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(57)【要約】
【課題】操作位置が低い利用者であっても、行先階ボタ
ンを操作しやすいかご操作盤を提供すること。
【解決手段】実施形態に係るかご操作盤は、乗りかごの
停止階に対応した複数の第１行先階ボタンを表示する表
示手段と、表示手段によって表示された各第１行先階ボ
タンへのオブジェクトの接触を検出し、当該オブジェク
トが接触した位置に表示される第１行先階ボタンに対応
した呼びを登録する呼び登録手段とを備え、表示手段は
、特定の利用者が乗りかごに乗車したとき、各第１行先
階ボタンとは異なる複数の第２行先階ボタンを当該各第
１行先階ボタンよりも低い位置に追加表示する。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　乗りかごの停止階に対応した複数の第１行先階ボタンを表示する表示手段と、
　前記表示手段によって表示された各第１行先階ボタンへのオブジェクトの接触を検出し
、当該オブジェクトが接触した位置に表示される第１行先階ボタンに対応した呼びを登録
する呼び登録手段と
　を具備し、
　前記表示手段は、
　特定の利用者が前記乗りかごに乗車したとき、前記各第１行先階ボタンとは異なる複数
の第２行先階ボタンを当該各第１行先階ボタンよりも低い位置に追加表示することを特徴
とするかご操作盤。
【請求項２】
　前記表示手段は、
　前記各第２行先階ボタンを追加表示するために、前記各第１行先階ボタンの表示位置を
変更することを特徴とする請求項１に記載のかご操作盤。
【請求項３】
　前記表示手段は、
　前記各第１行先階ボタン間の間隔を狭めて、当該各第１行先階ボタンの表示位置を変更
することを特徴とする請求項２に記載のかご操作盤。
【請求項４】
　前記表示手段は、
　前記各第１行先階ボタンを縮小して、当該各第１行先階ボタンの表示位置を変更するこ
とを特徴とする請求項２に記載のかご操作盤。
【請求項５】
　前記表示手段は、
　前記各第１行先階ボタンの配列を変更して、当該各第１行先階ボタンの表示位置を変更
することを特徴とする請求項２に記載のかご操作盤。
【請求項６】
　前記特定の利用者は、高さが所定値未満であることを特徴とする請求項１に記載のかご
操作盤。
【請求項７】
　前記特定の利用者は、車椅子利用者を含むことを特徴とする請求項６に記載のかご操作
盤。
【請求項８】
　前記表示手段は、
　前記特定の利用者が前記乗りかごに乗車したとき、前記各第２行先階ボタンを表示させ
るための表示ボタンを表示し、
　前記表示ボタンへのオブジェクトの接触が検出されたとき、前記各第２行先階ボタンを
追加表示することを特徴とする請求項１に記載のかご操作盤。
【請求項９】
　前記表示手段は、
　前記各第２行先階ボタンが操作されたことによって登録された呼びの目的階に前記乗り
かごが到着したとき、前記表示された各第２行先階ボタンの表示を終了させ、前記各第１
行先階ボタンを元の表示位置に表示させることを特徴とする請求項２に記載のかご操作盤
。
【請求項１０】
　前記表示手段は、
　非常呼びボタンが押下された場合、前記各第１行先階ボタン及び前記各第２行先階ボタ
ンを一時的に非表示にし、オペレータの映像を表示することを特徴とする請求項１に記載
のかご操作盤。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、かご操作盤に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、操作盤に配設される行先階ボタンの位置は、エレベータ利用者の平均身長に
基づいて決定されている。このため、子供や車椅子利用者など、高さが平均身長に満たな
い利用者（換言すると、操作位置が低い利用者）の場合、行先階ボタンを押し辛いまたは
押すことができないという不都合が生じてしまう。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実開平４－１１７８８３号公報
【特許文献２】特開２０１３－１１９４３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明が解決しようとする課題は、操作位置が低い利用者であっても、行先階ボタンを
操作しやすいかご操作盤を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　実施形態に係るかご操作盤は、乗りかごの停止階に対応した複数の第１行先階ボタンを
表示する表示手段と、前記表示手段によって表示された各第１行先階ボタンへのオブジェ
クトの接触を検出し、当該オブジェクトが接触した位置に表示される第１行先階ボタンに
対応した呼びを登録する呼び登録手段とを具備し、前記表示手段は、特定の利用者が前記
乗りかごに乗車したとき、前記各第１行先階ボタンとは異なる複数の第２行先階ボタンを
