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(57)【要約】
【課題】従来、かごから乗場とかご内にタグリーダを設
けたエレベータの呼び登録システムにおいては、利用者
が降車したにもかかわらず呼びが登録されてしまうとい
う問題点があった。
【解決手段】タグリーダ固有のアンテナ識別情報に加え
て複数のタグリーダに同一識別情報を付与できるグルー
プ識別情報を下り回線電波にて送信し、下り回線電波を
受信したタグが利用者識別情報に加えて直前に受信した
アンテナ識別情報とグループ識別情報を上り回線電波に
て返送する。これにより、タグリーダが返送されてきた
利用者識別情報を認証制御装置へ送信して認証するかど
うかを判断できるため、利用者が降車したにもかかわら
ず呼びが登録されてしまうという問題点を防ぐことがで
きる。
【選択図】　　　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エレベータ利用者が携帯し固有の利用者識別情報を内部に記憶する応答器と、
　各階床のエレベータ乗場、該乗場への通路およびかご内に設置され、前記応答器への下
り回線電波に質問器固有の質問器識別情報を含めて放射するとともに、前記応答器より前
記利用者識別情報を読み取る質問器と、
　前記応答器は、前記質問器から受け取った前記質問器識別情報と記憶している質問器識
別情報とを比較し、その結果が不一致のときに前記利用者識別情報を前記質問器への上り
回線電波に含めて送信し、
　前記質問器から読み取られた前記利用者識別情報と、予め記憶した利用者識別情報とを
比較し、一致したときに前記予め記憶した利用者識別情報と関連付けて記憶した利用者の
行先階情報をエレベータ制御装置に送る認証制御装置と、
　前記認証制御装置から受け取った行先階情報を用いてかご割当を行うエレベータ制御装
置とを備えた、エレベータ呼び登録システムにおいて、
　前記質問器は、同一グループ若しくは異なるグループに設定可能なグループ識別情報を
、前記下り回線電波に含めて送信し、
　前記応答器は、前記質問器から受け取ったグループ識別情報を内部に記憶するとともに
、前記質問器から受け取ったグループ識別情報と記憶しているグループ識別情報の比較結
果に基づいて、前記利用者識別情報及び前記記憶しているグループ識別情報を前記質問器
への上り回線電波に含めて送信し、
　前記質問器は更に、前記上り回線情報から前記利用者識別情報を読み取ったとき、
　前記質問器は、応答器から受け取ったグループ識別情報と自身のグループ識別情報との
比較結果に基づいて、前記利用者の識別情報に関連付けられた行先階情報を前記認証制御
装置に送るか否かを判断する第一の判断手段を備えたことを特徴とするエレベータ呼び登
録システム。
【請求項２】
　エレベータ利用者が携帯し固有の利用者識別情報を内部に記憶する応答器と、
　各階床のエレベータ乗場、該乗場への通路およびかご内に設置され、前記応答器への下
り回線電波に質問器固有の質問器識別情報を含めて放射するとともに、前記応答器より前
記利用者識別情報を読み取る質問器と、
　前記応答器は、前記質問器から受け取った前記質問器識別情報と記憶している質問器識
別情報とを比較し、その結果が不一致のときに前記利用者識別情報を前記質問器への上り
回線電波に含めて送信し、
　前記質問器から読み取られた前記利用者識別情報と、予め記憶した利用者識別情報とを
比較し、一致したときに前記予め記憶した利用者識別情報と関連付けて記憶した利用者の
行先階情報をエレベータ制御装置に送る認証制御装置と、
　前記認証制御装置から受け取った行先階情報を用いてかご割当を行うエレベータ制御装
置とを備えた、エレベータ呼び登録システムにおいて、
　前記質問器は、応答器に少なくとも２つのモードの指示を行う処理モード情報と、
　同一グループ若しくは異なるグループに設定可能なグループ識別情報とを、前記下り回
線電波に含めて送信し、
　前記応答器は、前記質問器から受け取ったグループ識別情報を内部に記憶するとともに
、前記質問器から受け取った前記処理モード情報に基づいて、無条件に送信するか、若し
くは、前記質問器から受け取ったグループ識別情報と記憶しているグループ識別情報の比
較結果に基づいて、前記利用者識別情報及び前記記憶しているグループ識別情報を前記質
問器への上り回線電波に含めて送信するかを判断する第二の判断手段を備えたことを特徴
とするエレベータ呼び登録システム。
【請求項３】
　前記グループ識別情報は、前記各乗場に設置された質問器及びかご内に設置された質問
器を同一グループとするとともに前記各通路に設置された質問器はそれとは異なるグルー
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プとすることを特徴とする請求項１乃至２のいずれか１項に記載のエレベータ呼び登録シ
ステム。
【請求項４】
　前記第一の判断手段は、前記かご内に設置された質問器及び各通路に設置された質問器
の場合は、無条件で利用者識別情報を前記認証制御装置に送信すると判断し、
　前記乗場に設置された質問器の場合は、前記応答器から受け取ったグループ識別情報と
自身の識別情報とを比較し、不一致のときに、前記利用者の識別情報に関連付けられた行
先階情報を前記認証制御装置に送る判断を行うことを特徴とする請求項１または３に記載
のエレベータ呼び登録システム。
【請求項５】
　前記処理モード情報は、前記かご内に設置された質問器及び各通路に設置された質問器
は第一のモードであり、各乗場質問器は前記第一のモードとは異なる第二のモードである
ことを特徴とする請求項２に記載のエレベータ呼び登録システム。
【請求項６】
　前記第二の判断手段は、前記処理モード情報が第一のモードの場合は、受け取った前記
処理モード情報及び受け取った前記グループ情報を、前記下り回線電波に含めて送信する
と判断するとともに、前記処理モード情報が第二のモードの場合、更に質問器から受け取
ったグループ識別情報と記憶したグループ識別情報とを比較し、不一致の場合、受け取っ
た前記処理モード情報及び受け取った前記グループ識別情報とを、前記上り回線電波に含
