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(57)【要約】
　複数台のエレベーターの運行管理を行うエレベーター
の群管理システムにおいて、システムのセキュリティ性
を低下させることなく、利用者がエレベーターへの乗車
前に自分の行先階を登録することができるようにする。
　本群管理システムは、利用者がエレベーターへの乗車
前に手動操作によって行先階を登録する行先操作盤と、
利用者が個人特定情報を入力して本人認証を行うための
認証装置とを備える。また、行先操作盤からの行先階登
録を所定の制限階について制限するとともに、認証装置
によって本人認証がなされると、制限階に対する行先階
登録の上記制限を解除する。そして、群管理制御装置は
、行先操作盤から登録された行先階に対し、複数のエレ
ベーターの中から最適なかごを割り当てる。



(2) JP WO2011/089693 A1 2011.7.28

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数台のエレベーターの運行管理を行うエレベーターの群管理システムであって、
　利用者がエレベーターへの乗車前に手動操作によって行先階を登録するための行先操作
盤と、
　前記行先操作盤に近接して設けられ、利用者が個人特定情報を入力して本人認証を行う
ための認証装置と、
　前記行先操作盤からの行先階登録を所定の制限階について制限するとともに、前記認証
装置によって本人認証がなされると、制限階に対する行先階登録の制限を解除する登録階
判定手段と、
　前記行先操作盤から登録された行先階に対し、前記複数のエレベーターの中から最適な
かごを割り当てる群管理制御装置と、
を備えたことを特徴とするエレベーターの群管理システム。
【請求項２】
　前記登録階判定手段は、前記複数台のエレベーターがサービスする階床の一部について
のみ、行先階登録の制限を行うことを特徴とする請求項１に記載のエレベーターの群管理
システム。
【請求項３】
　前記登録階判定手段は、前記群管理制御装置に備えられた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ーの群管理システム。
【請求項４】
　前記行先操作盤は、
　利用者が行先階を手動入力するために常設された入力手段と、
を備え、
　前記群管理制御装置は、
　制限階を記憶する制限階記憶手段と、
を備え、
　前記登録階判定手段は、前記入力手段から入力された行先階が前記制限階記憶手段に制
限階として記憶されているか否かを判定し、制限階として記憶されている場合は、前記認
証装置によって本人認証がなされた場合のみ、前記入力手段から入力された行先階の登録
を許可することを特徴とする請求項３に記載のエレベーターの群管理システム。
【請求項５】
　前記登録階判定手段は、前記行先操作盤に備えられた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ーの群管理システム。
【請求項６】
　前記行先操作盤は、
　制限階を記憶する制限階記憶手段と、
　利用者が行先階を手動入力するために常設された入力手段と、
を備え、
　前記登録階判定手段は、前記入力手段から入力された行先階が前記制限階記憶手段に制
限階として記憶されているか否かを判定し、制限階として記憶されている場合は、前記認
証装置によって本人認証がなされた場合のみ、前記入力手段から入力された行先階の登録
を許可することを特徴とする請求項５に記載のエレベーターの群管理システム。
【請求項７】
　前記行先操作盤に設けられた表示器と、
を更に備え、
　前記行先操作盤は、前記認証装置によって本人認証がなされると、行先階登録の制限が
解除された制限階の一覧を前記表示器に表示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ーの群管理システム。
【請求項８】
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　前記行先操作盤に設けられた表示器と、
を更に備え、
　前記行先操作盤は、前記認証装置によって本人認証がなされると、制限階に対する行先
階登録の制限が解除された旨を前記表示器に表示し、具体的な階床名表示を行わないこと
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ーの群管理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、複数台のエレベーターの運行管理を行うエレベーターの群管理システムに
