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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　かごの移動に伴って移動するロープと、上記ロープが巻き掛けられ、上記ロープの移動
により回転される滑車との間の滑りの発生の有無を検出するためのエレベータのロープ滑
り検出装置であって、
　上記滑車の回転に応じた信号を発生する滑車用センサ、
　上記ロープの移動速度を検出するためのロープ用センサ、
　上記滑車用センサからの上記信号に基づいて上記かごの速度を求める第１の速度検出部
と、上記ロープ用センサからの上記移動速度の情報に基づいて上記かごの速度を求める第
２の速度検出部と、上記第１及び第２の速度検出部のそれぞれにより求められた上記かご
の速度を比較することにより、上記ロープと上記滑車との間に滑りの有無を判定する判定
部とを有する処理装置
　を備え、
　上記ロープ用センサは、上記ロープの表面へ照射する発振波と、上記発振波の上記ロー
プの表面での反射波との周波数差を測定することにより、上記ロープの移動速度を求める
ドップラセンサであり、
　上記ロープ用センサの近傍には、上記発振波の上記ロープの表面での反射波と異なる反
射を上記ロープ用センサが受けることを阻止するためのエネルギ波遮蔽体が設けられてい
ることを特徴とするエレベータのロープ滑り検出装置。
【請求項２】
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　上記第１の速度検出部は、上記滑車の回転位置の情報に基づいて上記かごの位置を求め
るかご位置算出回路と、上記かご位置算出回路からの上記かごの位置の情報に基づいて上
記かごの速度を求める滑車用かご速度算出回路とを有していることを特徴とする請求項１
に記載のエレベータのロープ滑り検出装置。
【請求項３】
　上記滑車用センサは、エンコーダであることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載
のエレベータのロープ滑り検出装置。
【請求項４】
　上記ロープ用センサは、上記ロープの上記滑車に巻き掛けられた部分の移動速度を測定
するようになっていることを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか一項に記載のエ
レベータのロープ滑り検出装置。
【請求項５】
　かごの移動に伴って移動するロープと、上記ロープが巻き掛けられ、上記ロープの移動
により回転される滑車との間の滑りの発生の有無を検出するためのエレベータのロープ滑
り検出装置であって、
　上記滑車の回転に応じた信号を発生する滑車用センサ、
　上記ロープの移動速度を検出するためのロープ用センサ、
　上記滑車用センサからの上記信号に基づいて上記かごの速度を求める第１の速度検出部
と、上記ロープ用センサからの上記移動速度の情報に基づいて上記かごの速度を求める第
２の速度検出部と、上記第１及び第２の速度検出部のそれぞれにより求められた上記かご
の速度を比較することにより、上記ロープと上記滑車との間に滑りの有無を判定する判定
部とを有する処理装置
　を備え、
　上記ロープが曲がるように上記ロープに押し当てられた一対のローラが上下方向へ間隔
を置いて配置されており、
　上記ロープ用センサは、上記ロープの各上記ローラ間で張られた部分の移動速度を測定
するようになっていることを特徴とするエレベータのロープ滑り検出装置。
【請求項６】
　かごの移動に伴って移動するロープと、上記ロープが巻き掛けられ、上記ロープの移動
により回転される滑車との間の滑りの発生の有無を検出するためのエレベータのロープ滑
り検出装置であって、
　上記滑車の回転に応じた信号を発生する滑車用センサ、
　上記ロープの移動速度を検出するためのロープ用センサ、
　上記滑車用センサからの上記信号に基づいて上記かごの速度を求める第１の速度検出部
と、上記ロープ用センサからの上記移動速度の情報に基づいて上記かごの速度を求める第
２の速度検出部と、上記第１及び第２の速度検出部のそれぞれにより求められた上記かご
の速度を比較することにより、上記ロープと上記滑車との間に滑りの有無を判定する判定
部とを有する処理装置
　を備え、
　固定ローラと、上記固定ローラ側へ付勢された可動ローラとを有し、上記固定ローラと
上記可動ローラとの間で上記ロープを挟む一対のロープ挟み部が上下方向へ互いに間隔を
置いて配置されており、
　ロープ用センサは、上記ロープの各上記ロープ挟み部間で張られた部分の移動速度を測
定するようになっていることを特徴とするエレベータのロープ滑り検出装置。
【請求項７】
　昇降路内を昇降されるかご、
　上記かごの移動に伴って移動するロープ、
　上記ロープが巻き掛けられ、上記ロープの移動により回転される滑車、
　上記滑車の回転位置を検出する滑車用センサ、
　上記ロープの移動速度を検出するロープ用センサ、
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　上記回転位置の情報及び上記移動速度のそれぞれの情報に基づいて上記かごの速度をそ
れぞれ求め、求めた上記かごの速度を比較することにより、上記ロープと上記滑車との間
の滑りの有無を検出する処理装置、及び
　上記処理装置からの情報に基づいてエレベータの運転を制御する制御装置
　を備え、
　上記ロープ用センサは、上記ロープの表面へ照射する発振波と、上記発振波の上記ロー
プの表面での反射波との周波数差を測定することにより、上記ロープの移動速度を求める
ドップラセンサであり、
　上記ロープ用センサの近傍には、上記発振波の上記ロープの表面での反射波と異なる反
射波を上記ロープ用センサが受けることを阻止するためのエネルギ波遮蔽体が設けられて
いることを特徴とするエレベータ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
　この発明は、かごの移動に伴って移動するロープの滑車に対する滑りの発生の有無を検
出するためのエレベータのロープ滑り検出装置、及びこれを用いたエレベータ装置に関す
るものである。
【背景技術】
　特開２００３－８１５４９号公報には、昇降路内におけるかごの位置を検出するために
、かごとともに移動するスチールテープが巻き掛けられた滑車の回転数を測定することに
より、かごの位置を検出するエレベータかごの位置検出装置が示されている。滑車には、
滑車の回転数をパルス信号として出力するロータリエンコーダが設けられている。ロータ
リエンコーダからのパルス信号は、位置判定部に入力されるようになっている。位置判定
部は、パルス信号の入力に基づいてかごの位置を判定するようになっている。
　しかし、このようなエレベータかごの位置検出装置では、ロープと滑車との間に滑りが
発生したときには、滑車の回転量がかごの移動距離と一致しなくなってしまうので、位置
判定部によって判定されるかごの位置と、実際のかごの位置との間にずれが生じてしまう
。これにより、エレベータの運転は、実際のかごの位置とは異なる誤ったかごの位置に基
づいて制御されることになり、かごが昇降路の下端部に衝突してしまう恐れもある。
【発明の開示】
　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、滑車に対するロ
ープの滑りの発生の有無を検出することができるエレベータのロープ滑り検出装置を得る
ことを目的とする。
　この発明によるエレベータのロープ滑り検出装置は、かごの移動に伴って移動するロー
プと、ロープが巻き掛けられ、ロープの移動により回転される滑車との間の滑りの発生の
有無を検出するためのエレベータのロープ滑り検出装置であって、滑車の回転に応じた信
号を発生する滑車用センサ、ロープの移動速度を検出するためのロープ用センサ、滑車用
センサからの信号に基づいてかごの速度を求める第１の速度検出部と、ロープ用センサか
らの上記移動速度の情報に基づいてかごの速度を求める第２の速度検出部と、第１及び第
２の速度検出部のそれぞれにより求められたかごの速度を比較することにより、ロープと
上記滑車との間に滑りの有無を判定する判定部とを有する処理装置を備えている。
【図面の簡単な説明】
　図１はこの発明の実施の形態１によるエレベータ装置を模式的に示す構成図である。
　図２は図１の非常止め装置を示す正面図である。
　図３は図２の非常止め装置の作動時の状態を示す正面図である。
　図４はこの発明の実施の形態２によるエレベータ装置を模式的に示す構成図である。
　図５は図４の非常止め装置を示す正面図である。
　図６は図５の作動時の非常止め装置を示す正面図である。
　図７は図６の駆動部を示す正面図である。
　図８はこの発明の実施の形態３によるエレベータ装置を模式的に示す構成図である。
　図９はこの発明の実施の形態４によるエレベータ装置を模式的に示す構成図である。



(4) JP 4849465 B2 2012.1.11

10

20

30

40

50

　図１０はこの発明の実施の形態５によるエレベータ装置を模式的に示す構成図である。
　図１１はこの発明の実施の形態６によるエレベータ装置を模式的に示す構成図である。
　図１２は図１１のエレベータ装置の他の例を示す構成図である。
　図１３はこの発明の実施の形態７によるエレベータ装置を模式的に示す構成図である。
　図１４はこの発明の実施の形態８によるエレベータ装置を模式的に示す構成図である。
　図１５は図７の駆動部の他の例を示す正面図である。
　図１６はこの発明の実施の形態９による非常止め装置を示す平断面図である。
　図１７はこの発明の実施の形態１０による非常止め装置を示す一部破断側面図である。
　図１８はこの発明の実施の形態１１によるエレベータ装置を模式的に示す構成図である
。
　図１９は図１８の記憶部に記憶されたかご速度異常判断基準を示すグラフである。
　図２０は図１８の記憶部に記憶されたかご加速度異常判断基準を示すグラフである。
　図２１はこの発明の実施の形態１２によるエレベータ装置を模式的に示す構成図である
。
　図２２はこの発明の実施の形態１３によるエレベータ装置を模式的に示す構成図である
。
　図２３は図２２の綱止め装置及び各ロープセンサを示す構成図である。
　図２４は図２３の１本の主ロープが破断された状態を示す構成図である。
　図２５はこの発明の実施の形態１４によるエレベータ装置を模式的に示す構成図である
。
　図２６はこの発明の実施の形態１５によるエレベータ装置を模式的に示す構成図である
。
　図２７は図２６のかご及びドアセンサを示す斜視図である。
　図２８は図２７のかご出入口が開いている状態を示す斜視図である。
　図２９はこの発明の実施の形態１６によるエレベータ装置を模式的に示す構成図である
。
　図３０は図２９の昇降路上部を示す構成図である。
　図３１は、この発明の実施の形態１７によるエレベータ装置を模式的に示す構成図であ
る。
　図３２は、図３１のエレベータのロープ滑り検出装置を示す模式的な構成図である。
　図３３は、この発明の実施の形態１８によるエレベータのロープ滑り検出装置のロープ
速度センサを示す要部構成図である。
　図３４は、この発明の実施の形態１９によるエレベータのロープ滑り検出装置のロープ
速度センサを示す要部構成図である。
　図３５は、この発明の実施の形態２０によるエレベータのロープ滑り検出装置のロープ
速度センサを示す要部構成図である。
　図３６は、この発明の実施の形態２１によるエレベータのロープ滑り検出装置を示す要
部構成図である。
　図３７は、この発明の実施の形態２２によるエレベータのロープ滑り検出装置を示す要
部構成図である。
　図３８は、この発明の実施の形態２３によるエレベータのロープ滑り検出装置を示す要
部構成図である。
【発明を実施するための最良の形態】
　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によるエレベータ装置を模式的に示す構成図である。
図において、昇降路１内には、一対のかごガイドレール２が設置されている。かご３は、
かごガイドレール２に案内されて昇降路１内を昇降される。昇降路１の上端部には、かご
３及び釣合おもり（図示しない）を昇降させる巻上機（図示しない）が配置されている。
巻上機の駆動シーブには、主ロープ４が巻き掛けられている。かご３及び釣合おもりは、
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主ロープ４により昇降路１内に吊り下げられている。かご３には、制動手段である一対の
非常止め装置５が各かごガイドレール２に対向して搭載されている。各非常止め装置５は
、かご３の下部に配置されている。かご３は、各非常止め装置５の作動により制動される
。
　また、昇降路１の上端部には、かご３の昇降速度を検出するかご速度検出手段である調
速機６が配置されている。調速機６は、調速機本体７と、調速機本体７に対して回転可能
な調速機シーブ８とを有している。昇降路１の下端部には、回転可能な張り車９が配置さ
れている。調速機シーブ８と張り車９との間には、かご３に連結されたガバナロープ１０
が巻き掛けられている。ガバナロープ１０のかご３との連結部は、かご３とともに上下方
向へ往復動される。これにより、調速機シーブ８及び張り車９は、かご３の昇降速度に対
応した速度で回転される。
　調速機６は、かご３の昇降速度が予め設定された第１過速度となったときに巻上機のブ
レーキ装置を作動させるようになっている。また、調速機６には、かご３の降下速度が第
１過速度よりも高速の第２過速度（設定過速度）となったときに非常止め装置５へ作動信
号を出力する出力部であるスイッチ部１１が設けられている。スイッチ部１１は、回転す
る調速機シーブ８の遠心力に応じて変位される過速レバーによって機械的に開閉される接
点部１６を有している。接点部１６は、停電時にも給電可能な無停電電源装置であるバッ
テリ１２、及びエレベータの運転を制御する制御盤１３に、それぞれ電源ケーブル１４及
び接続ケーブル１５によって電気的に接続されている。
　かご３と制御盤１３との間には、制御ケーブル（移動ケーブル）が接続されている。制
御ケーブルには、複数の電力線や信号線と共に、制御盤１３と各非常止め装置５との間に
電気的に接続された非常止め用配線１７が含まれている。バッテリ１２からの電力は、接
点部１６の閉極により、電源ケーブル１４、スイッチ部１１、接続ケーブル１５、制御盤
１３内の電力供給回路及び非常止め用配線１７を通じて各非常止め装置５へ供給される。
なお、伝送手段は、接続ケーブル１５、制御盤１３内の電力供給回路及び非常止め用配線
１７を有している。
　図２は図１の非常止め装置５を示す正面図であり、図３は図２の作動時の非常止め装置
５を示す正面図である。図において、かご３の下部には、支持部材１８が固定されている
。非常止め装置５は、支持部材１８に支持されている。また、各非常止め装置５は、かご
ガイドレール２に対して接離可能な一対の制動部材である楔１９と、楔１９に連結され、
かご３に対して楔１９を変位させる一対のアクチュエータ部２０と、支持部材１８に固定
され、アクチュエータ部２０により変位される楔１９をかごガイドレール２に接する方向
へ案内する一対の案内部２１とを有している。一対の楔１９、一対のアクチュエータ部２
０及び一対の案内部２１は、それぞれかごガイドレール２の両側に対称に配置されている
。
　案内部２１は、かごガイドレール２との間隔が上方で小さくなるようにかごガイドレー
ル２に対して傾斜された傾斜面２２を有している。楔１９は、傾斜面２２に沿って変位さ
れる。アクチュエータ部２０は、楔１９を上方の案内部２１側へ付勢する付勢部であるば
ね２３と、通電による電磁力によりばね２３の付勢に逆らって案内部２１から離れるよう