めて送信するかを判断することを特徴とする請求項５に記載のエレベータ呼び登録システ
ム。
【請求項７】
　各階床のエレベータ乗場、該乗場への通路およびかご内に設置され、エレベータ利用者
が携帯し固有の利用者識別情報を内部に記憶する応答器への下り回線電波に質問器固有の
質問器識別情報を含めて放射するとともに、前記応答器より前記利用者識別情報を読み取
ることによりエレベータ呼び登録を行う質問器において、
　同一グループ若しくは異なるグループに設定可能なグループ識別情報を、前記下り回線
電波に含めて送信する送信手段と、
　前記上り回線情報から前記利用者識別情報を読み取ったとき、
　前記応答器から受け取ったグループ識別情報と自身のグループ識別情報との比較結果に
基づいて、前記利用者の識別情報に関連付けられた行先階情報をエレベータ制御装置に送
る認証制御装置に送るか否かを判断する第一の判断手段を備えたことを特徴とする質問器
。
【請求項８】
　各階床のエレベータ乗場、該乗場への通路およびかご内に設置され、エレベータ利用者
が携帯し固有の利用者識別情報を内部に記憶する応答器への下り回線電波に質問器固有の
質問器識別情報を含めて放射するとともに、前記応答器より前記利用者識別情報を読み取
ることによりエレベータ呼び登録を行う質問器において、
　応答器に少なくとも２つのモードの指示を行う処理モード情報と、
　同一グループ若しくは異なるグループに設定可能なグループ識別情報とを、前記下り回
線電波に含めて送信する送信手段とを備え、前記上り回線情報から前記利用者識別情報を
読み取ったとき、前記利用者の識別情報に関連付けられた行先階情報をエレベータ制御装
置に送る認証制御装置に送るか否かを判断する第一の判断手段を備えたことを特徴とする
質問器。
【請求項９】
　前記グループ識別情報は、前記各乗場に設置された質問器及びかご内に設置された質問
器を同一グループとするとともに前記各通路に設置された質問器はそれとは異なるグルー
プとすることを特徴とする請求項７または８に記載の質問器。
【請求項１０】
　前記第一の判断手段は、前記かご内に設置された質問器及び各通路に設置された質問器
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の場合は、無条件で利用者識別情報を前記認証制御装置に送信すると判断し、
　前記乗場に設置された質問器の場合は、前記応答器から受け取ったグループ識別情報と
自身の識別情報とを比較し、不一致のときに、前記利用者の識別情報に関連付けられた行
先階情報を前記認証制御装置に送る判断を行うことを特徴とする請求項７または９に記載
の質問器。
【請求項１１】
　エレベータ利用者が携帯し固有の利用者識別情報を内部に記憶する応答器であって、
　各階床のエレベータ乗場、該乗場への通路およびかご内に設置された質問器より、質問
器固有の質問器識別情報を受け取った前記質問器識別情報と、記憶している質問器識別情
報とを比較し、その結果が不一致のときに前記利用者識別情報を前記質問器への上り回線
電波に含めて送信することにより、エレベータの呼び登録を行う応答器において、
　前記質問器からの下り回線より受け取ったグループ識別情報を、内部に記憶する記憶手
段と、
　前記グループ識別情報と記憶しているグループ識別情報の比較結果に基づいて、前記利
用者識別情報及び前記記憶しているグループ識別情報を前記質問器への上り回線電波に含
めて送信する送信手段とを備えたことを特徴とする応答器。
【請求項１２】
　エレベータ利用者が携帯し固有の利用者識別情報を内部に記憶する応答器であって、
　各階床のエレベータ乗場、該乗場への通路およびかご内に設置された質問器より、質問
器固有の質問器識別情報を受け取った前記質問器識別情報と、記憶している質問器識別情
報とを比較し、その結果が不一致のときに前記利用者識別情報を前記質問器への上り回線
電波に含めて送信することにより、エレベータの呼び登録を行う応答器において、
　前記質問器からの下り回線より受け取ったグループ識別情報を内部に記憶する記憶手段
と、
　前記質問器から受け取った処理モード情報に基づいて、無条件に送信するか、若しくは
、前記質問器から受け取ったグループ識別情報と記憶しているグループ識別情報の比較結
果に基づいて、前記利用者識別情報及び前記記憶しているグループ識別情報を前記質問器
への上り回線電波に含めて送信するかを判断する第二の判断手段とを備えたことを特徴と
する応答器。
【請求項１３】
　前記第二の判断手段は、前記処理モード情報が第一のモードの場合は、受け取った前記
処理モード情報及び受け取った前記グループ情報を、前記下り回線電波に含めて送信する
と判断するとともに、前記処理モード情報が第二のモードの場合、更に質問器から受け取
ったグループ識別情報と記憶したグループ識別情報とを比較し、不一致の場合、受け取っ
た前記処理モード情報及び受け取った前記グループ識別情報とを、前記上り回線電波に含
めて送信するかを判断することを特徴とする請求項１２に記載の応答器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、ＲＦＩＤ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉ
ｏｎ）を用いたエレベータの呼び登録システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来のＲＦＩＤを用いたエレベータの呼び登録システムにおいては、ＬＦ電波（Ｌｏｗ
　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ電波）には、個々の質問器を区別するためのアンテナ識別番号のみ
が付与されていた（例えば、先行技術１，２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】ＷＯ２００９／１０７２０６号公報（０００６段落）
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【特許文献２】特開２００３－３４１９４５号公報（００１４段落）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来のＲＦＩＤを用いたシステムでは、ＬＦ電波にはアンテナ識別情報が付与されてい
