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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　階床の属性があらかじめ設定された建物に設置された複数のエレベータに適用されるエ
レベータの群管理制御装置であって、
　前記建物の出入口が設けられた階床である入場階の乗場に設置された行先階登録装置に
より行先階が登録された場合に、この行先階の階床の属性を利用者の属性と識別するとと
もに、前記入場階以外の階床の乗場に設置された行先階登録装置または乗場呼び登録装置
により行先階または乗場呼びが登録された場合に、行先階登録装置または乗場呼び登録装
置が設置された前記入場階以外の階床の属性を利用者の属性と識別する利用者識別部と、
　前記利用者識別部により識別された利用者の属性に基づいて、利用者にかごを割り当て
るかご割当部と、
　を備えたエレベータの群管理制御装置。
【請求項２】
　前記かご割当部は、前記利用者識別部により識別された利用者の属性が互いに異なる複
数の利用者に対して、それぞれ異なるかごを割り当てる
　請求項１に記載のエレベータの群管理制御装置。
【請求項３】
　前記かご割当部は、前記利用者識別部により識別された利用者の属性が複数の利用者に
ついて同一の場合、または同一の属性を有する複数の利用者がかごに乗車している場合に
、属性の異なる利用者に対して、当該かごの割り当てを許容する
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　請求項１または請求項２に記載のエレベータの群管理制御装置。
【請求項４】
　互いに異なる属性を有する複数の利用者に対して、同じかごの割り当てを許容する同一
属性の人数を設定する同乗規則設定部をさらに備えた
　請求項１から請求項３までの何れか１項に記載のエレベータの群管理制御装置。
【請求項５】
　前記入場階の乗場に設置され、前記かご割当部が割り当てたかごが単一の属性の利用者
への割り当てである場合に、利用者の属性を報知する報知装置をさらに備えた
　請求項１から請求項４までの何れか１項に記載のエレベータの群管理制御装置。
【請求項６】
　かごが属性の異なる行先階に停止する前に、かごを前記入場階に走行させ、前記入場階
に到着して一旦乗場ドアを開放した後に、かごを行先階に走行させる運転制御部をさらに
備えた
　請求項１から請求項５までの何れか１項に記載のエレベータの群管理制御装置。
【請求項７】
　階床の属性があらかじめ設定された建物に設置された複数のエレベータに適用されるエ
レベータの群管理制御方法であって、
　前記建物の出入口が設けられた階床である入場階の乗場に設置された行先階登録装置に
より行先階が登録された場合に、この行先階の階床の属性を利用者の属性と識別するステ
ップと、
　前記入場階以外の階床の乗場に設置された行先階登録装置または乗場呼び登録装置によ
り行先階または乗場呼びが登録された場合に、行先階登録装置または乗場呼び登録装置が
設置された前記入場階以外の階床の属性を利用者の属性と識別するステップと、
　識別された利用者の属性に基づいて、利用者にかごを割り当てるステップと、
　を有するエレベータの群管理制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、複数のエレベータを一群として管理するエレベータの群管理制御装置およ
び群管理制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、乗場行先階登録装置によって登録された行先階とその登録階を含む乗場呼び
情報を割り当てる号機を選出し、その号機を割当号機として登録階に応答させる割当制御
手段と、エレベータの利用者の属性を判断する利用者属性判断手段によって、異なる属性
を有する利用者の割当号機への乗車が確認された場合に、その利用者が乗車する号機を他
の号機に割当変更する割当変更手段とを備えたエレベータの群管理システムが提案されて
いる（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　また、入力装置に入力された行先階に対応した呼びを割り当てる号機として、当該入力
装置のある乗場の第１受信機が検出している、利用者の属性を示す利用可能階が記憶され
たタグの利用可能階以外の階床が既に割り当てられている号機を除外し、対応した第２受
信機が検出しているタグの利用可能階が当該入力装置のある乗場の階床または当該行先階
