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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エレベータの停止階を指定する動作指示を受け付ける動作指示受付装置であって、
　動作指示の複数の選択肢がそれぞれ割り当てられ、手のひらを撮像する複数の手のひら
静脈認証センサと、
　前記手のひら静脈認証センサのいずれか一から生体情報が検出された場合に、登録され
た利用者の生体情報と照合する照合手段と、
　正常に照合された前記手のひら静脈認証センサに対応する一の選択肢を動作指示として
決定する決定手段と
を備え、
　前記複数の手のひら静脈認証センサは、１つの手のひら静脈認証センサ部品の感知領域
をエリア分割して形成される
ことを特徴とする動作指示受付装置。
【請求項２】
　前記決定手段は、正常に照合された前記手のひら静脈認証センサに対応する一の選択肢
が、照合により特定された利用者に選択が許可される動作指示である場合に、当該選択肢
を動作指示として決定する
ことを特徴とする請求項１に記載の動作指示受付装置。
【請求項３】
　前記手のひら静脈認証センサは、動作指示の複数の選択肢の数と同数設けられる
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ことを特徴とする請求項１または２のいずれか一項に記載の動作指示受付装置。
【請求項４】
　前記手のひら静脈認証センサは、動作指示の複数の選択肢のうち本人認証が必要な選択
肢についてのみ設けられる
ことを特徴とする請求項１または２のいずれか一項に記載の動作指示受付装置。
【請求項５】
　前記決定手段は、決定した動作指示に対応する動作が完了するまで、動作指示の変更を
許容する
ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか一項に記載の動作指示受付装置。
【請求項６】
　前記照合手段は、複数の前記手のひら静脈認証センサから生体情報が検出された場合、
登録された利用者の生体情報と最も高い類似度を示した生体情報が検出された前記手のひ
ら静脈認証センサを特定し、
　前記決定手段は、特定された前記手のひら静脈認証センサに対応する選択肢を動作指示
として決定する
ことを特徴とする請求項１乃至５のいずれか一項に記載の動作指示受付装置。
【請求項７】
　エレベータの停止階を指定する動作指示を受け付ける動作指示受付方法であって、
　動作指示の複数の選択肢がそれぞれ割り当てられ、手のひらを撮像する複数の手のひら
静脈認証センサのいずれか一から生体情報が検出された場合に、登録された利用者の生体
情報と照合する照合工程と、
　正常に照合された前記手のひら静脈認証センサに対応する一の選択肢を動作指示として
決定する決定工程と
を備え、
　前記複数の手のひら静脈認証センサは、１つの手のひら静脈認証センサ部品の感知領域
をエリア分割して形成される
ことを特徴とする動作指示受付方法。
【請求項８】
　前記決定工程は、正常に照合された前記手のひら静脈認証センサに対応する一の選択肢
が、照合により特定された利用者に選択が許可される動作指示である場合に、当該選択肢
を動作指示として決定する
ことを特徴とする請求項７に記載の動作指示受付方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エレベータの停止階制御等に用いられる動作指示受付装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、セキュリティを照合しまたはリフト設備によって人物を輸送するため
のシステムが開示されている。
【０００３】
　すなわち、第１の形態として、携帯する認証装置において指紋等の照合により人物を特
定する認証コードを生成し、エレベータ設備に固定された認識装置に認証コードを送信す
る。認識装置に接続された照合装置は登録された人物のデータと照合し、照合された場合
にはその人物に対して予め設定された移動先を取得する。次いで、照合装置はその人物が
