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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
昇降経路に沿って配置された経路部材に沿って走行して昇降する自走式昇降装置におい
て、
駆動源からの駆動力によって回転駆動する駆動回転体と、
前記駆動回転体との間に前記経路部材を挟持する従動回転体と、
前記駆動回転体と前記従動回転体との間の挟持力を変動させる挟持力変動手段と、
前記駆動回転体及び前記従動回転体の回転速度を示す回転速度情報を検出する回転速度
情報検出手段と、
前記回転速度情報検出手段の検出結果に基づいて前記駆動回転体の回転速度と前記従動
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回転体の回転速度との間に所定値以上の速度差が生じたか否かを判断する判断手段と、
前記挟持力が経時的に減少するように前記挟持力変動手段を動作させる制御を行うとと
もに、その制御中に前記判断手段が所定値以上の速度差が生じたと判断した場合には該挟
持力を増加させるように該挟持力変動手段を制御する挟持力制御手段とを有することを特
徴とする自走式昇降装置。
【請求項２】
請求項１の自走式昇降装置において、
前記駆動回転体及び前記従動回転体は、前記昇降経路に対して直交する方向から前記経
路部材を挟持するように配置されていることを特徴とする自走式昇降装置。
【請求項３】
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請求項１又は２の自走式昇降装置において、
前記判断手段が所定値以上の速度差が生じたと判断したときに、前記駆動回転体の回転
トルクを減少させる駆動力制御手段を有することを特徴とする自走式昇降装置。
【請求項４】
請求項１乃至３のいずれか１項に記載の自走式昇降装置において、
前記駆動回転体及び前記従動回転体の少なくとも一方の回転体に制動力を付与する制動
力付与手段と、
当該自走式昇降装置を下降させる際、前記駆動源をオフにして前記駆動回転体を前記経
路部材に対して従動回転可能にし、かつ、前記回転速度情報検出手段の検出結果から得ら
れる前記駆動回転体の回転速度又は前記従動回転体の回転速度が目標下降速度となるよう
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に、前記制動力付与手段を制御する下降制御手段とを有し、
前記挟持力制御手段は、当該自走式昇降装置を上昇させる際には前記制御を行い、当該
自走式昇降装置を下降させる際には、前記制動力が付与された前記少なくとも一方の回転
体と前記経路部材との間に当該自走式昇降装置を減速させることが可能な摩擦力が作用す
るように前記挟持力変動手段を制御することを特徴とする自走式昇降装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、昇降経路に沿って配置された経路部材に沿って走行して昇降する自走式昇降
装置に関するものである。
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【背景技術】
【０００２】
昇降装置としては、人や物を収容する籠体を鉛直方向に沿って又は鉛直方向に対して傾
斜した方向に沿って昇降させるエレベータ（昇降装置）が知られている。昇降装置として
は、籠体には昇降用の駆動装置を設けず、籠体を支持するロープ（ワイヤー）を駆動させ
ることで籠体を昇降させるロープ式（トラクション式）のものが広く利用されている。し
かしながら、ロープ式の昇降装置は、ロープを駆動させる関係で、例えば移動距離が長い
ケース（例えば、地球上から静止軌道以上まで延びる昇降経路を昇降する宇宙エレベータ
あるいは軌道エレベータとして使用するケース）においては、採用が困難である。一方、
昇降経路に沿って配置された経路部材に沿って走行して昇降する自走式の昇降装置も知ら
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れている（特許文献１）。自走式の昇降装置であれば、籠体に設けられる昇降用の駆動装
置によって経路部材に沿って走行するので、経路部材を固定的に配置することが可能であ
り、上述したロープ式の昇降装置が不得手とする昇降距離の長いケースでも、採用が比較
的容易である。
【０００３】
特許文献１に開示された自走式の昇降装置は、経路部材として、断面円形状のワイヤー
