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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ガイドレールに沿って昇降する乗りかごと、
　ガイドレールに沿って昇降する釣合いおもりと、
　乗りかごおよび釣合いおもりをつるべ状に懸架する吊りロープと、
　吊りロープと係合するトラクションシーブを備えた駆動装置とからなるエレベーターに
おいて、
　前記乗りかごの一方の側面の側に寄せて設けられた釣合いおもりと、
　この釣合いおもりの昇降方向上部の延長上において昇降路頂部に設けられた駆動装置と
、
　この駆動装置の端部に設けられ、前記吊りロープを駆動するトラクションシーブとを備
え、
　このトラクションシーブを、昇降路壁の前記釣合いおもりが対向する対向壁面のうち前
記乗りかごの一方の側面と対向する範囲の幅方向の外側において前記対向壁面に隣接する
隣接壁面に寄せて設け、かつ前記乗りかごの水平投影断面外に配置し、その回転軸が前記
対向壁面と平行に延びるようにしてその回転面が前記隣接壁面と平行に延びるように配設
し、
　前記駆動装置は、その回転軸が前記対向壁面と平行に延びるように配設し、
　前記乗りかごは、前記トラクションシーブの最下部を越える位置まで上昇できるように
構成されていることを特徴とするエレベーター。
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【請求項２】
　請求項１に記載のエレベーターにおいて、前記トラクションシーブを前記駆動装置の両
端に設けたことを特徴とするエレベーター。
【請求項３】
　請求項２に記載のエレベーターにおいて、前記トラクションシーブの下方に設けられ、
前記吊りロープと前記釣合いおもりとを連結するヒッチ部を釣合いおもりの重心方向へ移
動させるためのそらせシーブを設けたことを特徴とするエレベーター。
【請求項４】
　請求項３に記載のエレベーターにおいて、前記そらせシーブを前記トラクションシーブ
の下方にそれぞれ設けられた第１のそらせシーブ群と、この第１のそらせシーブ群の上方
に設けられるとともに、前記釣合いおもりの重心方向に寄せて設けられた第２のそらせシ
ーブ群とから構成し、これら第１及び第２のそらせシーブ群をそれぞれ固定する支持枠を
ガイドレールに取り付けたことを特徴とするエレベーター。
【請求項５】
　請求項４に記載のエレベーターにおいて、前記支持枠を一体に構成したことを特徴とす
るエレベーター。
【請求項６】
　請求項１に記載のエレベーターにおいて、前記トラクションシーブを前記乗りかごの奥
行き幅内に配置すると共に、前記乗りかごに前記トラクションシーブと前記乗りかごの水
平投影断面との干渉を防ぐ切り欠き部を設けたことを特徴とするエレベーター。
【請求項７】
　請求項１に記載のエレベーターにおいて、前記駆動装置のフレームの外径が前記トラク
ションシーブの直径より小さいことを特徴とするエレベーター。
【請求項８】
　請求項１に記載のエレベーターにおいて、前記駆動装置に減速機を用いないことを特徴
とするエレベーター。
【請求項９】
　請求項１に記載のエレベーターにおいて、前記駆動装置に減速機を備えたことを特徴と
するエレベーター。
【請求項１０】
　請求項１に記載のエレベーターにおいて、吊りロープのヒッチ部を前記乗りかごの天井
面より下方に設けたことを特徴とするエレベーター。
【請求項１１】
　請求項１に記載のエレベーターにおいて、吊りロープのヒッチ部を前記乗りかごの下部
に設けたことを特徴とするエレベーター。
【請求項１２】
　請求項１に記載のエレベーターにおいて、前記駆動装置を前記乗りかごの水平投影断面
外に配置したことを特徴とするエレベーター。
【請求項１３】
　請求項２に記載のエレベーターにおいて、それぞれのトラクションシーブから懸垂され
た吊りロープによる前記乗りかごの吊り位置を、乗りかご重心から見てほぼ対称となるよ