を含まない号機を除外し、残りの号機の中から、当該行先階に対応した呼びを割り当てる
号機を選択する制御装置を備えたエレベータの制御システムが提案されている（例えば、
特許文献２参照）。
【０００４】
　特許文献１、２によれば、利用者の属性を判断し、判断した利用者の属性に基づいて号
機を割り当てることにより、異なる属性を有する利用者どうしの乗り合わせを排除し、利
用者が許可されていない階床へ移動することを抑制することができる。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１３－０６７４９７号公報
【特許文献２】国際公開第２０１３／０８０２７７号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、従来技術には、以下のような課題がある。
　特許文献１に記載されたエレベータの群管理システムでは、利用者の属性を判断するた
めに、利用者のＩＤ番号に対応付けて属性を管理するデータベースを設け、利用者が乗場
行先階登録装置に登録したＩＤ番号から利用者の属性を判断するか、または、カード読取
り装置を設け、利用者が所持する、利用者の属性が記録されたＩＤカードから情報を読み
取って利用者の属性を判断している。
【０００７】
　また、特許文献２に記載されたエレベータの制御システムでは、利用者の属性を判断す
るために、エレベータの各乗場に第１受信機を設け、エレベータの各かご内に第２受信機
を設けるとともに、利用者が、ＩＤ情報に対応づけて利用可能階が記憶されたタグを所持
し、第１受信機および第２受信機がタグを読み取ることにより、利用者の属性を判断して
いる。
【０００８】
　すなわち、特許文献１、２に記載された発明では、個人認証を行うことにより、利用者
の属性を判断していることから、利用者がＩＤ番号を入力したり、ＩＤ情報が記憶された
カードやタグを所持したりする必要があり、不便であるという問題がある。また、個人認
証を行うための認証手段を設ける必要があり、システム構成が複雑になるとともに、コス
トが上昇するという問題もある。
【０００９】
　この発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、個人認証を行う
ことなく、異なる属性を有する利用者どうしの乗り合わせを排除し、利用者が許可されて
いない階床へ移動することを抑制することができるエレベータの群管理制御装置および群
管理制御方法を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　この発明に係るエレベータの群管理制御装置は、階床の属性があらかじめ設定された建
物に設置された複数のエレベータに適用されるエレベータの群管理制御装置であって、建
物の出入口が設けられた階床である入場階の乗場に設置された行先階登録装置により行先
階が登録された場合に、この行先階の階床の属性を利用者の属性と識別するとともに、入
場階以外の階床の乗場に設置された行先階登録装置または乗場呼び登録装置により行先階
または乗場呼びが登録された場合に、行先階登録装置または乗場呼び登録装置が設置され
た入場階以外の階床の属性を利用者の属性と識別する利用者識別部と、利用者識別部によ
り識別された利用者の属性に基づいて、利用者にかごを割り当てるかご割当部と、を備え
たものである。
【００１１】
　また、この発明に係るエレベータの群管理制御方法によれば、階床の属性があらかじめ
設定された建物に設置された複数のエレベータに適用されるエレベータの群管理制御方法
であって、前記建物の出入口が設けられた階床である入場階の乗場に設置された行先階登
録装置により行先階が登録された場合に、この行先階の階床の属性を利用者の属性と識別
するステップと、前記入場階以外の階床の乗場に設置された行先階登録装置または乗場呼
び登録装置により行先階または乗場呼びが登録された場合に、行先階登録装置または乗場
呼び登録装置が設置された前記入場階以外の階床の属性を利用者の属性と識別するステッ
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プと、識別された利用者の属性に基づいて、利用者にかごを割り当てるステップと、を有
するものである。
【発明の効果】
【００１２】
　この発明に係るエレベータの群管理制御装置および群管理制御方法によれば、建物の出
入口が設けられた階床である入場階の乗場に設置された行先階登録装置により行先階が登
録された場合に、この行先階の階床の属性を利用者の属性と識別するとともに、入場階以