ではなく、扁平なベルト状部材が用いられている。この昇降装置は、駆動ローラとこれを
昇降方向に沿って挟み込むように配置された２つの従動ローラとを備え、駆動ローラに対
してベルトを約半周分巻き付くように、２つの従動ローラと駆動ローラとの間にベルトを
挟持する。各従動ローラと駆動ローラとの挟持により駆動ローラとベルトとの間の摩擦力
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が確保されているので、駆動ローラが回転駆動すると、駆動ローラはベルト上を転がり移
動する。これにより、駆動ローラが取り付けられている昇降装置は、ベルトに沿って昇降
することができる。
【０００４】
ベルトの厚みが昇降方向において均一でない場合、厚みの大きなベルト部位が駆動ロー
ラと従動ローラとの間に挟持されたときに過剰な挟持力が発生して、ベルトやローラが損
耗しやすくなる。これを考慮して、前記特許文献１に開示された昇降装置では、駆動ロー
ラに対して従動ローラを付勢する付勢手段として電動シリンダを用い、この電動シリンダ
を制御してその付勢力を変更できる構成となっている。この昇降装置において、駆動ロー
ラに接続された駆動源に対してトルク指令を伝送する制御部は、駆動ローラを回転駆動さ
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せるとともに、その回転駆動に伴う負荷トルク値を検出する。そして、この負荷トルク値
が所定の閾値よりも大きくなったとき、駆動ローラと従動ローラとの間に厚みの大きなベ
ルト部位を挟み込んだものと判断し、電動シリンダを制御して、駆動ローラに対する従動
ローラの付勢力を弱める。
【０００５】
一方、検出した負荷トルク値が所定の閾値よりも小さくなったら、駆動ローラと従動ロ
ーラとの間に厚みの小さなベルト部位を挟み込んだものと判断し、電動シリンダを制御し
て、駆動ローラに対する従動ローラの付勢力を強める。前記特許文献１によれば、このよ
うな制御を行うことで、駆動ローラの回転駆動に伴う負荷に応じて駆動ローラに対する従
動ローラの付勢力が動的に適切な値に調節されるとしている。その結果、ベルト及びロー
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ラの損耗を抑えることができるとともに、ベルトとローラとの間の滑りを抑制した昇降駆
動が可能となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１１−２１９２６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
一般に、ベルト等の経路部材に沿って走行して昇降する自走式の昇降装置において、エ
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ネルギー効率のよい昇降駆動を実現するためには、なるべく少ない駆動トルクで、かつ、
経路部材と駆動回転体との間でなるべく滑りを発生させないことが求められる。滑りを発
生させないようにするためには、経路部材と駆動回転体との間の摩擦力を十分に大きくと
ることが必要である。
【０００８】
駆動回転体と経路部材との間に作用し得る摩擦力Ｆ0は、μ＝Ｆ0／Ｎで表されるように
、駆動回転体と経路部材との間の摩擦係数μと、経路部材と駆動回転体との間に働く垂直
抗力Ｎとの関係で決まる。駆動回転体及び経路部材は、これらの部材が他の目的（摩耗耐
性など）によって選択されるものであることから、これらの間の摩擦係数μを高めること
には制限がある。一方、経路部材を挟持する駆動回転体と従動回転体との挟持力を大きく
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すれば、高い垂直抗力Ｎを得ることが可能である。そのため、滑りを少なくするために経
路部材と駆動回転体との間の摩擦力を高める場合には、経路部材を挟持する駆動回転体と
従動回転体との挟持力を大きくして高い垂直抗力Ｎを得る必要がある。しかしながら、駆
動回転体と従動回転体との挟持力を大きくすると、駆動回転体を回転駆動するための駆動
トルクが増大する。したがって、なるべく少ない駆動トルクで滑りの少ない昇降動作を実
現するためには、経路部材と駆動回転体との間に常に必要最小限の垂直抗力Ｎを作用させ
ることが重要となる。
【０００９】
ところが、必要最小限の垂直抗力Ｎの値は、駆動回転体と経路部材との間の摩擦係数μ
によって異なってくる。摩擦係数μは、温度や湿度等の環境条件、駆動回転体と経路部材

