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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】より簡単な構成で、移動ケーブル吊り手に掛か
る移動ケーブルの重量を少なくできるエレベータの移動
ケーブル装置を提供する。
【解決手段】かご１と制御盤１６との間で、配線用ケー
ブル１５および移動ケーブル１１，１３を介して電力の
供給および信号の授受を行うエレベータの移動ケーブル
装置において、かご１の昇降移動と対称的に昇降路２内
を昇降する釣り合いおもり５と、移動ケーブル吊り手１
０の上部および昇降路２頂部に設けられた滑車２１，２
２，２３と、移動ケーブル吊り手１０の滑車２１に通さ
れて昇降路２頂部に一端が固定され、昇降路２頂部の滑
車２２，２３に通されて釣り合いおもり５に他端が接続
された吊りロープ２０とを有している。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　かごに設けられたかごケーブル吊り手と、このかごケーブル吊り手に一端が吊るされた
第一の移動ケーブルと、この第一の移動ケーブルの他端が吊るされ昇降路中を昇降する移
動ケーブル吊り手と、この移動ケーブル吊り手に一端が吊るされた第二の移動ケーブルと
、この第二の移動ケーブルの他端が吊るされ昇降路に固定された昇降路ケーブル吊り手と
、一端が前記昇降路ケーブル吊り手に、他端が制御盤に接続された配線用ケーブルとを備
え、前記かごと前記制御盤との間で、前記配線用ケーブル、第一の移動ケーブルおよび第
二の移動ケーブルを介して電力の供給および信号の授受を行うエレベータの移動ケーブル
装置において、
　前記かごの昇降移動と対称的に前記昇降路内を昇降する移動体と、
　上記移動ケーブル吊り手の上部および前記昇降路頂部に設けられた滑車と、
　上記移動ケーブル吊り手の滑車に通されて前記昇降路頂部に一端が固定され、上記昇降
路頂部に設けた滑車に通されて前記移動体に他端が接続された吊りロープとを有する
　ことを特徴とするエレベータの移動ケーブル装置。
【請求項２】
　請求項１記載のエレベータの移動ケーブル装置において、
　前記昇降路頂部に設けられた巻上機に通されて前記かごに一端が連結された主ロープを
有し、
　前記移動体は、前記主ロープの他端が連結された釣り合いおもりである
　ことを特徴とするエレベータの移動ケーブル装置。
【請求項３】
　請求項１記載のエレベータの移動ケーブル装置において、
　前記昇降路頂部に設けられた調速機と、
　前記昇降路底部に設けられた滑車と、を有し、
　前記移動体は、前記調速機と前記滑車とに巻回されて取り付けられた調速用ロープであ
る
　ことを特徴とするエレベータの移動ケーブル装置。
【請求項４】
　請求項１記載のエレベータの移動ケーブル装置において、
　前記昇降路頂部に設けられた巻上機に通されて前記かごに一端が連結された主ロープと
、
　この主ロープの他端が連結された釣り合いおもりと、
　前記昇降路底部に設けられた滑車とを有し、
　前記移動体は、前記滑車に通されて一端が前記かごに固定され、他端が釣り合いおもり
に固定されたバランス調整用ロープである
　ことを特徴とするエレベータの移動ケーブル装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、昇降路内を昇降するかごへ制御盤から電力の供給および信号の授受を行うエ
レベータの移動ケーブル装置に関し、特に、かごに連動させて移動ケーブル吊り手を移動
させるエレベータの移動ケーブル装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、エレベータの移動ケーブル装置においては、かごの昇降行程が長くなると、こ
の長さの増加に伴う移動ケーブルの自重の増加の他に、電線の電圧降下を補うことを目的
として電線の径を太くしたり並列本数を増やしたりする。また、高階床の場合においては
、エレベータシステムとしての信号量が増加するため、電線を多線芯化したりし重量が増
加する傾向にある。また、電線の重量の増加に従い、この電線の構造材である鋼芯を太く
