
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建物に設けられて横断面において建築構造体により区分された昇降路の一側を昇降する
かご及び上記昇降路の他側を昇降するつり合おもりと、巻上機が設置されて上記昇降路の
上記かごの上方に仮設された移動機械室と、上記巻上機の駆動綱車に巻掛けられて一端が
上記つり合おもりに切離し自在に接続され他端は上記かごに配置された巻上ロープと、上
記かごに設けられて上記巻上ロープの上記かご側の端部が巻き込まれ繰り出し自在に構成
されて上記巻上ロープを所定長さにおいて固定する巻上ロープ繰出装置と

　

工事用エレベーターの上昇移動方法。
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、上記移動機械
室に設けられて要時に巻上ロープを保持する巻上ロープ保持装置と、要時に上記移動機械
室及びつり合いおもりに連結される揚重手段とを備え、
 移動機械室を延長された昇降路の上端部に移動する際に、かごを昇降路の最下部まで

下げ、かごが昇降しないようにするステップと、かごの巻上ロープ繰出装置のロープ保持
を解除し、巻上ロープを繰出し可能状態にするステップと、巻上ロープ保持装置により巻
上ロープを保持するステップと、つり合おもりに連結された巻上ロープを取外すステップ
と、建物の上部に設置されたクレーンにより、揚重手段を介して移動機械室及び巻上ロー
プから切離されたつり合いおもりを引上げ、移動機械室を延長された上方の階床に仮設す
るステップと、取外された巻上ロープをつり合おもりに連結するステップと、移動機械室
の巻上ロープ保持装置の保持力を解除し、かごの巻上ロープ繰出装置により巻上ロープを
保持するステップと、移動機械室及びつり合いおもりから揚重手段を撤去するステップと
含むことを特徴とする



【請求項２】
　建物に設けられて横断面において建築構造体により区分された昇降路の一側を昇降する
かご及び上記昇降路の他側を昇降するつり合おもりと、巻上機が設置されて上記昇降路の
上記かごの上方に仮設された移動機械室と、上記巻上機の駆動綱車に巻掛けられて一端が
上記つり合おもりに切離し自在に接続され他端は上記かごに配置された巻上ロープと、上
記かごに設けられて上記巻上ロープの上記かご側の端部が巻き込まれ繰り出し自在に構成
されて上記巻上ロープを所定長さにおいて固定する巻上ロープ繰出装置と

　

【請求項３】
　建物に設けられて横断面において建築構造体により区分された昇降路の一側を昇降する
かご及び上記昇降路の他側を昇降するつり合おもりと、巻上機が設置されて上記昇降路の
上記かごの上方に仮設された移動機械室と、上記巻上機の駆動綱車に巻掛けられて一端が
上記つり合おもりに切離し自在に接続され他端は上記かごに配置された巻上ロープと、上
記かごに設けられて上記巻上ロープの上記かご側の端部が巻き込まれ繰り出し自在に構成
されて上記巻上ロープを所定長さにおいて固定する巻上ロープ繰出装置と

　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　この発明は、建築工事が下層階から上層階へ進捗するに従って昇降行程が上方へ延長さ
れる工事用エレベーターの上昇移動方 関する。
【０００２】
【従来の技術】
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、上記移動機械
室に設けられて要時に巻上ロープを保持する巻上ロープ保持装置と、要時に上記移動機械
室及びつり合いおもりにそれぞれ連結される移動機械室揚重用ロープ及びつり合いおもり
揚重用ロープとを備え、
 移動機械室を延長された昇降路の上端部に移動する際に、かごを昇降路の最下部まで

下げ、かごが昇降しないようにするステップと、かごの巻上ロープ繰出装置のロープ保持
を解除し、巻上ロープを繰出し可能状態にするステップと、巻上ロープ保持装置により巻
上ロープを保持するステップと、つり合おもりに連結された巻上ロープを取外すステップ
と、建物の上部に設置されたクレーンにより、移動機械室揚重用ロープ及びつり合いおも
り揚重用ロープを介して移動機械室及び巻上ロープから切離されたつり合いおもりを引上
げ、移動機械室を延長された上方の階床に仮設するステップと、取外された巻上ロープを
つり合おもりに連結するステップと、移動機械室の巻上ロープ保持装置の保持力を解除し
、かごの巻上ロープ繰出装置により巻上ロープを保持するステップと、移動機械室及びつ
り合いおもりから移動機械室揚重用ロープ及びつり合いおもり揚重用ロープを撤去するス
テップと含むことを特徴とする工事用エレベーターの上昇移動方法。

