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(57)【要約】
【課題】　熱電素子のペルチェ効果を有効に生かしつつ
、かご室内を効率的に冷暖房する。
【解決手段】　かご側板となる内・外パネル11，12間に
熱電素子13及び熱電素子を除く空間領域に断熱材14を介
在させたかご冷暖房用側板1ｂと、かご室内温度を検出
する温度検出器3と、検出されたかご室内温度と温度設
定値とを比較し、かご室内温度と温度設定値との大小関
係に応じて、吸熱または排熱指令を出力する比較判断手
段23と、給電電源切替部24ｂと電流方向切替部24ｃと切
替駆動判断部24ｄとを有する熱電素子駆動制御手段24と
を備え、前記切替駆動判断部は、給電電源切替部を介し
て主電源24ａの電力を電流方向切替部側に給電し、かつ
、吸熱指令を受け、電流方向切替部を介して熱電素子に
かご室内の温度を吸熱するように駆動し、排熱指令を受
け、電流方向切替部を介して熱電素子の発熱をかご室内
に排熱するよう駆動するかご室内冷暖房システムである
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エレベータのかご室内を冷暖房するかご室内冷暖房システムにおいて、
　前記エレベータのかご側板として配置されるかご室内面パネルとかご外面パネルとの間
に熱電素子及び当該熱電素子を除く空間領域に断熱材を介在させたかご冷暖房用側板と、
　かご室内温度を検出する温度検出器と、
　この温度検出器で検出されたかご室内温度と外部から調節可能に設定される温度設定値
とを比較し、前記かご室内温度が温度設定値よりも大きいか否かに応じて、吸熱指令また
は排熱指令を出力する比較判断手段と、
　給電電源切替部と電流方向切替部と切替駆動判断部とを有する熱電素子駆動制御手段と
を備え、
　前記切替駆動判断部は、常時は前記給電電源切替部を介して主電源の電力を前記電流方
向切替部側に給電し、かつ、前記比較判断手段から吸熱指令を受けたとき、前記電流方向
切替部を介して前記熱電素子に所定方向の電流を流して前記かご室内の温度を吸熱するよ
うに駆動し、前記排熱指令を受けたとき、前記電流方向切替部を介して前記熱電素子への
電流方向を切替え、当該熱電素子の発熱を前記かご室内に排熱するように駆動することを
特徴とするかご室内冷暖房システム。
【請求項２】
　請求項１に記載のかご室内冷暖房システムにおいて、
　常時は前記主電源の電力を充電する蓄電池と、
　この蓄電池に充電される電力を検出する検出器と、
　前記熱電素子駆動制御手段は、前記検出器で検出された充電電力が所定の電力に達した
とき、前記給電電源切替部を介して前記蓄電池の充電電力を前記電流方向切替部側に給電
することにより、前記熱電素子の駆動に用いることを特徴とするかご室内冷暖房システム
。
【請求項３】
　エレベータのかご室内を冷暖房するかご室内冷暖房システムにおいて、
　前記エレベータのかご側板として配置されるかご室内面パネルとかご外面パネルとの間
に熱電素子及び当該熱電素子を除く空間領域に断熱材を介在させたかご冷暖房用側板と、
　かご室内温度を検出するかご内温度検出器と、
　昇降路内の温度を検出する昇降路内温度検出器と、
　前記かご内温度検出器で検出されるかご室内温度と外部から調節可能に設定される温度
設定値とを比較し、前記かご室内温度が温度設定値よりも大きいか否かに応じて、吸熱指
令または排熱指令を出力する比較判断手段と、
　電源切り離し端子を持つ給電電源切替部と電流方向切替部と切替駆動判断部とを有する
熱電素子駆動制御手段とを備え、
　前記切替駆動判断部は、常時は前記給電電源切替部を介して蓄電池の電力を前記電流方
向切替部側に給電し、かつ、前記比較判断手段から吸熱指令を受けたとき、前記電流方向
切替部を介して前記熱電素子に所定方向の電流を流して前記かご室内の温度を吸熱するよ
うに駆動し、前記排熱指令を受けたとき、前記電流方向切替部を介して前記熱電素子への
電流方向を切替え、当該熱電素子の発熱をかご室内に排熱するように駆動し、また、前記
かご室内温度と前記昇降路内温度が所定の温度差以上となったとき、前記給電電源切替部
を前記電源切り離し端子側に切替えて前記蓄電池を切り離し、前記温度差に基づいて前記
熱電素子で発電される電力を前記蓄電池に充電することを特徴とするかご室内冷暖房シス
テム。
【請求項４】
　請求項１ないし請求項３の何れか一項に記載のかご室内冷暖房システムにおいて、
　かご冷暖房用側板を構成するかご室内面パネル及びかご外面パネルには、熱伝導性に優
れた金属材料を用いることを特徴とするかご室内冷暖房システム。
【請求項５】
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　請求項１ないし請求項４の何れか一項に記載のかご室内冷暖房システムにおいて、
　前記かご冷暖房用側板としては、前記かご室内面パネルと前記かご外面パネルとの間の
前記熱電素子を除く空間領域に前記断熱材を介在させることにより、前記かご室内側に面
するかご室内面パネルを輻射面とし、昇降路側に面する前記かご外面パネルを放熱面また
は吸熱面として用いることを特徴とするかご室内冷暖房システム。
【請求項６】
　請求項１ないし請求項４の何れか一項に記載のかご室内冷暖房システムにおいて、
　前記かご冷暖房用側板としては、前記かご室内面パネルと前記かご外面パネルとが複数
に分割された縦方向に繋ぎあわせ配置されている場合、その内外面に配置される分割パネ
ル毎、かつ、前記かご内の電機機器の影響及びかご昇降時の風の影響の少ない位置に前記
熱電素子を介在させることを特徴とするかご室内冷暖房システム。