当該各第１行先階ボタンよりも低い位置に追加表示する。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】図１は、第１の実施形態に係るかご操作盤を含むエレベータシステムの構成を示
す図である。
【図２】図２は、一般利用者だけが乗りかごに乗車している場合の行先階ボタンの表示例
を示す図である。
【図３】図３は、特定の利用者が乗りかごに乗車している場合の行先階ボタンの表示例を
示す図である。
【図４】図４は、特定の利用者が乗りかごに乗車している場合の行先階ボタンの別の表示
例を示す図である。
【図５】図５は、特定の利用者が乗りかごに乗車している場合の行先階ボタンのさらに別
の表示例を示す図である。
【図６】図６は、追加行先階ボタンを拡大した拡大図である。
【図７】図７は、同実施形態に係るエレベータシステムによって実現される動作の一例を
示すフローチャートである。
【図８】図８は、第２の実施形態に係る追加表示ボタンの表示例を示す図である。
【図９】図９は、同実施形態に係るエレベータシステムによって実現される動作の一例を
示すフローチャートである。
【図１０】図１０は、その他の実施形態に係る操作部の表示例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　以下、図面を参照して実施形態を説明する。　
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　なお、以下では、所定値（例えば１４０ｃｍ）以上の高さを有した利用者を「一般利用
者」と称し、所定値未満の高さを有した利用者を「特定の利用者」と称する。特定の利用
者には、例えば、子供や車椅子利用者などが含まれる。所定値は、例えば、エレベータ利
用者の平均身長に基づいて決定される。
【０００８】
［第１の実施形態］　
　図１は、第１の実施形態に係るかご操作盤を含むエレベータシステムの構成を示す図で
ある。図１に示すエレベータシステムにおいては、乗りかご１１の乗降口にかごドア１２
が開閉自在に取り付けられ、そのかごドア１２の横にタッチパネル式の操作部１４を有す
るかご操作盤１３が設置されている。操作部１４は、液晶表示装置（LCD: Liquid Crysta
l Display）とこのＬＣＤ上に載置された透明のタッチパネルとで構成され、乗りかご１
１の停止階に対応した行先階ボタン１５をタッチ操作可能に表示している。ＬＣＤは、タ
ッチパネル制御装置（Ｔ／Ｐ制御装置）２１から出力される表示信号に基づいて画面イメ
ージを表示する。タッチパネルは、オブジェクト（例えば、利用者の指など）が接触した
画面上の位置を検出可能なポインティングデバイスである。なお、タッチパネルの方式と
しては、例えば「抵抗膜方式」や「静電容量方式」などがあるが、特にこれらの方式に限
定されるものではない。
【０００９】
　利用者が操作部１４上の任意の階の行先階ボタン１５をタッチすると、タッチパネル制
御装置２１は、当該行先階ボタン１５に対応したかご呼びを生成してエレベータ制御装置
（ＥＬ制御装置）２２に送る。なお、「かご呼び」とは、行先階ボタン１５の操作により
登録される呼びの信号のことであり、行先階（目的階、かご呼び登録階）の情報を含む。
【００１０】
　また、このかご操作盤１３の下部には戸開ボタン１６ａ、戸閉ボタン１６ｂ、非常呼び
ボタン１７が設けられ、上部には表示部１８とアナウンス部１９とが設けられている。
【００１１】
　戸開ボタン１６ａはかごドア１２の戸開を指示するためのボタンであり、戸閉ボタン１
６ｂはかごドア１２の戸閉を指示するためのボタンである。非常呼びボタン１７は、外部
（例えば、建物の監視室または遠隔地に存在するエレベータの監視センタなど）と連絡す
るためのボタンである。これらのボタン１６ａ，１６ｂ，１７は、非常時に重要となるボ
タンであるため、操作の確実性の面から押下式の操作ボタンで構成されている。また、こ
れらのボタン１６ａ，１６ｂ，１７が利用者によって操作された場合に生成される操作信
号は、図示しない伝送ケーブルを介してエレベータ制御装置２２に与えられる。なお、操
作の確実性が担保されるのであれば、ボタン１６ａ，１６ｂ，１７についても操作部１４
に配置して行先階ボタン１５と同様にタッチ操作可能な構成としても良い。
【００１２】
　表示部１８はＬＣＤからなり、かご内インジケータとして乗りかご１１の運転方向や現
在位置を表示している。アナウンス部１９は、音声アナウンスを出力する部分である。
【００１３】
　乗りかご１１の乗降口近傍には、センサ装置２０が設置されている。このセンサ装置２
０は、乗りかご１１に乗車する利用者を検出すると共に、当該検出された利用者の高さに
関する高さ情報をエレベータ制御装置２２に送る。なお、センサ装置２０としては、例え
ば「超音波センサ装置」や「光センサ装置」などがあるが、特にこれらに限定されるもの
ではない。
【００１４】
　タッチパネル制御装置２１は、エレベータ制御装置からの指示にしたがって、操作部１