に楔１９を下方へ変位させる電磁マグネット２４とを有している。
　ばね２３は、支持部材１８と楔１９との間に接続されている。電磁マグネット２４は、
支持部材１８に固定されている。非常止め用配線１７は、電磁マグネット２４に接続され
ている。楔１９には、電磁マグネット２４に対向する永久磁石２５が固定されている。電
磁マグネット２４への通電は、接点部１６（図１参照）の閉極によりバッテリ１２（図１
参照）からなされる。接点部１６（図１参照）の開極により電磁マグネット２４への通電
が遮断されることによって、非常止め装置５は作動される。即ち、一対の楔１９は、ばね
２３の弾性復元力によってかご３に対して上方へ変位され、かごガイドレール２に押し付
けられる。
　次に、動作について説明する。通常運転時には、接点部１６は閉極されている。これに
より、電磁マグネット２４にはバッテリ１２から電力が供給されている。楔１９は、通電



(6) JP 4849465 B2 2012.1.11

10

20

30

40

50

による電磁力により電磁マグネット２４に吸引保持され、かごガイドレール２から開離さ
れている（図２）。
　例えば主ロープ４の切断等によりかご３の速度が上昇し第１過速度になると、巻上機の
ブレーキ装置が作動する。巻上機のブレーキ装置の作動後においてもかご３の速度がさら
に上昇し第２過速度になると、接点部１６が開極される。これにより、各非常止め装置５
の電磁マグネット２４への通電は遮断され、楔１９はばね２３の付勢によりかご３に対し
て上方へ変位される。このとき、楔１９は案内部２１の傾斜面２２に接触しながら傾斜面
２２に沿って変位される。この変位により、楔１９はかごガイドレール２に接触して押し
付けられる。楔１９は、かごガイドレール２への接触により、さらに上方へ変位されてか
ごガイドレール２と案内部２１との間に噛み込む。これにより、かごガイドレール２と楔
１９との間に大きな摩擦力が発生し、かご３が制動される（図３）。
　かご３の制動を解除するときには、接点部１６の閉極により電磁マグネット２４に通電
した状態で、かご３を上昇させる。これにより、楔１９は下方へ変位され、かごガイドレ
ール２から開離される。
　このようなエレベータ装置では、バッテリ１２に接続されたスイッチ部１１と各非常止
め装置５とが電気的に接続されているので、調速機４で検出されたかご３の速度の異常を
電気的な作動信号としてスイッチ部１１から各非常止め装置５へ伝送することができ、か
ご３の速度の異常が検出されてから短時間でかご３を制動させることができる。これによ
り、かご３の制動距離を小さくすることができる。しかも、各非常止め装置５を容易に同
期作動させることができ、かご３を安定して停止させることができる。また、非常止め装
置５は電気的な作動信号により作動されるので、かご３の揺れ等による誤作動も防止する
ことができる。
　また、非常止め装置５は、楔１９を上方の案内部２１側へ変位させるアクチュエータ部
２０と、上方へ変位される楔１９をかごガイドレール２に接する方向へ案内する傾斜面２
２を含む案内部２１とを有しているので、かご３が下降しているときに、楔１９のかごガ
イドレール２に対する押し付け力を確実に増大させることができる。
　また、アクチュエータ部２０は、楔１９を上方へ付勢するばね２３と、ばね２３の付勢
に逆らって楔１９を下方へ変位させる電磁マグネット２４とを有しているので、簡単な構
成で楔１９を変位させることができる。
実施の形態２．
　図４は、この発明の実施の形態２によるエレベータ装置を模式的に示す構成図である。
図において、かご３は、かご出入口２６が設けられたかご本体２７と、かご出入口２６を
開閉するかごドア２８とを有している。昇降路１には、かご３の速度を検出するかご速度
検出手段であるかご速度センサ３１が設けられている。制御盤１３内には、かご速度セン
サ３１に電気的に接続された出力部３２が搭載されている。出力部３２には、バッテリ１
２が電源ケーブル１４を介して接続されている。出力部３２からは、かご３の速度を検出
するための電力がかご速度センサ３１へ供給される。出力部３２には、かご速度センサ３
１からの速度検出信号が入力される。
　かご３の下部には、かご３を制動する制動手段である一対の非常止め装置３３が搭載さ
れている。出力部３２と各非常止め装置３３とは、非常止め用配線１７により互いに電気
的に接続されている。出力部３２からは、かご３の速度が第２過速度であるときに作動用
電力である作動信号が非常止め装置３３へ出力される。非常止め装置３３は、作動信号の
入力により作動される。
　図５は図４の非常止め装置３３を示す正面図であり、図６は図５の作動時の非常止め装
置３３を示す正面図である。図において、非常止め装置３３は、かごガイドレール２に対
して接離可能な制動部材である楔３４と、楔３４の下部に連結されたアクチュエータ部３
５と、楔３４の上方に配置され、かご３に固定された案内部３６とを有している。楔３４
及びアクチュエータ部３５は、案内部３６に対して上下動可能に設けられている。楔３４
は、案内部３６に対する上方への変位、即ち案内部３６側への変位に伴って案内部３６に
よりかごガイドレール２に接触する方向へ案内される。
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　アクチュエータ部３５は、かごガイドレール２に対して接離可能な円柱状の接触部３７
と、かごガイドレール２に接離する方向へ接触部３７を変位させる作動機構３８と、接触
部３７及び作動機構３８を支持する支持部３９とを有している。接触部３７は、作動機構
３８によって容易に変位できるように楔３４よりも軽くなっている。作動機構３８は、接
触部３７をかごガイドレール２に接触させている接触位置と接触部３７をかごガイドレー
ル２から開離させている開離位置との間で往復変位可能な可動部４０と、可動部４０を変
位させる駆動部４１とを有している。
　支持部３９及び可動部４０には、支持案内穴４２及び可動案内穴４３がそれぞれ設けら
れている。支持案内穴４２及び可動案内穴４３のかごガイドレール２に対する傾斜角度は
、互いに異なっている。接触部３７は、支持案内穴４２及び可動案内穴４３に摺動可能に
装着されている。接触部３７は、可動部４０の往復変位に伴って可動案内穴４３を摺動さ
れ、支持案内穴４２の長手方向に沿って変位される。これにより、接触部３７は、かごガ
イドレール２に対して適正な角度で接離される。かご３の下降時に接触部３７がかごガイ
ドレール２に接触すると、楔３４及びアクチュエータ部３５は制動され、案内部３６側へ
変位される。
　支持部３９の上部には、水平方向に延びた水平案内穴４７が設けられている。楔３４は
、水平案内穴４７に摺動可能に装着されている。即ち、楔３４は、支持部３９に対して水
平方向に往復変位可能になっている。
　案内部３６は、かごガイドレール２を挟むように配置された傾斜面４４及び接触面４５
を有している。傾斜面４４は、かごガイドレール２との間隔が上方で小さくなるようにか
ごガイドレール２に対して傾斜されている。接触面４５は、かごガイドレール２に対して
接離可能になっている。楔３４及びアクチュエータ部３５の案内部３６に対する上方への
変位に伴って、楔３４は傾斜面４４に沿って変位される。これにより、楔３４及び接触面
４５は互いに近づくように変位され、かごガイドレール２は楔３４及び接触面４５により
挟み付けられる。
　図７は、図６の駆動部４１を示す正面図である。図において、駆動部４１は、可動部４
０に取り付けられた付勢部である皿ばね４６と、通電による電磁力により可動部４０を変
位させる電磁マグネット４８とを有している。
　可動部４０は、皿ばね４６の中央部分に固定されている。皿ばね４６は、可動部４０の
往復変位により変形される。皿ばね４６の付勢の向きは、可動部４０の変位による変形に
より、可動部４０の接触位置（実線）と開離位置（二点破線）との間で反転されるように
なっている。可動部４０は、皿ばね４６の付勢により、接触位置及び開離位置にそれぞれ
保持される。即ち、かごガイドレール２に対する接触部３７の接触状態及び開離状態は、
皿ばね４６の付勢により保持される。
　電磁マグネット４８は、可動部４０に固定された第１電磁部４９と、第１電磁部４９に
対向して配置された第２電磁部５０とを有している。可動部４０は、第２電磁部５０に対
して変位可能になっている。電磁マグネット４８には、非常止め用配線１７が接続されて
いる。第１電磁部４９及び第２電磁部５０は、電磁マグネット４８への作動信号の入力に
より電磁力を発生し、互いに反発される。即ち、第１電磁部４９は、電磁マグネット４８
への作動信号の入力により、可動部４０とともに第２電磁部５０から離れる向きへ変位さ
れる。
　なお、出力部３２は、非常止め機構５の作動後の復帰のための復帰信号を復帰時に出力
するようになっている。第１電磁部４９及び第２電磁部５０は、電磁マグネット４８への
復帰信号の入力により互いに吸引される。他の構成は実施の形態１と同様である。
　次に、動作について説明する。通常運転時には、可動部４０は開離位置に位置しており
、接触部３７は皿ばね４６の付勢によりかごガイドレール２から開離されている。接触部
３７がかごガイドレール２から開離された状態では、楔３４は、案内部３６との間隔が保
たれており、かごガイドレール２から開離されている。
　かご速度センサ３１で検出された速度が第１過速度になると、巻上機のブレーキ装置が
作動する。この後もかご３の速度が上昇し、かご速度センサ３１で検出された速度が第２
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過速度になると、作動信号が出力部３２から各非常止め装置３３へ出力される。作動信号
の電磁マグネット４８への入力により、第１電磁部４９及び第２電磁部５０は互いに反発
される。この電磁反発力により、可動部４０は接触位置へ変位される。これに伴って、接
触部３７はかごガイドレール２に対して接触する方向へ変位される。可動部４０が接触位
置に達するまでに、皿ばね４６の付勢の向きは接触位置で可動部４０を保持する向きに反
転する。これにより、接触部３７はかごガイドレール２に接触して押し付けられ、楔３４
及びアクチュエータ部３５は制動される。
　かご３及び案内部３６は制動されずに下降することから、案内部３６は下方の楔３４及
びアクチュエータ部３５側へ変位される。この変位により、楔３４は傾斜面４４に沿って
案内され、かごガイドレール２は楔３４及び接触面４５によって挟み付けられる。楔３４
は、かごガイドレール２への接触により、さらに上方へ変位されてかごガイドレール２と
傾斜面４４との間に噛み込む。これにより、かごガイドレール２と楔３４との間、及びか
ごガイドレール２と接触面４５との間に大きな摩擦力が発生し、かご３が制動される。
　復帰時には、出力部３２から復帰信号が電磁マグネット４８へ伝送される。これにより
、第１電磁部４９及び第２電磁部５０は互いに吸引され、可動部４０は開離位置へ変位さ
れる。これに伴って、接触部３７はかごガイドレール２に対して開離する方向へ変位され
る。可動部４０が開離位置に達するまでに、皿ばね４６の付勢の向きは反転し、可動部４
０は開離位置で保持される。この状態で、かご３が上昇され、楔３４及び接触面４５のか
ごガイドレール２に対する押し付けは解除される。
　このようなエレベータ装置では、実施の形態１と同様の効果を奏するとともに、かご３
の速度を検出するためにかご速度センサ３１が昇降路１内に設けられているので、調速機
及びガバナロープを用いる必要がなくなり、エレベータ装置全体の据付スペースを小さく
することができる。
　また、アクチュエータ部３５は、かごガイドレール２に接離可能な接触部３７と、かご
ガイドレール２に接離する方向へ接触部３７を変位させる作動機構３８とを有しているの
で、接触部３７の重量を楔３４よりも軽くすることにより、作動機構３８の接触部３７に
対する駆動力を小さくすることができ、作動機構３８を小形化することができる。さらに
、接触部３７を軽量にすることで、接触部３７の変位速度も大きくすることができ、制動
力の発生までに要する時間を短縮することができる。
　また、駆動部４１は、可動部４０を接触位置及び開離位置で保持する皿ばね４６と、通
電により可動部４０を変位させる電磁マグネット４８とを有しているので、可動部４０の
変位時のみの電磁マグネット４８への通電で可動部４０を接触位置あるいは開離位置に確
実に保持することができる。
実施の形態３．
　図８は、この発明の実施の形態３によるエレベータ装置を模式的に示す構成図である。
図において、かご出入口２６には、かごドア２８の開閉状態を検出するドア開閉検出手段
であるドア開閉センサ５８が設けられている。ドア開閉センサ５８には、制御盤１３に搭
載された出力部５９が制御ケーブルを介して接続されている。また、出力部５９には、か
ご速度センサ３１が電気的に接続されている。かご速度センサ３１からの速度検出信号及
びドア開閉センサ５８からの開閉検出信号は、出力部５９に入力される。出力部５９では
、速度検出信号及び開閉検出信号の入力により、かご３の速度及びかご出入口２６の開閉
状態が把握される。
　出力部５９は、非常止め用配線１７を介して非常止め装置３３に接続されている。出力
部５９は、かご速度センサ３１からの速度検出信号、及びドア開閉センサ５８からの開閉
検出信号により、かご出入口２６が開いた状態でかご３が昇降したときに作動信号を出力
するようになっている。作動信号は、非常止め用配線１７を通じて非常止め装置３３へ伝
送される。他の構成は実施の形態２と同様である。
　このようなエレベータ装置では、かご３の速度を検出するかご速度センサ３１と、かご
ドア２８の開閉状態を検出するドア開閉センサ５８とが出力部５９に電気的に接続され、
かご出入口２６が開いた状態でかご３が下降したときに、作動信号が出力部５９から非常
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止め装置３３へ出力されるようになっているので、かご出入口２６が開いた状態でのかご
３の下降を防止することができる。
　なお、非常止め装置３３を上下逆にしたものをさらにかご３に装着してもよい。このよ
うにすれば、かご出入口２６が開いた状態でのかご３の上昇も防止することができる。
実施の形態４．
　図９は、この発明の実施の形態４によるエレベータ装置を模式的に示す構成図である。
図において、主ロープ４には、主ロープ４の切断を検出するロープ切れ検出手段である切
断検出導線６１が挿通されている。切断検出導線６１には、微弱電流が流されている。主
ロープ４の切断の有無は、微弱電流の通電の有無により検出される。切断検出導線６１に
は、制御盤１３に搭載された出力部６２が電気的に接続されている。切断検出導線６１が
切断されると、切断検出導線６１の通電の遮断信号であるロープ切断信号が出力部６２に
入力される。出力部６２にはまた、かご速度センサ３１が電気的に接続されている。
　出力部６２は、非常止め用配線１７を介して非常止め装置３３に接続されている。出力
部６２は、かご速度センサ３１からの速度検出信号、及び切断検出導線６１からのロープ
切断信号により、主ロープ４の切断時に作動信号を出力するようになっている。作動信号
は、非常止め用配線１７を通じて非常止め装置３３へ伝送される。他の構成は実施の形態
２と同様である。
　このようなエレベータ装置では、かご３の速度を検出するかご速度センサ３１と、主ロ
ープ４の切断を検出する切断検出導線６１とが出力部６２に電気的に接続され、主ロープ
４の切断時に作動信号が出力部６２から非常止め装置３３へ出力されるようになっている
ので、かご３の速度の検出及び主ロープ４の切断の検出により異常速度で下降するかご３
