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(57)【要約】
【課題】人命に関わる緊急救命事態が発生した場合に、
救命装置を使用した迅速な人命救助を行うことができる
エレベータ装置を提供する。
【解決手段】エレベータの昇降路１に設けられ、かご室
内から救命装置１９が着脱自在に取付けられたかご装置
４と、エレベータの乗場２に設けられた緊急事態釦２６
と、緊急事態釦２６の押圧時に、救命装置１９が取付け
られたかご装置４を、他の登録呼びの対応階よりも優先
して、緊急事態釦２６が押圧された乗場２のある階まで
移動させる制御装置７とを備えた。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エレベータの昇降路に設けられ、かご室内から救命装置が着脱自在に取付けられたかご
装置と、
　前記エレベータの乗場に設けられた緊急事態釦と、
　前記緊急事態釦の押圧時に、前記救命装置が取付けられた前記かご装置を、他の登録呼
びの対応階よりも優先して、前記緊急事態釦が押圧された乗場のある階まで移動させる制
御装置と、
を備えたことを特徴とするエレベータ装置。
【請求項２】
　前記緊急事態釦は、各階の前記乗場に設けられたことを特徴とする請求項１記載のエレ
ベータ装置。
【請求項３】
　前記制御装置は、前記緊急事態釦が押圧された乗場のある階で、前記かご装置のドアと
前記乗場のドアとの開状態を維持させることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の
エレベータ装置。
【請求項４】
　前記救命装置の前記かご装置からの取り外しを検出する検出装置、
を備え、
　前記制御装置は、前記救命装置の前記かご装置からの取り外しが検出された場合に、前
記建築物の管理室に、緊急救命事態の発生を通報することを特徴とする請求項１～請求項
３のいずれかに記載のエレベータ装置。
【請求項５】
　前記かご室内に設けられ、前記緊急事態釦の押圧時に、緊急救命事態が発生したことを
表示、通報するかご内表示通報装置、
を備えたことを特徴とする請求項１～請求項４のいずれかに記載のエレベータ装置。
【請求項６】
　前記乗場に設けられ、前記緊急事態釦の押圧時に、緊急救命事態が発生したことを表示
、通報する乗場表示通報装置、
を備えたことを特徴とする請求項１～請求項５のいずれかに記載のエレベータ装置。
【請求項７】
　前記かご装置は、
　側壁パネルの開口部のかご室外側に設けられた収納装置と、
　前記開口部を開閉する開閉扉と、
　前記開閉扉を施錠する錠装置と、
を備え、
　前記かご装置は、前記収納装置内に前記救命装置を着脱自在に収納し、
　前記制御装置は、通常時は、前記錠装置に、前記開閉扉の施錠を維持させ、前記緊急事
態釦の押圧時に、前記錠装置に、前記開閉扉の施錠を解放させることを特徴とする請求項
１～請求項６のいずれかに記載のエレベータ装置。
【請求項８】
　前記かご室内に設けられたかご側通話装置と、
　前記乗場に設けられた乗場監視装置と、
　前記管理室に設けられた管理室側通話装置と、
　前記管理室に設けられ、前記乗場監視装置の撮像画像を表示する管理室用表示装置と、
を備え、
　前記制御装置は、前記緊急事態釦の押圧時に、前記かご側通話装置と前記管理室側通話
装置との通話感度を前記緊急救命事態以外の非常事態時の通話感度よりも上げるとともに
、前記乗場監視装置の撮像感度を通常時の撮像感度よりも上げることを特徴とする請求項
１～請求項７のいずれかに記載のエレベータ装置。
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【請求項９】
　前記検出装置は、前記救命装置の前記かご装置への取り付けを検出し、
　前記制御装置は、前記緊急事態釦の押圧時に、前記救命装置の前記かご装置からの取り
外しが検出された後、前記救命装置の前記かご装置への取り付けが検出された場合は、前
記緊急救命事態が収束したと判断することを特徴とする請求項４～請求項８のいずれかに
記載のエレベータ装置。
【請求項１０】
　前記制御装置は、前記緊急救命事態以外の非常事態の発生時に、前記かごを避難階まで
移動させるとともに、前記かご装置のドアと前記乗場のドアとの閉状態を維持させ
