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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　昇降路に沿う各階の乗り場の間を移動する乗りかごと、前記乗りかごの呼び登録を受け
付ける登録部と、前記登録部により登録された前記呼び登録にしたがって前記乗りかごを
前記乗り場に移動させる制御部と、前記乗り場に設けられた第一の表示装置と、を備え、
前記登録部は、前記乗り場で乗り込みのために前記乗りかごを呼ぶ第一の呼び登録と、前
記乗りかごを指定の時刻に指定の乗り場に呼ぶ予約を行う第二の呼び登録と、を受け付け
、前記制御部は、前記第一の呼び登録がある場合、当該第一の呼び登録にしたがい前記乗
りかごを移動させる一方、前記第一の呼び登録が未登録であり休止中の移動可能な前記乗
りかごが存在する場合、前記第二の呼び登録にしたがい、休止中の前記乗りかごを前記指
定の時刻に前記指定の乗り場に移動させ、前記第一の表示装置は、前記第二の呼び登録に
したがい前記乗りかごが前記指定の時刻に前記指定の乗り場に待機状態で停止しているか
否か、前記第一の呼び登録によって前記第二の呼び登録が無効になったか否か、の少なく
とも一つを表示するエレベータ制御システム。
【請求項２】
　昇降路に沿う各階の乗り場の間を移動する乗りかごと、前記乗りかごの呼び登録を受け
付ける登録部と、前記登録部により登録された前記呼び登録にしたがって前記乗りかごを
前記乗り場に移動させる制御部と、前記乗りかごの利用者の居住エリアに設けられた第二
の表示装置と、を備え、前記登録部は、前記乗り場で乗り込みのために前記乗りかごを呼
ぶ第一の呼び登録と、前記乗りかごを指定の時刻に指定の乗り場に呼ぶ予約を行う第二の
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呼び登録と、を受け付け、前記制御部は、前記第一の呼び登録がある場合、当該第一の呼
び登録にしたがい前記乗りかごを移動させる一方、前記第一の呼び登録が未登録であり休
止中の移動可能な前記乗りかごが存在する場合、前記第二の呼び登録にしたがい、休止中
の前記乗りかごを前記指定の時刻に前記指定の乗り場に移動させ、前記第二の表示装置は
、前記第二の呼び登録にしたがい前記乗りかごが前記指定の時刻に前記指定の乗り場に待
機状態で停止しているか否か、前記第一の呼び登録によって前記第二の呼び登録が無効に
なったか否か、の少なくとも一つを表示するエレベータ制御システム。
【請求項３】
　さらに、前記乗りかごの利用者の居住エリアに第二の表示装置が設けられ、
　前記第二の表示装置は、前記第二の呼び登録にしたがい前記乗りかごが前記指定の時刻
に前記指定の乗り場に待機状態で停止しているか否か、前記第一の呼び登録によって前記
第二の呼び登録が無効になったか否か、の少なくとも一つを表示する請求項１に記載のエ
レベータ制御システム。
【請求項４】
　前記登録部は、前記第二の呼び登録を前記乗り場に設置された操作盤、または遠隔操作
端末から受け付け可能な請求項１から請求項３のいずれか１項に記載のエレベータ制御シ
ステム。
【請求項５】
　前記第二の呼び登録にしたがい前記乗りかごが前記指定の時刻に前記指定の乗り場に待
機状態で停止していることを示す報知情報を前記乗りかごが待機している前記乗り場が存
在するフロア全体に通知する出力部をさらに備える請求項１から請求項４のいずれか１項
に記載のエレベータ制御システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、エレベータ制御システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、エレベータの乗り場における利用者の待機時間を短縮させるための制御技術が種
々提案されている。例えば、エレベータ利用者がエレベータ乗り場において乗り場呼びを
行った場合、その乗り場呼びを行った時点において乗りかごに乗車できるか否かが判断さ
れ、乗車できると判断された場合には乗りかごへの乗車が予約される。そして、当該利用
者より後に乗り場呼びを行った他のエレベータ利用者に対して優先して乗りかごに乗車で
きるように乗りかごを運行するものがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－１２０３３６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、乗り場呼びを行った順番で乗りかごの運行を行った場合、必ずしも効率
的な乗りかごの運行ができるとは限らず、エレベータの運行制御に関しては改善の余地が
ある。例えば、乗りかごの効率的な運行を妨げることなく、乗りかごを利用したいときの
待ち時間を短縮できるような運行制御ができれは有意義である。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　実施形態のエレベータ制御システムは、乗りかごと、登録部と、制御部と、第一の表示
装置と、を備える。乗りかごは、昇降路に沿う各階の乗り場の間を移動する。登録部は、
乗りかごの呼び登録を受け付ける。この登録部は、乗り場で乗り込みのために乗りかごを
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呼ぶ第一の呼び登録と、乗りかごを指定の時刻に指定の乗り場に呼ぶ予約を行う第二の呼
び登録と、を受け付ける。制御部は、登録部により登録された呼び登録にしたがって乗り
かごを乗り場に移動させる。そして、この制御部は、第一の呼び登録がある場合、当該第
一の呼び登録にしたがい乗りかごを移動させる一方、第一の呼び登録が未登録であり休止
中の移動可能な乗りかごが存在する場合、第二の呼び登録にしたがい、休止中の乗りかご
を指定の時刻に指定の乗り場に移動させる。第一の表示装置は、前記第二の呼び登録にし
たがい前記乗りかごが前記指定の時刻に前記指定の乗り場に待機状態で停止しているか否
か、前記第一の呼び登録によって前記第二の呼び登録が無効になったか否か、の少なくと
も一つを表示する。
 
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】図１は、実施形態で想定するエレベータを説明する模式図である。
【図２】図２は、実施形態のエレベータの乗り場操作盤、予約操作盤および扉の正面図で
ある。
【図３】図３は、実施形態のエレベータ制御システムの予約操作盤の一例を示す図である
。
【図４】図４は、実施形態のエレベータ制御システムにおいて、居住エリア用の表示装置
の一例を示す図である。
【図５】図５は、実施形態のエレベータ制御システムにおいて、管理室に設置される監視
