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個人照合装置によって照合者が既登録者と認証された場合に、セキ 3. リテ ィゲー トを開 てエ レベー
タホール の移動を可能にするエ レベータの制御装置にお て、セキ L リテ ィゲー トを通過 した後、利
用者が何 らかの理由によって割当かごに乗車できなかった場合でも、上記利用者によるエ レベータの利
用を可能にして、利便性の低下を防止する。 このため、エ レベータホールに、ホールに る利用者が
自分の行先階を登録するための乗場行先階登録装置を設置する。そ して、常時はセキ リティゲー トに
連動 して行先呼びを自動登録するとともに、所定の条件が成立 した場合に、上記乗場行先階登録装置か
らの利用者の行先階登録を有効にする。



明 細 苫

エレベータの制御装置

技術分野

０００1 この発明は、建物のセキュリテイゲートと連動したェレベータの制御装置に関するも

のである。

背景技術

０００2 近年、ビル内における犯罪防止や不審者の進入防止のため、入り口にキュリテイゲ

ートが設置されたビルが多くなっている。そして、このようなビルでは、予め決められた

照合装置 (例えば、非接触式カードリーダや指紋等の生体識別装置) をセキュリテイ

ゲートに設置することにより、この照合装置による認証を介して、初めてェレベータホ

ールへの進入を可能にするシステムが導入されるようになっている。なお、上述のよう

なシステムは、某本的に、ビルのセキュリテイ向上のために設置されることが多い。

０００3 ビルのセキュリテイゲートとそのビルに備えられたェレベータとの連動に関して、これ

までにもいくつかの提案がなされている。

例えば、下記特許文献 には、ゲートに来た人がビルの居住者と判断されるとゲー

トを開き、同時に、ゲートが設置された玄関階にェレベータを呼ぶものが提案されて

いる。また、下記特許文献2 には、セキュリテイゲートに設けられている読取装置によ

って利用者の行先階情報を読み取り、ェレベータホールの案内器から剖当号機を案

内させるものが提案されている。更に、下記特許文献3 には、セキュリテイゲートが複

数バンクにまたがって設置されている場合に、セキュリテイゲートで照合された情報か
ら適切なバンクに振り分け、利用者の乗亜後に行先呼びを自動登録するものが提案

０００4 特許文献 1 : 日本特開2 ００4 号公報

特許文献2 : 日本特開2 ００7 ０758 号公報

特許文献3 : 国際公開WO2 ００6 ０43324 号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題