【請求項７】
　請求項１ないし請求項６の何れか一項に記載のかご室内冷暖房システムにおいて、
　前記かご内の乗客の体温を検出する体温検出用モニタと、
　前記かご内の乗客から発せられる音声信号を取り込んで分析する音声分析装置と、
　予め温度比較データ及びあつい・さむいに関する音声パターンデータを記憶するデータ
記憶手段と、
　前記体温検出用モニタで検出される乗客体温データ及び前記音声分析装置で分析された
音声検出データと前記データ記憶手段に記憶される温度比較データ及び音声パターンデー
タとに基づいて、前記温度設定値に対する増減の変更指令を出力する温度変更判定処理手
段とを設けたことを特徴とするかご室内冷暖房システム。
【請求項８】
　請求項７に記載のかご室内冷暖房システムにおいて、
　前記温度変更判定処理手段は、前記乗客体温データと前記温度比較データとを比較し、
当該乗客体温データが当該温度比較データよりも所定の温度以上高い、または低いと判断
したとき、前記音声検出データの有無を判断する音声有無判定手段と、前記音声検出デー
タ無しと判定されたとき前記所定の温度以上高いまたは低いに応じて減・増の温度変更指
令を出力する第１の温度変更指令出力手段と、前記音声検出データ有りと判定されたとき
前記音声検出データと前記音声パターンデータとを比較し、両データが同一ではないが類
似する関係にあれば、当該音声検出データを前記音声パターンデータに追加する音声パタ
ーン学習手段と、前記両データの類似・非類似に拘らず、前記所定の温度以上高い、また
は低いに応じて減・増の温度変更指令を出力する第２の温度変更指令出力手段とを設けた
ことを特徴とするかご室内冷暖房システム。
【請求項９】
　請求項１～請求項３、請求項７及び請求項８の何れか一項に記載のかご室内冷暖房シス
テムにおいて、
　各階の乗場温度を検出する複数の乗場温度検出器と、
　前記エレベータかごが一定時間以上停止しているとき、前記比較判断手段から送られて
くる前記かご室内温度と前記温度設定値との温度差に基づき、前記乗場温度検出器で検出
された各階の乗場温度に従って当該エレベータかごを最適階に移動させるエレベータ制御
装置とを設けたことを特徴とするかご室内冷暖房システム。
【請求項１０】
　請求項９に記載のかご室内冷暖房システムにおいて、
　前記エレベータ制御装置は、前記比較判断手段から所定周期ごとに送られてくる前記か
ご室内温度と前記温度設定値とを記憶する記憶手段と、前記エレベータかごが一定時間以
上停止しているとき、前記記憶手段に記憶される所要時間にわたる前記かご室内温度と前
記温度設定値との温度差が予め設定温度差以上大きいとき、前記熱電素子の能力が発揮さ
れていないと判断する素子能力判断手段と、前記熱電素子の能力が発揮されていないと判
断したとき、前記乗場温度検出器で検出された各階の乗場温度のうち、最も温度の低い階
または最も温度の高い階へ前記エレベータかごを移動させる手段と、前記エレベータかご
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を移動先階に到着させた後、ドアを開放させて前記かご内温度を減・増するように前記熱
電素子を制御させる手段とを有することを特徴とするかご室内冷暖房システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、熱電素子を用いてエレベータかごのかご室内を冷暖房するかご室内冷暖房シ
ステムの改良に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のかご室内冷暖房システムとしては、エレベータかごのかご側板の裏面にペルチェ
効果による発熱・吸熱を行う熱電素子を組み込み、このかご側板を輻射パネルとして用い
ることにより、かご室内を冷暖房する冷暖房システムが提案されている（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】登録実用新案第２５００２５５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、以上のような特許文献１の技術によれば、次のような問題が指摘されて
いる。
【０００５】
（１）　かご側板を輻射パネルとして利用して熱電素子により冷却する場合、昇降路内の
温度が高くなると、エレベータかごのかご側板が昇降路内の温度を吸熱するため、かご室
内の冷房効率が低下してしまう問題がある。
【０００６】
（２）　また、かご側板を輻射パネルとして利用して熱電素子により暖める場合、昇降路
内の温度が低くなると、かご室内の暖かい温度が昇降路内に放熱するので、かご室内の暖
房効率が低下してしまう問題がある。
【０００７】
（３）　エレベータかごのかご側板の裏面に熱電素子を組み込む場合、その熱電素子に放
熱フィンを取り付ける必要がある。その結果、エレベータかごの側板部分が厚くなったり
、かご走行時の振動等により熱電素子から放熱フィンが脱落することがある。
【０００８】
（４）　蓄電池を用いて、熱電素子を電気的に駆動することから、例えば昇降路とかご室
内との温度差が大きいとき、電力の消費量が増えてしまい、蓄電池を冷暖房に有効に生か
せない問題がある。
【０００９】
（５）　エレベータのかご室内に乗っている乗客ごとに温度の感じ方が異なることから、
極端に温度差を感じる乗客の場合には暑過ぎ、または寒過ぎの問題が出てくる。
【００１０】
（６）　エレベータかごが長時間乗客を乗せずに高すぎ、または低すぎの昇降路内に停止
している場合、乗客の呼びによって急激に移動しても熱電素子が効率的に冷暖房の効果を
発揮し難い問題がある。