40

との間に介在する付着物の種類や量などによって刻々と変化するため、必要最小限の垂直
抗力Ｎの値も、刻々と変化することになる。このとき、摩擦係数μが直接的に観測できる
ようなパラメータであるならば、摩擦係数μの観測結果に応じて駆動回転体と従動回転体
との挟持力を制御し、経路部材と駆動回転体との間に常に必要最小限の垂直抗力Ｎを安定
して作用させることが可能である。しかしながら、摩擦係数μは直接的に観測できるよう
なパラメータではないので、このような制御を実現することは困難である。
【００１０】
一方、前記特許文献１に開示の昇降装置では、上述したように、負荷トルク値が所定の
閾値よりも小さいことを検出したとき、厚みの小さなベルト部位を挟み込んだと判断する
。そして、厚みの小さなベルト部位を挟み込んだことによって不足することになる駆動ロ
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ーラとベルトとの間の垂直抗力Ｎの不足分を、従動ローラの付勢力を強めることで補うと
いう制御を行い、摩擦力不足による滑りの発生を抑制する。そのため、厚みの小さなベル
ト部位を挟み込んだときに設定される従動ローラの付勢力、すなわち、駆動ローラと従動
ローラとの挟持力は、滑りを十分に抑制できる十分に大きな垂直抗力Ｎが得られるような
値に設定される。そして、そのように設定された従動ローラの付勢力は、厚みの大きなベ
ルト部位が挟み込まれて負荷トルク値が所定の閾値よりも大きくなるまで、維持される。
したがって、前記特許文献１に開示の昇降装置は、滑りの少ない昇降動作は実現可能であ
るが、経時的に大きな駆動トルクが必要であり、エネルギー効率のよい昇降動作を実現す
ることはできない。
【００１１】
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本発明は、以上の背景に鑑みなされたものであり、その目的とするところは、自走式の
昇降装置において、走行中に経路部材と駆動回転体との間の摩擦係数が変化する場合でも
、少ない駆動トルクで滑りが少ない上昇動作又は下降動作を実現することが可能な昇降装
置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
前記目的を達成するために、請求項１の発明は、昇降経路に沿って配置された経路部材
に沿って走行して昇降する自走式昇降装置において、駆動源からの駆動力によって回転駆
動する駆動回転体と、前記駆動回転体との間に前記経路部材を挟持する従動回転体と、前
記駆動回転体と前記従動回転体との間の挟持力を変動させる挟持力変動手段と、前記駆動
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回転体及び前記従動回転体の回転速度を示す回転速度情報を検出する回転速度情報検出手
段と、前記回転速度情報検出手段の検出結果に基づいて前記駆動回転体の回転速度と前記
従動回転体の回転速度との間に所定値以上の速度差が生じたか否かを判断する判断手段と
、前記挟持力が経時的に減少するように前記挟持力変動手段を動作させる制御を行うとと
もに、その制御中に前記判断手段が所定値以上の速度差が生じたと判断した場合には該挟
持力を増加させるように該挟持力変動手段を制御する挟持力制御手段とを有することを特
徴とするものである。
一般に、従動回転体と経路部材との間の摩擦係数が多少低くなっても、これらの間では
実質的な滑りが生じることはないが、駆動回転体と経路部材との間では摩擦係数が低くな
ると、これらの間では滑りが生じやすい。駆動回転体と経路部材との間で滑りが発生する
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と、負荷トルクの減少によって駆動回転体の回転速度が急激に高まり、駆動回転体と従動
回転体との間に回転速度差が生じる。したがって、この回転速度差を検出することで、駆
動回転体と経路部材との間の摩擦係数が滑りを生じさせるほどに低下したことを把握する
ことができる。本自走式昇降装置においては、所定値以上の回転速度差が生じた場合に駆
動回転体と従動回転体との間の挟持力を増加させる制御を行う。これにより、当該所定値
を適切に設定することで、滑り始めの早い段階で、駆動回転体と経路部材との間に働く垂
直抗力Ｎを増大させ、滑りを迅速に無くすことができる。
一方、本自走式昇降装置においては、このように挟持力を増加させても、その後にその
挟持力を経時的に減少させる制御が行われる。そのため、増加させた後の大きな挟持力が
ずっと維持されるわけではなく、挟持力は、上述のように増加させた後、徐々に弱まって
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いく。このように挟持力が徐々に弱まるので、いずれは再び滑りが生じ始めることになる
が、その際には再び挟持力を増加させる制御が行われ、すぐに滑りが無くなる。このよう
な制御を継続することで、駆動回転体と経路部材との間の摩擦係数が刻々と変動する状況
であっても、駆動回転体と従動回転体との挟持力は、滑りを生じさせない必要最小限の範
囲内で変動を繰り返すことになる。その結果、駆動源の駆動トルクを必要最小限の範囲内
に安定して抑えることができる。
【００１３】
また、請求項２の発明は、請求項１の自走式昇降装置において、前記駆動回転体及び前
記従動回転体は、前記昇降経路に対して直交する方向から前記経路部材を挟持するように
配置されていることを特徴とするものである。
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昇降距離の長いケースにおいては、そのような長い昇降距離に沿って経路部材を配置す
る必要があり、この場合、経路部材を非常に強いテンションで張る必要が出てくる。この
場合、前記特許文献１に開示の昇降装置のように駆動ローラ（駆動回転体）に対してベル
ト（経路部材）を約半周分も巻き付けるような構成は実現不可能である。本自走式昇降装
置によれば、実質的に駆動回転体に対して経路部材を巻き付けることなく、経路部材を駆
動回転体と従動回転体とで挟持して自走することができる。したがって、非常に強いテン
ションで張られる経路部材にも対応することができる。
【００１４】
また、請求項３の発明は、請求項１又は２の自走式昇降装置において、前記判断手段が
所定値以上の速度差が生じたと判断したときに、前記駆動回転体の回転トルクを減少させ
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る駆動力制御手段を有することを特徴とするものである。
駆動回転体と経路部材との間に滑りが生じると、駆動回転体に加わっていた負荷トルク
が減少する結果、駆動回転体の回転速度が上昇し、滑りを進行させる結果を招く。本自走
式昇降装置においては、判断手段により所定値以上の速度差が生じたと判断したら、駆動
回転体の回転トルクを減少させるので、滑りによる駆動回転体の回転速度の上昇が抑制さ
れる。これにより、駆動回転体と経路部材との速度差が広がるのを抑制して、迅速に滑り
を無くすことができる。
【００１５】
また、請求項４の発明は、請求項１乃至３のいずれか１項に記載の自走式昇降装置にお
いて、前記駆動回転体及び前記従動回転体の少なくとも一方の回転体に制動力を付与する

