
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エレベータ群に属するエレベータの機能を制御する制御装置に、エレベータのパラメー
タデータおよびプログラムデータを 制御用データを供給および蓄積し、エレベータの
調整に必要な指示を表示する方法において、該方法は、
　前記データおよび調整作業を実行する要員ごとの前記指示を前記制御装置とは別な記憶
装置に記憶し、
　調整作業を実行する際、前記記憶装置と前記制御装置との間に通信リンクを設定し、
　前記記憶装置に記憶されているデータを読み出して前記制御装置に含まれるデータ蓄積
手段にセーブし、
　前記記憶装置に記憶されている指示を読み出して前記制御装置に制御されるディスプレ
イに表示し、
　前記セーブしたデータに基づいてエレベータの機能を 、
　前記記憶装置に記憶されているプログラムデータおよび（または）パラメータデータを
修正して再び前記記憶装置に記憶可能であり、
　設定すべきパラメータが複数のエレベータに共通するものか否かをチェックし、これら
のパラメータを有する群内の全エレベータに蓄積することを特徴とするエレベータ制御デ
ータの供給、蓄積および表示方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法において、該方法はさらに、保守および修理作業に必要な情報を
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前記記憶装置に記憶して前記制御装置にロードし、前記ディスプレイに表示することを特
徴とする方法。
【請求項３】
　請求項２に記載の方法において、前記情報は、記憶装置によって選択された言語で提示
されることを特徴とする方法。
【請求項４】
　請求項３に記載の方法において、前記記憶装置は、操作の資格の許容程度、範囲および
限界を含むことを特徴とする方法。
【請求項５】
　請求項１ないし４のいずれかに記載の方法において、前記記憶装置は記憶カードであり
、前記制御装置に設けられているオペレータインタフェースコネクタに挿入できることを
特徴とする方法。
【請求項６】
　請求項１ないし５のいずれかに記載の方法において、前記エレベータ制御装置は、直列
通信を用いる方式であることを特徴とする方法。
【請求項７】
　請求項１ないし６のいずれかに記載の方法において、該方法はさらに、障害およびフィ
ードバック情報を前記記憶装置に記憶することを特徴とする方法。
【請求項８】
　請求項１に記載の方法において、分散型エレベータ制御のエレベータに固有の構成に関
するパラメータを不揮発性メモリに蓄積することを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
　本発明は、エレベータの に必要な データを供給および修正し、設置、保
守および調整に必要な指示を ディスプレイに出力する方法に関する
ものである。
【０００２】
【従来の技術】
　現状のエレベータ制御システムでは、装置の利用者および設置者やその運行過程および
状況からの要求条件を考慮して様々な異なった適用例を実現することが可能である。たと
えば、ドア制御方式、信号装置の動作、または運行表示灯は、エレベータ制御データを適
切に修正することで変更できる。
【０００３】
　従来公知の技術では、上述の変更は、当該機能を制御する制御装置の回路板を変更する
ことによって行なわれていた。このため、適用例ごとに特別の回路を設計する必要があっ
た。同様に、プログラムおよびパラメータを更新するには、記憶回路の交換が必要であっ
た。とくに、設置および試験の際は、変更を度々、行なわなければならなかった。
【０００４】
　設置、保守および修理作業を行なう際、制御装置のメモリに指示を工事者が記憶させる
必要がある。指示を変更する範囲および程度は、工事者の要求条件、経験および知識に基
づいて決まる。制御装置には、エレベータごとに対応する記憶回路を設けなければならな
い。
【０００５】
　エレベータを運行に供する際、工事技術者はしばしば、利用者の要求条件等の理由から
プログラムを修正する必要がある。これは一般に、エレベータの制御装置に接続されてい
るオペレータインタフェースを介して行なわれる。操作者は、オペレータインタフェース
に接続されているディスプレイ装置を介して与えられる指示によってその作業が案内され
る。オペレータインタフェースの操作、ならびにディスプレイから提供される情報の提示
方法および範囲を修正して各エレベータに適合させることができる。
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【０００６】
　エレベータ群に属するエレベータの場合、その群の全エレベータに共通のパラメータが
ある。群パラメータは、その群の全エレベータについて同じであるが、各エレベータに手
操作で設定しなければならない。
【０００７】
　エレベータの を設置する際、エレベータに固有の構成データおよびパラメータ
データをエレベータ に転送する。これらのデータには、エレベータシステムの多
くの様々な部分に機能するものが多い。エレベータシステムは、どの階にドアがあるか、