、上記移動機械
室に設けられて要時に巻上ロープを保持する巻上ロープ保持装置と、要時に両端部がそれ
ぞれ上記つり合いおもり及び移動機械室に連結され、中間部が上記移動機械室位置よりも
下方の上記昇降路の固定部に枢着された下部上昇移動滑車及び上記昇降路の最上部に枢着
された上部上昇移動滑車に巻掛けられたつり合いおもり揚重用ロープとを備え、
 移動機械室を延長された昇降路の上端部に移動する際に、かごを昇降路の最下部まで

下げ、かごが昇降しないようにするステップと、かごの巻上ロープ繰出装置のロープ保持
を解除し、巻上ロープを繰出し可能状態にするステップと、巻上ロープ保持装置により巻
上ロープを保持するステップと、つり合おもりに連結された巻上ロープを取外すステップ
と、建物の上部に設置されたクレーンにより、移動機械室を引上げることにより、この移
動機械室に連結されたつり合いおもり揚重用ロープを介して、巻上ロープから切離された
つり合いおもりを引上げ、移動機械室を延長された上方の階床に仮設するステップと、取
外された巻上ロープをつり合おもりに連結するステップと、移動機械室の巻上ロープ保持
装置の保持力を解除し、かごの巻上ロープ繰出装置により巻上ロープを保持するステップ
と、移動機械室及びつり合いおもりに連結されたつり合いおもり用揚重ロープを撤去する
ステップと含むことを特徴とする工事用エレベーターの上昇移動方法。

法に



　図９～図１１は、例えば特開昭５７－３８２８３号公報に示された従来の工事用エレベ
ーター装置に類似した工事用エレベーター装置を示す図で、図９は縦断面図、図１０は図
９の工事用エレベーター装置の上昇移動状態を示す図、図１１は図９の工事用エレベータ
ー装置の上昇移動後の状態を示す図である。図において、１は建物、２は建物１に設けら
れた昇降路で、上下に互いに離れて設置された梁からなる建築構造体３により横断面にお
いて区分されている。
【０００３】
　４は建築構造体３により区分された昇降路２の一側を昇降するかご、５は建築構造体３
により区分された昇降路２の他側を昇降するつり合おもり、６は昇降路２のかご４の上方
に仮設された移動機械室で、吊り具７及び駆動綱車８を有する巻上機９が設けられている
。１０は移動機械室６を支持する架台、１１は架台１０に設けられてつり合おもり５の上
方に配置された滑車である。
【０００４】
　１２は巻上ロープで、駆動綱車８及び滑車１１に巻掛けられて一端はかご４に他端はつ
り合おもり５に連結されている。１３は昇降路２の底部に設けられたかご衝突受、１４は
昇降路２の底部に設けられたつり合おもり衝突受、１５は建物１の上部に設けられたクレ
ーンで、１６はそれのクレーンロープ、１７は一端が移動機械室６の下部に他端はかご４
に連結された揚重用鎖である。
【０００５】
　従来の工事用エレベーター装置は上記のように構成され、建築工事中の建物１に構成さ
れた昇降路２の上端部に移動機械室６が仮設される。そして、巻上ロープ１２が駆動綱車
８及び滑車１１に巻掛けられて図９に示すようにかご４及びつり合おもり５が吊持される
。この状態で巻上機９が付勢されると巻上ロープ１２を介してかご４及びつり合おもり５
が互いに反対方向へ運転される。