る。例えば、タグが受信したアンテナ識別番号が同じ場合には、利用者識別情報を送信せ
ず、アンテナ識別番号が異なる場合に、利用者識別情報を送信するようにしている。これ
により、タグがタグリーダ間の移動を検出した場合には、新たなタグリーダを介して移動
した旨をシステムに通知できるとともに、タグが同じタグリーダの範囲内にいる場合は、
一度送信した利用者識別情報を再度送信することがないため、無駄な処理を行わないよう
に動作させることが期待できる。
　しかし、これをエレベータの呼び登録システムに適用する場合、次のような問題点を生
じる。例えば、エレベータ乗場とかご内のＲＦＩＤシステムを設置して、乗場に近づくと
呼びが自動登録され、かごに乗り込むときに行先階が自動登録されるシステムにおいて、
乗場とかご内が異なるアンテナ番号になっているため、降車時に乗場のＬＦ電波に反応し
てタグがＲＦ電波を送出し、結果として利用者が降車したにもかかわらず呼びが登録され
てしまうという問題点があった。
【０００５】
　先行技術１では、この問題点に対し、利用者識別情報と同じ識別情報が前記かご内質問
器により読み取られなかったことを検知してから猶予時間（例えば５秒以上１０秒以下）
の間は当該登録識別情報の登録を維持することにより、乗場質問器による降車後のエレベ
ータ利用者の利用者識別情報の読み取りに対してエレベータかごの呼び登録を行わないよ
うに構成しているが、混んでいるかごから降車する場合には、猶予時間を超えてしまうこ
とにより、結果として呼びが登録されてしまうという問題が解決されない。
【０００６】
　先行技術２では、上記問題に対し、利用者識別情報に応答する事前呼び解消手段を備え
、事前呼び解消手段は、行先呼びに対して決定された号機が応答する前にタグ（応答器）
からの利用者識別情報を受信しなくなったときには、行先呼びを解消して、行先呼びに対
応する方向の乗場釦灯を消灯させているが、降車したにもかかわらず呼びが登録されてし
まうという問題は解決しておらず、更に、タグ（応答器）は常時識別情報を送信しなけれ
ばならないため、タグの消費電力が多大となるという問題点が生じる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明にかかるエレベータ呼び登録システムにおいては、
　エレベータ利用者が携帯し固有の利用者識別情報を内部に記憶する応答器と、
　各階床のエレベータ乗場、該乗場への通路およびかご内に設置され、前記応答器への下
り回線電波に質問器固有の質問器識別情報を含めて放射するとともに、前記応答器より前
記利用者識別情報を読み取る質問器と、
　前記応答器は、前記質問器から受け取った前記質問器識別情報と記憶している質問器識
別情報とを比較し、その結果が不一致のときに前記利用者識別情報を前記質問器への上り
回線電波に含めて送信し、
　前記質問器から読み取られた前記利用者識別情報と、予め記憶した利用者識別情報とを
比較し、一致したときに前記予め記憶した利用者識別情報と関連付けて記憶した利用者の
行先階情報をエレベータ制御装置に送る認証制御装置と、
　前記認証制御装置から受け取った行先階情報を用いてかご割当を行うエレベータ制御装
置とを備えた、エレベータ呼び登録システムにおいて、
　前記質問器は、同一グループ若しくは異なるグループに設定可能なグループ識別情報を
、前記下り回線電波に含めて送信し、
　前記応答器は、前記質問器から受け取ったグループ識別情報を内部に記憶するとともに
、前記質問器から受け取ったグループ識別情報と記憶しているグループ識別情報の比較結



(6) JP 2015-140226 A 2015.8.3

10

20

30

40

50

果に基づいて、前記利用者識別情報及び前記記憶しているグループ識別情報を前記質問器
への上り回線電波に含めて送信し、
　前記質問器は更に、前記上り回線情報から前記利用者識別情報を読み取ったとき、
　前記質問器は、応答器から受け取ったグループ識別情報と自身のグループ識別情報との
比較結果に基づいて、前記利用者の識別情報に関連付けられた行先階情報を前記認証制御
装置に送るか否かを判断する第一の判断手段を備えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　この発明にかかるエレベータ呼び登録システムは、上記の構成としたので、タグリーダ
が返送されてきたユーザ識別情報を認証制御装置へ送信して認証するかどうかを判断でき
るようにしたため、利用者が降車したにもかかわらず呼びが登録されてしまうという問題
点を防ぐことができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】この発明の実施の形態１におけるエレベータ呼び登録システムの一構成図である
。
【図２】この発明の実施の形態１におけるエレベータ呼び登録システムのタグ１００の動
作を示すフローチャートである。
【図３】この発明の実施の形態１におけるエレベータ呼び登録システムのタグリーダ２０
０の動作を示すフローチャートである。
【図４】この発明の実施の形態１におけるエレベータ呼び登録システムを建物に適用した
一構成図である。
【図５】この発明の実施の形態１における各装置間の各識別情報の流れ図である。
【図６】この発明の実施の形態２におけるエレベータ呼び登録システムのタグ１００の動
作を示すフローチャートである。
【図７】この発明の実施の形態２におけるエレベータ呼び登録システムのタグリーダ２０
０の動作を示すフローチャートである。
【図８】この発明の実施の形態２におけるエレベータ呼び登録システムを建物に適用した
一構成図である。
【図９】この発明の実施の形態２における各装置間の各識別情報の流れ図である。
【図１０】この発明の実施の形態３におけるエレベータ呼び登録システムの一構成図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
実施の形態１
　以下、この発明の実施形態１を図１乃至図５を用いて説明する。
【００１１】