　前記緊急事態釦の押圧時に、前記緊急救命事態以外の非常事態が発生している場合は、
前記避難階で、前記緊急事態釦が押圧された乗場の乗場案内表示装置に、前記避難階を表
示させ、
　前記避難階の緊急事態釦の押圧時に、前記避難階で、前記かご装置のドアと前記乗場の
ドアとを開状態とすることを特徴とする請求項１～請求項９のいずれかに記載のエレベー
タ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、迅速な人命救助を行うことができるエレベータ装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　日常において、心臓発作等の人命に関わる緊急救命事態が発生した時は、一般に広く普
及を呼び掛けられているＡＥＤ（自動体外式除細動器）等の救命装置を使用することが有
効な手段となる。
【０００３】
　また、エレベータのかご内に、消火器や避難用具を設置するものが提案されている（例
えば、特許文献１参照）。これにより、火災発生時に、消火活動を行うことができる。ま
た、火災発生時だけでなく、地震や停電等の非常時に、かご内の乗客の救出を行うことが
できる。
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－１７６６８５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　一般に、救命装置は、建築物の特定箇所に設置されている。特に、ＡＥＤは、その普及
が叫ばれているものの、建築物に１台しか設置されていない場合もある。しかし、上記緊
急救命事態が発生した場合は、一刻一秒を争う事態となる。かかる事態の中で、救命補助
者は、特定箇所まで、救命装置を取りに行き、再び戻ってきて人命救助を行う必要がある
。このため、緊急救命事態が発生してから人命救助を行うまでに、多くの時間がかかると
いう問題があった。
【０００６】
　また、特許文献１記載のエレベータ装置は、かご内に、救命装置が設置されていない。
即ち、特許文献１記載のエレベータ装置は、建築物内にいる者の人命に関わる緊急救命事
態の発生を考慮したものではなかった。
【０００７】
　この発明は、上述のような課題を解決するためになされたもので、その目的は、人命に
関わる緊急救命事態が発生した場合に、救命装置を使用した迅速な人命救助を行うことが
できるエレベータ装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
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　この発明に係るエレベータ装置は、エレベータの昇降路に設けられ、かご室内から救命
装置が着脱自在に取付けられたかご装置と、前記エレベータの乗場に設けられた緊急事態
釦と、前記緊急事態釦の押圧時に、前記救命装置が取付けられた前記かご装置を、他の登
録呼びの対応階よりも優先して、前記緊急事態釦が押圧された乗場のある階まで移動させ
る制御装置とを備えたものである。
【発明の効果】
【０００９】
　この発明によれば、人命に関わる緊急救命事態が発生した場合に、救命装置を使用した
迅速な人命救助を行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　この発明を実施するための最良の形態について添付の図面に従って説明する。なお、各
図中、同一又は相当する部分には同一の符号を付しており、その重複説明は適宜に簡略化
ないし省略する。
【００１１】
実施の形態１．
　図１はこの発明の実施の形態１におけるエレベータ装置の全体構成図である。
　図１において、１はエレベータの昇降路である。この昇降路１と建築物の各階との交わ
り部には、エレベータの乗場２が設けられる。また、昇降路１内には、ロープ３が設けら
れる。このロープ３の一端には、かご装置４が懸架される。このかご装置４は、かご室（
図示せず）を備える。このかご室は、エレベータの乗客が乗降するものである。一方、ロ
ープ３の他端には、釣合い重り５が懸架される。
【００１２】
　このロープ３は、巻上機６に巻き掛けられる。この巻上機６は、制御装置７に接続され
る。この制御装置７は、制御ケーブル８を介して、かご装置４に接続される。この制御装
