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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　乗りかごの位置が乗りかご及び乗り場の戸が開閉可能な昇降位置に到達し、乗客が乗降
可能である領域を示すドアゾーンを検知するエレベータシステムにおいて、
　前記乗りかご側に設けられ、昇降方向に所定距離だけ離され、かつ乗り場側に対向して
設置され、前記乗り場の被検出体を検出する２個の位置検出センサと、
　前記乗りかごの現在位置が前記ドアゾーン内あるいは前記ドアゾーン外に位置している
かの判定結果を記憶する現在位置記憶手段と、
を備え、２個の前記位置検出センサの間に前記被検出体がある場合、各前記位置検出セン
サは検出していない出力状態となって前記乗りかごの現在位置が前記ドアゾーン内と判定
され、前記２個の位置検出センサのいずれかの出力が得られた場合、前記現在位置記憶手
段に記憶された前記判定結果を反転することを特徴としたエレベータシステム。
【請求項２】
　請求項１に記載のものにおいて、前記所定距離は、前記ドアゾーンに対応して設置され
ていることを特徴としたエレベータシステム。
【請求項３】
　請求項１に記載のものにおいて、前記位置検出センサは、乗り場側敷居を被検出体とし
て検出することを特徴としたエレベータシステム。
【請求項４】
　請求項１に記載のものにおいて、前記乗りかごの移動方向を検出するパルス発生器を備
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え、前記パルス発生器と、前記位置検出センサとにより得られる乗りかご移動方向の情報
を比較し、一致しない場合、エレベータを停止させることを特徴としたエレベータシステ
ム。
【請求項５】
　請求項１に記載のものにおいて、前記２個の位置検出センサの間に第３の位置検出セン
サを設けたことを特徴としたエレベータシステム。
【請求項６】
　請求項１に記載のものにおいて、前記２個の位置検出センサのいずれかの出力が得られ
るまで前記乗りかごを昇降させる乗りかご位置確認モードを有することを特徴としたエレ
ベータシステム。
【請求項７】
　請求項１に記載のものにおいて、前記２個の位置検出センサの間に第３の位置検出セン
サを設け、該第３の位置検出センサの出力により前記乗りかごの現在位置が前記ドアゾー
ン内あるいは前記ドアゾーン外に位置しているかの判定を行うことを特徴としたエレベー
タシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、乗りかご位置検出装置が備えられたエレベータシステムに関し、特に、乗り
かごが昇降する際に着床位置を検出したり、乗りかごがドアゾーンに有るか否かを判定し
たり、するものに好適である。
【背景技術】
【０００２】
　従来、エレベータの位置検出装置は乗りかごに位置検出センサ、階床付近に被検出体を
設置し、かごが昇降する際に乗りかごの床面と乗り場の床面の位置を合わせること、乗り
かごの位置が乗りかご及び乗り場の戸が開閉可能な位置に到達していることを示す「ドア
ゾーン」と呼ばれる領域を検知すること、を行っている。
【０００３】
　また、かご室に設けられたかごドア敷居の一端側にかご室の側方に向けて所定の動作域
内の光を射出すると共に光を受光すると動作する光電式の着床検出器を取り付けることが
知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－２２４５２９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記従来技術においては、乗り場の床面と乗りかごの床面の正確な位置合わせを行うの
に調節することが必須であり、据付作業，保守点検作業が困難で、時間が掛かるものとな
らざるを得なかった。
【０００６】
　また、特許文献１に記載のものでは、乗り場という絶対的な位置決め基準に対し被検出
体の取り付け作業を行うため、被検出体の調整作業は、不必要であるが、被検出体が昇降
路内に対し突き出すこととなり、長周期地震時等には主ロープやガバナロープなど長尺物
