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(57)【要約】
【課題】従来技術においては、例えば、利便性の点でさ
らなる改善の余地がある。
【解決手段】実施形態のエレベータシステムは、登録装
置と案内装置とを備える。登録装置は、エレベータの乗
りかごの外部に設けられ、通常利用者により当該エレベ
ータが設けられる建物内の行先階を登録可能である。案
内装置は、前記乗りかごの外部に設けられ、前記登録装
置によって行先階が登録された場合に当該登録された行
先階に応じて乗車する前記乗りかごへの案内を行う。そ
して、登録装置は、非通常利用者により前記建物内の目
的地を登録可能である。案内装置は、前記登録装置によ
って目的地が登録された場合に当該登録された目的地に
応じて乗車する前記乗りかごへの案内、及び、前記乗り
かごから降車してから前記登録された目的地までの案内
を行う。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エレベータの乗りかごの外部に設けられ、通常利用者により当該エレベータが設けられ
る建物内の行先階を登録可能である登録装置と、
　前記乗りかごの外部に設けられ、前記登録装置によって行先階が登録された場合に当該
登録された行先階に応じて乗車する前記乗りかごへの案内を行う案内装置とを備え、
　前記登録装置は、非通常利用者により前記建物内の目的地を登録可能であり、
　前記案内装置は、前記登録装置によって目的地が登録された場合に当該登録された目的
地に応じて乗車する前記乗りかごへの案内、及び、前記乗りかごから降車してから前記登
録された目的地までの案内を行うことを特徴とする、
　エレベータシステム。
【請求項２】
　前記登録装置は、表示部に、前記行先階を登録する通常登録画面と、前記目的地を登録
する非通常登録画面とを切り替えて表示可能である、
　請求項１に記載のエレベータシステム。
【請求項３】
　前記案内装置は、表示部に、前記乗車する前記乗りかごへの案内、及び、前記乗りかご
から降車してから前記登録された目的地までの案内を表示可能である、
　請求項１又は請求項２に記載のエレベータシステム。
【請求項４】
　前記案内装置は、前記乗りかごから降車してから前記登録された目的地までの案内を音
声で案内可能である、
　請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載のエレベータシステム。
【請求項５】
　前記登録装置は、媒体に記憶されている識別情報を読み取って、当該読み取った識別情
報に基づいて、前記行先階、又は、前記目的地を登録する、
　請求項１乃至請求項４のいずれか１項に記載のエレベータシステム。
【請求項６】
　前記登録装置は、セキュリティゲートに組み込まれている、
　請求項５に記載のエレベータシステム。
【請求項７】
　前記目的地の登録に対して応答した前記乗りかご内で、媒体に記憶されている識別情報
に基づいて、前記乗りかごが前記目的地の階床に着床する前にフロアマップ表示上に前記
乗りかごから降車してから前記登録された目的地までの案内表示を行うかご内案内装置を
備えることを特徴とする、
　請求項１乃至請求項６のいずれか１項に記載のエレベータシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、エレベータシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、エレベータは、昇降路内を乗りかごが移動することにより、乗りかごを任意の階
床に移動させるが、このようなエレベータでは、乗りかごに乗り込む前に乗場において事
前に行先階を登録するものがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－２８２３０８号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、従来技術においては、例えば、利便性の点でさらなる改善の余地がある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　実施形態のエレベータシステムは、登録装置と案内装置とを備える。登録装置は、エレ
ベータの乗りかごの外部に設けられ、通常利用者により当該エレベータが設けられる建物
内の行先階を登録可能である。案内装置は、前記乗りかごの外部に設けられ、前記登録装