表示装置の一例を示す図である。
【図６】図６は、実施形態のエレベータ制御システムの機能的な構成例を示すブロック図
である。
【図７】図７は、実施形態のエレベータ制御システムの予約操作盤の他の例を示す図であ
る。
【図８】図８は、実施形態のエレベータ制御システムの予約操作盤の表示画面としてパス
コードの入力画面が表示されている場合を示す図である。
【図９】図９は、実施形態のエレベータ制御システムの予約登録を行う処理手順の一例を
示すフローチャートである。
【図１０】図１０は、実施形態のエレベータ制御システムの運行制御を行う処理手順の一
例を示すフローチャートである。
【図１１】図１１は、実施形態のエレベータ制御システムの表示制御を行う処理手順の一
例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】
【０００７】
　以下に、実施形態に係るエレベータ制御システムを図面に基づいて詳細に説明する。な
お、この実施形態における構成要素には、当業者が置換可能、且つ、容易なもの、或いは
実質的に同一のものが含まれ、以下の実施形態によりこの発明が限定されるものではない
。
【０００８】
　図１は、実施形態で想定するエレベータを説明する模式図である。エレベータは、複数
階を有する建物１０に設けられた昇降路１２内で乗りかご１４を昇降させることにより、
乗りかご１４に乗車した利用者をある階から別の階へと搬送する搬送手段である。乗りか
ご１４は、ロープ１６を介してつり合い重り１８と連結されている。そして、巻上機２０
の駆動によりロープ１６が送り動作されることにより、乗りかご１４がつり合い重り１８
とバランスを取りながら昇降路１２内を昇降する。巻上機２０は、通常は商用電源からの
電力供給を受けて駆動するが、停電などにより商用電源からの電力供給が遮断されると、
蓄電装置２２からの電力供給を受けて駆動する。蓄電装置２２は、商用電源から電力供給
が遮断された場合に、巻上機２０だけでなくエレベータ内で電力を消費するすべての機器
に電力供給するバックアップ電源である。なお、蓄電装置２２は、停電時のバックアップ
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電源だけでなく、ピークシフト用の電源として用いたり、商用電源を補助するサポート電
源として用いたりすることもできる。
【０００９】
　乗りかご１４には、当該乗りかご１４に乗車した利用者がかご呼びの操作を行うための
かご内操作盤１４ａが設けられている。かご呼びとは、乗りかご１４に乗車した利用者が
目的階を指定して乗りかご１４を目的階の乗り場２４に移動させるための操作である。か
ご呼びに応じて乗りかご１４が目的階まで移動することを、かご呼びに応答するという。
また、乗りかご１４には、乗りかご１４の現在位置（昇降路１２内の上下方向の位置）を
検出するためのかご位置検出装置１４ｂが設けられている。なお、乗りかご１４は、１台
で運行されてもよいし、複数台が連携して運行されるようにしてもよい。
【００１０】
　建物１０の各階の昇降路１２の近傍は、乗り場２４（例えば乗り場２４ａ～２４ｚ）と
呼ばれる。各階の乗り場２４には、乗りかご１４が到着した際に開放されて、到着した乗
りかご１４に対して利用者の出入りを許容する扉２６が設けられている。図１の場合、扉
２６ａ～２６ｚが示されている。また、一例として、扉２６ａが建物１０の出入り口（エ
ントランス）のある１階にある扉である。図２には、扉２６の詳細が示されている。扉２
６は、例えば中央から左右に開く自動扉であり、その近傍、例えば扉２６の左側の壁面に
は、利用者が乗り場呼びの操作を行うための乗り場操作盤２８が設けられている。乗り場
操作盤２８には、上階に移動する乗りかご１４を呼ぶ上呼びボタン２８ａと下階に移動す
る乗りかご１４を呼ぶ下呼びボタン２８ｂが備えられている。乗り場呼びとは、利用者が
乗りかご１４の移動方向（上下）を指定して乗車階の乗り場２４に乗りかご１４を移動さ
せるための操作である。乗り場呼びに応じて乗りかご１４が利用者の乗車階に移動するこ
とを、乗り場呼びに応答するという。
【００１１】
　本実施形態のエレベータ制御システムは、事前に利用者が乗りかご１４の利用予約を行
うことができる。例えば、マンション等において、毎朝、通勤のために自宅を出発する時
刻が決まっている場合、当該時刻に利用予約（予約登録）を行うことで乗りかご１４が自
宅のある階で待機していれば、すぐに乗りかご１４に乗り込みエントランスに向かうこと
ができる。つまり、乗りかご１４の呼び待ち時間を短縮できる。そこで、本実施形態のエ
レベータ制御システムは、乗り場２４で乗り込みのために乗りかご１４を呼ぶ第一の呼び
登録（非予約者による登録、乗り場呼び）と、乗りかご１４を指定時刻に指定乗り場に呼
ぶ予約を行う第二の呼び登録（予約者による登録、予約登録）と、を受け付け可能である
。そして、エレベータ制御システムの全体を制御する制御部は、第一の呼び登録（乗り場
呼び）がある場合、当該第一の呼び登録に応答するために乗りかご１４を移動させる。そ
の一方で、第一の呼び登録（乗り場呼び）が未登録であり休止中の移動可能な乗りかご１
４が存在する場合、第二の呼び登録（予約登録）にしたがい、休止中の乗りかご１４を第
二の呼び登録で予約された指定の時刻に指定の乗り場に移動させる。
【００１２】
　すなわち、本実施形態のエレベータ制御システムは、乗りかご１４に対して、事前に利
用する時刻（指定時刻）と利用する乗り場（待機させる乗り場、指定乗り場）とを登録（
第二の呼び登録）可能にしている。このような乗りかご１４の第二の呼び登録による予約
運行は、登録した指定時刻に第一の呼び登録で利用されていない乗りかご１４（休止中の
乗りかご１４）を利用する。換言すれば、予約登録者が優先的に休止中の乗りかご１４を
利用できるように乗りかご１４を制御する。つまり、かご内操作盤１４ａの操作によるか
ご呼びに応答しておらず、乗り場操作盤２８の操作による乗り場呼び（第一の呼び登録）
に応答していない乗りかご１４が存在する場合（第一の呼び登録が未登録の場合）、その
乗りかご１４を予約登録（登録情報）にしたがい事前に移動させておく。そして、利用者
を乗りかご１４に迅速に迎え入れることができるようにしている。その結果、乗りかご１
４の有効利用を図るようにしている。なお、予約登録が行われている場合でも、その時刻
に他の階で乗り場呼びが発生した場合、つまり、乗りかご１４が通常通り利用される場合
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には、予約登録をキャンセルして、乗り場呼びに対する応答（通常の乗りかご１４の利用
態様）が優先されるようにしてもよい。
【００１３】
