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労災事故含む。

83/03 米国 アパート EV
にエレベーターのドアが急に開き、少年二人が25フィート下のピットに転落
し、14歳の少年が死亡、13歳の少年が重体。

死亡   1
重体   1

89/09 米国 EV
マンハッタンの26歳の男性が戸が不具合で、足を踏み入れて昇降路内に2階床
転落し重体。

重体

91/08 米国 アパート EV
昨日、コニーアイランドの男性がアパートのエレベーターで、15階の乗場戸に
寄りかかると、急に戸が壊れて昇降路に転落死。

死亡

93/12 米国 アパート EV
ハーレム・アパートで11歳の少女が壊れていた乗場戸に寄りかかって昇降路を
2階床転落して骨折その他の重傷を負った。(その後死亡)

死亡

94/01 米国 アパート EV
サウス・ブロンクス・アパートのエレベーターで、8歳の子供が1/16ドアの間
から5階の乗場戸に寄りかかったとき、戸が外れて(？)1階に止まっていたかご
の上に転落して死亡。

死亡

02/10 米国 学校 EV
16歳の少年が高校で、閉じていた乗場のドアにぶつかり、突然開いたドアから
昇降路内に3階床転落し、重傷を負った。

重傷

04/02 米国 事務所ビル EV
ミッドタウンの事務所ビルの4階の乗場で、2人が偽造のCDをめぐって争いドア
が壊れて一人が昇降路内に3階分転落して死亡。

死亡

07/01 韓国 ホテル EV
乗場で二人の男が6階のエレベーター乗場でけんかし、乗場戸に激突した際、
戸が外れ二人が1階に停止してかごの上に落下、1人が死亡、1人が重傷

死亡   1
重傷   1

07/02 米国 飲食店 EV けんかしていた男性のうち一人が壊れたドアから転落死 死亡

07/02 米国 アパート EV 男性二人がけんかしてドアが壊れて転落死 死亡   2

08/01 韓国 軍施設 DW
かご内の貨物を降ろしていた途中で滑り、かご室床と昇降路壁間のすき間
230mmから１階に墜落し、死亡。

１名死亡

08/03 韓国 生活施設 EV 車に乗ったまま３階乗場扉に衝突し、１階で待機中のかご上に転覆した。 １名重傷

08/04 韓国 工場 EV
かごが正しい階にあるかを確認しないまま、２階から荷物を積み込もうとして
いたところ、身体の重心を失い、１階に停止していたかご室上部に墜落した。

重傷１名

08/05 韓国 共同住宅 EV
電動スクーターに搭乗したまま娘を膝に乗せて１階乗場に進入中、電動スクー
ターの操作ミスにより、乗場戸に衝突して、ピットに落下

軽傷2名

08/05 韓国 駐車場 EV
４階乗場に自動車を運転して進入中、運転の不注意によって、４階乗場に衝突
し、地下２階に停止していたかご室上部に墜落した。

重傷１名

08/06 韓国 業務施設 EV
飲酒した被害者が４階乗場において、足で乗場戸に衝撃を加えたところ、ドア
が外れて地下３階のピットに転落した事故

１名死亡

88/04 米国 駅 EV
マンハッタンの地下鉄駅の輸送作業員が昇降路に足を踏み入れたとき18階床転
落して死亡した。

死亡
  (労災)

08/03 韓国 アパート EV
作業者が１階の乗場戸を開けたままかご室内でLCD設置作業を行っていたとこ
ろ、被害者がかごが到着したものと錯覚して乗り込もうとしてピットに転落

軽傷１名

  人の落下／かご内から昇降路へ転落／一般

  人の落下／乗場から昇降路へ転落／一般

  人の落下／乗場から昇降路へ転落／作業者
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04/12 中国 展示場 EV
エレベーターのロープが切れてかごが傾き、23人が転落。うち6人が死亡、5人
が重傷、他は軽傷

死亡   6
重軽傷
17

05/01 米国 アパート EV
ワシントン・ハイツの男性が昇降路内に転落して死亡。建築法規違反の可能性
を当局が言及。

死亡

08/03 韓国 駐車場 EV
かご内の床面の清掃を行っていたところ、出入口反対側のかご室床面と昇降路
壁とのすき間285mmからピットに落下した。

死亡１名

86/03 米国 アパート EV
ブルックリンのアパートのエレベーターで、エレベーターが4階と5階の中間に
停止したとき、子供は下の階に這い上がろうとして転落して死亡した。7歳の
兄は救出された。

