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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エレベータの乗場あるいはエレベータの乗場への通路の壁の面全体に設置され、画面表
示を行うとともに、利用者によるタッチ位置に応じた入力信号を読み取るタッチパネル式
表示器と、
　前記タッチパネル式表示器の表示制御および前記入力信号の処理制御を行うことで、乗
場呼び登録を実行するコントローラと
　を備えたエレベータの乗場呼び登録装置であって、
　前記コントローラは、
　　前記利用者により、前記タッチパネル式表示器を用いた乗場呼び登録を開始するため
の第１タッチ操作の有無を検出し、前記利用者による前記第１タッチ操作が検出された場
合には、前記第１タッチ操作が行われたタッチ位置を起点とした位置に、前記タッチパネ
ル式表示器上に乗場呼び登録画面を表示させる第１の検出処理回路と、
　　前記乗場呼び登録画面に対する前記利用者による第２タッチ操作に応じた前記入力信
号から、呼び登録要求情報を生成する第２の検出処理回路と、
　　前記第２の検出処理回路で生成された前記呼び登録要求情報に基づいてエレベータの
かご呼びもしくは行先階登録を行うための呼び登録指令を生成し、エレベータの走行制御
を行うエレベータ制御装置に前記呼び登録指令を送信する呼び登録処理回路と
　を備えるエレベータの乗場呼び登録装置。
【請求項２】
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　前記コントローラは、
　　前記呼び登録処理回路が、前記呼び登録指令に対する返信として、前記エレベータ制
御装置から割当かごに関する情報を受信した場合に、前記第２タッチ操作を実行した利用
者に対して前記割当かごを知らせるための割当かご報知画面を、前記タッチパネル式表示
器上に表示させる呼び登録情報報知処理回路
　をさらに備える請求項１に記載のエレベータの乗場呼び登録装置。
【請求項３】
　前記コントローラは、
　　前記第２タッチ操作を実行した利用者の乗場内での位置を追跡し、前記エレベータ制
御装置から割当かごの変更に関する情報を受信した場合には、追跡した位置を起点とした
位置に、前記タッチパネル式表示器上に割当変更情報を表示させる利用者追跡処理回路
　をさらに備える請求項１または２に記載のエレベータの乗場呼び登録装置。
【請求項４】
　前記利用者追跡処理回路は、乗場に設置されたカメラを有し、前記カメラで撮像された
動画像を画像処理することで、前記第２タッチ操作を実行した利用者の乗場内での位置を
追跡する
　請求項３に記載のエレベータの乗場呼び登録装置。
【請求項５】
　前記コントローラは、
　　前記第１の検出処理回路により検出された、前記第１タッチ操作が行われた前記タッ
チ位置から、前記第１タッチ操作を実行した利用者の種別を識別する利用者識別処理回路
　を備える請求項１から４のいずれか１項に記載のエレベータの乗場呼び登録装置。
【請求項６】
　前記利用者識別処理回路は、前記タッチ位置の高さが、あらかじめ設定された判定高さ
よりも低いと判定した場合には、前記第１タッチ操作を実行した利用者が車椅子利用者で
あると識別し、
　前記第１の検出処理回路は、前記利用者識別処理回路により前記第１タッチ操作を実行
した利用者が前記車椅子利用者であると識別された場合には、前記乗場呼び登録画面内に
身障者であることを操作入力するための身障者ボタンを含めて、前記タッチパネル式表示
器上に表示させる
　請求項５に記載のエレベータの乗場呼び登録装置。
【請求項７】
　前記利用者識別処理回路は、前記第１の検出処理回路において、前記タッチ位置として
、あらかじめ設定した基準距離範囲内にある２箇所のタッチ位置が検出されたと判定した
場合には、前記第１タッチ操作を実行した利用者が視覚障がい者であると識別し、
　前記第１の検出処理回路は、前記利用者識別処理回路により前記第１タッチ操作を実行
した利用者が前記視覚障がい者であると識別された場合には、前記タッチパネル式表示器
上に前記乗場呼び登録画面表示させる際に、前記視覚障がい者が前記第２タッチ操作を実
行するための音声ガイダンスを合わせて実行する
　請求項５に記載のエレベータの乗場呼び登録装置。
【請求項８】
　前記第１の検出処理回路は、あらかじめ設定された非表示時間内に前記利用者による前