その移動先に対して許可されているか登録データと照合し、照合された場合には移動先へ
の輸送を行う。
【０００４】
　また、第２の形態として、携帯する認証装置において指紋等の照合により人物を特定す
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る認証コードを生成し、エレベータ設備に固定された認識装置に認証コードを送信すると
ともに、移動先を入力する。認識装置に接続された照合装置は登録された人物のデータと
照合し、照合された場合にはその人物がその移動先に対して許可されているか登録データ
と照合し、照合された場合には移動先への輸送を行う。
【０００５】
　一方、特許文献２には、使用頻度の高い携帯電話機の機能を携帯電話機の使用者が携帯
電話機に登録しておき、登録した機能を簡易な操作で作動させることができる携帯電話が
開示されている。すなわち、指紋認証センサを有し、指紋認証センサにより認識した複数
の指の指紋と特定の機能とをそれぞれ関連付けて登録し、指紋照合した指と関連付けられ
た機能を実行するようにしている。
【０００６】
　また、特許文献３には、タッチパネルを用いてより快適なマウスエミュレーションを実
現し、ユーザがより自然な使用感でタッチパネル入力が可能な情報処理装置が開示されて
いる。すなわち、タッチパネル上の複数の指示位置をセンサで検知し、複数の指示位置、
各々の所定情報を認識し、認識された所定情報（各指示位置あるいはセンサに対応）と入
力信号（選択肢）とを対応させるようにしている。
【０００７】
　また、特許文献４には、電子機器のための数字キーブロックのキー操作によってテキス
ト入力をするための装置が開示されている。すなわち、キーブロックのそれぞれのキーの
後に、キー上のユーザの指位置を測定するセンサが配設されており、この位置（センサ出
力）を評価し、この位置を可能な入力選択肢に割り当てるようにしている。
【特許文献１】特開２００４－３５２５０２号公報
【特許文献２】特開２００５－２６８９５１号公報
【特許文献３】特開２００２－５５７８１号公報
【特許文献４】特表２００５－５２７０１８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上述した特許文献１の第１の形態では、移動先が利用者毎に予め設定されるため、利用
時に利用者が移動先を選択することができないという問題がある。また、第２の形態では
、利用者は、指紋等の照合と移動先の入力という２ステップの操作が必要となり、操作が
煩雑であるという問題がある。
【０００９】
　一方、特許文献２では、一つの指は一種類の動作しか選択できず、汎用的な動作指示に
は使用できないという問題がある。
【００１０】
　また、特許文献３、４では、選択時に選択の確からしさを判断しないため、セキュリテ
ィの要求される動作指示には使用できないという問題がある。
【００１１】
　上記の従来の問題点に鑑み、複数の選択肢の中から一の動作指示を受け付け、かつ、選
択時に選択を指示する人物の本人確認が必要な装置やシステムに動作指示を与える際、選
択と本人確認にかかる利用者の動作を最小にすることのできる動作指示受付装置を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　この動作指示受付装置の一実施態様では、エレベータの停止階を指定する動作指示を受
け付ける動作指示受付装置であって、動作指示の複数の選択肢がそれぞれ割り当てられ、
手のひらを撮像する複数の手のひら静脈認証センサと、前記手のひら静脈認証センサのい
ずれか一から生体情報が検出された場合に、登録された利用者の生体情報と照合する照合
手段と、正常に照合された前記手のひら静脈認証センサに対応する一の選択肢を動作指示
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として決定する決定手段とを備え、前記複数の手のひら静脈認証センサは、１つの手のひ
ら静脈認証センサ部品の感知領域をエリア分割して形成される。
