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2007年に発売を開始した“MAXIEZシリーズ”は，機械室レス，寝台用，中高速，高速エレベーターと製品ラインアップを拡充してきた。ま
た，かご天井高さ拡大，LEDアーチ天井，クリスタルボタンなど中国で顧客の要望の高い製品を中心に仕様対応力の拡充を行った。

製品ラインアップの拡充と仕様対応力の拡充

製品ラインアップの拡充
2007年　省スペース機械室エレベーター（MAXIEZ－CZ）発売
2008年　機械室レスエレベーター（MAXIEZ－LZ）発売
2011年　省スペース機械室寝台用エレベーター（MAXIEZ－B）発売
2011年　中高速エレベーター（MAXIEZ－M）発売
2015年　高速エレベーター（MAXIEZ－H）発売
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仕様対応力の拡充
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外観 クリスタルボタン
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中国における昇降機の年間需要は60万台を超え，世界
の約６割を占める最大規模の市場である。近年の経済状況
によって台数増加率は一時期より鈍化したものの，不動産
の在庫調整が進むことによって今後の需要は緩やかに増加
すると見込まれている。
三菱電機は三菱電機上海機電電梯有限公司（MESE）と共
に2007年７月から中国向けエレベーター“MAXIEZ（マキ
シーズ）シリーズ”の販売を開始した。MAXIEZシリーズは
中国市場でのニーズに応えるため，三菱電機のグローバル機
種を基軸にしながら独自の製品競争力強化施策を行っている。
⑴	 製品ラインアップの拡充と中国国内調達品の拡大
主要都市を中心に高層・高級建築の需要が増える中，機
械室レス，寝台用，中高速，高速エレベーターを順次投入
して製品ラインアップを拡充した。また，中国国内生産と

部品の中国国内調達を拡大し，コスト競争力を高めた。
⑵	 仕様対応力の拡充
中国で特に要望の高いかご天井高さの拡大と出入口高さ
の拡大に対応する製品化を実施した。また，中国市場での
嗜好（しこう）に合わせたデザインを採用した天井とボタン
を投入した。
⑶	 法規対応
中国の国家標準規格であるGB7588－2003（エレベー
ター製造設置安全規則）の第１号改定に対する製品化を進
め，認定を取得した。
⑷	 リニューアルメニューの拡充
中国市場に出荷してから20年以上経過したエレベー
ターでのリニューアルメニューの拡充を推進している。
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1．ま　え　が　き

中国における昇降機の年間需要は60万台を超え，世界
の約６割を占める最大規模の市場である。近年の経済状況
によって台数増加率は一時期より鈍化したものの，不動産
の在庫調整が進むことによって今後の需要は緩やかに増加
すると見込まれている。
中国向け三菱エレベーターMAXIEZシリーズは，主に
高級志向の顧客をターゲットにオフィス，マンション及び
ホテルに納入されている。2007年７月に標準エレベーター
の販売を開始して以来，顧客の高い要望に応えるため，製
品のラインアップ拡充及び仕様対応力拡充を行ってきた。
本稿では中国向けエレベーターMAXIEZシリーズの製
品展開や訴求力アップなど競争力強化に向けた取組みにつ
いて述べる。

2．中国向けエレベーターの製品展開

2. 1　製品ラインアップの拡充

MAXIEZシリーズは2007年に中国向け省スペース機械
室エレベーター“MAXIEZ－CZ”の発売を開始した。この
製品は，三菱電機のグローバル機種で採用している高性能
薄型PM（Permanent	Magnet）巻上機，高級群管理“ΣAI”，
三菱先進技術である可変速エレベーターシステムなどの機
能を取り込みつつ，中国市場での嗜好に合わせたデザイン
の採用などを行った中国専用のエレベーターである。その
後，2008年には機械室レスエレベーター“MAXIEZ－LZ”，
2011年には寝台用エレベーター“MAXIEZ－B”を発売し
た。2011年には高層ビル，高層マンションに対応するた
めの中高速エレベーター“MAXIEZ－M”の販売を開始し，
2015年の高速エレベーター“MAXIEZ－H”では，速度を
360m/min，容量を2,000kgまで拡張した（図１）。
2. 2　中国国内生産と部品の中国国内調達の拡大