　このような予約登録を実現するために、乗り場操作盤２８の近傍、例えば下方には、乗
りかご１４を指定の時刻に指定の乗り場に移動させるための予約登録を行う予約操作盤２
００（単に操作盤という場合がある）が配置されている。予約操作盤２００は、各乗り場
２４に設けられてもよいし、各居住エリア（家）に設けられてもよい。また、例えばエン
トランスフロア、例えば乗り場２４ａのみに配置されてもよい。予約操作盤２００には、
予約登録の内容を入力するための予約入力パネル２０２と、予約登録の状況（自分の登録
状況や他人の登録状況等）が表示される予約状況表示部２０４を含む。予約操作盤２００
の詳細については後述する。
【００１４】
　なお、同一の乗り場２４に複数の扉２６が存在する場合、つまり、複数の乗りかご１４
が平行して運行されている場合、乗り場操作盤２８や予約操作盤２００の数は、各扉２６
の数と同数であってもよいし、各扉２６の数よりすくなくてもよい。また、予約操作盤２
００と乗り場操作盤２８とは、接近して配置されてもよいし、予約操作盤２００が乗り場
操作盤２８から離れて独立的に配置されてもよい。例えば、乗り場２４内で扉２６から離
れた位置に配置されてもよい。この場合、予約操作盤２００は、１台もしくは数台が並べ
られて配置されてよい。また、乗り場操作盤２８が複数台設けられている場合、いずれか
一つの乗り場操作盤２８が操作された場合、他の乗り場操作盤２８も同様に操作されたも
のとみなされてもよい。例えば、いずれか一つの乗り場操作盤２８の上呼びボタン２８ａ
が操作されて、操作済みであることを示すランプが点灯する場合、他の乗り場操作盤２８
の上呼びボタン２８ａも同様に点灯してもよい。
【００１５】
　図１に戻り、建物１０の各階の乗り場２４に設けられた乗り場操作盤２８（図２参照）
や、乗りかご１４に設けられたかご内操作盤１４ａおよびかご位置検出装置１４ｂは、そ
れぞれハーネス（不図示）を介してエレベータ制御装置１００（制御部）に接続されてい
る。エレベータ制御装置１００は、乗り場操作盤２８の操作による乗り場呼びやかご内操
作盤１４ａの操作によるかご呼びがあると、これら乗り場呼びやかご呼びを登録する。そ
して、エレベータ制御装置１００は、かご位置検出装置１４ｂからの情報をもとに乗りか
ご１４の現在位置を把握しながら、登録された乗り場呼びやかご呼びに応答するように、
巻上機２０の駆動を制御することによって乗りかご１４の運行を制御する。乗り場呼びや
かご呼びの登録とは、応答すべき乗り場呼びやかご呼びの情報を記憶することをいう。な
お、乗り場呼びやかご呼びに応答した後、これらの情報は消去される。
【００１６】
　図３には、予約操作盤２００の詳細な構成が示されている。前述したように、予約操作
盤２００は、予約入力パネル２０２と予約状況表示部２０４とを含む。予約入力パネル２
０２は、乗りかご１４を予約する時刻（乗りかご１４を呼ぶ時刻；ＴＩＭＥ）を指定する
時刻表示部２０６ａ、時刻表示部２０６ｂ、時刻表示部２０６ｃおよび曜日表示部２０６
ｄを含む。時刻表示部２０６ａは、０～２３の数字を選択可能で、０時～２３時のいずれ
かを表示する。時刻表示部２０６ｂは、０～５の数字を選択可能で、時刻表示部２０６ｃ
は、０～９の数字を選択可能で、００分から５９分のいずれかを表示する。また、曜日表
示部２０６ｄは、「ＭＯＮ」、「ＴＵＥ」、「ＷＥＤ」、「ＴＨＵ」、「ＦＲＩ」、「Ｓ
ＡＴ」、「ＳＵＮ」のいずれか一つ以上を選択可能で、曜日指定を行う。時刻表示部２０
６ａ～２０６ｃおよび曜日表示部２０６ｄの表示内容は、それぞれ、ＵＰキー２０８ａと
ＤＯＷＮキー２０８ｂで変更可能である。
【００１７】
　予約入力パネル２０２は、乗りかご１４を予約する乗り場（乗りかご１４を呼ぶ乗り場
；ＦＬＯＯＲ）を指定する乗り場表示部２１０を含む。乗り場表示部２１０は、建物１０
の乗り場階数を選択可能で、例えば建物１０の利用可能フロアが１階から２６階の場合、
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１～２６のいずれかを表示する。乗り場表示部２１０の表示内容は、ＵＰキー２１２ａと
ＤＯＷＮキー２１２ｂで変更可能である。図３は、一例として、乗りかご１４を呼ぶ時刻
（指定時刻）が水曜日の７時３５分で、乗りかご１４を呼ぶ乗り場（指定乗り場）が６階
である場合が示されている。さらに、予約入力パネル２０２には、予約する乗りかご１４
に乗車後、上階または下階のいずれの移動方向（ＤＩＲＥＣＴＩＯＮ）に運行させるかを
指定する上移動キー２１４ａと下移動キー２１４ｂを有する。上移動キー２１４ａ、下移
動キー２１４ｂは、例えば押下により点灯する照明付きのスイッチで、指定時刻および指
定乗り場の選択の際にいずれかの選択が可能である。上移動キー２１４ａと下移動キー２
１４ｂは、いずれか一方が有効であり、一方が有効の場合に他方を押下した場合、一方は
無効となり他方が有効となる。
【００１８】
　予約入力パネル２０２は、入力確定キー２１６と無効キー２１８とを備える。入力確定
キー２１６は、「指定時刻」、「指定乗り場」および「移動方向」の入力が完了した場合
にその入力を確定するときに押下するスイッチである。入力確定キー２１６は、押下によ
り点灯する照明付きスイッチとすることができる。無効キー２１８は、「指定時刻」、「
指定乗り場」および「移動方向」の入力をキャンセルする場合に押下するスイッチである
。
【００１９】
　予約状況表示部２０４（第一の表示装置ともいう）には、予約入力パネル２０２によっ
て入力され、かつ登録済みの予約情報が表示される。予約状況表示部２０４は、登録済み
表示部２２０を有する。図３の場合、エレベータ制御装置１００で制御されている乗りか
ご１４が２台ある場合が示され、１号機表示領域２２０ａと２号機表示領域２２０ｂとが
ある。また、指定時刻表示領域２２０ｃが形成され、時刻ごとに１号機と２号機の登録状
況が把握できるようになっている。１号機表示領域２２０ａおよび２号機表示領域２２０
ｂにおいて、図中「黒丸」で示される部分が予約登録済みの時刻で、図中「白丸」で表示
される部分が予約登録可能な時刻である。「黒丸」で示される部分には、「指定乗り場」
と「移動方向」が併せて表示されている。例えば、水曜日の７時３５分は、１号機が６階
に下階方向の移動で予約済みであり、２号機が予約可能であることが示されている。また
、水曜日の７時３３分は、１号機が３階に下階方向の移動で予約済みであり、２号機が７
階に下階方向の移動で予約済みであることが示されている。つまり、登録済み表示部２２
０は、第二の呼び登録の成否を表示する第一の表示装置の一部として機能する。
【００２０】
　なお、１号機表示領域２２０ａおよび２号機表示領域２２０ｂにおいて、「－」が示さ
れる時刻は、予約登録不可の時刻を示している。例えば、乗りかご１４の予約登録が完了