【００１３】
　好ましくは、前記決定手段は、正常に照合された前記手のひら静脈認証センサに対応す
る一の選択肢が、照合により特定された利用者に選択が許可される動作指示である場合に
、当該選択肢を動作指示として決定する

【発明の効果】
【００１４】
　開示の動作指示受付装置にあっては、本人の確認と操作指示の受付を利用者の一つの動
作で実現することができ、利用者の動作を最小にすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明の好適な実施形態につき説明する。
【００１６】
　<構成>
　図１は本発明をエレベータ停止階制御に適用した一実施形態の構成例を示す図である。
すなわち、特定の人物しか所定の階の停止を指定することのできないエレベータに適用し
た例である。なお、本発明の適用対象はエレベータに限られないことは言うまでもない。
【００１７】
　図１において、管理室１には、生体情報獲得センサ１１と入力部１２と利用者情報登録
部１３と登録情報記憶部１４とが設けられている。
【００１８】
　生体情報獲得センサ１１は、照合時に用いる事前登録用の生体情報を獲得する装置であ
る。生体情報としては、指紋、手のひら静脈パターン等の種々のものが利用できる。
【００１９】
　入力部１２は、キーボード、マウス等の装置であり、利用者の氏名や停止可能階等の入
力および登録操作に用いられる。
【００２０】
　利用者情報登録部１３は、生体情報獲得センサ１１から入力された生体情報と入力部１
２から入力された情報とに基づいて登録情報記憶部１４に対して利用者情報の登録を行う
部分である。
【００２１】
　登録情報記憶部１４は、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）等の情報記録媒体である。登録情
報としては、ボタン管理情報１４１と利用者管理情報１４２とボタン選択可能者管理情報
１４３とがある。それぞれのデータ項目については後述する。ボタン選択可能者管理情報
１４３はボタン管理情報１４１と利用者管理情報１４２とを合成したものであり、後の処
理を効率化するために設けられているが、省略することもできる。
【００２２】
　入力部１２、利用者情報登録部１３および登録情報記憶部１４はＰＣ（Personal Compu
ter）等により実現することができる。
【００２３】
　エレベータ・カゴ２内には、利用者が停止階等の入力を行う操作パネル２１が設けられ
ている。操作パネル２１には、生体認証センサ・ボタン２２＃１、２２＃２、・・と、通
常ボタン２３＃１、２３＃２、・・と、停止階番号表示部２４とが設けられている。
【００２４】
　生体認証センサ・ボタン２２＃１、２２＃２、・・は、生体認証センサによりボタンを
兼ねたものである。
【００２５】
　通常ボタン２３＃１、２３＃２、・・は、機械的あるいは静電式のスイッチである。な



(5) JP 5347388 B2 2013.11.20

10

20

30

40

50

お、操作パネル２１上のボタンを全て生体認証センサ・ボタン２２＃１、２２＃２、・・
で実現する場合には、通常ボタン２３＃１、２３＃２、・・は不要となる。
【００２６】
　停止階番号表示部２４は、選択された停止階を表示するものであり、ボタンの周囲や近
傍に設けられたランプ等により実現される。選択された停止階の階数を数字により表示す
るものであってもよい。
【００２７】
　階番号・階番号指定者確認部３は、停止階受付の主たる制御動作を行う部分であり、エ
レベータ・カゴ２内に設けてもよいし、外部に設けてもよい。
【００２８】
　階番号・階番号指定者確認部３は、キャプチャデータ取得部３１と生体情報検出部３２
と生体情報照合部３３と選択階決定部３４とデータ保持部３５とを備え、操作パネル２１
の生体認証センサ・ボタン２２＃１、２２＃２、・・および通常ボタン２３＃１、２３＃
２、・・から信号を入力し、停止階番号表示部２４およびエレベータ動作制御部４に制御
信号を出力する。エレベータ動作制御部４はエレベータ・カゴ２の昇降、ドアの開閉等を
制御するものである。