０００5 上記特許文献 乃至3は、セキュリティゲートと連動したェレベータの制御装置を開

示したものであるであるが、以下に示す問題点や事象に対して対応がなされていな

かった。

・セキュリティゲートを通過した人が、自分に割り当てられたかごに乗亜できなかっ
た場合の対応方法に関する記載がない。剖当かごに乗亜できない場合として、例え

ば、利用者が乗り遅れた場合、剖当かごが満員であった場合、剖当かごに何らかの

故障が発生して来亜できない場合等が挙げられる。

・セキュリティゲートを通過してからェレベータホールに到着するまでの移動時間や

それらの距離に応じた行先呼びの剖当方法に関する記載がない。

０００6 この発明は、上述のよぅな課題を解決するためになされたもので、その日的は、ビル

のセキュリティゲートを通過した後、利用者が何らかの理由によって剖当かごに乗亜

できなかった場合でも、上記利用者によるェレベータの利用を可能にして、利便性の

低下を防止することができるェレベータの制御装置を提供することである。

また、上記エレベータの制御装置において、セキュリティゲートからェレベータホー

ルまでの距離や利用者の移動時間を考慮した、最適な逆行管理を実現することを目

的とする。

課題を解決するための手段

０００7 この発明に係るェレベータの制御装置は、ビルに備えられた複数台のェレベータを

一群として管理する群管理盤と、一群のェレベータのホールに通じる通路に設置さ

れたセキュリティゲートと、セキュリティゲートに設けられた個人照合装置と、を備え、

個人照合装置によって照合者が既登録者と認証された場合に、セキュリティゲートを

開いてホールへの移動を可能にするェレベータの制御装置であって、群管理盤に

備えられ、個人照合装置によって照合者が既登録者と認証された場合に、予め登録

されている行先階情報に基づき、認証された照合者に対する剖当かごを決定する行

先呼び剖当手段と、行先呼び剖当手段によって決定された剖当かごに所定の階床

で利用者が乗亜したことを検出すると、剖当かごに対して、行先階情報に基づく行先

呼びを自動登録する行先呼び自動登録手段と、ホールに設けられ、ホールにいる利

用者が 自分の行先階を登録するための来場行先階登録装置と、所定の条件に基づ



き、来場行先階登録装置からの利用者の行先階登録を有効にする登録制御手段と

、を備えたものである。

発明の効果

０００8 この発明によれば、ビルのセキュリティゲートを通過した後、利用者が何らかの理由

によって剖当かごに乗亜できなかった場合でも、上記利用者によるェレベータの利

用を可能にして、利便性の低下を防止することができるよぅになる。

また、セキュリティゲートからェレベータホールまでの距離や利用者の移動時間を

考慮した、最適な逆行管理を実現することが可能となる。

図面の簡単な説明

０００9 図 にの発明の実施の形態 におけるェレベータの制御装置の構成を示すブロック

図である。

図2 セキュリティゲートの構成を示す平面図である。

図3 表示装置の表示例を示す図である。

図4 来場行先階登録装置の操作例を示す図である。

図5にの発明の実施の形態 におけるェレベータの制御装置の某本動作を示すフ

ローチャートである。

図6にの発明の実施の形態 におけるェレベータの制御装置の特徴的な動作を示

すフローチャートである。

図7にの発明の実施の形態 におけるェレベータの制御装置の特徴的な他の動作

を示すフローチャートである。

符号の説明

００1０ 群管理盤、 2 セキュリティゲート、 3 個人照合装置、 4 表示装置、

5 照合制御装置、 6 データベース、 7 照合処理手段、 8 制御盤、

9 制御盤、 ０ 逆行管理手段、 乗車検出手段、 2 通信手段、

3 かご、 4 号機表示板、 5 逆行管理手段、 6 乗車検出手段、

7 通信手段、 8 かご、 9 号機表示板、 2０ 来場行先階登録装置、

2 先呼び剖当手段、 22 通信手段、 23 来場呼び登録手段、

24 r先呼び自動登録手段、 25 登録制御手段、 26 逆行制御手段、



27 個人照合装置、 28 先階入力部、 29 表示部、

発明を実施するための最良の形態

００11 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。

００12 実施の形態 ・

図 はこの発明の実施の形態 におけるェレベータの制御装置の構成を示すブロッ

ク図である。図 において、 はビルに備えられた複数台のェレベータを一群として管

理する群管理盤である。なお、群管理盤 が管理する一群のェレベータは、ビルに備

