
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

【請求項２】
　

【請求項３】
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複数のエレベータについてそれぞれの情報として、各エレベータの識別番号（ＩＤ）、
所在位置、地震感知器の設定値を含むエレベータ情報を記憶するエレベータ情報データベ
ースと、
前記複数のエレベータにおける地震感知器の動作状況として、エレベータの識別番号（Ｉ
Ｄ）、当該エレベータに影響を及ぼした過去の地震を識別する地震コード、各エレベータ
の地震感知器が前記地震コードに対応する地震において動作したか否かを示す地震感知器
の動作データ及び各地震感知器の設定値を記録した感知器動作データと、過去の地震に関
する情報として、過去の地震を識別する地震コード、その地震の震源位置、地震規模（強
さ）を記録した地震情報データと、を記録した感知器動作事例データベースと、を備え、
新たな地震の発生時にその地震の震源位置、地震規模（強さ）を入力し、前記地震情報デ
ータから最も近い過去の地震コードを探し、その地震コードから前記地震感知器動作デー
タに基づいて地震感知器が動作するエレベータを予測し、その結果を表示することを特徴
とするエレベータの復旧支援システム。

前記請求項１に記載のエレベータの復旧支援システムにおいて、前記地震感知器が動作
すると予測されたエレベータの所在地をエレベータ情報データベースに基づいて求め、地
図上に表示することを特徴とするエレベータの復旧支援システム。



　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、エレベータの地震時の安全システムに関し、特に地震発生時に地震感知器によ
り運転を停止したエレベータを迅速に復旧するための情報を提供するシステムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、エレベータの地震時の安全装置として、地震感知器を含む地震時管制運転制御装置
が用いられている。この制御装置は、地震感知器が設定された感知レベル以上の揺れを感
知すると、エレベータを最寄り階に停止して乗客を安全に避難させ後、エレベータの運行
を停止する。そして、地震の揺れがおさまった後に、保守会社の復旧作業員が個々の停止
したエレベータの現場に赴いて点検を行い、異常がなければ運行を再開する操作を制御装
置に対して行い、エレベータの復旧を行う。この復旧作業を迅速かつ効率よく行うために
は、どのエレベータが停止しているかを短時間で確実に把握することが重要である。
【０００３】
地震発生時にどのエレベータが停止しているかを把握する手段としては、上記地震時管制
運転制御装置を電話回線に接続し、地震によりエレベータが停止した場合、その旨の信号
を電話回線を通して復旧作業員の待機している監視センターに送信する方法が考案されて
いる。しかしながら、この方法では大都市圏における地震のように、数千台ものエレベー
タが一度に停止した場合、管制運転制御装置からの信号が管制センターに殺到して電話回
線の容量オーバーとなり、正常に信号を受信できなくなるという問題があった。
【０００４】
このため、管制運転制御装置では信号を発信せず、監視センターの方から逐次個々の管制
運転制御装置に電話をかけてエレベータの停止状況を調べる方法（例えば特開平８－２９
８６９３号広報）、管制運転制御装置にタイマーを設け、管制運転制御装置から信号を発
信するタイミングをずらして監視センターへの信号の殺到を避ける方法（例えば特開平５
－２６９４号広報）、あるいは全ての管制運転制御装置から信号を発信するのではなく、
いくつかのエレベータをまとめた地域における代表エレベータの管制運転制御装置のみが
信号を発信する方法（例えば特開平５－４３１５７号広報）、さらには地震が発生した場
合に、保守要員が携帯端末装置を携行し、この携帯端末装置を用いて各エレベータの停止
状況に関する情報を収集する方法（例えば特開平１０－７３３７号広報）などが従来にお
いて考案されている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
上記従来における停止エレベータの把握方法のうち、監視センターからエレベータの停止
状況を調べる方法、あるいはタイマーを設けて信号の発信するタイミングをずらす方法、
それに携帯端末装置を用いる方法には、監視センターの管轄地域が大都市圏のように多数
のエレベータを抱える地域である場合、地震によるエレベータの停止状況の全容が分かる
までに多くの時間を要するという問題がある。即ち、いずれの方法においても、監視セン
ターが管轄する全てのエレベータを逐次調べることになるので、地震によって停止したエ
レベータの数がごくわずかであったとしても、全てのエレベータを調べ終わるまでは、そ
の全容を把握することができない。従って、迅速な復旧対応が取れないという問題があっ
た。
【０００６】
また、上記従来における停止エレベータの把握方法は、管制運転制御装置と監視センター
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前記請求項１に記載のエレベータの復旧支援システムにおいて、前記地震感知器が動作
すると予測されたエレベータの所在地をエレベータ情報データベースに基づいて求め、地
図上に表示する地域をメッシュ領域に区切り、前記予測されたエレベータの各メッシュ領
域に含まれる台数を係数し、その数に対応してメッシュ領域に色の階調を付けて表示する
ことを特徴とするエレベータの復旧支援システム。



との間で地震発生後速やかに通信を行うための手段を必要とする。このため、この通信手
段が使用不可能な状況となった場合は、所定の機能を果たすことができなくなるという問
題があった。また、管制運転制御装置の側に通信対応の機能を設ける必要があるので、こ
のようなシステムを新たに導入しようとした場合には、個々のエレベータの地震時管制運
転制御装置を改造するなど多大の費用がかかるという問題もあった。
【０００７】
本発明は、上記のような従来の事情を背景になされたものであり、地震発生時において、
地震感知器により多数のエレベータが停止する状況の全容を迅速に把握でき、しかも多大
な費用を必要とする新たな通信機能などを設ける必要がなくて導入費用を安価で済ませる
ことが可能なエレベータの復旧支援システムの提供を目的としている。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
本発明では、過去の地震の際のエレベータの停止状況つまり地震感知器の動作状況に関す
るデータを利用することで、今回の地震に際しての各エレベータの停止状況を予測するよ
うにしている。即ち、過去の地震発生時におけるエレベータの地震感知器の動作状況に関
する情報を、その地震についての地震情報、例えば震源位置や地震規模などと対応付けて
記録したデータベースを作成し、新たな地震が発生した際には、この地震の地震情報に最
も近い過去の地震に関する地震情報をデータベースから選出し、この地震情報に対応する
各エレベータの停止状況データから新たな地震の際の各エレベータの停止状況を予測する
ようにしている。このようにすることで、多数のエレベータについてそれらの停止状況の
全容を迅速に把握することができ、効率的に復旧作業を進める上での有効な支援を与える
ことができる。しかも地震発生時に通信手段を用いて個々のエレベータの停止状況を調べ
る必要がないので、特別な通信対応の機能を設けなくとも済み、導入費用を安価で済ませ
ることが可能となる。
【０００９】
　上記のような基本的な考えに基づくエレベータの復旧支援システムは、