【００２９】
　キャプチャデータ取得部３１は、生体認証センサ・ボタン２２＃１、２２＃２、・・か
ら指紋画像、手のひら静脈画像等のキャプチャデータを取得する機能を有している。
【００３０】
　生体情報検出部３２は、キャプチャデータ取得部３１により取得したキャプチャデータ
から照合に用いる生体情報を検出する機能を有している。なお、キャプチャデータの取得
および生体情報の検出を生体認証センサ・ボタン２２＃１、２２＃２、・・内で行う場合
には、キャプチャデータ取得部３１および生体情報検出部３２を省略することができる。
【００３１】
　生体情報照合部３３は、生体情報検出部３２で検出された生体情報を事前登録された生
体情報と比較照合する機能を有している。
【００３２】
　選択階決定部３４は、生体情報照合部３３の照合結果もしくは通常ボタン２３＃１、２
３＃２、・・の選択内容から選択階を決定する機能を有している。
【００３３】
　データ保持部３５は、処理に必要な情報を保持するものであり、保持情報にはボタン状
態情報３５１と利用者選択状態情報３５２と利用者生体情報３５３とがある。それぞれの
データ項目については後述する。なお、利用者生体情報３５３は照合の都度に登録情報記
憶部１４の利用者管理情報１４２から生体情報を取得する場合には省略することができる
。
【００３４】
　図２は操作パネル２１の例を示す図である。この例では、操作パネル２１上の階数を指
示するボタンを全て生体認証センサ・ボタン２２＃１～２２＃８により実現している。
【００３５】
　図３は操作パネル２１の他の例を示す図である。この例では、利用者の認証が必要な階
に対応するボタンを生体認証センサ・ボタン２２＃１１、２２＃１２、２２＃３０で実現
し、特に利用者の認証が必要でない階に対応するボタンを通常ボタン２３＃１～２３＃１
０、２３＃１３～２３＃２３、・・で実現している。例えば、ＶＩＰ（Very Important P
erson）のみが指定できる階を一部に含むような場合、その階を指定するボタンだけ生体
認証センサ・ボタンとする。
【００３６】
　図４は操作パネル２１の他の例を示す図である。この例では、一つの生体認証センサ部
品の感知領域を区切って複数のボタンに見立てるようにしている。すなわち、左側の生体
認証センサ部品のセンサ面を４つのエリアに分割して生体認証センサ・ボタン２２＃１、
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２２＃２、２２＃５、２２＃６とし、右側の生体認証センサ部品のセンサ面を４つのエリ
アに分割して生体認証センサ・ボタン２２＃３、２２＃４、２２＃７、２２＃８としてい
る。図５はこのようなエリア分割の場合のキャプチャ例（手のひら静脈認証センサを用い
た場合）を示す図であり、撮影した生体画像を４分割し、それぞれの生体画像を生体認証
センサ・ボタン２２＃１、２２＃２、２２＃５、２２＃６の入力画像として扱うことによ
り、それぞれが個別の生体認証センサである場合と同様に動作させることができる。なお
、分割数は４に限られず、生体認証センサ部品のサイズ等を考慮して任意の分割数とする
ことができる。
【００３７】
　図６は登録情報記憶部１４に保持される各種情報の例を示す図である。
【００３８】
　（ａ）はボタン管理情報１４１の例を示しており、生体認証センサ・ボタン２２（２２
＃１、２２＃２、・・）の操作パネル２１上の位置を特定する「ボタン番号」と、当該ボ
タンが選択された場合の移動階を示す「アクション」の項目を有している。
【００３９】
　（ｂ）は利用者管理情報１４２の例を示しており、利用者を特定する「利用者」と、当
該利用者の生体情報である「生体情報」と、当該利用者に許可される停止可能階を示す「
停止可能階」の項目を有している。
【００４０】
　（ｃ）はボタン選択可能者管理情報１４３の例を示しており、生体認証センサ・ボタン
２２の操作パネル２１上の位置を特定する「ボタン番号」と、当該ボタンが選択された場
合の移動階を示す「アクション」と、当該移動階を選択可能な利用者を示す「選択可能者