関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　複数台のエレベーターの運行管理を行う群管理システムでは、利用者が登録した行先階
に対し、上記複数台のエレベーターの中から最適なエレベーター（のかご）を割り当てて
、応答させている。
【０００３】
　このような機能を有する群管理システムの従来技術として、例えば、エレベーターの乗
場に認証装置を設置することにより、利用者が所持する情報送信機からの情報を上記認証
装置が読み取り、その利用者の行先階登録を自動的に行うものが提案されている（特許文
献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】日本特開平８－８１１４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に記載のものでは、システム側の認証装置が自動的に情報送信機との通信を
行うため、利用者の意図しないうちに、行先階登録が行われてしまう可能性がある。この
ため、システムとしてのセキュリティ性が低下するといった問題があった。
【０００６】
　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、複数台
のエレベーターの運行管理を行うエレベーターの群管理システムにおいて、システムのセ
キュリティ性を低下させることなく、利用者がエレベーターへの乗車前に自分の行先階を
登録することができるエレベーターの群管理システムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この発明に係るエレベーターの群管理システムは、複数台のエレベーターの運行管理を
行うエレベーターの群管理システムであって、利用者がエレベーターへの乗車前に手動操
作によって行先階を登録するための行先操作盤と、行先操作盤に近接して設けられ、利用
者が個人特定情報を入力して本人認証を行うための認証装置と、行先操作盤からの行先階
登録を所定の制限階について制限するとともに、認証装置によって本人認証がなされると
、制限階に対する行先階登録の制限を解除する登録階判定手段と、行先操作盤から登録さ
れた行先階に対し、複数のエレベーターの中から最適なかごを割り当てる群管理制御装置
と、を備えたものである。
【発明の効果】
【０００８】
　この発明によれば、複数台のエレベーターの運行管理を行うエレベーターの群管理シス
テムにおいて、システムのセキュリティ性を低下させることなく、利用者がエレベーター
への乗車前に自分の行先階を登録することができるようになる。
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【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】この発明に係るエレベーターの群管理システムを示す構成図である。
【図２】この発明の実施の形態１におけるエレベーターの群管理システムの動作を示すフ
ローチャートである。
【図３】この発明の実施の形態１におけるエレベーターの群管理システムの他の動作を示
すフローチャートである。
【図４】この発明の実施の形態１におけるエレベーターの群管理システムの他の動作を示
すフローチャートである。
【図５】この発明の実施の形態２におけるエレベーターの群管理システムの動作を示すフ
ローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　この発明をより詳細に説明するため、添付の図面に従ってこれを説明する。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はこの発明に係るエレベーターの群管理システムを示す構成図である。本群管理シ
ステムは、複数台のエレベーターの運行管理を行う機能を有している。
【００１２】
　図１において、１はエレベーターの利用者が手動操作によって行先階を登録するための
行先操作盤である。行先操作盤１はエレベーターの乗場等に設置されており、利用者は、
エレベーター（のかご）への乗車前に、行先操作盤１から自分の行先階を手動入力する。
【００１３】
　２はエレベーターの利用者が、個人を特定するための情報（以下、「個人特定情報」と
いう）を入力して本人認証を行うための認証装置である。認証装置２は、入力された個人
特定情報（例えば、カード情報、指紋情報、暗証番号等）と既登録情報との比較を行うこ