置７は、かご装置４の機器を制御するとともに、巻上機６の回転を制御する。この回転制
御により、かご装置４の昇降が制御される。
【００１３】
　次に、図２及び図３を用いて、かご装置４の構成について説明する。
　図２はこの発明の実施の形態１におけるエレベータ装置のかご装置の斜視図である。図
３はこの発明の実施の形態１におけるエレベータ装置のかご装置を上方から見た平面図で
ある。
　図２及び図３において、９はかごドアである。このかごドア９は、かご出入口に設けら
れる。具体的には、かごドア９は、２枚片開き式のものである。そして、このかごドア９
がかご出入口側の側壁パネルの一方側に移動することにより、かご出入口が開く構成とな
っている。
【００１４】
　また、かご出入口側の側壁パネルの一方には、かご内操作／表示／通報装置１０が設け
られる。このかご内操作／表示／通報装置１０は、かご室内からかご呼びの登録操作等を
受け付けるとともに、かご装置４の停止階を表示する等の機能を備える。さらに、かご内
操作／表示／通報装置１０の下部には、かご側通話装置１１が設けられる。このかご側通
話装置１１は、外部と通信を行う機能を備える。また、かご出入口上方の側壁パネルには
、かご内表示装置１２が設けられる。このかご内表示装置１２は、かご装置４の停止階の
表示や各種アナウンスを行う機能を備える。さらに、かご室天井には、遠隔かご内監視装
置１３が設けられる。この遠隔かご内監視装置１３は、例えば、監視カメラからなる。こ
の遠隔かご内監視装置１３は、かご室内全体の撮像画像を得る機能を備える。
【００１５】
　かご装置４の幅方向側側壁パネル１４の一方の上部には、開口部１５がかご奥側側壁パ
ネルに近接して設けられる。また、開口部１５のかご室外側には、収納装置１６が設けら
れる。具体的には、収納装置１６は、内部に空間を有する収納箱からなる。この収納装置
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１６は、開口部１５と連結している。さらに、開口部１５には、開閉扉１７が設けられる
。この開閉扉１７のかご奥側縁部は、収納装置１６の開口部１５のかご奥側縁部に回転自
在に支持される。一方、開閉扉１７のかご出入口側縁部中央には、錠装置１８が設けられ
る。この錠装置１８は、所定の操作により、開閉扉１７の施錠及び解錠を行う機能を備え
る。
【００１６】
　そして、収納装置１６内には、救命装置１９が着脱自在に取付けられる。この救命装置
１９は、例えば、ＧＰＳ機能付きＡＥＤ（自動体外式除細動器）からなる。この救命装置
１９の下方には、検出装置２０が配置される。この検出装置２０は、収納装置１６の内部
に設けられる。この検出装置２０は、救命装置１９の収納装置１６からの取り外しを検出
する機能を備える。また、検出装置２０は、救命装置１９の収納装置１６への取り付けを
検出する機能を備える。
【００１７】
　次に、図４を用いて、エレベータの乗場２の構成について説明する。
　図４はこの発明の実施の形態１におけるエレベータ装置の乗場の正面図である。
　図４において、２１は乗場ドアである。この乗場ドア２１は、乗場出入口に設けられる
。具体的には、乗場ドア２１は、かごドア９に対応した２枚片開き式のものである。この
乗場ドア２１が、かごドア９と連動して、乗場出入口の一側縁部側へ移動することにより
、乗場出入口が開く構成となっている。即ち、かご装置４が乗場２に到着し、かごドア９
と乗場ドア２１とが開くことにより、エレベータの利用者がかご装置４と乗場２との間を
行き来可能となる。
【００１８】
　２２は乗場案内操作／表示／通報装置である。この乗場案内操作／表示／通報装置２２
は、乗場出入口の一側縁部と対向する他側縁部近傍で、建築壁に設けられる。この乗場案
内操作／表示／通報装置２２は、乗場２から乗場呼びの登録操作等を受け付けるとともに
、かご装置４の停止階の表示や各種アナウンスを行う機能を備える。２３は乗場表示装置
である。この乗場表示装置２３は、かご装置４の停止階を表示する等の機能を備える。
【００１９】
　２４は遠隔乗場監視装置である。この遠隔乗場監視装置２４は、乗場出入口の他側縁部
側の建築物天井に設けられる。この遠隔乗場監視装置２４は、例えば、監視カメラからな
る。この遠隔乗場監視装置２４は、乗場２全体の撮像画像を得る機能を備える。２５はロ