外の階床の乗場に設置された行先階登録装置または乗場呼び登録装置により行先階または
乗場呼びが登録された場合に、行先階登録装置または乗場呼び登録装置が設置された入場
階以外の階床の属性を利用者の属性と識別し、識別された利用者の属性に基づいて、利用
者にかごを割り当てる。
　そのため、個人認証を行うことなく、異なる属性を有する利用者どうしの乗り合わせを
排除し、利用者が許可されていない階床へ移動することを抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】この発明の実施の形態１に係るエレベータの群管理制御装置が適用されたエレベ
ータの入場階における乗場を示す正面図である。
【図２】この発明の実施の形態１に係るエレベータの群管理制御装置が適用されたエレベ
ータの入場階以外の階床における乗場を示す正面図である。
【図３】この発明の実施の形態１に係るエレベータの群管理制御装置を示すブロック構成
図である。
【図４】この発明の実施の形態１に係るエレベータの群管理制御装置における建物の階床
の属性と同乗規則とを例示する説明図である。
【図５】この発明の実施の形態１に係るエレベータの群管理制御装置の処理を示すフロー
チャートである。
【図６】この発明の実施の形態１に係るエレベータの群管理制御装置の処理を示すフロー
チャートである。
【図７】この発明の実施の形態１に係るエレベータの群管理制御装置の動作を例示する説
明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、この発明に係るエレベータの群管理制御装置および群管理制御方法の好適な実施
の形態につき図面を用いて説明するが、各図において同一、または相当する部分について
は、同一符号を付して説明する。
【００１５】
　まず、実施の形態の説明に先立って、この発明に係るエレベータの群管理制御装置の概
要について説明する。この発明に係るエレベータの群管理制御装置は、建物の入場階に設
置された行先階登録装置によって登録された行先階と、あらかじめ設定された階床の属性
とに基づいて、利用者の乗り合わせ制御を行うものである。
【００１６】
　ここで、この建物には、建物の階床または階床内の扉の入室条件に関連付けられた階床
の属性が設定されている。また、階床の属性とは、女性専用階、スイートルーム階、複数
階に入居している会社等の階床情報である。
【００１７】
　この発明に係るエレベータの群管理制御装置によれば、行先階登録装置で登録された行
先階の階床の属性を利用者の属性として利用し、属性が異なる複数の利用者に別々のかご
を割り当てることにより、個人認証を行うことなく、簡易な構成で、例えば女性専用階に
行く利用者とそれ以外の利用者とを異なるかごに割り当てることができる。
【００１８】
　実施の形態１．
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　図１は、この発明の実施の形態１に係るエレベータの群管理制御装置が適用されたエレ
ベータの入場階における乗場を示す正面図である。また、図２は、この発明の実施の形態
１に係るエレベータの群管理制御装置が適用されたエレベータの入場階以外の階床におけ
る乗場を示す正面図である。
【００１９】
　なお、図１、２では、２台のエレベータを代表して示しているが、通常は、３台以上の
複数台のエレベータが設けられている。また、建物の入場階とは、建物の出入口が設けら
れた階床のことを指す。また、入場階以外の階床であっても、図１に示した入場階におけ
る乗場の構成を適用することができる。
【００２０】
　図１、２において、乗場ドア１は、エレベータが停止する各階に設けられている。乗場
ドア１の奥には、図示しない昇降路が設けられており、建物の各階を貫いている。また、
昇降路には、図示しないかごが設置され、昇降路内を昇降する。かごが乗場に到着すると
、乗場ドア１が開いて利用者が乗降する。
【００２１】
　この発明の実施の形態１に係るエレベータの群管理制御装置は、図１に示す入場階の乗
場に設置された行先階登録装置２で行先階が登録されると、最適な号機のかごをその階床
に配車するとともに、割当号機表示装置３に行先階と対応する号機名とを表示する。なお
、エレベータの号機名は、号機名表示器４に示される文字や記号と対応している。
【００２２】
　ここで、図１に示す入場階の乗場では、左側のエレベータの号機名がＡ、右側のエレベ
ータの号機名がＢであることが、号機名表示器４に示されている。また、割当号機表示装