とにより、個人特定情報の入力者が既登録者であるか否かを判定する。そして、認証装置
２は、上記比較によって、個人特定情報の入力者が既登録者本人であるとの認証を行うと
、その旨の情報（認証成功信号）を出力する。認証装置２は、各行先操作盤１に対応して
おり、例えば、対応の行先操作盤１に近接して設けられている。
【００１４】
　３は複数台のエレベーターの運行管理を行う群管理制御装置、４は各エレベーターのか
ごを制御するかご制御装置である。
　群管理制御装置３は、利用者が行先操作盤１を操作することによって登録された行先階
に対し、上記複数台のエレベーターの中から最適なエレベーターのかごを割り当てる機能
を有している。そして、かご制御装置４は、群管理制御装置３から割当情報を受信すると
、受信した割当情報に基づき、利用者が行先操作盤１から登録した行先階に、自号機のか
ごを応答させる。
【００１５】
　上記構成を有する群管理システムには、セキュリティ性の低下を防止するための機能が
備えられている。登録階判定手段は、上記機能を実現するために備えられたものであり、
常時は、行先操作盤１からの行先階登録を所定の制限階について制限する。また、登録階
判定手段は、認証装置２によって本人認証がなされると、上記制限階に対する行先階登録
の制限を解除し、制限階を行先階として登録可能な状態にする。なお、登録階判定手段に
よる登録制限が行われていない行先階については、通常通り、利用者の行先操作盤１に対
する操作に基づいてその登録が行われる。
【００１６】
　登録階判定手段は、群管理制御装置３及び行先操作盤１の何れか一方に備えられていれ
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ば良い。本実施の形態においては、登録階判定手段５が群管理制御装置３に備えられてい
る場合について具体的な説明を行う。
【００１７】
　かかる場合、行先操作盤１には、テンキー６と表示器７とが設けられる。
　テンキー６は、利用者がエレベーターへの乗車前に自分の行先階を手動入力するための
ものであり、行先操作盤１に常設されている。なお、テンキー６は、行先階毎の釦等、他
の入力手段によって構成されていても良い。また、表示器７は、行先操作盤１から行先階
の登録を行う利用者に対して、所定の情報を提供するために備えられている。
【００１８】
　一方、群管理制御装置３には、上記登録階判定手段５の他、制限階記憶手段８、制限階
制御手段９、制限解除手段１０、制限解除階送信手段１１、割当かご決定手段１２の各手
段が備えられている。
【００１９】
　制限階記憶手段８は、制限階を記憶する機能を有している。制限階とは、行先操作盤１
からの行先階登録を、認証装置２によって本人認証がなされた利用者のみに制限するため
の階床のことである。例えば、上記複数台のエレベーターがサービスする階床の一部が、
制限階として制限階記憶手段８に予め記憶されている。
【００２０】
　制限階制御手段９は、行先階登録の制限の解除を行う制限階（制限解除階）を決定する
機能を有している。認証装置２によって本人認証がなされると、認証装置２から群管理制
御装置３に対して認証成功信号が送信される。制限解除手段１０は、群管理制御装置３が
認証装置２から認証成功信号を受信すると、制限階制御手段９に対して制限解除要求を出
力する。制限階制御手段９は、制限解除手段１０からの制限解除要求が入力されると、制
限階記憶手段８に記憶されている制限階に基づいて、上記制限解除階を決定する。そして
、制限階制御手段９は、上記決定を行うと、制限解除階送信手段１１と登録階判定手段５
とに対して制限解除階情報を出力する。
【００２１】
　制限解除階送信手段１１は、制限階制御手段９から入力された制限解除階情報を行先操
作盤１に対して送信する機能を有している。なお、行先操作盤１では、制限解除階送信手
段１１から制限解除階情報を受信すると、表示器７に所定の情報を表示して、利用者に対
する報知を行う。例えば、行先操作盤１は、制限解除階情報を受信すると、制限解除階の
一覧を表示器７に表示して、各制限解除階の行先階登録が可能である旨を利用者に通知す
る。或いは、行先操作盤１は、制限解除階情報を受信すると、具体的な制限解除階の階床
名を表示器７に表示させず、制限階に対する行先階登録の制限が解除された旨のみを表示
器７に表示する。
【００２２】
　また、利用者が上記表示器７の表示を確認する等してテンキー６を操作し、行先階を手
動入力すると、入力された行先階の情報が行先操作盤１から群管理制御装置３に対して送
信される。
