、ステップＳ１１のＹＥＳの場合、かご状態判定部５４は、ステップＳ１１まで
にかごドア６の開閉動作がある(乗客の乗降あり)状態で高速走行後(かご内荷重有)、非常
停止が発生したことが判明しているため、閉じ込めが発生している可能性が高いと判定す
る（Ｓ１２）。そして、かご状態判定部５４は、判定結果をかご状態送信部５５によって
外部通報装置６０の発報内容決定部６１に送信する。発報内容決定部６１は、かご状態検
出部５０からの検出結果を基に発報内容を“閉じ込め発生”と決定し、発報内容送信部６
２により公衆回線Ｎを介して、発報内容決定部６１の発報内容を管制センター７０へ通知
する。
【００４９】
　次いで、ステップＳ１１のＮＯの場合、かご状態判定部５４は、ステップＳ１１までに
かごドア６の開閉動作がある(乗客の乗降あり)状態で高速走行(かご内荷重有)を行ったこ
とが判明しているため、乗客が乗りかご２内に乗り込み他階への運転が行われている（異
常なし）と判定する（Ｓ１３）する。
【００５０】
　次いで、ステップＳ１０のＮＯの場合、非常停止検出部５３は、乗りかご２の非常停止
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を検出し、かご状態判定部５４は、非常停止検出部５３の検出結果を元に、乗りかご２の
非常停止の有無を判定する（Ｓ１４）。かご状態判定部５４は、乗りかご２の非常停止が
確認された場合（Ｓ１４のＹＥＳ）、ステップＳ１０にて定格走行していることから、乗
りかご２内に乗客がいないため、無人状態での非常停止が発生したものと判断し、ステッ
プＳ１５へ移行する。一方、かご状態判定部５４は、乗りかご２の非常停止が確認されな
かった場合（Ｓ１４のＮＯ）、無人状態のまま通常運転を行っている可能性が高いものと
判断し、ステップＳ１６へ移行する。
【００５１】
　次いで、ステップＳ１４のＹＥＳの場合、かご状態判定部５４は、ステップＳ１４まで
にかごドア６の開閉動作がある(乗客の乗降あり)状態で定格走行後(かご内荷重無)、非常
停止が発生したことが判明しているため、無人状態での非常停止が発生していると判定す
る（Ｓ１５）。そして、かご状態判定部５４は、判定結果をかご状態送信部５５によって
外部通報装置６０の発報内容決定部６１に送信する。発報内容決定部６１は、かご状態検
出部５０からの検出結果を基に発報内容を“無人状態の非常停止”と決定し、発報内容送
信部６２により公衆回線Ｎを介して、発報内容決定部６１の発報内容を管制センター７０
へ通知する。
【００５２】
　なお、判定精度の向上のため本実施形態に以下の内容を適用してもよい。事前に、積載
率０％時と積載率５０％時における乗りかご２の非常停止の振動を加速度センサで計測し
、初期値として登録する。その後、ステップＳ７及びＳ１４において、かご状態判定部５
４は、乗りかご２の非常停止が発生した際の振動の値と初期値との比較を行う。乗りかご
２の積載荷重が大きいほど非常停止時の振動は大きくなるため、乗りかご２内が有人か無
人であるかをより正確に判定できる。
【００５３】
　次いで、ステップＳ１４のＮＯの場合、かご状態判定部５４は、ステップＳ１４までに
かごドア６の開閉動作がある(乗客の乗降あり)状態で定格走行(かご内荷重無)したことが
判明しているため、無人状態での通常走行が行われている（異常なし）と判定する（Ｓ１
６）する。
【００５４】
　ステップＳ５～Ｓ６，Ｓ８～Ｓ９，Ｓ１２～Ｓ１３，Ｓ１５～Ｓ１６のいずれかの処理
が終了後、本フローチャートの処理を終了する。本実施形態におけるかご内状態監視シス
テムは、図３のフローチャートの一連処理を周期的に実施する。
【００５５】
　以上のとおり、本実施形態は、荷重なし時に定格走行し且つ荷重あり時に定格走行時よ
りも速い速度で高速走行するエレベーター１０の乗りかご２内の状態を判定するエレベー