」の項目を有している。なお、ボタン選択可能者管理情報１４３は、（ｂ）の利用者管理
情報１４２を停止可能階毎に整理し、（ａ）のボタン管理情報１４１と合体することで生
成することができる。情報量的には（ａ）のボタン管理情報１４１と（ｂ）の利用者管理
情報１４２を上回るものではないが、後述する階番号・階番号指定者確認部３におけるボ
タン状態情報３５１を生成する上で処理を簡略化するために設けてある。従って、階番号
・階番号指定者確認部３側で（ａ）のボタン管理情報１４１と（ｂ）の利用者管理情報１
４２からボタン状態情報３５１を生成する場合には、ボタン選択可能者管理情報１４３を
予め用意しておく必要はない。
【００４１】
　図７は階番号・階番号指定者確認部３のデータ保持部３５に保持される各種情報の例を
示す図である。
【００４２】
　（ａ）はボタン状態情報３５１の例を示しており、生体認証センサ・ボタン２２の操作
パネル２１上の位置を特定する「ボタン番号」と、当該ボタンが選択された場合の移動階
を示す「アクション」と、当該移動階を選択可能な利用者を示す「選択可能者」と、当該
ボタンの認証状態を示す「状態」の項目を有している。図６（ｃ）に示したボタン選択可
能者管理情報１４３に「状態」の項目を付加したものとなっている。従って、ボタン選択
可能者管理情報１４３が取得できる場合には「状態」の項目を付加するだけでボタン状態
情報３５１の初期データを生成することができる。ボタン選択可能者管理情報１４３が取
得できない場合には、ボタン管理情報１４１と利用者管理情報１４２から生成することが
できる。
【００４３】
　（ｂ）は利用者選択状態情報３５２の例を示しており、利用者を特定する「利用者」と
、当該利用者のボタン選択状態を示す「状態」の項目を有している。
【００４４】
　（ｃ）は利用者生体情報３５３の例を示しており、利用者を特定する「利用者」と、当
該利用者の生体情報である「生体情報」の項目を有している。なお、前述したように、照
合の都度に登録情報記憶部１４の利用者管理情報１４２から生体情報を取得する場合には
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利用者生体情報３５３を省略することができる。
【００４５】
　<動作>
　図１において、事前登録作業として、生体情報獲得センサ１１、入力部１２および利用
者情報登録部１３を用い、特定の階（複数可）にエレベータを停止させることを許可され
た利用者に対し、次の項目を登録情報記憶部１４の利用者管理情報１４２（図６（ｂ））
に登録する。
・その利用者の生体情報
・その利用者が停止させることのできる階番号
　以下、利用時における動作を説明する。
【００４６】
　図８は上記の実施形態の処理例を示すフローチャートであり、利用者がエレベータ・カ
ゴ２に乗り込み、操作パネル２１を操作する際の処理である。
【００４７】
　図８において、生体認証センサ・ボタン２２は、キャプチャデータ取得部３１の制御に
より、あるいは生体認証センサ・ボタン２２の独自の機能により、周期的あるいは指や手
のひらの接触等を感知した際に生体情報（元情報）のキャプチャを行う（ステップＳ１１
）。具体的にはセンサ面に載せられた指の指紋やセンサにかざされた手のひらの静脈パタ
ーン等を画像として取得する。この処理は全ての生体認証センサ・ボタン２２を対象にそ
れぞれ行う。
【００４８】
　次いで、生体情報検出部３２の制御により、あるいは生体認証センサ・ボタン２２の独
自の機能により、キャプチャした生体情報（元情報）から照合に用いる特徴量を表す生体
情報を検出する（ステップＳ１２）。
【００４９】
　次いで、生体情報照合部３３は少なくとも一つの生体認証センサ・ボタン２２から生体
情報が検出されたか否か判断し（ステップＳ１３）、生体認証センサ・ボタン２２の一つ
からも生体情報が検出されない場合（ステップＳ１３のＮＯ）は生体情報（元情報）のキ
ャプチャ（ステップＳ１１）に戻る。
【００５０】
　少なくとも一つの生体認証センサ・ボタン２２から生体情報が検出された場合（ステッ
プＳ１３のＹＥＳ）、生体情報照合部３３は検出された生体情報を、ボタン状態情報３５