置３には、７階への乗場行先呼びに対して、右側のＢ号機を配車することが表示されてい
る。さらに、入場階の乗場には、かごの状態を報知する報知装置５が各号機に設けられて
いる。
【００２３】
　また、この発明の実施の形態１に係るエレベータの群管理制御装置は、図２に示す入場
階以外の乗場に設置された乗場呼び登録装置６で乗場呼びが登録されると、最適な号機の
かごをその階床に配車する
【００２４】
　図３は、この発明の実施の形態１に係るエレベータの群管理制御装置を示すブロック構
成図である。図３において、このエレベータの群管理制御装置は、図１、２に示した行先
階登録装置２、報知装置５および乗場呼び登録装置６と、かご内に設けられて行先階を登
録するかご呼び登録装置７と、制御装置１０とを備えている。
【００２５】
　制御装置１０は、利用者識別部１１、かご割当部１２、同乗規則設定部１３および運転
制御部１４を有している。ここで、制御装置１０は、それぞれ図示しないＣＰＵ（Ｃｅｎ
ｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）とプログラムを格納した記憶部とを有する
マイクロプロセッサで構成されている。また、制御装置１０を構成する各ブロックは、記
憶部にソフトウェアとして記憶されている。
【００２６】
　利用者識別部１１は、入場階の行先階登録装置２で行先階が登録されると、行先階の階
床の属性を利用者の属性と識別する。また、利用者識別部１１は、入場階以外の乗場に行
先階登録装置２が設置されている場合に、この行先階登録装置２で行先階が登録されると
、当該行先階登録装置２が設置された階床の属性を利用者の属性と識別する。
【００２７】
　また、利用者識別部１１は、入場階以外の乗場に設置された乗場呼び登録装置６で乗場
呼びが登録されると、当該乗場呼び登録装置６が設置された階床の属性を利用者の属性と
識別する。利用者識別部１１は、登録された行先呼びまたは乗場呼びと、その利用者の属
性とをかご割当部１２に出力する。
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【００２８】
　かご割当部１２は、行先階登録装置２または乗場呼び登録装置６を操作した利用者の属
性と、各号機に乗車予定または乗車中の利用者の属性および人数とに基づいて、割当候補
かごを選別し、同乗規則設定部１３から出力される同乗規則を参照して、割当かごを決定
する。なお、同乗規則設定部１３は省略してもよく、この場合、かご割当部１２は、各利
用者の属性の一致、不一致により、割当かごを決定する。
【００２９】
　同乗規則設定部１３は、異なる属性を有する利用者どうしの乗り合わせに関する同乗規
則を設定する。具体的には、同乗規則設定部１３は、互いに異なる属性を有する複数の利
用者に対して、同じかごの割り当てを許容する同一属性の人数を設定する。図４は、この
発明の実施の形態１に係るエレベータの群管理制御装置における建物の階床の属性と同乗
規則とを例示する説明図である。
【００３０】
　図４において、この建物は、Ｂ階から６階までの７階建てであり、Ｂ階が駐車場、１階
が地上の出入口階、２階および３階が男性専用階、４階および５階が女性専用階、６階が
家族専用階であって、Ｂ階および１階が入場階、２階および３階がａ属性、４階および５
階がｂ属性、６階がｃ属性であるとする。
【００３１】
　このとき、同乗規則としては、ａ属性単独で乗車中の号機について、他の属性を有する
利用者に当該号機を割り当てず、ｂ属性が３人以上乗車している号機について、他の属性
を有する利用者に当該号機の割り当てを許容するといった形で設定する。また、既に互い
に異なる属性を有する複数の利用者が乗車している場合には、ｃ属性を含む２人以上とい
った細かな条件も設定可能とする。
【００３２】
　図３に戻って、かご割当部１２は、単一の属性の利用者が乗車予定または乗車中となっ
ている号機に対して、入場階の乗場に設置された報知装置５に利用者の属性を出力する。
報知装置５は、入力された利用者の属性に応じた報知を行う。
【００３３】
　なお、利用者識別部１１は、入場階以外の乗場に行先階登録装置２が設置されている場
合に、この行先階登録装置２で登録された行先階が入場階以外であり、当該行先階登録装
置２が設置された階床の属性と行先階の階床の属性とが一致しなくなるときには、登録さ
れた行先呼びおよびその利用者の属性とともに、不審者情報をかご割当部１２に出力する
。
【００３４】
　また、利用者識別部１１は、入場階以外の乗場に乗場呼び登録装置６が設置されている