をさらに確実に制動させることができる。
　なお、上記の例では、ロープ切れ検出手段として、主ロープ４に挿通された切断検出導
線６１の通電の有無を検出する方法が用いられているが、例えば主ロープ４のテンション
の変化を測定する方法を用いてもよい。この場合、主ロープ４のロープ止めにテンション
測定器が設置される。
実施の形態５．
　図１０は、この発明の実施の形態５によるエレベータ装置を模式的に示す構成図である
。図において、昇降路１内には、かご３の位置を検出するかご位置検出手段であるかご位
置センサ６５が設けられている。かご位置センサ６５及びかご速度センサ３１は、制御盤
１３に搭載された出力部６６に電気的に接続されている。出力部６６は、通常運転時のか
ご３の位置、速度、加減速度及び停止階等の情報を含む制御パターンが記憶されたメモリ
部６７を有している。出力部６６には、かご速度センサ３１からの速度検出信号、及びか
ご位置センサ６５からのかご位置信号が入力される。
　出力部６６は、非常止め用配線１７を介して非常止め装置３３に接続されている。出力
部６６では、速度検出信号及びかご位置信号によるかご３の速度及び位置（実測値）と、
メモリ部６７に記憶された制御パターンによるかご３の速度及び位置（設定値）とが比較
されるようになっている。出力部６６は、実測値と設定値との偏差が所定の閾値を超えた
ときに作動信号を非常止め装置３３へ出力するようになっている。ここで、所定の閾値と
は、かご３が通常の制動により昇降路１の端部に衝突することなく停止するための最低限
の実測値と設定値との偏差である。他の構成は実施の形態２と同様である。
　このようなエレベータ装置では、出力部６６は、かご速度センサ３１及びかご位置セン
サ６５からの実測値と制御パターンの設定値との偏差が所定の閾値を超えたときに作動信
号を出力するようになっているので、かご３の昇降路１の端部への衝突を防止することが
できる。
実施の形態６．
　図１１は、この発明の実施の形態６によるエレベータ装置を模式的に示す構成図である
。図において、昇降路１内には、第１かごである上かご７１と、上かご７１の下方に位置
する第２かごである下かご７２とが配置されている。上かご７１及び下かご７２は、かご
ガイドレール２に案内されて昇降路１内を昇降される。昇降路１内の上端部には、上かご
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７１及び上かご用釣合おもり（図示しない）を昇降させる第１巻上機（図示しない）と、
下かご７２及び下かご用釣合おもり（図示しない）を昇降させる第２巻上機（図示しない
）とが設置されている。第１巻上機の駆動シーブには第１主ロープ（図示しない）が、第
２巻上機の駆動シーブには第２主ロープ（図示しない）がそれぞれ巻き掛けられている。
上かご７１及び上かご用釣合おもりは第１主ロープにより吊り下げられ、下かご７２及び
下かご用釣合おもりは第２主ロープにより吊り下げられている。
　昇降路１内には、上かご７１の速度及び下かご７２の速度を検出するかご速度検出手段
である上かご速度センサ７３及び下かご速度センサ７４が設けられている。また、昇降路
１内には、上かご７１の位置及び下かご７２の位置を検出するかご位置検出手段である上
かご位置センサ７５及び下かご位置センサ７６が設けられている。
　なお、かご動作検出手段は、上かご速度センサ７３、下かご速度センサ７４、上かご位
置センサ７５及び下かご位置センサ７６を有している。
　上かご７１の下部には、実施の形態２で用いられる非常止め装置３３と同様の構成の制
動手段である上かご用非常止め装置７７が搭載されている。下かご７２の下部には、上か
ご用非常止め装置７７と同様の構成の制動手段である下かご用非常止め装置７８が搭載さ
れている。
　制御盤１３内には、出力部７９が搭載されている。出力部７９には、上かご速度センサ
７３、下かご速度センサ７４、上かご位置センサ７５及び下かご位置センサ７６が電気的
に接続されている。また、出力部７９には、バッテリ１２が電源ケーブル１４を介して接
続されている。上かご速度センサ７３からの上かご速度検出信号、下かご速度センサ７４
からの下かご速度検出信号、上かご位置センサ７５からの上かご位置検出信号、及び下か
ご位置センサ７６からの下かご位置検出信号は、出力部７９へ入力される。即ち、出力部
７９には、かご動作検出手段からの情報が入力される。
　出力部７９は、非常止め用配線１７を介して上かご用非常止め装置７７及び下かご用非
常止め装置７８に接続されている。また、出力部７９は、かご動作検出手段からの情報に
より、上かご７１あるいは下かご７２の昇降路１の端部への衝突の有無、及び上かご７１
と下かご７２との衝突の有無を予測し、衝突が予測されたときに作動信号を上かご用非常
止め装置７７及び下かご用非常止め装置７８へ出力するようになっている。上かご用非常
止め装置７７及び下かご用非常止め装置７８は、作動信号の入力により作動される。
　なお、監視部は、かご動作検出手段と出力部７９とを有している。上かご７１及び下か
ご７２の走行状態は、監視部により監視される。他の構成は実施の形態２と同様である。
　次に、動作について説明する。出力部７９では、かご動作検出手段からの情報の出力部
７９への入力により、上かご７１あるいは下かご７２の昇降路１の端部への衝突の有無、
及び上かご７１と下かご７２との衝突の有無が予測される。例えば上かご７１を吊り下げ
ている第１主ロープの切断により上かご７１と下かご７２との衝突が出力部７９で予測さ
れたとき、出力部７９から上かご用非常止め装置７７及び下かご用非常止め装置７８へ作
動信号が出力される。これにより、上かご用非常止め装置７７及び下かご用非常止め装置
７８は作動され、上かご７１及び下かご７２は制動される。
　このようなエレベータ装置では、監視部が、同一昇降路１内を昇降する上かご７１及び
下かご７２のそれぞれの実際の動きを検出するかご動作検出手段と、かご動作検出手段か
らの情報により上かご７１と下かご７２との衝突の有無を予測し、衝突が予測されたとき
に作動信号を上かご用非常止め装置７７及び下かご用非常止め装置７８へ出力する出力部
７９を有しているので、上かご７１及び下かご７２のそれぞれの速度が設定過速度に達し
ていなくても、上がご７１と下かご７２との衝突が予測されるときには、上かご用非常止
め装置７７及び下かご用非常止め装置７８を作動させることができ、上かご７１と下かご
７２との衝突を回避することができる。
　また、かご動作検出手段が上かご速度センサ７３、下かご速度センサ７４、上かご位置
センサ７５及び上かご位置センサ７６を有しているので、上かご７１及び下かご７２のそ
れぞれの実際の動きを簡単な構成で容易に検出することができる。
　なお、上記の例では、出力部７９は制御盤１３内に搭載されているが、上かご７１及び
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下かご７２のそれぞれに出力部７９を搭載してもよい。この場合、図１２に示すように、
上かご速度センサ７３、下かご速度センサ７４、上かご位置センサ７５及び下かご位置セ
ンサ７６は、上かご７１に搭載された出力部７９、及び下かご７２に搭載された出力部７
９の両方にそれぞれ電気的に接続される。
　また、上記の例では、出力部７９は、上かご用非常止め装置７７及び下かご用非常止め
装置７８の両方へ作動信号を出力するようになっているが、かご動作検出手段からの情報
に応じて、上かご用非常止め装置７７及び下かご用非常止め装置７８の一方のみへ作動信
号を出力するようにしてもよい。この場合、出力部７９では、上かご７１と下かご７２と
の衝突の有無が予測されるとともに、上かご７１及び下かご７２のそれぞれの動きの異常
の有無も判断される。作動信号は、上かご７１及び下かご７２のうちの異常な動きをする
方に搭載された非常止め装置のみへ出力部７９から出力される。
実施の形態７．
　図１３は、この発明の実施の形態７によるエレベータ装置を模式的に示す構成図である
。図において、上かご７１には出力部である上かご用出力部８１が搭載され、下かご７２
には出力部である下かご用出力部８２が搭載されている。上かご用出力部８１には、上か
ご速度センサ７３、上かご位置センサ７５及び下かご位置センサ７６が電気的に接続され
ている。下かご用出力部８２には、下かご速度センサ７４、下かご位置センサ７６及び上
かご位置センサ７５が電気的に接続されている。
　上かご用出力部８１は、上かご７１に設置された伝送手段である上かご非常止め用配線
８３を介して上かご用非常止め装置７７に電気的に接続されている。また、上かご用出力
部８１は、上かご速度センサ７３、上かご位置センサ７５及び下かご位置センサ７６から
のそれぞれの情報（以下この実施の形態において、「上かご用検出情報」という）により
、上かご７１の下かご７２への衝突の有無を予測し、衝突が予測されたときに上かご用非
常止め装置７７へ作動信号を出力するようになっている。さらに、上かご用出力部８１は
、上かご用検出情報が入力されたときに、下かご７２が通常運転時の最大速度で上かご７
１側へ走行していると仮定して上かご７１の下かご７２への衝突の有無を予測するように
なっている。
　下かご用出力部８２は、下かご７２に設置された伝送手段である下かご非常止め用配線
８４を介して下かご用非常止め装置７８に電気的に接続されている。また、下かご用出力
部８２は、下かご速度センサ７４、下かご位置センサ７６及び上かご位置センサ７５から
のそれぞれの情報（以下この実施の形態において、「下かご用検出情報」という）により
、下かご７２の上かご７１への衝突の有無を予測し、衝突が予測されたときに下かご用非
常止め装置７８へ作動信号を出力するようになっている。さらに、下かご用出力部８２は
、下かご用検出情報が入力されたときに、上かご７１が通常運転時の最大速度で下かご７
２側へ走行していると仮定して下かご７２の上かご７１への衝突の有無を予測するように
なっている。
　上かご７１及び下かご７２は、通常時には、上かご用非常止め装置７７及び下かご用非
常止め装置７８が作動しないように互いに十分な間隔を置いて運転制御される。他の構成
は実施の形態６と同様である。
　次に、動作について説明する。例えば上かご７１を吊り下げている第１主ロープの切断
により上かご７１が下かご７２側へ落下して、上かご７１が下かご７２に近づくと、上か
ご用出力部８１では上かご７１と下かご７２との衝突が予測され、下かご用出力部８２で
は上かご７１と下かご７２との衝突が予測される。これにより、上かご用出力部８１から
は上かご用非常止め装置７７へ、下かご用出力部８２からは下かご用非常止め装置７８へ
作動信号がそれぞれ出力される。これにより、上かご用非常止め装置７７及び下かご用非
常止め装置７８は作動され、上かご７１及び下かご７２は制動される。
　このようなエレベータ装置では、実施の形態６と同様な効果を奏するとともに、上かご
速度センサ７３が上かご用出力部８１のみに電気的に接続され、下かご速度センサ７４が
下かご用出力部８２のみに電気的に接続されているので、上かご速度センサ７３と下かご
用出力部８２との間、及び下かご速度センサ７４と上かご用出力部８１との間に電気配線
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を設ける必要がなくなり、電気配線の設置作業を簡素化することができる。
実施の形態８．
　図１４は、この発明の実施の形態８によるエレベータ装置を模式的に示す構成図である
。図において、上かご７１及び下かご７２には、上かご７１と下かご７２との間の距離を
検出するかご間距離検出手段であるかご間距離センサ９１が搭載されている。かご間距離
センサ９１は、上かご７１に搭載されたレーザ照射部と、下かご７２に搭載された反射部
とを有している。上かご７１と下かご７２との間の距離は、レーザ照射部と反射部との間
のレーザ光の往復時間によりかご間距離センサ９１により求められる。
　上かご用出力部８１には、上かご速度センサ７３、下かご速度センサ７４、上かご位置
センサ７５及びかご間距離センサ９１が電気的に接続されている。下かご用出力部８２に
は、上かご速度センサ７３、下かご速度センサ７４、下かご位置センサ７６及びかご間距
離センサ９１が電気的に接続されている。
　上かご用出力部８１は、上かご速度センサ７３、下かご速度センサ７４、上かご位置セ
ンサ７５及びかご間距離センサ９１からのそれぞれの情報（以下この実施の形態において
、「上かご用検出情報」という）により、上かご７１の下かご７２への衝突の有無を予測
し、衝突が予測されたときに上かご用非常止め装置７７へ作動信号を出力するようになっ
ている。
　下かご用出力部８２は、上かご速度センサ７３、下かご速度センサ７４、下かご位置セ
ンサ７６及びかご間距離センサ９１からのそれぞれの情報（以下この実施の形態において
、「下かご用検出情報」という）により、下かご７２の上かご７１への衝突の有無を予測
し、衝突が予測されたときに下かご用非常止め装置７８へ作動信号を出力するようになっ
ている。他の構成は実施の形態７と同様である。
　このようなエレベータ装置では、出力部７９がかご間距離センサ９１からの情報により
上かご７１と下かご７２との衝突の有無を予測するようになっているので、上かご７１と
下かご７２との衝突の有無の予測をさらに確実にすることができる。
　なお、上記実施の形態６～８によるエレベータ装置に、実施の形態３のドア開閉センサ
５８を適用して出力部に開閉検出信号が入力されるようにしてもよいし、実施の形態４の
切断検出導線６１を適用して出力部にロープ切断信号が入力されるようにしてもよい。
　また、上記実施の形態２～８では、駆動部は、第１電磁部４９及び第１電磁部５０の電
磁反発力あるいは電磁吸引力を利用して駆動されているが、例えば導電性の反発板に発生
する渦電流を利用して駆動されるようになっていてもよい。この場合、図１５に示すよう
に、電磁マグネット４８には作動信号としてパルス電流が供給され、可動部４０に固定さ
れた反発板５１に発生する渦電流と電磁マグネット４８からの磁界との相互作用によって
、可動部４０が変位される。
　また、上記実施の形態２～８では、かご速度検出手段は昇降路１に設けられているが、
かごに搭載されていてもよい。この場合、かご速度検出手段からの速度検出信号は、制御
ケーブルを介して出力部へ伝送される。
実施の形態９．
　図１６は、この発明の実施の形態９による非常止め装置を示す平断面図である。図にお
いて、非常止め装置１５５は、楔３４と、楔３４の下部に連結されたアクチュエータ部１
５６と、楔３４の上方に配置され、かご３に固定された案内部３６とを有している。アク
チュエータ部１５６は、案内部３６に対して楔３４とともに上下動可能になっている。
　アクチュエータ部１５６は、かごガイドレール２に対して接離可能な一対の接触部１５
７と、各接触部１５７にそれぞれ連結された一対のリンク部材１５８ａ，１５８ｂと、各
接触部１５７がかごガイドレール２に接離する方向へ一方のリンク部材１５８ａを他方の
リンク部材１５８ｂに対して変位させる作動機構１５９と、各接触部１５７、各リンク部
材１５８ａ，１５８ｂ及び作動機構１５９を支持する支持部１６０とを有している。支持
部１６０には、楔３４に通された水平軸１７０が固定されている。楔３４は、水平方向に
水平軸１７０に対して往復変位可能になっている。
　各リンク部材１５８ａ，１５８ｂは、一端部から他端部に至るまでの間の部分で互いに
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交差されている。また、支持部１６０には、各リンク部材１５８ａ，１５８ｂの互いに交
差された部分で各リンク部材１５８ａ，１５８ｂを回動可能に連結する連結部材１６１が