【００２３】
　登録階判定手段５は、制限階制御手段９からの制限解除階情報と、行先操作盤１からの
行先階情報とに基づき、利用者の行先階を登録するか否かを決定する機能を有している。
　例えば、登録階判定手段５は、テンキー６から入力された行先階が制限階記憶手段８に
制限階として記憶されているか否かを判定する。そして、登録階判定手段５は、入力され
た行先階が制限階として記憶されている場合は、認証装置２によって本人認証がなされた
場合のみ、その登録を許可する。また、登録階判定手段５は、入力された行先階が制限階
として記憶されていない場合、その行先階がサービス可能であれば、その登録を許可する
。
【００２４】
　割当かご決定手段１２は、利用者がテンキー６から入力した行先階のうち、登録階判定
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手段５が登録を許可したものについて、かごを割り当てる機能を有している。そして、割
当かご決定手段１２は、行先階に対する割当かごを決定すると、対応のかご制御装置４に
対して割当情報を送信し、その行先階に対する応答を行わせる。また、割当かご決定手段
１２は、行先階に対する割当かごを決定すると、対応の行先操作盤１に割当情報を送信し
、割当かごの情報を表示器７に表示させる。
【００２５】
　次に、図２を参照し、上記構成を有する群管理システムの動作について具体的に説明す
る。図２はこの発明の実施の形態１におけるエレベーターの群管理システムの動作を示す
フローチャートである。
【００２６】
　エレベーターの利用者が、認証装置２に対して認証の操作を行うと（Ｓ１０１）、認証
装置２は、入力された個人特定情報に基づいて本人認証処理を行い、認証が成功したか否
かを判定する（Ｓ１０２）。Ｓ１０２において本人認証がなされると、認証装置２は、群
管理制御装置３に対して認証成功信号を送信する（Ｓ１０３）。
【００２７】
　群管理制御装置３では、認証装置２からの認証成功信号を受信すると、制限解除手段１
０から制限階制御手段９に対して制限解除要求を出力する（Ｓ１０４）。制限階制御手段
９は、制限解除手段１０から制限解除要求が入力されると、本人認証が行われた認証装置
２に対応する行先操作盤１から、制限階を行先階として登録することを所定時間許可する
ための処理を行う（Ｓ１０５）。即ち、制限階制御手段９は、登録階判定手段５に対して
制限解除階情報を出力する。
【００２８】
　なお、利用者が行先操作盤１のテンキー６を使用して行先階の入力を行うと（Ｓ１０６
）、行先操作盤１から群管理制御装置３に対して行先階情報が送信される（Ｓ１０７）。
登録階判定手段５は、行先操作盤１から行先階情報を受信すると、その行先階の登録が許
可されているか否かを判定する（Ｓ１０８）。Ｓ１０６において、利用者が制限階記憶手
段８に制限階として記憶されている階床を行先階として入力した場合、登録階判定手段５
は、Ｓ１０５で制限解除階情報が入力された場合のみ、Ｓ１０８において許可されている
旨の判定を行う。
【００２９】
　かかる場合、割当かご決定手段１２は、利用者の行先階に対して最適なかごを割り当て
る（Ｓ１０９）。また、利用者の行先階に対する割当かごが決定すると、群管理制御装置
３は、Ｓ１０６で利用者が行先階入力を行った行先操作盤１と、対応のかご制御装置４と
に対して割当情報を送信する（Ｓ１１０）。
【００３０】
　行先操作盤１は、群管理制御装置３から割当情報を受信すると、表示器７に割当かごの
情報を表示して利用者に対する報知を行う（Ｓ１１１）。また、かご制御装置４は、群管
理制御装置３から受信した割当情報に基づき、かごを適切に制御する（Ｓ１１２）。
【００３１】
　一方、Ｓ１０２において本人認証が成功していない、或いは、Ｓ１０１において認証装
置２に対する認証操作を行っていない場合、利用者が、Ｓ１０６において制限階記憶手段
８に制限階として記憶されている階床を行先階として入力すると、Ｓ１０８において許可
されていない旨の判定がなされる。かかる場合、割当かご決定手段１２は、利用者の行先
階に対するかごの割り当てを行わない（Ｓ１１３）。また、群管理制御装置３は、Ｓ１０
６で利用者が行先階入力を行った行先操作盤１に対して、登録禁止情報を送信する（Ｓ１
１４）。なお、行先操作盤１は、群管理制御装置３から登録禁止情報を受信すると、表示
器７に、利用者が入力した行先階が制限中であり、登録できない旨を表示する（Ｓ１１５
）。
【００３２】
　この発明の実施の形態１によれば、認証装置２によって本人認証がなされると、その認