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した場合においては、電線の重量のさらなる増加要因となってしまうため、鋼芯が切れず
に支えることができる安全率を見込んだ重量には限界が有り、結果的に電線の鋼芯のサイ
ズアップにも限界が生じる。すなわち、エレベータの移動ケーブル装置としては、対応可
能な昇降行程に制限がある。
【０００３】
　そして、この従来技術として、下記特許文献１に示されているものがある。この特許文
献１に記載された従来技術においては、移動ケーブルをかご側と昇降路側とに分離し、中
間をかごの昇降に伴って昇降可能な移動ケーブル吊り手で吊り下げる構成とされている。
【０００４】
　この特許文献１に記載された従来技術では、移動ケーブル吊り手の昇降行程が、かごの
昇降行程の半分となるため、移動ケーブル吊り手の昇降速度が、かご昇降速度の１／２で
よいこととなる。さらに、移動ケーブルの長さは、かご側の第一の移動ケーブルと昇降路
側の第二の移動ケーブルでほぼ同じ長さとなり、昇降路長の４分の１の長さに対応したＵ
字形状の移動ケーブルを用意すればよく、移動ケーブル吊り手に掛かる移動ケーブルの重
量を少なくできるとともに、昇降行程のより長いエレベータを実現できる。
【０００５】
　ところが、上記特許文献１に記載された従来技術においては、かごを昇降させる巻上機
の回転を駆動鋼車に伝達し移動ケーブル吊り手を昇降させている。このため、停電や故障
発生時の非常停止により巻上機のブレーキが動作したときや、キャッチ試験等でかごを懸
垂している主ロープと巻上機のシーブとがスリップや空転した時に、移動ケーブル吊り手
の位置がずれる。そして、移動ケーブル吊り手が上方向にずれた場合は、最上階で昇降路
側の移動ケーブルが突っ張り、最下階でかご側の移動ケーブルが突っ張る。これに対し、
移動ケーブル吊り手が下方向にずれた場合は、最上階でかご側の移動ケーブルが突っ張り
、最下階で昇降路側の移動ケーブルが突っ張るため、いずれの場合においても移動ケーブ
ルが断線するおそれがある。
【０００６】
　さらに、上記特許文献１に記載された従来技術においては、巻上機の回転とは連動させ
ず駆動鋼車を駆動させるため、移動ケーブル吊り手の位置を検出しその位置に応じて移動
ケーブル吊り手の昇降を制御する装置が必要となり装置構成が複雑になるという問題もあ
った。
【０００７】
　そこで、上記特許文献１に記載された従来技術の問題を回避することを目的とした従来
技術として、下記特許文献２に示されているものがある。この特許文献１に記載された従
来技術においては、かごに連動させて移動ケーブル吊り手を動かす構成とし、移動ケーブ
ル吊り手の位置ずれがないため、移動ケーブルが断線することはない。また、移動ケーブ
ル吊り手の位置を検出しその位置に応じて移動ケーブル吊り手の昇降を制御する必要がな
いため、装置構成が複雑になるという問題も生じることがない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開平１０－１８２０３４号公報（第８頁、図１）
【特許文献２】特開２０１０－１５９１１２号公報（第５頁、図１）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、上記特許文献２に記載された従来技術においては、吊り手に掛かる移動
ケーブルの重量を少なくできるものの、昇降路底部に滑車を設置しなければならないため
、昇降路底部において、他の装置の設置を制約してしまう。
【００１０】
　本発明は、前述した従来技術における実状からなされたもので、その目的は、より簡単
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な構成で、吊り手に掛かる移動ケーブルの重量を少なくできるエレベータの移動ケーブル
装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記の課題を解決するために、本発明は、かごに設けられたかごケーブル吊り手と、こ
のかごケーブル吊り手に一端が吊るされた第一の移動ケーブルと、この第一の移動ケーブ
ルの他端が吊るされ昇降路中を昇降する移動ケーブル吊り手と、この移動ケーブル吊り手