設けられている。さらに、一方のリンク部材１５８ａは、他方のリンク部材１５８ｂに対
して連結部１６１を中心に回動可能に設けられている。
　各接触部１５７は、リンク部材１５８ａ，１５８ｂの各他端部が互いに近づく方向へ変
位されることにより、かごガイドレール２に接する方向へそれぞれ変位される。また、各
接触部１５７は、リンク部材１５８ａ，１５８ｂの各他端部が互いに離れる方向へ変位さ
れることにより、かごガイドレール２から離れる方向へそれぞれ変位される。
　作動機構１５９は、リンク部材１５８ａ，１５８ｂの各他端部の間に配置されている。
また、作動機構１５９は、各リンク部材１５８ａ，１５８ｂに支持されている。さらに、
作動機構１５９は、一方のリンク部材１５８ａに連結された棒状の可動部１６２と、他方
のリンク部材１５８ｂに固定され、可動部１６２を往復変位させる駆動部１６３とを有し
ている。作動機構１５９は、各リンク部材１５８ａ，１５８ｂとともに、連結部材１６１
を中心に回動可能になっている。
　可動部１６２は、駆動部１６３内に収容された可動鉄心１６４と、可動鉄心１６４とリ
ンク部材１５８ａとを互いに連結する連結棒１６５とを有している。また、可動部１６２
は、各接触部１５７がかごガイドレール２に接触する接触位置と、各接触部１５７がかご
ガイドレール２から開離される開離位置との間で往復変位可能になっている。
　駆動部１６３は、可動鉄心１６４の変位を規制する一対の規制部１６６ａ，１６６ｂと
各規制部１６６ａ，１６６ｂを互いに連結する側壁部１６６ｃを含み可動鉄心１６４を囲
繞する固定鉄心１６６と、固定鉄心１６６内に収容され、通電により一方の規制部１６６
ａに接する方向へ可動鉄心１６４を変位させる第１コイル１６７と、固定鉄心１６６内に
収容され、通電により他方の規制部１６６ｂに接する方向へ可動鉄心１６４を変位させる
第２コイル１６８と、第１コイル１６７及び第２コイル１６８の間に配置された環状の永
久磁石１６９とを有している。
　一方の規制部１６６ａは、可動部１６２が開離位置にあるときに可動鉄心１６４が当接
されるように配置されている。また、他方の規制部１６６ｂは、可動部１６２が接触位置
にあるときに可動鉄心１６４が当接されるように配置されている。
　第１コイル１６７及び第２コイル１６８は、可動部１６２を囲む環状の電磁コイルであ
る。また、第１コイル１６７は永久磁石１６９と一方の規制部１６６ａとの間に配置され
、第２コイル１６８は永久磁石１６９と他方の規制部１６６ｂとの間に配置されている。
　可動鉄心１６４が一方の規制部１６６ａに当接されている状態では、磁気抵抗となる空
間が可動鉄心１６４と他方の規制部１６６ｂとの間に存在するので、永久磁石１６９の磁
束量は、第２コイル１６８側よりも第１コイル１６７側で多くなり、可動鉄心１６４は一
方の規制部１６６ａに当接されたまま保持される。
　また、可動鉄心１６４が他方の規制部１６６ｂに当接されている状態では、磁気抵抗と
なる空間が可動鉄心１６４と一方の規制部１６６ａとの間に存在するので、永久磁石１６
９の磁束量は、第１コイル１６７側よりも第２コイル１６８側で多くなり、可動鉄心１６
４は他方の規制部１６６ｂに当接されたまま保持される。
　第２コイル１６８には、出力部３２からの作動信号である電力が入力されるようになっ
ている。また、第２コイル１６８は、一方の規制部１６６ａへの可動鉄心１６４の当接を
保持する力に逆らう磁束を作動信号の入力により発生するようになっている。また、第１
コイル１６７には、出力部３２からの復帰信号である電力が入力されるようになっている
。また、第１コイル１６７は、他方の規制部１６６ｂへの可動鉄心１６４の当接を保持す
る力に逆らう磁束を復帰信号の入力により発生するようになっている。
　他の構成は実施の形態２と同様である。
　次に、動作について説明する。通常運転時には、可動部１６２は開離位置に位置してお
り、可動鉄心１６４は永久磁石１６９による保持力で一方の規制部１６６ａに当接されて
いる。可動鉄心１６４が一方の規制部１６６ａに当接されている状態では、楔３４は、案
内部３６との間隔が保たれており、かごガイドレール２から開離されている。
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　この後、実施の形態２と同様に、作動信号が出力部３２から各非常止め装置１５５へ出
力されることにより、第２コイル１６８に通電される。これにより、第２コイル１６８の
周囲に磁束が発生し、可動鉄心１６４は、他方の規制部１６６ｂに近づく方向へ変位され
、開離位置から接触位置に変位される。このとき、各接触部１５７は、互いに近づく方向
へ変位され、かごガイドレール２に接触する。これにより、楔３４及びアクチュエータ部
１５５は制動される。
　この後、案内部３６は降下され続け、楔３４及びアクチュエータ部１５５に近づく。こ
れにより、楔３４は傾斜面４４に沿って案内され、かごガイドレール２は楔３４及び接触
面４５によって挟み付けられる。この後、実施の形態２と同様に動作し、かご３が制動さ
れる。
　復帰時には、復帰信号が出力部３２から第１コイル１６７へ伝送される。これにより、
第１コイル１６７の周囲に磁束が発生し、可動鉄心１６４が接触位置から開離位置に変位
される。この後、実施の形態２と同様にして、楔３４及び接触面４５のかごガイドレール
２に対する押し付けが解除される。
　このようなエレベータ装置では、作動機構１５９が各リンク部材１５８ａ，１５８ｂを
介して一対の接触部１５７を変位させるようになっているので、実施の形態２と同様の効
果を奏するとともに、一対の接触部１５７を変位させるための作動機構１５９の数を少な
くすることができる。
実施の形態１０．
　図１７は、この発明の実施の形態１０による非常止め装置を示す一部破断側面図である
。図において、非常止め装置１７５は、楔３４と、楔３４の下部に連結されたアクチュエ
ータ部１７６と、楔３４の上方に配置され、かご３に固定された案内部３６とを有してい
る。
　アクチュエータ部１７６は、実施の形態９と同様の構成とされた作動機構１５９と、作
動機構１５９の可動部１６２の変位により変位されるリンク部材１７７とを有している。
　作動機構１５９は、可動部１６２がかご３に対して水平方向へ往復変位されるように、
かご３の下部に固定されている。リンク部材１７７は、かご３の下部に固定された固定軸
１８０に回動可能に設けられている。固定軸１８０は、作動機構１５９の下方に配置され
ている。
　リンク部材１７７は、固定軸１８０を起点にそれぞれ異なる方向へ延びる第１リンク部
１７８及び第２リンク部１７９を有し、リンク部材１７７の全体形状としては、略への字
状になっている。即ち、第２リンク部１７９は、第１リンク部１７８に固定されており、
第１リンク部１７８及び第２リンク部１７９は、固定軸１８０を中心に一体に回動可能に
なっている。
　第１リンク部１７８の長さは、第２リンク部１７９の長さよりも長くなっている。また
、第１リンク部１７８の先端部には、長穴１８２が設けられている。楔３４の下部には、
長穴１８２にスライド可能に通されたスライドピン１８３が固定されている。即ち、第１
リンク部１７８の先端部には、楔３４がスライド可能に接続されている。第２リンク部１
７９の先端部には、可動部１６２の先端部が連結ピン１８１を介して回動可能に接続され
ている。
　リンク部材１７７は、楔３４を案内部３６の下方で開離させている開離位置と、かごガ
イドレールと案内部３６との間に楔３４を噛み込ませている作動位置との間で往復変位可
能になっている。可動部１６２は、リンク部材１７７が開離位置にあるときに駆動部１６
３から突出され、リンク部材１７７が作動位置にあるときに駆動部１６３へ後退されてい
る。
　次に、動作について説明する。通常運転時には、リンク部材１７７は可動部１６２の駆
動部１６３への後退により、開離位置に位置している。このとき、楔３４は、案内部３６
との間隔が保たれており、かごガイドレールから開離されている。
　この後、実施の形態２と同様に、作動信号が出力部３２から各非常止め装置１７５へ出
力され、可動部１６２が前進される。これにより、リンク部材１７７は、固定軸１８０を
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中心に回動され、作動位置へ変位される。これにより、楔３４は、案内部３６及びかごガ
イドレールに接触し、案内部３６とかごガイドレールとの間に噛み込む。これにより、か
ご３は制動される。
　復帰時には、復帰信号が出力部３２から非常止め装置１７５へ伝送され、可動部１６２
が後退される方向へ付勢される。この状態で、かご３を上昇させ、案内部３６とかごガイ
ドレールとの間への楔３４の噛み込みを解除する。
　このようなエレベータ装置でも、実施の形態２と同様の効果を奏することができる。
実施の形態１１．
　図１８は、この発明の実施の形態１１によるエレベータ装置を模式的に示す構成図であ
る。図において、昇降路１内上部には、駆動装置である巻上機１０１と、巻上機１０１に
電気的に接続され、エレベータの運転を制御する制御盤１０２とが設置されている。巻上
機１０１は、モータを含む駆動装置本体１０３と、複数本の主ロープ４が巻き掛けられ、
駆動装置本体１０３により回転される駆動シーブ１０４とを有している。巻上機１０１に
は、各主ロープ４が巻き掛けられたそらせ車１０５と、かご３を減速させるために駆動シ
ーブ１０４の回転を制動する制動手段である巻上機用ブレーキ装置（減速用制動装置）１
０６とが設けられている。かご３及び釣合おもり１０７は、各主ロープ４により昇降路１
内に吊り下げられている。かご３及び釣合おもり１０７は、巻上機１０１の駆動により昇
降路１内を昇降される。
　非常止め装置３３、巻上機用ブレーキ装置１０６及び制御盤１０２は、エレベータの状
態を常時監視する監視装置１０８に電気的に接続されている。監視装置１０８には、かご
３の位置を検出するかご位置検出部であるかご位置センサ１０９と、かご３の速度を検出
するかご速度検出部であるかご速度センサ１１０と、かご３の加速度を検出するかご加速
度検出部であるかご加速度センサ１１１とがそれぞれ電気的に接続されている。かご位置
センサ１０９、かご速度センサ１１０及びかご加速度センサ１１１は、昇降路１内に設け
られている。
　なお、エレベータの状態を検出する検出手段１１２は、かご位置センサ１０９、かご速
度センサ１１０及びかご加速度センサ１１１を有している。また、かご位置センサ１０９
としては、かご３の移動に追随して回転する回転体の回転量を計測することによりかご３
の位置を検出するエンコーダ、直線的な動きの変位量を測定することによりかご３の位置
を検出するリニアエンコーダ、あるいは、例えば昇降路１内に設けられた投光器及び受光
器とかご３に設けられた反射板とを有し、投光器の投光から受光器の受光までにかかる時
間を測定することによりかご３の位置を検出する光学式の変位測定器等が挙げられる。
　監視装置１０８は、エレベータの異常の有無を判断するための基準となる複数種（この
例では２種）の異常判断基準（設定データ）があらかじめ記憶された記憶部（メモリ部）
１１３と、検出手段１１２及び記憶部１１３のそれぞれの情報によりエレベータの異常の
有無を検出する出力部（演算部）１１４とを有している。この例では、かご３の速度につ
いての異常判断基準であるかご速度異常判断基準と、かご３の加速度についての異常判断
基準であるかご加速度異常判断基準とが記憶部１１３に記憶されている。
　図１９は、図１８の記憶部１１３に記憶されたかご速度異常判断基準を示すグラフであ
る。図において、昇降路１内でのかご３の昇降区間（一方の終端階と他方の終端階との間
の区間）には、一方及び他方の終端階近傍でかご３が加減速される加減速区間と、各加減
速区間の間でかご３が一定の速度で移動する定速区間とが設けられている。
　かご速度異常判断基準には、３段階の検出パターンがかご３の位置に対応させて設定さ
れている。即ち、かご速度異常判断基準には、通常運転時のかご３の速度である通常速度
検出パターン（通常レベル）１１５と、通常速度検出パターン１１５よりも大きな値とさ
れた第１異常速度検出パターン（第１異常レベル）１１６と、第１異常速度検出パターン
１１６よりも大きな値とされた第２異常速度検出パターン（第２異常レベル）１１７とが
、それぞれかご３の位置に対応させて設定されている。
　通常速度検出パターン１１５、第１異常速度検出パターン１１６及び第２異常速度検出
パターン１１７は、定速区間では一定値となるように、加減速区間では終端階へ向けて連
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続的に小さくなるようにそれぞれ設定されている。また、第１異常速度検出パターン１１
６と通常速度検出パターン１１５との差、及び第２異常速度検出パターン１１７と第１異
常速度検出パターン１１６との差は、昇降区間のすべての位置でほぼ一定となるようにそ
れぞれ設定されている。
　図２０は、図１８の記憶部１１３に記憶されたかご加速度異常判断基準を示すグラフで
ある。図において、かご加速度異常判断基準には、３段階の検出パターンがかご３の位置
に対応させて設定されている。即ち、かご加速度異常判断基準には、通常運転時のかご３
の加速度である通常加速度検出パターン（通常レベル）１１８と、通常加速度検出パター
ン１１８よりも大きな値とされた第１異常加速度検出パターン（第１異常レベル）１１９
と、第１異常加速度検出パターン１１９よりも大きな値とされた第２異常加速度検出パタ
ーン（第２異常レベル）１２０とが、それぞれかご３の位置に対応させて設定されている
。
　通常加速度検出パターン１１８、第１異常加速度検出パターン１１９及び第２異常加速
度検出パターン１２０は、定速区間ではゼロ値となるように、一方の加減速区間では正の
値となるように、他方の加減速区間では負の値となるようにそれぞれ設定されている。ま
た、第１異常加速度検出パターン１１９と通常加速度検出パターン１１８との差、及び第
２異常加速度検出パターン１２０と第１異常加速度検出パターン１１９との差は、昇降区
間のすべての位置でほぼ一定となるようにそれぞれ設定されている。
　即ち、記憶部１１３には、通常速度検出パターン１１５、第１異常速度検出パターン１
１６及び第２異常速度検出パターン１１７がかご速度異常判断基準として記憶され、通常
加速度検出パターン１１８、第１異常加速度検出パターン１１９及び第２異常加速度検出
パターン１２０がかご加速度異常判断基準として記憶されている。
　出力部１１４には、非常止め装置３３、制御盤１０２、巻上機用ブレーキ装置１０６、
検出手段１１２及び記憶部１１３がそれぞれ電気的に接続されている。また、出力部１１
４には、かご位置センサ１０９からの位置検出信号が、かご速度センサ１１０からの速度
検出信号が、かご加速度センサ１１１からの加速度検出信号がそれぞれ経時的に継続して
入力される。出力部１１４では、位置検出信号の入力に基づいてかご３の位置が算出され
、また速度検出信号及び加速度検出信号のそれぞれの入力に基づいて、かご３の速度及び
かご３の加速度が複数種（この例では２種）の異常判断要素としてそれぞれ算出される。
　出力部１１４は、かご３の速度が第１異常速度検出パターン１１６を超えたとき、ある
いはかご３の加速度が第１異常加速度検出パターン１１９を超えたときに、巻上機用ブレ
ーキ装置１０４へ作動信号（トリガ信号）を出力するようになっている。また、出力部１
１４は、巻上機用ブレーキ装置１０４への作動信号の出力と同時に、巻上機１０１の駆動
を停止させるための停止信号を制御盤１０２へ出力するようになっている。さらに、出力
部１１４は、かご３の速度が第２異常速度検出パターン１１７を超えたとき、あるいはか