４の表示制御（例えば、行先階ボタンの表示や行先階ボタンの点灯／消灯など）を行う。
エレベータ制御装置２２は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＲＯＭ（Read Only M
emory）、ＲＡＭ（Random Access Memory）などを備えたコンピュータからなり、乗りか
ご１１の運転制御を含むエレベータ全体の制御を行う。
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【００１５】
　図２は、一般利用者だけが乗りかご１１に乗車している場合の行先階ボタン１５の表示
例を示す。この場合、操作部１４には、図２に示すように、乗りかご１１の停止階に対応
した複数の一般行先階ボタン（第１行先階ボタン）１５ａだけが好適なレイアウトで画面
全体に表示される。一般行先階ボタン１５ａとは、一般利用者によって使用されることを
想定したボタンであり、乗りかご１１に利用者が乗車している間中、操作部１４に常に表
示されているボタンである。好適なレイアウト（例えば、ボタン間の間隔やボタン配列な
ど）は、乗りかご１１の停止階の数や操作部１４の大きさ（表示面積）によって決定され
る。
【００１６】
　図３は、特定の利用者が乗りかご１１に乗車している場合の行先階ボタン１５の表示例
を示す。この場合、操作部１４には、図３に示すように、一般行先階ボタン１５ａに加え
て、追加行先階ボタン（第２行先階ボタン）１５ｂが表示される。追加行先階ボタン１５
ｂとは、特定の利用者によって使用されることを想定したボタンであり、操作部１４の画
面上において、一般行先階ボタン１５ａよりも低い位置に表示される。また、前述したよ
うに、操作部１４には、一般行先階ボタン１５ａと追加行先階ボタン１５ｂの２種類の行
先階ボタンが表示されるため、一般行先階ボタン１５ａは、追加行先階ボタン１５ｂを表
示するスペースの確保のために、図２に示した一般行先階ボタン１５ａだけが表示されて
いる場合とは異なるレイアウトで表示される（換言すると、ボタンの表示位置が変更され
る）。具体的には、ボタン間の間隔を狭めたり、ボタンの大きさを縮小したり、ボタン配
列を変更したりすることで、一般行先階ボタン１５ａの表示位置は変更される。図３では
、ボタン間の間隔を狭めることで、一般行先階ボタン１５ａの表示位置が変更された場合
を例示している。
【００１７】
　図４及び図５は、特定の利用者が乗りかご１１に乗車している場合の一般行先階ボタン
１５ａのレイアウトの一例を示す。図４では、ボタンの大きさを縮小することで、一般行
先階ボタン１５ａの表示位置が変更された場合を例示し、図５では、ボタン配列を変更す
ることで、一般行先階ボタン１５ａの表示位置が変更された場合を例示している。図４及
び図５に示すように、一般行先階ボタン１５ａの表示位置を変更するために、ボタンの大
きさを縮小したり、ボタン配列を変更したりするのは、主に、乗りかご１１の停止階の数
が多い（多階床）ときに使用される。一方で、一般行先階ボタン１５ａの表示位置を変更
するために、図３に示したように、ボタン間の間隔を狭めるのは、乗りかご１１の停止階
の数があまり多くない（低階床）ときに使用される。
【００１８】
　図６は、追加行先階ボタン１５ｂを拡大した拡大図である。追加行先階ボタン１５ｂは
、特定の利用者の手の届く範囲に乗りかご１１の停止階に対応した全ての行先階ボタンを
配置する必要がある。このため、追加行先階ボタン１５ｂは、図６に示すように、ボタン
配列を２行－４列にするなど、一般行先階ボタン１５ａとは異なるレイアウトで表示され
ても良い。
【００１９】
　追加行先階ボタン１５ｂを操作することで登録されるかご呼びには、行先階を示す情報
の他に、追加行先階ボタン１５ｂを操作することで登録された呼びであることを示す属性
情報が含まれる。なお、追加行先階ボタン１５ｂを操作することで登録されるかご呼びは
、特定の利用者、すなわち、子供や車椅子利用者の操作により登録される呼びであるので
、特殊呼びとして登録されても良い。「特殊呼び」とは、行先階に到着したときのかごド
ア１２の戸開速度や戸開時間などが通常のかご呼びとは異なる呼びのことであり、特殊呼
びであることを示す属性情報がさらに含まれる。
【００２０】
　次に、図７のフローチャートを参照して、本実施形態に係るエレベータシステムによっ
て実現される動作の一例について説明する。但し、ここでは、操作部１４には一般行先階
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ボタン１５ａだけが既に好適なレイアウトで表示されているものとして説明する。また、
後述する「乗場呼び」とは、各階の乗場で図示しない乗場呼びボタンの操作により登録さ
れる呼びの信号のことであり、登録階（乗場呼び登録階）と行先方向の情報を含む。
【００２１】