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証装置２と対になっている行先操作盤１において、制限階を行先階として登録するための
操作が可能となる。このため、利用者がエレベーターへの乗車前に行先階登録を行う群管
理システムにおいて、システムのセキュリティ性を低下させる恐れはなく、その利便性が
損なわれる恐れもない。
【００３３】
　なお、本実施の形態においては、Ｓ１０２において本人認証がなされた場合に、対応の
行先操作盤１から所定の報知を行っても良い。図３及び図４はこの発明の実施の形態１に
おけるエレベーターの群管理システムの他の動作を示すフローチャートであり、かかる場
合の動作を示している。
【００３４】
　例えば、Ｓ１０２において認証が成功すると、行先操作盤１は、行先階登録の制限が解
除された制限階の一覧を表示器７から表示する（Ｓ１１６）。具体的に、Ｓ１０２の後に
制限階制御手段９から制限解除階情報が出力されると、制限解除階送信手段１１は、その
制限解除階情報を、行先操作盤１に対して送信する。そして、行先操作盤１は、受信した
制限解除階情報に基づき、行先階登録の制限が解除された行先階の一覧を表示器７に表示
する。
【００３５】
　また、Ｓ１０２において認証が成功すると、行先操作盤１は、具体的な制限解除階の階
床名を表示器７に表示することなく、表示器７に、行先階の登録を促す表示を行う（Ｓ１
１７）。例えば、行先操作盤１は、制限解除階情報を群管理制御装置３から受信すると、
制限階に対する登録制限が解除された旨を表示器７に表示する。
【００３６】
実施の形態２．
　本実施の形態においては、登録階判定手段が行先操作盤１に備えられている場合につい
て具体的な説明を行う。
【００３７】
　かかる場合、群管理制御装置３には、制限階記憶手段８、制限階送信手段１３、割当か
ご決定手段１２が備えられる。
　制限階送信手段１３は、制限階記憶手段８に記憶されている制限階の情報を、各行先操
作盤１に対して送信する機能を有している。
【００３８】
　また、行先操作盤１には、テンキー６及び表示器７の他、制限階記憶手段１４、制限階
制御手段１５、制限解除手段１６、登録階判定手段１７の各手段が備えられている。
【００３９】
　制限階記憶手段１４は、制限階を記憶する機能を有している。制限階記憶手段１４は、
行先操作盤１が制限階送信手段１３から受信した制限階情報に基づき、制限階を記憶する
。即ち、制限階記憶手段１４には、制限階記憶手段８の記憶内容と同じ内容が記憶される
。
【００４０】
　制限階制御手段１５は、行先階登録の制限の解除を行う制限階を決定する機能を有して
いる。認証装置２によって本人認証がなされると、認証装置２から対応の行先操作盤１に
対して認証成功信号が送信される。制限解除手段１６は、行先操作盤１が認証装置２から
認証成功信号を受信すると、制限階制御手段１５に対して制限解除要求を出力する。制限
階制御手段１５は、制限解除手段１６からの制限解除要求が入力されると、制限階記憶手
段１４に記憶されている制限階に基づいて、制限解除階を決定する。そして、制限階制御
手段１５は、上記決定を行うと、登録階判定手段１７に対して制限解除階情報を出力する
。
　なお、行先操作盤１では、制限階制御手段１５からの制限解除階情報に基づき、図３及
び図４の動作を実施しても良い。
【００４１】
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　また、利用者が表示器７の表示を確認する等してテンキー６を操作し、行先階を手動入
力すると、入力された行先階情報が登録階判定手段１７に入力される。
【００４２】
　登録階判定手段１７は、制限階制御手段１５からの制限解除階情報と、テンキー６から
の行先階情報とに基づき、利用者の行先階を登録するか否かを決定する。
　例えば、登録階判定手段１７は、テンキー６から入力された行先階が制限階記憶手段１
４に制限階として記憶されているか否かを判定する。そして、登録階判定手段１７は、入
力された行先階が制限階として記憶されている場合は、認証装置２によって本人認証がな
された場合のみ、その登録を許可する。また、登録階判定手段１７は、入力された行先階
が制限階として記憶されていない場合、その行先階がサービス可能であれば、その登録を
許可する。
【００４３】
　なお、登録階判定手段１７は、登録を許可すると、その登録階情報を群管理制御装置３
に対して送信する。一方、上記登録を許可しない場合、登録階判定手段１７は、例えば、