【００１１】
　本発明は以上のような問題を解決するためになされたもので、ペルチェ効果を有する熱
電素子が有効に発揮できるように構成し、かご室内を効率的に冷暖房するかご室内冷暖房
システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
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（１）　上記課題を解決するために、本発明は、エレベータかごの内外面に配置されるか
ご室内面パネルとかご外面パネルとの間に熱電素子及び当該熱電素子を除く空間領域に断
熱材を介在させたかご冷暖房用側板と、前記かごの室内温度を検出するかご内温度検出器
と、このかご内温度検出器で検出されたかご室内温度と外部から調節可能に設定された温
度設定値とを比較し、前記かご室内温度が温度設定値よりも大きいか否かに応じて、吸熱
指令または排熱指令を出力する比較判断手段と、給電電源切替部と電流方向切替部と切替
駆動判断部とを有する熱電素子駆動制御手段とを備え、
　前記切替駆動判断部は、常時は前記給電電源切替部を介して主電源の電力を前記電流方
向切替部側に給電し、かつ、前記比較判断手段から吸熱指令を受けたとき、前記電流方向
切替部を介して前記熱電素子に所定方向の電流を流して前記かご室内の温度を吸熱するよ
うに駆動し、前記排熱指令を受けたとき、前記電流方向切替部を介して前記熱電素子への
電流方向を切替え、当該熱電素子の発熱を前記かご室内に排熱するように駆動するかご室
内冷暖房システムである。
【００１３】
　なお、上記構成に新たに、常時は前記主電源の電力を充電する蓄電池と、この蓄電池に
充電される電力を検出する検出器と、前記検出器で検出された充電電力が所定の電力に達
したとき、前記蓄電池の充電電力を前記給電電源切替部を介して前記電流方向切替部側に
給電することにより、前記熱電素子の駆動に用いる前記熱電素子駆動制御手段とを付加し
た構成でもあってもよい。
【００１４】
（２）　また、本発明は、エレベータかごの内外面に配置されるかご室内面パネルとかご
外面パネルとの間に熱電素子及び当該熱電素子を除く空間領域に断熱材を介在させたかご
冷暖房用側板と、前記エレベータかごの室内温度を検出するかご内温度検出器と、昇降路
の適宜な個所に設置され昇降路内の温度を検出する昇降路内温度検出器と、このかご内温
度検出器で検出されたかご室内温度と外部から調節可能に設定された温度設定値とを比較
し、前記かご室内温度が温度設定値よりも大きいか否かに応じて、吸熱指令または排熱指
令を出力する比較判断手段と、電源切り離し端子を有する給電電源切替部と電流方向切替
部と切替駆動判断部とを有する熱電素子駆動制御手段とを備え、
　前記切替駆動判断部は、常時は前記給電電源切替部を介して蓄電池の電力を前記電流方
向切替部側に給電し、かつ、前記比較判断手段から吸熱指令を受けたとき、前記電流方向
切替部を介して前記熱電素子に所定方向の電流を流して前記かご室内の温度を吸熱するよ
うに駆動し、前記排熱指令を受けたとき、前記電流方向切替部を介して前記熱電素子への
電流方向を切替え、当該熱電素子の発熱をかご室内に排熱するように駆動し、また、前記
かご室内温度と前記昇降路内温度とが所定の温度差以上となったとき、前記給電電源切替
部を前記電源切り離し端子側に切替えて前記蓄電池を切り離し、前記温度差によって前記
熱電素子で発電される電力を前記蓄電池に充電するかご室内冷暖房システムである。
【００１５】
（３）　さらに、本発明は、前記（１）または前記（２）の構成に新たに、かご内の乗客
の体温を検出する体温検出用モニタと、前記かご内の乗客から発せられる音声信号を取り
込んで分析する音声分析装置と、予め温度比較データ及びあつい・さむいに類する音声パ
ターンデータを記憶するデータ記憶手段と、前記体温検出用モニタで検出される乗客体温
データ及び前記音声分析装置で分析された音声検出データとデータ記憶手段で記憶された
温度比較データ及び音声パターンデータとに基づいて、前記温度設定値を予め定める所定
の温度ずつ増減させる変更指令を出力する温度変更判定処理手段とを設けたかご室内冷暖
房システムである。
【００１６】
（４）　さらに、本発明は、前記（１）ないし前記（３の）の何れかの構成に新たに、各
階の乗場温度を検出する複数の乗場温度検出器と、前記エレベータかごが一定時間以上停
止しているとき、前記比較判断手段から送られてくる前記かご室内温度と前記温度設定値
との温度差に基づき、前記乗場温度検出器で検出された各階の乗場温度に従って当該エレ
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ベータかごを最適階に移動させるエレベータ制御装置とを設けたかご室内冷暖房システム
である。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、ペルチェ効果を有する熱電素子が有効に発揮できるように構成し、か
ご室内を効率的に冷暖房できるかご室内冷暖房システムを提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明に係るかご室内冷暖房システムの各実施形態で用いられるエレベータかご
室内の主要構成機器の設置例を示す図。
【図２】本発明に係るかご室内冷暖房システムの各実施形態で用いられるかご冷暖房用側
板の一例を示す断面図。
【図３】別のかご冷暖房用側板を用いた場合のエレベータかごの概略外観図。
【図４】本発明に係るかご室内冷暖房システムの第１の実施形態を示す構成図。
【図５】本発明に係るかご室内冷暖房システムの第２の実施形態を示す構成図。