ゴである。このロゴ２５は、乗場ドア２１の乗場側表面の上部に設けられる。具体的には
、このロゴ２５には、「ＡＥＤ搭載エレベータ」と記載されている。２６は緊急事態釦で
ある。この緊急事態釦２６は、乗場案内操作／表示／通報装置２２の上部に設けられる。
この緊急事態釦２６は、緊急救命事態専用の非常釦である。
【００２０】
　かかる構成のエレベータ装置においては、制御装置７は、通常運行時、錠装置１８に、
開閉扉１７の施錠を維持させる。そして、制御装置７は、緊急事態釦２６の押圧時に、錠
装置１８に、開閉扉１７の施錠を解放させる。また、これと同時に、制御装置７は、救命
装置１９が取付けられたかご装置４を、他の登録呼びの対応階よりも優先して、緊急事態
釦２６が押圧された乗場２のある階まで移動させる。さらに、制御装置７は、緊急事態釦
が押圧された乗場２のある階で、かごドア９と乗場ドア２１との開状態を維持させる。加
えて、制御装置７は、かご内操作／表示／通報装置１０、かご内表示装置１２、乗場案内
操作／表示／通報装置２２、乗場表示装置２３に、緊急救命事態が発生したことを表示さ
せるとともに、音声アナウンスを行わせる。
【００２１】
　さらに、制御装置７は、上記説明の制御に加え、外部との通信機能についても制御する
。以下、図５を用いて、制御装置７による外部通信機能の制御について説明する。
　図５はこの発明の実施の形態１におけるエレベータ装置と外部との連絡を説明するため
の要部ブロック図である。
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　図５において、２７は建築物の管理室である。この管理室２７は、エレベータと離れた
位置に配置される。この管理室２７は、管理室側通話装置２８と管理室用表示装置２９と
を備える。管理室側通話装置２８は、かご側通話装置１１との間で、音声情報の送受信を
行う機能を備える。管理室用表示装置２９は、遠隔かご内監視装置１３と遠隔乗場監視装
置２４の撮像画像を表示する機能を備える。
【００２２】
　そして、緊急事態釦２６の押圧時に、制御装置７は、かご側通話装置１１と管理室通側
話装置２７との通話感度を緊急救命事態以外の非常事態時の通話感度よりも上げる機能を
備える。また、制御装置７は、遠隔かご内監視装置１３と遠隔乗場監視装置２４の撮像感
度を通常時よりも上げる機能を備える。
【００２３】
　次に、図６を用いて、本実施の形態のエレベータ装置の主な動作と緊急救命事態の発生
の連絡方法について説明する。
　図６はこの発明の実施の形態１におけるエレベータ装置の主な動作と緊急救命事態の発
生の連絡方法を説明するためのフローチャートである。
　まず、ステップＳ１で、各階の乗場２の緊急事態釦２６の押圧による信号出力があるか
否かが判断される。そして、緊急事態釦２６からの信号出力がないと、エレベータは、通
常運行を継続する。一方、心臓発作等の人命に関わる緊急救命事態の発生に伴い、救命補
助者が緊急事態釦２６を押圧し、緊急事態釦２６からの信号出力があると、ステップＳ２
に進む。
【００２４】
　ステップＳ２では、かご内表示装置１２、乗場表示装置２３等に、緊急救命事態が発生
したことを報知する表示がなされる。また、緊急事態釦２６の押圧された乗場２の遠隔乗
場監視装置２４と遠隔かご内監視装置１３の撮像感度が通常時の撮像感度よりも上げられ
るとともに、かご側通話装置１１と管理室側通話装置２８との通話感度が緊急救命事態以
外の非常事態の通話感度よりも上げられる。さらに、かご装置４が、安全かつ速やかに、
緊急事態釦２６が押圧された乗場２のある階まで移動され、かごドア９と乗場ドア２１と
の開状態が維持される。そして、ステップＳ３に進み、開閉扉１７が所定時間内に解錠し
たか否かが判断される。そして、開閉扉１７が所定時間内に解錠しなかった場合は、ステ
ップＳ４に進む。
【００２５】
　ステップＳ４では、緊急事態釦２６の押圧による信号出力の信号系統故障か、悪戯によ
る緊急事態釦２６の押圧があったと判断し、通常運行に戻る。かかる状況は、管理室２７
内の管理人により、遠隔かご内監視装置１３、遠隔乗場監視装置２４の撮像画像に基づい
て、確認される。一方、ステップＳ３で、救命補助者が、開閉扉１７を所定時間内に解錠
すると、ステップＳ５に進む。ステップＳ５では、救命装置１９が所定時間内に収納装置