【０００６】
　これによって、建築された建物１の階床に対応した昇降路２による昇降行程におけるエ
レベーターの工事用運転が行われる。そして、建築工事が進捗して昇降路２が上方に延長
されると、移動機械室６が延長された昇降路２の上端部に移動される。この移動機械室６
の上方移動には次に述べる作業が行われる。
【０００７】
　すなわち、先ずつり合おもり５を昇降路２の最下部まで下げてつり合おもり衝突受１４
に支持する。次いで、かご４を揚重用鎖１７によって移動機械室６に吊持して、かご４及
びつり合おもり５から巻上ロープ１２を外して撤去する。そして、クレーン１５のクレー
ンロープ１６を吊り具７に連結して移動機械室６を吊持する。次いで、架台１０及び滑車
１１が撤去され、これにより図１０に示す状態となる。
【０００８】
　次に、クレーン１５により移動機械室６が延長された昇降路２の上端部に移動され、移
動機械室６対応位置に架台１０及び滑車１１が再度仮設される。そして、巻上ロープ１２
によりかご４及びつり合おもり５が再度吊持されて、揚重用鎖１７が撤去されて図１１に
示す状態となる。これにより、延長された建物１の階床に対応した昇降路２による昇降行
程におけるエレベーターの工事用運転が行われる。そして、建築工事の進捗に伴って移動
機械室６の上方移動が繰り返され、建築工事の進捗に対応した昇降行程によるエレベータ
ーの工事用運転を行うようになっている。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
　上記のような従来の工事用エレベーター装置において、かご４及びつり合おもり５の昇
降経路が建築構造体３により区分されている。このため、巻上ロープ１２が建築構造体３
を跨いで吊設されるので、移動機械室６の上方移動の都度、かご４及びつり合おもり５を
共に巻上ロープ１２から外すことが必要となる。また、上方移動した移動機械室６の位置
に対応した長さの巻上ロープ１２が上方移動の度毎に掛け替えられる。このため、移動機
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械室６の上方移動に煩雑な作業を要するという問題点があった。
【００１０】
　この発明は、かかる問題点を解消するためになされたものであり、簡易な作業により、
また少ない費用によって移動機械室の上方移動ができる工事用エレベーターの上昇移動方
法及び工事用エレベーター装置を得ることを目的とする。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　この発明に係る工事用エレベーターの上昇移動方法においては、建物に設けられて横断
面において建築構造体により区分された昇降路の一側を昇降するかご及び昇降路の他側を
昇降するつり合おもりと、巻上機が設置されて昇降路のかごの上方に仮設された移動機械
室と、巻上機の駆動綱車に巻掛けられて一端がつり合おもりに切離し自在に接続され他端
はかごに配置された巻上ロープと、かごに設けられて巻上ロープのかご側の端部が巻き込
まれ繰り出し自在に構成されて巻上ロープを所定長さにおいて固定する巻上ロープ繰出装
置と