えられたェレベータ全体であっても良いし、ビルに備えられたェレベータのぅちの一

部であっても良い。

００13 2は上記一群のェレベータのホールに通じる通路に設置されたセキュリティゲートで

ある。セキュリティゲート2ほ、ビル内における犯罪防止や不審者の進入防止のため

に備えられたものであり、例えば、ビルのェントランス階に設置される。具体的に、セ

キュリティゲート2は、上記群管理盤 がビルに備えられたェレベータ全体を管理する

場合、ビルの入り口等に設置される。また、ビルの一部に対して不特定多数の者の入

館を許可し、ビルの他部に対して特定の者の入館しか許可しない場合、セキュリティ

ゲート2はビルの上記一部から他部に通じる通路等に設置され、セキュリティゲート2

を通過しなければ、上記ビルの他部に通じるェレベータに乗亜することができないよ

ぅに配置される。

００14 上記セキュリティゲート2には、個人照合装置3と表示装置4 (図 において図示せ

ず) とが設けられている。

個人照合装置3は、例えば、非接触式のヵ一ドリーダ、或いは指紋や静脈等の生

体識別装置等によって構成される。この個人照合装置3は、入力された照合情報 (例

えば、ヵ一ドリーダによって読み取られた情報、指紋や静脈等の生体情報等) に某づ

き、照合者が、予め登録された登録者 (以下、「既登録者」といぅ)であるか否かを判

定する。そして、個人照合装置3は、入力された照合情報と予め記憶されている被照

合情報との照合判定によって照合者が既登録者であると認証すると、対応のセキ刀



ティゲート2を開き、照合者が上記ェレベータホールに移動できるよぅにする。

なお、表示装置4は、個人照合装置3の照合者に対して情報を提供する機能を有し

ている。

００15 また、照合制御装置5は、セキュリティゲート2と群管理盤 に管理されているェレベ

ータとの動作を関連付けるための機能を有している。具体的に、照合制御装置5は、

データベース6と照合処理手段 7とによってその要部が構成される。データベース6に

は、セキュリティゲート2の通行を許可する者 (即ち、上記既登録者) の被照合情報と

その者の行先階情報とが関連付けて記憶されている。そして、照合処理手段 7は、個

人照合装置3によって照合者が既登録者であると認証されると、データベース6から

その照合者の行先階情報を抽出して、群管理盤 に対して送信する。

００16 8及び9は群管理盤 によって管理制御されている各ェレベータを制御するための

制御盤である。図 は、最も単純な例として、群管理盤 によって 号機及び 号機の

2台ェレベータが管理されている場合を示している。

００17 号機の制御盤8は、逆行管理手段 ０、乗車検出手段 、通信手段 2によって

その要部が構成される。

逆行管理手段 ０は、 号機のかご 3の制御を含め、 号機全体の逆行管理を司

る。また、乗車検出手段 は、利用者がかご 3に乗亜したこと及びかご 3から降亜

したことを検出する機能を有している。この乗車検出手段 は、例えば、かご 3の積

載重呈を検出する秤装置や非接触式のドアセンザからの検出信号に某づき、利用

者の乗降を検出する。通信手段 2は、群管理盤 、制御盤8、かご 3、来場機器の

各相互間の通信を行ぅための機能を有している。

００18 4は 号機の来場に設けられた号機表示板である。この号機表示板 4は、ェレベ

ータの号機名を表示するためのものであり、 号機の出入口近傍に配置される。なお

、号機表示板 4は、単なる銘板として構成しても、ホールランタンと兼用した構成とし

ても良い。

００19 号機に関しても上記 号機と同様の構成を有しており、 号機の制御盤9には、上

記 ０乃至 2に示す各手段と同様の機能を有する逆行管理手段 5、乗車検出手段

6、通信手段 7が備えられている。また、 8は 号機のかごを示しており、 号機の



来場には号機表示板 9が設置されている。

００2０ 2０は上記ェレベータホールに設けられた来場行先階登録装置である。この来場行

先階登録装置2０は、上記ホールにいる利用者が 自分の行先階を登録するための機

能を有しており、上記通信手段 2を介して、群管理盤 等との情報の送受信が行わ

れる。なお、上記来場行先階登録装置2０は、セキュリティゲート2が設置された階床

のみに設置しても良いし、 号機及び 号機がザ一ビスする全ての階床又は一部の

階床に設置しても良い。

００2 1 次に、上記群管理盤 の機能及び構成について具体的に説明する。

群管理盤 は、例えば、行先呼び剖当手段 2 、通信手段 22、来場呼び登録手段 2

3、行先呼び自動登録手段 24、登録制御手段 25、逆行制御手段 26によってその要