【００１０】
　上記のようなエレベータの復旧支援システムは、

【００１１】
　また上記のようなエレベータの復旧支援システムは、

【００１２】
　上記のようなエレベータの復旧支援システムは、
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複数のエレベー
タについてそれぞれの情報として、各エレベータの識別番号（ＩＤ）、所在位置、地震感
知器の設定値を含むエレベータ情報を記憶するエレベータ情報データベースと、前記複数
のエレベータにおける地震感知器の動作状況として、エレベータの識別番号（ＩＤ）、当
該エレベータに影響を及ぼした過去の地震を識別する地震コード、各エレベータの地震感
知器が前記地震コードに対応する地震において動作したか否かを示す地震感知器の動作デ
ータ及び各地震感知器の設定値を記録した感知器動作データと、過去の地震に関する情報
として、過去の地震を識別する地震コード、その地震の震源位置、地震規模（強さ）を記
録した地震情報データと、を記録した感知器動作事例データベースと、を備え、新たな地
震の発生時にその地震の震源位置、地震規模（強さ）を入力し、前記地震情報データから
最も近い過去の地震コードを探し、その地震コードから前記地震感知器動作データに基づ
いて地震感知器が動作するエレベータを予測し、その結果を表示するようにしてなる。

地震感知器が動作すると予測されたエ
レベータの所在地をエレベータ情報データベースに基づいて求め、地図上に表示するよう
にしてなる。

地震感知器が動作すると予測され
たエレベータの所在地をエレベータ情報データベースに基づいて求め、地図上に表示する
地域をメッシュ領域に区切り、前記予測されたエレベータの各メッシュ領域に含まれる台
数を係数し、その数に対応してメッシュ領域に色の階調を付けて表示するようにしてなる
。

地図データ上に表示する表示地域の広
さの範囲である表示範囲を選択する選択手段と、地図データ上での表示地域を所定距離間



【００１３】
　さらに上記のようなエレベータの復旧支援システムは、

【００１５】
上記のようなエレベータの復旧支援システムは、その基本構造を利用することで、地震に
より発生するエレベータの被害を分析するシステムとしても機能させることができ、この
分析に基づいてエレベータの耐震設計上で有用なデータを得ることなどができる。そのよ
うなエレベータの被害分析システムは、地図上で被害の分布状況を分析する地図方式のも
のと、グラフ化して被害の状況を分析するグラフ方式のものとが可能である。
【００２１】
【発明の実施の形態】
図１に第１の実施形態によるエレベータの復旧支援システムの構成を示す。本システムは
、エレベータ１、感知器動作予測プログラム２、感知器データ収集プログラム３、感知器
動作事例データベース４、エレベータ情報データベース５、地図データベース６、処理装
置７、表示装置８、入力装置９、電話回線への接続装置１０、電話回線１２、及びエレベ
ータ１を設置したビルに備え付けの電話機１３を含んでいる。またエレベータ１には、駆
動装置１０１、地震感知器１０２、地震感知器１０２の動作信号を検出してエレベータの
地震時管制運転を実施する制御装置１０３、地震感知器１０２の動作状況を記憶する記憶
装置１０４、及び電話回線への接続装置１０５が設けられている。
【００２２】
感知器動作予測プログラム２や感知器データ収集プログラム３は、例えばコンピュータ装
置などの処理装置７上のプログラムとして実装される。感知器動作事例データベース４、
エレベータ情報データベース５及び地図データベース６は、処理装置７に接続された外部
記憶装置上のデータファイルとして実装される。表示装置８は、例えばＣＲＴディスプレ
イなどであり、後述する予測結果の表示手段としても機能し、処理装置７で制御される。
入力装置９は、処理装置７への入力用で、地震情報の入力手段などとして機能し、例えば
キーボードや位置入力装置（マウス）などを用いる。電話回線への接続装置１０及び１０
５は、例えば電話機能付きモデムなどの電話接続機能を備えたデータ転送装置である。ま
た本実施形態においては、処理装置７、表示装置８、入力装置９、及び各データベース類
を、本システムで管轄すべき全てのエレベータを監視する監視センター１１に設置してい
る。
【００２３】
図２と図３に、感知器動作事例データベース４に記録される事例データの中身の例を示す
。図２は、過去の地震における個々のエレベータの地震感知器の動作状況を記録した地震
感知器動作データ４０１である。本データは、エレベータの識別番号（ＩＤ）、当該エレ
ベータに影響を及ぼした過去の地震を識別する地震コード、各エレベータの地震感知器が
前記地震コードに対応する地震において動作したか否かを示す地震感知器の動作データ及
び各地震感知器の設定値からなる。地震感知器の動作データは、０が動作せずで、１が動
作したことを意味する。図３は、過去の地震に関する情報を記録した地震情報データ４０
２であり、過去の地震を識別する地震コード、その地震の震源位置と深さ、及び地震規模
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隔で格子状に区画した個々のメツシュ領域に対してその領域に含まれる地震感知器が動作
したと予測されたエレベータの数を求める演算手段とをさらに備えることができ、このよ
うにすることで、さらに一層機能性を高めることができる。この場合には表示手段は、前
記選択手段にて狭い表示地域での表示が選択された場合には、地震感知器が動作したと予
測された個々のエレベータの所在位置を地図データ上にマークして表示し、前記選択手段
にて広い表示地域での表示が選択された場合には、前記メッシュ領域に対して前記演算手
段で求めた数値に応じた色の階調を表示することになる。