【図６】本発明に係るかご室内冷暖房システムの第３の実施形態を示す構成図。
【図７】第３の実施形態の要部構成の動作を説明するフロー図。
【図８】本発明に係るかご室内冷暖房システムの第４の実施形態を示す構成図。
【図９】各階での乗場温度検出器の取り付け例を示す図。
【図１０】第４の実施形態の要部構成の動作を説明するフロー図。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の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）
　図１は本発明に係るかご室内冷暖房システムの各実施形態で用いられるエレベータかご
室内の主要構成機器の設置例を示す図である。
【００２０】
　同図において、１はエレベータかごであって、床板１ａと、この床板１ａの両側端部か
ら立設された両側壁となるかご冷暖房用側板１ｂ，１ｂ及びかご１の正面壁となる側板１
ｃと、これら側板１ｂ，１ｃの上端部に架設された天井となる天板１ｄと、かご背面壁と
なる背面板（図示せず）と、かごドア１ｅとによって構成される。
【００２１】
　エレベータかご１には、かご室内の温度制御を行うかご制御装置２、かご室内の温度を
検出する温度検出器３、かご内から温度調節操作を行う温度調節装置４、乗客の体温を検
出する体温検出用モニタ５、乗客から発せられる音声信号の中からあつい・さむいに関す
る情報を認識する音声分析装置６、電池収納ダクト７に収納される蓄電池８などが設けら
れている。
【００２２】
　なお、温度検出器３、体温検出用モニタ５及び音声分析装置６等は例えば天板１ｄなど
に取り付けられる。また、蓄電池８は、エレベータかご１の上部だけでなく、例えば側板
１ｂ，１ｃに電池収納ダクト７を取り付け、収納するようにしてもよい。
【００２３】
　図２は本発明に係るかご室内冷暖房システムの各実施形態で用いられるかご冷暖房用側
板の一例を示す断面図である。　
　かご冷暖房用側板１ｂは、かご室内側に面する輻射面とするかご室内面パネル１１と、
昇降路側に面する放熱面または吸熱面となるかご外面パネル１２と、かご室内面パネル１
１とかご外面パネル１２の間に介在される熱電素子１３及び熱電素子１３を除く空間領域
に配置される断熱材１４とで構成される。
【００２４】
　かご室内面パネル１１及びかご外面パネル１２は何れも熱伝導性の良好な金属材料等が
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用いられる。
【００２５】
　熱電素子１３は、電気的に駆動電流の方向を変えることによってペルチェ効果により発
熱・吸熱を行うものであるが、前述するように熱電素子１３を除く空間領域に断熱材１４
を介在させるこれにより、かご室内面パネル１１とかご外面パネル１２の間の熱伝導を防
ぎ、熱電素子１３のペルチェ効果、両パネル１１，１２の意図する輻射面や放熱面または
吸熱面としての機能を十分に生かすようにする。
【００２６】
　なお、熱電素子１３としては、図２に示すようにかご側板内に介在させてかご冷暖房用
側板１ｂとしたが、それは次の理由による。すなわち、熱電素子１３を天板１ｄなどに設
置した場合、保守員が点検時にかご室内とかご上部との間を往来する点検口や熱電素子１
３の取り付け上の制約となること、保守員がかご上部で点検作業を行っているときに天板
１ｄに振動が伝わり、熱電素子１３を破損させる原因となること、天板１ｄに照明装置（
図示せず）が設置されているので、照明装置から発生される温度の影響を受けることなど
である。
【００２７】
　また、かご室内面パネル１１及びかご外面パネル１２については、図３に示すように縦
方向に複数枚の内面分割パネル１１ａ，１１ｂどうし、複数枚の外面分割パネル１２ａ，
１２ｂどうしが繋ぎ合わせた構成となるが、各対応する内面・外面分割パネル１１ａ－１
２ａ、１１ｂ－１２ｂ間にそれぞれ熱電素子１３，１３が分割して設置される。
【００２８】
　なお、各熱電素子１３，１３は、照明装置による熱の影響を低減すること及びエレベー
タかご１の昇降時に風の影響を低減すること等を考慮し、かご上部よりもややかご下部寄
りにずらして設置する
　図４は本発明に係るかご室内冷暖房システムの第１の実施形態を示す構成図である。　
　かご室内冷暖房システムは、図１で示したかご制御装置２、温度検出器３、温度調節装
置４、蓄電池８、熱電素子１３を備えたかご冷暖房用側板１ｂ等によって構成される。
【００２９】
　かご制御装置２には、エレベータかご室内温度を受信するインターフェース機能を有す
る温度受信手段２１、予め定める温度設定値を記憶する温度設定値記憶手段２２、比較判
断手段２３、熱電素子駆動制御手段２４及び温度設定値変更手段２５が設けられている。
【００３０】
　比較判断手段２３は、かご室内温度と温度設定値とを比較し、かご室内温度が温度設定
値以上となっているとき、吸熱指令を熱電素子駆動制御手段２４に送出し、逆にかご室内
温度が温度設定値よりも低くなったとき、排熱指令を熱電素子駆動制御手段２４に送出す
る。
【００３１】
　熱電素子駆動制御手段２４には、エレベータ制御装置から送られてくる所定の直流電力
を出力する主電源（定常電源）２４ａ、給電電源切替部２４ｂ、電流方向切替部２４ｃ及
び切替駆動判断部２４ｄ等で構成される。
【００３２】
　切替駆動判断部２４ｄは、常時は給電電源切替部２４ｂが主電源２４ａの出力を選択す
るように制御し、所定の条件のもとに蓄電池８を選択するように制御する。また、切替駆
動判断部２４ｄは、比較判断手段２３からの吸熱指令または排熱指令に従って、電流方向