場合に、この乗場呼び登録装置６が操作された階床にかごが到着し、かご呼び登録装置７
で登録された行先階が入場階以外であり、当該乗場呼び登録装置６が設置された階床の属
性と行先階の階床の属性とが一致しなくなるときには、登録された行先呼びおよびその利
用者の属性とともに、不審者情報をかご割当部１２に出力する。
【００３５】
　かご割当部１２は、不審者情報が付与された利用者に対してかごを割り当てた場合には
、入場階帰着指令を運転制御部１４に出力する。運転制御部１４は、入場階帰着指令が入
力されると、かごを行先階ではなく入場階に走行させ、入場階に到着後一旦乗場ドア１を
開放し、その後、かごを行先階に走行させる。これにより、不審者情報が付与された利用
者に対して、入場階での降車を促すことができる。
【００３６】
　以下、図５、６のフローチャートを参照しながら、この発明の実施の形態１に係るエレ
ベータの群管理制御装置の処理について説明する。なお、図５は、図３に示した同乗規則
設定部１３を省略した構成における処理を示し、図６は、同乗規則設定部１３を省略しな
い構成における処理を示している。
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【００３７】
　図５において、まず、エレベータの乗場において、行先階登録装置２または乗場呼び登
録装置６が操作され、登録された行先呼びまたは乗場呼びが利用者識別部１１に出力され
る（ステップＳ１０１）。
【００３８】
　続いて、利用者識別部１１は、操作された登録装置が、入場階に設置された行先階登録
装置２であるか否かを判定する（ステップＳ１０２）。
【００３９】
　ステップＳ１０２において、登録装置が、入場階に設置された行先階登録装置２である
（すなわち、Ｙｅｓ）と判定された場合には、利用者識別部１１は、登録された行先階の
階床の属性を利用者の属性と識別して、登録された行先呼びとその利用者の属性とをかご
割当部１２に出力する（ステップＳ１０３）。
【００４０】
　例えば、図４に示した建物において、１階に設置された行先階登録装置２で行先階とし
て４階が登録された場合には、４階に設定されたｂ属性が利用者の属性と識別され、利用
者の属性がｂ属性となる。
【００４１】
　一方、ステップＳ１０２において、登録装置が、入場階に設置された行先階登録装置２
でない（すなわち、Ｎｏ）と判定された場合には、利用者識別部１１は、行先階登録装置
２または乗場呼び登録装置６が設置された階床、すなわち、乗車階の属性を利用者の属性
と識別して、登録された行先呼びまたは乗場呼びと、その利用者の属性とをかご割当部１
２に出力する（ステップＳ１０４）。
【００４２】
　つまり、ステップＳ１０２において、操作された登録装置が乗場呼び登録装置６である
場合には、乗場呼び登録装置６は入場階以外の乗場に設置されることから、必ずステップ
Ｓ１０４に移行する。
【００４３】
　例えば、６階に設置された乗場呼び登録装置６で下方向の乗場呼びが登録された場合に
は、乗場呼び登録装置６が設置された６階に設定されたｃ属性が利用者の属性と識別され
、利用者の属性がｃ属性となる。
【００４４】
　次に、かご割当部１２は、新たに入力された利用者の属性について、割り当て可能な号
機がないか否か、すなわち、全ての号機において異なる属性を有する利用者と同乗になる
か否かを判定する（ステップＳ１０５）。
【００４５】
　ここで、ある号機に利用者を割り当てた後、乗車階から降車階へ走行する途中で、別の
利用者が乗車してくる場合に、同乗と判定される。ただし、乗場呼びが登録された場合に
は、降車階が不明であることから、乗場呼びの方向の終端階を降車階として取り扱うこと
とする。
【００４６】
　例えば、図４に示した建物において、４階に設置された乗場呼び登録装置６で上方向の
乗場呼びが登録された場合には、この利用者の属性は、ｂ属性となる。このとき、１階か
ら行先階を６階として割り当て済の号機は、４階に到着した際、ｃ属性の利用者がすでに
乗車していることから、異なる属性を有する利用者と同乗になる。なお、１階から行先階
を３階として割り当て済の号機は、ａ属性の利用者が３階で降車予定であることから、異
なる属性を有する利用者と同乗とならない。
【００４７】
　また、図４に示した建物において、５階に設置された乗場呼び登録装置６で下方向の乗
場呼びが登録された場合には、この利用者の属性は、ｂ属性となる。このとき、３階から
下方向の乗場呼びが登録済の号機は、３階に到着した際、ａ属性の利用者が乗車予定であ