　図１はこの発明の実施の形態１におけるエレベータ呼び登録システムの一構成を示すも
のである。図１において、１００はタグ（応答器）である。これは、利用者が携帯するＲ
ＦＩＤタグであり、それは携帯電話、スマートフォン、その他の装置に組み込まれ、実装
されているものであっても構わない（以下単にタグと呼ぶ）。タグ１００は、後述するタ
グリーダ（質問器）２００からの下り回線電波を受信する下り回線電波受信部１０１、下
り回線電波からアンテナ識別情報とグループ識別情報を抽出する識別情報抽出部１０２、
アンテナ識別情報とグループ識別情報、前回受信時刻と前回アンテナ識別情報と前回グル
ープ識別情報からタグリーダ２００に利用者識別情報を上り回線電波で送信するかどうか
を判定する応答判定部１０３、利用者識別情報とアンテナ識別情報と前回グループ識別情
報を含む上り回線電波を送信する上り回線電波送信部１０６からなり、前回受信時刻と前
回アンテナ識別情報と前回グループ識別情報を記憶する記憶部１０４と、利用者識別情報
を記憶する記憶部１０５をもつ。下り回線電波受信部１０１は、タグリーダ２００からの
下り回線電波を受信するための受信アンテナ回路を含み、上り回線電波送信部１０６は、
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タグリーダ２００へ上り回線電波を送信するための送信アンテナ回路を含む。
【００１２】
　２００はタグリーダ（質問器）である。これは、各階のエレベータ乗場、その乗場に至
る通路、エレベータのかご内に設置されるものであり、タグ１００からの利用者識別情報
を読み取るものであれば何でも構わない（以下単にタグリーダと呼ぶ）。タグリーダ２０
０は、タグ１００を起動するためのタグ起動信号を生成するタグ起動信号生成部２０１、
タグ起動信号に、記憶部２０２から読み出したアンテナ識別情報及びグループ識別情報を
付与して下り回線電波として送信する下り回線電波送出部２０３、タグ１００からの上り
回線電波を受信する上り回線電波受信部２０４、上り回線電波に含まれる利用者識別情報
を抽出する利用者識別情報抽出部２０６からなり、アンテナ識別情報とグループ識別情報
を記憶する記憶部２０２と処理モード情報を記憶する記憶部２０５をもつ。下り回線電波
送信部２０３は、タグ１００へ下り回線電波を送信するための送信アンテナ回路を含み、
上り回線電波受信部２０４はタグ１００からの上り回線電波を受信するための受信アンテ
ナ回路を含む。
【００１３】
　３００は認証制御装置であり、タグリーダ２００から送信されてきた利用者識別情報と
記憶している個人情報を比較し、一致したらその個人情報に関連付けられている行先階を
エレベータ制御装置へ送信する認証部３０２、個人情報と行先階を関連付けて記憶する記
憶部３０１をもつ。
【００１４】
　次に動作について説明する。
　図２は、タグ１００の動作を示すフローチャートである。タグ１００は下り回線電波受
信部１０１でタグリーダ２００からのタグ起動信号を受信する（Ｓ１０１）と、識別情報
抽出部１０２でその起動信号からアンテナ識別情報とグループ識別情報を抽出する（Ｓ１
０２）。
応答判定部１０３は、抽出したアンテナ識別情報と記憶部１０４に記憶されている前回ア
ンテナ識別情報（前回タグ起動信号を受信した際に、その起動信号に付与されていたアン
テナ識別情報）とを比較し（Ｓ１０３）、不一致であれば前回とは異なるタグリーダから
起動信号を受信したと判断してタグリーダ２００に利用者識別情報を送付すべく、記憶部
１０５から利用者識別情報を読み出し、それにＳ１０２で抽出した質問器識別情報と、記
憶部１０４から読み出した前回グループ識別情報（前回タグ起動信号を受信した際に、そ
の起動信号に付与されていたグループ情報）を付与して上り回線電波送信部１０６から上
り回線電波を送出する（Ｓ１０４）。その後、記憶部１０４の前回アンテナ識別情報と前
回グループ識別情報を今回受信した起動信号のアンテナ識別情報、グループ識別情報に書
き換える（Ｓ１０５、Ｓ１０６）。同時に、前回受信時刻（前回タグ起動信号を受信した
時刻）を今回受信した時刻に書き換える（Ｓ１０７）。
【００１５】
　なお、Ｓ１０３においてアンテナ識別情報と前回アンテナ識別情報が一致した場合は、
前回と同じタグリーダ２００から起動信号を受信し、利用者識別情報をタグリーダ２００
に送信しているので、基本的には再度利用者識別情報を送信する必要はないが、タグリー
ダ２００の電波範囲から一度離れ、一定時間以上経過後に再度同じタグリーダ２００の電
波範囲に戻ってきたときには再度利用者識別情報を送信して認証する必要があるので、応
答判定部１０３はタグ起動信号の受信時刻と記憶部１０４に記憶されている前回受信時刻
を比較し、予め定められた時刻Ｔ以上経過していればタグリーダ２００の電波範囲から一
度離れて再度そこへ戻ってきたと判断して（Ｓ１０５）、Ｓ１０６に進む。Ｓ１０６では
タグリーダ２００に利用者識別情報を送付すべく、記憶部１０５から利用者識別情報を読
み出し、それにＳ１０１で抽出したアンテナ識別情報と、前回グループ識別情報としては
空の情報あるいはタグリーダ２００に割り当てることを禁止されている特別な識別情報を
付与して上り回線電波送信部１０６から上り回線電波を送出する。これは、エレベータの
乗場で考えた場合、タグ保持者がエレベータに近づいて乗場でタグ１００が認証されたが
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、エレベータに乗らずにその場を立ち去り、再度戻ってきたときに認証されないとエレベ
ータに乗れなくなるからである。特に前回グループ識別情報として本来記憶している前回
グループ識別情報ではなく別の識別情報を送るのは、後述するタグリーダ２００の動作に
おいて処理モード情報がＢの場合にタグリーダ２００のグループ識別情報と前回グループ
識別情報が同一だと利用者識別情報が無視されて認証されないからである。
【００１６】
　図３は、タグリーダ２００の動作を示すフローチャートである。本フローチャートには
図示していないが、タグリーダ２００は一定間隔で常にタグ起動信号生成部２０１でタグ