うに配置したことを特徴とするエレベーター。
【請求項１４】
　請求項１３に記載のエレベーターにおいて、吊りロープによる乗りかごの吊り位置を、
昇降路上部に設けられたそらせシーブにより移動させたことを特徴とするエレベーター。
【請求項１５】
　請求項１に記載のエレベーターにおいて、前記乗りかごのガイドレールを前記釣合いお
もりのガイドレールの位置する側に寄せて設置したことを特徴とするエレベーター。
【請求項１６】
　請求項１に記載のエレベーターにおいて、前記乗りかごのガイドレールと前記釣合いお
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もりのガイドレールを一体化したことを特徴とするエレベーター。
【請求項１７】
　請求項１に記載のエレベーターにおいて、かご内操作盤を前記乗りかごの前記釣合いお
もり側に設けたことを特徴とするエレベーター。
【請求項１８】
　昇降路内でガイドレールに沿って昇降する乗りかごと、
　前記昇降路のうち前記乗りかごの左右いずれか一方の側面に対向する対向壁面の側でガ
イドレールに沿って昇降する釣合おもりと、
　この釣合いおもりの上方で前記昇降路の頂部に設けられた駆動装置と、
　この駆動装置によって前後方向に延びる軸線の回りに回転駆動されるトラクションシー
ブと、
　このトラクションシーブと係合しつつ前記乗りかごおよび前記釣合いおもりをつるべ状
に懸架する吊りロープと、を備え、
　前記トラクションシーブは、前記乗りかごの前後方向の奥行き幅内において、前記昇降
路の対向壁面とそれに隣接する隣接壁面とに寄せて設けられ、
　前記乗りかごは、前記昇降路の頂部にまで上昇したときに前記トラクションシーブと干
渉しないように前記トラクションシーブをその水平投影断面外に配置するための切り欠き
部を、前記左右いずれか一方の側面の側に有していることを特徴とするエレベーター。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は駆動装置を設置する機械室を不要にしたトラクション式エレベーターに関する
。
【０００２】
【従来の技術】
　近年、日照権の問題から昇降路頂部に設けられたロープ式エレベーターの機械室をなく
す目的で、リニアモーターエレベーター、かごと昇降路壁の隙間に巻上機を設置したエレ
ベーター等が考案されている。
【０００３】
　図１３は、例えば特開平２－２３４９２号公報に記載されているような、釣合い重り５
０に円筒型リニアモータ５１の電機子を組み込んだエレベーターの概要を示したものであ
る。この例ではエレベーターの駆動機構を釣合い重り５０に組み込むことにより、かご５
２をロープを介して昇降駆動し、従来のロープ式エレベーターの機械室を不要にしている
。
【０００４】
　図１４および図１５は、実公平４－５０２９７号公報および特許第２５９３２８８号公
報に記載されているような、巻上機５３を昇降路５４頂部の昇降路壁とかご５５横面との
隙間に設置したエレベーターの概要を示したものである。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
　図１３で説明したリニアモータエレベーターでは従来の機械室を不要とするメリットを
持つが、昇降路かご上部にかごを吊るためのオーバーへッドシーブを設置する必要がある
。このため昇降路の高さそれ自体が高くなり、建物の屋上から突出することになり、十分
な効果を上げているとは言えない。また釣合い重りに駆動装置を取り付けるため、釣合い
重りの平面寸法が大きくなり、昇降路の平面寸法が大きくなることにより建物の有効利用
面積が小さくなるという問題があった。また図１４で説明した昇降路内頂部の昇降路壁と
かご横面の隙間に駆動装置を設置した例では、駆動シーブの回転面がかご横面に直交する
形で配置されているため、かごと壁の隙間の寸法をその分通常のエレベーターより大きく
とらなければならず、リニアモータエレベーターの例と同様に建物の有効利用面積が小さ