新たに発生した地震に関する地
震情報の入力をシステムの操作者が操作して行う形態の他に、常時地震観測を行っている
機関から直接的に地震情報を入力する形態も可能である。後者の形態のための地震情報の
入力手段は、地震発生時にその地震に関する情報を獲得する観測手段と接続され、前記観
測手段から前記地震に関する情報を入力する機能を備えたものとなる。



のデータからなる。これらのデータ４０１、４０２は、地震コードにより関係付けられて
いる。
【００２４】
エレベータ情報データベース５の中身は、例えば図４に示すエレベータ情報５０１である
。このエレベータ情報５０１は、エレベータの識別番号（ＩＤ）、そのエレベータが設置
されているビルの名称、電話番号及び所在位置、それにエレベータの納入年や機種、高さ
（全高）、あるいはそのエレベータにおける地震感知器の設定値などの情報からなる。
【００２５】
地図データベース６の中身は、例えば図５に示す地図情報６０１であり、監視センターで
管轄するエレベータの所在地を包含する地域の地図の形態をとり、より具体的には街路図
や市区町村の境界を示す行政界図、おもだった道路や鉄道、河川等を含む道路地図などの
形態をとることができる。
【００２６】
以上のような本実施形態によるエレベータの復旧支援システムの動作を以下に説明する。
図６に感知器動作予測プログラム２の動作手順を示す。本プログラムは、まず図７に示す
ような操作画面２２０を表示装置８に表示し、操作者の指示入力を促す（２０１）。この
操作画面２２０は、地震感知器の動作状況の予測結果を表示する表示領域２２１、地震発
生時に地震情報を入力する地震情報入力領域２２２、設定した地震情報に対する予測表示
を指示する操作ボタン２２３、予測プログラムの終了を指示する操作ボタン２２４、予測
表示を行うべき地域を選択するための操作領域２２５と選択ボタン２２６、及び予測表示
で表示される領域の縮尺や場所を調整する表示調整のための操作領域２２７を含む。
【００２７】
地震が発生すると操作者は、まず発生した地震の震源位置（緯度及び経度）、強さ等を地
震情報入力領域２２２に入力する。すると、予測プログラムの処理手順２０２、２０３に
よりそれらのデータがプログラムに取り込まれる。次に、操作者は予測表示をすべき地域
を、キーボードを用いて操作領域２２５に書き込むか、または選択ボタン２２６を押して
表示された選択リストの中から選ぶことにより指定する。すると、予測プログラムの処理
手順２０２、２０６により、地域の指定がプログラムに取り込まれる。次に、操作者は以
上の設定で予測表示を行うよう操作ボタン２２３を押してプログラムに指示を与える。す
ると、予測プログラムは処理手順２０２、２０４、２０５に従って、上記で入力の地震情
報に対して指定の地域におけるエレベータの停止状況の予測値を計算し、その結果を表示
領域２２１に表示する。この状態で、操作者が表示調整の操作領域２２７を操作するとそ
れに合わせて予測表示の縮尺が拡大・縮小されたり、表示対象領域が上下・左右に移動さ
れて表示される（処理手順２０２、２０７、２０５）。また、この状態で操作者が表示地
域の選択領域２２５や選択ボタン２２６を操作すると、それに応じて新たな予測対象地域
の予測値を計算して表示する（処理手順２０２、２０６、２０４、２０５）。また、操作
者が操作ボタン２２４を押すと予測プログラムは終了する。
【００２８】
以上のような感知器動作予測プログラム２において、地震発生時における地震感知器の動
作状況つまりエレベータの停止状況を予測する方法の原理は以下のとおりである。地震は
、全くランダムな場所に発生するわけではなく、ある程度偏った地域に発生することが知
られている。例えば、関東近郊においては、茨城県の南部、茨城県沖の日本海溝付近など
太平洋プレートやフィリピン海プレートが大陸プレートの下に沈み込む地域で多発する傾
向がある。一方、震源位置がほぼ同じである地震の場合、地面の中を伝わる地震波の経路
が大体同じとなるので、地震の規模がほぼ同じであれば地表での各地域における地面の揺
れの大きさの分布も大体同じようになる傾向がある。その結果、エレベータの停止状況も
大体同じような傾向になると考えられる。そこで、過去の地震の震源位置と規模、及びそ
の地震における個々のエレベータの停止状況を記録しておき、新たな地震発生時にはこの
地震と同じような場所で発生した同じような規模の過去の地震を探し、そしてこの過去の
地震のときのエレベータの停止状況を予測値として用いることが考えられる。本発明にお
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いては、このような考え方に基づいてエレベータの停止状況を予測する。
【００２９】
図８を用いて感知器動作予測プログラム２におけるエレベータの停止状況の予測計算手順
２０４について詳しく説明する。まず、処理装置７の作業用記憶装置上に図９に示す表示
テーブル２４０を設け、その感知器動作の欄を全て０にセットしておく（ステップ２３１
）。次に、操作画面２２０で入力された地震情報の震源位置と規模とからそれに最も近い
地震を図３の地震情報データ４０２から探し、その地震コードをＡとする（ステップ２３
２）。最も近い地震の探索方法としては、例えば震源位置と規模の二乗誤差をそれぞれ求
め、それらの和が最も小さいものを選ぶといった方法を用いることができる。次に、図２
の地震感知器動作データ４０１を検索し、地震コードがＡであり、かつ感知器動作が１で
あるエレベータを探す。そして、それらのエレベータに対して、表示テーブル２４０の対
応するＩＤの感知器動作の欄を１にセットする（ステップ２３３～２３９）。以上の手順
により、表示テーブル２４０において感知器動作の欄を１にセットされたエレベータが地
震感知器の動作で停止すると予測されたエレベータとなる。
【００３０】
これらのエレベータについては、図４のエレベータ情報データ５０１からその所在位置を
求め、例えば図１０に示すような形で地図上の丸印２２８として表示する。あるいは、こ
れらのエレベータの設置されているビル名や住所、電話番号をエレベータ情報データ５０
１から求め、そのリストを画面に表示するものであってもよい。あるいは、地図上で個々
のエレベータの区別がつかないような広い範囲について表示する場合には、表示する地域
を例えば５００ｍ四方のメッシュ領域に区切り、停止すると予測されたエレベータの各メ
ッシュ領域に含まれる台数を計数し、例えば図１１に示すように、その数に対応してメッ
シュ領域に色の階調を付けて表示するものであってもよい。
【００３１】