起動信号を生成し、その信号に記憶部２０２に記憶されているタグリーダ個々に固有の番
号であるアンテナ識別情報と、いくつかのタグリーダを１つのグループとして同一視する
ためのグループ識別情報を付与して、下り回線電波送出部２０３から下り回線電波を発信
している。
【００１７】
　上り回線電波受信部２０４でタグ１００からの上り回線電波を受信する（Ｓ２０１）と
、利用者識別情報抽出部２０６にて、その中から利用者識別情報とアンテナ識別情報と前
回グループ識別情報を抽出する（Ｓ２０２）。さらに、記憶部２０２に記憶されている自
身のアンテナ識別情報と、抽出したアンテナ識別情報を比較し、一致したら自身が送信し
たタグ起動信号に対してタグ１００が利用者識別情報を送ってきたものであり、以降の処
理を実施する。Ｓ２０３では、記憶部２０５に記憶されている処理モード情報を呼び出し
処理モード情報によって処理を変更する。ここで、処理モード情報がＡとは、無条件に利
用者識別情報を認証制御装置３００に送出することを指示するモードであり、処理モード
情報がＢとは抽出した前回グループ識別情報によって利用者識別情報を認証制御装置３０
０に送出するかどうかを判断することを指示するモードである。Ｓ２０３で処理モード情
報がＡの場合は、Ｓ２０４に進んで無条件に利用者識別情報を認証制御装置３００に送出
する。一方、処理モード情報がＢの場合は、Ｓ２０５に進んで、Ｓ２０１で抽出した前回
グループ識別情報と自身のグループ識別情報を比較し、不一致であればユーザ識別情報を
認証制御装置３００に送出するが、一致していたらユーザ識別情報を認証制御装置３００
に送出しない。これは、処理モード情報がＢの場合、同じグループ識別情報を持つ複数の
タグリーダ２００の電波範囲をタグ１００所持者が渡り歩いた場合に、最初のタグリーダ
２００では認証されるが、以降のタグリーダ２００では認証されないことを意味する。
【００１８】
　認証制御装置３００は、記憶部３０１を持ち、記憶部３０１には認証すべき複数の人の
利用者識別情報と、それに関連付けて各人が行ける行先階（例えば自分の事務所がある階
）が事前に登録されているものとする。タグリーダ２００から利用者識別情報を受信した
ら認証部３０２が記憶部３０１に記憶されている複数の利用者識別情報から一致するもの
を検索し、一致するものが見つかればそれに関連付けて記憶されている行先階情報をタグ
リーダ２００が乗場に設置されているのかかご内に設置されているのか、それ以外の場所
に設置されているのかを区別できる情報と共にエレベータ制御装置へ送信する。
【００１９】
　エレベータ制御装置は図示していないが、行先階情報が送信されてきたら、乗場設置の
タグリーダ２００ｂから送られてきたのであれば乗場に設置されている上方向ボタンか下
方向ボタンかを現在の階と送信されてきた行先階情報との関係で決定し、どちらかを登録
（人が上下ボタンを押した状態と同じにすること）する。
【００２０】
　それがかご内設置のタグリーダ２００ａから送られてきたのであれば、送信されてきた
行先階を登録（人が行先階ボタンを押したのと同じ状態にすること）する。それ以外のタ
グリーダ２００ｃから送られてきたのであれば、行先階情報を無視する。
【００２１】
　以上の動作を図４、図５に従って動きを説明する。
【００２２】
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　タグ所持者が三階の通路を通ってエレベータ乗場に到着し、エレベータに乗り込んで一
階まで移動し、エレベータを降りてから一階通路を通っていく場合を説明する。本タグ所
持者は、認証制御装置３００に行先階として一階が事前に登録されているものとする。
【００２３】
　図４において、例えば＜１０３、Ｄ、Ａ＞と書かれているのは、そのタグリーダ２００
がアンテナ識別情報として１０３、グループ識別情報としてＤ、処理モード情報としてＡ
を設定されていることを示す。
【００２４】
　まず、タグ所持者は三階の通路タグリーダ２００ｃの電波範囲に入った段階で認証され
るが、エレベータ制御装置はその人に関連付けられている行先階情報は無視する（図５で
は図示せず）。三階乗場タグリーダ２００ｂの電波範囲に移動した段階では、タグ１００
は自身で記憶している前回アンテナ識別情報（三階通路タグリーダ２００ｃの１０３）と
は異なるため、利用者識別情報をタグリーダ２００ｂに送信する。タグリーダ２００ｂは
処理モード情報がＢであるが、利用者識別情報とともに送られてくる前回グループ識別番
号（三階通路タグリーダ２００ｃのＤ）とは自身のグループ識別情報が異なるため利用者
識別情報を認証制御装置３００に送信し、認証制御装置３００は認証に成功すると行先階
情報（一階）をエレベータ制御装置に送信する。結果、エレベータ制御装置は現在階が三
階で行先階情報が一階なので下方向ボタンを登録することになるので、タグ所持者は自身
で下方向ボタンを押さなくても自動でエレベータが呼ばれる。エレベータが到着するまで
の間、タグ１００は三階乗場タグリーダ２００ｂの電波範囲で待つことになり、その間定
期的に起動信号を受信するが、そのタグリーダ２００ｂに対しては一度利用者識別情報を
送信しているので、その電波範囲にとどまっている限りは再度利用者識別情報を送信する
ことはない。
【００２５】
　次に、タグ所持者が到着したエレベータに乗り込んでかごタグリーダ２００ａの電波範
囲に入ると、タグ１００は自身で記憶している前回アンテナ識別情報（三階乗場タグリー
ダ２００ｂの３）とは異なるため、利用者識別情報をタグリーダ２００ａに送信する。タ
グリーダ２００ａは処理モード情報がＡであるため、無条件に利用者識別情報を認証制御
装置３００に送信し、認証制御装置３００は認証に成功すると行先階情報（一階）をエレ
ベータ制御装置に送信する。結果、エレベータ制御装置は一階ボタンを自動で登録するこ
とになるので、タグ所持者は自身で一階ボタンを押さなくてもよい。かごが一階に到着し
、タグ所持者がかごから降車して一階乗場タグリーダ２００ｂの電波範囲に移動すると、
タグ１００は自身で記憶している前回アンテナ識別情報（かごタグリーダ２００ａの１０
）とは異なるため、利用者識別情報をタグリーダ２００ｂに送信する。タグリーダ２００