　利用者によって登録された乗場呼びに応答した乗りかご１１が乗場呼び登録階に到着し
、利用者が乗りかご１１に乗車すると、センサ装置２０は、乗りかご１１に乗車する利用
者を検出し、当該検出された利用者の高さに関する高さ情報をエレベータ制御装置２２に
出力する（ステップＳ１）。
【００２２】
　例えば、センサ装置２０が超音波センサ装置である場合、センサ装置２０はかごドア１
２の戸開と共に超音波を発生させ、超音波が利用者に反射して返ってくるまでの時間を測
定し、センサ装置２０から利用者までの距離を算出する。このため、エレベータ制御装置
２２には、センサ装置２０から利用者までの距離が高さ情報として出力される。なお、公
知の別の手法にて利用者の高さを測定し、利用者の高さそのものを示す高さ情報がエレベ
ータ制御装置２２に出力されても良い。
【００２３】
　エレベータ制御装置２２は、センサ装置２０から出力された高さ情報の入力を受け付け
ると、当該入力を受け付けた高さ情報に基づいて、乗りかご１１に乗車している利用者の
中に特定の利用者が含まれているか否かを判定する（ステップＳ２）。
【００２４】
　例えば、前述したようにセンサ装置２０が超音波センサ装置であって、センサ装置２０
から利用者までの距離が高さ情報として出力されている場合、エレベータ制御装置２２は
、乗りかご１１の床面からセンサ装置２０までの距離と、入力を受け付けた高さ情報によ
って示される距離との差分、つまり、利用者の高さを算出し、当該利用者の高さが所定値
以上であるか否かを判定することで、当該利用者が一般利用者であるか、特定の利用者で
あるかを判定する。エレベータ制御装置２２は、当該判定の結果に基づいて、乗りかご１
１に乗車している利用者の中に特定の利用者が含まれているか否かを判定する。
【００２５】
　乗りかご１１に乗車している利用者の中に特定の利用者が含まれていない、つまり、利
用者が一般利用者のみであると判定された場合（ステップＳ２のＮＯ）、操作部１４に表
示された一般行先階ボタン１５ａによりかご呼びの登録が行われる。操作部１４は、利用
者によってタッチされた位置を示す位置情報をタッチパネル制御装置２１に出力する。タ
ッチパネル制御装置２１は、当該位置情報によって示される位置に表示される一般行先階
ボタン１５ａに対応したかご呼びを生成してエレベータ制御装置２２に出力し、エレベー
タ制御装置２２は、当該かご呼びの登録を行う（ステップＳ３）。
【００２６】
　なお、エレベータ制御装置２２によってかご呼びの登録が行われると、タッチパネル制
御装置２１は、かご呼び登録階に対応した行先階ボタン１５を点灯させる。
【００２７】
　その後、乗りかご１１はかご呼び登録階に移動し、かご呼び登録階に到着すると、かご
ドア１２を戸開する（ステップＳ４）。このとき、エレベータ制御装置２２は、センサ装
置２０により新たな利用者が検出されたか否かを判定する（ステップＳ５）。なお、新た
な利用者が検出されたと判定された場合（ステップＳ５のＹＥＳ）、ステップＳ２の処理
に戻る。
【００２８】
　一方、新たな利用者が検出されなかったと判定された場合（ステップＳ５のＮＯ）、エ
レベータ制御装置２２は、乗りかご１１が登録された全てのかご呼びに応答したか否かを
判定し（ステップＳ６）、全てのかご呼びに応答し終えたと判定された場合（ステップＳ
６のＹＥＳ）、ここでの処理を終了させる。一方、全てのかご呼びに応答していない、つ
まり、登録されたかご呼びがまだ残っている場合（ステップＳ６のＮＯ）、ステップＳ４
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の処理に戻り、乗りかご１１は、かごドア１２を戸閉し終えると、次のかご呼び登録階へ
の移動を開始する。
【００２９】
　なお、かご呼び登録階に到着し、かごドア１２が戸開すると、当該かご呼び登録階に対
応した行先階ボタン１５はタッチパネル制御装置２１によって消灯される。
【００３０】
　ステップＳ２の判定処理において、乗りかご１１に乗車している利用者の中に特定の利
用者が含まれていると判定された場合（ステップＳ２のＹＥＳ）、エレベータ制御装置２
２は、一般行先階ボタン１５ａに加えて、追加行先階ボタン１５ｂを操作部１４に追加表
示させるよう指示する表示指示信号をタッチパネル制御装置２１に出力する。タッチパネ
ル制御装置２１は、この表示指示信号にしたがって、一般行先階ボタン１５ａの表示位置
を変更した上で、一般行先階ボタン１５ａ及び追加行先階ボタン１５ｂを操作部１４に表
示させる（ステップＳ７）。
【００３１】
　利用者は、操作部１４に表示された一般行先階ボタン１５ａ及び／または追加行先階ボ
タン１５ｂにタッチすることでかご呼びの登録を行う。操作部１４は、利用者によってタ
ッチされた位置を示す位置情報をタッチパネル制御装置２１に出力する。タッチパネル制
御装置２１は、当該位置情報によって示される位置に表示される一般行先階ボタン１５ａ
及び／または追加行先階ボタン１５ｂに対応したかご呼びを生成してエレベータ制御装置