近年，不動産需要の鈍化によって，製品の価格競争力が
求められている。巻上機や制御盤を含めたエレベーターの

構成部品で，中国国内生産，部品の中国国内調達を拡大す
ることによって，コスト低減，工期の短縮を推進している
（図２）。部品採用に際しては，グローバル機種の基準をそ
のまま適用し，グローバル機種と同等の品質を確保して
いる。

3．仕様対応力の拡充

3. 1　かご周り仕様対応力の拡充

近年，高層・高級オフィス，ホテル等ハイエンドのビル
で，かごの天井や出入口が高いエレベーターは開放感が増
し豪華な印象を与えるため，顧客から求められことが多く
なっている。
3. 1. 1　かご天井の高さ拡大

かご床から天井までの高さの拡大の要望に応えるため，
天井高さを更に高くする開発を実施した（図３）。天井の高
さ拡大を行う場合，かごドア装置と乗場ドア装置の縦方
向の距離が離れるため，高天井に対応したかごと乗場を
連結する係合装置を適用し，スムーズなドア動作を実現
した。
3. 1. 2　出入口の高さ拡大

オフィスなどで使用される中央開きドアの出入口の高さ
を拡大した。ドア装置はモータの動力をベルトで伝達する

図３．かご天井の高さ拡大（天井の外法高さ3,600mm）
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図１．製品ラインアップの拡充

⒝　制御盤⒜　巻上機（81kW）

図２．中国国内生産の巻上機と制御盤
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機構を備えているが，扉を上部で吊（つ）る構造のため，扉
を高くするとドア開閉時に扉の揺れが発生し，時にはドア
が閉まるときの戸当たり音の原因となる。そのため，次の
制御系の改良を行い，静粛なドア開閉を実現した。
⑴	 ドア振動抑制制御の適用
エレベーターは，かごの扉と乗場の扉が動作時に連結す
る構造となっており，かごの扉が乗場の扉と連結する瞬間
に揺れが発生する。また，扉を高くすると，吊り位置と扉
の重心までの距離が大きくなるため，ドア開閉時に慣性の
影響によって，ドアの動き出しでも加速度によって扉が振
り子のように揺れやすくなる。出入口の高さが高い扉ほど
その揺れが顕著になるため，ドアの振り子モデルを作成し，
ドア制御コントローラの開発を行った。この際，実際にド
ア試験装置の揺れを測定し，モデルとの整合性を確認しな
がら，最適な制御パラメータを決定した（図４）。
⑵	 ドア動作パターンの適正化
ドアを開閉させる動作パターンで，機構系の揺れを増幅

するような周波数成分を抑えた専用の速度パターンを使用
することによって，ドアの機構系の揺れを最小に抑制した。
3. 2　意匠拡充開発

MAXIEZシリーズには，発売当初から中国専用デザイ
ンを取り入れているが，発売から５年以上が経過し，顧客
から求められるデザインが少しずつ変わってきていること
を受け，再度デザインの嗜好調査を実施した。北京，上海，
広州での調査の結果，全中国の地域別にも好みのデザイン
が異なるほか，以前の調査時からも好みの変化があること
が分かった（図５）。例えば，天井デザインに対する要求は
次のとおりである。
⑴	 空間の拡張，ラインの活用・強調
⑵	 良質な材料，素材アピール
⑶	 シンプルなデザイン，光線の均一化
この調査結果を基にし，意匠品のラインアップを拡充した。

3. 2. 1　LEDアーチ天井

アーチ天井は中央部がアーチ型の吊り天井で，中国国内
でも人気が高い形状となる。今回，アーチ部の照明板に幅
が次第に変化するストライプ柄を施したデザインを採用す
ることで，エレガントで落ち着いた空間を演出した。また，
光源には広角（発光角度160°）LEDを採用し，天井の明る
さを均一に保つとともに，高寿命・省エネルギーを実現し
た。チップLEDユニットはアルミ合金のベースに自由に
位置調整ができるように取り付けてあり，多様な天井寸法
に適用できる。LEDユニットは脱着可能とし，メンテナ
ンスやリニューアル時に容易に取り外せる構造とした（図６）。
3. 2. 2　クリスタルボタン