死亡

87/10 米国 アパート EV
ブロンクスの5歳の子供がアパートのエレベーターで遊んでいて、昇降路内に
転落し、死亡した。

死亡

89/11 米国 アパート EV
ハーレムビルのエレベーターで、かご上で遊んでいたと思われる12歳の少年が
死んでいるのが見つかった

死亡

90/11 米国 アパート EV
14歳の少年がマンハッタン公営住宅のエレベータの上で遊んでいて13階床転落
して死亡した。

死亡

91/03 米国 アパート EV
12歳の少年がマンハッタンのリリアンウォールドハウスのエレベーター昇降路
内で遊んでいて転落死した。乗客がかごが揺れてぶつかる音を聞いたあと、少
年がかご上で見つかった。

死亡

91/12 米国 アパート EV 11歳の少年がかご下のロープに乗って転落し死亡。 死亡

97/09 米国 事務所ビル EV
マンハッタンのビルでエレベーターが降下し、かご内に入らない箱を天井に乗
せて運ぼうとした人が昇降路に転落して死亡。

死亡

01/04 米国 ？ EV
10歳の子供が、スタッテン島の建物のエレベーター昇降路に6階床転落し、重
傷を負った。当局は、かごの天井から隣のかごにに飛び移ろうとしていたと推
定している。

重傷

03/12 米国 大学 EV
学生7人が乗ったエレベーターが階間で停止し、脱出しようとした21歳の学生
が転落死

死亡

04/11 米国
事務所ビ
ル？

EV
76歳の男性が、アッパーウエストサイドのビルの荷物用エレベーターの昇降路
に14階床転落して死亡。

死亡

97/09 米国 事務所ビル EV
グリニッチビレッジのビルで照明の消えたエレベーターを修理中の女性が昇降
路に転落して重傷。

重傷
  (労災)

85/02 米国 ホテル EV
ラジソンサウスホテルのエレベーターが20階から乗客を乗せて下降中、非常ブ
レーキが利かないで、1階まで急降下し、16人が怪我をした。

負傷   16

86/08 米国 アパート EV
ブロンクスのアパートのエレベーターが4階床落下し、20歳の女性1人が死亡、
男性1人が怪我をした。

死亡   1
負傷   1

87/09 南ア 鉱山 EV
金鉱のエレベーターが4600フィート下の底まで落下し、5人が死亡、42人が不
明、5人が救助された。

死亡   5
行方不明
42

  人の落下／かご上等から昇降路へ転落／一般

  かごの落下、急上昇、急停止等に伴う衝撃／かご内の人への衝撃／一般

  人の落下／かご内から昇降路へ転落／作業者
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88/01 米国 アパート EV
クイーンズのアパートで、エレベーターが6階床急降下し、5人の警官と、4人
の救急センターの職員が軽い怪我をした。

軽傷   9

94/01 米国 事務所ビル EV
マンハッタンの福祉事務所のビルでエレベーターが底部まで2階床急降下し、6
人の福祉事務所員と3人の子供が骨折や打撲傷を含む怪我をし、1人以外は入院
した。

重傷   9

95/03 米国 病院 EV
小さな市立病院のエレベーターが階間に落下した際、衝撃でストレッチャーか
ら落ちた82歳の男性が死亡した。  転落

死亡

95/08 米国
ｴﾝﾊﾟｲﾔ
ｽﾃｰﾄﾋﾞﾙ

EV
エンパイヤステートビルのエレベーターが80階を行き過ぎて昇降路頂部に激突
したあと階間で停止し、4人が負傷した。乗客は1時間近く閉じ込められた。

負傷   4

97/05 米国 事務所ビル EV クイーンズで荷物用エレベーターが2階床急降下し、10人が怪我した。 負傷  10

97/12 米国 アパート EV
ブルックリンのアパートのエレベーターが6階床急降下してピットに衝突、衝
撃でかご内の6人が受傷、うち、女性1人が危篤。

重傷   1
怪我   6

98/04 米国 事務所ビル EV
ブロードウェーのオフィスビルでエレベーターが3階床急降下し、衝撃で8人の
乗客が軽傷。

怪我   8

98/10 米国 ホテル EV
パークセントラル・ホテルの最近改修されたエレベーターが、20階から地上階
に低速で降下し、衝撃で乗客15人のうち10人が軽傷を負った。

軽傷  10

98/12 米国 店舗 EV エレベーターが急降下して乗客2人が怪我 負傷   2

00/01 米国
ｴﾝﾊﾟｲﾔｽ
ﾃｰﾄﾋﾞﾙ

EV
エンパイヤステートビルのエレベーターに女性2人が乗って下降中、急降下を
始め、安全装置が作動して停止するまで40階床下降した。

負傷なし

00/08 米国 ＷＴＣビル EV
界貿易センタービルで、エレベーターが最上階を行き過ぎて昇降路頂部に衝突
後、15フィート下降して78階と79階の間に停止、12人が1時間閉じ込められ
た、軽傷で済んだ。