図１０や図１１に表示される予測結果を見ることによって、監視センターでは地震発生直
後に管轄地域全体としてどの程度のエレベータが停止しているかの全容を把握することが
できる。これにより、監視センターでは、今回の地震に対する復旧作業のために緊急に多
数の復旧作業員を招集すべきか、あるいは通常の作業員で対処可能なのかの判断を行うこ
とができる。また予測結果を見ることによって、監視センターでは、停止したエレベータ
がどの地域に集中しているかを把握することができるので、停止エレベータの集中してい
る地域には、復旧作業員を増員して派遣するなど復旧作業を迅速化・効率化するための施
策を講じることができる。更にまた、図１０のような表示を見ることにより、監視センタ
ーでは、ある地域においてどのエレベータが停止していそうかといった判断ができるので
、復旧作業員に対して停止していそうなエレベータに対して優先的に赴くよう効率的な巡
回順序の指示を与えることができる。
【００３２】
以上の説明では、地震情報の入力手段としてキーボードやマウスなどを用いた入力装置９
を用いるとしていたが、これに代えて、インターネットなどのコンピュータネットワーク
を入力手段とすることもできる。即ち、常時地震観測を行っている機関により公表される
情報を、インターネットなどのコンピュータネットワークを介して直接的に地震情報とし
て入力するようにすることも可能である。あるいは地震計などの観測手段から直接的にデ
ータを取り込むことができるようにする形態の入力手段とすることも可能で、この場合に
は観測手段で所定のレベル以上の揺れを検出した時に地震情報を自動的に入力できるよう
にする。
【００３３】
また以上の説明では、操作者が操作画面２２０に対して地震情報と表示対象地域を設定す
ることによって予測結果を表示するものとしたが、この他の形態も可能である。例えば表
示対象地域を予め設定しておき、また入力手段として上記のようにコンピュータネットワ
ークを利用できるようにし、そして常時地震を観測している機関から地震の発生と震源位
置や規模に関する情報が送られてくると、その情報を自動的に取り込みむと共に予測結果
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を表示する形態である。更に、表示装置８をより多様な機能で働かせることも可能である
。即ち通常時には顧客管理や故障連絡に対する応対など日常的な業務に関する画面を表示
装置８に表示し、地震発生時には上記のように自動的に予測表示の画面２２０を表示する
。
【００３４】
次に、感知器データ収集プログラム３の動作につて説明する。このプログラム３は、地震
が発生した後にその地震におけるエレベータの停止状況を収集し、感知器の動作事例とし
て、感知器動作事例データベース４に記録する処理を行うものである。
【００３５】
地震感知器が動作して停止したエレベータは、復旧作業員が赴いて復旧操作をしない限り
復旧させることはできない。従って、復旧作業員が現場に赴いて復旧作業を実施し、その
作業完了報告を監視センターに行う際に記録を取ることで、当該地震においてどのエレベ
ータが停止したかの事例データを得ることができる。またこの事例データの記録は、ビル
の管理人からエレベータが停止しているので復旧してほしい旨の連絡があった際に、その
記録を取ることによっても行うことができる。
【００３６】
図１２は、このような復旧作業員やビルの管理人からの電話連絡を受けた時に感知器動作
事例を収集するプログラムの動作手順を示したものである。復旧作業員またはビルの管理
人から、図１の電話機１３を通信手段として監視センターに連絡があると、感知器データ
収集プログラム３は、図１３のような登録画面３１０を表示装置８に表示する（ステップ
３０１）。この時、電話回線への接続装置１０が発信者の電話番号を受け取った場合は、
エレベータ情報データベース５の電話番号欄を検索し、該当するエレベータがあれば、登
録画面３１０のエレベータ情報領域３１４にそのエレベータについての電話番号、ビル名
、住所、識別番号などを表示する。監視センターの電話応対者は、相手の用件を確認し、
それがビルの管理人によるエレベータ停止の連絡である場合には、登録画面３１０の停止
連絡の項目３１１をチェックして操作ボタン３１６を押す。また、相手が復旧作業員で用
件がエレベータの復旧完了の報告である場合には、復旧完了の項目３１２をチェックして
操作ボタン３１６を押す。一方、接続装置１０が発信者の電話番号を受け取らず、エレベ
ータ情報領域３１４に何も表示されていない場合は、相手から電話番号、ビル名、住所、
管理番号のいずれかを聞き出し、それをエレベータ情報領域３１４の該当する箇所に入力
装置９を用いて入力し、操作ボタン３１５を押す。すると、感知器データ収集プログラム
３は、エレベータ情報データベース５を検索して該当エレベータに関する情報をエレベー
タ情報領域３１４に表示する。電話応対者は、所定の情報が表示されたことを確認した上
で操作ボタン３１６を押す。また、電話の用件がビルの管理人からの停止連絡でも、復旧
作業員からの復旧完了連絡でもない場合はその他の項目のチェックボタン３１３をチェッ
クして操作ボタン３１６を押す。以上の操作により受電内容の確認を行う（ステップ３０
２）。
【００３７】
次に、受電内容が停止連絡である場合は図９の表示テーブル２４０における該当エレベー
タの感知器動作の欄を２とする（ステップ３０３、３０４）。一方、受電内容が復旧完了
である場合は表示テーブル２４０における該当エレベータの復旧完了の欄を１とし、更に
感知器動作の欄を２とする（ステップ３０５、３０６、３０７）。そして、これらの結果
を先の予測結果と合わせて、図１０のような形で表示する（ステップ３０８）。
【００３８】
この時、表示テーブル２４０において感知器動作の欄が１のエレベータは停止していると
予測されたものであり、２のエレベータは実際に停止していることが確認されたエレベー
タとなる。また、表示テーブル２４０において復旧完了の欄が１のエレベータは実際に停
止していて復旧が完了したエレベータとなる。そこで、図１０の表示画面２２０において
、表示テーブル２４０の感知器動作が１のエレベータは黄色、感知器動作が２で復旧完了
が０のエレベータは赤色、復旧完了が１となったエレベータを青色とすると言った表示を
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行うことにより、どれだけのエレベータが停止し、どれだけのエレベータが復旧完了して