部が構成される。

行先呼び剖当手段 2 は、ェレベータ利用者が行先階を登録した場合に、その行

先呼びに対して、管理しているェレベータの中から最適なェレベータ (図 に示す構

成では、 号機のかご 3或いは 号機のかご 8)を割り当てる機能を有している。

００22 ェレベータの利用者が行先階を登録する方法としては、セキュリティゲート2の通過

を介して登録する方法と、来場行先階登録装置2０を操作することによって登録する

方法とがある。行先呼び剖当手段 2 は、上記双方の登録方法に対応している。例え

ば、個人照合装置3によって照合者が既登録者と認証され、照合制御装置5から、予

め記憶されているその照合者の行先階情報が群管理盤 に送信されると、行先呼び

剖当手段 2 は、受信した行先階情報に某づき、上記照合者に対する剖当かごを選

択する。また、来場行先階登録装置2０から有効に行先階登録が行われると、来場行

先階登録装置2０から送信されてきたその操作者の行先階情報に某づき、上記操作

者に対する剖当かごを選択する。

００23 なお、群管理盤 と照合制御手段 5との通信は、通信手段 22によって制御される。

したがって、照合制御装置5からの行先階情報は、この通信手段 22を介して群管理

盤 に受信される。また、行先呼び剖当手段 2 によって照合者に対する剖当かごが

決定されると、その剖当かごの情報は、通信手段 22を介して照合制御装置5に送信

され、上記照合者の行先階情報と共に対応の表示装置4に表示される。



００24 来場呼び登録手段 23ほ、行先呼び剖当手段 2 によって剖当かごが決定された場

合に、その剖当かごに対して来場呼びを登録する機能を有している。例えば、照合

制御装置5からの行先階情報に某づき割当かごが選択された場合は、来場呼び登

録手段 23は、その剖当かごに対して、セキュリティゲート2の設置階床の来場呼びを

登録する。また、来場行先階登録装置2０からの行先階情報に某づき割当かごが選

択された場合、来場呼び登録手段 23は、行先階登録が行われた来場行先階登録

装置2０の設置階床の来場呼びを、上記剖当かごに対して登録する。

００25 行先呼び自動登録手段 24は、行先呼び剖当手段 2 によって剖当かごが決定され

た後、その剖当かごに対して、適切なタイミングで行先呼びを自動登録する機能を有

している。例えば、照合制御装置5からの行先階情報に某づき割当かごが選択され

た場合、行先呼び自動登録手段 24は、その剖当かごに所定の階床で利用者が乗亜

したことを検出すると、上記剖当かごに対して、上記行先階情報に某づく行先呼びを

自動登録する。

なお、上記所定の階床とは、セキュリティゲート2を通過した照合者が剖当かごに乗

亜する階床のことを意味し、一般的には、セキュリティゲート2の設置階床が該当する

。また、剖当かごとして 号機のかご 3が選択された場合、上記所定の階床におい

て利用者が乗亜したことの検出は、例えば、制御盤8からの入力情報 (逆行管理手段

０によるかご 3の停止階情報や乗車検出手段 による検出情報等) に某づいて行

われる。

００26 また、来場行先階登録装置2０からの行先階情報に某づき割当かごが選択された

場合、行先呼び自動登録手段 24は、行先階登録が行われた来場行先階登録装置2

0の設置階床でその剖当かごに利用者が乗亜したことを検出すると、上記剖当かご

に対して、その行先階情報に某づく行先呼びを自動登録する。

００27 登録制御手段 25は、所定の条件に某づき、来場行先階登録装置2０からの利用者

の行先階登録が有効か否かを判定する機能を有している。即ち、上記所定の条件が

成立しない場合、登録制御手段 25は、来場行先階登録装置2０からの行先階登録を

無効とし、利用者が来場行先階登録装置2０から自分の行先階を入力しても、来場呼

び登録手段 23による来場呼びの登録や行先呼び自動登録手段 24による行先呼び



の登録が行われないよぅ こ制御する。

そして、逆行制御手段 26は、上記各手段 2 乃至25からの情報等に某づき、ェレ

ベータ全般の逆行管理を適切に行ぅ。

００28 次に、図2乃至図4に某づき、上記セキュリティゲート2及び来場行先階登録装置2

0の具体例について説明する。図2はセキュリティゲートの構成を示す平面図、図3は

表示装置の表示例を示す図、図4は来場行先階登録装置の操作例を示す図である

００29 セキュリティゲート2には、図2に示すよぅに、例えば、入館時の入り口側の端部に上

記個人照合装置3が、退館時の入り口側の端部に個人照合装置3と同様の構成を有