切替部２４ｃを切替え制御し、熱電素子１３の電流方向を変えるように駆動する。
【００３３】
　温度設定値変更手段２５は、温度調節装置４の操作による温度設定変更値を受信し、温
度設定値記憶手段２２に記憶される温度設定値を、温度設定変更値に書き換え変更する機
能を持っている。
【００３４】
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　次に、以上のように構成されたかご室内冷暖房システムの作用について説明する。
【００３５】
　先ず、切替駆動判断部２４ｄは、常時は給電電源切替部２４ｂを介して主電源２４ａの
所定の直流電圧（例えば２４Ｖ）を選択し、電流方向切替部２４ｃに給電する。
【００３６】
　この状態において、比較判断手段２３は、所定の周期毎に温度受信手段２１で受信した
かご室内温度を取り込み、当該かご室内温度と温度設定値記憶手段２２に設定される温度
設定値とを比較する。ここで、かご室内温度と温度設定値を比較した結果、かご室内温度
が温度設定値以上となったとき、吸熱指令を熱電素子駆動制御手段２４に送出する。
【００３７】
　熱電素子駆動制御手段２４の切替駆動判断部２４ｄは、比較判断手段２３から吸熱指令
を受け取ると、電流方向切替部２４ｃを通して図示実線矢印方向の電流を熱電素子１３に
流し、かご室内の温度を吸熱するように熱電素子１３を電気的に駆動する。その結果、熱
電素子１３がかご室内の温度を取り込んで、昇降路側に面するかご外面パネル１２である
放熱面から放熱するように作用するので、かご室内の温度が徐々に温度設定値に近づき、
かご室内が最適な温度設定値となり、いわゆるかご室内の冷房が行われる。
【００３８】
　一方、比較判断手段２３は、かご室内温度と温度設定値とを比較した結果、かご室内温
度が温度設定値よりも低くなったとき、排熱指令を熱電素子駆動制御手段２４に送出する
。
【００３９】
　熱電素子駆動制御手段２４の切替駆動判断部２４ｄは、比較判断手段２３から排熱指令
を受け取ると、前述とは逆方向に電流が流れるように電流方向切替部２４ｃを切替え制御
する。つまり、電流方向が図示点線矢印方向となるような電流を熱電素子１３に流し、熱
電素子１３から発生する発熱がかご室内に排熱するように電気的に駆動する。その結果、
熱電素子１３がかご室内に排熱するように作用し、昇降路内の温度が高い場合には昇降路
側に面するかご外面パネル１２を吸熱面とし、かご室内の温度が徐々に温度設定値に近づ
くように上げ、いわゆるかご室内の暖房が行われる。
【００４０】
　以上のような熱電素子１３の駆動制御時、電圧検出器２４ｅは、常時，主電源２４ａの
出力電圧を充電している蓄電池８の充電電圧を測定し、切替駆動判断部２４ｄに送信して
いる。
【００４１】
　そこで、切替駆動判断部２４ｄは、蓄電池８の充電電圧が主電源２４ａの出力電圧であ
る所定電圧に達したか否かを判断し、達していると判断したとき熱電素子１３の駆動が可
能であると判断し、給電電源切替部２４ｂを介して蓄電池８側に切替え、蓄電池８側から
所定の電力を熱電素子１３に供給するように制御する。
【００４２】
　そして、切替駆動判断部２４ｄは、予め定める設定電圧まで下がったとき、給電電源切
替部２４ｂを介して主電源２４ａの出力を選択する。
【００４３】
　さらに、季節等に応じて、かご室内の乗客の適正温度が異なってくることから、温度調
節装置４から温度設定値の変更操作が可能である。すなわち、温度調節装置４から温度設
定値の変更操作が行われると、温度設定値変更手段２５は、操作に基づく温度設定変更値
を受信し、温度設定値記憶手段２２の所定領域に設定される温度設定値を、受信した温度
設定変更値に基づいて書き換え変更する。
【００４４】
　従って、以上のような実施の形態によれば、かご冷暖房用側板１ｂとしては、かご室内
側に面する輻射面とするかご室内面パネル１１と、昇降路側に面する放熱面または吸熱面
とするかご外面パネル１２との間に熱電素子１３を除く空間領域に断熱材１４を介在させ
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たことにより、かご室内面パネル１１とかご外面パネル１２の間の断熱材１４により、昇
降路内とかご室内との間の熱伝導を防ぐことができ、冷房時には昇降路内から輻射面への
吸熱を、暖房時には輻射面から昇降路内への排熱を抑えることになり、かご室内を効率的
に冷却または暖めることができる。
【００４５】
　また、従来の一般的なかご側板内に電熱素子１３を組込んで一体化しかご冷暖房用側板
１ｂとするので、昇降路側に面すかご外面パネル１２を放熱面または吸熱面とし、電熱素
子１３に放熱フィンを取り付ける必要がなくなり、振動等の繰り返しによって放熱フィン
が脱落するといった問題を解決できる。また、かご冷暖房用側板１ｂを薄肉、かつ、簡便
に実現することができる。
【００４６】
　さらに、主電源２４ａの他に、蓄電池８を用意し、常時は主電源２４ａの出力電圧を蓄
電池８に充電し、所定の充電電圧に達したときに蓄電池８に切替えて熱出素子１３を駆動
するので、蓄電池８を有効に利用でき、主電源２４の省エネ効果を期待することができる
。
【００４７】
　なお、前記比較判断手段２３は、かご室内温度が温度設定値を境として変化したとき、
頻繁に吸熱指令と発熱指令が繰り返すことになる。そこで、例えばかご室内温度が温度設
定値より低い温度から高い温度に変化するとき、あるいは高い温度から低い温度に変化す
るとき、かご室内温度が例えば温度設定値±０．５程度を超えるまで不感帯となるように
設定し、ハンチング現象を防止するようにしてもよい。
【００４８】
（第２の実施形態）