ご３の加速度が第２異常加速度検出パターン１２０を超えたときに、巻上機用ブレーキ装
置１０４及び非常止め装置３３へ作動信号を出力するようになっている。即ち、出力部１
１４は、かご３の速度及び加速度の異常の程度に応じて、作動信号を出力する制動手段を
決定するようになっている。
　他の構成は実施の形態２と同様である。
　次に、動作について説明する。かご位置センサ１０９からの位置検出信号、かご速度セ
ンサ１１０からの速度検出信号、及びかご加速度センサ１１１からの加速度検出信号が出
力部１１４に入力されると、出力部１１４では、各検出信号の入力に基づいて、かご３の
位置、速度及び加速度が算出される。この後、出力部１１４では、記憶部１１３からそれ
ぞれ取得されたかご速度異常判断基準及びかご加速度異常判断基準と、各検出信号の入力
に基づいて算出されたかご３の速度及び加速度とが比較され、かご３の速度及び加速度の
それぞれの異常の有無が検出される。
　通常運転時には、かご３の速度が通常速度検出パターンとほぼ同一の値となっており、
かご３の加速度が通常加速度検出パターンとほぼ同一の値となっているので、出力部１１
４では、かご３の速度及び加速度のそれぞれに異常がないことが検出され、エレベータの
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通常運転が継続される。
　例えば、何らかの原因で、かご３の速度が異常に上昇し第１異常速度検出パターン１１
６を超えた場合には、かご３の速度に異常があることが出力部１１４で検出され、作動信
号が巻上機用ブレーキ装置１０６へ、停止信号が制御盤１０２へ出力部１１４からそれぞ
れ出力される。これにより、巻上機１０１が停止されるとともに、巻上機用ブレーキ装置
１０６が作動され、駆動シーブ１０４の回転が制動される。
　また、かご３の加速度が異常に上昇し第１異常加速度設定値１１９を超えた場合にも、
作動信号及び停止信号が巻上機用ブレーキ装置１０６及び制御盤１０２へ出力部１１４か
らそれぞれ出力され、駆動シーブ１０４の回転が制動される。
　巻上機用ブレーキ装置１０６の作動後、かご３の速度がさらに上昇し第２異常速度設定
値１１７を超えた場合には、巻上機用ブレーキ装置１０６への作動信号の出力を維持した
まま、出力部１１４からは非常止め装置３３へ作動信号が出力される。これにより、非常
止め装置３３が作動され、実施の形態２と同様の動作によりかご３が制動される。
　また、巻上機用ブレーキ装置１０６の作動後、かご３の加速度がさらに上昇し第２異常
加速度設定値１２０を超えた場合にも、巻上機用ブレーキ装置１０６への作動信号の出力
を維持したまま、出力部１１４から非常止め装置３３へ作動信号が出力され、非常止め装
置３３が作動される。
　このようなエレベータ装置では、監視装置１０８がエレベータの状態を検出する検出手
段１１２からの情報に基づいてかご３の速度及びかご３の加速度を取得し、取得したかご
３の速度及びかご３の加速度のうちいずれかの異常を判断したときに巻上機用ブレーキ装
置１０６及び非常止め装置３３の少なくともいずれかに作動信号を出力するようになって
いるので、監視装置１０８によるエレベータの異常の検知をより早期にかつより確実にす
ることができ、エレベータの異常が発生してからかご３への制動力が発生するまでにかか
る時間をより短くすることができる。即ち、かご３の速度及びかご３の加速度という複数
種の異常判断要素の異常の有無が監視装置１０８によりそれぞれ別個に判断されるので、
監視装置１０８によるエレベータの異常の検知をより早期にかつより確実にすることがで
き、エレベータの異常が発生してからかご３への制動力が発生するまでにかかる時間を短
くすることができる。
　また、監視装置１０８は、かご３の速度の異常の有無を判断するためのかご速度異常判
断基準、及びかご３の加速度の異常の有無を判断するためのかご加速度異常判断基準が記
憶されている記憶部１１３を有しているので、かご３の速度及び加速度のそれぞれの異常
の有無の判断基準を容易に変更することができ、エレベータの設計変更等にも容易に対応
することができる。
　また、かご速度異常判断基準には、通常速度検出パターン１１５と、通常速度検出パタ
ーン１１５よりも大きな値とされた第１異常速度検出パターン１１６と、第１異常速度検
出パターン１１６よりも大きな値とされた第２異常速度検出パターン１１７とが設定され
ており、かご３の速度が第１異常速度検出パターン１１６を超えたときに監視装置１０８
から巻上機用ブレーキ装置１０６へ作動信号が出力され、かご３の速度が第２異常速度検
出パターン１１７を超えたときに監視装置１０８から巻上機用ブレーキ装置１０６及び非
常止め装置３３へ作動信号が出力されるようになっているので、かご３の速度の異常の大
きさに応じてかご３を段階的に制動することができる。従って、かご３に大きな衝撃を与
える頻度を少なくすることができるとともに、かご３をより確実に停止させることができ
る。
　また、かご加速度異常判断基準には、通常加速度検出パターン１１８と、通常加速度検
出パターン１１８よりも大きな値とされた第１異常加速度検出パターン１１９と、第１異
常加速度検出パターン１１９よりも大きな値とされた第２異常加速度検出パターン１２０
とが設定されており、かご３の加速度が第１異常加速度検出パターン１１９を超えたとき
に監視装置１０８から巻上機用ブレーキ装置１０６へ作動信号が出力され、かご３の加速
度が第２異常速度検出パターン１２０を超えたときに監視装置１０８から巻上機用ブレー
キ装置１０６及び非常止め装置３３へ作動信号が出力されるようになっているので、かご
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３の加速度の異常の大きさに応じてかご３を段階的に制動することができる。通常、かご
３の速度に異常が発生する前にかご３の加速度に異常が発生することから、かご３に大き
な衝撃を与える頻度をさらに少なくすることができるとともに、かご３をさらに確実に停
止させることができる。
　また、通常速度検出パターン１１５、第１異常速度検出パターン１１６及び第２異常速
度検出パターン１１７は、かご３の位置に対応して設定されているので、第１異常速度検
出パターン１１６及び第２異常速度検出パターン１１７のそれぞれをかご３の昇降区間の
すべての位置で通常速度検出パターン１１５に対応させて設定することができる。従って
、特に加減速区間では通常速度検出パターン１１５の値が小さいので、第１異常速度検出
パターン１１６及び第２異常速度検出パターン１１７のそれぞれを比較的小さい値に設定
することができ、制動によるかご３への衝撃を小さくすることができる。
　なお、上記の例では、監視装置１０８がかご３の速度を取得するためにかご速度センサ
１１０が用いられているが、かご速度センサ１１０を用いずに、かご位置センサ１０９に
より検出されたかご３の位置からかご３の速度を導出してもよい。即ち、かご位置センサ
１０９からの位置検出信号により算出されたかご３の位置を微分することによりかご３の
速度を求めてもよい。
　また、上記の例では、監視装置１０８がかご３の加速度を取得するためにかご加速度セ
ンサ１１１が用いられているが、かご加速度センサ１１１を用いずに、かご位置センサ１
０９により検出されたかご３の位置からかご３の加速度を導出してもよい。即ち、かご位
置センサ１０９からの位置検出信号により算出されたかご３の位置を２回微分することに
よりかご３の加速度を求めてもよい。
　また、上記の例では、出力部１１４は、各異常判断要素であるかご３の速度及び加速度
の異常の程度に応じて、作動信号を出力する制動手段を決定するようになっているが、作
動信号を出力する制動手段を異常判断要素ごとにあらかじめ決めておいてもよい。
実施の形態１２．
　図２１は、この発明の実施の形態１２によるエレベータ装置を模式的に示す構成図であ
る。図において、各階の乗場には、複数の乗場呼び釦１２５が設置されている。また、か
ご３内には、複数の行き先階釦１２６が設置されている。さらに、監視装置１２７は、出
力部１１４を有している。出力部１１４には、かご速度異常判断基準及びかご加速度異常
判断基準を生成する異常判断基準生成装置１２８が電気的に接続されている。異常判断基
準生成装置１２８は、各乗場呼び釦１２５及び各行き先階釦１２６のそれぞれに電気的に
接続されている。異常判断基準生成装置１２８には、出力部１１４を介してかご位置セン
サ１０９から位置検出信号が入力されるようになっている。
　異常判断基準生成装置１２８は、かご３が各階の間を昇降するすべての場合についての
異常判断基準である複数のかご速度異常判断基準及び複数のかご加速度異常判断基準を記
憶する記憶部（メモリ部）１２９と、かご速度異常判断基準及びかご加速度異常判断基準
を１つずつ記憶部１２９から選択し、選択したかご速度異常判断基準及びかご加速度異常
判断基準を出力部１１４へ出力する生成部１３０とを有している。
　各かご速度異常判断基準には、実施の形態１１の図１９に示すかご速度異常判断基準と
同様の３段階の検出パターンがかご３の位置に対応させて設定されている。また、各かご
加速度異常判断基準には、実施の形態１１の図２０に示すかご加速度異常判断基準と同様
の３段階の検出パターンがかご３の位置に対応させて設定されている。
　生成部１３０は、かご位置センサ１０９からの情報によりかご３の検出位置を算出し、
各乗場呼び釦１２５及び行き先階釦１２６の少なくともいずれか一方からの情報によりか
ご３の目的階を算出するようになっている。また、生成部１３０は、算出された検出位置
及び目的階を一方及び他方の終端階とするかご速度異常判断基準及びかご加速度異常判断
基準を１つずつ選択するようになっている。
　他の構成は実施の形態１１と同様である。
　次に、動作について説明する。生成部１３０には、かご位置センサ１０９から出力部１
１４を介して位置検出信号が常時入力されている。各乗場呼び釦１２５及び行き先階釦１
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２６のいずれかが例えば乗客等により選択され、選択された釦から呼び信号が生成部１３
０に入力されると、生成部１３０では、位置検出信号及び呼び信号の入力に基づいてかご
３の検出位置及び目的階が算出され、かご速度異常判断基準及びかご加速度異常判断基準
が１つずつ選択される。この後、生成部１３０からは、選択されたかご速度異常判断基準
及びかご加速度異常判断基準が出力部１１４へ出力される。
　出力部１１４では、実施の形態１１と同様にして、かご３の速度及び加速度のそれぞれ
の異常の有無が検出される。この後の動作は、実施の形態９と同様である。
　このようなエレベータ装置では、異常判断基準生成装置が乗場呼び釦１２５及び行き先
階釦１２６の少なくともいずれかからの情報に基づいてかご速度異常判断基準及びかご加
速度判断基準を生成するようになっているので、目的階に対応するかご速度異常判断基準
及びかご加速度異常判断基準を生成することができ、異なる目的階が選択された場合であ
っても、エレベータの異常発生時から制動力が発生するまでにかかる時間を短くすること
ができる。
　なお、上記の例では、記憶部１２９に記憶された複数のかご速度異常判断基準及び複数
のかご加速度異常判断基準から生成部１３０がかご速度異常判断基準及びかご加速度異常
判断基準を１つずつ選択するようになっているが、制御盤１０２によって生成されたかご
３の通常速度パターン及び通常加速度パターンに基づいて異常速度検出パターン及び異常
加速度検出パターンをそれぞれ直接生成してもよい。
実施の形態１３．
　図２２は、この発明の実施の形態１３によるエレベータ装置を模式的に示す構成図であ
る。この例では、各主ロープ４は、綱止め装置１３１によりかご３の上部に接続されてい
る。監視装置１０８は、かご３の上部に搭載されている。出力部１１４には、かご位置セ
ンサ１０９と、かご速度センサ１１０と、綱止め装置１３１に設けられ、各主ロープ４の
破断の有無をそれぞれ検出するロープ切れ検出部である複数のロープセンサ１３２とがそ
れぞれ電気的に接続されている。なお、検出手段１１２は、かご位置センサ１０９、かご
速度センサ１１０及びロープセンサ１３２を有している。
　各ロープセンサ１３２は、主ロープ４が破断したときに破断検出信号を出力部１１４へ
それぞれ出力するようになっている。また、記憶部１１３には、図１９に示すような実施
の形態１１と同様のかご速度異常判断基準と、主ロープ４についての異常の有無を判断す
る基準であるロープ異常判断基準とが記憶されている。
　ロープ異常判断基準には、少なくとも１本の主ロープ４が破断した状態である第１異常
レベルと、すべての主ロープ４が破断した状態である第２異常レベルとがそれぞれ設定さ
れている。
　出力部１１４では、位置検出信号の入力に基づいてかご３の位置が算出され、また速度
検出信号及び破断信号のそれぞれの入力に基づいて、かご３の速度及び主ロープ４の状態
が複数種（この例では２種）の異常判断要素としてそれぞれ算出される。
　出力部１１４は、かご３の速度が第１異常速度検出パターン１１６（図１９）を超えた
とき、あるいは少なくとも１本の主ロープ４が破断したときに、巻上機用ブレーキ装置１
０４へ作動信号（トリガ信号）を出力するようになっている。また、出力部１１４は、か
ご３の速度が第２異常速度検出パターン１１７（図１９）を超えたとき、あるいはすべて
の主ロープ４が破断したときに、巻上機用ブレーキ装置１０４及び非常止め装置３３へ作
動信号を出力するようになっている。即ち、出力部１１４は、かご３の速度及び主ロープ
４の状態のそれぞれの異常の程度に応じて、作動信号を出力する制動手段を決定するよう
になっている。
　図２３は、図２２の綱止め装置１３１及び各ロープセンサ１３２を示す構成図である。
また、図２４は、図２３の１本の主ロープ４が破断された状態を示す構成図である。図に
おいて、綱止め装置１３１は、各主ロープ４をかご３に接続する複数のロープ接続部１３
４を有している。各ロープ接続部１３４は、主ロープ４とかご３との間に介在する弾性ば
ね１３３を有している。かご３の各主ロープ４に対する位置は、各弾性ばね１３３の伸縮
により変位可能になっている。
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　ロープセンサ１３２は、各ロープ接続部１３４に設置されている。各ロープセンサ１３
２は、弾性ばね１３３の伸び量を測定する変位測定器である。各ロープセンサ１３２は、
弾性ばね１３３の伸び量に応じた測定信号を出力部１４へ常時出力している。出力部１１
４には、弾性ばね１３３の復元による伸び量が所定量に達したときの測定信号が破断検出
信号として入力される。なお、各主ロープ４のテンションを直接測定する秤装置をロープ
センサとして各ロープ接続部１３４に設置してもよい。
　他の構成は実施の形態１１と同様である。
　次に、動作について説明する。かご位置センサ１０９からの位置検出信号、かご速度セ
ンサ１１０からの速度検出信号、及び各ロープセンサ１３１からの破断検出信号が出力部
１１４に入力されると、出力部１１４では、各検出信号の入力に基づいて、かご３の位置
、かご３の速度及び主ロープ４の破断本数が算出される。この後、出力部１１４では、記
憶部１１３からそれぞれ取得されたかご速度異常判断基準及びロープ異常判断基準と、各
検出信号の入力に基づいて算出されたかご３の速度及び主ロープ４の破断本数とが比較さ
れ、かご３の速度及び主ロープ４の状態のそれぞれの異常の有無が検出される。
　通常運転時には、かご３の速度が通常速度検出パターンとほぼ同一の値となっており、
主ロープ４の破断本数がゼロであるので、出力部１１４では、かご３の速度及び主ロープ
４の状態のそれぞれに異常がないことが検出され、エレベータの通常運転が継続される。