が引っ掛かり、エレベータが停止する恐れがあった。
【０００７】
　本発明の目的は、上記従来技術の課題を解決し、据付作業，保守点検作業をより簡単に
すると共に、乗りかごの位置を確実に検出したり、長尺物が長周期地震により大きく振動
しても引っ掛からなくしたり、してより安全性を高めることにある。
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するため、本発明は、乗りかごの位置が乗りかご及び乗り場の戸が開閉
可能な昇降位置に到達し、乗客が乗降可能である領域を示すドアゾーンを検知するエレベ
ータシステムにおいて、前記乗りかご側に設けられ、昇降方向に所定距離だけ離され、か
つ乗り場側に対向して設置され、前記乗り場の被検出体を検出する２個の位置検出センサ
と、前記乗りかごの現在位置が前記ドアゾーン内あるいは前記ドアゾーン外に位置してい
るかの判定結果を記憶する現在位置記憶手段と、を備え、２個の前記位置検出センサの間
に前記被検出体がある場合、各前記位置検出センサは検出していない出力状態となって前
記乗りかごの現在位置が前記ドアゾーン内と判定され、前記２個の位置検出センサのいず
れかの出力が得られた場合、前記現在位置記憶手段に記憶された前記判定結果を反転する
ものである。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、昇降方向に所定距離だけ離され、かつ乗り場側に対向して設置された
２個の位置検出センサを設け、いずれかの出力が得られた場合、記憶されているドアゾー
ン内，外に位置しているかの判定を反転させるので、乗りかごの位置を確実に検出し、長
尺物が長周期地震により大きく振動しても引っ掛からない、より安全性を高めた乗りかご
位置検出装置を備えたエレベータシステムとすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明における一実施の形態を示すブロック図。
【図２】一実施の形態における乗り場敷居と乗りかご敷居を示した斜視図。
【図３】一実施の形態における安全コントローラを示すブロック図。
【図４】一実施の形態における安全コントローラの状態遷移を示した説明図。
【図５】一実施の形態におけるドアゾーン認識を示す説明図。
【図６】一実施の形態におけるドアゾーン認識のフローチャート。
【図７】本発明における他の実施の形態を示すブロック図。
【図８】他の実施の形態における乗り場敷居と乗りかご敷居を示した斜視図。
【図９】他の実施の形態における安全コントローラを示すブロック図。
【図１０】他の実施の形態におけるドアゾーン認識を示す説明図。
【図１１】他の実施の形態におけるドアゾーン認識のフローチャート。
【図１２】さらに、他の実施の形態における安全コントローラを示すブロック図。
【図１３】さらに、他の実施の形態におけるドアゾーン認識のフローチャート。
【図１４】さらに、他の実施の形態における安全コントローラを示すブロック図。
【図１５】さらに、他の実施の形態におけるドアゾーン認識のフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明に係るエレベータシステムの実施の形態を図を参照して説明する。
【実施例１】
【００１２】
　図１は一実施形態を示す全体構成図、図２は乗り場敷居１０２と乗りかご敷居１０３の
周辺の詳細を示した斜視図、図３は安全コントローラ４を示したブロック図、図４は安全
コントローラの状態遷移を示した図、図５はドアゾーン認識の概略を、図６はドアゾーン
認識方法のフローチャートを示す。
【００１３】
　エレベータは、建屋に形成された昇降路内を複数の階床間に跨って移動する乗りかご１
００がロープ１０２を介しておもり１１２に接続されている。乗りかご１００の移動は、
電動機１０６によって綱車１０４が駆動されることにより行われる。電動機１０６には、
電力変換器１０７によって駆動用の電力の供給が行われている。また、エンコーダなどの
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パルス発生器１０７が電動機１０６に取り付けられており、電動機の回転によって生じる