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ることから、異なる属性を有する利用者と同乗になる。なお、５階に設置された乗場呼び
登録装置６で下方向の乗場呼びが登録された場合に、ｂ属性の利用者が乗場呼びを登録し
た時点では、４階で降車するのか、または１階で降車するのかを識別できないため、下方
向の終端階のＢ階を降車階とする。
【００４８】
　ステップＳ１０５において、全ての号機において異なる属性を有する利用者と同乗にな
る（すなわち、Ｙｅｓ）と判定された場合には、かご割当部１２は、全ての号機の中から
最も早く空かごになる号機を割り当てるが、同乗を避けるため、空かごになるまでは通過
運転し、空かごになった後で配車するようかごを制御する（ステップＳ１０６）。
【００４９】
　一方、ステップＳ１０５において、全ての号機において異なる属性を有する利用者と同
乗になるという条件を満たさない、すなわち、割り当て可能な号機がある（すなわち、Ｎ
ｏ）と判定された場合には、かご割当部１２は、異なる属性を有する利用者と同乗になる
号機以外から、通常の割当アルゴリズムを用いて最適な号機を割り当てる（ステップＳ１
０７）。
【００５０】
　続いて、利用者識別部１１は、再び、操作された登録装置が、入場階に設置された行先
階登録装置２であるか否かを判定する（ステップＳ１０８）。
【００５１】
　ステップＳ１０８において、登録装置が、入場階に設置された行先階登録装置２である
（すなわち、Ｙｅｓ）と判定された場合には、かご割当部１２は、新たな割当号機付近に
ある報知装置５に利用者の属性を出力し、報知装置５が入力された利用者の属性に応じた
報知を行って（ステップＳ１０９）、図５の処理を終了する。ここで、例えば報知装置５
は文字の表示器であり、利用者の属性が女性専用階に対応する場合には、「女性専用運転
中」という文字を表示する。
【００５２】
　一方、ステップＳ１０８において、登録装置が、入場階に設置された行先階登録装置２
でない（すなわち、Ｎｏ）と判定された場合には、かご割当部１２は、登録された行先階
が入場階以外かつ利用者の属性と異なるか否かを判定する（ステップＳ１１０）。
【００５３】
　ステップＳ１１０において、登録された行先階が入場階以外かつ利用者の属性と異なる
（すなわち、Ｙｅｓ）と判定された場合には、かご割当部１２は、入場階帰着指令を運転
制御部１４に出力し、運転制御部１４は、かごを行先階ではなく入場階に走行させ、入場
階に到着後一旦乗場ドア１を開放し、その後、かごを行先階に走行するよう制御して（ス
テップＳ１１１）、図５の処理を終了する。
【００５４】
　例えば、図４に示した建物において、６階に設置された乗場呼び登録装置６で下方向の
乗場呼びが登録された場合には、かごが６階に到着後、かご呼び登録装置７で行先階とし
て３階が登録されたときであっても、かごが３階を通過して１階で一度戸開閉した後に、
３階へ到着する。
【００５５】
　一方、ステップＳ１１０において、登録された行先階が入場階以外かつ利用者の属性と
いう条件を満たさない（すなわち、Ｎｏ）と判定された場合には、そのまま図５の処理を
終了する。
【００５６】
　なお、図３に示した同乗規則設定部１３を省略しない構成の場合には、図５に示したス
テップＳ１０５～Ｓ１０７が、図６に示したステップＳ２０１～Ｓ２０３に置き換えられ
る。
【００５７】
　図６において、まず、かご割当部１２は、同乗規則設定部１３により設定される同乗規
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則を参照して、全ての号機において同乗規則により割り当て不可であるか否か判定する（
ステップＳ２０１）。
【００５８】
　ステップＳ２０１において、全ての号機において同乗規則により割り当て不可である（
すなわち、Ｙｅｓ）と判定された場合には、かご割当部１２は、全ての号機の中から最も
早く空かごになる号機を割り当てるが、同乗を避けるため、空かごになるまでは通過運転
し、空かごになった後で配車するようかごを制御して（ステップＳ２０２）、図６の処理
を終了する。
【００５９】
　一方、ステップＳ２０１において、全ての号機において同乗規則により割り当て不可で
あるという条件を満たさない、すなわち、割り当て可能な号機がある（すなわち、Ｎｏ）
と判定された場合には、かご割当部１２は、同乗規則により割り当て不可となる号機以外
から、通常の割当アルゴリズムを用いて最適な号機を割り当てて（ステップＳ２０３）、
図６の処理を終了する。
【００６０】