かご操作盤にクリスタルの質感を持つ高輝度ボタンを適
用した。点灯色はオレンジ，白，青の３色である。これら
は，従来のアクリル切削のボタンと異なり，ボタンキャッ
プに樹脂成形技術を適用して高さを６mmに加工すること
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図５．デザインの嗜好調査

⒜　ドア試験装置 ⒝　ドアの振り子モデル
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図４．ドア試験装置とドアの振り子モデル
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で，従来品と比べて加工コストを低く抑えた。樹脂成形時
に発生しやすい泡・変形・黄変・白変などの不良に対して
は，高圧力成形機を使用し，溶解温度や金型温度を高精度
にコントロールして成形速度を遅くすることで，成形品を
安定的に生産できるようにした。これによって，優れた意
匠性を実現しながら，スムーズな動作で不良が少ないボタ
ンを製品化することができた（図６）。

4．法　規　対　応

中国の国家標準規格であるGB7588－2003の第１号改定
が公告され，2016年７月から利用者の安全に関わる３つ
の規格が追加されたことから，認定を取得して製品への展
開を行った。
4. 1　戸開走行保護装置

駆動装置や制御器に故障が生じ，かご及び昇降路の全て
の出入口が閉じる前にかごが昇降したときに自動的にかご
を制止する戸開走行保護装置（UCMP）を付加した。この
装置を実現する上で規格に定められた３つの要件（サブシ
ステム）に対する構成要素を明確にし，規定距離以内にか
ごが停止できることを試験で確認し，認定を取得した（表１）。
4. 2　かごドア戸開制限装置

かごドアの開錠領域外で1,000Nの力を加えても，かご
ドアが50mm以上開かないように制限する装置を適用した。
乗場に配置したベーンとかごに配置したベーンローラに間
隙を持たせ，開錠領域内でドアが開くときだけ施錠機構が開
錠する新かごドア戸開制限装置（CDRM）を製品化した。
4. 3　乗場ドア耐衝撃荷重戸外れ防止対策

乗場ドアに対しておもりを衝突させる，耐衝撃荷重戸外
れ試験装置（図７）を準備して試験を実施した。各試験で，
扉の間口幅や扉高さを変更して試験を実施し，認定を取得
した。

5．リニューアルメニューの拡充

MESEが中国市場に出荷してきたエレベーターの設置
台数は1997年までに6,600台程度あり，リニューアルの
対象となる設置後20年が経過したエレベーターはおよそ
5,500台に上る。これを対象としたリニューアルメニュー
を整備した。リニューアルによって，①機能・意匠性向上，
②安全・安心性向上，③省エネルギー，④最新法規への対
応などが見込まれ，今後メニューの拡充を行っていくこと
で更なる受注台数獲得を目指す。

6．む　す　び

世界最大規模の市場である中国で，中国向けエレベー
ターMAXIEZシリーズの販売を開始し，中国市場に適し
た製品ラインアップと仕様対応力の拡充を実施してきた。
また，中国の国家標準規格に準拠したエレベーターを提供
してきた。
今後，中国での台数増加率は一時期に比べて鈍化する可
能性はあるが，リニューアルメニューの拡充など様々な施
策を実施することによって，引き続き訴求力が高く競争力
のある製品を市場に投入していく。
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表１．戸開走行保護装置の構成 
要件（サブシステム） 構成

制動システム 巻上機独立二重ブレーキ
検出システム UCMP回路，かご特定距離感知装置
自己監視システム ブレーキ動作感知装置

LEDアーチ天井

天井LEDユニット

外観

クリスタルボタン

クリスタルボタン

図６．LEDアーチ天井とクリスタルボタン

図７．乗場ドア耐衝撃荷重戸外れ試験装置
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