置によって行先階が登録された場合に当該登録された行先階に応じて乗車する前記乗りか
ごへの案内を行う。そして、登録装置は、非通常利用者により前記建物内の目的地を登録
可能である。案内装置は、前記登録装置によって目的地が登録された場合に当該登録され
た目的地に応じて乗車する前記乗りかごへの案内、及び、前記乗りかごから降車してから
前記登録された目的地までの案内を行う。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】図１は、実施形態１に係るエレベータシステムの概略構成例を示すブロック図で
ある。
【図２】図２は、実施形態１に係る乗場の概略構成例を示す模式図である。
【図３】図３は、実施形態１に係る乗場行先階登録装置の正面図である。
【図４】図４は、実施形態１に係る乗場行先階表示装置の正面図である。
【図５】図５は、実施形態１に係るエレベータシステムの乗りかご内の概略構成例を示す
模式図である。
【図６】図６は、実施形態１に係るかご内行先階表示装置の正面図である。
【図７】図７は、実施形態１に係る乗場行先階登録装置の表示部における画面表示の切り
替えについて説明する模式図である。
【図８】図８は、実施形態１に係る乗場行先階登録装置の表示部における案内表示につい
て説明する模式図である。
【図９】図９は、実施形態１に係る乗場行先階登録装置における音声案内について説明す
る部分正面図である。
【図１０】図１０は、実施形態２に係るエレベータシステムの行先階登録装置の概略構成
例を示す斜視図である。
【図１１】図１１は、実施形態２に係るかご内行先階表示装置の正面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
［実施形態１］
　図１は、実施形態１に係るエレベータシステムの概略構成例を示すブロック図、図２は
、実施形態１に係る乗場の概略構成例を示す模式図、図３は、実施形態１に係る乗場行先
階登録装置の正面図、図４は、実施形態１に係る乗場行先階表示装置の正面図、図５は、
実施形態１に係るエレベータシステムの乗りかご内の概略構成例を示す模式図、図６は、
実施形態１に係るかご内行先階表示装置の正面図、図７は、実施形態１に係る乗場行先階
登録装置の表示部における画面表示の切り替えについて説明する模式図、図８は、実施形
態１に係る乗場行先階登録装置の表示部における案内表示について説明する模式図、図９
は、実施形態１に係る乗場行先階登録装置における音声案内について説明する部分正面図
である。
【０００８】
　本実施形態のエレベータシステム１は、図１に示すように、群管理制御装置２を備え、
エレベータ群３を群管理し効率的な運行サービスを行うものである。ここでは、エレベー
タ群３は、Ａ号機からＤ号機までの複数のエレベータ４からなり、複数の乗りかご５がそ
れぞれ昇降路を昇降することで運行サービスを行う。なお、以下の説明では、エレベータ
群３は、Ａ号機からＤ号機の４つのエレベータ４を備えるものとして説明するが、これに
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限らず、２つ、あるいは３つを備えるものであってもよいし、５つ以上を備えるものであ
ってもよい。また、以下の説明では、Ａ号機からＤ号機の４つのエレベータ４は、特に断
りのない限り、単にエレベータ４として説明する。
【０００９】
　各エレベータ４は、それぞれ、乗りかご５、カウンタウェイト６、メインロープ７、巻
上機８、単体制御装置９等を含んで構成される。各エレベータ４は、それぞれ、建物に設
けられた昇降路を昇降可能な乗りかご５とつり合おもりとしてのカウンタウェイト６とを
メインロープ７で連結したいわゆるつるべ式のエレベータである。ここでは、メインロー
プ７は、昇降路の上部に設けられた巻上機８のメインシーブ８ａやそらせシーブ（不図示
）等に掛けられて、一端に乗りかご５が接続され、他端にカウンタウェイト６が接続され
る。巻上機８は、例えば、動力を発生させる電動機（モータ）８ｂを有し、電動機８ｂが
駆動することで、この電動機８ｂに連結されたメインシーブ８ａが回転駆動し、メインシ
ーブ８ａとメインロープ７との間に生じる摩擦力を利用してメインロープ７を電動で巻き
上げる。各エレベータ４は、単体制御装置９によって各部の駆動が統括的に制御されて乗
りかご５が昇降路内を昇降することで、任意の目的階の乗場１０（図２等も参照）に移動
することができる。