。
【００１２】
　また 物に設けられて横断面において建築構造体により区分された昇降路の一側を昇
降するかご及び昇降路の他側を昇降するつり合おもりと、巻上機が設置されて昇降路のか
ごの上方に仮設された移動機械室と、巻上機の駆動綱車に巻掛けられて一端がつり合おも
りに切離し自在に接続され他端はかごに配置された巻上ロープと、かごに設けられて巻上
ロープのかご側の端部が巻き込まれ繰り出し自在に構成されて巻上ロープを所定長さにお
いて固定する巻上ロープ繰出装置と

。
【００１３】
　また 物に設けられて横断面において建築構造体により区分された昇降路の一側を昇
降するかご及び昇降路の他側を昇降するつり合おもりと、巻上機が設置されて昇降路のか
ごの上方に仮設された移動機械室と、巻上機の駆動綱車に巻掛けられて一端がつり合おも
りに切離し自在に接続され他端はかごに配置された巻上ロープと、かごに設けられて巻上
ロープのかご側の端部が巻き込まれ繰り出し自在に構成されて巻上ロープを所定長さにお
いて固定する巻上ロープ繰出装置と
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、移動機械室に設けられて要時に巻上ロープを保持する巻上ロープ保持装置と、要時
に移動機械室及びつり合いおもりに連結される揚重手段とを備え、  移動機械室を延長さ
れた昇降路の上端部に移動する際に、かごを昇降路の最下部まで下げ、かごが昇降しない
ようにするステップと、かごの巻上ロープ繰出装置のロープ保持を解除し、巻上ロープを
繰出し可能状態にするステップと、巻上ロープ保持装置により巻上ロープを保持するステ
ップと、つり合おもりに連結された巻上ロープを取外すステップと、建物の上部に設置さ
れたクレーンにより、揚重手段を介して移動機械室及び巻上ロープから切離されたつり合
いおもりを引上げ、移動機械室を延長された上方の階床に仮設するステップと、取外され
た巻上ロープをつり合おもりに連結するステップと、移動機械室の巻上ロープ保持装置の
保持力を解除し、かごの巻上ロープ繰出装置により巻上ロープを保持するステップと、移
動機械室及びつり合いおもりから揚重手段を撤去するステップと含むものである