ｂは処理モード情報がＢなので、利用者識別情報とともに送られてくる前回グループ識別
番号（かごタグリーダ２００のＡ）と自身のグループ識別情報を比較し、それらが一致す
るため、利用者識別情報を認証制御装置３００に送信しない。結果として、かごから乗場
タグリーダ２００ｂに移動した際は認証されないので、一階乗場の上下方向ボタンが登録
されることはない。
【００２６】
　その後、一階通路タグリーダ２００ｃの電波範囲に移動すると、タグ１００は前回アン
テナ識別情報と異なるために利用者識別情報を送信し、タグリーダ２００ｃは処理モード
情報がＡなので無条件に利用者識別情報を認証制御装置３００に送信し、認証制御装置３
００は認証部３０１でこれを認証してエレベータ制御装置に行先階情報を送信するが、エ
レベータ制御装置は乗場でもかご内でもないタグリーダ２００ｃからの情報なのでこれを
無視するため、エレベータシステムとしては何ら動作しない。
【００２７】
　以上の様に、本実施の形態においては、タグリーダが返送されてきた利用者識別情報を
認証制御装置へ送信して認証するかどうかを判断できるようにしたため、タグ所有者が通
路から乗場に到達した時点では、上下方向ボタンが自動で登録され、かごに乗車した時に
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は行先階が自動で登録されるが、かごから降りて乗場に到着した場合には不要な上下方向
ボタンが登録されることはないため、利用者が降車したにもかかわらず呼びが登録されて
しまうという問題点を防ぐことができるという効果を奏する。
【００２８】
　上記実施の形態の説明において、記憶部１０４と記憶部１０５は別々としているが、記
憶領域だけを別々にして同一の記憶部を用いても構わない。記憶部２０２と記憶部２０５
、記憶部３０１と記憶部３０３についても同様である。
【００２９】
　また、かごタグリーダ２００ａ、乗場タグリーダ２００ｂ、通路タグリーダ２００ｃは
、別々の構成であるように説明したが、記憶部２０２のアンテナ識別情報及びグループ識
別情報、記憶部２０５の処理モード情報を外部よりダウンロードできるように構成すれば
同一のハードウェアで実現できる。
【００３０】
　更に、説明で用いたアンテナ識別情報、グループ識別情報、処理モード情報は一例に過
ぎず、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、種々の変更や再利用しても構わない。
【００３１】
　その他、構成の一部を変形しても、また一部を省略してもよく、本実施の形態と同様の
効果を奏するものと考えられる。
【００３２】
実施の形態２
　実施の形態１では、タグリーダ２００でタグ１００からの利用者識別情報を認証制御装
置３００に送るか送らないかの判断を行ったが、本実施の意形態では、タグ１００で利用
者識別情報を認証制御装置３００に送るか送らないかの判断を行う構成を示す。
【００３３】
　図６において、１００はタグであり、タグリーダからの下り回線電波を受信する下り回
線電波受信部１０１、下り回線電波からアンテナ識別情報とグループ識別情報を抽出する
識別情報抽出部１０２、アンテナ識別情報とグループ識別情報、前回受信時刻と前回アン
テナ識別情報と前回グループ識別情報、処理モード情報からタグリーダに利用者識別情報
を上り回線電波で送信するかどうかを判定する応答判定部１０３、利用者識別情報とアン
テナ識別情報を含む上り回線電波を送信する上り回線電波送信部１０６からなり、前回受
信時刻と前回アンテナ識別情報と前回グループ識別情報を記憶する記憶部１０４と、利用
者識別情報を記憶する記憶部１０５をもつ。下り回線電波受信部１０１は、タグリーダ２
００からの下り回線電波を受信するための受信アンテナ回路を含み、上り回線電波送信部
１０６は、タグリーダ２００へ上り回線電波を送信するための送信アンテナ回路を含む。
２００はタグリーダであり、タグ１００を起動するためのタグ起動信号を生成するタグ起
動信号生成部２０１、タグ起動信号にアンテナ識別情報とグループ識別情報と処理モード
情報を付与して下り回線電波として送信する下り回線電波送出部２０３、タグ１００から
の上り回線電波を受信する上り回線電波受信部２０４、上り回線電波に含まれる利用者識
別情報を抽出する利用者識別情報抽出部２０６からなり、アンテナ識別情報とグループ識
別情報と処理モード情報を記憶する記憶部２０２をもつ。下り回線電波送信部２０３は、
タグ１００へ下り回線電波を送信するための送信アンテナ回路を含み、上り回線電波受信
部２０４はタグ１００からの上り回線電波を受信するための受信アンテナ回路を含む。
３００は認証制御装置であり、タグリーダ２００から送信されてきた利用者識別情報と記
憶している個人情報（利用者識別情報）とを比較し、一致したらその利用者識別情報に関
連付けられている行先階をエレベータ制御装置へ送信する認証部３０２、利用者識別情報
と行先階を関連付けて記憶する記憶部３０１をもつ。
【００３４】
　次に動作について説明する。
　図７は、タグ１００の動作を表すフローチャートである。タグ１００は下り回線電波受
信部１０１でタグリーダ２００からのタグ起動信号を受信する（Ｓ１００）と、識別情報
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抽出部１０２でその起動信号からアンテナ識別情報とグループ識別情報と処理モード情報
を抽出する（Ｓ１０１）。判定部１０３は、抽出したアンテナ識別情報と記憶部１０４に
記憶されている前回アンテナ識別情報（前回タグ起動信号を受信した際に、その起動信号
に付与されていたアンテナ識別情報）とを比較し（Ｓ１０２）、違っていれば前回とは異
なるタグリーダ２００から起動信号を受信したと判断してＳ１０３に進む。Ｓ１０３では
、抽出した処理モード情報がＡかＢかによってＳ１０４かＳ１０７に進む。ここで、処理
モード情報がＡとは、無条件にユーザ識別情報をタグリーダ２００に送出することを指示
するモードであり、処理モード情報がＢとは抽出したグループ識別情報と記憶している前
回グループ識別情報によって利用者識別情報をタグリーダ２００に送出するかどうかを判