２２に出力し、エレベータ制御装置２２は、当該かご呼びの登録を行う。なお、前述した
ように、利用者が追加行先階ボタン１５ｂにタッチすることで登録されたかご呼びには、
行先階を示す情報に加えて、追加行先階ボタン１５ｂを操作することで登録された呼びで
あることを示す属性情報が含まれる（ステップＳ８）。
【００３２】
　続いて、エレベータ制御装置２２は、追加行先階ボタン１５ｂが操作されたことによる
かご呼びが登録されたか否かを判定する（ステップＳ９）。具体的には、エレベータ制御
装置２２は、追加行先階ボタン１５ｂを操作することで登録された呼びであることを示す
属性情報を含むかご呼びが登録されているか否かに基づいて、追加行先階ボタン１５ｂが
操作されたことによるかご呼びが登録されているか否かを判定する。
【００３３】
　追加行先階ボタン１５ｂが操作されたことによるかご呼びが登録されていないと判定さ
れた場合（ステップＳ９のＮＯ）、エレベータ制御装置２２は、追加行先階ボタン１５ｂ
が操作部１４に表示されてから所定時間が経過したか否かを判定する（ステップＳ１０）
。なお、追加行先階ボタン１５ｂが表示されてからまだ所定時間が経過していないと判定
された場合（ステップＳ１０のＮＯ）、ステップＳ８の処理に戻り、利用者の操作に応じ
て、さらなるかご呼びの登録を行う。
【００３４】
　一方、追加行先階ボタン１５ｂが表示されてから所定時間が経過したと判定された場合
（ステップＳ１０のＹＥＳ）、エレベータ制御装置２２は、追加行先階ボタン１５ｂの表
示を終了させるよう指示する表示指示信号をタッチパネル制御装置２１に出力する。タッ
チパネル制御装置２１は、この表示指示信号にしたがって、追加行先階ボタン１５ｂの表
示を終了させると共に、操作部１４に一般行先階ボタン１５ａだけを好適なレイアウトで
（元の表示位置に）表示させ（ステップＳ１１）、後述するステップＳ１２の処理に進む
。
【００３５】
　ステップＳ９の判定処理において、追加行先階ボタン１５ｂが操作されたことによるか
ご呼びが登録されていると判定された場合（ステップＳ９のＹＥＳ）、乗りかご１１はか
ご呼び登録階への移動を開始する。そして、乗りかご１１はかご呼び登録階に到着すると
、かごドア１２を戸開する（ステップＳ１２）。このとき、エレベータ制御装置２２は、
当該かご呼び登録階が追加行先階ボタン１５ｂを操作したことによるかご呼びのかご呼び
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登録階であるか否かを判定する（ステップＳ１３）。具体的には、エレベータ制御装置２
２は、当該かご呼び登録階が、追加行先階ボタン１５ｂを操作することで登録された呼び
であることを示す属性情報を含むかご呼びのかご呼び登録階であるか否かを判定する。
【００３６】
　なお、追加行先階ボタン１５ｂが操作されたことによるかご呼びのかご呼び登録階でな
いと判定された場合（ステップＳ１３のＮＯ）、後述するステップＳ１６の処理に進む。
一方、追加行先階ボタン１５ｂが操作されたことによるかご呼びのかご呼び登録階である
と判定された場合（ステップＳ１３のＹＥＳ）、エレベータ制御装置２２は、追加行先階
ボタン１５ｂが操作されたことにより登録されたかご呼びがまだ残っているか否かを判定
する（ステップＳ１４）。
【００３７】
　追加行先階ボタン１５ｂが操作されたことにより登録されたかご呼びがまだ残っている
と判定された場合（ステップＳ１４のＹＥＳ）、後述するステップＳ１６の処理に進む。
【００３８】
　一方、追加行先階ボタン１５ｂが操作されたことにより登録されたかご呼びが残ってい
ないと判定された場合（ステップＳ１４のＮＯ）、エレベータ制御装置２２は、追加行先
階ボタン１５ｂの表示を終了させるよう指示する表示指示信号をタッチパネル制御装置２
１に出力する。タッチパネル制御装置２１は、この表示指示信号にしたがって、追加行先
階ボタン１５ｂの表示を終了させると共に、操作部１４に一般行先階ボタン１５ａだけを
好適なレイアウトで（元の表示位置に）表示させる（ステップＳ１５）。
【００３９】
　続いて、エレベータ制御装置２２は、センサ装置２０により新たな利用者が検出された
か否かを判定する（ステップＳ１６）。なお、新たな利用者が検出されたと判定された場
合（ステップＳ１６のＹＥＳ）、ステップＳ２の処理に戻る。
【００４０】
　一方、新たな利用者が検出されなかったと判定された場合（ステップＳ１６のＮＯ）、
エレベータ制御装置２２は、乗りかご１１が登録された全てのかご呼びに応答したか否か
を判定し（ステップＳ１７）、全てのかご呼びに応答し終えたと判定された場合（ステッ
プＳ１７のＹＥＳ）、ここでの処理を終了させる。一方、全てのかご呼びに応答していな
い、つまり、登録されたかご呼びがまだ残っている場合（ステップＳ１７のＮＯ）、ステ
ップＳ１２の処理に戻り、乗りかご１１は、かごドア１２を戸閉し終えると、次のかご呼
び登録階への移動を開始する。