する個人照合装置27が設置されている。そして、表示装置4は、個人照合装置27の

近傍に設置され、個人照合装置3で既登録者と認証された照合者が、表示された自

分の行先階情報と剖当かごとを見易いよぅに配置されている。なお、個人照合装置3

によって照合者が既登録者と認証されると、表示装置4には、先ず、図3に示すよぅに

、この照合者に対して予め記憶された行先階 (例えば、 4階を示す 4)が表示され、

その後、割り当てられたかご ( 号機を示す ) が表示される。

００3０ また、来場行先階登録装置2０は、例えば、下部の行先階入力部28と上部の表示

部29とによって構成される。行先階入力部28は、ホールにいる利用者が行先階を入

力するためのものである。表示部29は、利用者に対して必要な情報を表示するため

のものであり、入力した行先階や剖当かごの情報等が表示される。図4は、利用者が

4階と行先階を入力し、剖当かごとして 号機が選択された場合の表示を示してい
る。即ち、利用者は、先ず、行先階入力部2 の「 」を示す釦と「4」を示す釦を順次

押すことにより、自分の行先階を入力する。そして、行先階が 4階に確定され、 号

機が割り当てられると、表示部29に 号機を示す の文字が表示される。

００3 1 なお、図 及び図4では、一例として、行先階入力部28がテンキー式である場合を

示しているが、来場行先階登録装置2０の方式は如何なるものでも良く、例えば、タッ

チパネルで構成しても構わない。また、上記ホールに、他の個人照合装置 (図示せ

ず)を設置することにより、この個人照合装置と細み合わせて来場行先階登録装置2

0を構成しても良い。かかる場合、登録制御手段 25は、例えば、常時は来場行先階



登録装置2０からの利用者の行先階登録を無効にする。そして、ホールに設置された

個人照合装置によって照合者が既登録者と認証された場合に、来場行先階登録装

置2０からの利用者の行先階登録を有効にする。この時、ホールに設置する個人照

合装置を上記個人照合装置3と同種のもので構成することにより、登録データの共有

化や利用者の利便性向上を図ることが可能となる。

００32 次に、図5乃至図7に某づき、上記構成を有するェレベータの制御装置の動作に

ついて説明する。

００33 図5はこの発明の実施の形態 におけるェレベータの制御装置の某本動作を示す

フローチャートである。

セキュリティゲート2を通過しよぅとする者が個人照合装置3に対して所定の動作を

行ぅと、個人照合装置3が動作して、照合者が既登録者か否か(照合結果がO か

Gか) が判定される (S ０ S ０2) S ０2において照合者が既登録者と認証される

と、セキュリティゲート2が開き、照合者は、ェレベータホールへの移動が可能になる (

S ０3)。同時に、S ０2において照合者が既登録者と認証されると、表示装置4にそ

の照合者の行先階が表示される (S ０4)

００34 また、照合制御装置5は、5 ０2で認証された照合者の行先階情報を抽出し、群管

理盤 に伝送する (S ０5)。そして、群管理盤 は、照合制御装置5から行先階情報

が入力されることにより、来場呼びを自動登録し、その行先階情報に対して剖当かご

を選択する (S ０6 S ０7)。また、S ０7で上記照合者に対する剖当かごが決定す

ると、その情報がセキュリティゲート2に対して伝送され、表示装置4に剖当かごの情

報が表示される (S ０8 S ０9)

００35 その後、剖当かごが玄関階に到着して戸開動作が行われると、上記照合者の乗亜

が可能な状態となる (S ０)。そして、 0において戸開した後、この剖当かごへの

乗亜が検出されると、上記照合者の目的階のかご呼びが 自動登録され、剖当かごは

目的階への走行を開始する (S ０)

なお、S ０2において照合者が既登録者と認証されなければ、セキュリティゲート2

は開かず、照合者のェレベータホールへの移動は許可されな V(S 2)

００36 また、図6はこの発明の実施の形態 におけるェレベータの制御装置の特徴的な動



作を示すフローチヤートである。なお、図6は、個人照合装置3で既登録者と認証され

た照合者が、自分の剖当かごに乗亜できない場合の動作を示している。

セキュリティゲート2を通過しよぅとする者が個人照合装置3に対して所定の動作を

行ぅと、個人照合装置3が動作して、照合者が既登録者か否か(照合結果がO か

Gか) が判定される (S 2０ S 2０2) S 2０2において照合者が既登録者と認証される

と、S ０4乃至S ０7と同じ動作が行われ、その照合者に対して剖当かごが選択され

る (S 2０3 S 2０4)