くなるという問題があった。
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【０００６】
　また図１５でに示したもうーつの例ではかごの定格の積載量が大きくなった場合、巻上
モータやトラクションシーブの厚さが大きくなり乗りかごと昇降路壁の隙間に収まらず、
エレベーターの大型化に対応できないことが考えられる。また乗りかごに返し車を設けた
構成となるため、構成が複雑で、部品数も増え、コストや据付け保守の手間という点で問
題がある。
【０００７】
　そこで、本発明の目的は、昇降路の平面寸法および昇降路頂部方向の高さ寸法を小さく
抑えることのできる機械室のないトラクション式のエレベーターを提供することにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　以上の目的を達成するために、請求項１対応の発明では、ガイドレールに沿って昇降す
る乗りかごと、ガイドレールに沿って昇降する釣合いおもりと、乗りかごおよび釣合いお
もりをつるべ状に懸架する吊りロープと、吊りロープと係合するトラクションシーブを備
えた駆動装置とからなるエレベーターにおいて、前記乗りかごの一方の側面の側に寄せて
設けられた釣合いおもりと、この釣合いおもりの昇降方向上部の延長上において昇降路頂
部に設けられた駆動装置と、この駆動装置の端部に設けられ、前記吊りロープを駆動する
トラクションシーブとを備え、このトラクションシーブを、昇降路壁の前記釣合いおもり
が対向する対向壁面のうち前記乗りかごの一方の側面と対向する範囲の幅方向の外側にお
いて前記対向壁面に隣接する隣接壁面に寄せて設け、かつ前記乗りかごの水平投影断面外
に配置し、その回転軸が前記対向壁面と平行に延びるようにしてその回転面が前記隣接壁
面と平行に延びるように配設し、前記駆動装置は、その回転軸が前記対向壁面と平行に延
びるように配設し、前記乗りかごは、前記トラクションシーブの最下部を越える位置まで
上昇できるように構成されていることを特徴とするエレベーターを提供する。
【０００９】
　請求項２対応の発明によれば、請求項１記載のエレベーターにおいて、前記トラクショ
ンシーブを前記駆動装置の両端に設けたエレベーターを提供する。
　請求項３対応の発明によれば、請求項２記載のエレベーターにおいて、前記トラクショ
ンシーブの下方に設けられ、前記吊りロープと前記釣合いおもりとを連結するヒッチ部を
釣合いおもりの重心方向へ移動させるためのそらせシーブを設けたエレベーターを提供す
る。
【００１０】
　請求項４対応の発明によれば、請求項３記載のエレベーターにおいて、前記そらせシー
ブを前記トラクションシーブの下方にそれぞれ設けられた第１のそらせシーブ群と、この
第１のそらせシーブ群の上方に設けられるとともに、前記釣合いおもりの重心方向に寄せ
て設けられた第２のそらせシーブ群とから構成し、これら第１及び第２のそらせシーブ群
をそれぞれ固定する支持枠をガイドレールに取り付けたエレベーターを提供する。
【００１１】
　請求項５対応の発明によれば、請求項４記載のエレベーターにおいて、前記支持枠を一
体に構成したエレベーターを提供する。請求項６対応の発明によれば、請求項１記載のエ
レベーターにおいて、前記トラクションシーブを前記乗りかごの奥行き幅内に配置すると
共に、前記乗りかごに前記トラクションシーブと前記乗りかごの水平投影断面との干渉を
防ぐ切り欠き部を設けたエレベーターを提供する。
【００１２】
　請求項７対応の発明によれば、請求項１記載のエレベーターにおいて、前記駆動装置の
フレームの外径が前記トラクションシーブの直径より小さいエレベーターを提供する。
【００１３】
　請求項８対応の発明によれば、請求項１記載のエレベーターにおいて、前記駆動装置に
減速機を用いないエレベーターを提供する。
　請求項９対応の発明によれば、請求項１記載のエレベーターにおいて、前記駆動装置に