　図５は本発明に係るかご室内冷暖房システムの第２の実施形態を示す構成図である。な
お、図５において、図４と同一部分には同一符号を付し、その重複する部分の説明を省略
する。
【００４９】
　このかご室内冷暖房システムは、一定の条件のもとに、電源２４ａ，８から熱電素子１
３を切り離し、熱電素子１３で発電される電力を蓄電池８に充電し、省エネ効果を実現す
る構成である。
【００５０】
　かご室内冷暖房システムは、図４の構成に新たに、昇降路の適宜な個所に設置される昇
降路温度検出器３１と、この昇降路温度検出器３１で検出された温度を受信する昇降路温
度受信手段３２と、主電源切り離し部２４ｆと、発電方向切替部２４ｇが設けられている
。
【００５１】
　さらに、かご室内冷暖房システムには、２接点連動切替えを行う給電電源切替部２４ｂ
に代えて電源切り離し接点を有する３接点連動切替えを行う給電電源切替部２４ｂ´の他
、所定周期ごとに昇降路内の温度とかご内温度との温度差を検出し、この温度差が予め定
める所定の温度差以上となったとき、主電源２４ａを切り離し、給電電源切替部２４ｂ´
を電源切り離し接点側に切替えて、熱電素子１３を自家発電用に切替える切替駆動判断部
２４ｄ´が設けられている。
【００５２】
　次に、以上のように構成されたかご室内冷暖房システムの動作について説明する。
【００５３】
　かご室内冷暖房システムは、第１の実施の形態で説明した動作に加え、次のような動作
を実行する。
【００５４】
　切替駆動判断部２４ｄ´は、所定周期ごとに各温度受信手段２１，３２で受信されたか
ご室内温度と昇降路内温度とを取り込んで比較する。ここで、かご室内温度と昇降路内温
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度との温度差が所定の温度差（例えば５℃程度）以上となったとき、主電源切り離し部２
４ｆを介して主電源２４ａから蓄電池８を切り離し、また、給電電源切替２４ｂ´を電源
切り離し接点側に切替えて主電源２４ａや蓄電池８から熱電素子１３を切り離す。
【００５５】
　しかる後、切替駆動判断部２４ｄ´は、かご室内温度と昇降路内温度との大小関係に従
い、吸熱作用または排熱作用となるように発電方向切替部２４ｇを選択し、熱電素子１３
が充電ラインを介して蓄電池８に接続される。
【００５６】
　このとき、かご室内面パネル１１及びかご外面パネル１２は、それぞれかご室と昇降路
とに面しているので、当該かご室内面パネル１１及びかご外面パネル１２を通してかご内
温度と昇降路内温度の温度差が熱電素子１３に印加されており、電力が発電される。
【００５７】
　熱電素子１３で発電した電力は、発電方向切替部２４ｇ及び充電ラインを通して蓄電池
８に逐次充電されていく。
【００５８】
　従って、以上のような実施形態によれば、かご室内温度と昇降路内温度の温度差を利用
し、各電源２４ａ，８から切り離し、温度差を利用して自然に熱電素子１３で電力を発電
し、その発電された電力を蓄電池８に充電するようにしたので、かご室内温度と昇降路内
温度の温度差を有効に生かしつつ、熱電素子１３で必要な電力を発電でき、電力消費量を
抑えつつ、蓄電池８を効率的に使用することができる。
【００５９】
　なお、上記実施の形態では、第１の実施形態の構成を前提としたが、熱電素子１３で必
要な電力を発電して蓄電池８に充電することから、主電源２４ａを不要とすることができ
、それに伴って主電源切り離し部２４ｆも削除できる。
【００６０】
（第３の実施形態）　
　図６は本発明に係るかご室内冷暖房システムの第３の実施形態を示す構成図である。
【００６１】
　かご室内冷暖房システムは、図４に示す構成に新たに次のような構成を付加したもので
ある。かご室内には、図１に示すように体温検出用モニタ５及び音声分析装置６が取り付
けられる。
【００６２】
　体温検出用モニタ５としては、複数の遠赤外線センサ素子を二次元的に配列した温度検
出用のモニタあるいは既に市販されている遠赤外線温度監視カメラ等が用いられる。
【００６３】
　音声分析装置６は、かご室内の乗客から発せられる音声信号を取り込んでＦＦＴ（高速
フーリエ変換）分析し、あるいはＬＰＣ（線形予測分析）に基づき、音声波形データを取
り出す機能を持っている。
【００６４】
　また、かご制御装置２には、図４に示す構成に新たに、体温検出用モニタ５で検出され
た乗客体温データａを取り込んで出力する体温出力検出手段４１、比較判定用の温度比較
データｂを記憶する温度比較データ記憶手段４２、音声波形データから例えば音声の特徴
を表す音声検出データｃを抽出する音声認識手段４３、音声パターンデータｄを記憶する
音声パターン記憶手段４４及び温度変更判定処理部４５等が追加されている。
【００６５】
　なお、温度比較データ記憶手段４２に記憶する温度比較データｂは、経験的または過去
の実績に基づき、乗客が最適と思われる温度データに相当する。
【００６６】
　音声パターン記憶手段４４に記憶する音声パターンデータｄとしては、「あつい」，「
さむい」に関する多数の音声パターンが挙げられる。つまり、音声パターンには、「あつ
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い」，「さむい」に関する音声パターンだけでなく、「あつい」，「さむい」に類する多
数の音声パターンを含む。
【００６７】
　温度変更判定処理部４５は、乗客体温データａが一定の条件となることを前提に、音声
データの有無を判定する音声有無判定手段４５ａ、音声データ有りの場合に音声パターン
記憶手段４４に記憶される音声パターンデータｄと音声検出データｃが所定の類似度に達