　ただし、ステップＳ２０３において、互いに異なる属性を有する複数の利用者が乗車す
ることとなった場合には、図５に示したステップＳ１０９の処理を省略してもよい。
【００６１】
　図７は、この発明の実施の形態１に係るエレベータの群管理制御装置の動作を例示する
説明図である。図７では、図４に示した建物におけるエレベータの群管理制御装置の動作
の一例を示している。すなわち、この建物は、Ｂ階から６階までの７階建てであり、Ｂ階
および１階が入場階、２階および３階がａ属性、４階および５階がｂ属性、６階がｃ属性
である。また、エレベータは、Ａ、Ｂ、Ｃ号機の３台である。
【００６２】
　図７において、Ａ号機は、Ｂ階でａ属性の利用者が２人乗車しており、Ｂ号機は、５階
で空かごであり、Ｃ号機は、３階でｃ属性の利用者が１人乗車しているとする。このとき
、１階で行先階３階が登録されると、この利用者はａ属性と判定されるため、Ａ号機また
はＢ号機が割り当て可能である。そこで、１階に近いＡ号機が割り当てられる。
【００６３】
　次に、１階で行先階として４階および５階が登録されると、この利用者はｂ属性と判定
されるため、Ｂ号機のみが割り当て可能である。そこで、Ｂ号機が割り当てられる。
【００６４】
　最後に、６階で下方向への乗場呼びが登録されると、Ｂ号機は既にｂ属性の利用者が乗
車予定となっているが、ｂ属性の利用者が６階に到着前に降車するため、Ｂ号機またはＣ
号機が割り当て可能である。そこで、Ｃ号機が下方向に走行中であったとしても、Ｂ号機
よりは早く到着する可能性が高いため、Ｃ号機が割り当てられる。
【００６５】
　なお、図１では、報知装置５を表示器としたが、音声による報知としてもよいし、省略
してもよい。また、図１において、運転制御部１４を省略してもよい。
【００６６】
　以上のように、実施の形態１によれば、建物の出入口が設けられた階床である入場階の
乗場に設置された行先階登録装置により行先階が登録された場合に、この行先階の階床の
属性を利用者の属性と識別するとともに、入場階以外の階床の乗場に設置された行先階登
録装置または乗場呼び登録装置により行先階または乗場呼びが登録された場合に、行先階
登録装置または乗場呼び登録装置が設置された入場階以外の階床の属性を利用者の属性と
識別し、識別された利用者の属性に基づいて、利用者にかごを割り当てる。
　そのため、個人認証を行うことなく、異なる属性を有する利用者どうしの乗り合わせを
排除し、利用者が許可されていない階床へ移動することを抑制することができる。
　また、利用者の属性を識別するために、利用者がＩＤ番号を入力したり、ＩＤ情報が記
憶されたカードやタグを所持したりする必要がなくなるので、利用者の利便性が向上する
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なり、コストを低減することができる。
【００６７】
　また、かご割当部は、利用者識別部により識別された利用者の属性が互いに異なる複数
の利用者に対して、それぞれ異なるかごを割り当てる。そのため、認証手段を用いること
なく、簡易な構成で、女性専用階に行く利用者とそれ以外の利用者等を異なるかごに割り
当てることができる。
【００６８】
　また、かご割当部は、利用者識別部により識別された利用者の属性が複数の利用者につ
いて同一の場合、または同一の属性を有する複数の利用者がかごに乗車している場合に、
属性の異なる利用者に対して、当該かごの割り当てを許容する。そのため、エレベータの
運行効率を向上させることができる。
【００６９】
　また、互いに異なる属性を有する複数の利用者に対して、同じかごの割り当てを許容す
る同一属性の人数を設定する同乗規則設定部をさらに備えている。そのため、利用者の属
性毎に同じかごを割り当てることを許容する許容条件を設定することができる。
【００７０】
　また、入場階の乗場に設置され、かご割当部が割り当てたかごが単一の属性の利用者へ
の割り当てである場合に、利用者の属性を報知する報知装置をさらに備えている。そのた
め、明らかに属性の異なる利用者のかごへの同乗を抑制することができる。
【００７１】
　また、かごが属性の異なる行先階に停止する前に、かごを入場階に走行させ、入場階に
到着して一旦乗場ドアを開放した後に、かごを行先階に走行させる運転制御部をさらに備
えている。そのため、フロント階強制停止運転と同様のセキュリティを確保することがで
きる。
【図１】

【図２】

【図３】
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