に一端が吊るされた第二の移動ケーブルと、この第二の移動ケーブルの他端が吊るされ昇
降路に固定された昇降路ケーブル吊り手と、一端が前記昇降路ケーブル吊り手に、他端が
制御盤に接続された配線用ケーブルとを備え、前記かごと前記制御盤との間で、前記配線
用ケーブル、第一の移動ケーブルおよび第二の移動ケーブルを介して電力の供給および信
号の授受を行うエレベータの移動ケーブル装置において、前記かごの昇降移動と対称的に
前記昇降路内を昇降する移動体と、上記移動ケーブル吊り手の上部および前記昇降路頂部
に設けられた滑車と、上記移動ケーブル吊り手の滑車に通されて前記昇降路頂部に一端が
固定され、上記昇降路頂部に設けた滑車に通されて前記移動体に他端が接続された吊りロ
ープとを有することを特徴としている。
【００１２】
　このように構成された本発明によれば、移動ケーブル吊り手の上部に設けられた滑車に
通されて昇降路頂部に一端が固定されたロープの他端を、昇降路頂部に設けた滑車に通し
てから、かごの昇降移動と対称的に昇降路内を昇降する移動体に接続させた。この結果、
ロープを反らせるための滑車を昇降路底部に取り付けることなく、移動ケーブル吊り手に
掛かる移動ケーブルの重量を少なくできる。よって、より簡単な構成で、移動ケーブル吊
り手に掛かる移動ケーブルの重量を少なくすることができる。
【００１３】
　また、上記構成において、前記昇降路頂部に設けられた巻上機に通されて前記かごに一
端が連結された主ロープを有し、前記移動体は、前記主ロープの他端が連結された釣り合
いおもりであることを特徴としている。
【００１４】
　このように構成すると、主ロープの他端が連結された釣り合いおもりロープの他端を接
続することによって、移動ケーブル吊り手に掛かる移動ケーブルの重量を少なくできる。
すなわち、主ロープに連結された釣り合いおもりを用い、吊り手に掛かる移動ケーブルの
重量を少なくでき、昇降行程のより長いエレベータを実現できる。よって、移動ケーブル
吊り手に掛かる移動ケーブルの重量を少なくするために別個の新たな部材を形成する必要
がなく、かつロープを反らせるための昇降路底部に滑車等を取り付ける必要もないから、
より簡単な構成で、移動ケーブル吊り手に掛かる移動ケーブルの重量を少なくすることが
できる。
【００１５】
　また、上記構成において、前記昇降路頂部に設けられた調速機と、前記昇降路底部に設
けられた滑車と、を有し、前記移動体は、前記調速機と前記滑車とに巻回されて取り付け
られた調速用ロープであることを特徴としている。
【００１６】
　このように構成すると、昇降路頂部に設けられた調速機と昇降路底部に設けられた滑車
とに巻回されて取り付けられた調速用ロープに、ロープの他端を接続することによって、
移動ケーブル吊り手に掛かる移動ケーブルの重量を少なくできる。すなわち、かごの調速
を行うための調速用ロープを用い、移動ケーブル吊り手に掛かる移動ケーブルの重量を少
なくでき、昇降行程のより長いエレベータを実現できる。よって、移動ケーブル吊り手に
掛かる移動ケーブルの重量を少なくするために別個の新たな部材を形成する必要がなく、
かつロープを反らせるための滑車を昇降路底部に取り付ける必要もないから、より簡単な
構成で、移動ケーブル吊り手に掛かる移動ケーブルの重量を少なくすることができる。
【００１７】
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　また、上記構成において、前記昇降路頂部に設けられた巻上機に通されて前記かごに一
端が連結された主ロープと、この主ロープの他端が連結された釣り合いおもりと、前記昇
降路底部に設けられた滑車とを有し、前記移動体は、前記滑車に通されて一端が前記かご
に固定され、他端が釣り合いおもりに固定されたバランス調整用ロープであることを特徴
としている。
【００１８】
　このように構成すると、昇降路底部に設けられた滑車に通されて一端がかごに固定され
他端が釣り合いおもりに固定されたバランス調整用ロープに、ロープの他端を接続するこ
とによって、移動ケーブル吊り手に掛かる移動ケーブルの重量を少なくできる。すなわち
、かごのバランスを調整するためのバランス調整用ロープを用いて、移動ケーブル吊り手
に掛かる移動ケーブルの重量を少なくでき、昇降行程のより長いエレベータを実現できる