いるかといった復旧作業の進捗状況を一目で確認することができるようになる。これによ
り、監視センターでは刻一刻変化する作業の進行状況に応じて、適切な指示を復旧作業員
に指示することができる。
【００３９】
以上のような、処理を通して表示テーブル２４０には、実際に停止したエレベータの記録
が蓄積される。即ち、表示テーブル２４０において感知器動作の欄が２であるエレベータ
が実際に停止したエレベータとなる。これらのエレベータのＩＤを地震コードと共に記録
することにより、図２の感知器動作データ４０１を得ることができる。
【００４０】
以上のように、感知器データ収集プログラムによれば、特別な調査作業を実施しなくとも
、地震発生後の復旧作業を遂行するプロセスの中で自動的に感知器の動作事例データを収
集することができる。
【００４１】
なお、地震感知器の動作状況が図１の記憶装置１０４に記憶されている場合は、電話回線
への接続装置１０５を介して感知器データ収集プログラム３により、動作事例データを自
動的に収集することもできる。即ち、地震が発生して地震感知器１０２が動作すると、制
御装置１０３は地震感知器１０２が動作したことを記憶装置１０４に記憶する。一方、感
知器データ収集プログラム３は、地震が収まった後、電話回線への接続装置１０を用いて
個々のエレベータへ順次電話をかける。そして制御装置１０３は、収集プログラム３から
の電話を接続装置１０５を用いて受けると、記憶装置１０４に記憶されている地震感知器
の動作記録を送信する。収集プログラムは、その記録を蓄積することにより地震感知器の
動作事例データとする。
【００４２】
以上の説明においては、地震感知器の動作状況のみを収集したが、同様の手順でエレベー
タの物損被害の状況も収集し、感知器動作事例データに記録してもよい。これにより、個
々のエレベータについて、地震感知器の感知レベルと地震感知器の動作記録とその時に物
損被害があったかどうかの記録を得ることができ、このデータを用いて個々のエレベータ
について、感知レベルを自動的に適正化することができる。即ち、例えばあるエレベータ
についてこれまで地震感知器が動作しているにもかかわらず全く物損被害が発生した記録
がなければ、そのエレベータの感知レベルを少し上げるといった処理を行えばよい。これ
により、地震発生時に不必要に停止するエレベータの台数を減らすことができるので、復
旧作業の低減を図ることができる。ここで、上記の方法で地震感知器の感知レベルを自動
的に適正化するについては、個々のエレベータにこの適正化の機能を組み込んでもよい。
即ち、図１における制御装置１０３に入力手段を設け、地震が発生して地震感知器１０２
が動作すると、その記録を制御装置１０３が前記入力手段により記憶装置１０４に記録す
る。また、復旧作業員がエレベータ１の点検を行って異常がない場合あるいは異常があっ
た場合、その旨を前記入力手段により入力し、記憶装置１０４に記憶する。また、記憶装
置１０４には地震感知器１０２の現在の感知レベルの設定値も記憶させる。さらにこのよ
うにして記憶装置１０４に蓄積された感知器の動作状況と異常発生の有無の記録から適正
な感知レベルを計算する演算手段も制御装置１０３に設ける。そして制御装置１０３がそ
の前記演算手段により計算した適正な感知レベルを地震感知器１０２にセットする。これ
により、監視センターでデータを集めることなく個々のエレベータにおいて感知レベルの
適正化を行うことができる。
【００４３】
また以上の説明においては、感知器動作予測プログラム２と感知器データ収集プログラム
３は、同一の処理装置７上にあるものとしたが、これらを別々の処理装置上に実装するこ
とも可能である。その場合には必要に応じて各処理装置ごとに入力装置や表示装置を設け
る。
【００４４】
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図１４は、本発明の第２の実施形態によるエレベータの復旧支援システムを示す。本実施
形態は、第１の実施形態の構成に感知器動作分析プログラム１４と動作パターンデータベ
ース１５を加え、かつ感知器動作事例データベース４に新たな内容を追加したものである
。その他の構成要素については、第１の実施形態と同様である。
【００４５】
第１の実施形態においては、感知器動作事例データベース４の中から震源位置及び規模が
最も近い地震を選び出し、その地震のときのエレベータの停止状況を予測値としている。
ただこの方法の場合、十分な事例データが蓄積するまでは的確な予測値を得にくいという
状況が考えられる。そこで本実施形態においては、感知器動作分析プログラム１４により
、地震感知器の動作事例データを分析して感知器の動作傾向が類似である地震をグループ
化し、少ない事例データでも対応できるようにしたものである。また、本実施形態におい
ては、感知器動作分析プログラム１４により地震感知器の動作事例データに蓄積された過
去の地震におけるエレベータの挙動を分析し、現状の地震感知器の感知レベルが適正なも
のであるかの検討を行うなど、エレベータの耐震設計に有効な情報を得られるようにした
ものである。
【００４６】
図１５と図１６に本実施形態において感知器動作事例データベース４に新たに加えられた
データの中身の例を示す。図１５は、物損被害事例データ４０３で、エレベータの識別番
号（ＩＤ）と地震コード、及び地震によりエレベータに発生した物損内容を示す物損被害
コードからなる。図１６は、地震による地面の揺れの強さの観測データ４０４で、地震コ
ードと観測点位置、及びこの位置の観測点で観測された地面の揺れの強さからなる。
【００４７】
図１７に、感知器動作分析プログラム１４の動作手順を示す。本プログラムは、まず図１
８に示すような操作画面１４２０を表示し、操作者の指示入力を促す（処理手順１４０１
）。操作画面１４２０は、地震感知器の動作状況等の分析結果を表示する表示領域１４２
１、地図を用いた分析表示を指示する操作ボタン１４２２、１４２３、分析を行うべき地
域を選択するための操作領域１４２５と選択ボタン１４２６、地図を用いた分析で表示さ
れる領域の縮尺や場所を調整する表示調整のための操作領域１４２７、分析を行うべき対
象となる地震を選択するための操作領域１４２８と選択ボタン１４２９、及び分析プログ
ラムの終了を指示する操作ボタン１４２４を含む。
【００４８】
分析プログラムの操作者は、まず分析対象とする地震を、操作領域１４２８にキーボード
を用いて書き込むか、または選択ボタン１４２９を押して表示された選択リスト中から選
ぶことにより指定する。すると、分析プログラムの処理手順１４０２、１４１３によりそ