している場合、予約対象の乗りかご１４は、「指定時刻」に予約した利用者を乗車させ、
目的の階（例えばエントランスフロア）まで移動する必要がある。したがって、予約登録
された「指定時刻」後一定期間は、予約に対応することができない。例えば、水曜日の７
時３３分に予約された１号機は、７時３３分の直後は予約した利用者を載せて他のフロア
まで移動している。したがって、予約操作盤２００は、予約を制約する制約期間（制約時
間）を定めて、その期間は予約登録を受け付けないようにしている。例えば、乗りかご１
４が最大距離移動する場合を考える。例えば建物１０が地上２６階建ての場合、最大移動
距離は２６階から出発して再び２６階に戻る場合である。乗りかご１４が１階から最上階
の２６階まで２５秒で移動可能である場合、予約利用者を２６階で受け入れて１階まで運
び、再び２６階に戻るには乗り降りの時間を考慮すると５０＋α秒（例えば６０秒）必要
となる。したがって、予約登録が行われた乗りかご１４は、その予約時刻（指定時刻）の
あと６０秒間は、予約不可としている。図３の場合、水曜日の７時３３分の１号機および
２号機が予約登録済みなので、その後の予約枠である水曜日の７時３４分は、「－」とし
て予約不可にしている例が示されている。同様に、水曜日の７時３５分の１号機が予約登
録済みなので、その後の予約枠である水曜日の７時３６分は、「－」として予約不可にし
ている例が示されている。なお、この制約期間は、乗りかご１４の移動速度（運行速度）
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や建物１０の階数に応じて適宜決めることができる。例えば、乗りかご１４の移動速度が
遅い場合や、建物１０の階数がより高い場合は、制約期間が２分であったり、それ以上の
場合もある。逆に乗りかご１４の移動速度が速い場合や、建物１０の階数が低い場合は、
制約期間が３０秒等の場合もある。
【００２１】
　予約状況表示部２０４（第一の表示装置）は、応答表示灯２２２ａ，２２２ｂを備える
。応答表示灯２２２ａは、１号機が現在予約登録を実行中であり、乗りかご１４が「指定
乗り場」で待機している場合に例えば点灯する表示灯であり、応答表示灯２２２ｂは、２
号機が現在予約登録を実行中であり、乗りかご１４が「指定乗り場」で待機している場合
に例えば点灯する表示灯である。つまり、応答表示灯２２２ａ，２２２ｂは、第二の呼び
登録にしたがい乗りかご１４が「指定時刻」に「指定乗り場」に待機状態で停止している
か否かを表示する第一の表示装置の一部として機能する。なお、応答表示灯２２２ａ，２
２２ｂは、例えば、非応答時は、「消灯状態」とし、乗りかご１４が予約登録にしたがい
応答移動中（指定乗り場に移動中）は、「緑色の点滅」として「待機応答中」であること
を示す。また、「指定乗り場」に到着して「待機中」の場合は、「緑色の点灯」としても
よい。この場合、応答表示灯２２２ａ，２２２ｂの表示態様により予約登録の実行状態を
利用者に理解させやすくすることができる。なお、前述したように予約対象の乗りかご１
４が通常の「乗り場呼び」に応答する場合がある。つまり、予約登録はキャンセルされる
ことになる。その場合、例えば予約登録がキャンセルされた乗りかご１４に対応する応答
表示灯２２２ａまたは応答表示灯２２２ｂは、「赤色点灯」として、予約利用者に認識し
易くしてもよい。つまり、応答表示灯２２２ａ，２２２ｂは、第一の呼び登録によって第
二の呼び登録が無効になったか否を表示する第一の表示装置の一部として機能する。なお
、このような第二の呼び登録の成否を示す表示、第二の呼び登録にしたがい乗りかごが指
定時刻に指定乗り場に待機状態で停止しているか否かを示す表示、第一の呼び登録によっ
て第二の呼び登録が無効になったか否かを示す表示は、上述した表示態様に限らず、適宜
変更しても同様の効果を得ることができる。例えば、それぞれの表示を別々に専用の表示
装置を用いて行ってもよい。また、表示内容は適宜選択可能で、例えば、第二の呼び登録
が無効になった場合、応答表示灯２２２ａ（２２２ｂ）を消灯させることで、同様な意味
を持たせることができるので、第二の呼び登録が無効になったか否かの示す表示を省略し
てもよい。
【００２２】
　予約入力パネル２０２を用いて、予約登録を行う場合、時刻表示部２０６ａ～２０６ｃ
および曜日表示部２０６ｄを用いて指定時刻を入力すると、その入力に対応して指定時刻
表示領域２２０ｃ、１号機表示領域２２０ａ、２号機表示領域２２０ｂが上下方向にスク
ロールして予約の可否が示される。図３の場合、入力した指定時刻が登録済み表示部２２
０の中央領域に表示されるようになっている。その後、予約を行う利用者は、予約可能な
「指定時刻」において、ＵＰキー２１２ａ、ＤＯＷＮキー２１２ｂ、上移動キー２１４ａ
、下移動キー２１４ｂ等を操作して「指定乗り場」と「移動方向」を入力して入力確定キ
ー２１６の押下により予約を確定する。なお、図３に示す例の場合、予約入力パネル２０
２で入力した「指定時刻」に対応する予約状況表示部２０４の部分、すなわち水曜日の７
時３５分の列が強調表示されている（図３では点線で囲まれている）。強調表示は、例え
ば点滅表示や周囲とは異なる色での表示等により実行することが可能で、予約登録の完了
の成否が利用者に理解され易いようにすることが望ましい。
【００２３】
　ところで、乗りかご１４の予約登録を行う場合、利用者は予約した「指定時刻」の直前
まで自宅（居住エリア）等で過ごす場合がある。そこで、本実施形態のエレベータ制御シ
ステムでは、居住エリアに予約登録した乗りかご１４の状況を示す表示装置が配置されて
もよい。図４は、居住エリア用の表示装置２２４（第二の表示装置）の一例である。居住
エリア用の表示装置２２４は、応答表示灯２２６、取消表示灯２２８、取消ボタン２３０
を備える。応答表示灯２２６は、例えば、第二の呼び登録が受け付けされている場合（登
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録済みの場合）、ゆっくりとした「緑色点滅」を行い、乗りかご１４が予約登録にしたが
って、「指定乗り場」に到着して待機状態になった場合、つまり、この場合居住エリアの
あるフロアに到着して待機状態になった場合に「緑色点灯」を行う。なお、乗りかご１４
の到着を予告するように、緑色の点滅速度を変化させてもよい。例えば、到着３０秒前ま
ではゆっくりとした点滅で、それ以降は、速い点滅に変えることで、乗りかご１４の接近
を予告してもよい。また、表示色を順次変化させて到着予告を行ってもよい。また、音声
による案内を行ってもよい。取消表示灯２２８は、第一の呼び登録によって予約した第二
の呼び登録が無効になった場合、または、予約登録者自らが取消ボタン２３０の操作によ