20

制動力付与手段と、当該自走式昇降装置を下降させる際、前記駆動源をオフにして前記駆
動回転体を前記経路部材に対して従動回転可能にし、かつ、前記回転速度情報検出手段の
検出結果から得られる前記駆動回転体の回転速度又は前記従動回転体の回転速度が目標下
降速度となるように、前記制動力付与手段を制御する下降制御手段とを有し、前記挟持力
制御手段は、当該自走式昇降装置を上昇させる際には前記制御を行い、当該自走式昇降装
置を下降させる際には、前記制動力が付与された前記少なくとも一方の回転体と前記経路
部材との間に当該自走式昇降装置を減速させることが可能な摩擦力が作用するように前記
挟持力変動手段を制御することを特徴とするものである。
本自走式昇降装置は、上昇時には、上述した挟持力の制御を行うことで、駆動源の駆動
トルクを必要最小限の範囲内に抑えた上昇動作を実現する。一方、下降時には、駆動源を
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オフにして駆動回転体を経路部材に対して従動回転させながら自重により経路部材に沿っ
て下降し、下降速度は制動力付与手段による制動力によって目標速度に追従させる。この
ような下降制御は、駆動源の駆動力をコントロールしながら下降速度を制御する場合と比
較して、エネルギー効率のよい下降動作を実現できる。
【発明の効果】
【００１６】
本発明によれば、自走式昇降装置において、走行中に経路部材と駆動回転体との間の摩
擦係数が変化する場合でも、少ない駆動トルクで滑りが少ない上昇動作又は下降動作を実
現することができるという優れた効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
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【００１７】
【図１】実施形態に係る昇降装置の要部である駆動装置を示す斜視図である。
【図２】同駆動装置における駆動ローラと従動ローラとの間でテザーを挟持するときの挟
持力を変動させる加圧調整機構を含む部分を拡大した拡大斜視図である。
【図３】同駆動装置の制御系に関わる制御ブロック図である。
【図４】実施形態における挟持力調整制御の流れを示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
以下、本発明に係る自走式昇降装置を、経路部材であるベルト上を走行する昇降装置に
適用した一実施形態について説明する。
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図１は、本実施形態に係る昇降装置１の要部である駆動装置を示す斜視図である。
本昇降装置１は、所定の昇降経路に沿って配置される経路部材としてベルト状部材であ
るテザー１００を用い、このテザー１００に沿って走行して上昇及び下降が可能なもので
ある。テザー１００は、鉛直方向に沿って配置されたものでもよいが、本実施形態では、
鉛直方向に対して斜め方向に配置されている。本昇降装置１は、昇降距離が長いケースを
想定したものであり、そのため、テザー１００は強いテンションで張られている。このよ
うなケースとしては、昇降装置を用いて高層ビルやタワーなどの清掃、検査等を行うケー
スや、地球上から静止軌道以上まで延びる昇降経路を昇降する宇宙エレベータあるいは軌
道エレベータとして昇降装置を使用するケースなど、様々なケースが挙げられる。昇降装
置１は、その用途に応じて、図１に示す駆動装置に対して籠体（ゲージ）などの各種部品
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が取り付けられるが、それらの部品についての説明は省略する。
【００１９】
昇降装置１は、図１に示すように、テザー１００を挟持する駆動回転体としての駆動ロ
ーラ２と従動回転体としての従動ローラ３とを備えた駆動装置を備えている。駆動ローラ
２は、駆動源である駆動モータ４からの駆動力によって回転駆動する。従動ローラ３は、
テザー１００に対して従動回転する。駆動ローラ２及び従動ローラ３は、テザー１００の
平坦面をこれに直交する方向から挟み込むように配置されている。したがって、駆動ロー
ラ２及び従動ローラ３でテザー１００を挟持する際、テザー１００を駆動ローラ２に巻き
付けることはないので、非常に強いテンションで張られたテザー１００に対しても駆動ロ
ーラ２及び従動ローラ３で挟み込むことができる。もちろん、可能であれば、テザー１０
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０を駆動ローラ２に巻き付けるようにして駆動ローラ２及び従動ローラ３でテザー１００
を挟み込む構成としてもよい。
【００２０】
昇降装置１には、テザー１００が駆動ローラ２の回転軸方向へ変位する寄りを抑制する
ために、寄り防止ガイド５Ａ，５Ｂが備わっている。各寄り防止ガイド５Ａ，５Ｂは、案