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減速機を備えたエレベーターを提供する。
【００１４】
　請求項１０対応の発明によれば、請求項１記載のエレベーターにおいて、吊りロープの
ヒッチ部を前記乗りかごの天井面より下方に設けたエレベーターを提供する。
【００１５】
　請求項１１対応の発明によれば、請求項１記載のエレベーターにおいて、吊りロープの
ヒッチ部を前記乗りかごの下部に設けたエレベーターを提供する。請求項１２対応の発明
によれば、請求項１記載のエレベーターにおいて、前記駆動装置を前記乗りかごの水平投
影断面外に配置したエレベーターを提供する。
【００１６】
　請求項１３対応の発明によれば、請求項２記載のエレベーターにおいて、それぞれのト
ラクションシーブから懸垂された吊りロープによる前記乗りかごの吊り位置を、乗りかご
重心から見てほぼ対称となるように配置したエレベーターを提供する。
【００１７】
　請求項１４対応の発明によれば、請求項１３記載のエレベーターにおいて、吊りロープ
による乗りかごの吊り位置を、昇降路上部に設けられたそらせシーブにより移動させたエ
レベーターを提供する。
【００１８】
　請求項１５対応の発明によれば、請求項１記載のエレベーターにおいて、前記乗りかご
のガイドレールを前記釣合いおもりのガイドレールの位置する側に寄せて設置したエレベ
ーターを提供する。
【００１９】
　請求項１６対応の発明によれば、請求項１記載のエレベーターにおいて、前記乗りかご
のガイドレールと前記釣合いおもりのガイドレールを一体化したエレベーターを提供する
。
【００２０】
　請求項１７対応の発明によれば、請求項１記載のエレベーターにおいて、かご内操作盤
を前記乗りかごの前記釣合いおもり側に設けたエレベーターを提供する。
【００２１】
　請求項１８対応の発明によれば、
　昇降路内でガイドレールに沿って昇降する乗りかごと、
　前記昇降路のうち前記乗りかごの左右いずれか一方の側面に対向する対向壁面の側でガ
イドレールに沿って昇降する釣合おもりと、
　この釣合いおもりの上方で前記昇降路の頂部に設けられた駆動装置と、
　この駆動装置によって前後方向に延びる軸線の回りに回転駆動されるトラクションシー
ブと、
　このトラクションシーブと係合しつつ前記乗りかごおよび前記釣合いおもりをつるべ状
に懸架する吊りロープと、を備え、
　前記トラクションシーブは、前記乗りかごの前後方向の奥行き幅内において、前記昇降
路の対向壁面とそれに隣接する隣接壁面とに寄せて設けられ、
　前記乗りかごは、前記昇降路の頂部にまで上昇したときに前記トラクションシーブと干
渉しないように前記トラクションシーブをその水平投影断面外に配置するための切り欠き
部を、前記左右いずれか一方の側面の側に有していることを特徴とするエレベーターを提
供する。
【００２２】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明の実施の形態を図面を用いて説明する。
（第１の実施形態）（請求項１，２，６，７，８，１１，１５，１７に対応）
　まず、本発明の第１の実施形態であるエレベーターの概要を図１乃至図３に示す。本実
施形態のエレベーターは、乗りかご１および釣合いおもり２が昇降するための昇降路３に



(6) JP 4255523 B2 2009.4.15

10

20

30

40

50

、乗りかご１および釣合いおもり２の昇降をそれぞれ案内するための一対のかご用ガイド
レール４および一対の釣合いおもり用ガイドレール５が設置されている。図３に示すよう
にかご用ガイドレール４はそれぞれ釣合いおもり用ガイドレール５側に寄せて設置されて
いる。
【００２３】
　乗りかご１は、利用客が乗るかご室１ａと、かご室１ａを支持するかご枠１ｂとで構成
され、出入口部１ｃを備えている。また、かご用ガイドレール４に当接して昇降を案内す
るガイドローラ１ｄを備えている。さらに、乗りかご１には、トラクションシーブ１０を