【００１０】
　単体制御装置９は、通常の形式の双方向コモン・バスにより相互に連結されたＣＰＵ（
中央演算処理装置）、所定の制御プログラム等を予め記憶しているＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏ
ｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＣＰＵの演算結果を一時記憶するＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃ
ｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、予め用意されたマップデータ、エレベータ４の仕様等の情報
を記憶するバックアップＲＡＭ及び入出力ポート装置を有するマイクロコンピュータ及び
駆動回路を備えている。単体制御装置９は、種々のセンサ、検出器や巻上機８等のエレベ
ータ４の各部と電気的に接続され、エレベータ４単体の各部の動作を統括的に制御する。
【００１１】
　ここで、本実施形態のエレベータシステム１は、例えば、利用者が乗りかご３の外側の
乗場１０に配置された登録装置としての乗場行先階登録装置１１を介して行先階を登録し
、これに応じてエレベータ群３を群管理して運行効率の向上を図る乗場行先階登録システ
ム、いわゆるＤＣＳ（Ｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｓｙｓｔｅｍ）と呼ば
れるシステムである。
【００１２】
　エレベータシステム１は、乗場行先階登録装置１１と、号機識別標識装置１２と、乗場
行先階表示装置１３と、かご内行先階表示装置１４とを含んで構成される。乗場行先階登
録装置１１、乗場行先階表示装置１３は、それぞれ群管理制御装置２と接続され、各かご
内行先階表示装置１４は、それぞれ対応する単体制御装置９と接続されている。
【００１３】
　乗場行先階登録装置１１、号機識別標識装置１２、乗場行先階表示装置１３は、図２に
示すように、乗りかご５の外部、典型的には、乗場１０に設けられる。
【００１４】
　乗場行先階登録装置１１は、利用者による操作入力に応じて呼び登録信号を群管理制御
装置２に出力しいわゆる乗場呼び登録を行うものである。本実施形態の乗場行先階登録装
置１１は、利用者が乗場１０で行先階を指定するためのものであり、乗場呼び登録として
行先階を登録する。乗場行先階登録装置１１は、好ましくは各階床の乗場１０に１つ以上
設けられる。ここでは、乗場行先階登録装置１１は、各乗場１０における乗りかご乗降口
の扉脇等に複数設けられる。
【００１５】
　なお、この複数の乗場行先階登録装置１１のうちのいくつかは、乗場１０の手前にゲー
ト状に設けられていてもよい。また、すべての階床に乗場行先階登録装置１１を設けない
場合、乗場行先階登録装置１１が設けられない階には、通常の呼び装置（上方向への移動
又は下方向への移動を登録する呼び装置）が設けられる。
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【００１６】
　この乗場行先階登録装置１１は、より詳細には、図３に示すように、乗りかご５が停止
可能な階床の番号が付された複数の入力スイッチ（入力装置）１５や文字や図形などの種
々の情報を画像として表示可能であると共にタッチパネルとしての機能も有する表示部１
６等を含んで構成される。利用者は、入力スイッチ１５によって希望する行先階を乗場行
先階登録装置１１へ入力することにより行先階が登録される。
【００１７】
　号機識別標識装置１２は、図２に示すように、利用者が乗車すべき号機を区別して認識
できるように、エレベータ号機を利用者に識別させるための標識である。号機識別標識装
置１２は、乗場１０において各号機に対応する扉上に、それぞれの号機に対応して設けら
れている。ここでは、号機識別標識装置１２は、Ａ号機からＤ号機までのエレベータ４に
対応して４つ設けられており、それぞれ各号機を識別可能なように「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ
」、「Ｄ」などの文字が表示されている。
【００１８】
　乗場行先階表示装置１３は、図２に示すように、文字や図形などの種々の情報を画像と
して表示可能なものである。乗場行先階表示装置１３は、乗場１０において各号機に対応
する扉脇上部に、それぞれの号機に対応して設けられている。ここでは、乗場行先階表示