記第１タッチ操作が検出されない場合には、前記利用者に前記第１タッチ操作を促す画面
を前記タッチパネル式表示器に表示させる
　請求項１から７のいずれか１項に記載のエレベータの乗場呼び登録装置。
【請求項９】
　エレベータの乗場あるいはエレベータの乗場への通路の壁の面全体に設置され、画面表
示を行うとともに、利用者によるタッチ位置に応じた入力信号を読み取るタッチパネル式
表示器と、
　前記タッチパネル式表示器の表示制御および前記入力信号の処理制御を行うことで、乗
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場呼び登録を実行するコントローラと
　を備えたエレベータの乗場呼び登録装置において、前記コントローラにより実行される
エレベータの乗場呼び登録方法であって、
　前記利用者により、前記タッチパネル式表示器を用いた乗場呼び登録を開始するための
第１タッチ操作の有無を検出する第１ステップと、
　前記利用者による前記第１タッチ操作が検出された場合には、前記第１タッチ操作が行
われたタッチ位置を起点とした位置に、前記タッチパネル式表示器上に乗場呼び登録画面
を表示させる第２ステップと、
　前記乗場呼び登録画面に対する前記利用者による第２タッチ操作に応じた前記入力信号
から、呼び登録要求情報を生成する第３ステップと、
　前記第３ステップで生成された前記呼び登録要求情報に基づいてエレベータのかご呼び
もしくは行先階登録を行うための呼び登録指令を生成し、エレベータの走行制御を行うエ
レベータ制御装置に前記呼び登録指令を送信する第４ステップと
　を有するエレベータの乗場呼び登録方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エレベータの利用者による乗場での操作利便性を高めたエレベータの乗場呼
び登録装置およびエレベータの乗場呼び登録方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来のエレベータの乗場呼び登録装置は、乗場に設置されたタッチパネル式の乗場行先
呼び登録装置を利用者が操作することで、乗場呼びを登録することができる（例えば、特
許文献１、２、３参照）。
【０００３】
　また、別の従来のエレベータの乗場呼び登録装置は、乗場において、乗客が持つ情報送
信機から、乗客を特定したデータが送信され、個人認証装置がこれを取得すると、各階の
アクセスコントロールおよび乗場呼びの登録処理を実施する（例えば、特許文献４、５参
照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平２－２２５２７２号公報
【特許文献２】特開２０１３－１８４７９１号公報
【特許文献３】特開２０１３－５２９５２号公報
【特許文献４】特開平８－８１１４３号公報
【特許文献５】国際公開第２０１１／０７０６２２号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　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１～３のような従来のエレベータの乗場呼び登録装置においては、乗場行先呼
び登録装置の設置されている位置が固定である。このため、呼び登録を行う利用者は、利
便性の悪さを感じるおそれがある。具体的には、混雑時に、登録装置の設置場所までなか
なか辿り着けない、あるいは、設置された高さにより、操作がしづらくなる、といった利
便性の悪さが発生するおそれがある。
【０００６】
　また、特許文献４、５のような従来のエレベータの乗場呼び登録装置においては、乗客
にあらかじめ、ＩＤカードやタグなどの情報送信機を配布する必要がある。従って、例え
ば、ゲストなど、情報送信機が配布されていない乗客は、先の特許文献１～３での課題と
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同様に、利便性の悪さを感じるおそれがある。
【０００７】
　本発明は、前記のような課題を解決するためになされたものであり、種々の乗客に対し
て、乗場での操作利便性を高めることができるエレベータの乗場呼び登録装置およびエレ
ベータの乗場呼び登録方法を得ることを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係るエレベータの乗場呼び登録装置は、エレベータの乗場あるいはエレベータ