乗りかご１の水平投影断面外に配置するために切り欠き部２５が設けられている。また、
出入口部１ｃ側でかつ釣合いおもり２側の角には行先階指定用のボタン等が設置されるか
ご内操作盤１ｅが配置されている。
【００２４】
　かご用ガイドレール４と釣合いおもり用ガイドレール５の頂部には、それぞれのガイド
レールに亘って設けられた連結ビーム６が一対設けられている。そして、駆動装置７を載
置するための支持ビーム８が連結ビーム６間に跨がって取り付けられている。
【００２５】
　支持ビーム８に載置された駆動装置７は、巻上機（巻上モータ）、ブレーキおよびこれ
らを支持するフレームと、支持ビーム８に固定するための支持具から構成される減速機を
用いないギヤレスの駆動装置であり、巻上機の両端には駆動用のトラクションシーブ１０
が設けられている。尚、トラクションシーブ１０は駆動装置７の片端のみに取り付けた方
式でも可能である。
【００２６】
　これらのトラクションシーブ１０には吊りロープ１１がそれぞれつるべ状に巻き掛けら
れ、吊りロープ１１の一端は釣合いおもり２上部のロープヒッチ部１２に接続され、他端
は乗りかご１の下部のかご枠１ｂに設けられたヒッチ部１３にシャックルロッド１１ａを
介して取り付けられている。このヒッチ部１３は、乗りかご１の出入口部１ｃからみて乗
りかご１の側面側（釣合いおもり２側）に、かつほぼ左右対称の位置に計２カ所設けられ
ている。尚、トラクションシーブ１０が駆動装置７の片端のみに取り付けられた場合には
、ヒッチ部１３は一つで済む。
【００２７】
　釣合いおもり２は、乗りかご１の出入口部１ｃから見て乗りかご１の側面側に配置され
、駆動装置７は釣合いおもり２の昇降方向上部の延長上の昇降路３頂部に位置している。
【００２８】
　図３は、第１の実施形態のエレベーターの水平断面図である。図３に示されるように、
駆動装置７の両端に設けられたトラクションシーブ１０は、昇降路３の釣合いおもり２が
対向する対向壁面３ａと隣接する隣接壁面３ｂに寄せて設けられ、それぞれ乗りかご１の
水平投影断面（斜線部）外に配置されている。尚、本実施形態ではトラクションシーブ１
０が乗りかご１の奥行き幅Ｃ内に納まるように配置しているが、図３（ｂ）のようにトラ
クションシーブ１０をさらに隣接壁面３ｂ側に寄せて配置することもでき、この場合には
乗りかご１の切り欠き部２５を不要もしくは小さくすることができる。また、図２に示す
とおり、駆動装置７のフレーム外径Ｂ（巻上げモータの外径）は、トラクションシーブ１
０の直径Ａよりも小さくしている。
【００２９】
　次に、このように構成された第１の実施形態のエレベーターの動作について説明する。
まず、駆動装置７の巻上機が駆動されると、この両端に直結したトラクションシーブ１０
が回転し、このトラクションシーブ１０と吊りロープ１１との間の静止摩擦力（トラクシ
ョン）により吊りロープ１１が駆動される。これにより、吊りロープ１１に連結された乗
りかご１および釣合いおもり２がそれぞれのガイドレール４，５に沿って昇降駆動される
。
【００３０】
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　以上、第１の実施形態のエレベータによれば、駆動装置７の巻上機の両端に設けられた
トラクションシーブ１０を隣接壁面３ｂに寄せて、それぞれ乗りかご１の水平投影断面外
に配置しているので、乗りかご１が昇降路頂部付近まで上昇した場合でも、乗りかご１と
干渉することがなく、その分駆動装置７の昇降路頂部の寸法を低く抑えることができ、か
つ昇降路の水平断面寸法を小さく抑えることができる。
【００３１】
　また、釣合いおもり２および駆動装置７が、乗りかご１の側面側に設置されるため、乗
りかご１の奥行き幅寸法を大きく取れない昇降路の場合でも昇降路寸法を大きくすること
なくエレベーターを設置することができる。さらに、乗りかご１に切り欠き部２５を設け
てトラクションシーブ１０を乗りかご１の奥行き幅Ｃ内に納めるようにしたので昇降路寸
法を有効に利用できる。