り第二の呼び登録をキャンセルした場合等に、所定時間（例えば２分）、例えば赤色点灯
する表示灯である。このように、応答表示灯２２６および取消表示灯２２８による表示に
より、第二の呼び登録による乗りかご１４の運行状態を容易に予約利用者（居住者）に認
識させることができる。
【００２４】
　図５は、本実施形態のエレベータ制御システムにおける乗りかご１４の運行状態を監視
する監視表示装置２３２の一例である。監視表示装置２３２は、例えば建物１０の管理室
等に配置され、建物１０全体の監視、管理の一項目として利用することができる。図５の
場合、一例として、建物１０が地上７階建てであり、乗りかご１４が１号機（Ｎｏ．１）
、２号機（Ｎｏ．２）の２台が運行されている場合を示している。監視表示装置２３２は
、乗り場表示領域２３４ａと、１号機用の所在表示領域２３４ｂ、２号機用の所在表示領
域２３４ｃ、１号機用の応答状態表示領域２３６ａ、２号機用の応答状態表示領域２３６
ｂ等を備える。所在表示領域２３４ｂ，２３４ｃには、乗り場表示領域２３４ａの乗り場
階に対応する位置にランプが配置され、乗りかご１４の存在する場所のランプが点灯する
。また、応答状態表示領域２３６ａ，２３６ｂは、所在表示領域２３４ｂ，２３４ｃで表
示される乗りかご１４が待機応答中である場合に点灯するランプと予約された予約登録（
第二の呼び登録）が取り消された場合に点灯するランプを備える。このように、管理室等
に、予約運行を行う乗りかご１４の所在位置を明確に表示する監視表示装置２３２を設置
することにより、予約運行を行う乗りかご１４の運行状態を把握させ易い。その結果、例
えばエレベータに異常等が発生した場合に早急に、その異常を発見させ迅速な対応を行わ
せ易くすることができる。
【００２５】
　図６は、実施形態のエレベータ制御システムの制御部（エレベータ制御装置１００）の
機能的な構成例を示すブロック図である。エレベータ制御装置１００は、各種プログラム
を実行するコンピュータシステムや、各種情報を記憶するＨＤＤ（ハードディスクドライ
ブ）などの記憶装置、無線ＬＡＮなどのネットワークを介して無線通信を行うための通信
インタフェース等を含む。また、エレベータ制御装置１００は、乗り場操作盤２８、かご
内操作盤１４ａ、予約操作盤２００、かご位置検出装置１４ｂ等などからハーネスを介し
て各種情報を入出力するための入出力インタフェースなどを基本ハードウェアとして備え
る。具体的にはエレベータ制御装置１００は、予約情報入出力部１０２、無線通信部１０
４、予約登録部１０６、制約条件判定部１０８、呼び登録部１１０、乗り場呼び入力部１
１２、かご位置入力部１１４、情報制御部１１６、かご呼び入力部１１８、かご呼び登録
部１２０、運行制御部１２２等を含む。なお、エレベータ制御装置１００は、例えば、コ
ンピュータシステム上で所定の制御プログラムを実行することにより、上述の各構成要素
を実現してもよい。
【００２６】
　予約情報入出力部１０２は、予約操作盤２００等からの予約情報の受け取りを行うとと
もに、予約操作盤２００等へ向けて乗りかご１４の運行情報や予約登録の成否等の情報を
提供するためのインタフェースである。予約情報入出力部１０２は、受け取った予約情報
を予約登録部１０６に転送する。予約情報入出力部１０２は、予約操作盤２００の他に例
えば、住居ＰＣ３００、住居端末３０２等とも接続され得る。例えば、住居ＰＣ３００は
、パーソナルコンピュータであり、専用のアプリケーションをインストールすることによ
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り、例えば、住居ＰＣ３００で、図３に示す予約操作盤２００と同等の機能を実現し、デ
ィスプレイ上で予約登録の入力操作や乗りかご１４の運行状態の表示を実現することがで
きる。
【００２７】
　また、図３に示す予約操作盤２００と同等の機能を有する操作盤を住居端末３０２とし
て居住エリア（居室内）に配置することができる。図７は、居住エリア用の予約操作盤２
００Ａを示している。予約操作盤２００Ａは、乗り場表示部２１０およびＵＰキー２１２
ａ、ＤＯＷＮキー２１２ｂが省略されている以外は、基本的に予約操作盤２００と同じで
ある。居室内に予約操作盤２００Ａが存在する場合、予約登録を行う際に乗りかご１４を
待機させる「指定乗り場」は、居室が存在するフロアと見なすことができるので、「指定
乗り場」の入力が省略できる。したがって、図７に示すような簡易構成の予約操作盤２０
０Ａを用いることで、コスト軽減に寄与できる。なお、予約登録のための操作盤をエント
ランスのある乗り場２４に設置する場合、各階の利用者が共用するので、乗りかご１４を
待機させる「指定乗り場」の入力を行う乗り場表示部２１０およびＵＰキー２１２ａ、Ｄ
ＯＷＮキー２１２ｂを備えた予約操作盤２００とする必要がある。一方、各階の共有スペ
ースまたは各階の乗り場２４に予約登録のための操作盤を設置する場合は、居住エリア用
の操作盤と同様に、乗りかご１４を待機させる「指定乗り場」は、共有スペースが存在す
るフロアと見なすことができるので、「指定乗り場」の入力が省略できる。したがって、
この場合も簡易型の予約操作盤２００Ａを設置すればよい。
【００２８】
　また、本実施形態のエレベータ制御システムは、携帯端末３０４を用いて、予約登録を
行うことができる。携帯端末３０４は、例えば、携帯電話やスマートフォン、タブレット
（パッド端末）等であり、専用のアプリケーションをインストールすることにより、例え
ば、図３に示す予約操作盤２００と同等の機能を実現し、当該携帯端末３０４から予約登
録の入力操作や乗りかご１４の運行状態の表示を実現することができる。携帯端末３０４
は、無線通信部１０４を介して予約情報入出力部１０２と接続され、予約登録部１０６に
対して情報の入出力が可能となり、予約情報の入力（登録）や乗りかご１４の運行情報や
予約登録の成否等の情報を得ることができる。携帯端末３０４を用いることで、乗り場２
４に限らず、自宅や出先でも予約情報の入力（登録）や乗りかご１４の運行情報や予約登
録の成否等の情報を得ることができる。なお、住居ＰＣ３００、住居端末３０２、携帯端
末３０４等は、乗り場２４の近傍に配置された予約操作盤２００に対して、遠隔地で予約
操作や予約内容の確認ができる端末といえる。したがって、住居ＰＣ３００、住居端末３
０２、携帯端末３０４等は、「遠隔操作端末」と称する場合がある。また、遠隔操作を行
う住居ＰＣ３００や携帯端末３０４を用いて乗りかご１４の予約を行うことを希望する利
用者に専用のアプリケーションを事前に配布しておくことにより、予約操作盤２００や予
約操作盤２００Ａの設置を省略することが可能であり、コスト軽減に寄与できる。なお、
