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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カゴ室と、
　錘と、
　前記カゴ室及び前記錘を吊りあげるロープと、
　前記ロープを巻き上げる巻き上げ機と、
　前記カゴ室が昇降する昇降路と、
　前記カゴ室に設置され、前記カゴ室内の映像を撮像する撮像装置と、
　前記カゴ室に設置され、前記カゴ室内の音声を収集し、前記カゴ室内に音声を発するマ
イク・スピーカと、
　前記カゴ室に設置され、情報を表示する表示装置と、
　前記マイク・スピーカから発声させた音声に対する応答により視覚障害者の存否を判定
し、前記音声に対する応答がない場合、前記カゴ室に設けられる特定のボタンを点滅させ
、前記表示装置に表示させた表示に対する応答から前記カゴ室内の聴覚障害者の存否を判
定し、判定結果を外部端末に表示させる制御部と、
を備えるエレベータ。
【請求項２】
　エレベータの運行を管理する制御部が、
　カゴ室に設置され、前記カゴ室内の音声を収集し、前記カゴ室内に音声を発するマイク
・スピーカから発声させた音声に対する応答により視覚障害者の存否を判定し、
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　前記音声に対する応答がない場合、前記カゴ室に設けられる特定のボタンを点滅させ、
前記カゴ室に設置され、情報を表示する表示装置に表示させた表示に対する応答から前記
カゴ室内の聴覚障害者の存否を判定し、
　この判定結果を外部端末に表示させるエレベータ管理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、エレベータ及びエレベータ管理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　マンションやオフィスビルなどに火災や地震が発生した場合、乗客の救出にはカゴ室に
いる乗客の現状把握をすることが重要である。
【０００３】
　特に、視覚障害者や聴覚障害者がカゴ室に閉じ込められている場合、健常者のみがカゴ
室に閉じ込められている場合に比べ、これらの者との連絡方法、救出方法などに様々な配
慮をすることが必要となる。
【０００４】
　従って、乗客の中に視覚障害者や聴覚障害者がいるかを適確に把握することが必要とな
る。
【０００５】
　この点に関し、乗客の携帯電話を通じて監視センタと連絡を取り合う技術が提案されて
いる。
【０００６】
　しかし、視覚障害者や聴覚障害者は携帯電話を健常者のように利用することが困難であ
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１２－６７５３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　従って、本実施形態は乗客の中に視覚障害者や聴覚障害者がいるかを適確に把握するこ
とが可能なエレベータ及びエレベータ管理方法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】
【０００９】
　上記の課題を解決するために、一実施形態はカゴ室と、錘と、カゴ室及び錘を吊りあげ
るロープと、ロープを巻き上げる巻き上げ機と、カゴ室が昇降する昇降路と、カゴ室に設
置され、カゴ室内の映像を撮像する撮像装置と、カゴ室に設置され、カゴ室内の音声を収
集し、カゴ室内に音声を発するマイク・スピーカと、カゴ室に設置され、情報を表示する
表示装置と、マイク・スピーカから発声させた音声に対する応答により視覚障害者の存否
を判定し、前記音声に対する応答がない場合、前記カゴ室に設けられる特定のボタンを点
滅させ、表示装置に表示させた表示に対する応答からカゴ室内の聴覚障害者の存否を判定
し、判定結果を外部端末に表示させる制御部と、を備えるエレベータを提供する。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】エレベータの側面図である。
【図２】カゴ室内部からカゴ室側ドアの方向を見た図である。
【図３】エレベータの構成を示すブロック図である。
【図４】エレベータの動作を示すフローチャートである。
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【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、エレベータ及びエレベータ管理方法の一実施形態について、図面を用いて詳細に
説明する。
【００１２】
　本実施形態のエレベータの一実施形態はカゴ室と、錘と、カゴ室及び錘を吊りあげるロ
ープと、ロープを巻き上げる巻き上げ機と、カゴ室が昇降する昇降路と、カゴ室に設置さ
れ、カゴ室内の映像を撮像する撮像装置と、カゴ室に設置され、カゴ室内の音声を収集し
、カゴ室内に音声を発するマイク・スピーカと、カゴ室に設置され、情報を表示する表示
装置と、マイク・スピーカから発声させた音声に対する応答、および表示装置に表示させ
た表示に対する応答からカゴ室内の視覚障害者または聴覚障害者の存否を判定し、判定結
果を外部端末に表示させる制御部と、を備える。