パルスを、システム制御器１０９が計数することにより、駆動電動機１０６の速度，乗り
かご１００の昇降路移動方向の等価的な位置，移動距離などが計算される。乗りかご１０
０には、乗り場側ドア１１０を係合して開閉する乗りかご側ドア１１１が設けられている
。
【００１４】
　乗りかご側には位置検出センサ１及び２が、乗りかご１００の昇降方向に所定距離を離
して設けられており、それぞれの出力は安全コントローラ４に独立して接続されている。
安全コントローラ４は、それぞれの位置検出センサにより検出されるドアゾーン（乗り場
側ドア及び乗りかご側ドアが開閉可能な領域）を認識し、開閉可能である場合には、その
許可信号を出力する。図１では、安全コントローラ４の信号はシステム制御器１０９に接
続されているが、その他にも乗りかご１００に設けられている制御器や、乗り場に設けら
れている制御器と接続してもよい。
【００１５】
　位置検出センサ１及び２と、乗り場側との位置関係は、図２に示すように位置検出セン
サ１及び２が、乗り場側に対向し、ドアゾーンに対応した所定距離で設置されている。位
置検出センサ１及び２は、対向型センサである反射型光電センサ，静電容量センサ，磁気
センサ，渦電流センサなどのいずれかで良い。位置検出センサ１及び２は、乗り場側敷居
１０２を被検出体として検出する。被検出体は、乗り場側ドアの構造物あるいは位置検出
センサで検出するための反射板でもよい。安全コントローラ４は、マイクロコンピュータ
などであり、乗りかごの位置を判定する手段５と、乗りかごの現在位置を記憶する手段６
により構成される。
【００１６】
　図４はドアゾーンを検出する位置検出システムの状態の遷移を示したものであり、乗り
かご１００が乗り場側ドア１１０と係合していない状態、つまり乗りかご１００の位置は
階床間であることを示す「乗りかごはドアゾーン外」と、乗りかご１００が乗り場側ドア
１１０と係合している状態、つまり乗りかご１００は階床レベルにあることを示す「乗り
かごはドアゾーン内」という状態の繰り返しとなる。
【００１７】
　状態の遷移は、信号１２及び１３によって行われる。信号１２及び１３は、位置検出セ
ンサ１及び２が乗り場敷居１０２を検出することにより発生し、位置検出の状態は、安全
コントローラ４によって認識，管理される。
【００１８】
　図５は、位置検出センサ１及び２と乗り場側敷居１０２の位置関係を示したものであり
、各状態における位置検出センサ１及び２の出力状態及び安全コントローラ４の認識状態
を下記している。
（１）位置検出センサ１及び２が共に乗り場敷居１０２よりも上方にある場合、安全コン
トローラ４は「乗りかごはドアゾーン外」と認識し、記憶されるべきであり、位置検出セ
ンサ１及び２も何も検出しておらず、出力は共にＯＦＦ状態である。
（２）乗りかごが（１）の状態よりも下方へ移動し位置検出センサ２が乗り場敷居１０２
を検出しＯＮを出力した場合、位置検出センサ２により生じる出力信号により、安全コン
トローラ４の認識は、「乗りかごはドアゾーン外」と言う記憶された現在位置から「乗り
かごはドアゾーン内」というように判定結果を反転して書き換える。
（３）乗りかごが（２）の状態よりもさらに下方へ移動し、位置検出センサ１及び２の間
に乗り場敷居１０２がある場合、位置検出センサ１及び２は乗り場敷居を検出していない
ため出力状態はＯＦＦ状態であるが、（２）の状態から遷移したことより安全コントロー
ラ４により乗りかご１００はドアゾーン内であることが認識される。
（４）乗りかごが（３）の状態よりもさらに下方へ移動し位置検出センサ１が乗り場敷居
１０２を検出しＯＮを出力した場合、位置検出センサ１により生じる出力信号により、安
全コントローラ４の認識は、「乗りかごはドアゾーン外」という認識へ遷移する。
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（５）位置検出センサ１及び２が共に乗り場敷居１０２よりも下方にある場合、安全コン
トローラ４は「乗りかごはドアゾーン外」と判断し、位置検出センサ１及び２も何も検出
しておらず、出力はＯＦＦ状態である。
【００１９】
　図６は安全コントローラ４で実施される処理内容を示す。安全コントローラ４はマイク