また、群管理盤 は、利用者 (上記照合者) が剖当かごに乗亜するためにホール (

具体的には、剖当かごの来場) に到着すると(52０5) 、剖当かごがその来場に到着し

ているか否かを判定する (52０6)。そして、剖当かごが到着する前であれば、その来

場において剖当かごへの利用者の乗亜が検出された後に、目的階のかご呼びを自

動登録する (52０7)。即ち、52０6から52０7に至る動作は、照合者が乗り遅れること

なく剖当かごに乗亜できた場合を示している。

一方、上記照合者が来場に到着する前に剖当かごがその来場に到着したことが検

出されると(S 2０6の o)、登録制御手段 25は、来場行先階登録装置2０からの行先

階登録を有効な状態にする。したがって、来場に到着した上記照合者は、来場行先

階登録装置2０を操作することによって自分の行先階を入力することができるよぅにな

る (52０8 )。かかる場合、群管理盤 は、来場行先階登録装置2０から送信されてきた

行先階情報に某づき割当かごを選択し(52０9) 、その後、上記来場行先階登録装置

2０の設置階床で剖当かごへの乗亜が検出されると、行先階情報に某づくかご呼び

を自動登録して、目的階への走行を開始する (S 2 ０)

なお、S 2０2において照合者が既登録者と認証されなければ、セキュリティゲート2

は開かず、照合者のェレベータホールへの移動は許可されな (S 2 )