テンキー６から入力された行先階が登録制限中で、登録できない旨を表示器７に表示させ
る。
【００４４】
　割当かご決定手段１２は、登録階判定手段１７からの登録階情報に基づき、かごの割り
当てを行う機能を有している。即ち、割当かご決定手段１２は、利用者がテンキー６から
入力した行先階のうち、登録階判定手段１７が登録を許可したものについて、割当かごの
選択を行う。そして、割当かご決定手段１２は、行先階に対する割当かごを決定すると、
対応のかご制御装置４に対して割当情報を送信し、その行先階に対する応答を行わせる。
また、割当かご決定手段１２は、行先階に対する割当かごを決定すると、対応の行先操作
盤１に割当情報を送信し、割当かごの情報を表示器７に表示させる。
【００４５】
　次に、図５を参照し、上記構成を有する群管理システムの動作について具体的に説明す
る。図５はこの発明の実施の形態２におけるエレベーターの群管理システムの動作を示す
フローチャートである。
【００４６】
　エレベーターの利用者が、認証装置２に対して認証の操作を行うと（Ｓ２０１）、認証
装置２は、入力された個人特定情報に基づいて本人認証処理を行い、認証が成功したか否
かを判定する（Ｓ２０２）。Ｓ２０２において本人認証がなされると、認証装置２は、対
応の行先操作盤１に対して認証成功信号を送信する（Ｓ２０３）。
【００４７】
　行先操作盤１では、認証装置２からの認証成功信号を受信すると、制限解除手段１６か
ら制限階制御手段１５に対して制限解除要求を出力する（Ｓ２０４）。制限階制御手段１
５は、制限解除手段１６から制限解除要求が入力されると、制限階を行先階として登録す
ることを所定時間許可するための処理を行う（Ｓ２０５）。即ち、制限階制御手段１５は
、登録階判定手段１７に対して制限解除階情報を出力する。
【００４８】
　なお、利用者が行先操作盤１のテンキー６を使用して行先階の入力を行うと（Ｓ２０６
）、テンキー６から登録階判定手段１７に対して行先階情報が送信され、登録階判定手段
１７により、その行先階の登録が許可されているか否かが判定される（Ｓ２０７）。Ｓ２
０６において、利用者が制限階記憶手段１４に制限階として記憶されている階床を行先階
として入力した場合、登録階判定手段１７は、Ｓ２０５で制限解除階情報が入力された場
合のみ、Ｓ２０７において許可されている旨の判定を行う。
【００４９】
　Ｓ２０７において許可されている旨の判定がなされると、行先操作盤１から群管理制御
装置３に対して、登録された行先階の情報が送信される（Ｓ２０８）。かかる場合、割当
かご決定手段１２は、利用者の行先階に対して最適なかごを割り当てる（Ｓ２０９）。ま
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た、利用者の行先階に対する割当かごが決定すると、群管理制御装置３は、Ｓ２０６で利
用者が行先階入力を行った行先操作盤１と、対応のかご制御装置４とに対して割当情報を
送信する（Ｓ２１０）。
【００５０】
　行先操作盤１は、群管理制御装置３から割当情報を受信すると、表示器７に割当かごの
情報を表示して利用者に対する報知を行う（Ｓ２１１）。また、かご制御装置４は、群管
理制御装置３から受信した割当情報に基づき、かごを適切に制御する（Ｓ２１２）。
【００５１】
　一方、Ｓ２０２において本人認証が成功していない、或いは、Ｓ２０１において認証装
置２に対する認証操作を行っていない場合、利用者が、Ｓ２０６において制限階記憶手段
１４に制限階として記憶されている階床を行先階として入力すると、Ｓ２０７において許
可されていない旨の判定がなされる。かかる場合、行先操作盤１は、表示器７に、利用者
が入力した行先階が制限中であり、登録できない旨を表示する（Ｓ２１３）。
【００５２】
　この発明の実施の形態２においても、実施の形態１と同様の効果を奏することが可能で
ある。
【産業上の利用可能性】
【００５３】
　この発明に係るエレベーターの群管理システムは、複数台のエレベーターの運行管理を
行い、利用者がエレベーターへの乗車前に行先階登録を行うものに対して適用することが
できる。
【符号の説明】
【００５４】
　１　行先操作盤
　２　認証装置
　３　群管理制御装置
　４　かご制御装置
　５、１７　登録階判定手段
　６　テンキー
　７　表示器
　８、１４　制限階記憶手段
　９、１５　制限階制御手段
　１０、１６　制限解除手段
　１１　制限解除階送信手段
　１２　割当かご決定手段
　１３　制限階送信手段
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