ターのかご内状態監視システムであって、乗りかご２のドアに取り付けられ、乗りかご２
のドアの開閉方向の加速度と乗りかご２の走行方向の加速度をそれぞれ検出する加速度検
出装置２０と、かご状態検出装置３０と、を有する。かご状態検出装置３０は、加速度検
出装置２０が検出する情報から乗りかご２のドアの開閉動作を検出するドア開閉検出部５
１と、加速度検出装置２０が検出する情報から乗りかご２の高速走行を検出するかご走行
検出部５２と、ドア開閉検出部５１の検出結果とかご走行検出部５２の検出結果に基づい
て、乗りかご２内の状態を判定するかご状態判定部５４と、を備える。
【００５６】
　以上の構成によれば、本実施形態は、乗りかご２のドアに取り付けた加速度検出装置２
が出力するドアの開閉動作の情報と乗りかご２の高速走行の情報に基づいて、乗りかご２
内の乗客の有無を検出することができる。例えば、現在では一般に建屋の機械室などにエ
レベーター制御装置が設置され、エレベーター制御装置を通じてエレベーターの乗りかご
の積載荷重や乗りかごの走行状態などの各種情報を得ることができるが、エレベーター制
御装置がないエレベーターの場合には、これらの情報を得ることができない。そのような
エレベーターであっても、本実施形態を適用してかごドアに加速度検出装置２０を取り付
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けることで、かごドアの開閉動作や乗りかごの高速走行（荷重の有無）を容易に検出する
ことが可能となる。
【００５７】
　また、上述した本実施形態におけるかご状態判定部５４は、乗りかご２が着床してから
呼び無し状態で所定時間が経過後に、乗りかご２のドアが開閉動作したか否かを示す情報
と、乗りかご２が高速走行したか否かを示す情報に基づいて、乗りかご２内の人の有無を
判定するように構成されている。
【００５８】
　以上の構成によれば、本実施形態は、乗りかご２に取り付けた加速度検出装置２を用い
、乗りかご２が着床してから呼び無し状態で所定時間が経過後に、乗客の乗降の有無と高
速走行（荷重）の有無の情報を取得することで、乗りかご２内の人の有無を高い精度で判
定できる。
【００５９】
　また、上述した本実施形態におけるかご状態判定部５４は、乗りかご２のドアの開閉動
作が検出されず、且つ乗りかご２の高速走行が検出された場合には、乗りかご２内に利用
者がいると判定し、乗りかご２のドアの開閉動作が検出されず、且つ乗りかご２の高速走
行が検出されなかった場合には、乗りかご２内に利用者がいないと判定するように構成さ
れている。
【００６０】
　以上の構成によれば、本実施形態は、乗りかご２内の滞留者の有無を判定することがで
きる。例えば、かご状態検出装置が滞留者ありと判定した場合には、乗りかご２内で急病
人が発生した可能性もあり、これに対して緊急性の高い対応をとることが可能となる。
【００６１】
　また、上述した本実施形態におけるかご状態検出装置３０は、加速度検出装置２０が検
出する情報から乗りかご２の非常停止を検出する非常停止検出部５３を備える。そして、
かご状態判定部５４は、乗りかご２が着床してから呼び無し状態で所定時間が経過後に、
乗りかご２のドアの開閉動作が検出されず、且つ乗りかご２の高速走行が検出された場合
であって、更に非常停止検出部５３で乗りかご２の非常停止が検出された場合には、利用
者がいる状態で閉じ込めが発生したと判定し、乗りかご２が着床してから呼び無し状態で
所定時間が経過後に、乗りかご２のドアの開閉動作が検出されず、且つ乗りかご２の高速
走行が検出された場合であって、更に非常停止検出部５３で乗りかご２の非常停止が検出
されなかった場合には、利用者がいるか速度異常の少なくとも一方が発生していると判定
するように構成されている。