１の生体情報が検出された生体認証センサ・ボタン２２のボタン番号に対応する選択可能
者の生体情報と照合する（ステップＳ１４）。照合の結果は類似度として出力する。選択
可能者の生体情報はデータ保持部３５の利用者生体情報３５３あるいは登録情報記憶部１
４の利用者管理情報１４２から取得する。
【００５１】
　次いで、選択階決定部３４は最も高い類似度（ベストマッチ）、すなわち一つの生体認
証センサ・ボタン２２から得られた生体情報についての照合結果についてはその照合結果
、複数の生体認証センサ・ボタン２２から得られた生体情報についての照合結果について
はその中の最も類似度の高いものにつき、所定の閾値以上であるか否か判断する（ステッ
プＳ１５）。所定の閾値以上でない場合（ステップＳ１５のＮＯ）は生体情報（元情報）
のキャプチャ（ステップＳ１１）に戻る。
【００５２】
　そして、所定の閾値以上である場合（ステップＳ１５のＹＥＳ）、選択階決定部３４は
そのベストマッチの生体情報が得られた生体認証センサ・ボタン２２のボタン番号に対応
するアクションをボタン状態情報３５１から取得し、選択階として決定する（ステップＳ
１６）。
【００５３】
　なお、図３に示したように操作パネル２１上に通常ボタン２３（２３＃１、２３＃２、
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・・）が混在する場合、選択階決定部３４は通常ボタン２３の選択を優先して選択階を決
定する。
【００５４】
　上記の行先階の受付と並行して、エレベータ・カゴ２のドアがエレベータ動作制御部４
によって閉められる。エレベータ動作制御部４は、ドアを閉めた段階で利用者の行先階が
決定していれば、その階に移動する。利用者の行先階が決定していなければ、行先階の受
付を続ける。
【００５５】
　図９は実施形態の他の処理例を示すフローチャートであり、いったん選択された階を変
更可能としたものである。
【００５６】
　図９において、生体認証センサ・ボタン２２は、キャプチャデータ取得部３１の制御に
より、あるいは生体認証センサ・ボタン２２の独自の機能により、周期的あるいは指や手
のひらの接触等を感知した際に生体情報（元情報）のキャプチャを行う（ステップＳ２１
）。具体的にはセンサ面に載せられた指の指紋やセンサにかざされた手のひらの静脈パタ
ーン等を画像として取得する。この処理は全ての生体認証センサ・ボタン２２を対象にそ
れぞれ行う。
【００５７】
　次いで、生体情報検出部３２の制御により、あるいは生体認証センサ・ボタン２２の独
自の機能により、キャプチャした生体情報（元情報）から照合に用いる特徴量を表す生体
情報を検出する（ステップＳ２２）。
【００５８】
　次いで、生体情報照合部３３は少なくとも一つの生体認証センサ・ボタン２２から生体
情報が検出されたか否か判断し（ステップＳ２３）、生体認証センサ・ボタン２２の一つ
からも生体情報が検出されない場合（ステップＳ２３のＮＯ）は生体情報（元情報）のキ
ャプチャ（ステップＳ２１）に戻る。
【００５９】
　少なくとも一つの生体認証センサ・ボタン２２から生体情報が検出された場合（ステッ
プＳ２３のＹＥＳ）、生体情報照合部３３は検出された生体情報を、ボタン状態情報３５
１の生体情報が検出された生体認証センサ・ボタン２２のボタン番号に対応する選択可能
者の生体情報と照合する（ステップＳ２４）。照合の結果は類似度として出力する。選択
可能者の生体情報はデータ保持部３５の利用者生体情報３５３あるいは登録情報記憶部１
４の利用者管理情報１４２から取得する。
【００６０】
　次いで、選択階決定部３４は最も高い類似度（ベストマッチ）、すなわち一つの生体認
証センサ・ボタン２２から得られた生体情報についての照合結果についてはその照合結果
、複数の生体認証センサ・ボタン２２から得られた生体情報についての照合結果について
はその中の最も類似度の高いものにつき、所定の閾値以上であるか否か判断する（ステッ
プＳ２５）。所定の閾値以上でない場合（ステップＳ２５のＮＯ）は生体情報（元情報）