住居ＰＣ３００や携帯端末３０４が利用する専用のアプリケーションは、例えば、インタ
ーネット回線を通じて提供してもよいし、ＣＤ－ＲＯＭ等の記憶媒体を介して提供しても
よい。なお、住居ＰＣ３００や住居端末３０２は、無線通信部１０４を介して予約情報入
出力部１０２に接続されてもよい。
【００２９】
　予約登録部１０６は、予約情報入出力部１０２から受け取った予約情報（指定時刻や指
定乗り場の情報等）と、制約条件判定部１０８が保持する制約条件（制約情報）、例えば
既に予約登録が完了している「指定時刻」が存在する場合、その時刻以降６０秒間は予約
登録を受け付けない等の条件を参照して、予約登録の成否を決定する。制約条件判定部１
０８は、既に完了している予約登録部１０６の予約登録状況に基づき、どの時刻に制約条
件を適用するかを決定して常時その情報を更新する。予約登録部１０６は、制約条件を適
用することで得られる成否結果を予約情報入出力部１０２を介して予約登録のための入力
を行った予約操作盤２００、住居ＰＣ３００、住居端末３０２、携帯端末３０４等に送信
する。予約登録が成立の場合は、予約登録部１０６に正式に予約登録を保持する。一方、
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予約登録が不成立の場合は、予約条件を変更した入力を促すようにしてもよい。
【００３０】
　成立した予約登録は、「指定時刻」の所定期間前になったら予約情報（「指定時刻」、
「指定乗り場」、「移動方向」）、つまり、第二の呼び登録の情報を呼び登録部１１０に
転送する。予約情報の転送処理は、例えば「指定時刻」の３分前に実行される。
【００３１】
　呼び登録部１１０には、乗り場操作盤２８の上呼びボタン２８ａまたは下呼びボタン２
８ｂからの乗り場呼び（第一の呼び登録）の情報が乗り場呼び入力部１１２を介して提供
される。つまり、乗り場呼びのあった階および乗り場呼びの方向を示す情報が順次入力さ
れる。呼び登録部１１０は、乗り場呼び入力部１１２を介して入力された乗り場呼びの情
報を記憶することで、乗り場操作盤２８の操作に応じた乗り場呼び（非予約利用者からの
「第一の呼び登録」）を登録する。このとき、呼び登録部１１０は、第二の呼び登録より
第一の呼び登録を優先させる。つまり、既に予約登録（第二の呼び登録）が登録されてい
る場合でも、その予約登録の「指定時刻」に同じ乗りかご１４が乗り場呼び（第一の呼び
登録）に応答して移動している場合、予約登録（第二の呼び登録）は実行不能と判定して
、無効とする。呼び登録部１１０は、乗り場呼び（第一の呼び登録）の発生によって、該
当する乗りかご１４の予約登録（第二の呼び登録）が実行不能と判定した場合、その情報
が情報制御部１１６に提供される。そして、情報制御部１１６は、予約情報入出力部１０
２を介して、予約登録の入力を行った予約操作盤２００、住居ＰＣ３００、住居端末３０
２、携帯端末３０４等に予約登録（第二の呼び登録）が無効になった旨の通知を行う。そ
の結果、例えば、図３に示す予約操作盤２００の応答表示灯２２２ａが赤色点灯させられ
る。また、図４の居住エリア用の表示装置２２４の取消表示灯２２８が赤色点灯させられ
る。また、情報制御部１１６は、予約登録（第二の呼び登録）が無効になった旨の通知を
監視表示装置２３２にも送信し、監視表示装置２３２では、応答状態表示領域２３６ａ（
２３６ｂ）の待機応答取消を示すランプが点灯させられる。
【００３２】
　情報制御部１１６は、予約登録（第二の呼び登録）が無効になった旨を通知する際に、
予約を行った利用者が確実に認識できることが望ましい。そこで、予約登録の操作を行っ
た利用者の特定ができるように、例えば、エレベータ制御装置１００は、パスコードやパ
スワードを用いたユーザ認証を行ってもよい。図８は、予約操作盤２００と類似する予約
操作盤２４０の一例である。予約操作盤２４０は、例えば表示内容が変更可能な液晶表示
領域を備え、予約操作に先立ちユーザ認証を行うための認証画面２４２が表示可能になっ
ている。認証画面２４２は、パスコード表示領域２４４、数字キー表示領域２４６および
ＯＫキー２４８、ＣＡＮＣＥＬキー２５０等が表示されるようになっている。予約利用者
は、予約登録に先立ち、予めエレベータ制御装置１００に登録されている、固有のパスコ
ード、図８の場合は５桁の数字を数字キー表示領域２４６の数字キーにより入力させてパ
スコードを特定する例を示している。パスコードは、予め利用者によりエレベータ制御装
置１００に登録される。パスコードにより利用者の特定を可能にすることで、例えば、乗
りかご１４の予約登録の結果の通知や登録済みの予約登録（第二の呼び登録）が、乗り場
呼び（第一の呼び登録）により取り消された（無効化された）場合に、個人宛に通知を行
うことができる。例えば、予約登録が取り消された場合に、住居端末３０２や携帯端末３
０４（携帯電話やスマートフォン）に通知を行うことができる。このように、予約操作盤
２４０で予約登録を行った場合、個人宛に、予約結果や現在の登録状態、取り消し状態等
が住居端末３０２や携帯端末３０４に送信可能になるので、予約登録の適切な案内が可能
になる。なお、携帯端末３０４や住居ＰＣ３００の画面に予約操作盤２４０のような認証
画面２４２を表示させることも可能であり、同様な個人認証を行えるようにしてもよい。
【００３３】
　また、呼び登録部１１０には、かご位置入力部１１４を介してかご位置検出装置１４ｂ
から送られる情報、つまり、乗りかご１４の現在位置を示すかご位置の情報が提供されて
いる。このかご位置の情報は、呼び登録部１１０を介して予約登録部１０６にも提供され



(11) JP 6195390 B2 2017.9.13

10

20

30

40

50

、休止中の乗りかご１４が存在するか否かが予約登録部１０６で確認できるようになって
いる。また、かご位置入力部１１４は、乗りかご１４の現在位置を示すかご位置の情報を
運行制御部１２２に提供して、乗りかご１４の運行状態を呼び登録部１１０にフィードバ
ックして効率的な乗りかご１４の運行ができるようにしている。
【００３４】
　かご呼び入力部１１８は、かご内操作盤１４ａからハーネスを介してエレベータ制御装
置１００に送られるかご呼びの情報、つまり、乗りかご１４に乗車した利用者の目的階を
示す情報を受け取る。かご呼び登録部１２０は、かご呼び入力部１１８から提供されるか
ご呼びの情報を記憶することで、かご内操作盤１４ａの操作に応じたかご呼びを登録する
。
【００３５】
　運行制御部１２２は、呼び登録部１１０から提供される乗り場呼び（第一の呼び登録）
および予約登録（第二の呼び登録）の情報、かご位置入力部１１４から提供される乗りか
ご１４の位置、かご呼び登録部１２０から提供されるかご呼びの情報に基づき、巻上機２