ロコンピュータなどであり、図５の処理内容は、位置検出センサ１及び２の出力信号を検
出して行われる。
【００２０】
　エッジ割込みで開始され（Ｓ１００）、割込み要因がセンサ１であるかを判断し（Ｓ１
０１）、位置検出センサ１であった場合ステップＳ１０２へ、そうでない場合（割込み要
因がセンサ２）はステップ１０９へ移行する。
【００２１】
　ステップＳ１０２では乗りかご１００の現在状態がドアゾーン外であるかを判断し（Ｓ
１０２）、ドアゾーン外である場合はステップＳ１０３へ、ドアゾーン内である場合はス
テップＳ１０６へ移行する。ステップＳ１０３では乗りかご１００の現在状態と位置検出
センサ１が割込み要因であることから、乗りかご１００の移動方向が下降方向であること
が判断でき、その後安全コントローラ４がセンサやコントローラの処理自体に異常がない
か合理性を確認する（Ｓ１０４）。
【００２２】
　ステップＳ１０４の合理性の確認手段として、例えば電動機１０６に接続されているパ
ルス発生器１０７による乗りかご１００の移動方向を安全コントローラ４に入力し、パル
ス発生器による乗りかご移動方向の情報と、ステップＳ１０３より得られる乗りかご１０
０の移動方向の情報を比較する。比較に異常があった場合は、安全コントローラ４がエレ
ベータを停止させるための出力を発生する。比較に異常がなかった場合、安全コントロー
ラ４は記憶された現在状態を「ドアゾーン外」から「ドアゾーン内」に書き換える（Ｓ１
０５）。
【００２３】
　ステップＳ１０２において乗りかご１００の現在状態がドアゾーン外ではなかった場合
、乗りかご１００の現在状態はドアゾーン内であると判定し、さらに乗りかご１００の現
在状態と位置検出センサ１が割込み要因であることから、乗りかご１００の移動方向が上
昇方向であることが判断できる（Ｓ１０６）。その後、ステップＳ１０７ではステップＳ
１０４と同様の合理性確認処理を行い、異常がなかった場合は乗りかごの現在状態を「ド
アゾーン外」に書き換える（Ｓ１０８）。
【００２４】
　ステップＳ１０１において割込み要因が位置検出センサ１でなかった場合、位置検出セ
ンサ２による割込みであると判定し（Ｓ１０９）、以降はステップ（Ｓ１０２）と同様の
処理を行う。また、図５は処理内容の一例であり、その他の処理としてＳ１０１に、まず
現在状態を判定してから割込み要因別で処理を行う方法や、割込みでなく周期動作で位置
検出センサ１及び２の状態を確認する方法などでも良い。
【００２５】
　以上によれば、位置検出センサ１及び２が被検出体を検出することで生じる出力信号に
より、乗りかごがドアゾーン内（戸開閉可能領域）とドアゾーン外（戸開閉不可能領域）
に存在することの認識を安全コントローラ４で切り替える。これにより、被検出板を従来
よりも短い長さのものや、または使用しないことが可能となる。したがって、据付や保守
の時間を短縮できると共に、被検出体に長尺物が引っ掛る可能性を無くすことが可能とな
る。
【実施例２】
【００２６】
　図７は、他の実施形態を示す全体構成図、図８は乗り場敷居１０２と乗りかご敷居１０
３の周辺の詳細を示した斜視図、図９は安全コントローラ４を示したブロック図、図１０
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はドアゾーン再認識の概略を、図１１は安全コントローラ４のドアゾーン再認識方法のフ
ローチャートを示す。　
　位置検出センサ１と位置検出センサ２の間に新たに位置検出センサ２１（第３の位置検
出センサ）を設けたものであり、例えば停電時や瞬停時に安全コントローラ４が現在状態
の記憶を保持することができなかった場合についても、現在状態を再認識することが可能
となる。
【００２７】
　また、安全コントローラ４に乗りかご位置確認モード指令を発生させる手段７を設け、
停電を検出したことによる信号などにより、乗りかご位置確認モードが開始されるよう指
令を発生させる。
【００２８】
　現在状態を再認識することについて図１０を参照して説明する。　
　図１０は安全コントローラ４が現在状態の記憶が不明または正しい認識状態でない場合
（たとえば真の乗りかごの位置はドアゾーン内であるのに安全コントローラ４は「ドアゾ