【００１３】
　図１は、本実施形態に係るエレベータ１００の側面図である。図１に示すように、エレ
ベータ１００は、乗客を乗せるカゴ室１０１と、錘１０３と、カゴ室１０１及び錘１０３
を吊りあげるロープ１０６と、ロープ１０６を巻き上げる巻き上げ機１０２と、カゴ室１
０１が昇降する昇降路１１０と、乗場側ドア１０４と、乗場側ドア１０４の下方に設置さ
れるステップ部１０５と、エレベータの運行を制御する制御部１０７と、を備える。
【００１４】
　カゴ室１０１は、カゴ室側ドア１０１Ａと、カゴ室側ドア１０１Ａの昇降路１１０側に
設置される係合装置１０１Ｂと、を備える。
【００１５】
　乗場側ドア１０４は、昇降路１１０側に係合装置１０１Ｂと係合する突起部１０４Ａを
備える。
【００１６】
　制御部１０７は、指示された行き先階までカゴ室１０１を昇降させる。行き先階にカゴ
室１０１が到着すると、係合装置１０１Ｂと突起部１０４Ａとが係合している状態となる
。この状態にてカゴ室側ドア１０１Ａが開閉すると乗場側ドア１０４が従動して開閉する
。
【００１７】
　図２は、カゴ室１０１内部からカゴ室側ドア１０１Ａの方向を見た図である。図２に示
すように、カゴ室１０１は、カゴ室１０１の内部を撮像する撮像装置２０１と、情報を表
示する表示装置２０２と、音声を収集し、音声を発するマイク・スピーカ２０３と、制御
部１０７にカゴ室側ドア１０１Ａの開扉を支持する開くボタン２０４と、制御部１０７に
カゴ室側ドア１０１Ａの閉扉を支持する閉じるボタン２０５と、を備える。
【００１８】
　撮像装置２０１はカゴ室１０１内を見渡せる位置に配置される。撮像装置２０１は、例
えばＣＣＤカメラを用いることができる。
【００１９】
　表示装置２０２は、例えば液晶表示ディスプレイを用いることができる。
【００２０】
　図３は、エレベータ１００の構成を示すブロック図である。図３に示すように、エレベ
ータ１００は、カゴ室１０１に、撮像装置２０１と、マイク・スピーカ２０３と、開くボ
タン２０４と、表示装置２０２と、を備える。
【００２１】
　撮像装置２０１と、マイク・スピーカ２０３と、開くボタン２０４と、表示装置２０２
とは、制御部１０７に接続される。
【００２２】
　警報装置３２３は、管理領域内部に設置され、火災や地震などの災害を検知し、制御部
１０７に接続される。
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【００２３】
　制御部１０７は、エレベータ１００の運行を管理する制御盤に設置され、演算装置、記
憶装置を含む主制御部３１１と、外部装置との通信を行う通信インターフェース（以下、
インターフェースをＩ／Ｆという。）と、を備える。
【００２４】
　通信Ｉ／Ｆは、例えば消防署や管理会社、乃至管理センタに設置される外部端末３３１
、及びインターネットなどの通信回線網３３２を介してメールサーバなどの外部サーバ３
３３と接続する。
【００２５】
　図４は、エレベータ１００の動作を示すフローチャートである。図４に示すように、動
作４０１において、エレベータ１００は、非常停止したか、または警報装置３２３から警
報を受信したかを判定する。エレベータ１００は、非常停止したか、または警報装置３２
３から警報を受信したと判定した場合、動作４０２に進み、非常停止したか、または警報
装置３２３から警報を受信したと判定しない場合、動作４０１に戻る。
【００２６】
　動作４０２において、エレベータ１００は監視センタの外部端末３３１に異常が発生し
た旨を発報する。
【００２７】
　動作４０３において、エレベータ１００は、マイク・スピーカ２０３を介して呼びかけ
の音声を再生し、応答があるかを判定する。
【００２８】
　すなわち、エレベータ１００は、主制御部３１１によって記憶装置に予め格納されてい
る「エレベータに乗っている方はいますか？」などの乗客の存在を確認する音声情報を読
み出し、マイク・スピーカ２０３に再生させる。
【００２９】
　さらに、エレベータ１００は、この呼びかけに対して、何か音がしたかを判定する。エ
レベータ１００は、この呼びかけに対して、何か音がしたと判定した場合、動作４０５に
進み、音がしないと判定した場合、動作４０４に進む。
【００３０】
　動作４０４において、エレベータ１００は、監視センタの外部端末３３１に撮像装置２
０１によって撮像した映像を表示するとともに、「乗客がいるか確認してください。」な
どのオペレータに乗客がいるかの確認を促すメッセージを表示、乃至音声を発し、オペレ
ータの入力を待機する。
【００３１】
　エレベータ１００は、外部端末３３１から乗客がいない旨を確認する入力があったと判
定した場合、動作４０１に戻り、乗客がいない旨を確認する入力があったと判定しない場
合、動作４０６に進む。
【００３２】
　動作４０６において、エレベータ１００は、主制御部３１１によって記憶装置に予め格
納されている「エレベータに乗っている方はいますか？「開くボタン」を押してください
。」などの乗客の存在を特定のボタン操作によって確認する文字情報ないし画像情報を読
み出し、表示装置２０２に表示させる。
【００３３】
　動作４０７において、エレベータ１００は、乗客の存在を確認する特定のボタン、上記
の例の場合、開くボタン２０４を点滅させる。
【００３４】