０を駆動する。また、運行制御部１２２は、各階の乗り場２４において、扉２６の開閉を
制御する。乗りかご１４が複数存在する場合には、巻上機２０もその数に応じて複数存在
するので、運行制御部１２２は、各巻上機２０を最も効率的に駆動制御できるように制御
する。運行制御部１２２は、巻上機２０の回転方向と回転量、回転速度等を決定し、乗り
かご１４が予約登録情報または呼び登録情報にしたがって効率的な制御（最短の移動で指
定の乗り場２４に到着するような制御）ができるように巻上機２０を駆動する。前述した
ように、この場合、乗り場呼び（第一の呼び登録）が予約登録（第二の呼び登録）より優
先される。その結果、通常の乗りかご１４の運行を妨げることなく、休止中の乗りかご１
４を用いて、予約運行を実行することができる。
【００３６】
　このように構成されるエレベータ制御装置１００における制御例を図９～図１１のフロ
ーチャートを用いて説明する。まず、予約操作盤２００を用いた乗りかご１４の予約登録
の手順を説明する。
【００３７】
　予約登録部１０６は、予約情報入出力部１０２を介して予約登録の入力があったか否か
を常時監視している（Ｓ１００）。予約登録の入力が確認されない場合（Ｓ１００のＮｏ
）、予約登録部１０６は、予約登録の入力の有無確認を継続する。予約登録の入力が確認
された場合（Ｓ１００のＹｅｓ）、予約登録部１０６は、当該予約登録部１０６の記憶部
に登録されている予約情報を取得する（Ｓ１０２）。予約登録部１０６は、取得した予約
情報が最新情報であるか否かを確認し最新情報でない場合（Ｓ１０４のＮｏ）、再度登録
情報の取得を行う。一方、予約登録部１０６は、取得した予約情報が最新情報の場合（Ｓ
１０４のＹｅｓ）、予約情報入出力部１０２から提供される予約情報と既に登録済みの予
約情報とに重複がないか否かを確認する（Ｓ１０６）。重複登録がない場合（Ｓ１０６の
Ｙｅｓ）、予約登録部１０６は、制約条件判定部１０８を参照して入力された予約情報の
「指定時刻」が制約期間外か否かを確認する（Ｓ１０８）。つまり、入力された予約情報
の「指定時刻」が他の予約登録の「指定時間」後、例えば６０秒以内か否かを確認し、制
約期間外（例えば６０秒以降）の場合（Ｓ１０８のＹｅｓ）、予約登録部１０６は、入力
された予約情報による予約登録が可能と判定する。そして、予約登録部１０６は、入力さ
れた予約情報（「指定時間」、「指定乗り場」、「移動方向」等）を新規の予約登録とし
て記憶部に保存するとともに、予約情報入出力部１０２を介して予約操作盤２００等に「
予約完了」を表示させるための表示出力を実行する（Ｓ１１０）。
【００３８】
　一方、予約登録部１０６は、新規の予約登録の「指定時刻」に対する制約期間情報、例
えば、登録した「指定時刻」から６０秒間は、予約登録を受け付けない旨を示す情報を決
定する（Ｓ１１２）。
【００３９】
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　そして、予約登録部１０６は、新規の予約登録として記憶部に入力された予約情報（「
指定時間」、「指定乗り場」、「移動方向」等）および制約条件判定部１０８が新たに決
定した制約期間情報（例えば、図３，７，８の応答表示灯２２０ａ，２２０ｂの「－」を
表示するための情報）を予約情報入出力部１０２を介して予約操作盤２００に出力して、
一連のフローを一旦終了する（Ｓ１１４）。その結果、予約操作盤２００等では、登録済
み表示部２２０の表示が更新可能となる。
【００４０】
　Ｓ１０６において、予約情報入出力部１０２から提供される予約情報と既に登録済みの
予約情報とに重複がある場合（Ｓ１０６のＮｏ）、予約登録部１０６は予約登録「不可」
と判定する。予約登録部１０６は、予約情報入出力部１０２を介して予約操作盤２００等
に「予約不可」を表示するための表示出力を行うとともに、再入力案内（例えば、「その
時間帯は予約できません」等）を表示させるための表示出力を実行して、一連のフローを
一旦終了する（Ｓ１１６）。同様に、Ｓ１０８において、入力された予約情報の「指定時
刻」が他の予約登録の「指定時間」の制約時期間内（例えば６０秒以内）の場合（Ｓ１０
８のＮｏ）、予約登録部１０６は予約登録「不可」と判定する。予約登録部１０６は、予
約情報入出力部１０２を介して予約操作盤２００等に「予約不可」および再入力案内を表
示させるための表示出力を実行して、一連のフローを一旦終了する（Ｓ１１６）。
【００４１】
　次に、エレベータ制御装置１００による乗りかご１４の運行制御の手順を図１０を用い
て説明する。
【００４２】
　予約登録部１０６は、登録された予約登録の予約時間（指定時刻）の所定時間前に到達
したか否かを常時監視している（Ｓ２００）。予約時間の所定時間前（例えば、３分前）
に到達していない場合（Ｓ２００のＮｏ）、一旦このフローを終了する。一方、予約時間
の所定時間前（例えば、３分前）に到達した場合（Ｓ２００のＹｅｓ）、予約登録部１０
６は、該当する予約登録の情報を呼び登録部１１０に転送する（Ｓ２０２）。呼び登録部
１１０は、予約登録の情報を受け取ると、「指定時間」に「指定乗り場」に到着できる乗
りかご１４が存在するか否か、つまり、その「指定時刻」に割り当て可能な乗り場呼び（
第一の呼び登録）のない乗りかご１４（休止中の乗りかご１４）があるか否か確認する（
Ｓ２０４）。割り当て可能な乗りかご１４が存在しない場合（Ｓ２０４のＮｏ）、呼び登
録部１１０はこのフローを一旦終了する。一方、割り当て可能な乗りかご１４が存在する
場合（Ｓ２０４のＹｅｓ）、呼び登録部１１０は、該当する予約登録の情報を運行制御部
１２２に転送し、運行制御部１２２は、休止中の乗りかご１４を「指定乗り場」に移動さ
せる（Ｓ２０６）。つまり、運行制御部１２２は巻上機２０の回転方向、回転量、回転速
度等を制御する。
【００４３】
　運行制御部１２２は、予約登録にしたがって乗りかご１４の移動中に、呼び登録部１１
０を介していずれかの乗り場２４に設置された乗り場操作盤２８から「乗り場呼び」が発
生したか否かを監視する（Ｓ２０８）。乗りかご１４の移動中に「乗り場呼び」が発生し
なかった場合（Ｓ２０８のＹｅｓ）、運行制御部１２２は、乗りかご１４を「指定乗り場
」に到着させた後、扉２６を「閉」の状態のまま待機させる（Ｓ２１０）。運行制御部１
２２は、「指定乗り場」で待機中に、他の階の乗り場２４からの「乗り場呼び」の有無を
呼び登録部１１０を介して監視する（Ｓ２１２）。運行制御部１２２は、待機中に「乗り
場呼び」がなく（Ｓ２１２のＹｅｓ）、当該待機中の乗り場２４のホールボタン（上呼び
ボタン２８ａまたは下呼びボタン２８ｂ）のＯＮ操作があった場合（Ｓ２１４のＹｅｓ）
、待機中の乗りかご１４の扉および「指定乗り場」の扉２６を開き（Ｓ２１６）、一連の