れらのデータがプログラムに取り込まれる。この時、表示領域１４２１にはまだ何も表示
されていないので処理手順１４１４では、「無し」に分岐する。次に、操作者は分析をす
べき地域を、操作領域１４２５にキーボードを用いて書き込むか、または選択ボタン１４
２６を押して表示した選択リストの中から選ぶことにより指定する。すると、分析プログ
ラムの処理手順１４０２、１４０９により、地域の指定がプログラムに取り込まれる。こ
の時も表示領域１４２１にはまだ何も表示されていないので処理手順１４１０では、「無
し」に分岐する。
【００４９】
次に、操作者は地図を用いた分析表示を行う場合には操作ボタン１４２２を押し、グラフ
を用いた分析表示を行う場合には操作ボタン１４２３を押す。すると、分析プログラムは
それぞれ処理手順１４０３、１４０４、１４０５、あるいは１４０６、１４０７、１４０
８に従って、指定された地震に対して指定された地域における分析計算を行い、その結果
を表示領域１４２１に表示する。
【００５０】
まず、地図を用いた分析表示では、分析対象地域における停止エレベータの地理的分布を
表示することにより、各地震間での停止エレベータの分布の類似性を検討する。また、分
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析対象地域における地面の揺れの強さの分布などに対して、停止エレベータの分布や、物
損被害が発生したエレベータの分布などを重ね合わせて表示することにより、これら事象
相互の関連性について検討を行う。
【００５１】
分布表示の方法としては、表示対象地域を例えば５００ｍ四方のメッシュ領域に区切り、
各メッシュ領域における地面の揺れの強さ、停止したエレベータの数などをメッシュ領域
の色の階調として表示するか、あるいはメッシュ領域の中心に描くマークの大きさとして
表示する。ここで、前者の表示方法を階調表示、後者の表示方法を比例サイズ表示と呼ぶ
ことにする。
【００５２】
操作者が地図を用いた分析表示を選択すると、分析プログラムは図１９に示すような表示
内容設定画面１４４０を表示する（処理手順１４０３）。操作者は、まず設定画面１４４
０において、操作領域１４４１や選択ボタン１４４２を操作して比例サイズ表示により表
示する内容、例えば「地面の揺れの強さ」、「エレベータの数」、「被害（停止または物
損）のあったエレベータの数」、「エレベータ数に対する被害のあったエレベータ数の比
率」、あるいは「表示せず」などを選択して設定する。次に、操作領域１４４３や選択ボ
タン１４４４を操作して階調表示により表示する内容を同様に選択する。表示内容として
「被害のあったエレベータの数」や「エレベータ数に対する被害のあったエレベータ数（
被害発生率）」を選択した場合は、チェックボタン１４４５、１４４６のいずれかをチェ
ックすることにより、分布表示をすべきエレベータとして物損被害があったものとするか
、感知器動作により停止したものとするかを選択する。この選択で物損被害があったエレ
ベータの表示を選択した場合には、どの物損内容について物損被害エレベータとして表示
するかを操作領域１４４７に指定する。一方、表示内容として停止エレベータの表示を選
択した場合に感知器の設定値がいくらのものを対象とするかを操作領域１４４８に設定す
る。そして、操作領域１４４９には分布表示に対して付ける題目を設定する。以上の一連
の内容を設定し終わると、操作者は、操作ボタン１４５０を押して分布表示を実行するよ
う分析プログラムに対して指示を与える。
【００５３】
なお、これら表示内容の設定において頻繁に使用する設定内容については、予めプログラ
ムの中に記憶させておき、操作領域１４５１や選択ボタン１４５２を操作することで選択
できるようにしておいてもよい。
【００５４】
操作者が、表示内容を設定すると分析プログラムは表示内容の計算を行い、結果を図２０
のような形で表示する。表示内容の計算においては、地面の揺れの強さの分布を表示する
場合は、観測データ４０４を用いて観測点における揺れの強さを求め、分析対象地域の個
々のメッシュ領域における揺れの強さを補間により求める。補間の方法としては、例えば
観測点における値を滑らかに結ぶように各メッシュ領域の中央における値を決定するよう
な最適化計算を行えばよい。一方、物損被害のあったエレベータの分布を表示する場合は
、図１５の物損被害事例データ４０３を用いて、表示の対象となる物損被害のあったエレ
ベータを検索し、そのエレベータの所在位置をエレベータ情報データベース５から求め、
表示対象地域の各メッシュ領域に含まれるそれらエレベータの数を計数することにより分
布を求める。また、物損被害発生率の分布を表示する場合は、各メッシュ領域において前
記の物損被害のあったエレベータ数をそのメッシュ領域に含まれる全てのエレベータの数
で割ることにより分布を求める。更にまた、エレベータに関する数値的な情報、例えば高
さや納入年などの地域的な分布の様子を表示する場合は、各メッシュ領域に含まれるエレ
ベータに対して、これら数値の平均値を求めることにより分布を求める。このようにして
各種事象の分布を求める。
【００５５】
以上の計算の結果、設定画面１４４０において階調表示の欄に指定した表示内容は、図２
０に符号１４６０で示すように、メッシュ領域の色の階調（図ではハッチの種類別）とし
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て表示され、一方、設定画面１４４０において比例サイズ表示の欄に指定された表示内容
は、図２０のマーク１４６１で示すように、マークの大きさとして表示される。これによ
り、操作者は２種類の表示内容の分布を重ね合わせて見ることができ、それらの表示内容
相互の地理的分布における関連性について検討することができる。
【００５６】
この状態で、操作者が表示調整の領域１４２７を操作すると、それに合わせて分析表示の
縮尺が変更されたり、表示対象領域が上下・左右に移動して表示される（処理手順１４０
２、１４１１、１４１２、１４０５）。また、この状態で操作者が表示地域の選択領域１
４２５、１４２６を操作すると、それに応じて新たな表示対象地域の分析表示内容を計算
して表示する（処理手順１４０２、１４０９、１４１０、１４０４、１４０５）。また、
この状態で操作者が対象地震の選択領域１４２８、１４２９を操作すると、それに応じて
分析表示内容を再計算して表示する（処理手順１４０２、１４１３、１４１４、１４０４
、１４０５）。これにより、操作者は様々な地域について様々な縮尺・範囲におけるエレ