内ローラ６Ａ，６Ｂとベースプレート７Ａ，７Ｂとを有し、これらの間にテザー１００を
通すようになっている。本昇降装置１の駆動装置は、２つの寄り防止ガイド５Ａ，５Ｂと
、その間でテザー１００を挟持する駆動ローラ２及び従動ローラ３の挟持箇所との３点で
、テザー１００に支持される。また、昇降装置１には、各種制御を行う電気回路基板や電
源等を収容する収容ボックス８なども備わっている。
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【００２１】
図２は、駆動ローラ２と従動ローラ３との間でテザー１００を挟持するときの挟持力を
変動させる挟持力変動手段としての加圧調整機構を含む部分を拡大した拡大斜視図である
。
駆動ローラ２は、固定フレーム１０における２つの側部構造体１１Ａ，１１Ｂの間に取
り付けられている。２つの側部構造体１１Ａ，１１Ｂは、ステー１２等によって一体とな
っている。一方、従動ローラ３は、可動フレーム２０における２つの側部構造体２１Ａ，
２１Ｂの間に回転自在に取り付けられている。２つの側部構造体２１Ａ，２１Ｂは、背面
板２２等によって一体となっている。可動フレーム２０は、その側部構造体２１Ａ，２１
Ｂの内部に、固定フレーム１０の側部構造体１１Ａ，１１Ｂに取り付けられたガイドフレ
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ーム１３Ａ，１３Ｂが入り込むようにして、固定フレーム１０に連結されている。可動フ
レーム２０は、ガイドフレーム１３Ａ，１３Ｂにより、従動ローラ３と駆動ローラ２との
接離方向（テザー１００の平坦面に対して直交する方向）に移動が規制された状態で、固
定フレーム１０に対して移動可能な構成となっている。
【００２２】
固定フレーム１０の各側部構造体１１Ａ，１１Ｂの外側面には、それぞれ、挟持力を調
整する挟持力変動手段としての挟持力調整モータ３１Ａ，３１Ｂが取り付けられている。
各挟持力調整モータ３１Ａ，３１Ｂは、ステッピングモータで構成され、そのモータ軸は
従動ローラ３と駆動ローラ２との接離方向（テザー１００の平坦面に対して直交する方向
）に沿って延びている。各モータ軸の端部には、ねじ軸３２Ａ，３２Ｂが同軸となるよう
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に固定されている。ねじ軸３２Ａ，３２Ｂは、固定フレーム１０のガイドフレーム１３Ａ
，１３Ｂに固定されたガイド板１４Ａ，１４Ｂ及びこれに固定された弾性ゴム１５Ａ，１
５Ｂに設けられた不図示のガイド孔と、可動フレーム２０の側部構造体２１Ａ，２１Ｂに
固定されたガイド板２４Ａ，２４Ｂに設けられた不図示のガイド孔を貫通して配置されて
いる。
【００２３】
ねじ軸３２Ａ，３２Ｂの先端側には、ナット３３Ａ，３３Ｂが取り付けられており、ナ
ット３３Ａ，３３Ｂにはばね台座３４Ａ，３３Ｂが取り付けられている。ばね台座３４Ａ
，３３Ｂは、可動フレーム２０のガイド板２４Ａ，２４Ｂに固定された２本のガイドレー
ル３５Ａ，３５Ｂが貫通するガイド孔を有し、２本のガイドレール３５Ａ，３５Ｂに沿っ
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て移動可能な構成となっている。ばね台座３４Ａ，３３Ｂとガイド板２４Ａ，２４Ｂとの
間には、ねじ軸３２Ａ，３２Ｂと同軸となるように、付勢手段としての圧縮ばね３６Ａ，
３６Ｂが配置されている。ばね台座３４Ａ，３３Ｂは、ねじ軸３２Ａ，３２Ｂを通じて挟
持力調整モータ３１Ａ，３１Ｂが固定された固定フレーム１０に対して一体的に支持され
ている。よって、圧縮ばね３６Ａ，３６Ｂによる付勢力は、ガイド板２４Ａ，２４Ｂが固
定された可動フレーム２０を固定フレーム１０に近付ける向きに付勢する付勢力となる。
したがって、圧縮ばね３６Ａ，３６Ｂの付勢力は、可動フレーム２０に支持された従動ロ
ーラ３と固定フレーム１０に支持された駆動ローラ２との間にテザー１００を挟持する挟
持力として作用する。
【００２４】
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以上のような加圧調整機構において、挟持力調整モータ３１Ａ，３１Ｂを駆動させてね
じ軸３２Ａ，３２Ｂを回転させると、ナット３３Ａ，３３Ｂがねじ軸回りの回転を規制さ
れた状態でねじ軸方向へ移動する。したがって、ナット３３Ａ，３３Ｂに固定されたばね
台座３４Ａ，３３Ｂが２本のガイドレール３５Ａ，３５Ｂに沿って移動する。これにより
、ばね台座３４Ａ，３３Ｂとガイド板２４Ａ，２４Ｂとの距離が変化し、これらの間に配
置されている圧縮ばね３６Ａ，３６Ｂの圧縮量（縮み量）が変化する。その結果、従動ロ
ーラ３と駆動ローラ２との間の挟持力を変化させることができる。
【００２５】
また、本実施形態においては、弾性ゴム１５Ａ，１５Ｂとガイド板２４Ａ，２４Ｂとの
間に圧力センサ４１Ａ，４１Ｂが設けられている。弾性ゴム１５Ａ，１５Ｂとガイド板２