ーン外である」と認識している場合）に、乗りかごに取り付けられた位置検出センサ１，
位置検出センサ２１及び位置検出センサ２が下降し、乗り場敷居１０２を検出することを
安全コントローラ４の認識状態と併せて示したものである。
（１）位置検出センサ１，２１及び２が共に乗り場敷居１０２よりも上方にある場合、安
全コントローラ４は「乗りかごの位置は不明」という認識であり、位置検出センサ１，２
１及び２も何も検出しておらず、出力はＯＦＦ状態である。
（２）乗りかごが（１）の状態よりも下方へ移動し位置検出センサ２が乗り場敷居１０２
を検出しＯＮを出力した場合、位置検出センサ２によりトリガーが生じるが、安全コント
ローラ４の認識は、「乗りかごの位置は不明」という認識のままである。
（３）乗りかごが（２）の状態よりもさらに下方へ移動し、位置検出センサ２及び２１の
間に乗り場敷居１０２がある場合、位置検出センサ１，２１及び２は乗り場敷居１０２を
検出していないため出力状態はＯＦＦ状態であり、安全コントローラ４の認識状態は不明
のままである。
（４）乗りかご１００が（３）の状態よりもさらに下方へ移動し位置検出センサ２１が乗
り場敷居１０２を検出しＯＮを出力した場合、位置検出センサ２１により生じるトリガー
により、安全コントローラ４の認識は、「乗りかごはドアゾーン内」という認識へ遷移す
る。新たに設けた位置検出センサ２１が、位置検出センサ１と位置検出センサ２の間にあ
り、このセンサ間がドアゾーン内と定義されているため、位置検出センサ２１が乗り場敷
居１０２を検出すると、乗りかご１００の現在位置は確実にドアゾーン内である。
（５）位置検出センサ１と２１の間に乗り場敷居１０２がある場合、安全コントローラ４
は「乗りかごはドアゾーン内」という認識であり、位置検出センサ１及び２も何も検出し
ておらず、出力はＯＦＦ状態である。
【００２９】
　現在状態を再認識する具体的な処理内容について、図１１を用いて説明する。　
　安全コントローラ４には、停電時や瞬間停電時に現在状態を再認識できなかった場合の
ために、乗りかご位置確認モードが設けてあり、以下のステップに従い乗りかごの現在位
置を再認識する。
【００３０】
　停電などにより乗りかご１００の現在位置情報が失われた場合、乗りかご位置確認モー
ドが開始される（Ｓ２００，Ｓ２０１）。位置検出センサ２１で乗りかごの現在位置を確
定させるために、乗りかご１００を下降または上昇させる（Ｓ２０２）。このとき、エレ
ベータシステム側からは乗りかご１００の現在位置が不明であるという危険な状態にある
ため、安全を考慮すれば移動速度は低速であることが望ましい。
【００３１】
　位置検出センサ２１の応答が検出されるまで乗りかご１００の移動を継続させ、位置検
出センサ２１の応答が検出された場合、ステップＳ２０４へ移行する（Ｓ２０３）。ステ
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ップＳ２０４では、安全コントローラ４は位置検出センサ２１の検出に伴い、乗りかご１
００の現在状態を「ドアゾーン内」に書き換える。
【００３２】
　現在状態の合理性確認処理を行う（Ｓ２０５）。これは例えば、位置検出センサ２１の
検出があったにもかかわらず位置検出センサ１または２の出力が検出されている場合は、
これらのセンサの故障が疑われる。この場合、乗りかご１００の現在位置がドアゾーン内
であることからただちに停止し、乗客を速やかに乗りかご１００から退出させる。
【００３３】
　以上によれば、位置検出センサ１及び２が被検出体を検出することで生じる出力により
、乗りかごがドアゾーン内（戸開閉可能領域）とドアゾーン外（戸開閉不可能領域）に存
在することの認識を安全コントローラ４で切り替えるとともに、停電時などで安全コント
ローラ４の乗りかご１００の現在位置情報が失われた場合においても、位置検出センサ１
と２の間に新たに設けた位置検出センサ２１を用いることにより、乗りかご１００を最長
１階床分のみ移動させることで、乗りかご１００の現在位置情報を再認識することができ
、エレベータの運行を速やかに復旧することが可能となる。
【実施例３】
【００３４】
　図１２は、さらに、他の実施形態を示す安全コントローラ４の構成図、図１３はフロー
チャートである。