【００４１】
　以上説明した第１の実施形態によれば、かご操作盤１３は、所定値未満の高さを有した
特定の利用者が乗りかご１１に乗車してきたときに、一般行先階ボタン１５ａよりも低い
位置に追加行先階ボタン１５ｂを表示可能な操作部１４を備えているので、一般行先階ボ
タン１５ａには手の届かない特定の利用者であっても行先階ボタンを操作することができ
るようになる。
【００４２】
　また、本実施形態によれば、特定の利用者が乗りかご１１に乗車してきたときに、操作
部１４は、一般行先階ボタン１５ａを表示したまま、追加行先階ボタン１５ｂを追加表示
するので、一般利用者が行先階ボタンを操作し辛くなることがない。例えば、特定の利用
者が乗りかご１１に乗車していない（換言すると、一般利用者だけが乗りかご１１に乗車
している）場合、一般行先階ボタン１５ａだけを表示し、特定の利用者が乗りかご１１に
乗車している場合、追加行先階ボタン１５ｂだけを表示する構成の場合、前述と同様に、
特定の利用者であっても行先階ボタンを操作することができるようになる一方で、特定の
利用者が乗りかご１１に乗車している場合、一般利用者にとっては低い位置に行先階ボタ
ンが表示されてしまうため、行先階ボタンを操作し辛いという不都合が生じてしまう。こ
の点、本実施形態によれば、特定の利用者が乗りかご１１に乗車してきたときに、操作部
１４は、一般行先階ボタン１５ａを表示したまま、追加行先階ボタン１５ｂを追加表示す
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るので、前述のような不都合の発生を抑制することができる。つまり、一般利用者及び特
定の利用者の双方にとって行先階ボタンを操作しやすい環境を提供することができる。
【００４３】
　なお、本実施形態では、特定の利用者が乗りかご１１に乗車したことを検出するために
、センサ装置２０を利用するとしたがこれに限定されず、例えばセンサ装置２０の代わり
に、１秒間に数コマ（例えば３０コマ／秒）の画像を連続的に撮影可能なカメラが利用さ
れても良い。これによれば、カメラの撮影範囲が検出範囲となり、広角レンズなどを用い
てカメラの撮影範囲を広くすればそれだけ検出範囲も広くすることができるので、センサ
装置２０に比べてより検出範囲を広くすることができるようになる。また、センサ装置２
０を利用する場合、検出範囲の都合上、センサ装置２０は乗降口近傍に設置しなければな
らないが、カメラの場合、前述したように、センサ装置２０に比べて検出範囲を広くする
ことができるため、設置位置の自由度も向上させることができるという利点を得ることが
できる。さらに、特定の利用者を検出するためにカメラを利用する場合、既に設置された
防犯カメラなどの一機能として特定の利用者を検出する機能を追加することができるため
、センサ装置２０の設置にかかるコストを低減させることもできる。
【００４４】
　また、本実施形態では、エレベータ制御装置２２は、乗りかご１１に乗車した利用者の
高さが所定値（例えば１４０ｃｍ）未満である場合に、当該利用者を特定の利用者と判定
するとしたが、これに限定されず、エレベータ制御装置２２は、乗りかご１１に乗車した
利用者の高さが第１の所定値（例えば５０ｃｍ）以上第２の所定値（例えば１４０ｃｍ）
未満である場合に、当該利用者を特定の利用者と判定するとしても良い。このように、特
定の利用者であるか否かを判定する指標として固定値ではなく、範囲をもった値が設定さ
れることで、例えばペットなど（具体的には５０ｃｍ未満の高さを有した利用者）が特定
の利用者として判定されてしまうことを防ぐことができる。
【００４５】
［第２の実施形態］　
　次に、第２の実施形態について説明する。第１の実施形態において説明したように、特
定の利用者が乗りかご１１に乗車したときに、一般行先階ボタン１５ａのレイアウト（表
示位置）を変更した上で、追加行先階ボタン１５ｂを追加表示する場合、次のような不都
合が生じる恐れがある。
【００４６】
　特定の利用者が乗りかご１１に乗車したときに、一般行先階ボタン１５ａの表示位置を
変更して、追加行先階ボタン１５ｂを追加表示してしまうと、表示位置が変わる直前に一
般行先階ボタン１５ａを操作しようとしていた一般利用者がいた場合、一般行先階ボタン
１５ａの表示位置が変更されたことに起因して、操作しようとしていた行先階ボタンとは
異なる行先階ボタンを誤って操作してしまうという不都合が生じる恐れがある。
【００４７】
　そこで、本実施形態では、図８に示すように、特定の利用者が乗りかご１１に乗車した
時点では、一般行先階ボタン１５ａの表示位置を変更せずに、追加行先階ボタン１５ｂを
操作部１４に追加表示させるための追加表示ボタン１５ｃだけを追加表示する構成として
いる。そして、この追加表示ボタン１５ｃが操作されたときに、一般行先階ボタン１５ａ
の表示位置を変更した上で、操作部１４に追加行先階ボタン１５ｂを追加表示する構成と
している。
【００４８】