図6に示す動作は、「個人照合装置3によって既登録者と認証された照合者がホー

ルに到着する前に、上記照合者に対する剖当かごがホールに到着したこと」を、登録

制御手段 25が来場行先階登録装置2０からの行先階登録を有効にするための条件

として採用している。そして、このよぅな条件を採用することにより、利用者が何らかの

理由によってホールへの到着が遅れ、自分の剖当かごに乗り遅れてしまった場合で



も、ホールから自分の行先階を登録することかてきるよぅになる。

００4０ なお、上記は卓に一例を示したものてあり、登録制御手段 25か来場行先階登録装

置2０からの行先階登録を有効にするための条件として、他の条件を採用しても構わ

ない。例えは、常時は来場行先階登録装置2０からの行先階登録を無効にしておき、

剖当かこかホールにおいて満員てある場合や、剖当かこかホールに到着する前に

照合者に対する割り当てか何らかの理由によって解梢された場合に、来場行先階登

録装置2０からの行先階登録を有効にしても良い。かかる条件を採用することにより、

満員時や故障発生時等にも対応することかてきるよぅになる。

また、限定的な条件を採用せす、来場行先階登録装置2０からの行先階登録を常

時有効とするよぅに構成しても構わない。

００4 1 また、図7はこの発明の実施の形態 におけるェレヘ一タの制御装置の特徴的な他

の動作を示すフローチャートてある。なお、図7に示すS 3０ 乃至S 3０5 S 3 2の動

作は、図5に示すS ０ 乃至S ０5 S 2の動作と同してあるため、その説明は省略

する。

００42 群管理盤 は、照合制御装置5から照合者の行先階清報か迭信されると、その照合

者か個人照合装置3て照合を行ってからホールに移動するまてに要する移動距離又

は移動時間も考慮して、最適な剖当かこの選択を行ぅ。具体的には、先す、既にホー

ルに到着しているかこか存在するか否かの判定を了 、刊 (53０6) 、該当するかこを剖

当候補かこから除外する (53０7)。次に、所定時間経過後にホールに到着すると予

想されるかこかいるか否かを判定し(5 3０8) 、該当するかこかあれは、そのかこを剖

当かこに選択する (53０9)。また、5 3０8において該当するかこか存在しない場合は

、上記照合者のホールての待ち時間か最短となるかこを剖当かことして選択する (S

3 ０)。これは、セキュリティケート2からホールに移動するまての時間を考慮し、乗り

遅れや事前呼ひ割り当てによる無駄な庫行を極力発生させないよぅにするためてあ

る。

００43 そして、上記照合者に対する剖当かこか決定すると、その清報かセキュリティケート

2に対して伝迭され、表示装置4に剖当かこの盾報か表示される (S3 )。なお、そ

の後は、図5或いは図6に示す動作と同様の動作か行われる。



００44 この発明の実施の形態 によれば、ビルのセキュリテイゲート2を通過した後、利用

者が何らかの理由によって剖当かごに乗亜できなかった場合でも、上記利用者によ

るエレベータの利用を可能にして、利便性の低下を防止することができるようになる。

即ち、エレベータ利用者は、セキュリテイゲート2を通過した後、乗り遅れ等によって

剖当かごに乗亜できなかった場合でも、来場行先階登録装置2０を操作することによ

って、直ぐにエレベータを利用することが可能となる。

００45 また、上記構成であれば、セキュリテイゲート2からエレベータホールまでの距離や

利用者の移動時間を考慮した、最適な逆行管理を実現することが可能となる。このた

め、エレベータ全体の逆行効率を向上させ、，央適なザ一ビスを提供することができる

ようになる。

００46 なお、実施の形態 では、群管理盤 が単一バンクの制御を行う場合について説明

した。しかし、群管理盤 によって管理されるエレベータは複数バンクであっても良く、

かかる場合であっても上記と同様の構成により上記効果を奏することが可能である。

また、ビルの用途についても、オフイスビルだけでなく、例えば、大規模マンションや

ホテル等にも適用可能である。

産業上の利用可能性

００47 以上のように、この発明にかかるエレベータの制御装置は、ビルにセキュリテイゲー

トが設置され、エレベータの制御をこのセキュリテイゲートに連動させる場合に適用す

ることができる。



請求の範囲

ビルに備えられた複数台のェレベータを一群として管理する群管理盤と、

前記一群のェレベータのホールに通じる通路に設置されたセキュリティゲートと、

前記セキュリティゲートに設けられた個人照合装置と、

を備え、前記個人照合装置によって照合者が既登録者と認証された場合に、前記セ

キュリティゲートを開いて前記ホールへの移動を可能にするェレベータの制御装置で

あって、

前記群管理盤に備えられ、前記個人照合装置によって照合者が既登録者と認証さ

れた場合に、予め登録されている行先階情報に某づき、前記認証された照合者に対

する剖当かごを決定する行先呼び剖当手段と、

前記行先呼び剖当手段によって決定された前記剖当かごに所定の階床で利用者

が乗亜したことを検出すると、前記剖当かごに対して、前記行先階情報に某づく行先

呼びを自動登録する行先呼び自動登録手段と、

前記ホールに設けられ、前記ホールにいる利用者が 自分の行先階を登録するため

の来場行先階登録装置と、

所定の条件に某づき、前記来場行先階登録装置からの利用者の行先階登録を有

効にする登録制御手段と、

を備えたことを特徴とするェレベータの制御装置。

2 登録制御手段は、常時ほ来場行先階登録装置からの利用者の行先階登録を無効

にするとともに、

個人照合装置によって既登録者と認証された照合者がホールに到着する前に、前

記照合者に対する剖当かごが前記ホールに到着した場合、前記剖当かごが前記ホ

ールで満員である場合、前記剖当かごが前記ホールに到着する前に前記照合者に

対する割り当てが解消された場合の少なくとも何れかの場合に、前記来場行先階登

録装置からの利用者の行先階登録を有効にすることを特徴とする請求項 に記載の

ェレベータの制御装置。

3 ェレベータのホールに、セキュリティゲートに設けられた個人照合装置と同種の個

人照合装置が設置され、



登録制御手段は、常時ほ来場行先階登録装置からの利用者の行先階登録を無効

にし、前記ホールに設置された前記個人照合装置によって照合者が既登録者と認、

証された場合に、前記来場行先階登録装置からの利用者の行先階登録を有効にす

ことを特徴とする請求項 に記載のェレベータの制御装置。

4 先呼び剖当手段は、予め登録されている行先階情報と、利用者が個人照合装置

で照合を行ってからェレベータのホールに移動するまでに要する移動距離又は移動

時間とに某づき、個人照合装置によって既登録者と認証された照合者に対する剖当

かごを決定することを特徴とする請求項 に記載のェレベータの制御装置。
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