　動作４０８において、エレベータ１００は、乗客の存在を確認する特定のボタン、上記
の例の場合、開くボタン２０４が押下されることにより応答があったと判定した場合、動
作４０９に進み、応答がないと判定した場合、動作４１５に進む。
【００３５】
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　動作４０９において、エレベータ１００は、主制御部３１１によって記憶装置に予め格
納されている「聴覚に障害のある方はいますか？いる場合「開くボタン」を押してくださ
い。」などの聴覚障害者の存在を特定のボタン操作によって確認する文字情報ないし画像
情報を読み出し、表示装置２０２に表示させる。
【００３６】
　動作４１０において、エレベータ１００は、聴覚障害者の存在を確認する特定のボタン
、上記の例の場合、開くボタン２０４を点滅させる。
【００３７】
　動作４１１において、エレベータ１００は、乗客の存在を確認する特定のボタン、上記
の例の場合、開くボタン２０４が押下されることにより応答があったと判定した場合、動
作４１２に進み、応答がないと判定した場合、動作４１５に進む。
【００３８】
　動作４１２において、エレベータ１００は、復旧作業員に聴覚障害者が存在する旨を通
報する。具体的には、エレベータ１００は、外部端末３３１に聴覚障害者が存在する旨を
表示し、消防署員などに外部サーバ３３３を介して聴覚障害者が存在する旨を通知するメ
ールを送信する。
【００３９】
　動作４１３において、エレベータ１００は、「救出活動を開始します。しばらくお待ち
ください。」などの救出作業にかかる旨の表示を表示装置２０２に表示し、動作４０１に
戻る。
【００４０】
　動作４０５において、エレベータ１００は、監視センタの外部端末３３１に撮像装置２
０１によって撮像した映像を表示するとともに、「視覚障害者がいるか確認してください
。」などのオペレータに視覚障害者がいるかの確認を促すメッセージを表示し、乃至音声
を発し、オペレータの入力を待機する。
【００４１】
　オペレータは、マイク・スピーカ２０３から直接問いかけるか、或いは、主制御部３１
１によって記憶装置に予め格納されている「視覚障害者の方はいますか？いる場合は手を
上げてください。」などの視覚障害者の存在を確認する音声情報を読み出し、マイク・ス
ピーカ２０３に再生させる。
【００４２】
　エレベータ１００は、外部端末３３１から視覚障害者がいない旨を確認する入力があっ
たと判定した場合、動作４１５に進み、視覚障害者がいる旨を確認する入力があったと判
定した場合、動作４１４に進む。
【００４３】
　動作４１４において、エレベータ１００は、復旧作業員に視覚障害者が存在する旨を通
報する。具体的には、エレベータ１００は、外部端末３３１に視覚障害者が存在する旨を
表示し、消防署員などに外部サーバ３３３を介して視覚障害者が存在する旨を通知するメ
ールを送信し、動作４１３に進む。
【００４４】
　動作４１５において、エレベータ１００は、復旧作業員に健常者のみが存在する旨を通
報する。具体的には、エレベータ１００は、外部端末３３１に健常者のみが存在する旨を
表示し、消防署員などに外部サーバ３３３を介して健常者のみが存在する旨を通知するメ
ールを送信し、動作４１３に進む。
【００４５】
　以上述べたように、本実施形態のエレベータは、カゴ室１０１と、錘１０３と、カゴ室
及び錘を吊りあげるロープ１０６と、ロープ１０６を巻き上げる巻き上げ機１０２と、カ
ゴ室が昇降する昇降路１１０と、乗場側ドア１０４と、カゴ室１０１に設置され、カゴ室
内の映像を撮像する撮像装置２０１と、カゴ室１０１に設置され、カゴ室１０１内の音声
を収集し、カゴ室１０１内に音声を発するマイク・スピーカ２０３と、カゴ室１０１に設
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、この音声に対する応答、および情報を表示装置に表示させ、この表示に対する応答から
視覚障害者または聴覚障害者の存否を判定し、判定結果を外部端末３３１に表示させる制
御部と、を備える。
【００４６】
　従って、乗客の中に視覚障害者や聴覚障害者がいるかを適確に把握することが可能とな
るという効果がある。
【００４７】
　いくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり
、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様々な形態
で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え
、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれる
と同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるものである。
【符号の説明】
【００４８】
１０１：カゴ室
１０２：巻き上げ機
１０４：乗場側ドア
１０７：制御部
２０１：撮像装置
２０２：表示装置
２０４：開くボタン

【図１】

【図２】

【図３】
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