【００３２】
　また、駆動装置７の巻上機の両端にそれぞれトラクションシーブ１０を設けるようにし
たので、乗りかご１を吊る位置の自由度が増し、安定して乗りかご１を昇降させることが
できる。
【００３３】
　さらに、トラクションシーブ１０の直径より小径の巻上モータを用いるようにしたので
、駆動装置７の昇降路頂部の寸法を低く抑えることができる。また、駆動装置７は減速機
を用いないため静かで良好な走行特性を得ることができる。
【００３４】
　また、かご枠１ｂのヒッチ部１３が、乗りかご１の下部に設けられているため、昇降路
頂部方向の寸法を低く抑えることができるとともに、かご枠１ｂの構造の簡素化および軽
量化を図ることができる。
【００３５】
　また、ヒッチ部１３は、乗りかご１の出入口部１ｃからみてほぼ左右対称の位置に設け
られているため、バランスが良く、良好な走行特性を得ることができる。
【００３６】
　また、かご内操作盤１ｅが出入口部１ｃ側でかつ釣合いおもり２側の角に設置されるの
で、かご内操作盤１ｅの据付け及び点検の作業スペースを容易に確保でき、作業の省力化
を図ることができる。
【００３７】
　また、かご用ガイドレール４はそれぞれ釣合いおもり用ガイドレール５側に寄せて設置
されているため、建物空間を有効利用できるとともに、据付け作業スペースを確保でき、
作業の省力化を図ることができる。
【００３８】
（第２の実施形態）（請求項３，４，５に対応）
　図４は、本発明の第２の実施形態のエレベーターの構成を示したものであり、第１の実
施形態における吊りロープ１１のヒッチ部１２の吊り位置をそらせシーブを用いて釣合い
おもり２の重心方向に移動させたものである。
【００３９】
　本実施形態のエレベーターは、第１の実施形態のエレベーターに次の構成を加えた点が
特徴である。まず、トラクションシーブ１０より垂下した吊りロープ１１と係合する第１
のそらせシーブ２６を釣合いおもり用ガイドレール５にそれぞれ取り付け、さらに第１の
そらせシーブ２６の上方に、第１のそらせシーブ２６を介して送られた吊りロープ１１と
係合する第２のそらせシーブ２７を支持ビーム８にそれぞれ取り付けて、第２のそらせシ
ーブ２７より垂下した吊りロープ１１の端部を釣合いおもり２のヒッチ部２８に固定する
。これら第１のそらせシーブ２６群と、第２のそらせシーブ２７群により、吊りロープ１
１と釣合いおもり２を連結するヒッチブ２８を釣合いおもり２の重心方向に寄せることが
でき、第１の実施形態のヒッチ部１２のような腕を設ける必要がなくなる。
【００４０】
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　図５（ａ）および図５（ｂ）は、第１のそらせシーブ２６群と、第２のそらせシーブ２
７群の取り付け構造の変形例を示したものであり、図５（ａ）のものは、第１のそらせシ
ーブ２６群および第２のそらせシーブ２７群をそれぞれ支持枠２９，３０に固定し、それ
ぞれの支持枠２９，３０を釣合いおもり用ガイドレール５に固定したものである。また、
図５（ｂ）のものは、支持枠２９，３０を一体で構成したものである。
【００４１】
（第３の実施形態）（請求項９に対応）
　図６は、本発明の第３の実施形態のエレベーターの駆動装置の構成を示したものであり
、駆動装置以外の構成は第１の実施形態と同様の構成である。
【００４２】
　第３の実施形態のエレベーターの駆動装置１５は、巻上機１６、減速機１７、ブレーキ
装置１８、これらを支持するフレーム１９および支持ビーム８への固定部となる支持部２
０から構成されており、その両端出力軸にはトラクションシーブ１０が設けられている。
【００４３】
　このように構成された駆動装置１５は、巻上機１６が駆動するとその回転力が減速機１
７を介してトラクションシーブ１０に与えられる。従って、ギヤレスタイプの駆動装置７
と異なり、巻上機１６およびブレーキ装置１８の小形化を図ることができる。
【００４４】
（第４の実施形態）（請求項１０に対応）