の乗場への通路の壁の面全体に設置され、画面表示を行うとともに、利用者によるタッチ
位置に応じた入力信号を読み取るタッチパネル式表示器と、タッチパネル式表示器の表示
制御および入力信号の処理制御を行うことで、乗場呼び登録を実行するコントローラとを
備えたエレベータの乗場呼び登録装置であって、コントローラは、利用者により、タッチ
パネル式表示器を用いた乗場呼び登録を開始するための第１タッチ操作の有無を検出し、
利用者による第１タッチ操作が検出された場合には、第１タッチ操作が行われたタッチ位
置を起点とした位置に、タッチパネル式表示器上に乗場呼び登録画面を表示させる第１の
検出処理回路と、乗場呼び登録画面に対する利用者による第２タッチ操作に応じた入力信
号から、呼び登録要求情報を生成する第２の検出処理回路と、第２の検出処理回路で生成
された呼び登録要求情報に基づいてエレベータのかご呼びもしくは行先階登録を行うため
の呼び登録指令を生成し、エレベータの走行制御を行うエレベータ制御装置に呼び登録指
令を送信する呼び登録処理回路とを備えるものである。
【０００９】
　また、本発明に係るエレベータの乗場呼び登録方法は、エレベータの乗場あるいはエレ
ベータの乗場への通路の壁の面全体に設置され、画面表示を行うとともに、利用者による
タッチ位置に応じた入力信号を読み取るタッチパネル式表示器と、タッチパネル式表示器
の表示制御および入力信号の処理制御を行うことで、乗場呼び登録を実行するコントロー
ラとを備えたエレベータの乗場呼び登録装置において、コントローラにより実行されるエ
レベータの乗場呼び登録方法であって、利用者により、タッチパネル式表示器を用いた乗
場呼び登録を開始するための第１タッチ操作の有無を検出する第１ステップと、利用者に
よる第１タッチ操作が検出された場合には、第１タッチ操作が行われたタッチ位置を起点
とした位置に、タッチパネル式表示器上に乗場呼び登録画面を表示させる第２ステップと
、乗場呼び登録画面に対する利用者による第２タッチ操作に応じた入力信号から、呼び登
録要求情報を生成する第３ステップと、第３ステップで生成された呼び登録要求情報に基
づいてエレベータのかご呼びもしくは行先階登録を行うための呼び登録指令を生成し、エ
レベータの走行制御を行うエレベータ制御装置に呼び登録指令を送信する第４ステップと
を有するものである。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、利用者が乗場の壁面をタッチした位置を起点とした適切な位置に乗場
呼び登録画面を表示させ、乗場呼び登録画面に対するタッチ操作入力により、乗場呼び登
録を実行できる構成を備えている。この結果、種々の乗客に対して、乗場での操作利便性
を高めることができるエレベータの乗場呼び登録装置およびエレベータの乗場呼び登録方
法を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施の形態１に係るエレベータの乗場呼び登録装置の構成を示す図であ
る。
【図２】本発明の実施の形態１におけるエレベータの乗場呼び登録装置の一部を構成する
エレベータの乗場を示す正面図である。
【図３】本発明の実施の形態１におけるエレベータの乗場呼び登録装置の一部を構成する
エレベータの乗場を示すもう１つの正面図である。
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【図４】本発明の実施の形態１に係るエレベータの乗場呼び登録装置の呼び登録の処理内
容を示すフローチャートである。
【図５】実施の形態のエレベータの乗場呼び登録装置の処理内容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】
【００１２】
　以下、本発明のエレベータの乗場呼び登録装置およびエレベータの乗場呼び登録方法の
好適な実施の形態につき、図面を用いて説明する。
【００１３】
　実施の形態１．
　図１は、本発明の実施の形態１に係るエレベータの乗場呼び登録装置の構成を示す図で
ある。本実施の形態１におけるエレベータの乗場呼び登録装置１は、エレベータ制御装置
３と接続されている。
【００１４】
　また、エレベータの乗場呼び登録装置１は、第１の検出処理回路１１、第２の検出処理
回路１２、呼び登録処理回路１３、呼び情報入力処理回路１４、呼び登録情報報知処理回
路１５、利用者識別処理回路１６、および利用者追跡処理回路１７による各処理回路を含