軽傷  12

03/03 米国 駅 EV
地下鉄タイムズスクエア駅が、エレベーターのロープが切れたために2時間以
上閉鎖された。

03/11 韓国 マンション EV
48階だけのマンションで、9階から上昇したかごが最上階を行き過ぎ、昇降路
頂部に激突、衝撃で乗客の女性が頭を打って大怪我。

重傷

04/08 米国 事務所ビル EV
タイムズスクエアの最新のビルの荷物用エレベーターが誤作動し、37階上方の
昇降路頂部に激突し、衝撃でエレベーターの運転者が死亡。

死亡

08/02 韓国 工場 EV

被害者２名がかご室に貨物を積み込み、２階から１階に下ろしていたところ、
荷が崩れ、貨物が昇降路壁に接触してかご室が停止し、機械室巻胴主ロープは
下降方向に完全に解け、その後２名が１階乗場ドアを開けてピットに侵入し、
かご室の挟まり状態を確認していたところ、かご室が突然墜落してピット内の
人に当った。

死亡１名

08/02 韓国 業務施設 EV
地下３階から１階に向って上昇中、かごは１階の停止せず、引き続き上昇し
て、最上階天井に衝突して停止

軽傷１名

08/10 香港 アパート EV

Taipo市の高層住宅用エレベーターで、乗客が乗っていなかったが、つり合お
もりの吊車がはずれ、メーンロープも吊車から外れ、かごとつり合おもりが１
階まで落下し、かご破損、８本のメーンロープのうち７本が破断してかご上に
落下した。怪我人なし。

怪我なし

  かごの落下、急上昇、急停止等に伴う衝撃／かご内の人への衝撃／一般（続き）
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08/4 韓国 生活施設 EV
定員15人のかごに19人が乗って上昇中、９階まで上昇できずに３階に停止した
のち、地下１階と地下２階の間まで下降し、急停止した。

軽傷4名

08/05 韓国 共同住宅 EV
地下１階から乗って15階に向って上昇中、ロープブレーキの作動により、かご
が急停止した際、衝撃によって怪我をした。

軽傷１名

08/06 韓国 生活施設 EV
定員17名に21人が乗って１階に下降中、１階に停止せず、１階と地下１階の途
中で急停止した。

軽傷4名

08/06 韓国 生活施設 EV
５階から１階に下降中、速度制御異常により１階に停止せず、地下１階まで下
降し、ファイナルリミットスイッチを切って急停止した。

軽傷2名

86/07 米国
事務所
ビル

EV
階建ての事務所ビルの6階ににいたエレベーターが落下してピットにいた45歳
のエレベーター保守員が下敷きとなり死亡し、かご上にいた30歳の同僚も怪我
をした。二人はコンチネンタル・エレベーターサービス社の従業員である。

死亡   1
怪我   1
  (労災)

98/07 米国 工事現場 EV
タイムズスクエアのコンデナストビルで作業中のエレベーター工事作業者がエ
レベーターにぶつかり死亡した。   衝突

死亡
   (労災)

02/01 香港 マンション EV 小児が出入り口とかご床に挟まれ翌日死亡 死亡

02/08 米国 ？ EV コルトネックで6歳と7歳の少女がエレベーター事故で死亡。 死亡   2

03/08 米国 病院 EV
病院の日本人実習生が2階からエレベーターに乗ろうとしたところ、急に戸が
閉まり、首を挟まれたままかごが上昇し、頭部が切断された

死亡

06/06 米国 アパート EV
高齢者用アパートで7歳の子供がかご戸と乗場戸に挟まれ、上階の呼びでかご
が上昇して挟まれ圧死。

死亡

06/10 米国 大学 EV
オハイオ州立大学で、かごに乗りすぎたため、戸開のままかごが下降し1人が
挟まれて死亡

死亡

95/01 米国 事務所ビル EV
ブロンクス福祉センターで、過去2か月故障が続いていたと作業者が話してい
たエレベーターで、保守員が修理のために来ていたのと同じ日に男性が首を挟
まれて死亡した。

死亡
  (労災)

08/05 韓国 商業施設 EV
貨物用昇降機の故障修理中に２階乗場戸とかご室戸の間に身体を挟まれ、死亡
した。

死亡

87/01 米国 アパート EV
ブルックリンのアパートで、7歳の少年がエレベーターのかごで遊んでいて重
傷を負った。   転落

重傷

88/12 米国 アパート EV
ブルックリンの公共住宅で、9歳の少年が昇降路内で遊んでいて、手を挟み切
断した。

重傷

94/08 米国 アパート EV
ブルックリンの公営アパートでかご上に上がっていた8歳の少年が、エレベー
ターが最上階に来たとき圧死した。

死亡

07/01 韓国 飲食店 DW
3階で出し入れ口戸を開けて荷物を取り出し中、かごが下降し、かご天井と昇
降路壁間に右腕を挟まれ負傷。

重傷

  挟まれ／昇降路内機器への挟まれ／一般

  挟まれ／かごと乗場床又は天井との挟まれ／一般

  挟まれ／かごと乗場床又は天井との挟まれ／作業者

  かごの落下、急上昇、急停止等に伴う衝撃／昇降路の人への衝撃／作業者
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07/03 韓国 事務所 EV
4階で乗り込み中、かご戸が閉まり左足が戸に挟まれた状態でかごが上昇、被
害者が逆さまにぶら下がる状態で、かごが4階と5階の中間に停止。