【００３５】
　安全コントローラ４には、機能として診断モード指令発生手段８が新たに設けられてい
る。診断モード指令により安全コントローラ４は診断モードに設定され、位置検出センサ
や安全コントローラ自体の診断を行う。この診断は、たとえばエレベータの利用客の少な
い深夜において実施されたり、定期点検などで自動に実施されたり、するものである。
【００３６】
　以下、図１３に従い診断モードについて説明する。診断モードが開始されると（Ｓ３０
０）、乗りかごは階床間へ自動で移動される（Ｓ３０１）。その後、乗りかご１００は停
止処理により停止され（Ｓ３０２）、診断のために一度乗りかごの現在位置情報がリセッ
トされる（Ｓ３０３）。ステップＳ３０３の前における乗りかご１００の現在位置情報は
、乗りかご現在位置記憶手段６に一時的に退避される。ステップＳ３０４では、実施例２
における処理フローを実施する。この処理を行い、各位置検出センサに異常がないと判定
された場合（Ｓ３０５－ＹＥＳ）は、正常状態へ復帰しエレベータの運行を再開し（Ｓ３
０６）、診断モードを終了する（Ｓ３０７）。各センサのいずれかに異常が発見された場
合には（Ｓ３０５－ＮＯ）、故障を保守管理者へ通知し（Ｓ３０８）、運行は停止し診断
モードを終了する（Ｓ３０９）。
【００３７】
　以上によれば、安全コントローラ４に新たに診断モードを設け、所定の動作を行うこと
で、各位置検出センサの異常を自動で検出することが可能となる。
【実施例４】
【００３８】
　図１４はさらに、他の実施形態を示す安全コントローラ４の構成図、図１５はフローチ
ャートである。　
　コントローラ４には、乗りかごの絶対位置を検出するための検出器からの信号３１が新
たに入力される。検出器の例としては、たとえばカム機構を用いたリミットスイッチや、
光電センサとそれを検出するための被検出体など、乗りかごの昇降路内における絶対位置
を検出できるものが良い。
【００３９】
　現在状態を再認識する具体的な処理内容について、図１５を用いて説明する。安全コン
トローラ４には、停電時や瞬間停電時に現在状態を再認識できなかった場合のために、乗
りかご位置確認モードが設けてあり、以下のステップに従い乗りかごの現在位置を再認識
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【００４０】
　停電などにより乗りかご１００の現在位置情報が失われた場合、乗りかご位置確認モー
ドが開始される（Ｓ４００，Ｓ４０１）。次に、乗りかご１００の絶対位置を検出するた
めの検出器３１で乗りかごの現在位置を確定させるために、乗りかご１００を下降または
上昇させる（Ｓ４０２）。次に、乗りかご１００の絶対位置を検出するための検出器３１
の応答が検出されるまで乗りかご１００の移動を継続させ、検出器３１の応答が検出され
た場合、ステップＳ４０４へ移行する（Ｓ４０３）。ステップＳ４０４では、安全コント
ローラ４は検出器３１の検出に伴い、乗りかご１００の現在状態を検出器の位置に基づく
位置情報に書き換える。たとえば、階床間に乗りかごの絶対位置を検出するためのカム型
スイッチを設けた場合は、乗りかごの位置は「ドアゾーン外」となるため、安全コントロ
ーラ４は現在状態を「ドアゾーン外」に書き換える。続いて、現在状態の合理性確認処理
を行う（Ｓ４０５）。これは例えば、検出器３１の検出があったにもかかわらず位置検出
センサ１または２の出力が検出されている場合は、これらのセンサの故障が疑われる。こ
の場合、乗りかご１００の現在位置がドアゾーン内であることからただちに停止し、乗客
を速やかに乗りかご１００から退出させる。
【００４１】
　以上によれば、停電時などで安全コントローラ４の乗りかご１００の現在位置情報が失
われた場合においても、乗りかごの絶対位置を検出するための検出器からの信号３１を用
いることにより、乗りかご１００を任意の位置において現在位置情報を再認識することが
でき、エレベータの運行を速やかに復旧することが可能となる。
【符号の説明】
【００４２】
１，２，２１　位置検出センサ
４　安全コントローラ
１００　乗りかご
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