断することを指示するモードである。Ｓ１０３で処理モード情報がＡの場合、無条件に利
用者識別情報を送信するので、Ｓ１０４にてタグリーダ２００に利用者識別情報を送付す
べく、記憶部１０５から利用者識別情報を読み出し、それにＳ１０１で抽出したアンテナ
識別情報を付与して上り回線電波送信部１０６から上り回線電波を送出する。その後、記
憶部１０４の前回アンテナ識別情報と前回グループ識別情報を今回受信した起動信号のア
ンテナ識別情報、グループ識別情報に書き換える。同時に、前回受信時刻（前回タグ起動
信号を受信した時刻）を今回受信した時刻に書き換える（Ｓ１０５）。
【００３５】
　一方、Ｓ１０３で処理モード情報がＢだった場合、Ｓ１０１にて抽出したグループ識別
情報と記憶部１０４に記憶している前回グループ識別情報を比較し（Ｓ１０７）、両者が
異なっていればＳ１０４に進んでタグリーダ２００に利用者識別情報を送付すべく、記憶
部１０５から利用者識別情報を読み出し、それにＳ１０１で抽出したアンテナ識別情報を
付与して上り回線電波送信部１０６から上り回線電波を送出する。
【００３６】
　なお、Ｓ１０２においてアンテナ識別情報と前回アンテナ識別情報が一致した場合は、
前回と同じタグリーダ２００から起動信号を受信し、利用者識別情報をタグリーダ２００
に送信しているので、基本的には再度利用者識別情報を送信する必要はないが、タグリー
ダ２００の電波範囲から一度離れ、一定時間以上経過後に再度同じタグリーダ２００の電
波範囲に戻ってきたときには再度利用者識別情報を送信して認証する必要があるので、応
答判定部１０３はタグ起動信号の受信時刻と記憶部１０４に記憶されている前回受信時刻
を比較し、予め定められた時刻Ｔ以上経過していればアンテナの電波範囲から一度離れて
再度そこへ戻ってきたと判断して（Ｓ１０５）、処理モード情報に関係なくＳ１０４に進
む。これは、エレベータの乗場で考えた場合、タグ保持者がエレベータに近づいて乗場で
タグ１００が認証されたが、エレベータに乗らずにその場を立ち去り、再度戻ってきたと
きに認証されないとエレベータに乗れなくなるからである。処理モード情報を無視するの
は、乗場タグリーダ２００の処理モード情報がＢであった場合でも、一度乗場から離れて
再度戻ってきたときには認証される必要があるからである。
【００３７】
　図８は、タグリーダ２００の動作を表すフローチャートである。本フローチャートには
図示していないが、タグリーダ２００は一定間隔で常にタグ起動信号生成部２０１でタグ
起動信号を生成し、その信号に記憶部２０２に記憶されているタグリーダ個々に固有の番
号であるアンテナ識別情報と、いくつかのタグリーダ２００を１つのグループとして同一
視するためのグループ識別情報と予め設定された処理モード情報を付与して、下り回線電
波送出部２０３から下り回線電波を発信している。
【００３８】
　上り回線電波受信部２０４でタグ１００からの上り回線電波を受信する（Ｓ２００）と
、利用者識別情報抽出部２０６にて、その中から利用者識別情報とアンテナ識別情報を抽
出する（Ｓ２０１）。さらに、記憶部２０２に記憶されている自身のアンテナ識別情報と
、抽出したアンテナ識別情報を比較し、一致したら自身が送信したタグ起動信号に対して
タグ１００が利用者識別情報を送ってきたものであり、以降の処理を実施する。Ｓ２０３
では、利用者識別情報を認証制御装置３００に送出する。
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【００３９】
　認証制御装置３００は、記憶部３０１を持ち、記憶部３０１には認証すべき複数の人の
利用者識別情報と、それに関連付けて各人が行ける行先階（例えば自分の事務所がある階
）が事前に登録されているものとする。タグリーダ２００から利用者識別情報を受信した
ら認証部３０２が記憶部３０１に記憶されている複数の利用者識別情報から一致するもの
を検索し、一致するものが見つかればそれに関連付けて記憶されている行先階情報をタグ
リーダ２００が乗場に設置されているのかカゴ内に設置されているのか、それ以外の場所
に設置されているのかを区別できる情報と共にエレベータ制御装置へ送信する。
【００４０】
　エレベータ制御装置は図示していないが、行先階情報が送信されてきたら、乗場設置の
タグリーダ２００ｂから送られてきたのであれば乗場に設置されている上方向ボタンか下
方向ボタンかを現在の階と送信されてきた行先階情報との関係で決定し、どちらかを登録
（人が上下ボタンを押した状態と同じにすること）する。
【００４１】
　それがカゴ内設置のタグリーダ２００ａから送られてきたのであれば、送信されてきた
行先階を登録（人が行先階ボタンを押したのと同じ状態にすること）する。それ以外のタ
グリーダ２００ｃから送られてきたのであれば、行先階情報を無視する。
【００４２】
　以上の動作を図４、図９に従って動きを説明する。
　タグ所持者が三階の通路を通ってエレベータ乗場に到着し、エレベータに乗り込んで一
階まで移動し、エレベータを降りてから一階通路を通っていく場合を説明する。本タグ所
持者は、認証制御装置３００に行先階として一階が事前に登録されているものとする。
【００４３】
　図４において、例えば＜１０３、Ｄ、Ａ＞と書かれているのは、そのタグリーダ２００
がアンテナ識別情報として１０３、グループ識別情報としてＤ、処理モード情報としてＡ
を設定されていることを示す。
【００４４】
　まず、タグ所持者は三階の通路タグリーダ２００ｃの電波範囲に入った段階で認証され
るが、エレベータ制御装置はその人に関連付けられている行先階情報は無視する（図９で
は図示せず）。三階乗場タグリーダ２００ｂの電波範囲に移動した段階では、タグ１００
は自身で記憶している前回アンテナ識別情報（三階通路タグリーダ２００の１０３）とは
異なることと、処理モード情報がＢであっても自身で記憶している前回グループ識別情報
（三階通路タグリーダ２００ｃのＤ）とは異なることから、利用者識別情報をタグリーダ
２００ｂに送信する。タグリーダ２００ｂは受信した利用者識別情報を認証制御装置３０
０に送信し、認証制御装置３００は認証に成功すると行先階情報（一階）をエレベータ制