しているか否かを判定し、音声検出データｃが音声パターンデータｄに一致しないが、所
定の類似度内に入っているとき当該音声検出データｃを音声パターンデータｄに類するも
のとして音声パターン記憶手段４４に追加していく音声パターン学習手段４５ｂと、変更
指令出力手段４５ｃ等からなる。
【００６８】
　次に、以上のように構成されたかご室内冷暖房システムの作用について、図７を参照し
て説明する。なお、かご室内冷暖房システムにおける第１の実施形態と重複する部分につ
いては、ここでは省略し、特に第３の実施形態で追加された部分について、その作用を説
明する。
【００６９】
　かご室内冷暖房システムでは、かご内に設置された体温検出用モニタ５がかご室内の乗
客の体温を検出する。体温出力検出手段４１は、体温検出用モニタ５で検出された乗客体
温データａを取り込み、温度変更判定処理部４５に送出する。
【００７０】
　一方、音声認識手段４３においても、かご室内の乗客から発する音声信号を取り込んで
音声分析装置６で分析された音声波形データから音声検出データｃを抽出し、同様に温度
変更判定処理部４５に送出する。
【００７１】
　ここで、温度変更判定処理部４５は、体温出力検出手段４１や音声認識手段４３から送
られてくる乗客体温データａ、音声検出データｃを取り込む。さらに、記憶手段４２，４
４から温度比較データｂ及び音声パターンデータｄを読み出し、適宜なメモリに記憶する
（Ｓ１）。
【００７２】
　しかる後、温度変更判定処理部４５は音声有無判定手段４５ａを実行する。音声有無判
定手段４５ａは、乗客体温データａと予め設定された温度比較データｂとを比較し、乗客
体温データａが温度比較データｂよりも少なくとも所定温度（例えば２℃以上）高いか、
温度比較データｂよりも少なくとも所定温度（例えば２℃以下）低いかを判定する（Ｓ２
，Ｓ３）。
【００７３】
　乗客体温データａが高い場合または低い場合、適宜なメモリの高い温度エリアまたは低
い温度エリアにフラグを設定し、次のステップＳ４に移行する。
【００７４】
　このステップＳ４では、音声認識手段４３から出力される音声検出データｃの有無から
乗客からの音声有無を判定する。
【００７５】
　ここで、音声無しと判定されたとき、変更指令出力手段４５ｃを実行する。変更指令出
力手段４５ｃは、音声がないが、メモリのフラグから乗客体温データａが高いまたは低い
と判定されているので、減・増の温度変更指令を前述した温度設定値変更手段２５に送出
する。
【００７６】
　温度設定値変更手段２５は、減の温度変更指令に基づき、温度設定値記憶手段２２の温
度設定値を例えば０．５℃ずつ減らすように変更する。一方、増の温度変更指令に対して
は、例えば０．５℃ずつ増やすように減らすように温度設定値記憶手段２２の温度設定値
を変更する。
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【００７７】
　また、ステップＳ４において、音声有りの場合、音声パターン学習手段４５ｂを実行す
る。音声パターン学習手段４５ｂは、音声認識手段４３から出力される音声検出データｃ
と複数の音声パターンデータｄとを順次比較し、最も高い類似度が予め定められた類似度
内に入っているか否かを判定し（Ｓ６）、入っていない場合にはステップＳ９に移行し、
前述した説明に基づき、減・増の温度変更指令を温度設定値変更手段２５に送出する。
【００７８】
　一方、音声検出データｃが予め定められた類似度内に入っている場合、例えば音声パタ
ーンデータｄが「あつい」に対して、音声検出データｃが「あったかい」、「あつ過ぎ」
等の場合には「あつい」に類すると判断し、音声パターン記憶手段４４の音声パターンデ
ータｄに書き込み追加した後（Ｓ８）、前述同様に減・増の温度変更指令を温度設定値変
更手段２５に送出する（Ｓ９）。
【００７９】
　従って、以上のような実施の形態によれば、エレベータかご１内の乗客の体温や音声を
取得し、乗客の体温が所定温度よりも高いかあるいは低い場合、さらには乗客から「あつ
い」，「さむい」に関連する音声が発せられたとき、そのかご内の乗客のあつ過ぎ，さむ
過ぎを考慮し、少しずつ温度設定値に修正を加えていくので、かご室内を温度環境を快適
な状態に生成することができる。
【００８０】
　なお、第３の実施形態では、第１の実施形態（図４の構成）との組合せについて説明し
たが、第２の実施形態（図５の構成）との組合せであっても良い。この場合には、第１，
第２の実施形態と同様の効果を奏する他、第３の実施形態で得られる効果も奏することが
できる。
【００８１】
（第４の実施形態）　
　図８は本発明に係るかご室内冷暖房システムの第４の実施形態を示す構成図である。
【００８２】
　かご室内冷暖房システムは、エレベータかご１が一定時間停止したとき各階乗場の温度
を検出し、かご室内の冷暖房の観点から最適な所要の温度を有する階にエレベータかご１
を移動させ、熱電素子１３が効率良く冷暖房できるようにする構成である。
【００８３】
　かご室内冷暖房システムは、第１ないし第３の実施形態（図４～図６参照）の構成の一
部である比較判断手段２３にエレベータ制御装置５０が接続される。さらに、エレベータ
制御装置５０には図９に示すように各階の乗場ドア５１近傍に設置される操作パネル５２
が接続されている。この各階の操作パネル５２には乗場温度検出器５３ｉ（ｉ＝階を表す
１～ｎ）が取り付けられている。
【００８４】
　エレベータ制御装置５０は、各乗場の乗場温度検出器５３ｉの検出温度を受信するイン
ターフェース機能を有する温度受信手段５４と、エレベータかご１の一定時間停止時，比