むコントローラと、タッチパネル式表示器２と、を備えて構成されている。
【００１５】
　タッチパネル式表示器２は、第１の画面処理回路２１および第２の画面処理回路２２を
含んで構成されている。ここで、第１の画面処理回路２１は、乗場あるいは乗場への通路
などの壁一面に設置されており、あらかじめ設定した所定時間、入力がないときに、たと
えば、「壁に触れてください。」などといった第１の画面データを表示するとともに、利
用者によるタッチ位置を出力する機能を有している。
【００１６】
　また、第２の画面処理回路２２は、乗場にいる利用者により、第１の画面データに対す
る入力があったときに、その位置を起点として、例えば、乗場呼び登録のボタンなどを含
む第２の画面データを表示するとともに、利用者による第２の画面データのタッチ内容を
出力する機能を有している。
【００１７】
　エレベータ制御装置３は、エレベータを制御するコントローラであり、エレベータの乗
場呼び登録装置１から呼び登録の指令を受信すると、割当かごを決定し、割当階および行
先階にかごを走行させる。また、エレベータ制御装置３は、割当かごや、呼びの発生階、
呼びの変更状況などの情報を、エレベータの乗場呼び登録装置１に送信する。
【００１８】
　次に、エレベータの乗場呼び登録装置１内の各構成要素の機能について説明する。第１
の検出処理回路１１は、第１の画面処理回路２１により表示された第１の画像データに対
する、利用者のタッチ位置を検出する。そして、第１の検出処理回路１１は、タッチ位置
を検出すると、検出したタッチ位置を起点として、第２の画面処理回路２２によって、第
２の画像データを表示させる。
【００１９】
　乗場にいる利用者は、第２の画像データとして表示された乗場呼び登録画面の所望の位
置をタッチ操作することで、呼び登録を行うためのデータ入力を行うことができる。第２
の検出処理回路１２は、第２の画面処理回路２２により表示された乗場呼び登録画面に対
する、利用者のタッチ操作内容を検出する。そして、第２の検出処理回路１２は、検出し
たタッチ操作内容を、呼び登録要求情報として、呼び登録処理回路１３に送信する。
【００２０】
　呼び登録処理回路１３は、呼び登録要求情報を受信すると、エレベータ制御装置３に呼
び登録の指令を送信する。エレベータ制御装置３は、呼び登録の指令を受信すると、割当
かごを決定し、割当階および行先階にかごを走行させるとともに、決定した割当かごを呼
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び登録処理回路１３に送信する。呼び登録処理回路１３は、エレベータ制御装置３から受
信した割当かごを、呼び登録情報報知処理回路１５へ転送する。
【００２１】
　呼び登録情報報知処理回路１５は、第２の画面処理回路２２を介して、呼びの登録完了
または割当かごに関する情報を、乗客へ報知させる。具体的には、第２の画面処理回路２
２は、呼び登録情報報知処理回路１５から転送された情報を元に、乗場呼び登録画面とし
て表示しているボタンの色を変更するか、あるいは割り当てた号機番号の表示などを行う
ことで、割当かご報知画面を表示する。
【００２２】
　利用者識別処理回路１６は、第１の検出処理回路１１により検出された入力結果から、
利用者を識別して、第１の検出処理回路１１に識別結果を返信する。例えば、利用者識別
処理回路１６は、第１の検出処理回路１１により検出されたタッチ位置の高さが、あらか
じめ設定された所定の値よりも低い場合には、車椅子利用者と判定し、その旨を第１の検
出処理回路１１に送信する。
【００２３】
　この場合、第１の検出処理回路１１は、第２の画面処理回路２２により、身障者ボタン
を含む乗場呼び登録画面を、第２の画面データとして表示させることができる。第２の画
面データの詳細については、図２を用いて後述する。
【００２４】
　また、別の識別処理例として、利用者識別処理回路１６は、２箇所同時にタッチ位置を
検出して、かつ、その２箇所の距離があらかじめ設定した基準値以下の場合には、視覚障
がい者が両手でタッチした可能性があると判定し、その旨を第１の検出処理回路１１に送
信する。
【００２５】
　この場合、第１の検出処理回路１１は、第２の画面処理回路２２により、第２の画像デ
ータとして乗場呼び登録画面を表示させると同時に、音声案内を行わせることができる。
【００２６】