、建

、移動機械室に設けられて要時に巻上ロープを保持す
る巻上ロープ保持装置と、要時に移動機械室及びつり合いおもりにそれぞれ連結される移
動機械室揚重用ロープ及びつり合いおもり揚重用ロープとを備え、移動機械室を延長され
た昇降路の上端部に移動する際に、かごを昇降路の最下部まで下げ、かごが昇降しないよ
うにするステップと、かごの巻上ロープ繰出装置のロープ保持を解除し、巻上ロープを繰
出し可能状態にするステップと、巻上ロープ保持装置により巻上ロープを保持するステッ
プと、つり合おもりに連結された巻上ロープを取外すステップと、建物の上部に設置され
たクレーンにより、移動機械室揚重用ロープ及びつり合いおもり揚重用ロープを介して移
動機械室及び巻上ロープから切離されたつり合いおもりを引上げ、移動機械室を延長され
た上方の階床に仮設するステップと、取外された巻上ロープをつり合おもりに連結するス
テップと、移動機械室の巻上ロープ保持装置の保持力を解除し、かごの巻上ロープ繰出装
置により巻上ロープを保持するステップと、移動機械室及びつり合いおもりから移動機械
室揚重用ロープ及びつり合いおもり揚重用ロープを撤去するステップと含むものである

、建

、移動機械室に設けられて要時に巻上ロープを保持す



。
【００１４】
【発明の実施の形態】
実施の形態１．
　図１～図４は、この発明の実施の形態の一例を示す図で、図１は縦断面図、図２は図１
の工事用エレベーター装置の上昇移動状態を示す図、図３は図１の工事用エレベーター装
置の上昇移動後の状態を示す図、図４は図１の工事用エレベーター装置の上昇移動の手順
を説明する工程図である。図において、１は建物、２は建物１に設けられた昇降路で、上
下に互いに離れて設置された梁からなる建築構造体３により横断面において区分されてい
る。
【００１５】
　４は建築構造体３により区分された昇降路２の一側を昇降するかご、５は建築構造体３
により区分された昇降路２の他側を昇降するつり合おもり、６は昇降路２のかご４の上方
に仮設された移動機械室で、吊り具７及び駆動綱車８を有する巻上機９が設けられている
。１０は移動機械室６を支持する架台、１１は架台１０に設けられてつり合おもり５の上
方に配置された滑車である。
【００１６】
　１３は昇降路２の底部に設けられたかご衝突受、１４は昇降路２の底部に設けられたつ
り合おもり衝突受、１５は建物１の上部に設けられたクレーンで、１６はそれのクレーン
ロープである。１８は巻上ロープで、駆動綱車８及び滑車１１に巻掛けられて一端はかご
４に他端はつり合おもり５に連結されている。１９はかご４に設けられて巻上ロープ１８
のかご４側の端部が巻き込まれ繰り出し自在に構成されて巻上ロープ１８を所定長さにお
いて固定する巻上ロープ繰出装置である。
【００１７】
　２０はクレーンロープ１６の下端に設けられた揚重具、２１は両端がそれぞれ揚重具２
０及び移動機械室６の吊り具７に連結された移動機械室揚重用ロープ、２２は両端がそれ
ぞれ揚重具２０及びつり合おもり５に連結されたつり合おもり揚重用ロープである。２３
は移動機械室６に設けられて要時に巻上ロープ１８を保持する巻上ロープ保持装置である
。
【００１８】
　上記のように構成された工事用エレベーター装置において、建築工事中の建物１に構成
された昇降路２の上端部に移動機械室６が仮設される。そして、巻上ロープ１８が駆動綱
車８及び滑車１１に巻掛けられて巻上ロープ繰出装置１９を介してかご４に連結され、ま
たつり合おもり５に連結されて図１に示す状態となる。そして、巻上機９が付勢されると
巻上ロープ１８を介してかご４及びつり合おもり５が互いに反対方向へ運転される。
【００１９】
　これによって、建築された建物１の階床に対応した昇降路２による昇降行程におけるエ
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る巻上ロープ保持装置と、要時に両端部がそれぞれつり合いおもり及び移動機械室に連結
され、中間部が移動機械室位置よりも下方の昇降路の固定部に枢着された下部上昇移動滑
車及び昇降路の最上部に枢着された上部上昇移動滑車に巻掛けられたつり合いおもり揚重
用ロープとを備え、移動機械室を延長された昇降路の上端部に移動する際に、かごを昇降
路の最下部まで下げ、かごが昇降しないようにするステップと、かごの巻上ロープ繰出装
置のロープ保持を解除し、巻上ロープを繰出し可能状態にするステップと、巻上ロープ保
持装置により巻上ロープを保持するステップと、つり合おもりに連結された巻上ロープを
取外すステップと、建物の上部に設置されたクレーンにより、移動機械室を引上げること
により、この移動機械室に連結されたつり合いおもり揚重用ロープを介して、巻上ロープ
から切離されたつり合いおもりを引上げ、移動機械室を延長された上方の階床に仮設する
ステップと、取外された巻上ロープをつり合おもりに連結するステップと、移動機械室の
巻上ロープ保持装置の保持力を解除し、かごの巻上ロープ繰出装置により巻上ロープを保
持するステップと、移動機械室及びつり合いおもりに連結されたつり合いおもり用揚重ロ
ープを撤去するステップと含むものである