　例えば、何らかの原因で、かご３の速度が異常に上昇し第１異常速度検出パターン１１
６（図１９）を超えた場合には、かご３の速度に異常があることが出力部１１４で検出さ
れ、作動信号が巻上機用ブレーキ装置１０６へ、停止信号が制御盤１０２へ出力部１１４
からそれぞれ出力される。これにより、巻上機１０１が停止されるとともに、巻上機用ブ
レーキ装置１０６が作動され、駆動シーブ１０４の回転が制動される。
　また、少なくとも１本の主ロープ４が破断した場合にも、作動信号及び停止信号が巻上
機用ブレーキ装置１０６及び制御盤１０２へ出力部１１４からそれぞれ出力され、駆動シ
ーブ１０４の回転が制動される。
　巻上機用ブレーキ装置１０６の作動後、かご３の速度がさらに上昇し第２異常速度設定
値１１７（図１９）を超えた場合には、巻上機用ブレーキ装置１０６への作動信号の出力
を維持したまま、出力部１１４からは非常止め装置３３へ作動信号が出力される。これに
より、非常止め装置３３が作動され、実施の形態２と同様の動作によりかご３が制動され
る。
　また、巻上機用ブレーキ装置１０６の作動後、すべての主ロープ４が破断した場合にも
、巻上機用ブレーキ装置１０６への作動信号の出力を維持したまま、出力部１１４から非
常止め装置３３へ作動信号が出力され、非常止め装置３３が作動される。
　このようなエレベータ装置では、監視装置１０８がエレベータの状態を検出する検出手
段１１２からの情報に基づいてかご３の速度及び主ロープ４の状態を取得し、取得したか
ご３の速度及び主ロープ４の状態のうちいずれかに異常があると判断したときに巻上機用
ブレーキ装置１０６及び非常止め装置３３の少なくともいずれかに作動信号を出力するよ
うになっているので、異常の検出対象数が多くなり、かご３の速度の異常だけでなく主ロ
ープ４の状態の異常も検出することができ、監視装置１０８によるエレベータの異常の検
知をより早期にかつより確実にすることができる。従って、エレベータの異常が発生して
からかご３への制動力が発生するまでにかかる時間をより短くすることができる。
　なお、上記の例では、かご３に設けられた綱止め装置１３１にロープセンサ１３２が設
置されているが、釣合おもり１０７に設けられた綱止め装置にロープセンサ１３２を設置
してもよい。
　また、上記の例では、主ロープ４の一端部及び他端部をかご３及び釣合おもり１０７に
それぞれ接続してかご３及び釣合おもり１０７を昇降路１内に吊り下げるタイプのエレベ
ータ装置にこの発明が適用されているが、一端部及び他端部が昇降路１内の構造物に接続
された主ロープ４をかご吊り車及び釣合おもり吊り車にそれぞれ巻き掛けてかご３及び釣
合おもり１０７を昇降路１内に吊り下げるタイプのエレベータ装置にこの発明を適用して
もよい。この場合、ロープセンサは、昇降路１内の構造物に設けられた綱止め装置に設置
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される。
実施の形態１４．
　図２５は、この発明の実施の形態１４によるエレベータ装置を模式的に示す構成図であ
る。この例では、ロープ切れ検出部としてのロープセンサ１３５は、各主ロープ４に埋め
込まれた導線とされている。各導線は、主ロープ４の長さ方向に延びている。各導線の一
端部及び他端部は、出力部１１４にそれぞれ電気的に接続されている。各導線には、微弱
電流が流されている。出力部１１４には、各導線への通電のそれぞれの遮断が破断検出信
号として入力される。
　他の構成及び動作は実施の形態１３と同様である。
　このようなエレベータ装置では、各主ロープ４に埋め込まれた導線への通電の遮断によ
り各主ロープ４の破断を検出するようになっているので、かご３の加減速による各主ロー
プ４のテンション変化の影響を受けることなく各主ロープ４の破断の有無をより確実に検
出することができる。
実施の形態１５．
　図２６は、この発明の実施の形態１５によるエレベータ装置を模式的に示す構成図であ
る。図において、出力部１１４には、かご位置センサ１０９、かご速度センサ１１０、及
びかご出入口２６の開閉状態を検出する出入口開閉検出部であるドアセンサ１４０が電気
的に接続されている。なお、検出手段１１２は、かご位置センサ１０９、かご速度センサ
１１０及びドアセンサ１４０を有している。
　ドアセンサ１４０は、かご出入口２６が戸閉状態のときに戸閉検出信号を出力部１１４
へ出力するようになっている。また、記憶部１１３には、図１９に示すような実施の形態
１１と同様のかご速度異常判断基準と、かご出入口２６の開閉状態についての異常の有無
を判断する基準である出入口状態異常判断基準とが記憶されている。出入口状態異常判断
基準は、かご３が昇降されかつ戸閉されていない状態を異常であるとする異常判断基準で
ある。
　出力部１１４では、位置検出信号の入力に基づいてかご３の位置が算出され、また速度
検出信号及び戸閉検出信号のそれぞれの入力に基づいて、かご３の速度及びかご出入口２
６の状態が複数種（この例では２種）の異常判断要素としてそれぞれ算出される。
　出力部１１４は、かご出入口２６が戸閉されていない状態でかご３が昇降されたとき、
あるいはかご３の速度が第１異常速度検出パターン１１６（図１９）を超えたときに、巻
上機用ブレーキ装置１０４へ作動信号を出力するようになっている。また、出力部１１４
は、かご３の速度が第２異常速度検出パターン１１７（図１９）を超えたときに、巻上機
用ブレーキ装置１０４及び非常止め装置３３へ作動信号を出力するようになっている。
　図２７は、図２６のかご３及びドアセンサ１４０を示す斜視図である。また、図２８は
、図２７のかご出入口２６が開いている状態を示す斜視図である。図において、ドアセン
サ１４０は、かご出入口２６の上部に、かつ、かご３の間口方向についてかご出入口２６
の中央に配置されている。ドアセンサ１４０は、一対のかごドア２８のそれぞれの戸閉位
置への変位を検出し、出力部１１４へ戸閉検出信号を出力するようになっている。
　なお、ドアセンサ１４０としては、各かごドア２８に固定された固定部に接触されるこ
とにより戸閉状態を検出する接触式センサ、あるいは非接触で戸閉状態を検出する近接セ
ンサ等が挙げられる。また、乗場出入口１４１には、乗場出入口１４１を開閉する一対の
乗場ドア１４２が設けられている。各乗場ドア１４２は、かご３が乗場階に着床されてい
るときに、係合装置（図示せず）により各かごドア２８に係合され、各かごドア２８とと
もに変位される。
　他の構成は実施の形態１１と同様である。
　次に、動作について説明する。かご位置センサ１０９からの位置検出信号、かご速度セ
ンサ１１０からの速度検出信号、及びドアセンサ１４０からの戸閉検出信号が出力部１１
４に入力されると、出力部１１４では、各検出信号の入力に基づいて、かご３の位置、か
ご３の速度及びかご出入口２６の状態が算出される。この後、出力部１１４では、記憶部
１１３からそれぞれ取得されたかご速度異常判断基準及び出入口異常判断基準と、各検出
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信号の入力に基づいて算出されたかご３の速度及び各かごドア２８の状態とが比較され、
かご３の速度及びかご出入口２６の状態のそれぞれの異常の有無が検出される。
　通常運転時には、かご３の速度が通常速度検出パターンとほぼ同一の値となっており、
かご３が昇降している際のかご出入口２６は戸閉状態であるので、出力部１１４では、か
ご３の速度及びかご出入口２６の状態のそれぞれに異常がないことが検出され、エレベー
タの通常運転が継続される。
　例えば、何らかの原因で、かご３の速度が異常に上昇し第１異常速度検出パターン１１
６（図１９）を超えた場合には、かご３の速度に異常があることが出力部１１４で検出さ
れ、作動信号が巻上機用ブレーキ装置１０６へ、停止信号が制御盤１０２へ出力部１１４
からそれぞれ出力される。これにより、巻上機１０１が停止されるとともに、巻上機用ブ
レーキ装置１０６が作動され、駆動シーブ１０４の回転が制動される。
　また、かご３が昇降されている際のかご出入口２６が戸閉されていない状態となってい
る場合にも、かご出入口２６の異常が出力部１１４で検出され、作動信号及び停止信号が
巻上機用ブレーキ装置１０６及び制御盤１０２へ出力部１１４からそれぞれ出力され、駆
動シーブ１０４の回転が制動される。
　巻上機用ブレーキ装置１０６の作動後、かご３の速度がさらに上昇し第２異常速度設定
値１１７（図１９）を超えた場合には、巻上機用ブレーキ装置１０６への作動信号の出力
を維持したまま、出力部１１４からは非常止め装置３３へ作動信号が出力される。これに
より、非常止め装置３３が作動され、実施の形態２と同様の動作によりかご３が制動され
る。
　このようなエレベータ装置では、監視装置１０８がエレベータの状態を検出する検出手
段１１２からの情報に基づいてかご３の速度及びかご出入口２６の状態を取得し、取得し
たかご３の速度及びかご出入口２６の状態のうちいずれかに異常があると判断したときに
巻上機用ブレーキ装置１０６及び非常止め装置３３の少なくともいずれかに作動信号を出
力するようになっているので、エレベータの異常の検出対象数が多くなり、かご３の速度
の異常だけでなくかご出入口２６の状態の異常も検出することができ、監視装置１０８に
よるエレベータの異常の検知をより早期にかつより確実にすることができる。従って、エ
レベータの異常が発生してからかご３への制動力が発生するまでにかかる時間をより短く
することができる。
　なお、上記の例では、かご出入口２６の状態のみがドアセンサ１４０により検出される
ようになっているが、かご出入口２６及び乗場出入口１４１のそれぞれの状態をドアセン
サ１４０により検出するようにしてもよい。この場合、各乗場ドア１４２の戸閉位置への
変位が、各かごドア２８の戸閉位置への変位とともにドアセンサ１４０により検出される
。このようにすれば、例えばかごドア２８と乗場ドア１４２とを互いに係合させる係合装
置等が故障して、かごドア２８のみが変位される場合にも、エレベータの異常を検出する
ことができる。
実施の形態１６．
　図２９は、この発明の実施の形態１６によるエレベータ装置を模式的に示す構成図であ
る。図３０は、図２９の昇降路１上部を示す構成図である。図において、巻上機１０１に
は、電力供給ケーブル１５０が電気的に接続されている。巻上機１０１には、制御盤１０
２の制御により電力供給ケーブル１５０を通じて駆動電力が供給される。
　電力供給ケーブル１５０には、電力供給ケーブル１５０を流れる電流を測定することに
より巻上機１０１の状態を検出する駆動装置検出部である電流センサ１５１が設置されて
いる。電流センサ１５１は、電力供給ケーブル１５０の電流値に対応した電流検出信号（
駆動装置状態検出信号）を出力部１１４へ出力するようになっている。なお、電流センサ
１５１は、昇降路１上部に配置されている。また、電流センサ１５１としては、電力供給
ケーブル１５０を流れる電流の大きさに応じて発生する誘導電流を測定する変流器（ＣＴ
）等が挙げられる。
　出力部１１４には、かご位置センサ１０９と、かご速度センサ１１０と、電流センサ１
５１とがそれぞれ電気的に接続されている。なお、検出手段１１２は、かご位置センサ１
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０９、かご速度センサ１１０及び電流センサ１５１を有している。
　記憶部１１３には、図１９に示すような実施の形態１１と同様のかご速度異常判断基準
と、巻上機１０１の状態についての異常の有無を判断する基準である駆動装置異常判断基
準とが記憶されている。
　駆動装置異常判断基準には、３段階の検出パターンが設定されている。即ち、駆動装置
異常判断基準には、通常運転時に電力供給ケーブル１５０を流れる電流値である通常レベ
ルと、通常レベルよりも大きな値とされた第１異常レベルと、第１異常レベルよりも大き
な値とされた第２異常レベルとが設定されている。
　出力部１１４では、位置検出信号の入力に基づいてかご３の位置が算出され、また速度
検出信号及び電流検出信号のそれぞれの入力に基づいて、かご３の速度及び巻上機１０１
の状態が複数種（この例では２種）の異常判断要素としてそれぞれ算出される。
　出力部１１４は、かご３の速度が第１異常速度検出パターン１１６（図１９）を超えた
とき、あるいは電力供給ケーブル１５０を流れる電流の大きさが駆動装置異常判断基準に
おける第１異常レベルの値を超えたときに、巻上機用ブレーキ装置１０４へ作動信号（ト
リガ信号）を出力するようになっている。また、出力部１１４は、かご３の速度が第２異
常速度検出パターン１１７（図１９）を超えたとき、あるいは電力供給ケーブル１５０を
流れる電流の大きさが駆動装置異常判断基準における第２異常レベルの値を超えたときに
、巻上機用ブレーキ装置１０４及び非常止め装置３３へ作動信号を出力するようになって
いる。即ち、出力部１１４は、かご３の速度及び巻上機１０１の状態のそれぞれの異常の
程度に応じて、作動信号を出力する制動手段を決定するようになっている。
　他の構成は実施の形態１１と同様である。
　次に、動作について説明する。かご位置センサ１０９からの位置検出信号、かご速度セ
ンサ１１０からの速度検出信号、及び電流センサ１５１からの電流検出信号が出力部１１
４に入力されると、出力部１１４では、各検出信号の入力に基づいて、かご３の位置、か
ご３の速度及び電力供給ケーブル１５０内の電流の大きさが算出される。この後、出力部
１１４では、記憶部１１３からそれぞれ取得されたかご速度異常判断基準及び駆動装置状
態異常判断基準と、各検出信号の入力に基づいて算出されたかご３の速度及び電力供給ケ
ーブル１５０内の電流の大きさとが比較され、かご３の速度及び巻上機１０１の状態のそ
れぞれの異常の有無が検出される。
　通常運転時には、かご３の速度が通常速度検出パターン１１５（図１９）とほぼ同一の
値となっており、電力供給ケーブル１５０を流れる電流の大きさが通常レベルであるので
、出力部１１４では、かご３の速度及び巻上機１０１の状態のそれぞれに異常がないこと
が検出され、エレベータの通常運転が継続される。
　例えば、何らかの原因で、かご３の速度が異常に上昇し第１異常速度検出パターン１１
６（図１９）を超えた場合には、かご３の速度に異常があることが出力部１１４で検出さ
れ、作動信号が巻上機用ブレーキ装置１０６へ、停止信号が制御盤１０２へ出力部１１４
からそれぞれ出力される。これにより、巻上機１０１が停止されるとともに、巻上機用ブ
レーキ装置１０６が作動され、駆動シーブ１０４の回転が制動される。
　また、電力供給ケーブル１５０を流れる電流の大きさが駆動装置状態異常判断基準にお
ける第１異常レベルを超えた場合にも、作動信号及び停止信号が巻上機用ブレーキ装置１
０６及び制御盤１０２へ出力部１１４からそれぞれ出力され、駆動シーブ１０４の回転が
制動される。
　巻上機用ブレーキ装置１０６の作動後、かご３の速度がさらに上昇し第２異常速度設定
値１１７（図１９）を超えた場合には、巻上機用ブレーキ装置１０６への作動信号の出力
を維持したまま、出力部１１４からは非常止め装置３３へ作動信号が出力される。これに
より、非常止め装置３３が作動され、実施の形態２と同様の動作によりかご３が制動され
る。
　また、巻上機用ブレーキ装置１０６の作動後、電力供給ケーブル１５０を流れる電流の
大きさが駆動装置状態異常判断基準における第２異常レベルを超えた場合にも、巻上機用
ブレーキ装置１０６への作動信号の出力を維持したまま、出力部１１４から非常止め装置
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３３へ作動信号が出力され、非常止め装置３３が作動される。