　利用者追跡処理回路１７は、第２の検出処理回路１２により、入力が検出されたときに
、その入力を行った利用者の乗場内での位置を検出し、その後の利用者の位置を追跡する
。
【００２７】
　呼び情報入力処理回路１４は、最初に割り当てた号機から割当号機に変更があった場合
に、エレベータ制御装置３から呼びの割当変更情報を受信し、呼び登録処理回路１３に割
当変更情報を転送することで、割当変更かごを伝達する。その後、呼び登録処理回路１３
は、利用者追跡処理回路１７により検出された利用者の位置を起点に、割当変更情報を表
示させる。
【００２８】
　次に、具体的に表示される画面レイアウトの一例を示しながら、本実施の形態１におけ
るエレベータの乗場呼び登録装置の呼び登録処理について、詳細に説明する。図２は、本
発明の実施の形態１におけるエレベータの乗場呼び登録装置の一部を構成するエレベータ
の乗場を示す正面図である。
【００２９】
　図２において、タッチパネル式表示器２は、エレベータの乗場の壁一面に１枚の大きな
画面（破線内）として設置されている。そして、この画面に対して所定時間、タッチ入力
がない場合には、第１の画面処理回路２１により第１の画面データを表示させ、利用者に
よるタッチ入力を促すこととなる。図２においては、第１の画面データとして、「壁にタ
ッチしてください」というメッセージ画像が表示されている場合を例示している。
【００３０】
　第１の検出処理回路１１は、乗客のタッチ入力を検出すると、第２の画面処理回路２２
により、第２の画面データ（図２における乗場呼び登録画面に相当）を、タッチ位置を起
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点として表示させる。
【００３１】
　第２の画面データとして乗場呼び登録画面が表示されている状態で、第２の検出処理回
路１２により、さらに乗客のタッチ入力に基づく呼び登録要求情報が検出されると、呼び
登録処理回路１３は、検出された呼び登録要求情報に基づいて、エレベータの乗場階呼び
を登録する。乗場呼びが登録されると、呼び登録情報報知処理回路１５は、第２の画面処
理回路２２により、乗客に割当かごを報知させる（図２における割当かご報知画面に相当
）。
【００３２】
　図２の例では、Ａ号機とＢ号機の間を利用者がタッチしたことで、そのタッチ位置を起
点として乗場呼び登録画面が表示され、乗場呼び登録画面に対する利用者のタッチ入力に
より、行先階として１２階が設定され、その結果、Ａ号機が割当かごとして決定され、割
当かご報知画面内に表示されている状態を示している。
【００３３】
　また、利用者識別処理回路１６により、車椅子利用者であることが識別されたときには
、第１の検出処理回路１１は、身障者ボタンを含む乗場呼び登録画面を表示させる（図２
における乗場呼び登録画面（車椅子利用者）に相当）。
【００３４】
　このとき、表示された「車椅子」のボタンがタッチされることで、第２の検出処理回路
１２は、車椅子利用者特有の呼び登録（例えば、戸開時間の延長、車椅子専用エレベータ
の配車など）を実施することが可能となる。
【００３５】
　図２の例では、Ａ号機の左側の壁を車椅子利用者がタッチしたことで、そのタッチ位置
を起点として乗場呼び登録画面（車椅子利用者）が表示されている状態を示している。
【００３６】
　図３は、本発明の実施の形態１におけるエレベータの乗場呼び登録装置の一部を構成す
るエレベータの乗場を示す、図２とは異なる正面図である。図３において、タッチパネル
式表示器２は、エレベータの乗場の壁一面に多数の小さな画面を並べて設置されている。
【００３７】
　そして、先の図２と同様に、第１の画面処理回路２１および第２の画面処理回路２２に
よって、第１の画面データおよび第２の画面データが表示される。多数の画面を備えた図
３におけるタッチパネル式表示器２は、表示の際、個々の画面を跨いで表示させることで
、１枚の大きな画面として設置される場合と同様にして、第１の画面データおよび第２の
画面データを表示させることができる。
【００３８】
　次に、フローチャートに基づいて、本実施の形態１における一連の乗場呼び登録処理に
ついて、詳細に説明する。図４は、本発明の実施の形態１に係るエレベータの乗場呼び登
録装置の呼び登録の処理内容を示すフローチャートである。
【００３９】
　第１の検出処理回路１１は、乗客のタッチ入力を検出したか否かを判定し（ステップＳ
１１）、所定時間、乗客のタッチ入力を検出しないと判定した場合には、第１の画面処理