【００６２】
　以上の構成によれば、本実施形態は、乗りかご２内の滞留者の有無を含め乗りかご２の
詳細な状態を判定できる。これにより、判定結果に応じて適切な処理をとることが可能と
なる。例えば、利用者が滞留している状態で閉じ込めが発生した場合（Ｓ５）には、外部
通報装置６０から管制センター７０に閉じ込め発生を通報するとともに、管理室８０に乗
りかご２内に滞留者がいる可能性を通知して必要な処置（滞留者を乗りかご２から救出し
た場合に看病するための準備等）を選択することが可能となる。また、例えば、利用者が
滞留したまま乗りかご２が走行している場合（Ｓ６）には、警備員が駆け付けて乗りかご
２を停止して、乗りかご２内の滞留者を確認することができる。また、乗りかご２の速度
異常が発生している場合（Ｓ６）には、外部通報装置６０から管制センター７０に速度異
常を通報することで、管制制御に切り替えたり、現場にサービスエンジニアを派遣したり
することができる。
【００６３】
　また、上述した本実施形態におけるかご状態判定部５４は、乗りかご２のドアの開閉動
作が検出され、且つ乗りかご２の高速走行が検出された場合には、乗りかご２内に利用者
がいると判定し、一方、乗りかご２のドアの開閉動作が検出され、且つ乗りかごの高速走
行が検出されなかった場合には、乗りかご２内に利用者がいないと判定するように構成さ
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【００６４】
　以上の構成によれば、かご状態判定部５４は、乗りかご２のドアの開閉動作を検出した
上で乗りかごの高速走行の有無を検出することで、通常の利用状況において乗りかご２内
の利用者の有無を判定できる。
【００６５】
　さらに、本発明は上述した実施形態に限られるものではなく、特許請求の範囲に記載し
た本発明の要旨を逸脱しない限りにおいて、その他種々の応用例、変形例を取り得ること
は勿論である。
【００６６】
　例えば、上述した実施形態は本発明を分かりやすく説明するためにエレベーター１０の
かご内状態監視システムの構成を詳細かつ具体的に説明したものであり、必ずしも説明し
た全ての構成要素を備えるものに限定されない。また、上述した実施形態の構成の一部に
ついて、他の構成要素の追加、削除、置換をすることも可能である。
【００６７】
　また、上記の各構成、機能、処理部等は、それらの一部又は全部を、例えば集積回路で
設計するなどによりハードウェアで実現してもよい。ハードウェアとして、ＦＰＧＡ（Fi
eld Programmable Gate Array）やＡＳＩＣ（Application Specific Integrated Circuit
）などを用いてもよい。
【符号の説明】
【００６８】
　１…昇降路、　２…加速度検出装置、　４…主ロープ、　５…巻き上げ機、　６…かご
ドア、　７…ハッチドア、　８…テールコード、　１０…エレベーター、　２０…加速度
検出装置、　２１…Ｘ加速度検出部、　２２…Ｘ加速度送信部、　２３…Ｙ加速度検出部
、　２４…Ｙ加速度送信部、　３０…状態検出装置、　４０…加速度記録部、　４１…Ｘ
加速度記録部、　４２…Ｘ加速度送信部、　４３…Ｙ加速度記録部、　４４…Ｙ加速度送
信部、　５０…状態検出部、　５１…ドア開閉検出部、　５２…走行検出部、　５３…非
常停止検出部、　５４…状態判定部、　５５…状態送信部、　６０…外部通報装置、　６
１…発報内容決定部、　６２…発報内容送信部、　７０…管制センター、　８０…管理室
、　９０…計算装置、　９１…ＣＰＵ、　９２…ＲＯＭ、　９３…ＲＡＭ、　９４…表示
装置、　９５…操作装置、　９６…不揮発性ストレージ、　９７…通信インターフェース
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