30

４Ａ，２４Ｂとの間の加圧力は、圧縮ばね３６Ａ，３６Ｂの付勢力によって生じるもので
あるため、圧力センサ４１Ａ，４１Ｂの検出結果は、従動ローラ３と駆動ローラ２との間
の挟持力を間接的に示すものである。
【００２６】
また、本実施形態においては、駆動ローラ２の回転速度を検出するための回転速度情報
検出手段としての駆動ローラ用エンコーダ４２と、従動ローラ３の回転速度を検出するた
めの回転速度情報検出手段としての従動ローラ用エンコーダ４３とが設けられている。各
エンコーダ４２，４３は、それぞれのローラ軸に設けられ、単位時間当たりに出力される
出力パルスから、各ローラ２，３の回転速度情報を得ることができる。
【００２７】
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また、本実施形態においては、昇降装置１の下降移動時の下降速度をコントロールする
ための制動力付与手段としてのディスク型の電磁ブレーキ４４が設けられている。なお、
制動力付与手段としては、公知のブレーキ機構等を広く利用することができる。この電磁
ブレーキ４４には、電磁石を備えた第１ディスク４４Ａと永久磁石を備えた第２ディスク
とが対向するように設けられている。一方のディスク（本実施形態では第１ディスク４４
Ａ）は、側部構造体１１Ｂに取り付けられており、他方のディスク（本実施形態では第２
ディスク４４Ｂ）は、駆動ローラ２の回転軸に連動して回転する制動軸４５に取り付けら
れている。第１ディスク４４Ａの電磁石に電流を流すと、電磁石が発生させる磁界の作用
により永久磁石と反発して、両ディスク４４Ａ，４４Ｂが離間し、制動軸４５に制動力が
作用しない。一方、第１ディスク４４Ａの電磁石への電流を切ると、永久磁石による磁界
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の作用により、両ディスク４４Ａ，４４Ｂが吸着し、制動軸４５に制動力が作用する。
【００２８】
次に、滑りが少なくかつエネルギー効率のよい昇降装置１の上昇移動を実現するために
行う本実施形態の制御内容について説明する。
本実施形態では、昇降装置１をテザー１００に沿って目標上昇速度で一定に上昇させる
ために、駆動モータ４は、目標上昇速度に応じた一定の目標回転速度で駆動するように制
御される。なお、上昇移動時には、第１ディスク４４Ａの電磁石に電流を流し、駆動ロー
ラ２の回転軸と連動する制動軸４５に制動力が作用しないようにしておく。昇降装置１が
目標上昇速度で安定して上昇するには、駆動ローラ２がテザー１００に対して滑り無く回
転して、転がり移動することが必要となる。ただし、駆動ローラ２とテザー１００との間
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の摩擦係数は、温度や湿度等の環境条件、駆動ローラ２とテザー１００との間に介在する
付着物の種類や量などによって刻々と変化するものである。そのため、この摩擦係数が低
下した場合、テザー１００に対する駆動ローラ２の滑りが発生し得る。このとき、摩擦係
数が低下しても滑りが発生しないように駆動ローラ２と従動ローラ３との挟持力を予め十
分に大きく設定しておくと、駆動ローラ２の回転負荷が大きくなって、駆動モータ４に必
要な駆動トルクを増大させることとなり、エネルギー効率が悪くなってしまう。そこで、
本実施形態では、以下のような制御を行うことによって、駆動ローラ２と従動ローラ３と
の挟持力を必要最小限の範囲内にコントロールすることにより、滑りが少なくかつエネル
ギー効率のよい上昇移動を実現する。
【００２９】
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図３は、本実施形態における昇降装置１の駆動装置の制御系に関わる制御ブロック図で
ある。
図４は、本実施形態における挟持力調整制御の流れを示すフローチャートである。
まず、制御部５０の挟持力調整部５３は、挟持力調整モータ３１Ａ，３１Ｂを制御して
、駆動ローラ２と従動ローラ３との間の挟持力を予め決められた初期値に設定する（Ｓ１
）。この初期値は、想定される摩擦係数の低下が発生しても滑りが発生しない程度の挟持
力に設定されている。その後、制御部５０の駆動制御部５１は、駆動モータ４の駆動を開
始し（Ｓ２）、駆動ローラ用エンコーダ４２から駆動ローラ２の回転速度情報の取得を開