回路２１により、壁のタッチを促す案内画面を表示させる（ステップＳ１２）。
【００４０】
　一方、乗客のタッチ入力を検出したと判定した場合には、第１の画面処理回路２１にお
ける案内画面を非表示とし（ステップＳ１３）、第２の画面処理回路２２により、乗場呼
び登録画面を表示させる（ステップＳ１４）。
【００４１】
　その後、第２の検出処理回路１２は、乗場呼び登録画面に対する乗客の入力を検出した
か否かを判定し（ステップＳ１５）、乗客の入力を検出したと判定した場合には、呼び登
録処理回路１３において、入力された乗場呼びを登録する（ステップＳ１８）。
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【００４２】
　一方、乗客の入力を検出せずに所定時間経過したと判定した場合には（ステップＳ１６
）、第２の画面処理回路２２において乗場呼び登録画面を非表示とし（ステップＳ１７）
、フローチャートの最初のステップＳ１１へ戻る。
【００４３】
　ステップＳ１８で乗場呼びを登録した後、第２の画面処理回路２２は、割当号機番号を
知らせる割当かご報知画面を表示し（ステップＳ１９）、所定時間経過した後（ステップ
Ｓ２０）、割当かご報知画面を非表示とし、フローチャートの最初のステップＳ１１へ戻
る。
【００４４】
　このような図４の一連処理により、利用者のタッチ位置に応じて、適切な乗場呼び登録
画面を利用者の近傍に表示させることができ、利用者は、迅速に呼び登録操作を実施する
ことができ、呼び登録処理に関する利便性の向上を図ることができる。
【００４５】
　次に、利用者の追跡処理を行い、必要に応じて割当号機の変更を行う一連処理について
、フローチャートを用いて説明する。図５は、本発明の実施の形態１に係るエレベータの
乗場呼び登録装置の、追跡処理結果を考慮した呼び登録の処理内容を示すフローチャート
である。なお、図５中のステップＳ１５およびステップＳ１８は、先の図４中のステップ
Ｓ１５およびステップＳ１８と同等である。
【００４６】
　第２の検出処理回路１２は、乗場呼び登録画面に対する乗客の入力を検出したか否かを
判定し（ステップＳ１５）、乗客の入力を検出したと判定した場合には、利用者追跡処理
回路１７において、利用者の位置を検出する（ステップＳ３１）。さらに、呼び登録処理
回路１３は、入力された乗場呼びを登録する（ステップＳ１８）。その後、利用者追跡処
理回路１７は、利用者の位置を追跡する（ステップＳ３２）。
【００４７】
　そして、利用者追跡処理回路１７は、呼び登録を行った利用者が、エレベータ乗場から
立ち去るか、エレベータに乗車するなどして、乗場からいなくなった場合（ステップＳ３
３）には、一連処理を終了する。
【００４８】
　一方、利用者追跡処理回路１７は、呼び登録を行った利用者が、乗場にいる状態が継続
しており、かつ、割当号機に変更が発生した場合（ステップＳ３４）には、追跡している
利用者の位置を検出（ステップＳ３５）し、利用者の位置を起点として、タッチパネル式
表示器に割当変更情報を表示させる（ステップＳ３６）。
【００４９】
　このような利用者追跡処理回路１７の一例としては、乗場の利用者を撮像するカメラと
、撮像された時系列画像の中から、呼び登録を行った利用者を特定し、その利用者の追跡
処理を行う画像処理装置とで構成することが考えられる。
【００５０】
　このような図５の一連処理により、割当かごに変更が生じた場合にも、呼び登録を行っ
た利用者の現在位置に応じて、割当変更情報をタイムリーに表示させることができ、呼び
登録処理に関する利便性の向上を図ることができる。
【００５１】
　以上のように、実施の形態１によれば、利用者が乗場の壁面をタッチした位置を起点と
した適切な位置に乗場呼び登録画面を表示させる機能と、乗場呼び登録画面に対するタッ
チ操作入力により、乗場呼び登録を実行できる機能とを有し、タッチパネル式表示器の表
示制御およびタッチ操作入力の処理制御を実行するコントローラを備えている。このよう
な構成を備えることで、利用者は、操作しやすい位置に表示された乗場呼び登録画面に対
するタッチ操作により、所望の乗場呼び登録を迅速に実行することができる。この結果、
乗場呼び登録を行う乗客に対して、乗場での操作利便性を高めることができるエレベータ
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