すなわち許可された停止階を、たとえばエレベータ制御、モータ制御またはドア制御で知
る必要がある。電源断があると、エレベータはこれらのデータを新たに知らなければなら
ない。これらエレベータに固有の構成データのうちのいくつかは、設置後に変更すること
がある。
【０００８】
　新しいビルを建設するときは、エレベータを通常の状況とは異なる方法で機能させる。
建設時は多くのパラメータを変更して使用し、後に通常の使用に戻さなければならない。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
　本発明は、上述の問題を解決するとともに、工事者指向の修正作業を実現し、適切な工
事者ガイダンスを与えることのできるシステムを達成することを目的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段および作用】
　本発明によれば、 のプログラムデータおよびパラメータデータ、ならびに保守
作業を実行する要員ごとの指示を別な 装置に する。設置、修正または保守作業を
実行する際、 装置と データ蓄積手段との間に通信リンクを設定し
、 装置に されているデータを読み出して制御装置にセーブし、 装置から読み
出した情報の要求する修正および作業を 。
【００１１】
　本発明の方法では、各エレベータごとのパラメータおよび構成を、別に渡される記憶カ
ードを使用して、設置に関連して に含まれるオペレータインタフェースを介して
設定する。同様に、修正をするときは、対応する情報を に記憶カードを用いて供
給する。直列通信を用いる では、プログラムおよびパラメータの更新は、記憶カ
ードを用いて行なう。 一連
の大量製造およびより簡略で高速な試験を行なうことができる。 カードは、特定のエ
レベータの設置に関する情報をサービスセンタに転送する際は、データ および転送手
段として使用することができる。この情報を更新すれば、もはや記憶回路の交換を必要と
しない。
【００１２】
　群に属するすべての、またはいくつかのエレベータに共通するパラメータは、同時に集
中的に更新する。オペレータインタフェースは、どのパラメータが複数のエレベータに共
通するかをチェックし、これらのパラメータをすべて群内の全エレベータに自動的に設定
するように制御する。したがって、すべての群パラメータは、どのエレベータも確実に同
じ値を有することになる。
【００１３】
　分散型エレベータ制御方式では、エレベータに固有の構成データおよびパラメータデー
タをエレベータ に始動運転中に転送する。 の機能は、このデータを変更
することによって後に変更することができる。この は、オペレータインタフェース
の不揮発性メモリに蓄積される。このメモリは、ある主のマスタコピーとして機能し、必
要なときは、他の機能部がこのデータをメモリから読み出すことができる。
【００１４】
　ビルの建設中に使用するパラメータは、オペレータインタフェースによって容易に設定
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することができる。それぞれ、通常のパラメータは、建設終了後に設定することができる
。
【００１５】
　記憶カードは障害メッセージテキストを含み、障害 指示がメモリにロードされ、オ
ペレータインタフェース・ディスプレイ装置に表示された障害メッセージごとに障害
指示を容易に出力することができる。これらの指示は、サービス要員の選択した言語で表
示することができ、この選択は当人の記憶カードに される。この適用例ではまた、記
憶カードは、サービス要員がエレベータの操作、障害密度および障害のタイプについてフ
ィードバックする際のデータ および転送手段としても機能する。
【００１６】
　本発明の実施例によれば、記憶カードなしにオペレータインタフェースを使用すると、
同インタフェースは、基本機能を実行し、対応する画面を１つの言語、たとえば英語また
は標準コードで表示する。記憶カードを使用すると、言語を選択して操作範囲をサービス
マンの資格の程度に応じて拡張することができる。
【００１７】
【実施例】
　次に添付図面を参照して本発明を一実施例によって詳細に説明する。
【００１８】
　図１は、エレベータ制御装置１に含まれるオペレータインタフェース３およびエレベー
タ ２の機能接続を示す図である。エレベータ は、エレベータ駆
動装置４、ドア５および表示器６の動作を制御する。エレベータ にはまた、停
止階ボタン８およびカー呼出ボタン７が接続されている。エレベータ制御装置には、オペ
レータインタフェース端末 11が配置され、これによってエレベータの機能を試験し、モニ
タすることができる。構成およびパラメータは、オペレータインタフェース端末 11を使用
して変更することができる。オペレータインタフェースは、パラメータがエレベータ群全
体に関係するか否かを調べる。群パラメータを変更すると、制御装置は、その群の全エレ
ベータ制御装置におけるパラメータを変更するか否かをチェックする。エレベータ制御装
置の外部から別な端末９またはモデム 10を使用して動作をモニタし、制御することもでき
る。エレベータ制御装置にはまた、群制御系を設けて一群のいくつかのエレベータを制御