。よって、移動ケーブル吊り手に掛かる移動ケーブルの重量を少なくするために別個の新
たな部材を形成する必要がなく、かつロープを反らせるための滑車を昇降路底部に取り付
ける必要もないから、より簡単な構成で、移動ケーブル吊り手に掛かる移動ケーブルの重
量を少なくすることができる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、移動ケーブル吊り手の上部に設けた滑車に通し昇降路頂部に一端を固
定した主ロープの他端を、昇降路頂部に設けた滑車に通してから、かごの昇降移動と対称
的に昇降路内を昇降する移動体に接続した。この結果、ロープを反らせるための滑車を昇
降路底部に取り付ける等することなくより簡単な構成で、移動ケーブル吊り手に掛かる移
動ケーブルの重量を少なくすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の第１実施形態に係るエレベータの移動ケーブル装置を備えたエレベータ
を示す概略構成図である。
【図２】図１の側面図である。
【図３】移動ケーブル装置をかご下から見上げた図である。
【図４】上記移動ケーブル装置のかご位置に応じた位置関係の図で、Ａはかごが最上階、
Ｂはかごが中間階、Ｃはかごが最下階にある場合を示す説明構成図である。
【図５】本発明の第２実施形態に係るエレベータの移動ケーブル装置を備えたエレベータ
を示す概略構成図である。
【図６】本発明の第３実施形態に係るエレベータの移動ケーブル装置を備えたエレベータ
を示す概略構成図である。
【図７】本発明の第４実施形態に係るエレベータの移動ケーブル装置を備えたエレベータ
を示す概略構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
＜第１実施形態＞
　以下、本発明に係るエレベータの移動ケーブル装置を備えたエレベータについて図面を
参照して説明する。図１は本発明の第１実施形態に係るエレベータの移動ケーブル装置を
備えたエレベータを示す概略構成図、図２は図１の側面図、図３は移動ケーブル装置をか
ご下から見上げた図である。
【００２２】
　図１ないし図３に示すように、本発明の第１実施形態に係るエレベータは、利用者が乗
り降りするためのかご１を有し、このかご１は、上下方向に長手方向を有する昇降路２内
に昇降可能に設置されている。また、このかご１は、昇降路２頂部の上側に取り付けられ
た巻上機３にて昇降移動される構成とされている。また、このかご１の上端部中央には、
主ロープ４の一端が連結されており、この主ロープ４は、巻上機３に巻き付けられて通さ
れて、この主ロープの他端が移動体としての釣り合いおもり５の上面中央部に連結されて
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いる。すなわち、この主ロープ４は、この主ロープ４を巻上機３にて駆動させることによ
って、かご１と釣り合いおもり５とを対称的に昇降移動させるものである。ここで、釣り
合いおもり５は、主ロープ４の他端に吊り下げられ、かご１の重量との釣り合いを取るた
めのものである。また、昇降路２の内壁面には、図３に示すように、かご１の昇降を案内
するかごレール６と、釣り合いおもり５の昇降を案内するおもりレール７とがそれぞれ取
り付けられている。
【００２３】
　さらに、かご１の底部には、かごケーブル吊り手１０が取り付けられており、このかご
ケーブル吊り手１０には第一の移動ケーブル１１が吊り下げられている。また、このかご
ケーブル吊り手１０には、第一の移動ケーブル１１の他端を吊るした移動ケーブル吊り手
１２が取り付けられている。そして、この移動ケーブル吊り手１２には、第二の移動ケー
ブル１３が吊り下げられている。
【００２４】
　そして、この第二の移動ケーブル１３の下端側は、この第二の移動ケーブル１３を昇降
路２に吊り下げさせるための昇降路ケーブル吊り手１４に取り付けられている。この昇降
路ケーブル吊り手１４には、この昇降路ケーブル吊り手１４から昇降路２頂部の制御盤１
６までを電気的に接続させるための配線用ケーブル１５の一端が接続されている。すなわ
ち、この配線用ケーブル１５の他端は制御盤１６に接続されており、かご１と制御盤１６