のキャプチャ（ステップＳ２１）に戻る。
【００６１】
　また、所定の閾値以上である場合（ステップＳ２５のＹＥＳ）、選択階決定部３４はベ
ストマッチとなった利用者に対して利用者選択状態情報３５２を参照し、他のボタンが既
に選択されているか否か判断する（ステップＳ２６）。
【００６２】
　他のボタンが既に選択されている場合（ステップＳ２６のＹＥＳ）、選択階決定部３４
は既になされた選択を破棄し（ステップＳ２７）、ベストマッチの生体情報が得られた生
体認証センサ・ボタン２２のボタン番号に対応するアクションをボタン状態情報３５１か
ら取得し、選択階として決定する（ステップＳ２８）。
【００６３】
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　他のボタンが既に選択されていない場合（ステップＳ２６のＮＯ）、ベストマッチの生
体情報が得られた生体認証センサ・ボタン２２のボタン番号に対応するアクションをボタ
ン状態情報３５１から取得し、選択階として決定する（ステップＳ２８）。
【００６４】
　なお、図３に示したように操作パネル２１上に通常ボタン２３（２３＃１、２３＃２、
・・）が混在する場合、選択階決定部３４は通常ボタン２３の選択を優先して選択階を決
定する。
【００６５】
　上記の行先階の受付と並行して、エレベータ・カゴ２のドアがエレベータ動作制御部４
によって閉められる。エレベータ動作制御部４は、ドアを閉めた段階で利用者の行先階が
決定していれば、その階に移動する。利用者の行先階が決定していなければ、行先階の受
付を続ける。いったん行先階が決まっても、行先階に到着するまでは、行先階の受付を継
続する。ドアが閉まっている最中、および、行先階に移動している最中で、行先階の変更
が指示された場合は、行先階を変更する。すなわち、同一の利用者が複数の生体認証セン
サ・ボタン２２において生体情報が登録情報に逐次照合した際、最後に照合した生体情報
を獲得した生体認証センサ・ボタン２２の階番号をその利用者の停止希望階番号とする。
これにより、利用者が誤って行先階を指示した場合、簡単に行先階を修正することができ
る。
【００６６】
　<総括>
　以上説明したように、本実施形態によれば、次のような利点がある。
（１）本人の確認と動作指示の受付を利用者の一つの動作で実現することができる。
（２）動作指示の修正の受付も一つの動作で実現することができる。
【００６７】
　以上、本発明の好適な実施の形態により本発明を説明した。ここでは特定の具体例を示
して本発明を説明したが、特許請求の範囲に定義された本発明の広範な趣旨および範囲か
ら逸脱することなく、これら具体例に様々な修正および変更を加えることができることは
明らかである。すなわち、具体例の詳細および添付の図面により本発明が限定されるもの
と解釈してはならない。
（付記１）
　動作指示の複数の選択肢がそれぞれ割り当てられた複数の生体認証センサと、
　前記生体認証センサのいずれか一から生体情報が検出された場合に、登録された利用者
の生体情報と照合する照合手段と、
　正常に照合された前記生体認証センサに対応する一の選択肢を動作指示として決定する
決定手段と
を備えたことを特徴とする動作指示受付装置。
（付記２）
　前記決定手段は、正常に照合された前記生体認証センサに対応する一の選択肢が、照合
により特定された利用者に選択が許可される動作指示である場合に、当該選択肢を動作指
示として決定する
ことを特徴とする付記１に記載の動作指示受付装置。
（付記３）
　前記生体認証センサは、動作指示の複数の選択肢の数と同数設けられる
ことを特徴とする付記１または２のいずれか一項に記載の動作指示受付装置。
（付記４）
　前記生体認証センサは、動作指示の複数の選択肢のうち本人認証が必要な選択肢につい
てのみ設けられる
ことを特徴とする付記１または２のいずれか一項に記載の動作指示受付装置。
（付記５）
　前記生体認証センサは、生体認証センサ部品の感知領域をエリア分割して形成される
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ことを特徴とする付記１乃至４のいずれか一項に記載の動作指示受付装置。