１６から取り外されたか否かが判断される。
【００２６】
　救命装置１９が所定時間内に収納装置１６から取り外されなければ、収納装置１６の解
錠信号出力の信号系統故障か、悪戯による開閉扉１７の解錠と判断される。かかる状況は
、管理室２７内の管理人により、遠隔かご内監視装置１３、遠隔乗場監視装置２４の撮像
画像に基づいて、確認される。一方、ステップＳ５で、救命補助者が、救命装置１９を所
定時間内に収納装置１６から取り外すと、緊急救命事態が発生して、救命装置１９の持ち
出しがあったと判断される。
【００２７】
　そして、ステップＳ８で、かご装置４の到着までの待ち時間、救命装置１９の持ち出し
作業中の時間等を利用して、通報者たる救命補助者と管理室２７内の管理人との間で、救
助者及び救命補助者の氏名、救命装置１９の具体的な使用場所、消防署、緊急医療機関等
への通報代行依頼等の連絡が行われる。そして、ステップＳ９で、管理人により、消防署
、緊急医療機関等に、緊急救命事態の発生が通報される。



(7) JP 2010-120735 A 2010.6.3

10

20

30

40

50

【００２８】
　上記緊急救命事態が発生している場合、上記動作は、管理室２７に管理人がいなくても
有効である。この場合、遠隔かご内監視装置１３及び遠隔乗場監視装置２４の撮像画像、
開閉扉１７の解錠信号、救命装置１９の取り外し信号を関連付けた使用状況が記録される
。また、緊急救命事態の発生後、救命装置１９の収納装置１６への取り付けが検出される
と、制御装置７は、緊急救命事態が収束したと判断する。この場合、管理人は、監視室２
６から遠隔操作で、エレベータを通常運行に切り換えることができる。なお、万が一、緊
急救命事態の収束後に救命補助者から救命装置１９の返却がない場合は、救命装置１９に
搭載したＧＰＳ機能で、救命装置１９の場所が特定され、救命装置１９が回収される。
【００２９】
　以上で説明した実施の形態１によれば、制御装置７が、緊急事態釦２６の押圧時に、救
命装置１９が取付けられたかご装置４を、他の登録呼びの対応階よりも優先して、緊急事
態釦２６が押圧された乗場２のある階まで移動させる。このため、人命に関わる緊急救命
事態が発生した場合に、救命装置１９を使用した迅速な人命救助を行うことができる。ま
た、緊急事態釦２６は、各階の乗場２に設けられる。このため、どの階で、緊急救命事態
が発生しても、迅速な人命救助を行うことができる。
【００３０】
　さらに、制御装置７が、緊急事態釦２６が押圧された乗場２のある階で、かごドア９と
乗場ドア２１との開状態を維持させる。このため、緊急救命事態が発生した場所まで救命
装置１９を持ち出すことが円滑に行われる。加えて、制御装置７が、救命装置１９のかご
装置４からの取り外しが検出された場合に、管理室２７に、緊急救命事態の発生を通報す
る。このため、悪戯による緊急事態釦２６の押圧に惑わされることなく、緊急救命事態の
発生を通報することができる。また、救命補助者は管理人へ必要事項を伝達することで、
人命救助に専念でき、その間に管理人、消防署、緊急医療機関等に通報することができる
。
【００３１】
　また、かご内表示装置１２が、緊急事態釦２６の押圧時に、緊急救命事態が発生したこ
とを表示し、かご内操作／表示／通報装置１０が、緊急事態が発生したことをアナウンス
する。このため、かご装置４が登録呼びの対応階に停止しなくても、かご室内のエレベー
タ利用者が不安になることがない。さらに、乗場表示装置２３が、緊急事態釦２６の押圧
時に、緊急救命事態が発生したことを表示し、乗場案内操作／表示／通報装置２２が、緊
急事態が発生したことをアナウンスする。このため、かご装置４が登録呼びの対応階に停
止しなくても、乗場２で待っているエレベータ利用者が不安になることがない。
【００３２】
　加えて、制御装置７が、通常時は、錠装置１８に、開閉扉１７の施錠を維持させ、緊急
事態釦２６の押圧時に、錠装置１８に、開閉扉１７の施錠を解放させる。このため、悪戯
による救命装置１９の取り外しを防止することができる。また、制御装置７が、緊急事態
釦２６の押圧時に、かご側通話装置１１と管理室側通話装置２８との通話感度を緊急救命
事態以外の非常事態時の通話感度よりも上げるとともに、遠隔乗場監視装置２４の撮像感
度を通常時の撮像感度よりも上げる。このため、管理室２７にいる管理人が、緊急救命事