　なお、追加表示ボタン１５ｃは、特定の利用者の手の届く範囲に表示する必要があるの
で、図８に示すように、一般行先階ボタン１５ａよりも低い位置に表示される。
【００４９】
　ここで、図９のフローチャートを参照して、第２の実施形態に係るエレベータシステム
によって実現される動作の一例について説明する。但し、図７に示す動作と同一の処理に
ついては同一の符号を付し、ここではその詳しい説明を省略するものとする。
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【００５０】
　ステップＳ１，Ｓ２の処理が実行され、ステップＳ２の判定処理において、乗りかご１
１に乗車している利用者の中に特定の利用者が含まれていると判定された場合（ステップ
Ｓ２のＹＥＳ）、エレベータ制御装置２２は、一般行先階ボタン１５ａに加えて、追加表
示ボタン１５ｃを操作部１４に追加表示させるよう指示する表示指示信号をタッチパネル
制御装置２１に出力する。タッチパネル制御装置２１は、この表示指示信号にしたがって
、一般行先階ボタン１５ａの表示位置を変更せずに、一般行先階ボタン１５ａ及び追加表
示ボタン１５ｃを操作部１４に表示させる（ステップＳ２１）。
【００５１】
　なお、ステップＳ２の判定処理において、乗りかご１１に乗車している利用者の中に特
定の利用者が含まれていない、つまり、利用者が一般利用者のみであると判定された場合
（ステップＳ２のＮＯ）、ステップＳ３～Ｓ６の処理が順次実行され、ここでの処理は終
了する。
【００５２】
　続いて、エレベータ制御装置２２は、利用者によって追加表示ボタン１５ｃが操作され
たか否かを判定する（ステップＳ２２）。なお、追加表示ボタン１５ｃが操作されていな
いと判定された場合（ステップＳ２２のＮＯ）、エレベータ制御装置２２は、追加表示ボ
タン１５ｃが操作部１４に表示されてから所定時間が経過したか否かを判定する（ステッ
プＳ２３）。
【００５３】
　なお、追加表示ボタン１５ｃが表示されてから所定時間が経過していないと判定された
場合（ステップＳ２３のＮＯ）、ステップＳ２２の処理に戻り、利用者によって追加表示
ボタン１５ｃが操作されたか否かを再度判定する。
【００５４】
　一方、追加表示ボタン１５ｃが表示されてから所定時間が経過したと判定された場合（
ステップＳ２３のＹＥＳ）、エレベータ制御装置２２は、追加表示ボタン１５ｃの表示を
終了させるよう指示する表示指示信号をタッチパネル制御装置２１に出力する。タッチパ
ネル制御装置２１は、この表示指示信号にしたがって、追加表示ボタン１５ｃの表示を終
了させ（つまり、操作部１４には一般行先階ボタン１５ａだけが表示され）（ステップＳ
２４）、ステップＳ８の処理に進む。
【００５５】
　ステップＳ２２の判定処理において、追加表示ボタン１５ｃが操作されたと判定された
場合（ステップＳ２２のＹＥＳ）、ステップＳ７～Ｓ１７の処理が順次実行され、ここで
の処理は終了する。
【００５６】
　以上説明した第２の実施形態によれば、かご操作盤１３は、特定の利用者が乗りかご１
１に乗車したときに、まずは一般行先階ボタン１５ａの表示位置を変更せずに、一般行先
階ボタン１５ａよりも低い位置に追加表示ボタン１５ｃを表示し、追加表示ボタン１５ｃ
が操作されたときに、一般行先階ボタン１５ａよりも低い位置に追加行先階ボタン１５ｂ
を表示可能な操作部１４を備えているので、一般行先階ボタン１５ａの表示位置の変更に
起因した誤操作の発生を抑制することができる。
【００５７】
　また、前述したように、追加表示ボタン１５ｃを操作することで、追加行先階ボタン１
５ｂを表示することができるので、前述した第１の実施形態と同様な効果を得ることもで
きる。
【００５８】
　（その他の実施形態）　
　以下、各実施形態に共通して追加しても良い機能について説明する。
【００５９】
　・非常時における操作部１４のレイアウト変更機能
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　非常呼びボタン１７が利用者によって押下された場合、エレベータ制御装置２２は、行
先階ボタン１５の表示を終了させるよう指示する表示指示信号（換言すると、行先階ボタ
ン１５を一時的に非表示にさせるよう指示する表示指示信号）をタッチパネル制御装置２
１に出力すると共に、図示しない監視センタなどにいるオペレータの映像を操作部１４に
表示させるよう指示する表示指示信号をタッチパネル制御装置２１に出力する。これによ
れば、図１０に示すように、操作部１４には行先階ボタン１５の代わりにオペレータの映
像が通話可能に表示される。このとき、オペレータの発言がテキスト情報として操作部１
４にさらに表示されても良い。なお、テキスト情報は、オペレータの映像と共に常に表示
されても良いし、オペレータの判断によって（例えば、利用者が聴覚障害者であるとオペ
レータが判断したときに）適宜表示されても良い。
【００６０】