装置１３は、Ａ号機からＤ号機までのエレベータ４に対応して４つ設けられている。各乗
場行先階表示装置１３は、例えば、図４に示すように、それぞれ乗場１０の利用者に対し
て各号機が停止予定の行先階を表示する。
【００１９】
　かご内行先階表示装置１４は、図５に示すように、文字や図形などの種々の情報を画像
として表示可能なものである。かご内行先階表示装置１４は、各乗りかご５内の扉脇上部
にそれぞれ設けられている。ここでは、かご内行先階表示装置１４は、各乗りかご５に対
して扉両脇に一対で設けられる。かご内行先階表示装置１４は、図６に示すように、乗り
かご５内の利用者に対して各号機が停止予定の行先階を表示する。
【００２０】
　そして、群管理制御装置２は、通常の形式の双方向コモン・バスにより相互に連結され
たＣＰＵ（中央演算処理装置）、所定の制御プログラム等を予め記憶しているＲＯＭ（Ｒ
ｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＣＰＵの演算結果を一時記憶するＲＡＭ（Ｒａｎｄ
ｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、予め用意されたマップデータ、エレベータ４の仕
様等の情報を記憶するバックアップＲＡＭ及び入出力ポート装置を有するマイクロコンピ
ュータ及び駆動回路を備えている。群管理制御装置２は、複数のエレベータ４の各単体制
御装置９と相互に検出信号や駆動信号、制御指令等の情報の通信、授受を行い、エレベー
タ群３を群管理する。
【００２１】
　上記のように構成されるエレベータ群３は、利用者により乗場行先階登録装置１１を介
して乗場呼び登録操作が行われた場合に、乗場行先階登録装置１１から群管理制御装置２
にこれに応じた呼び登録信号が入力され、群管理制御装置２がこの呼び登録信号に応じて
乗りかご５の乗場呼び登録を行う。そして、群管理制御装置２は、例えば、各エレベータ
４の複数の乗りかご５から、各乗りかご５の状態に応じてエレベータ４の乗場１０からの
乗場呼び登録に応答する最適な乗りかご５を割り当てる群管理制御を実行する。
【００２２】
　群管理制御装置２は、例えば、呼び登録信号に基づいたエレベータ群３の全呼び出し数
（総利用者数）やそれぞれの行先階に対する呼び出し数、種々のセンサ、検出器からの出
力、乗りかご５の現在位置及び移動方向（昇降方向）、これから発生すると予測される乗
場呼び、かご呼び、予測される行先階等の各エレベータ４、各乗りかご５の状態に基づい
て、発生した呼びに対して所定の評価演算を行う。そして、群管理制御装置２は、この所
定の評価演算に応じて、各乗りかご５が合理的に移動しながらそれぞれの呼びに最適に応
答するように、乗りかご５の着床順序等を定めて各呼びに応答する乗りかご５を割り当て
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て、応答乗りかご５を決定する割当処理を行い、複数の乗りかご５の運行を効率的に割り
振り、エレベータ群３全体として効率的な運行サービスを行う。
【００２３】
　そして、群管理制御装置２は、乗場行先階登録装置１１を介して登録された行先階に対
して、上記のようにして割り振られて応答する乗りかご５の号機を、配車情報として該当
する乗場行先階登録装置１１の表示部１６に表示すると共に、各号機の乗場行先階表示装
置１３、かご内行先階表示装置１４に停止予定の行先階を表示する。これにより、利用者
は、表示部１６に表示された号機に対応する扉の前まで移動し、そこで待機するように促
がされ、対応した乗りかご５に円滑に乗車することが可能となる。
【００２４】
　そして、単体制御装置９は、群管理制御装置２からの割り当てに応じて、巻上機８を駆
動制御し、乗りかご５を目的の階床へと移動させる。これにより、各エレベータ４は、乗
りかご５が昇降路内を鉛直方向上下に昇降移動し、任意の目的階の乗場１０に移動する。
そして、各エレベータ４は、乗りかご５が目的階の乗場１０に着床し、所定の着床位置に
着床したことが検出されると、その後、単体制御装置９が扉を開放する。これにより、乗
場１０で待機している利用者は、乗りかご５内に乗り込むことが可能となり、また、乗り
かご５内の利用者は乗場１０に降りることが可能となる。
【００２５】
　ここで、本実施形態の乗場行先階登録装置１１は、通常利用者によりエレベータ４が設