レベーターの工事用運転が行われる。そして、建築工事が進捗して昇降路２が上方に延長
されると、移動機械室６が延長された昇降路２の上端部に移動される。この移動機械室６
の上方移動作業手順を図４に示す工程図により説明する。
【００２０】
　すなわち、ステップ１０１によりかご４を昇降路２の最下部まで下げてかご衝突受１３
に支持して昇降しないようにする。次いでステップ１０２によりクレーンロープ１６の揚
重具２０に、移動機械室揚重用ロープ２１により移動機械室６を連結し、またつり合おも
り揚重用ロープ２２よりつり合おもりを連結する。そして、ステップ１０３へ進みかご４
の巻上ロープ繰出装置１９の巻上ロープ１８保持を解除して巻上ロープ１８を繰出し可能
状態とする。
【００２１】
　次に、ステップ１０４へ進んで移動機械室６の巻上ロープ保持装置２３により巻上ロー
プ１８を保持し、移動機械室６からの巻上ロープ１８の落下を防ぐ。そして、ステップ１
０５によりつり合おもり５に連結された巻上ロープ１８を外して移動機械室６内に引き込
み、架台１０及び滑車１１が撤去されて図２に示す状況となる。次いで、ステップ１０６
へ進みクレーン１５によりつり合おもり５及び移動機械室６が引上げられる。
【００２２】
　そして、移動機械室６が延長された昇降路２の上端部の階床に移動され、移動機械室６
対応位置に架台１０及び滑車１１が再度仮設される。次に、ステップ１０７へ進んで、移
動機械室６内に引き込まれていた巻上ロープ１８を繰出してつり合おもり５に連結する。
そして、ステップ１０８により移動機械室６の巻上ロープ保持装置２３による巻上ロープ
１８の保持を解除し、またかご４の巻上ロープ繰出装置１９により巻上ロープ１８を保持
する。
【００２３】
　次いで、ステップ１０９へ進んで、クレーンロープ１６の揚重具２０、移動機械室揚重
用ロープ２１及びつり合おもり揚重用ロープ２２を撤去して図３に示す状態となる。これ
により、延長された建物１の階床に対応した昇降路２による昇降行程におけるエレベータ
ーの工事用運転が行われる。そして、建築工事の進捗に伴って移動機械室６の上方移動が
繰り返され、建築工事の進捗に対応した昇降行程によるエレベーターの工事用運転が行わ
れる。
【００２４】
　要するに、建物１の上部に設けられたクレーン１５によって、つり合おもり５が巻上ロ
ープ１８から切離された状態の移動機械室６及びつり合おもり５の少なくとも上方を経由
するつり合おもり揚重用ロープ２２を介して巻上ロープ１８から切離された状態のつり合
おもり５を揚重するものである。
【００２５】
　このような装置構成又は装置構成による工事用エレベーターの上昇移動方法によって、
移動機械室６の上方移動に際してかご４とつり合おもり５のうち、つり合おもり５のみを
巻上ロープ１８から外すだけで済み作業を簡略化することができる。また、移動機械室６
の最終上方移動位置に対応した長さの巻上ロープ１８が巻上ロープ繰出装置１９に収容さ
れる。このため、移動機械室６の上方移動の都度、所要長さを巻上ロープ繰出装置１９か
ら繰出すことにより対応できる。
【００２６】
　したがって、無駄な巻上ロープ１８を準備することがなく、作業が簡易化すると共に、
費用を低減することができる。
　また、クレーン１５によりつり合おもり５及び移動機械室６が同時に引上げられるので
、建物側のクレーン１５の使用時間を短縮することができる。
【００２７】
　また、揚重具２０を介してつり合おもり５及び移動機械室６が引上げられる。このため
、建築構造体３により移動機械室６側に比べて昇降路２の開口部が狭くなっているつり合
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おもり５側において、クレーン１５のクレーンロープ１６によりつり合おもり５を直接に
揚重することがなく、クレーン１５のクレーンロープ１６を上方の開口部から昇降路２内
に吊下する必要がない。したがって、クレーンロープ１６を建築構造体３等の固定物に接
触させて損傷する不具合を防ぐことができる。
【００２８】
　また、かご４を昇降路２の最下部に支持して巻上ロープ繰出装置１９から巻上ロープ１
８を繰出すので、移動機械室６の引上げにより所要長さが自動的に繰出される。また、移
動機械室６の上方移動の都度、新たに巻上ロープ１８を手配する必要がなく、作業が容易
にでき作業を能率化することができる。
【００２９】
実施の形態２．
　図５及び図６は、この発明の他の実施の形態の一例を示す図で、図５は工事用エレベー
ター装置の上昇移動状態を示す図であり前述の図 相当図、図６は図５の工事用エレベー
ター装置の上昇移動の手順を説明する工程図である。図において、図１～図４と同符号は
相当部分を示す。
【００３０】
　２４は昇降路２最上部の建築構造体３の上側に枢着されてつり合おもり５の直上位置に
配置された上部上昇移動滑車、２５は移動機械室６の仮設位置よりも下方に配置された建
築構造体３の下側に枢着された下部上昇移動滑車で、二つの滑車が回転軸線を互いに平行
に、かつ互いに離れて配置されて構成されている。２６は上部上昇移動滑車２４及び下部
上昇移動滑車２５に巻掛けられて両端がそれぞれつり合おもり５及び移動機械室６の下部
に連結されたつり合おもり揚重用ロープである。
【００３１】
　上記のように構成された工事用エレベーター装置において、前述の図１～図４の工事用
エレベーター装置と同様に、建築工事中の建物１に構成された昇降路２の上端部に移動機
械室６が仮設される。そして、巻上ロープ１８が駆動綱車８及び滑車１１に巻掛けられて
巻上ロープ繰出装置１９を介してかご４に連結され、またつり合おもり５に連結されて図