　このようなエレベータ装置では、監視装置１０８がエレベータの状態を検出する検出手
段１１２からの情報に基づいてかご３の速度及び巻上機１０１の状態を取得し、取得した
かご３の速度及び巻上機１０１の状態のうちいずれかに異常があると判断したときに巻上
機用ブレーキ装置１０６及び非常止め装置３３の少なくともいずれかに作動信号を出力す
るようになっているので、エレベータの異常の検出対象数が多くなり、エレベータの異常
が発生してからかご３への制動力が発生するまでにかかる時間をより短くすることができ
る。
　なお、上記の例では、電力供給ケーブル１５０を流れる電流の大きさを測定する電流セ
ンサ１５１を用いて巻上機１０１の状態を検出するようになっているが、巻上機１０１の
温度を測定する温度センサを用いて巻上機１０１の状態を検出するようにしてもよい。
　また、上記実施の形態１１～１６では、出力部１１４は、非常止め装置３３へ作動信号
を出力する前に、巻上機用ブレーキ装置１０６へ作動信号を出力するようになっているが
、かご３に非常止め装置３３とは別個に搭載され、かごガイドレール２を挟むことにより
かご３を制動するかごブレーキ、釣合おもり１０７に搭載され、釣合おもり１０７を案内
する釣合おもりガイドレールを挟むことにより釣合おもり１０７を制動する釣合おもりブ
レーキ、あるいは昇降路１内に設けられ、主ロープ４を拘束することにより主ロープ４を
制動するロープブレーキへ出力部１１４に作動信号を出力させるようにしてもよい。
　また、上記実施の形態１～１６では、出力部から非常止め装置への電力供給のための伝
送手段として、電気ケーブルが用いられているが、出力部に設けられた発信器と非常止め
機構に設けられた受信器とを有する無線通信装置を用いてもよい。また、光信号を伝送す
る光ファイバケーブルを用いてもよい。
実施の形態１７．
　図３１は、この発明の実施の形態１７によるエレベータ装置を模式的に示す構成図であ
る。図において、昇降路１の上部には、滑車である調速機綱車（調速機シーブ）２０１が
設けられている。昇降路１の下部には、滑車である張り車２０２が設けられている。調速
機綱車２０１及び張り車２０２には、調速機ロープ（ガバナロープ）２０３が巻き掛けら
れている。調速機ロープ２０３の両端部は、かご３に接続されている。従って、調速機綱
車２０１及び張り車２０２は、かご３の走行速度に応じた速度で回転される。
　調速機綱車２０１には、滑車用センサであるエンコーダ２０４が設けられている。エン
コーダ２０４は、調速機綱車２０１の回転位置に基づく回転位置信号を出力するようにな
っている。また、昇降路１内の調速機ロープ２０３の近傍には、ロープ用センサであるロ
ープ速度センサ２０５が設けられている。ロープ速度センサ２０５は、調速機ロープ２０
３の移動速度を検出し、調速機ロープ２０３の移動速度の情報をロープ速度信号として常
時出力するようになっている。
　制御盤１０２には、エンコーダ２０４からの情報に基づいてかご３の速度を求める第１
の速度検出部２０６と、ロープ速度センサ２０５からの情報に基づいてかご３の速度を求
める第２の速度検出部（ロープ用かご速度算出回路）２０７と、第１及び第２の速度検出
部２０６，２０７のそれぞれにより求められたかご３の速度の情報に基づいて調速機ロー
プ２０３と調速機綱車２０１との間の滑りの発生の有無を判定する判定部である滑り判定
装置２０８と、第１の速度検出部２０６及び滑り判定装置２０８からの情報に基づいてエ
レベータの運転を制御する制御装置２０９とが搭載されている。
　第１の速度検出部２０６は、調速機綱車２０１からの回転位置信号の入力に基づいてか
ご３の位置を求めるかご位置算出回路２１０と、かご位置算出回路２１０により求められ
たかご３の位置の情報に基づいてかご３の速度を求める滑車用かご速度算出回路２１１と
を有している。かご位置算出回路２１０は、求めたかご３の位置の情報を制御装置２０９
へ出力するようになっている。また、滑車用かご速度算出回路２１１は、求めたかご３の
速度の情報を制御装置２０９及び滑り判定装置２０８へ出力するようになっている。
　滑り判定装置２０８は、滑車用かご速度算出回路２１１により求められたかご３の速度
、及び第２の速度検出部２０７により求められたかご３の速度のそれぞれの値が異なると
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きに調速機ロープ２０３と調速機綱車２０１との間の滑りが発生したものと判定し、それ
ぞれの値が同一であるときに滑りの発生はないものと判定するようになっている。さらに
、滑り判定装置２０８は、調速機ロープ２０３と調速機綱車２０１との間の滑りの発生の
有無の情報を制御装置２０９へ出力するようになっている。
　制御装置２０９には、図１９に示すような実施の形態１１と同様のかご速度異常判断基
準が記憶されている。制御装置２０９は、かご速度算出回路２１１から得られたかご３の
速度が第１異常速度検出パターン１１６（図１９）を超えたときに、巻上機用ブレーキ装
置１０４（図１８）へ作動信号（トリガ信号）を出力するようになっている。また、制御
装置２０９は、かご速度算出回路２１１から得られたかご３の速度が第２異常速度検出パ
ターン１１７（図１９）を超えたときに、巻上機用ブレーキ装置１０４への作動信号の出
力を維持したまま非常止め装置３３へ作動信号を出力するようになっている。
　また、制御装置２０９は、かご位置算出回路２１０からのかご３の位置の情報、滑車用
かご速度算出回路２１１からのかご３の速度の情報、及び滑り判定装置２０８からの滑り
の発生の有無の情報に基づいて、エレベータの運転を制御するようになっている。この例
では、制御装置２０９は、調速機ロープ２０３と調速機綱車２０１との間の滑りの発生が
ないときにエレベータを通常運転させ、滑りが発生したときに巻上機用ブレーキ装置１０
４へ作動信号を出力するようになっている。巻上機用ブレーキ装置１０４は作動信号の入
力により作動され、かご３は巻上機用ブレーキ装置１０４の作動により緊急停止される。
なお、処理装置２１２は、第１の速度検出部２０６、第２の速度検出部２０７及び滑り判
定装置２０８を有している。また、エレベータのロープ滑り検出装置２１３は、エンコー
ダ２０４、ロープ速度センサ２０５、及び処理装置２１２を有している。さらに、昇降路
１内の下端部には、かご３の昇降路１の底部への衝突を防止するためのスペースであるバ
ッファスペースが設けられている。
　図３２は、図３１のエレベータのロープ滑り検出装置２１３を示す模式的な構成図であ
る。図において、ロープ速度センサ２０５は、エネルギ波である発振波（マイクロ波、超
音波あるいはレーザ光等）を調速機ロープ２０３の表面へ照射し、調速機ロープ２０３の
表面で反射した発振波を反射波として受けるようになっている。
　移動している調速機ロープ２０３に発振波が照射されると、その反射波の周波数は、ド
ップラ効果により調速機ロープ２０３の移動速度に応じて変化し、発振波の周波数と異な
るものになる。このことから、発振波の周波数と、その反射波の周波数との差を測定する
ことにより、調速機ロープ２０３の移動速度が求められる。ロープ速度センサ２０５は、
発振波の周波数と反射波の周波数との差を測定することにより、調速機ロープ２０３の移
動速度を求めるドップラセンサとなっている。他の構成は実施の形態１１と同様である。
　次に、動作について説明する。エンコーダ２０１からの回転位置信号がかご位置算出回
路２１０に入力されると、かご位置算出回路２１０ではかご３の位置が求められる。この
後、かご３の位置の情報は、かご位置算出回路２１０から制御装置２０９及び滑車用かご
速度算出回路２１１へ出力される。この後、滑車用かご速度算出回路１１では、かご３の
位置の情報に基づいて、かご３の速度が求められる。この後、滑車用かご速度算出回路２
１１により求められたかご３の速度の情報は、制御装置２０９及び滑り判定装置２０８へ
出力される。
　また、ロープ速度センサ２０５により測定された調速機ロープ２０３の移動速度の情報
が第２の速度検出部２０７に入力されると、第２の速度検出部２０７ではかご３の速度が
求められる。この後、第２の速度検出部２０７により求められたかご３の速度の情報は、
滑り判定装置２０８へ出力される。
　滑り判定装置２０８では、滑車用かご速度算出回路２１１からのかご３の速度の情報、
及び第２の速度検出部２０７からのかご３の速度の情報に基づいて、調速機綱車２０１と
調速機ロープ２０３との間の滑りの発生の有無が検出される。この後、滑りの発生の有無
の情報が滑り判定装置２０８から制御装置２０９へ出力される。
　この後、かご位置算出回路２１０からのかご３の位置の情報、滑車用かご速度算出回路
２１１からのかご３の速度の情報、及び滑り判定装置２０８からの滑りの発生の有無の情
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報に基づいて、制御装置２０９によりエレベータの運転が制御される。
　即ち、かご３の速度が通常速度検出パターン１１５（図１９）とほぼ同一の値であると
きには、エレベータの運転は制御装置２０９により通常運転とされる。
　例えば、何らかの原因で、かご３の速度が異常に上昇し第１異常速度検出パターン１１
６（図１９）を超えた場合には、作動信号が巻上機用ブレーキ装置１０６（図１８）へ、
停止信号が巻上機１０１（図１８）へ制御装置２０９からそれぞれ出力される。これによ
り、巻上機１０１が停止されるとともに、巻上機用ブレーキ装置１０６が作動され、駆動
シーブ１０４の回転が制動される。
　巻上機用ブレーキ装置１０６の作動後、かご３の速度がさらに上昇し第２異常速度設定
値１１７（図１９）を超えた場合には、巻上機用ブレーキ装置１０６への作動信号の出力
を維持したまま、作動信号が制御装置２０９から非常止め装置３３（図１８）へ出力され
る。これにより、非常止め装置３３が作動され、実施の形態２と同様の動作によりかご３
が制動される。
　また、滑り判定装置２０８では、滑車用かご速度算出回路２１１からのかご３の速度と
、第２の速度検出部２０７からのかご３の速度とが異なる値になると、調速機ロープ２０
３の調速機綱車２０１に対する滑りが発生したと判定される。これにより、異常信号が滑
り判定装置２０８から制御装置２０９へ出力される。
　異常信号の制御装置２０９への入力により、作動信号が巻上機用ブレーキ装置１０６へ
、停止信号が巻上機１０１へ制御装置２０９からそれぞれ出力される。これにより、巻上
機１０１が停止されるとともに、巻上機用ブレーキ装置１０６が作動され、かご３は緊急
停止される。
　このようなエレベータのロープ滑り検出装置２１３では、調速機綱車２０１の回転位置
に基づいて第１の速度検出部２０６により求められたかご３の速度と、調速機ロープ２０
３の移動速度に基づいて第２の速度検出部２０７により求められたかご３の速度のそれぞ
れの値が異なるときに、調速機ロープ２０３と調速機綱車２０１との間の滑りが発生した
ものと滑り判定装置２０８により判定されるようになっているので、調速機ロープ２０３
と調速機綱車２０１との間の滑りの有無を簡単な構成で検出することができる。これによ
り、制御装置２０９で認識されるかご３の位置と、実際のかご３の位置との間に大きなず
れが生じることを防止することができ、エレベータの運転をより正確に行うことができる
。従って、例えばかご３の昇降路１の端部（バッファスペース）への衝突等も防止するこ
とができる。また、エレベータの運転をより正確に行うことができるので、バッファスペ
ースを小さくすることもできる。
　また、第１の速度検出部２０６は、かご３の位置を求めるかご位置算出回路２１０と、
かご位置検出回路２１０からの情報に基づいてかご３の速度を求める滑車用かご速度算出
回路２１１とを有しているので、共通のセンサからかご３の位置及び速度を求めることが
でき、部品点数を少なくすることができる。従って、コストの低減を図ることができる。
　また、滑車用センサは、エンコーダ２０５とされているので、調速機綱車２０１の回転
位置を容易にかつ安価に測定することができる。
　また、ロープ速度センサ２０５は、調速機ロープ２０３の表面へ照射する発振波と、発
振波の調速機ロープ２０３の表面での反射波との周波数差を測定することにより、調速機
ロープ２０３の移動速度を求めるドップラセンサであるので、調速機ロープ２０３に対し
て非接触で調速機ロープ２０３の移動速度を検出することができ、調速機ロープ２０３及
びロープ速度センサ２０５の長寿命化を図ることができる。
　また、このようなエレベータ装置では、調速機ロープ２０３と調速機綱車２０１との間
の滑りの発生の有無が調速機綱車２０１の回転位置及び調速機ロープ２０３の移動速度に
基づいて処理装置２１２により検出され、処理装置２１２からの情報に基づいて制御装置
２０９によりエレベータの運転が制御されるようになっているので、エレベータの運転を
より正確に行うことができ、例えばかご３の昇降路１の端部への衝突等も防止することが
できる。
　なお、上記の例では、制御装置１０９は、滑り判定装置２０８からの異常信号の入力に
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より、かご３を緊急停止させるようになっているが、異常信号が制御装置１０９へ入力さ
れたときに、制御装置１０９で認識されたかご３の位置を自動的に補正するようにしても
よい。この場合、昇降路１内の各階には、かご３の位置を検出するための複数の基準位置
センサが設けられる。また、制御装置１０９で認識されたかご３の位置は、各基準位置セ
ンサからの情報により自動的に補正される。
実施の形態１８．
　図３３は、この発明の実施の形態１８によるエレベータのロープ滑り検出装置のロープ
速度センサを示す要部構成図である。図において、調速機ロープ２０３は、複数の金属素
線により撚り合わされることにより作製されている。これにより、調速機ロープ２０３の
表面には、調速機ロープ２０３の長さ方向へ一定の間隔で凹凸が形成されている。また、
ロープ速度センサ２２１は、調速機ロープ２０３の表面にギャップ（空間）Ｇを介して対
向するように昇降路１内に固定されている。これにより、調速機ロープ２０３の長さ方向
へ調速機ロープ２０３が移動されると、ギャップＧの大きさは調速機ロープ２０３の移動
速度に応じて周期的に変動する。
　ロープ速度センサ２２１は、ギャップＧの大きさを常時測定するギャップセンサ２２２
と、ギャップセンサ２２２からの情報に基づいてギャップＧの大きさの変動周期を読み取
り、この変動周期に基づいて調速機ロープ２０３の移動速度を求める検出部２２３とを有
している。
　ギャップセンサ２２２は、調速機ロープ２０３の表面へ光を照射可能な光源部２２４と
、光源部２２４と間隔を置いて配置され、光源部２２４からの照射光が調速機ロープ２０
３の表面で反射されたときの反射光を受光可能な受光部２２５と、調速機ロープ２０３の
表面からの反射光を受光部２２５へ集光するためのレンズ（図示せず）とを有している。
これにより、光源部２２４から照射された照射光は、調速機ロープ２０３の表面で反射し
、その反射光がレンズにより集光されて受光部２２５で受光されるようになっている。受
光部２２５で受光されたときの反射光の集光位置は、ギャップＧの大きさの変動に応じて
変化する。ギャップセンサ２２２は、受光部２２５で受光されたときの反射光の集光位置
を測定する三角測量により、ギャップＧの大きさを求めるようになっている。即ち、ギャ
ップセンサ２２２は、三角測量によりギャップＧの大きさを求める光学式の変位センサで
ある。なお、受光部２２５としては、ＣＣＤやＰＳＤ（位置検出素子）等が挙げられる。
他の構成は実施の形態１７と同様である。
　次に、ロープ速度センサ２２１の動作について説明する。調速機ロープ２０３が移動す