ベータの地震被害関連の事象の分布を表示して検討することができる。また、対象地震を
様々に変えてみることで、感知器動作事例データベースに蓄えられている過去の地震にお
ける停止エレベータの分布状況についてその類似性を比較検討することができる。
【００５７】
次に、グラフを用いた分析表示では、地面の揺れの強さに対するエレベータの被害発生率
や、エレベータの高さに対する被害発生率などを計算し、グラフ化して表示する。これに
より、どの程度の揺れでエレベータに被害が発生するかとか、被害発生率にエレベータの
高さがどのように関係しているかといった耐震設計上有用な情報を得ることができる。
【００５８】
操作者がグラフを用いた分析表示を選択すると、分析プログラムは図２１に示すような表
示内容設定画面１４７０を表示する（１４０６）。操作者は、まず設定画面１４７０にお
いて、操作領域１４７１または選択ボタン１４７２を操作してグラフの横軸として用いる
パラメータ、例えば「地面の揺れの強さ」や「エレベータの高さ」などを選択する。次に
、操作領域１４７３、１４７４、１４７５を操作してグラフを表示する際の横軸パラメー
タの開始値、終了値、刻み値を指定する。次に、被害発生率として物損被害の発生率とす
るか、地震感知器が動作した動作率とするかをチェックボタン１４７６、１４７７のいず
れかをチェックすることにより選択する。それから、前記で物損被害の発生率を選択した
場合には、どの物損内容について発生率を計算するかを操作ボタン１４７８を押して設定
する。また、前記で地震感知器の動作率を選択した場合には感知器の設定値がいくらのも
のを対象とするかを操作領域１４７９に設定する。そして、操作領域１４８０にはグラフ
表示に対して付ける題目を設定する。以上の一連の内容を設定し終わると、操作者は、操
作ボタン１４８１を押してグラフ表示を実行するよう分析プログラムに対して指示を与え
る。
【００５９】
なお、これら表示内容の設定において、頻繁に使用する設定内容については、予めプログ
ラムの中に記憶させておき、操作領域１４８２、１４８３を操作することで選択できるよ
うにしておいてもよい。
【００６０】
操作者が、表示内容を設定すると分析プログラムは表示内容の計算を行い、結果を図２２
のような形で表示する。表示内容の計算においては、例えば地面の揺れの強さに対する物
損被害の発生率を表示する場合には、まず地図を用いた分析において地面の揺れの強さの
分布表示に用いた計算手順と同様の手順により、対象地域の各メッシュ領域における揺れ
の強さを求める。次に、エレベータ情報データベース５に含まれる全てのエレベータにつ
いて、その所在位置と前記で求めた地面の揺れの強さの分布とから、各エレベータに働い
た地面の揺れの強さを求める。そして、設定画面１４７０で設定された横軸パラメータの
開始値、終了値、刻み値に従って、各揺れの強さにおけるエレベータ数と物損被害のあっ
たエレベータ数を求め、後者を前者で割ることにより各揺れの強さに対する被害発生率を
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求める。
【００６１】
以上の計算の結果、図２２の表示領域１４２１に示すように、設定画面１４７０で指定し
たパラメータを横軸とし、被害発生率を縦軸とした折れ線グラフを表示する。ここで、折
れ線グラフの各データ点の有効性を検討するため、各データ点におけるエレベータ数、そ
のうち物損被害のあったエレベータ数などを棒グラフとして同時に表示してもよい。
【００６２】
この状態で、操作者が表示地域の選択領域１４２５、１４２６を操作すると、それに応じ
て新たな表示対象地域の分析表示内容を計算して表示を行う（処理手順１４０２、１４０
９、１４１０、１４０７、１４０８）。また、この状態で操作者が対象地震の選択領域１
４２８、１４２９を操作すると、それに応じて分析表示内容を再計算して表示を行う（処
理手順１４０２、１４１３、１４１４、１４０７、１４０８）。これにより、操作者は様
々な地域についてエレベータの各種パラメータと被害発生率の関係をグラフ表示して検討
することができる。また、対象地震を様々に変えてみることで、感知器動作事例データベ
ースに蓄えられている過去の地震における停止エレベータの特性に対してその類似性を比
較検討することができる。
【００６３】
このような分析表示により、操作者は地面の揺れの強さ、エレベータの高さや納入年など
種々のパラメータに対する被害発生率の関係を調べることができ、エレベータの耐震設計
に有用な情報を得ることができる。また、このような形で各種パラメータに対する物損被
害の発生率の変化と地震感知器の動作率の変化を比較することにより、地震感知器の感知
レベルが適正であるかの検討を行うことができる。即ち、例えば地面の揺れの強さに対す
る両者の変化を比較した結果、例えば物損被害の発生率が増加しはじめるのはなり大きな
地面の揺れの領域であるのに対し、感知器の動作率は非常に小さな地面の揺れの領域でも
増加しているなら、地震感知器の感知レベルをもう少し上げることも可能であるといった
検討を行うことができる。
【００６４】
以上説明した分析プログラムにより、エレベータの停止状況の類似性を検討した結果、操
作者は感知器動作事例データベース４に記憶されている地震をいくつかのグループに分類
する。そして、図２３に示すような形で図３の地震情報データ４０２にグループ番号を付
加したデータ１５０１を生成する。また、同一のグループに属する地震に対応した図２の
感知器動作データ４０１を統合して、図２４に示すような動作パターンデータ１５０２を
生成する。ここで、感知器動作データ４０１の統合の方法としては、例えば各エレベータ
について同じグループに属する地震で感知器が動作した回数をそのグループに属する地震
の回数で割った値、即ち感知器の動作率を求めてその値を統合した値として用いればよい
。以上の処理は、操作画面１４２０において、操作ボタン１４３０を押すことにより開始
する。なお、グループ番号を付加した地震情報データ１５０１と動作パターンデータ１５
０２は、図１４における動作パターンデータベース１５として記憶される。
【００６５】
次に、第２の実施形態においてエレベータの停止状況の予測を行う場合には、予測プログ
ラム２は感知器動作事例データベース４のかわりに動作パターンデータベース１５の地震
情報データ１５０１の中から最も近い地震を検索する。そして、その地震のグループ番号
を得て、動作パターンデータ１５０２の該当する地震グループの動作パターンを予測値と
して用いる。
【００６６】