態の状況をより詳細に把握することができる。また、緊急事態発生場所がかご装置４と離
れていても、救命補助者と管理人とが確実に通話をすることができる。
【００３３】
　さらに、制御装置７は、緊急事態釦２６の押圧時に、救命装置１９のかご装置４からの
取り外しが検出された後、救命装置１９のかご装置４への取り付けが検出された場合は、
緊急救命事態が収束したと判断する。このため、管理人が、緊急救命事態発生場所を行っ
て、事態の収束を確認する必要がなくなり、迅速にエレベータを通常運行に戻すことがで
きる。
【００３４】
実施の形態２．
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　実施の形態２は、実施の形態と略同様の構成であるため、図示しない。なお、実施の形
態１と同一又は相当部分には同一符号を付して説明を省略する。
　実施の形態１では、地震や停電等、緊急救命事態以外の非常事態については考慮されて
いなかった。一方、実施の形態２では、緊急救命事態以外の非常事態について考慮されて
いる。以下、緊急救命事態以外の非常事態時を考慮した人命救助方法について説明する。
【００３５】
　実施の形態２においては、制御装置７は、緊急救命事態以外の非常事態が発生した場合
は、かご装置４を、最寄階等の避難階まで移動させて停止させるとともに、かごドア９と
乗場ドア２１との閉状態を維持させる。そして、制御装置７は、緊急事態釦２６の押圧時
に、緊急救命事態以外の非常事態が発生している場合は、非常電源を利用して、緊急事態
釦２６が押圧された乗場２の乗場案内操作／表示／通報装置２２に、避難階を表示させる
。さらに、制御装置７は、避難階の緊急事態釦２６の押圧時に、避難階で、かごドア９と
乗場ドア２１とを開状態とする。
【００３６】
　以上で説明した実施の形態２によれば、制御装置７が、緊急救命事態以外の非常事態が
発生した場合は、かご装置４を、最寄階等の避難階まで移動させて停止させるとともに、
かごドア９と乗場ドア２１との閉状態を維持させる。このため、所定の非常事態時には、
かご装置４の利用を防止することができる。また、制御装置７が、緊急事態釦２６の押圧
時に、緊急救命事態以外の非常事態が発生している場合は、緊急事態釦２６が押圧された
乗場２の乗場案内操作／表示／通報装置２２に、避難階を表示させる。このため、かご装
置４を移動させることができない非常事態であっても、救命補助者は、救命装置１９のあ
る階を確認できる。さらに、制御装置７が、避難階の緊急事態釦２６の押圧時に、避難階
で、かごドア９と乗場ドア２１との開状態とする。このため、一般的なかご装置４の利用
を防止しつつ、救命装置１９を取り出すことができる。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】この発明の実施の形態１におけるエレベータ装置の全体構成図である。
【図２】この発明の実施の形態１におけるエレベータ装置のかご装置の斜視図である。
【図３】この発明の実施の形態１におけるエレベータ装置のかご装置を上方から見た平面
図である。
【図４】この発明の実施の形態１におけるエレベータ装置の乗場の正面図である。
【図５】この発明の実施の形態１におけるエレベータ装置と外部との連絡を説明するため
の要部ブロック図である。
【図６】この発明の実施の形態１におけるエレベータ装置の主な動作と緊急救命事態の発
生の連絡方法を説明するためのフローチャートである。
【符号の説明】
【００３８】
　１　昇降路、　２　乗場、　３　ロープ、　４　かご装置、　５　釣合い重り、
　６　巻上機、　７　制御装置、　８　制御ケーブル、　９　かごドア、
１０　かご内操作／表示／通報装置、　１１　かご側通話装置、
１２　かご内表示装置、　１３　遠隔かご内監視装置、　１４　側壁パネル、
１５　開口部、　１６　収納装置、　１７　開閉扉、　１８　錠装置、
１９　救命装置、　２０　検出装置、　２１　乗場ドア、
２２　乗場案内操作／表示／通報装置、　２３　乗場表示装置、
２４　遠隔乗場監視装置、　２５　ロゴ、　２６　緊急事態釦、２７　管理室、
２８　管理室側通話装置、　２９　管理室用表示装置
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