始する。そして、駆動ローラ２の回転速度が目標上昇速度に応じた目標回転速度に達する
まで、所定の増速プロファイルに従って駆動モータ４へ入力する駆動電流を制御して、駆
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動モータ４の増速制御を行う（Ｓ３）。
【００３０】
昇降装置１の上昇移動を開始させてから駆動ローラ目標回転速度に達するまでの加速期
間における挟持力は、上述した初期で一定に維持されており、加速期間中はエネルギー効
率よりも滑りを抑制することに比重を置いている。駆動モータ４の回転速度が目標回転速
度に達した後（Ｓ４のＹｅｓ）、駆動制御部５１は、駆動ローラ用エンコーダ４２の出力
結果に基づいて、駆動ローラ２の回転速度が目標回転速度を維持するように駆動モータ４
をフィードバック制御する。
【００３１】
また、駆動モータ４の回転速度が目標回転速度に達したら（Ｓ４のＹｅｓ）、制御部５
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０では、駆動ローラ２と従動ローラ３との挟持力を必要最小限の範囲内にコントロールす
るための挟持力調整制御が開始される。具体的には、まず、挟持力制御手段としての挟持
力調整部５３は、駆動ローラ２と従動ローラ３との間の挟持力が所定の減少量だけ減少す
るように挟持力調整モータ３１Ａ，３１Ｂを制御する（Ｓ５）。その後、制御部５０の速
度差判断部５２は、駆動ローラ用エンコーダ４２及び従動ローラ用エンコーダ４３から、
駆動ローラ２及び従動ローラ３の回転速度情報を取得し、両ローラ２，３間の回転速度の
差を検出する（Ｓ６）。そして、速度差判断部５２は、検出した速度差が予め決められた
閾値を超えているか否かを判断する（Ｓ７）。
【００３２】
速度差判断部５２が閾値を超えていると判断した場合（Ｓ７のＹｅｓ）、速度差判断部
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５２は、その判断結果を挟持力調整部５３へ送る。これにより、挟持力調整部５３は、駆
動ローラ２と従動ローラ３との間の挟持力が所定の増加量だけ増加するように挟持力調整
モータ３１Ａ，３１Ｂを制御する（Ｓ８）。本実施形態における閾値は、駆動ローラ２と
テザー１００との間で僅かな滑りが発生した段階に生じる駆動ローラ２と従動ローラ３と
の回転速度差に相当する値に設定されている。したがって、本実施形態では、僅かな滑り
が発生した段階（滑りが生じ始めた段階）で、直ぐに駆動ローラ２と従動ローラ３との間
の挟持力が増加し、駆動ローラ２とテザー１００との間に働く垂直抗力が増加する。その
結果、駆動ローラ２とテザー１００との間の摩擦力を増加させることができ、滑り状態が
解消される。
【００３３】
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一方、速度差判断部５２により駆動ローラ２と従動ローラ３との回転速度の差が閾値を
超えていないと判断された場合（Ｓ７のＮｏ）、駆動モータ４の駆動停止タイミングが到
来するまでは（Ｓ９のＮｏ）、前記ステップＳ５〜Ｓ８の処理を繰り返す。したがって、
両ローラ２，３間の回転速度の差が閾値を超えるまで（僅かな滑りが発生するまで）は挟
持力が段階的に減少し、両ローラ２，３間の回転速度の差が閾値を超えたら直ぐに挟持力
を増加させて滑り状態を解消するという制御が繰り返される。このような制御により、本
実施形態によれば、駆動ローラ２とテザー１００との間の摩擦係数が刻々と変動する状況
であっても、駆動モータ４を一定の回転速度で制御する速度一定期間中は、駆動ローラ２
と従動ローラ３との挟持力を、実質的な滑りが生じない（僅かな滑りは生じる。）必要最
小限の範囲内に安定して抑えることができる。
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【００３４】
駆動モータ４の駆動停止タイミングが到来した場合（Ｓ９のＹｅｓ）、挟持力調整部５
３は、挟持力調整モータ３１Ａ，３１Ｂを制御して、駆動ローラ２と従動ローラ３との間
の挟持力を上述した初期値に設定する（Ｓ１０）。その後、駆動制御部５１は、所定の減
速プロファイルに従って駆動モータ４の減速制御を行い（Ｓ１１）、狙いの駆動停止時期