ると、調速機ロープ２０３の表面の凹凸により、ギャップセンサ２２２で測定されるギャ
ップＧの大きさが周期的に変動する。
　検出部２２３では、ギャップＧの大きさの変動周期がギャップセンサ２２２から読み取
られ、調速機ロープ２０３の移動速度が求められる。この後、調速機ロープ２０３の移動
速度の情報が検出部２２３から第２の速度検出部２０７へ出力される。この後の動作は、
実施の形態１７と同様である。
　このようなエレベータのロープ滑り検出装置では、ロープ速度センサ２２１は、三角測
量によりギャップＧの大きさを求める光学式の変位センサを有しているので、調速機ロー
プ２０３に対して非接触で調速機ロープ２０３の移動速度を検出することができ、調速機
ロープ２０３及びロープ速度センサ２２１の長寿命化を図ることができる。
実施の形態１９．
　図３４は、この発明の実施の形態１９によるエレベータのロープ滑り検出装置のロープ
速度センサを示す要部構成図である。図において、ロープ速度センサ２３１は、調速機ロ
ープ２０３を通る磁界を発生する磁界発生部であるコ字状の永久磁石２３２と、永久磁石
２３２に巻かれたコイル２３３に電気的に接続され、磁界の強さの変動によりコイル２３
３に発生する誘導電流を測定する検出部２３４とを有している。
　永久磁石２３２は、その一端部（Ｎ極）及び他端部（Ｓ極）が調速機ロープ２０３の表
面にギャップＧを介して対向するように、昇降路１内に固定されている。これにより、調
速機ロープ２０３及び永久磁石２３２間には、磁界（磁場）が形成されている。ギャップ
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Ｇの大きさは調速機ロープ２０３の移動速度に応じて周期的に変動し、磁界の強さもギャ
ップＧの大きさの変動に応じて周期的に変動する。コイル２３３に生じる誘導電流は、磁
界の強さの変動に応じて周期的に変動する。即ち、永久磁石２３２は、磁界の強さの変動
によりギャップＧの大きさを測定するギャップセンサとして用いられている。
　検出部２３４は、コイル２３３に生じる誘導電流の変動の周期をギャップＧの大きさの
変動周期として求め、誘導電流の変動周期に基づいて調速機ロープ２０３の移動速度を求
めるようになっている。また、検出部２３４は、求めた調速機ロープ２０３の移動速度を
第２の速度検出部２０７へ出力するようになっている。他の構成は実施の形態１８と同様
である。
　次に、ロープ速度センサ２３１の動作について説明する。調速機ロープ２０３が移動す
ると、調速機ロープ２０３の表面の凹凸により磁界の強さが変動する。これにより、誘導
電流がコイル２３３に生じる。誘導電流の大きさは、調速機ロープ２０３の移動速度に応
じて周期的に変動する。
　このときの誘導電流の大きさは、検出部２３４により測定される。この後、検出部２３
４により、誘導電流の変動周期が求められ、調速機ロープ２０３の移動速度が求められる
。この後の動作については実施の形態１８と同様である。
　このようなエレベータのロープ滑り検出装置では、ロープ速度センサ２３１は、調速機
ロープ２０３を通る磁界を発生する永久磁石２３２と、磁界の強さの変動周期を測定する
ことにより、ギャップＧの変動周期を求める検出部２３４とを有しているので、調速機ロ
ープ２０３に対して非接触で調速機ロープ２０３の移動速度を検出することができ、調速
機ロープ２０３及びロープ速度センサ２３１の長寿命化を図ることができる。また、ロー
プ速度センサ２３１は、ギャップＧの大きさの変動を磁界の強さの変動により検出するよ
うになっているので、調速機ロープ２０３の表面に例えば油等の汚れが付着している場合
であっても、汚れにより影響されにくく、ギャップＧの大きさの変動をより正確に検出す
ることができる。
実施の形態２０．
　図３５は、この発明の実施の形態２０によるエレベータのロープ滑り検出装置のロープ
速度センサを示す要部構成図である。図において、ロープ速度センサ２４１は、調速機ロ
ープ２０３を通る磁界を発生する磁界発生部２４２と、磁界発生部２４２の磁界が通る部
分に設けられ、磁界の強さを検出するホール素子２４３と、ホール素子２４３により検出
された磁界の強さの変動周期を求め、調速機ロープ２０３の移動速度を求める検出部２４
４とを有している。
磁界発生部２４２は、略Ｃ字状の磁性体（例えば鉄等）２４５と、磁性体２４５に巻かれ
たコイル２４６に電気的に接続され、磁性体２４５に交流磁界を発生させるための交流電
源２４７とを有している。磁性体２４５は、昇降路１内に固定されている。調速機ロープ
２０３は、略Ｃ字状の磁性体２４５の両端部間の空間に配置されている。ホール素子２４
３は、磁性体２４５の一方の端部に設けられている。また、ホール素子２４３は、調速機
ロープ２０３の表面にギャップＧを介して対向している。他の構成は実施の形態１９と同
様である。
　次に、ロープ速度センサ２４１の動作について説明する。まず、交流電源２４７を作動
させて磁性体２４５に交流磁界を発生させておく。この状態で調速機ロープ２０３が移動
すると、調速機ロープ２０３の表面の凹凸により、ホール素子２４３で検出される磁界の
強さが調速機ロープ２０３の移動速度に応じて周期的に変動する。
　ホール素子２４３により検出された磁界の強さは、検出部２４４へ送られる。この後、
検出部２４４では、磁界の強さの変動周期が求められ、調速機ロープ２０３の移動速度が
求められる。この後の動作については実施の形態１８と同様である。
　このようなロープ速度センサ２４１であっても、実施の形態１９と同様に、調速機ロー
プ２０３に対して非接触で調速機ロープ２０３の移動速度を検出することができ、調速機
ロープ２０３及びロープ速度センサ２４１の長寿命化を図ることができる。また、ロープ
速度センサ２４１は、ギャップＧの大きさの変動を磁界の強さの変動により検出するよう
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になっているので、調速機ロープ２０３の表面に例えば油等の汚れが付着している場合で
あっても、汚れにより影響されにくく、ギャップＧの大きさの変動をより正確に検出する
ことができる。
実施の形態２１．
　図３６は、この発明の実施の形態２１によるエレベータのロープ滑り検出装置を示す要
部構成図である。この例では、実施の形態１７と同様のドップラセンサであるロープ速度
センサ２０５が調速機綱車２０１の近傍に配置されている。また、ロープ速度センサ２０
５からの発振波は、調速機ロープ２０３の調速機綱車２０１に巻き掛けられた部分のみに
照射されるようになっている。これにより、ロープ速度センサ２０５は、調速機ロープ２
０３の調速機綱車２０１に巻き掛けられた部分の移動速度を測定するようになっている。
即ち、ロープ速度センサ２０５は、発振波を調速機ロープ２０３の調速機綱車２０１に巻
き掛けられた部分へ照射し、その反射波を受けることにより、発振波の周波数と反射波の
周波数との差を測定し、調速機ロープ２０３の移動速度を求めるようになっている。他の
構成及び動作は実施の形態１７と同様である。
　このようなエレベータのロープ滑り検出装置では、ロープ速度センサ２０５は、調速機
ロープ２０３の調速機綱車２０１に巻き掛けられた部分の移動速度を測定するようになっ
ているので、調速機綱車２０１により横振動（横揺れ）が抑えられた調速機ロープ２０３
の部分の移動速度を測定することができる。ここで、横揺れしながら移動する調速機ロー
プ２０３の移動速度を測定した場合、調速機ロープ２０３の移動方向及び横揺れ方向のそ
れぞれについての速度成分が合成された移動速度をロープ速度センサ２０５が測定してし
まい、横揺れによる測定誤差が大きくなってしまうが、調速機綱車２０１により調速機ロ
ープ２０３の横揺れが抑えられるので、調速機ロープ２０３の移動速度をより正確にかつ
より安定して測定することができる。
実施の形態２２．
　図３７は、この発明の実施の形態２２によるエレベータのロープ滑り検出装置を示す要
部構成図である。図において、昇降路１内には、調速機ロープ２０３の横振動（横揺れ）
を防止するためのロープ揺れ防止装置２５１が設置されている。ロープ揺れ防止装置２５
１は、調速機ロープ２０３が通された筐体２５２と、筐体２５２内に設けられ、昇降路１
内に張られた調速機ロープ２０３が曲がるように調速機ロープ２０３に押し当てられる横
振動防止用の上ローラ２５３及び下ローラ２５４（一対のローラ）とを有している。上ロ
ーラ２５３及び下ローラ２５４は、上下方向へ互いに間隔を置いて配置されている。
　筐体２５２内には、実施の形態１７と同様のロープ速度センサ２０５が収容されている
。ロープ速度センサ２０５は、上ローラ２５３と下ローラ２５４との間に配置されている
。また、ロープ速度センサ２０５は、調速機ロープ２０３の上ローラ２５３及び下ローラ
２５４の間で張られた部分の移動速度を測定するようになっている。即ち、ロープ速度セ
ンサ２０５は、調速機ロープ２０３の上ローラ２５３及び下ローラ２５４の間で張られた
部分へ発振波を照射し、その反射波を受けることにより、発振波の周波数と反射波の周波
数との差を測定し、調速機ロープ２０３の移動速度を求めるようになっている。
　上ローラ２５３とロープ速度センサ２０５との間には、エネルギ波を吸収する板状のエ
ネルギ波遮蔽体２５５が水平に配置されている。エネルギ波遮蔽体２５５は、ロープ速度
センサ２０５と調速機ロープ２０３との間の空間を避けて、筐体２５２内に設けられてい
る。これにより、エネルギ波遮蔽体２５５は、調速機ロープ２０３の表面からの反射波と
異なる反射波（例えば、上ローラ２５３あるいは筐体２５２等からの反射波）を吸収して
遮蔽するようになっている。他の構成及び動作は実施の形態１７と同様である。
　このようなエレベータのロープ滑り検出装置では、上ローラ２５３及び下ローラ２５４
は、昇降路１内に張られた調速機ロープ２０３が曲がるように調速機ロープ２０３に押し
当てられ、ロープ速度センサ２０５は、調速機ロープ２０３の上ローラ２５３及び下ロー
ラ２５４の間で張られた部分の移動速度を測定するようになっているので、ロープ速度セ
ンサ２０５による測定点での調速機ロープ２０３の横揺れを抑制することができ、調速機
ロープ２０３の横揺れによる測定誤差を小さくすることができる。これにより、調速機ロ
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ープ２０３の移動速度をより正確にかつより安定して測定することができる。
　また、ロープ速度センサ２０５の近傍には、調速機ロープ２０３の表面からの反射波と
異なる反射波を遮蔽するためのエネルギ波遮蔽体２５５が設けられているので、調速機ロ
ープ２０３の移動速度の測定誤差の原因となる反射波をエネルギ波遮蔽体２５５により遮
ることができ、ロープ速度センサ２０５の測定誤差を小さくすることができる。これによ
り、調速機ロープ２０３の移動速度をさらに正確にかつ安定して測定することができる。
　なお、上記の例では、エネルギ波遮蔽体２５５は上ローラ２５３とロープ速度センサ２
０５との間のみに設けられているが、下ローラ２５４とロープ速度センサ２０５との間に
設けてもよい。
実施の形態２３．
　図３８は、この発明の実施の形態２３によるエレベータのロープ滑り検出装置を示す要
部構成図である。図において、昇降路１内には、ロープ揺れ防止装置２６１が設置されて
いる。ロープ揺れ防止装置２６１は、調速機ロープ２０３が通された筐体２６２と、筐体
２６２内に設けられ、調速機ロープ２０３の横振動（横揺れ）を防止するための上ロープ
挟み部２６３及び下ロープ挟み部２６４（一対のロープ挟み部）とを有している。
　上ロープ挟み部２６３及び下ロープ挟み部２６４は、上下方向へ互いに間隔を置いて配
置されている。また、上ロープ挟み部２６３及び下ロープ挟み部２６４のそれぞれは、固
定ローラ２６５と、固定ローラ２６５側へばね（付勢部）２６６により付勢された可動ロ
ーラ２６７とを有している。調速機ロープ２０３は、固定ローラ２６５と可動ローラ２６
７との間に挟まれている。
　筐体２６２内には、実施の形態１７と同様のロープ速度センサ２０５が収容されている
。ロープ速度センサ２０５は、上ロープ挟み部２６３と下ロープ挟み部２６４との間に配
置されている。また、ロープ速度センサ２０５は、調速機ロープ２０３の上ロープ挟み部
２６３と下ロープ挟み部２６４との間で張られた部分の移動速度を測定するようになって
いる。即ち、ロープ速度センサ２０５は、調速機ロープ２０３の上ロープ挟み部２６３と
下ロープ挟み部２６４との間で張られた部分へ発振波を照射し、その反射波を受けること
により、発振波の周波数と反射波の周波数との差を測定し、調速機ロープ２０３の移動速
度を求めるようになっている。
　上ロープ挟み部２６３とロープ速度センサ２０５との間には、エネルギ波を吸収する板
状のエネルギ波遮蔽体２５５が水平に配置されている。エネルギ波遮蔽体２５５は、ロー
プ速度センサ２０５と調速機ロープ２０３との間の空間を避けて、筐体２６２内に設けら
れている。これにより、エネルギ波遮蔽体２５５は、調速機ロープ２０３の表面からの反
射波と異なる反射波（例えば、上ロープ挟み部２６３あるいは筐体２６２等からの反射波
）を吸収して遮蔽するようになっている。他の構成及び動作は実施の形態１７と同様であ
る。
　このようなエレベータのロープ滑り検出装置では、固定ローラ２６５と、固定ローラ２
６側へばね２６６により付勢された可動ローラ２６７とを有し、固定ローラ２６５と可動
ローラ２６７との間で調速機ロープ２０３を挟む一対のロープ挟み部２６３，２６４が上
下方向へ互いに間隔を置いて配置され、ロープ速度センサ２０５は、調速機ロープの各ロ
ープ挟み部１６３，２６４の間で張られた部分の移動速度を測定するようになっているの
で、ロープ速度センサ２０５による測定点での調速機ロープ２０３の横揺れを抑制するこ
とができ、調速機ロープ２０３の横揺れによる測定誤差を小さくすることができる。これ
により、調速機ロープ２０３の移動速度をより正確にかつより安定して測定することがで
きる。また、実施の形態２３と比べて、調速機ロープ２０３を曲げなくてよいので、調速
機ロープ２０３の寿命の短縮化の防止を図ることができる。
　なお、上記実施の形態１７～２３では、ロープ滑り検出装置２１３が実施の形態１１の
エレベータ装置に適用されているが、実施の形態１～１０、１２～１６のエレベータ装置
にロープ滑り検出装置２１３を適用してもよい。この場合、昇降路１内には、ロープ滑り
検出装置２１３によるロープの滑り検出のために、かご３に接続された調速機ロープと、
調速機ロープが巻き掛けられた調速機綱車とが設けられる。また、エレベータの運転は、
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ロープ滑り検出装置２１３からの情報に基づいて制御装置としての出力部により制御され
る。
　また、上記実施の形態２１～２３では、調速機ロープ２０３の移動速度を測定するため
に、ドップラセンサとして用いられる実施の形態１７と同様のロープ速度センサ２０５が
用いられているが、実施の形態１８と同様のロープ速度センサ２２１、実施の形態１９と
同様のロープ速度センサ２３１、あるいは実施の形態２０と同様のロープ速度センサ２４
１を、調速機ロープ２０３の移動速度の測定のために用いてもよい。
　また、上記実施の形態１～２３では、非常止め装置は、かごの下方向への過速度（移動
）に対して制動するようになっているが、この非常止め装置が上下逆にされたものをかご
に装着して、上方向への過速度（移動）に対して制動するようにしてもよい。
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