との間で配線用ケーブル１５、第一および第二の移動ケーブル１１，１３を介して電力の
供給および信号の授受が行われる。また、制御盤１６は、エレベータの駆動制御を行うも
のであって、配線用ケーブル１５をつなぎ込む機械室として設けられている。すなわち、
この制御盤１６は、この制御盤１６の指令のもとに巻上機３を回転駆動させ、主ロープ４
にて吊持された釣り合いおもり５が昇降するに伴い、移動ケーブル吊り手１２を連動させ
て対照的に昇降移動させる。
【００２５】
　また、昇降路２頂部の下面には、吊りロープ２０の一端が固定されている。この吊りロ
ープ２０は、移動ケーブル吊り手１２を懸垂するものであって、この吊りロープ２０の他
端が釣り合いおもり５の上面中央部に接続されている。さらに、この移動ケーブル吊り手
１２の上部には、滑車２１が取り付けられており、この滑車２１には、吊りロープ２０が
巻き付けられて通されており、移動ケーブル吊り手１２を懸垂している。
【００２６】
　さらに、昇降路２頂部の上側には、吊りロープ２０の他端側を、釣り合いおもり５が位
置する方向に反らすための少なくとも１つ以上、例えば計２つの滑車２２，２３が取り付
けられている。ここで、これら滑車２２，２３には、吊りロープの滑車２１と釣り合いお
もり５との間の部分が巻回されて通されており、これら滑車２２，２３に吊りロープ２０
を巻回させたことによって、滑車２１から滑車２２までの間と、滑車２３から釣り合いお
もり５までの間の吊りロープのそれぞれを垂直に位置させるものである。すなわち、これ
ら滑車２２，２３は、主ロープ４に対する吊りロープ２０の傾きを解消させるために設け
られている。
【００２７】
　次に、上記第１実施形態のエレベータの移動ケーブル装置の動作について説明する。図
４は、移動ケーブル装置のかご位置に応じた位置関係の図で、Ａはかごが最上階、Ｂはか
ごが中間階、Ｃはかごが最下階にある場合を示す説明構成図である。
【００２８】
　通常、昇降路ケーブル吊り手１４は、図４Ｂに示すように、かご１および移動ケーブル
吊り手１２と同様に、昇降行程Ｌの中間階である中程の位置（最上階からＬ／２、かつ最
下階からＬ／２）に設置されている。
【００２９】
　この状態から、図４Ａに示すように、かご１を昇降行程Ｌの最上階に移動させると、移
動ケーブル吊り手１２は、かご１と昇降路ケーブル吊り手１４との中間点（最上部からＬ
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／４、かつ昇降路ケーブル吊り手１４からＬ／４）に位置するようになる。
【００３０】
　また、図４Ｃに示すように、かご１を昇降行程Ｌの最下階に移動させると、移動ケーブ
ル吊り手１２は、同様に、かご１と昇降路ケーブル吊り手１４の中間点（最下部からＬ／
４、かつ昇降路ケーブル吊り手１４からＬ／４）に位置するようになる。
【００３１】
　以上述べたように、上記第１実施形態のエレベータの移動ケーブル装置によれば、図４
Ａ～図４Ｃに示すように、一端が昇降路２頂部に固定された吊りロープ２０を、移動ケー
ブル吊り手１２の上部に取り付けられた滑車２１に通してから、昇降路２頂部に取り付け
られた滑車２２，２３に通し、この吊りロープ２０の他端を、釣り合いおもり５に固定さ
せる。すると、移動ケーブル吊り手１２をかご１の昇降速度の１／２の速度で昇降させる
ことが可能となる。
【００３２】
　さらに、釣り合いおもり５の昇降に起因させて移動ケーブル吊り手１２を昇降させてい
る。このため、昇降路底部に取り付けられた滑車に通してから吊りロープの他端をかごの
底部に固定させている上記特許文献２に記載の構成の場合に比べ、昇降行程Ｌの長さ分ほ
ど吊りロープ２０の長さを短くして削減することができる。
【００３３】
　また、特許文献２に記載の構成の場合に比べ、昇降路２底部の滑車を無くすことができ
るから、吊りロープ２０を反らせるための滑車を昇降路底部に取り付けることなく、移動
ケーブル吊り手１２に掛かる第一および第二の移動ケーブル１１，１３の重量を少なくで
きる。すなわち、主ロープ４に連結された釣り合いおもり５を用い、移動ケーブル吊り手
１２に掛かる各移動ケーブル１１，１３の重量を少なくでき、昇降行程のより長いエレベ