　図７は、本発明の第４の実施形態のエレベーターの吊りロープのヒッチ部２１の構成を
示したものであり、ヒッチ部２１以外の構成は第１の実施形態と同様の構成である。
【００４５】
　第４の実施形態のエレベーターの吊りロープのヒッチ部２１は、乗りかご１の天井面よ
り少し低い位置に設けられている。このように、吊りロープ１１のヒッチ部２１は、ロー
プ端部に設けられたシャックルロッド１１ａが駆動装置７に干渉しない十分低い位置に設
けられているので、乗りかご１が昇降路の頂部付近まで上昇しても駆動装置７と干渉する
ことはなく、昇降路頂部方向の寸法を低く抑えることができる。
【００４６】
（第５の実施形態）（請求項１２に対応）
　図８は、本発明の第５の実施形態のエレベーターの構成を示したものである。第５の実
施形態のエレベーターは、駆動装置７の配置を変更した以外には第１の実施形態と同様の
構成である。
【００４７】
　第５の実施形態のエレベーターの駆動装置７は、釣合いおもり２の昇降方向上部の延長
上の昇降路３頂部に位置しており、かつ乗りかご１の水平投影断面外に配置されている。
また、トラクションシーブ１０は、隣接壁面３ｂに寄せてそれぞれ乗りかご１の水平投影
断面外に配置されている。
【００４８】
　このように第５の実施形態のエレベーターでは、乗りかご１の側面側に駆動装置７を配
置し、かつ昇降路３の隣接壁面３ｂ側にトラクションシーブ１０を配置し、それぞれを乗
りかご１の水平投影断面外に配置するようにしたので、乗りかご１が駆動装置７付近まで
或いは駆動装置７を越えて上昇しても駆動装置７と干渉することがなく、さらに昇降路頂
部方向の寸法を低く抑えることができ、かつ昇降路の平面寸法も小さく抑えることができ
る。
【００４９】
（第６の実施形態）（請求項１３，１４に対応）
　図９および図１０は、本発明の第６の実施形態のエレベーターの構成を示したものであ
る。
【００５０】
　第６の実施形態のエレベーターは、第１の実施形態のエレベーターのヒッチ部の位置を
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変更すると共に、ロープ吊り位置を移動させるためのそらせシーブを設けたこと以外は第
１の実施形態の構成と同様である。
【００５１】
　第６の実施形態のエレベーターは、２本の吊りロープ１１の内、一方の吊りロープ１１
のヒッチ部３１を乗りかご１の出入口部１ｃからみて後方に設け、他方の吊りロープ１１
のヒッチ部１３を乗りかご１の出入口近傍に重心Ｇに対してヒッチ部３１と対称位置に設
けている。ヒッチ部３１に固定される吊りロープ１１は、乗りかご１上方のかご用ガイド
レール４に腕３２を介して固定されたそらせシーブ２４によりその懸垂位置が移動されて
いる。
【００５２】
　このように、乗りかご１の吊りロープ１１のヒッチ部１３，３１をそれぞれ重心Ｇと対
称位置としたことにより、乗りかご１を案内するガイドレールおよび案内装置（ガイドロ
ーラ）に偏荷重が加わり難くなり、これによりガイドレール、案内装置、かご枠等の簡素
化および軽量化を図ることができ、乗りかご１の走行特性も向上する。
【００５３】
（第７の実施形態）（請求項１６対応）
　図１１および図１２は、本発明の第６の実施形態のエレベーターのガイドレールの構成
を示したものである。
【００５４】
　第６の実施形態のエレベーターは、第１の実施形態のエレベーターのかご用ガイドレー
ル４と釣合いおもり用ガイドレール５を一体化させる構造にした以外は第１の実施形態の
構成と同様である。
【００５５】
　第６の実施形態のエレベーターは、図１１で示す様に、エレベーターのかご用ガイドレ
ールと釣合いおもり用ガイドレールを一体化した一対の共用ガイドレール３３（片側のみ
図示）により、乗りかご１および釣合いおもり２を案内するようにしたものである。共用
ガイドレール３３の断面は図１２に示されるように略コ字状をしており、その一端部には
、乗りかご１に設けられたガイドローラ３４が三方から当接して案内され、他端部には釣