けられる建物内の行先階を登録可能な登録装置であると共に、上述したように、案内装置
としても兼用され、この乗場行先階登録装置１１によって行先階が登録された場合に、登
録された行先階に応じて乗車する乗りかご５への案内を行うものでもある。
【００２６】
　なお、このエレベータシステム１は、乗場行先階登録装置１１が登録装置及び案内装置
として兼用されるものとして説明するが、これに限らない。このエレベータシステム１は
、例えば、入力スイッチ１５と表示部１６とが別体に構成され、登録装置と案内装置とが
別体に構成されるものであってもよい。
【００２７】
　そして、本実施形態の乗場行先階登録装置１１は、普段からこのエレベータシステム１
が設置されている建物を利用している通常利用者とは異なり、このエレベータシステム１
を使い慣れていない来訪利用者や初心者利用者等の非通常利用者により建物内の目的地を
登録可能な構成となっている。そしてさらに、乗場行先階登録装置１１は、この乗場行先
階登録装置１１によって目的地が登録された場合に、登録された目的地に応じて乗車する
乗りかご５への案内、及び、乗りかご５から降車してから登録された目的地までの案内を
行うことで、利便性の向上を図っている。つまり、このエレベータシステム１は、非通常
利用者が乗場行先階登録装置１１を介して目的地を指定した際に、乗車する乗りかご５の
案内だけでなく、この乗場行先階登録装置１１にて乗りかご５を降車してから目的地まで
の案内もできる表示を行う。
【００２８】
　より詳細には、乗場行先階登録装置１１は、表示部１６に、行先階を登録する通常登録
画面と、目的地を登録する非通常登録画面とを切り替えて表示可能である。乗場行先階登
録装置１１は、例えば、図７に例示するように、タッチパネルとしても機能する表示部１
６上に、通常登録画面で表示される訪問客用ボタンや初心者用ボタン等の切替ボタン１７
への利用者による操作入力があると、群管理制御装置２の制御によって、これをトリガと
して画面の表示が切り替えられる。この場合、乗場行先階登録装置１１は、群管理制御装
置２の制御によって、表示部１６の表示画面が、入力スイッチ１５を介して行先階を登録
する通常登録画面から、この表示部１６に触れて目的地を登録する非通常登録画面へと切
り替えられる。
【００２９】
　乗場行先階登録装置１１は、非通常登録画面では、例えば、エレベータ４が設置されて
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いる建物の各階床のフロアマップ表示を行い、利用者（典型的には非通常利用者）が表示
部１６のフロアマップ表示上の任意の位置に触れることで、当該触れた位置に応じた呼び
登録信号を群管理制御装置２に出力し目的地として登録する。
【００３０】
　なお、乗場行先階登録装置１１は、非通常登録画面において、フロアマップ表示にかえ
て行先表示先名の表示を行い、利用者が表示部１６の任意の行先表示先名に触れることで
、当該触れた行先表示先名に応じた呼び登録信号を群管理制御装置２に出力し目的地とし
て登録するようにしてもよい。また、乗場行先階登録装置１１は、非通常登録画面におい
て、初心者用モードとして、さらに本システムを分かりやすく説明する表示を行うように
してもよい。
【００３１】
　そして、群管理制御装置２は、図８に例示するように、乗場行先階登録装置１１を介し
て登録された目的地に対して、上記と同様にして割り振られて応答する乗りかご５の号機
（ここでは例示としてＡ号機）を、配車情報１８として該当する乗場行先階登録装置１１
の表示部１６に案内表示する。これに続き、群管理制御装置２は、乗りかご５から降車し
てから登録された目的地がある方向への矢印等を、降車後案内情報１９として該当する乗
場行先階登録装置１１の表示部１６に案内表示する。
【００３２】
　つまり、乗場行先階登録装置１１は、表示部１６に、乗車する乗りかご５への案内とし
ての配車情報１８、及び、乗りかご５から降車してから登録された目的地までの案内とし
ての降車後案内情報１９を表示する。この場合、乗場行先階登録装置１１は、さらに、図
９に例示するように、配車情報１８、降車後案内情報１９の表示とほぼ同時に、不図示の
スピーカ等を介して乗りかご５から降車してから登録された目的地までの案内を音声で案
内するようにしてもよい。また、乗場行先階登録装置１１は、降車後案内情報１９として
、乗りかご５から降車してから登録された目的地がある方向への矢印等にかえて、フロア