ータを実現できる。よって、移動ケーブル吊り手１２に掛かる各移動ケーブル１１，１３
の重量を少なくするために別個の新たな部材を形成する必要がなく、かつ吊りロープ２０
を反らせるための昇降路２底部に滑車等を取り付ける必要もない。このため、装置の複雑
さを削減できるととともに、昇降路２底部において、例えばかご１用のスイッチ類や地震
感知器、リミットスイッチ等の他の装置の設置を制約することなく、移動ケーブル吊り手
１２に掛かる各移動ケーブル１１，１３の重量を少なくできる。
【００３４】
＜第２実施形態＞
　次に、本発明によるエレベータの移動ケーブル装置の第２実施形態について、図５を用
いて説明する。図５は、本発明の第２実施形態に係るエレベータの移動ケーブル装置を備
えたエレベータを示す概略構成図である。なお、第２実施形態のうち第１実施形態と同じ
構成については、同一の符号を付して、その説明を省略する。
【００３５】
　図５に示すように、第２実施形態に係る移動ケーブル装置は、昇降路２頂部に設けられ
吊りロープ２０を通すための滑車２２が１つのみとされている。そして、一端が昇降路２
頂部の下面に固定された吊りロープ２０は、移動ケーブル吊り手１２の上部に取り付けら
れた滑車２１に通されてから、昇降路２頂部に取り付けられた１つの滑車２２に通された
後、この吊りロープ２０の他端が釣り合いおもり５に固定されている。
【００３６】
　すなわち、第２実施形態においては、吊りロープ２０を反らすための滑車２３を昇降路
２頂部から無くし、この昇降路２頂部の滑車２２を１つのみとしている。この結果、釣り
合いおもり５の昇降に伴う吊りロープ２０の傾斜角度の変化に応じた移動ケーブル吊り手
１２の位置ずれが生じるおそれがあるものの、昇降路２頂部の滑車２２の個数を少なくで
きる。よって、より簡単な構成で、吊りロープ２０を反らせるための滑車を昇降路底部に
取り付けることなく、移動ケーブル吊り手１２に掛かる各移動ケーブル１１，１３の重量
を少なくできる。
【００３７】
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＜第３実施形態＞
　次に、本発明によるエレベータの移動ケーブル装置の第３実施形態について、図６を用
いて説明する。図６は、本発明の第３実施形態に係るエレベータの移動ケーブル装置を備
えたエレベータを示す概略構成図である。なお、第３実施形態のうち第１実施形態と同じ
構成については、同一の符号を付して、その説明を省略する。
【００３８】
　図６に示すように、第３実施形態に係る移動ケーブル装置は、吊りロープ２０の他端が
ループ状のガバナロープ２６の一部に固定されている。このガナバロープ２６は、昇降路
２頂部の上面に取り付けられた調速用のガナバ装置２４の滑車と、この滑車の垂直下の昇
降路２底部上面に固定された滑車２５との間に巻回された無端状の調速用ロープである。
すなわち、このガナバロープ２６は、釣り合いおもり５の昇降移動に伴って昇降移動し、
かご１の昇降移動に対して対称的に移動する構成とされている。
【００３９】
　ここで、このガナバ装置２４は、かご１の速度を検出するための調速機である。さらに
、このガナバ装置２４のガナバロープ２６は、かご１の側面に固定された非常止め装置２
７に通されて取り付けられている。なお、この非常止め装置２７は、何らかの非常事態が
生じた場合に動作し、この非常止め装置２７にてガナバロープ２６を固定してかご１の昇
降移動を強制的に停止させるためのものである。
【００４０】
　よって、第３実施形態においては、釣り合いおもり５と同様にかご１の昇降移動と対称
的に昇降移動するループ状のガナバロープ２６を用い、このガナバロープ２６に吊りロー
プ２０の他端を接続することによって、移動ケーブル吊り手１２に掛かる各移動ケーブル
１１，１３の重量を少なくできる。すなわち、かご１の速度を検出するためのガバナ装置
２４のガナバロープ２６を用い、移動ケーブル吊り手１２に掛かる各移動ケーブル１１，
１３の重量を少なくできるため、昇降行程のより長いエレベータを実現することが可能と
なる。
【００４１】
　さらに、移動ケーブル吊り手１２に掛かる各移動ケーブル１１，１３の重量を少なくす
るために別個の新たな部材を形成する必要がなく、かつ吊りロープ２０を反らせるための