に駆動モータ４を停止させる。なお、本実施形態では、増速制御中と減速制御中の挟持力
を同じ値（初期値）に設定しているが、それぞれの制御に適した挟持力が異なるような場
合には、別々の値に設定してもよい。
【００３５】
なお、本実施形態においては、両ローラ２，３間の回転速度差が閾値を超えるまで（僅
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かな滑りが発生するまで）は挟持力を段階的に減少させ、閾値を超えたら直ぐに挟持力を
増加させて滑り状態を解消するという挟持力調整制御を、増速制御中や減速制御中には行
っていないが、増速制御中や減速制御中にも行ってよい。
【００３６】
また、本実施形態において、速度差判断部５２が閾値を超えていると判断した場合（Ｓ
７のＹｅｓ）、駆動制御部５１は、駆動モータ４へ入力する駆動電流を減少させるなどし
て、駆動ローラ２の駆動トルクを減少させるように、駆動モータ４を制御してもよい。こ
れにより、駆動ローラ２とテザー１００との間で僅かな滑りが生じている状態をより迅速
に回復させることができる。
【００３７】
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また、本実施形態では、速度差判断部５２が閾値を超えていると判断した場合（僅かな
滑りが発生した場合）における挟持力の増加量を予め決められた一定の増加量としてもよ
いが、可変としてもよい。例えば、僅かな滑りが発生した時点における挟持力の大きさに
応じて、僅かな滑りが発生した時点における駆動ローラ２とテザー１００との間の摩擦係
数を推定し、その摩擦係数の推測値から挟持力の増加量を決定する。
【００３８】
また、昇降装置１を下降させる場合には、まず、下降制御手段として機能する駆動制御
部５１により駆動モータ４をオフにするとともに、挟持力調整部５３により駆動ローラ２
と従動ローラ３との挟持力を所定値まで緩める。この所定値は、電磁ブレーキ４４によっ
て制動力が付与される駆動ローラ２とテザー１００との間に、下降中の昇降装置１を減速
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させることが可能な摩擦力を作用させることができる程度の垂直抗力が得られる値に設定
される。駆動ローラ２は、駆動モータ４がオフになったことで、従動ローラ３と同様に、
テザー１００に対して従動回転可能な状態となるので、昇降装置１は自重によりテザー１
００に沿って下降する。下降制御手段として機能する制動力制御部５４は、駆動ローラ用
エンコーダ４２及び従動ローラ用エンコーダ４３の少なくとも一方の検出結果に基づき（
本実施形態では従動ローラ用エンコーダ４３の検出結果を用いる。）、昇降装置１の下降
速度が目標速度に追従するように、電磁ブレーキ４４の電磁石へ流す電流を制御する。電
磁ブレーキ４４により制動力が作用すると、駆動ローラ２の従動回転が妨げられ、駆動ロ
ーラ２とテザー１００との間の摩擦力により昇降装置１の速度を落とすことができる。
【００３９】
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なお、本実施形態では、昇降装置１の上昇時における挟持力の制御と下降時の挟持力の
制御が異なる例であったが、例えば、昇降装置１の下降時にも上昇時と同じ挟持力の制御
を行ってもよい。
【符号の説明】
【００４０】
１

昇降装置

２

駆動ローラ

３

従動ローラ

４

駆動モータ

１０

固定フレーム

１１

側部構造体

１３

ガイドフレーム

１４

ガイド板

１５

弾性ゴム

２０

可動フレーム

２１

側部構造体

２４

ガイド板

３１

挟持力調整モータ

３２

ねじ軸

３４

ばね台座

３５

ガイドレール

３６

圧縮ばね

４１

圧力センサ

４２

駆動ローラ用エンコーダ

４３

従動ローラ用エンコーダ

５０

制御部

５１

駆動制御部

５２

速度差判断部

５３

挟持力調整部

５４

制動力制御部

１００

テザー
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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