マップ表示上に降車後の目的地までの経路を案内表示するようにしてもよい。
【００３３】
　上記のように構成されるエレベータシステム１は、例えば、このエレベータシステム１
を使い慣れていない来訪利用者や初心者利用者等の非通常利用者が乗場行先階登録装置１
１を操作する際に、行先階を登録するかわりに目的地を登録すると共に、これに応じた配
車情報及び降車後案内情報を提供することで、このシステムを使い慣れていない利用者で
も、例えば、何号機に乗って何階で降りてどちらに向かえばよいのかを容易に把握するこ
とができ、よって目的地まで円滑に移動させることができる。これにより、エレベータシ
ステム１は、利用者に対して何号機に乗って何階で降りてどちらに向かえばよいのか明確
に認識させることができるので、慣れていない利用者が迷ってしまうような不都合や降車
後に目的地に行こうとする際、降車後の行先を探し出すためにフロアマップを探したりす
るような手間が生じることを抑制することができ、利用者を適切に案内、誘導することが
でき、利便性を向上することができる。このとき、エレベータシステム１は、乗場行先階
登録装置１１が配車情報１８、降車後案内情報１９の表示とほぼ同時に、不図示のスピー
カ等を介して乗りかご５から降車してから登録された目的地までの案内を音声で案内する
ことで、利用者に対してより明確な案内を行うこともできる。
【００３４】
　以上で説明したエレベータシステム１は、エレベータ４の乗りかご５の外部に設けられ
、通常利用者によりこのエレベータ４が設けられる建物内の行先階を登録可能である登録
装置と、乗りかご５の外部に設けられ、登録装置によって行先階が登録された場合に登録
された行先階に応じて乗車する乗りかご５への案内を行う案内装置として兼用される乗場
行先階登録装置１１を備え、乗場行先階登録装置１１は、非通常利用者により建物内の目
的地を登録可能であり、さらに、この乗場行先階登録装置１１によって目的地が登録され
た場合に登録された目的地に応じて乗車する乗りかご５への案内、及び、乗りかご５から
降車してから登録された目的地までの案内を行う。したがって、エレベータシステム１は
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、例えば、このシステムを使い慣れていない利用者でも目的地まで円滑に移動させること
ができ、利便性を向上することができる。
【００３５】
［実施形態２］
　図１０は、実施形態２に係るエレベータシステムの行先階登録装置の概略構成例を示す
斜視図、図１１は、実施形態２に係るかご内行先階表示装置の正面図である。実施形態２
に係るエレベータシステムは、登録装置及び案内装置の構成が実施形態１とは異なる。そ
の他、上述した実施形態と共通する構成、作用、効果については、重複した説明はできる
だけ省略する。
【００３６】
　図１０に示す本実施形態のエレベータシステム２０１は、登録装置及び案内装置として
兼用される行先階登録装置２１１を備える。本実施形態の行先階登録装置２１１は、セキ
ュリティゲート２２０に組み込まれて一体で構成される。本実施形態のセキュリティゲー
ト２２０は、いわゆるフラッパゲートであり、例えば、このエレベータシステム２０１が
適用される建物の出入口等に設置される。
【００３７】
　このセキュリティゲート２２０に組み込まれた行先階登録装置２１１は、文字や図形な
どの種々の情報を画像として表示可能である表示部２１６や識別情報を読み取る読取部２
２１等を含んで構成される。この行先階登録装置２１１は、読取部２２１によって、ＲＦ
ＩＤ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ＩＤｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）タグ等が内蔵
された媒体としてのＩＤカード２２２に記憶されている識別情報を読み取って、この読み
取った識別情報に基づいて、行先階、又は、目的地を登録するものである。
【００３８】
　このエレベータシステム２０１は、利用者がセキュリティゲート２２０にて行先階登録
装置２１１の読取部２２１に、ＩＤカード２２２に記憶されている識別情報を読み取らせ
ることで、この利用者による操作入力に応じて、行先階登録装置２１１が読み取った識別
情報に対応して事前に設定されている行先階、又は、目的地の呼び登録信号を群管理制御
装置２に出力し行先階、又は、目的地を呼び登録する。
【００３９】