御装置に送信する。結果、エレベータ制御装置は現在階が三階で行先階情報が一階なので
下方向ボタンを登録することになるので、タグ所持者は自身で下方向ボタンを押さなくて
も自動でエレベータが呼ばれる。エレベータが到着するまでの間、タグ１００は三階乗場
タグリーダ２００ｂの電波範囲で待つことになり、その間定期的に起動信号を受信するが
、そのタグリーダ２００ｂに対しては一度利用者識別情報を送信しているので、その電波
範囲にとどまっている限りは再度利用者識別情報を送信することはない。次に、タグ所持
者が到着したエレベータに乗り込んでカゴタグリーダ２００ａの電波範囲に入ると、タグ
１００は自身で記憶している前回アンテナ識別情報（三階通路タグリーダ２００ｃの３）
とは異なり、処理モード情報がＡであるので無条件に利用者識別情報をタグリーダ２００
ａに送信する。タグリーダ２００ａは受信した利用者識別情報を認証制御装置３００に送
信し、認証制御装置３００は認証に成功すると行先階情報（一階）をエレベータ制御装置
に送信する。結果、エレベータ制御装置は一階ボタンを自動で登録することになるので、
タグ所持者は自身で一階ボタンを押さなくてもよい。カゴが一階に到着し、タグ所持者が
カゴから降車して一階乗場タグリーダ２００ｂの電波範囲に移動すると、タグ１００は自
身で記憶している前回アンテナ識別情報（かごタグリーダ２００ａの１０）とは異なるが
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、処理モード情報がＢであり自身で記憶している前回グループ識別情報（かごタグリーダ
２００ａのＡ）と受信したグループ識別情報（一階乗場タグリーダ２００ｂのＡ）が一致
するので、利用者識別情報を認証制御装置３００に送信しない。結果として、かごから乗
場タグリーダ２００ｂに移動した際は認証されないので、一階乗場の上下方向ボタンが登
録されることはない。
【００４５】
　その後、一階通路タグリーダ２００ｃの電波範囲に移動すると、タグ１００は前回アン
テナ識別情報と異なり、処理モード情報がＡであるので無条件に利用者識別情報を送信す
る。タグリーダ２００ｃは受信した利用者識別情報を認証部３００に送信し、認証制御装
置３００はこれを認証してエレベータ制御装置に行先階情報を送信するが、エレベータ制
御装置は乗場でもカゴ内でもないタグリーダ２００ｃからの情報なのでこれを無視するた
め、エレベータシステムとしては何ら動作しない。
【００４６】
　以上の様に、本実施の形態においては、タグにおいて利用者識別情報をタグリーダに送
信して認証するかどうかを判断できるようにしたため、タグ所有者が通路から乗場に到達
した時点では、上下方向ボタンが自動で登録され、かごに乗車した時には行先階が自動で
登録されるが、かごから降りて乗場に到着した場合には不要な上下方向ボタンが登録され
ることはないため、利用者が降車したにもかかわらず呼びが登録されてしまうという問題
点を防ぐことができるという効果を奏する。
【００４７】
　上記実施の形態の説明において、記憶部１０４と記憶部１０５は別々としているが、記
憶領域だけを別々にして同一の記憶部を用いても構わない。記憶部３０１と記憶部３０３
についても同様である。
【００４８】
　また、かごタグリーダ２００ａ、乗場タグリーダ２００ｂ、通路タグリーダ２００ｃは
、別々の構成であるように説明したが、記憶部２０２のアンテナ識別情報及びグループ識
別情報、記憶部２０５の処理モード情報を外部よりダウンロードできるように構成すれば
同一のハードウェアで実現できる。
【００４９】
　更に、説明で用いたアンテナ識別情報、グループ識別情報、処理モード情報は一例に過
ぎず、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、種々の変更や再利用しても構わない。
【００５０】
　その他、構成の一部を変形しても、また一部を省略してもよく、本実施の形態と同様の
効果を奏するものと考えられる。
【００５１】
実施の形態３．
　図１０は、５３階からエレベータで５１階に下り、そこで別のエレベータに乗り換える
例を示したものである。
この場合、５３階で自動でエレベータが呼ばれ、エレベータに乗車して５１階まで移動し
、５１階でエレベータを降車するまでは、前記三階から一階への動きと同じであるので省
略する。タグ所持者が５２階でエレベータを乗り換えるために乗り換え先の乗場に移動し
た際、そこのタグリーダ２００ｃはアンテナ識別情報が５０、グループ識別情報がＺ、処
理モード情報がＢであり、処理モード情報がＢであっても前回グループ識別情報（手前の
乗場タグリーダ２００ｃのＡ）とは異なるため、認証されてエレベータが自動で呼ばれる
。
【００５２】
　なお、上記実施の形態は一例を挙げたに過ぎず、例えば互いに組合せを行うなど種々の
変形例が考えられるが、それらについても本発明と同じ効果を奏するものと考えられる。
【００５３】
　その他、順番を入れ替えたり、構成の一部を変形したり、また省略たりしても良く、本
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実施の形態と同様の効果を奏するものと考えられる。
【産業上の利用可能性】
【００５４】
　　本発明は、ＲＦＩＤタグを用いたエレベータ呼び登録システムに適用することができ
る。
【符号の説明】
【００５５】
　１００　タグ　１０１　下り回線受信部　１０２　識別情報抽出部
　１０３　応答判定部　１０４　記憶部　１０５　記憶部　１０６　下り回線電波送信部
　２００　タグリーダ　２００ａ　かご内タグリーダ　２００ｂ　乗場タグリーダ
　２００ｃ　通路タグリーダ　２０１　タグ起動信号生成部　２０２　記憶部
　２０３　下り回線電波送信部　２０４　上り回線電波受信部　２０５　記憶部
　２０６　ユーザ識別情報抽出部　３００認証制御装置　３０１　記憶部
　３０２　認証部　３０３　記憶部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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