フローを一旦終了して利用者の乗り込みを許容する。Ｓ２１４において、ホールボタンの
操作を受け付けない場合（Ｓ２１４のＮｏ）、Ｓ２１０に戻り、扉２６を閉じた状態での
乗りかご１４の待機を継続する。
【００４４】
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　Ｓ２１２において、「指定乗り場」で待機中に、他の階の乗り場２４で「乗り場呼び」
が発生した場合（Ｓ２１２のＮｏ）、運行制御部１２２は、「乗り場呼び」を優先して待
機中の乗りかご１４を「乗り場呼び」の発生した乗り場２４に移動させる（Ｓ２１８）。
そして、「乗り場呼び」の階に到着後、運行制御部１２２は、速やかに扉２６を開いて、
その状態で待機して（Ｓ２２０）、一連のフローを一旦終了する。
【００４５】
　また、Ｓ２０８において、予約登録にしたがって乗りかご１４を移動中に、呼び登録部
１１０を介していずれかの乗り場２４に設置された乗り場操作盤２８から「乗り場呼び」
が発生した場合（Ｓ２０８のＮｏ）、Ｓ２１８以降の処理を実行して、一連のフローを一
旦終了する。
【００４６】
　続いて、予約操作盤２００等に対する表示制御の手順について、図１１を用いて説明す
る。
【００４７】
　呼び登録部１１０は、登録されている予約登録の「指定時刻」の所定時間前（例えば３
分前）に到達したか否かを常時監視し（Ｓ３００）、所定時間前に到達していない場合（
Ｓ３００のＮｏ）、一旦このフローを終了する。一方、所定時間前（例えば３分前）に到
達した場合で（Ｓ３００のＹｅｓ）、割り当て可能な乗りかご１４（休止中の乗りかご１
４）がある場合（Ｓ３０２のＹｅｓ）、呼び登録部１１０は、「待機応答中」を示す表示
信号を情報制御部１１６を介して、予約操作盤２００等や監視表示装置２３２に出力する
（Ｓ３０４）。予約操作盤２００が「待機応答中」を示す表示信号を受け取ると、例えば
、応答表示灯２２２ａ（２２２ｂ）を緑色で点滅させる。
【００４８】
　呼び登録部１１０は、予約登録にしたがい移動している乗りかご１４に対して「乗り場
呼び」が発生せず、「指定乗り場」に到着したことが確認できた場合（Ｓ３０６のＹｅｓ
）、「待機中」を示す表示信号を情報制御部１１６を介して、予約操作盤２００等や監視
表示装置２３２に出力する（Ｓ３０８）。予約操作盤２００が「待機中」を示す表示信号
を受け取ると、例えば、応答表示灯２２２ａ（２２２ｂ）を緑色で点灯させる。
【００４９】
　呼び登録部１１０は、予約登録にしたがい待機している乗りかご１４に対して「乗り場
呼び」が発生せず（Ｓ３１０のＹｅｓ）、表示期間（待機時間）が経過した場合、例えば
１分が経過したことが確認できた場合、または待機中の乗り場２４のホールボタンがＯＮ
操作された場合（Ｓ３１２のＹｅｓ）、「待機中」を示す表示信号を停止して（Ｓ３１４
）、一旦このフローを終了する。つまり、予約登録にしたがう乗りかご１４の予約状態が
解除される。Ｓ３１２において、表示期間が経過せず、また待機中の乗り場２４のホール
ボタンがＯＮ操作されない場合（Ｓ３１２のＮｏ）、Ｓ３１０に戻り「乗り場呼び」が発
生するか否かの監視を継続する。
【００５０】
　Ｓ３１０において、待機中の乗りかご１４に対して「乗り場呼び」が発生した場合（Ｓ
３１０のＮｏ）、呼び登録部１１０は、情報制御部１１６を介して「予約キャンセル」を
示す表示信号を予約操作盤２００等や監視表示装置２３２に出力する（Ｓ３１６）。予約
操作盤２００が「予約キャンセル」を示す表示信号を受け取ると、例えば、応答表示灯２
２２ａ（２２２ｂ）を赤色で点灯させる。呼び登録部１１０は、「予約キャンセル」の表
示信号の出力後、所定時間（例えば２分）が経過すると（Ｓ３１８のＹｅｓ）、「予約キ
ャンセル」の表示信号を停止して（Ｓ３２０）、一連のフローを一旦終了する。つまり、
呼び登録部１１０は、「予約キャンセル」の表示信号の出力後、所定時間が経過するまで
（Ｓ３１８のＮｏ）、予約登録をした利用者に対して予約がキャンセルされたことを通知
し続ける（Ｓ３１６）。
【００５１】
　Ｓ３０６において、予約登録にしたがう移動中に「乗り場呼び」が発生した場合（Ｓ３
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力処理を行い一連のフローを一旦終了する。同様に、Ｓ３０２において、予約登録にした
がい移動させる乗りかご１４が存在しない場合（Ｓ３０２のＮｏ）、Ｓ３１６に移行して
、Ｓ３１６以降の「予約キャンセル」の表示信号の出力処理を行い一連のフローを一旦終
了する。
【００５２】
　上述したように、情報制御部１１６は、予約登録（第二の呼び登録）にしたがい乗りか
ご１４が「指定時刻」に「指定乗り場」に待機状態で停止していることを示す報知情報を
出力する出力部として機能する。また、情報制御部１１６は、予約登録が無効（キャンセ
ル）とされたことを示す報知情報を出力する出力部として機能する。情報制御部１１６は
、「指定乗り場」の予約操作盤２００に対して、「待機中」や「予約キャンセル」の表示
を行うようにしてもよいし、住居ＰＣ３００、住居端末３０２、携帯端末３０４等を介し
て、予約登録を行った個人宛に、「待機中」や「予約キャンセル」の表示を行うようにし
てもよい。また、乗り場２４に乗りかご１４が待機していることを、その乗り場２４が存
在するフロア全体に通知するようにしてもよい。この場合、住居端末３０２やフロア内の
廊下等の共有スペースに配置された端末（例えば、居住エリア用の表示装置２２４と同様
な端末）に一斉通知するようにしてもよい。この場合、同一フロアの利用者間で乗りかご
１４の予約内容が共用できる。
【００５３】
　以上、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
要旨に含まれると同様に、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
ものである。
【符号の説明】
【００５４】
　１２　昇降路、　１４　乗りかご、　１４ａ　かご内操作盤、　２４　乗り場、　２８
　乗り場操作盤、　１００　エレベータ制御装置、　１０２　予約情報入出力部、　１０
６　予約登録部（登録部）、　１１０　呼び登録部（登録部）、　１１２　乗り場呼び入
力部、　１１６　情報制御部、　１２２　運行制御部（制御部）、　２００，２００Ａ　
予約操作盤（操作盤）、２０４　予約状況表示部（第一の表示装置）、２２４　居住エリ
ア用の表示装置（第二の表示装置）、　２３２　監視表示装置、　３００　住居ＰＣ（遠
隔操作端末）、　３０２　住居端末（遠隔操作端末）、　３０４　携帯端末（遠隔操作端
末）。
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