（付記６）
　前記決定手段は、決定した動作指示に対応する動作が完了するまで、動作指示の変更を
許容する
ことを特徴とする付記１乃至５のいずれか一項に記載の動作指示受付装置。
（付記７）
　前記照合手段は、複数の前記生体認証センサから生体情報が検出された場合、登録され
た利用者の生体情報と最も高い類似度を示した生体情報が検出された前記生体認証センサ
を特定し、
　前記決定手段は、特定された前記生体認証センサに対応する選択肢を動作指示として決
定する
ことを特徴とする付記１乃至６のいずれか一項に記載の動作指示受付装置。
（付記８）
　前記生体認証センサの選択状態を表示する表示手段
を更に備えたことを特徴とする付記１乃至７のいずれか一項に記載の動作指示受付装置。
（付記９）
　動作指示の複数の選択肢がそれぞれ割り当てられた複数の生体認証センサのいずれか一
から生体情報が検出された場合に、登録された利用者の生体情報と照合する照合工程と、
　正常に照合された前記生体認証センサに対応する一の選択肢を動作指示として決定する
決定工程と
を備えたことを特徴とする動作指示受付方法。
（付記１０）
　前記決定工程は、正常に照合された前記生体認証センサに対応する一の選択肢が、照合
により特定された利用者に選択が許可される動作指示である場合に、当該選択肢を動作指
示として決定する
ことを特徴とする付記９に記載の動作指示受付方法。
（付記１１）
　前記決定工程は、決定した動作指示に対応する動作が完了するまで、動作指示の変更を
許容する
ことを特徴とする付記９または１０のいずれか一項に記載の動作指示受付方法。
（付記１２）
　前記照合工程は、複数の前記生体認証センサから生体情報が検出された場合、登録され
た利用者の生体情報と最も高い類似度を示した生体情報が検出された前記生体認証センサ
を特定し、
　前記決定工程は、特定された前記生体認証センサに対応する選択肢を動作指示として決
定する
ことを特徴とする付記９乃至１１のいずれか一項に記載の動作指示受付方法。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】本発明をエレベータ停止階制御に適用した一実施形態の構成例を示す図である。
【図２】操作パネルの例を示す図（その１）である。
【図３】操作パネルの例を示す図（その２）である。
【図４】操作パネルの例を示す図（その３）である。
【図５】エリア分割の場合のキャプチャ例を示す図である。
【図６】登録情報記憶部に保持される各種情報の例を示す図である。
【図７】階番号・階番号指定者確認部のデータ保持部に保持される各種情報の例を示す図
である。
【図８】実施形態の処理例を示すフローチャート（その１）である。
【図９】実施形態の処理例を示すフローチャート（その２）である。
【符号の説明】
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【００６９】
　１　　　　　管理室
　１１　　　　生体情報獲得センサ
　１２　　　　入力部
　１３　　　　利用者情報登録部
　１４　　　　登録情報記憶部
　１４１　　　ボタン管理情報
　１４２　　　利用者管理情報
　１４３　　　ボタン選択可能者管理情報
　２　　　　　エレベータ・カゴ
　２１　　　　操作パネル
　２２　　　　生体認証センサ・ボタン
　２３　　　　通常ボタン
　２４　　　　停止階番号表示部
　３　　　　　階番号・階番号指定者確認部
　３１　　　　キャプチャデータ取得部
　３２　　　　生体情報検出部
　３３　　　　生体情報照合部
　３４　　　　選択階決定部
　３５　　　　データ保持部
　３５１　　　ボタン状態情報
　３５２　　　利用者選択状態情報
　３５３　　　利用者生体情報
　４　　　　　エレベータ動作制御部
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【図３】
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