このような地震のグループ化を行うことにより、個々の地震における特殊性が弱められて
全体的な傾向を重視した形の予測値を得ることができる。即ち、データベースに蓄積され
ている地震の件数が少ない場合には、予測の対象として入力された地震に最も近い地震を
選択したとしても、震源位置、規模などがかなり異なっている場合が多くなると考えられ
る。この場合、入力された地震が選択した一つの地震と同じと考えるよりも、その地震も
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含めた類似の地震群の全体的な傾向のレベルで同じであると考えた方が適切であると考え
られる。従って、グループ化を行うことでより適切な予測値を得ることができる。
【００６７】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によるエレベータの復旧支援システムには、以下のような効
果を期待できる。地震発生時に通信手段を用いて個々のエレベータの停止状況を調べずと
も、エレベータの停止状況の全容を瞬時に把握することができ、迅速な復旧作業を行うこ
とができる。また、通信手段を用いないので安価にシステムを導入することができる。
【００６８】
予測結果の表示を見ることによって、監視センターでは地震発生直後に管轄地域全体とし
てどの程度のエレベータが停止しているかの全容を把握することができる。これにより、
監視センターでは地震に対する復旧作業のために緊急に多数の復旧作業員を招集すべきか
、あるいは通常の作業員で対処可能なのかの判断を行うことができる。また、これらの予
測結果の表示を見ることによって、監視センターでは停止したエレベータがどの地域に集
中しているかを把握することができるので、停止エレベータの集中している地域には、復
旧作業員を増員して派遣するなど復旧作業を迅速化・効率化するための施策を講じること
ができる。
【００６９】
予測表示を見ることにより、監視センターでは、ある地域においてどのエレベータが停止
していそうかといった判断ができるので、復旧作業員に対して停止していそうなエレベー
タに対して優先的に赴くよう効率的な巡回順序の指示を与えることができる。また、予測
表示を見ることにより、監視センターでは刻一刻変化する作業の進行状況に応じて、適切
な指示を復旧作業員に指示することができる。
【００７０】
特別な調査作業を実施しなくとも、地震発生後の復旧作業を遂行するプロセスの中で予測
表示に必要な感知器の動作事例データを自動的に収集することができる。
【００７１】
エレベータの被害状況の分布や地震による地面の揺れの分布などに関して２種類の事象の
分布を重ね合わせて見ることができ、それらの事象相互の地理的分布における関連性につ
いて検討し、感知器動作事例データベースに蓄えられている過去の地震における停止エレ
ベータの分布状況に対してその類似性を比較検討することができる。
【００７２】
エレベータの各種パラメータと被害発生率の関係をグラフ表示して検討することができ、
感知器動作事例データベースに蓄えられている過去の地震における停止エレベータの特性
に対してその類似性を比較検討することができる。
【００７３】
地面の揺れの強さ、エレベータの高さや納入年など種々のパラメータに対する被害発生率
の関係を調べることができ、エレベータの耐震設計に有用な情報を得ることができる。ま
た、各種パラメータに対する物損被害の発生率の変化と地震感知器の動作率の変化を比較
することにより、地震感知器の感知レベルが適正であるかの検討を行うことができる。
【００７４】
地震のグループ化を行うことにより、少ない感知器動作事例データしかない場合にも、よ
り適切な予測値を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１の実施形態によるエレベータの復旧支援システムの構成図である。
【図２】感知器動作事例データの構造を示す図である。
【図３】地震情報データの構造を示す図である。
【図４】エレベータ情報データの構造を示す図である。
【図５】地図情報データの例を示す図である。
【図６】感知器動作予測プログラムの動作手順を示す図である。
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【図７】感知器動作予測プログラムの操作画面を示す図である。
【図８】感知器動作予測値の計算手順を示す図である。
【図９】表示テーブルの構造を示す図である。
【図１０】狭い地域における感知器動作予測結果の表示例を示す図である。
【図１１】広い地域における感知器動作予測結果の表示例を示す図である。
【図１２】感知器データ収集プログラムの動作手順を示す図である。
【図１３】感知器データ収集プログラムのデータ登録画面を示す図である。
【図１４】第２の実施形態によるエレベータの復旧支援システムの構成図である。
【図１５】物損被害事例データの構造を示す図である。
【図１６】地震による地面の揺れの強さの観測データの構造を示す図である。
【図１７】感知器動作分析プログラムの動作手順を示す図である。
【図１８】感知器動作分析プログラムの操作画面を示す図である。
【図１９】地図を用いた分析表示内容の設定画面を示す図である。
【図２０】地図を用いた分析の表示結果を示す図である。
【図２１】グラフを用いた分析表示内容の設定画面を示す図である。
【図２２】グラフを用いた分析の表示結果を示す図である。
【図２３】グループ番号を付加した地震情報データの構造を示す図である。
【図２４】感知器動作パターンデータの構造を示す図である。
【符号の説明】
１　エレベータ
２　感知器動作予測プログラム
３　感知器データ収集プログラム
４　感知器動作事例データベース
５　エレベータ情報データベース
６　地図データベース
７　処理装置
８　表示装置
９　入力装置
１０　電話回線接続装置
１１　監視センター
１２　電話回線
１０１　エレベータの駆動装置
１０２　地震感知器
１０３　地震時管制運転制御装置
１０４　記憶装置
１０５　電話回線接続装置
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】
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【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】

【 図 ２ ４ 】
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