するようにしてもよい。動作階層構成上は、群制御系がエレベータ の上位にある
。
【００１９】
　図２に示すように、オペレータインタフェース端末 11にはキーボード 12が設けられ、こ
れを用いて機能コマンドをエレベータの様々な装置に与えることができる。エレベータ

によって与えられる命令およびオペレータコマンドは、ディスプレイ 13で読むこと
ができる。この端末はまた、表示器を有し、これはエレベータおよびその各部の動作およ
び状態を示し、これは、たとえばカー呼出表示器 14、ドア操作表示器 15、およびカー位置
表示器である。本発明によれば、端末 11には、記憶カード 17をこの端末に接続するための
コネクタ 16が設けられている。コネクタ 16は、この端末の内部アドレスおよびデータバス
にリンクされている。
【００２０】
　エレベータの を設置する 、エレベータに固有の構成データおよびパラメ
ータデータをエレベータ に記憶カード 17によって転送する。したがって、エレベ
ータの各構成要素を別々に、異なった製造工場からでさえ、供給することができる。エレ
ベータに固有の は、サービスセンタに記憶カードを使用して容易に転送することが
できる。
【００２１】
　群内のすべての、またはいくつかのエレベータに共通のパラメータは、同時に、しかも
集中的に設定される。オペレータインタフェースは、どのパラメータが複数のエレベータ
に共通であるかをチェックし、これらがすべてその群の全エレベータに自動的に設定され
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るように制御する。したがって、どの群パラメータも各エレベータごとに確実に同じ値を
有する。
【００２２】
　分散型エレベータ制御方式では、エレベータに固有の構成データおよびパラメータデー
タをエレベータ に始動運転中に転送しておく。 の機能は、後にこのデー
タを変更することで変更できる。この は、オペレータインタフェースの不揮発性メ
モリに蓄積される。このメモリは、ある主のマスタコピーとして機能し、他の装置で必要
なときはデータをこのメモリから読み出すことができる。
【００２３】
　新しいビルを建設するときは、エレベータは、通常の状況とは異なる方法で機能する。
エレベータカーのドア閉止時間、加速、減速および駆動速度などの多くのパラメータは、
建設時の使用用に変更しなければならない。
【００２４】
　サービス要員が作業を開始するときは、まずその記憶カード 17をオペレータインタフェ
ース端末 11側のコネクタ 16に挿入する。制御装置内の処理装置は、記憶カード 17から情報
を読み取る。この情報は、特定のサービスタスクについて設定されたものであり、および
（または）関係要員の資格の程度に応じて個人ごとに異なるものである。
【００２５】
　記憶カード 17は、オペレータの作業資格、パスワード、およびそのオペレータに許可さ
れている作業の範囲の確認のためのデータを有する。記憶カード 17によって、表示すべき
テキストの言語、ならびにオペレータに与えるべき命令の詳細な範囲および程度が決まる
。このようにして、各オペレータごとに当該要員に個別に適用される命令が与えられる。
要員ごとの資格はまた、個人記憶カードに されている情報を変更することによって容
易に更新することができる。
【００２６】
　必要が生じた場合、エレベータに固有のパラメータデータのいくつかを修正しなければ
ならない。記憶カード 17を使用することによって、制御装置内の記憶回路を取り換えない
で新たなデータを転送し更新を行なうことができる。更新は簡単になり、信頼性が増す。
これは、更新を予め試験することができるためである。更新されたデータの他に、この記
憶カードはまた、更新処理に必要なプログラムおよび命令を実行する。
【００２７】
　サービス要員用の記憶カード 17は、障害メッセージテキストおよび障害 指示を有す
る。これらの指示は常時、使用可能であり、状況に応じて入手できる。これらの指示は、
作業者の要求および意志に応じて作成される。この記憶カードはまた、 デ
ータを後の作業展開に備えてオペレータからサービスセンタおよび製造工程に転送する手
段としても機能する。
【００２８】
　上述の機能は、必要とオペレータの資格の程度とに応じて１枚以上の記憶カードに配備
することができる。
【００２９】
　本発明を１つの実施例によって説明した。しかし、この提示は本発明を限定すると解す
べきでなく、本発明の実施例は、特許請求の範囲に記載の限度内で変更してもよい。
【図面の簡単な説明】
【図１】　エレベータ のオペレータインタフェースの接続を示す図である。
【図２】　エレベータのオペレータインタフェースに使用される端末の図である。
【符号の説明】
１　エレベータ制御装置
３　オペレータインタフェース
13　ディスプレイ
16　コネクタ
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17　記憶カード

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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