較判断手段２３から送られてくるかご室内温度と温度設定値とを取得し、その温度差から
熱電素子１３がペルチェ効果による能力を十分に発揮されていないと判断したとき、温度
受信手段５４で受信された各階の検出温度から最適温度階に移動させる制御を実行するメ
インコントローラ５５と、メインコントローラ５５の一連の処理に必要なデータを格納す
るメモリ５６とが設けられている。
【００８５】
　その他の構成については、第１ないし第３の実施形態（図４～図６参照）に記載する通
りである。ここでは、重複する部分の説明を省略する。
【００８６】
　以上のように構成されたかご室内冷暖房システムのうち、特に本実施形態の要部となる
構成部分の動作について、図１０を参照して説明する。
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【００８７】
　先ず、メインコントローラ５５は、かご制御装置２の比較判断手段２３から所定時間毎
に送られてくるかご室内温度データｅと温度設定値ｆとを取り込み、時刻データとともに
メモリ５６に順次格納する。また、メインコントローラ５５は、温度受信手段５４で受信
された各階の乗場温度データｇｉ（ｉは階を表す）を取り込んで、メモリ５６の所定領域
に格納する。
【００８８】
　メインコントローラ５５は、エレベータかご１が一定時間（例えば１０分）以上停止し
ているか否かを判断する（Ｓ１１）。ここで、一定時間以上停止していると判断したとき
、メモリ５６からかご室内温度データｅ，温度設定値ｆ及び各階の乗場温度データｇｉを
読み出す（Ｓ１２）。
【００８９】
　しかる後、メインコントローラ５５は、かご室内温度データｅと温度設定値ｆとを比較
し、かご室内温度データｅと温度設定値ｆの温度差、あるいはメモリ５６に格納される複
数の時刻データに対応する各かご室内温度データｅと各温度設定値ｆとの温度差が予め設
定された温度差よりも常に大きいとき、熱電素子１３が能力を十分に発揮していないと判
断し（Ｓ１３）、次のステップＳ１４に移行する。
【００９０】
　なお、熱電素子１３が能力を十分に発揮していない場合とは、例えばエレベータかご１
がある階の昇降路内にかご閉じの状態で停止しており、昇降路内のあつ過ぎあるいはさむ
過ぎの状態に有り、乗場側の温度とかけ離れている場合がある。つまり、かご室内温度デ
ータｅが温度設定値ｆと大きくかけ離れ、一向に改善しない状態が生じる。
【００９１】
　そこで、ステップＳ１４では、かご室内温度データｅと温度設定値ｆとの大小関係を判
断し（Ｓ１４）、かご室内温度データｅが温度設定値ｆよりも設定温度差以上大きいとき
、各階の乗場温度データｇｉのうち、温度ｇｉの低い階へエレベータかご１を移動させる
（Ｓ１５）。そして、温度ｇｉの低い階に到着後、ドアを開放し、熱電素子１３により温
度を下げる制御を実施する。
【００９２】
　このとき、操作パネル５２に表示部を設け、この表示部に「現在換気中」を表示すると
か、及びあるいは操作パネル５または乗場の適宜な場所に音声発生器を設け、音声発生器
から「現在換気中です」の音声メッセージを出力するようにしてもよい。
【００９３】
　逆にかご室内温度データｅが温度設定値ｆよりも設定温度差以上低いとき、各階の乗場
温度データｇｉのうち、温度ｇｉの高い階へエレベータかご１を移動させ（Ｓ１６）、熱
電素子１３により温度を上げる制御を実施する。このときも前述同様に「現在換気中」を
表示し、「現在換気中です」の音声メッセージを出力する。
【００９４】
　従って、以上のような実施の形態によれば、熱電素子１の冷暖房効率が悪い場合、各階
乗場の温度を利用することにより、熱電素子１の能力を十分に発揮させることができ、乗
客からかご呼びがあっても、かご室内の温度を最適な状態に保持させておくことができる
。
【００９５】
　さらに、上記実施の形態は可能な限り組み合わせて実施することが可能であり、その場
合には組み合わせによる効果が得られる。さらに、上記各実施の形態には種々の上位，下
位段階の発明が含まれており、開示された複数の構成要素の適宜な組み合わせにより種々
の発明が抽出され得るものである。例えば問題点を解決するための手段に記載される全構
成要件から幾つかの構成要件が省略されうることで発明が抽出された場合には、その抽出
された発明を実施する場合には省略部分が周知慣用技術で適宜補われるものである。
【符号の説明】
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【００９６】
　１…エレベータかご、１ｂ…かご冷暖房用側板、１ｅ…かごドア、２…かご制御装置、
３…温度検出器、４…温度調節装置、５…体温検出用モニタ、６…音声分析装置、８…蓄
電池、１１…かご室内面パネル、１２…かご外面パネル、１３…熱電素子、１４…断熱材
、２３…比較判断手段、２４…熱電素子駆動制御手段、２４ａ…主電源（定常電源）、２
４ｂ，２４ｂ´…給電電源切替部、２４ｃ…電流方向切替部、２４ｄ，２４ｄ´…切替駆
動判断部、２４ｇ…発電方向切替部、２５…温度設定値変更手段、３１…昇降路温度検出
器、４２…温度比較データ記憶手段、４４…音声パターン記憶手段、４５…温度変更判定
処理部、４５ａ…音声有無判定手段４５ａ、４５ｂ…音声パターン学習手段、４５ｃ…変
更指令出力手段、５０…エレベータ制御装置、５２…各階乗場の操作パネル、５３ｉ…各
階の乗場温度検出器、５５…メインコントローラ。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】 【図８】
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