　例えば、普段からこのエレベータシステム２０１が設置されている建物を利用している
通常利用者は、セキュリティゲート２２０にて、行先階登録装置２１１の読取部２２１に
よって、普段から携行している通常利用者用のＩＤカード２２２の識別情報を読み取らせ
ることで、セキュリティゲート２２０の動作と連動して、行先階登録装置２１１によって
識別情報に対応して事前に設定されている行先階が呼び登録される。そして、行先階登録
装置２１１は、群管理制御装置２の制御によって、表示部２１６に、乗車する乗りかご５
への案内としての配車情報１８（図８等参照）を表示する。
【００４０】
　一方、来訪利用者等の非通常利用者は、例えば、セキュリティゲート２２０の手前の受
付等にて来訪利用者用のＩＤカード２２２の貸与を受ける。そして、非通常利用者は、セ
キュリティゲート２２０にて、行先階登録装置２１１の読取部２２１によって、貸与され
た来訪利用者用のＩＤカード２２２の識別情報を読み取らせることで、セキュリティゲー
ト２２０の動作と連動して、行先階登録装置２１１によって貸与された来訪利用者用のＩ
Ｄカード２２２の識別情報に対応して事前に設定されている目的地が呼び登録される。そ
して、行先階登録装置２１１は、群管理制御装置２の制御によって、表示部２１６に、乗
車する乗りかご５への案内としての配車情報１８（図８等参照）、及び、乗りかご５から
降車してから登録された目的地までの案内としての降車後案内情報１９（図８等参照）を
表示する。
【００４１】
　また、このエレベータシステム２０１は、上述したように、各乗りかご５内にかご内行
先階表示装置１４を備える。本実施形態のかご内行先階表示装置１４は、かご内案内装置
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として兼用され、ＩＤカード２２２での目的地の登録に対して応答した乗りかご５内で、
ＩＤカード２２２に記憶されている識別情報に基づいて、群管理制御装置２の制御によっ
て、乗りかご５が目的地の階床に着床する前に案内表示を行う。かご内行先階表示装置１
４は、図１１に例示するように、乗りかご５から降車してから登録された目的地までの案
内として、例えば、該当する階床のフロアマップ表示上に乗りかご５から降車してから登
録された目的地までの経路の案内表示を行う降車後案内情報２２３を表示する。
【００４２】
　以上で説明したエレベータシステム２０１は、例えば、このシステムを使い慣れていな
い利用者でも目的地まで円滑に移動させることができ、利便性を向上することができる。
また、このエレベータシステム２０１は、乗りかご５が目的地の階床に着床する前にかご
内行先階表示装置１４が該当する階床のフロアマップ表示上に乗りかご５から降車してか
ら登録された目的地までの経路の案内表示を行う降車後案内情報２２３を表示するので、
乗りかご５内にて降車直前にも、再度、目的地までの案内表示を行うことができ、利便性
をさらに向上することができる。
【００４３】
　なお、上述した実施形態に係るエレベータシステムは、上述した実施形態に限定されず
、特許請求の範囲に記載された範囲で種々の変更が可能である。
【００４４】
　以上で説明した実施形態、変形例に係るエレベータシステムによれば、利用者を目的地
まで円滑に移動させることができ、利便性を向上することができる。
【００４５】
　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】
【００４６】
１、２０１　　エレベータシステム
２　　群管理制御装置
３　　エレベータ群
４　　エレベータ
５　　乗りかご
６　　カウンタウェイト
７　　メインロープ
８　　巻上機
９　　単体制御装置
１０　　乗場
１１　　乗場行先階登録装置（登録装置、案内装置）
１２　　号機識別標識装置
１３　　乗場行先階表示装置
１４　　かご内行先階表示装置（かご内案内装置）
１５　　入力スイッチ
１６、２１６　　表示部
１７　　切替ボタン
１８　　配車情報
１９、２２３　　降車後案内情報
２１１　　行先階登録装置（登録装置、案内装置）
２２０　　セキュリティゲート
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２２１　　読取部
２２２　　ＩＤカード（媒体）

【図１】 【図２】

【図３】
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