滑車を昇降路底部に取り付ける必要もない。したがって、ガバナ装置２４の昇降路２底部
の滑車２５を除き、昇降路２底部において、他の装置の設置を制約することなく、移動ケ
ーブル吊り手１２に掛かる各移動ケーブル１１，１３の重量を少なくできる。
【００４２】
＜第４実施形態＞
　次に、本発明によるエレベータの移動ケーブル装置の第４実施形態について、図７を用
いて説明する。図７は、本発明の第４実施形態に係るエレベータの移動ケーブル装置を備
えたエレベータを示す概略構成図である。なお、第４実施形態のうち第１実施形態と同じ
構成については、同一の符号を付して、その説明を省略する。
【００４３】
　図７に示すように、第４実施形態に係るエレベータの移動ケーブル装置は、吊りロープ
２０の他端がコンペンロープ２８に固定されており、このコンペンロープ２８の一端は、
かご１の底部中央に固定されている。また、このコンペンロープ２８の他端は、昇降路２
底部下面に取り付けられた一対の滑車２９に通されてから、釣り合いおもり５の下部中央
に固定されている。ここで、このコンペンロープ２８は、かご１を昇降移動させた際の主
ロープ４の重量のバランスを維持し、かご１のバランスを調整するためのバランス調整用
ロープとして取り付けられている。
【００４４】
　そして、吊りロープ２０の他端は、昇降路２頂部上側の滑車２２，２３に通されてから
、コンペンロープ２８の他端側の、釣り合いおもり５に接続されている位置の近傍に接続
されて固定されている。さらに、一対の滑車２９は、これら一対の滑車２９にコンペンロ
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ープ２８を巻回させることによって、このコンペンロープ２８の両側を昇降路２に沿って
上下方向に垂直移動させ、このコンペンロープ２８の主ロープ４に対する傾きを解消させ
るために設けられている。
【００４５】
　よって、第４実施形態においても、釣り合いおもり５と同様にかご１の昇降移動と対称
的に昇降移動するコンペンロープ２８を用い、このコンペンロープ２８に吊りロープ２０
の他端を接続することによって、移動ケーブル吊り手１２に掛かる各移動ケーブル１１，
１３の重量を少なくできる。すなわち、主ロープ４のバランスを維持するためのコンペン
ロープ２８を用い、移動ケーブル吊り手１２に掛かる各移動ケーブル１１，１３の重量を
少なくできるため、昇降行程のより長いエレベータを実現することが可能となる。
【００４６】
　さらに、移動ケーブル吊り手１２に掛かる各移動ケーブル１１、１３の重量を少なくす
るために別個の新たな部材を形成する必要がなく、かつ吊りロープ２０を反らせるための
滑車を昇降路底部に取り付ける必要もない。したがって、コンペンロープ２８を通すため
の昇降路２底部の滑車２９を除き、昇降路２底部において、他の装置の設置を制約するこ
となく、移動ケーブル吊り手１２に掛かる各移動ケーブル１１，１３の重量を少なくでき
る。
【００４７】
＜その他＞
　なお、上記各実施形態においては、吊りロープ２０の他端を釣り合いおもり５、ガバナ
ロープ２６またはコンペンロープ２８に接続して固定する構成としたが、本発明はこれに
限定されるものではなく、かご１の昇降移動と対称的に昇降移動する移動体に吊りロープ
２０の他端を接続する構成であれば、上記各実施形態と同様の作用効果を奏することがで
きる。
【符号の説明】
【００４８】
　　１　　かご
　　２　　昇降路
　　３　　巻上機
　　４　　主ロープ
　　５　　釣り合いおもり（移動体）
　　６　　かごレール
　　７　　おもりレール
　　１０　かごケーブル吊り手
　　１１　第一の移動ケーブル
　　１２　移動ケーブル吊り手
　　１３　第二の移動ケーブル
　　１４　昇降路ケーブル吊り手
　　１５　配線用ケーブル
　　１６　制御盤
　　２０　吊りロープ
　　２１　滑車
　　２２　滑車
　　２３　滑車
　　２４　ガナバ装置（調速機）
　　２５　滑車
　　２６　ガナバロープ（移動体）
　　２７　非常止め装置
　　２８　コンペンロープ（移動体）
　　２９　滑車
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