軽傷

07/05 韓国 浴場 EV
B2階で乗り込み中、戸開のままかごが上昇し、左足がかごと昇降路壁間に挟ま
れた状態でかごが1階と2階の間で停止。

重傷

07/08 韓国 共同住宅 EV
車いす利用者が12階でかごに乗ろうとしたところ、戸開のままかごが上昇し、
車いすの前輪が持ち上げられ車いすごと後ろ向きに転倒。

重傷

08/03 韓国 生活施設 DW
2階からかご室内部に荷物を積み込み中、かごが突然１階に降下し、２階敷居
上部とかご室上部フレームの間にふくらはぎを挟まれ、片足を切断した。

1人重傷

99/03 米国 事務所ビル EV
ブルックリンの事務所ビルで、エレベーター修理作業員がかごの下敷きにな
り、圧死。

死亡
  (労災)

99/05 米国 倉庫 EV
2人の保守員が、倉庫用エレベーターの保守をしようとしたところ、かごが急
降下して死亡。

死亡   2
 (労災)

02/12 米国
ヘルスセン
ター

EV エレベーターの修理作業者が、昇降路壁との間に挟まって死亡。
死亡
   (労災)

04/08 米国 事務所ビル EV クイーンズ・ビルのエレベータの照明工事中の修理工が感電死した。
死亡
  (労災)

01/08 米国 ホテル
EV足
場

タイムズスクエアで建設中の45階建てウエスチンホテルの不安定な足場が5時
間にわたり交通を遮断した。

85/07 米国 工事現場 EV
昨日、マンハッタンの中心部で、工事用エレベーターが倒れ、2人の作業員が
死亡、他のの2人が怪我をした。［続報で、工事用エレベーターの枠のボルト
が3本欠落していたとの記事有り］    落下物

死亡   2
負傷   2
   (労災)

04/09 米国 事務所ビル EV
貿易センター周辺の52階建ての超高層ビルの建設作業者が昇降路に転落して死
亡。

死亡
  (労災)

98/07 米国 工事現場
工事
用
EV

タイムズスクエアで工事中のビルで、建設作業員をコンデナストビル上部に輸
送するための仮設エレベーターが崩壊し、数トンの鋼材がばらばら落下して85
歳の女性が死亡し、周辺の建物からの非難や交通遮断等で大混乱に陥った。
飛来物

死亡

98/07 米国 工事現場 EV
タイムズスクエアのコンデナストビルで作業中のエレベーター工事作業者がエ
レベーターにぶつかり死亡した。   衝突

死亡
   (労災)

84/06 米国 アパート EV アパートのエレベーターで7歳の子供が14時間閉じ込められた。 閉じ込め

  長時間閉じ込め／一般

  工事中の事故／その他の衝撃／一般

  工事中の事故／その他の衝撃／作業者

  感  電／作業者

  工事中の事故／人の落下／作業者

  挟まれ／かごと乗場床又は天井との挟まれ／作業者
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労災事故含む。

機
種

状      況
傷害の
程度

発
生
年
月

国

建
物
用
途

90/06 米国 駅 EV
ブルックリンの地下鉄駅のエレベーターが階間で停止し、20人が80度(27℃)の
中90分間閉じ込められた。

閉じ込め
20

93/02 米国 事務所ビル EV 世界貿易センタービルで幼稚園児が５時間閉じ込められた。 閉じ込め

98/04 米国 アパート EV
マンハッタンのアパートで、水道本管が破裂してピットが冠水し、最下階にい
たエレベーターが停止し、犬を連れた女性が閉じ込められた。

閉じ込め

01/01 米国 事務所ビル EV
電気的な問題で、２つのビルのエレベーターが1時間停止し、14人が閉じ込め
られた。消防士が昇降路壁を壊して救出した。

閉じ込め
14

05/04 米国 事務所ビル EV
レストランの配達人が高層エレベーターに閉じ込められ、3日間気付かれな
かった。

3日間閉じ
込め

06/01 米国 ？ EV ニューヨーク芸術アカデミーなどの創設者の女性が、17時間閉じ込め
17時間閉
じ込め

06/06 独 病院 EV 65歳の男性が乗ったエレベーターが故障して、3日間閉じ込め
3日間閉じ
込め

06/12 仏 アパート EV 故障したエレベーターに19埼の女性が3日間閉じ込め
3日間閉じ
込め
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