　以上説明した少なくとも１つの実施形態によれば、操作位置が低い利用者であっても、
行先階ボタンを操作しやすいかご操作盤を提供することができる。
【００６１】
　なお、本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示
したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は
、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、
種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の
範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含
まれる。
【符号の説明】
【００６２】
　１１…乗りかご、１２…かごドア、１３…かご操作盤、１４…操作部、１５…行先階ボ
タン、１５ａ…一般行先階ボタン、１５ｂ…追加行先階ボタン、１５ｃ…追加表示ボタン
、１６ａ…戸開ボタン、１６ｂ…戸閉ボタン、１７…非常呼びボタン、１８…表示部、１
９…アナウンス部、２０…センサ装置、２１…タッチパネル制御装置（Ｔ／Ｐ制御装置）
、２２…エレベータ制御装置（ＥＬ制御装置）。
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【図９】 【図１０】

【手続補正書】
【提出日】平成29年8月7日(2017.8.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　乗りかごの停止階に対応した複数の第１行先階ボタンを表示する表示手段と、
　前記表示手段によって表示された各第１行先階ボタンへのオブジェクトの接触を検出し
、当該オブジェクトが接触した位置に表示される第１行先階ボタンに対応した呼びを登録
する呼び登録手段と
　を具備し、
　前記表示手段は、
　特定の利用者が前記乗りかごに乗車したとき、前記各第１行先階ボタンとは異なるレイ
アウトの複数の第２行先階ボタンを当該各第１行先階ボタンよりも低い位置に追加表示す
ることを特徴とするかご操作盤。
【請求項２】
　前記表示手段は、
　前記各第２行先階ボタンを追加表示するために、前記各第１行先階ボタンの表示位置を
変更することを特徴とする請求項１に記載のかご操作盤。
【請求項３】
　前記表示手段は、
　前記各第１行先階ボタン間の間隔を狭めて、当該各第１行先階ボタンの表示位置を変更
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することを特徴とする請求項２に記載のかご操作盤。
【請求項４】
　前記表示手段は、
　前記各第１行先階ボタンを縮小して、当該各第１行先階ボタンの表示位置を変更するこ
とを特徴とする請求項２に記載のかご操作盤。
【請求項５】
　前記表示手段は、
　前記各第１行先階ボタンの配列を変更して、当該各第１行先階ボタンの表示位置を変更
することを特徴とする請求項２に記載のかご操作盤。
【請求項６】
　前記特定の利用者は、高さが所定値未満であることを特徴とする請求項１に記載のかご
操作盤。
【請求項７】
　前記特定の利用者は、車椅子利用者を含むことを特徴とする請求項６に記載のかご操作
盤。
【請求項８】
　前記表示手段は、
　前記特定の利用者が前記乗りかごに乗車したとき、前記各第２行先階ボタンを表示させ
るための表示ボタンを表示し、
　前記表示ボタンへのオブジェクトの接触が検出されたとき、前記各第２行先階ボタンを
追加表示することを特徴とする請求項１に記載のかご操作盤。
【請求項９】
　前記表示手段は、
　前記各第２行先階ボタンが操作されたことによって登録された呼びの目的階に前記乗り
かごが到着したとき、前記表示された各第２行先階ボタンの表示を終了させ、前記各第１
行先階ボタンを元の表示位置に表示させることを特徴とする請求項２に記載のかご操作盤
。
【請求項１０】
　前記表示手段は、
　非常呼びボタンが押下された場合、前記各第１行先階ボタン及び前記各第２行先階ボタ
ンを一時的に非表示にし、オペレータの映像を表示することを特徴とする請求項１に記載
のかご操作盤。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　実施形態に係るかご操作盤は、乗りかごの停止階に対応した複数の第１行先階ボタンを
表示する表示手段と、前記表示手段によって表示された各第１行先階ボタンへのオブジェ
クトの接触を検出し、当該オブジェクトが接触した位置に表示される第１行先階ボタンに
対応した呼びを登録する呼び登録手段とを具備し、前記表示手段は、特定の利用者が前記
乗りかごに乗車したとき、前記各第１行先階ボタンとは異なるレイアウトの複数の第２行
先階ボタンを当該各第１行先階ボタンよりも低い位置に追加表示する。
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