合いおもり２に設けられたガイドシュー３５が摺動するようになっている。
【００５６】
　このように第６の実施形態によれば、エレベーターのかご用ガイドレールと釣合いおも
り用ガイドレールを一体化したことにより、昇降路空間をより一層有効利用できるととも
に、据付け工数の低減も図ることができる。
【００５７】
【発明の効果】
　以上請求項１の発明によれば、乗りかごが昇降路頂部付近まで上昇した場合でも、乗り
かごがトラクションシーブと干渉することがなく、その分駆動装置の昇降路頂部の寸法を
低く抑えることができ、かつ昇降路の平面寸法を小さく抑えることができる。
【００５８】
　請求項２の発明によれば、乗りかごを吊る位置の自由度が増し、安定して乗りかごを昇
降させることができる。請求項３、４及び５の発明によれば、釣合いおもりを吊る位置の
自由度が増し、安定して釣合いおもりを昇降させることができるとともに、釣合いおもり
の構造も簡素化できる。
【００５９】
　請求項６の発明によれば、乗りかごの奥行き方向の寸法を有効に利用することができる
。請求項７の発明によれば、昇降路頂部方向の寸法を低く抑えることができるとともに、
昇降路の平面寸法を小さく抑えることができる。
【００６０】
　請求項８の発明によれば、静かで良好な走行特性を得ることができる。請求項９の発明
によれば、駆動装置の小形化を図ることができる。請求項１０の発明によれば、昇降路頂
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図ることができる。
【００６１】
　請求項１１の発明によれば、昇降路頂部方向の寸法を低く抑えることができるとともに
、かご枠の構造の簡素化および軽量化を図ることができる。請求項１２の発明によれば、
昇降路頂部方向の寸法を低く抑えることができ、かつ昇降路の平面寸法も小さく抑えるこ
とができる。
【００６２】
　請求項１３および１４の発明によれば、ガイドレール、案内装置、かご枠等の簡素化お
よび軽量化を図ることができ、乗りかごの走行特性も向上する。請求項１５および１６の
発明によれば、昇降路空間を有効利用できると共に、据付・点検作業の省力化を図ること
ができる。請求項１７の発明によれば、かご内操作盤の据付・点検作業の省力化を図るこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の第１の実施形態のエレベーターの全体構成図である。
【図２】　本発明の第１の実施形態のエレベーターの平面図である。
【図３】　本発明の第１の実施形態のエレベーターの水平断面図である。
【図４】　本発明の第２の実施形態のエレベーターの全体構成図である。
【図５】　本発明の第２の実施形態のエレベーターのそらせシーブの要部斜視図である。
【図６】　本発明の第３の実施形態のエレベーターの駆動装置の構成を示す平面図である
。
【図７】　本発明の第４の実施形態のエレベーターの全体構成図である。
【図８】　本発明の第５の実施形態のエレベーターの平面図である。
【図９】　本発明の第６の実施形態のエレベーターの全体構成図である。
【図１０】　本発明の第６の実施形態のエレベーターの水平断面図である。
【図１１】　本発明の第７の実施形態のエレベーターのガイドレールの構成をを示す斜視
図である。
【図１２】　本発明の第７の実施形態のエレベーターのガイドレールの断面図である。
【図１３】　従来のつるべ式リニアモーターエレベーターの概要を示す図である。
【図１４】　従来の機械室レス型エレベーターの概要を示す図である。
【図１５】　従来の機械室レス型エレベータの概要を示す図である。
【符号の説明】
１…乗りかご
２…釣合いおもり
３…昇降路
４…かご用ガイドレール
５…釣合いおもり用ガイドレール
７…駆動装置
１０…トラクションシーブ
１１…吊りロープ
１３…ヒッチ部
２４…そらせシーブ
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