に示す状態となる。そして、巻上機９が付勢されると巻上ロープ１８を介してかご４及
びつり合おもり５が互いに反対方向へ運転される。
【００３２】
　これによって、建築された建物１の階床に対応した昇降路２による昇降行程におけるエ
レベーターの工事用運転が行われる。そして、建築工事が進捗して昇降路２が上方に延長
されると、移動機械室６が延長された昇降路２の上端部に移動される。この移動機械室６
の上方移動作業手順を図６に示す工程図により説明する。
【００３３】
　すなわち、ステップ２０１により上部上昇移動滑車２４及び下部上昇移動滑車２５が設
置される。そして、ステップ２０２によりかご４を昇降路２の最下部まで下げてかご衝突
受１３に支持して昇降しないようにする。次いでステップ２０３によりつり合おもり揚重
用ロープ２６を上部上昇移動滑車２４及び下部上昇移動滑車２５に巻掛けて両端をそれぞ
れつり合おもり５及び移動機械室６の下部に連結する。
【００３４】
　次いで、ステップ２０４へ進み、かご４の巻上ロープ繰出装置１９の巻上ロープ１８保
持を解除して巻上ロープ１８を繰出し可能状態とする。次に、ステップ２０５へ進んで移
動機械室６の巻上ロープ保持装置２３により巻上ロープ１８を保持し、移動機械室６から
の巻上ロープ１８の落下を防ぐ。そして、ステップ２０６によりつり合おもり５に連結さ
れた巻上ロープ１８を外して移動機械室６内に引き込み、架台１０及び滑車１１が撤去さ
れて図５に示す状態となる。
【００３５】
　次いで、ステップ２０７へ進みクレーンロープ１６を吊り具７に連結してクレーン１５
により移動機械室６を引上げる。これにより、つり合おもり５もつり合おもり揚重用ロー
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プ２６を介して引上げられる。そして、移動機械室６が延長された昇降路２の上端部の階
床に移動され、移動機械室６対応位置に架台１０及び滑車１１が再度仮設される。
【００３６】
　次に、ステップ２０８へ進んで、移動機械室６内に引き込まれていた巻上ロープ１８を
繰出してつり合おもり５に連結する。そして、ステップ２０９により移動機械室６の巻上
ロープ保持装置２３による巻上ロープ１８の保持を解除し、またかご４の巻上ロープ繰出
装置１９により巻上ロープ１８を保持する。
【００３７】
　次いで、ステップ２１０へ進んで、つり合おもり揚重用ロープ２６、上部上昇移動滑車
２４及び下部上昇移動滑車２５が撤去される。これにより、延長された建物１の階床に対
応した昇降路２による昇降行程におけるエレベーターの工事用運転が行われる。そして、
建築工事の進捗に伴って移動機械室６の上方移動が繰り返され、建築工事の進捗に対応し
た昇降行程によるエレベーターの工事用運転が行われる。
【００３８】
　要するに、建物１の上部に設けられたクレーン１５によって、つり合おもり５が巻上ロ
ープ１８から切離された状態の移動機械室６及びつり合おもり５の少なくとも上方を経由
するつり合おもり揚重用ロープ２６を介して巻上ロープ１８から切離された状態のつり合
おもり５を揚重するものである。
【００３９】
　したがって、詳細な説明を省略するが図５及び図６の実施の形態における装置構成又は
装置構成による工事用エレベーターの上昇移動方法によって、前述の図１～図４の実施の
形態と同様な作用を得ることができる。
【００４０】
　また、図５及び図６の実施の形態において、移動機械室６の移動前の工事用エレベータ
ーの運転に支障なく上部上昇移動滑車２４を設置することができる。また、下部上昇移動
滑車２５は移動機械室６の上昇移動ごとに必ずしも撤去する必要はなく、移動機械室６の
上昇移動作業が容易にでき作業を能率化することができる。
【００４１】
　また、つり合おもり揚重用ロープ２ によりつり合おもり５を移動機械室６に連結して
移動機械室６の揚重と共につり合おもり５を揚重することができる。このため、建物側の
クレーン１５の使用時間を短縮することができる。
　また、図１～図４の実施の形態におけるかご揚重用ロープ２１が省略されるので、移動
機械室６の上昇移動作業の手数が減少する。
【００４２】
　また、つり合おもり５がつり合おもり揚重用ロープ２ を介してクレーンロープ１６に
より間接的に吊持されてクレーン１５によって引き上げられる。このため、建築構造体３
により移動機械室６側に比べて昇降路２の開口部が狭くなっているつり合おもり５側にお
いて、クレーン１５のクレーンロープ１６を建築構造体３等の固定物に接触させて損傷す
る不具合を防ぐことができる。
【００４３】
実施の形態３．
　図７も、この発明の他の実施の形態の一例を示す工事用エレベーター装置の上昇移動状
態を示す図で、前述の図 相当図である。図において、図５と同符号は相当部分を示し、
２５は昇降路２の底面に設置されて建築構造体３の直下位置に配置された下部上昇移動滑
車である。
【００４４】
　この図７の実施の形態においても、上部上昇移動滑車２４及び下部上昇移動滑車２５に
巻掛けられて両端がそれぞれつり合おもり５及び移動機械室６の下部に連結されたつり合
おもり揚重用ロープ２６が設けられる。
【００４５】
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　そして、建物１の上部に設けられたクレーン１５によって、つり合おもり５が巻上ロー
プ１８から切離された状態の移動機械室６及びつり合おもり５の少なくとも上方を経由す
るつり合おもり揚重用ロープ２６を介して巻上ロープ１８から切離された状態のつり合お
もり５が揚重される。したがって、詳細な説明を省略するが図７の実施の形態においても
、図５及び図６の実施の形態と同様な作用が得られる。
【００４６】
実施の形態４．
　図８も、この発明の他の実施の形態の一例を示す工事用エレベーター装置の上昇移動状
態を示す図で、前述の図 相当図である。図において、図５と同符号は相当部分を示し、
２４は上部上昇移動滑車で、二つの滑車が回転軸線を互いに平行に、かつ互いに離れて配
置されて構成され、昇降路２最上部の建築構造体３の上側に設けられて建築構造体３の上
面に対応して配置されている。２５は昇降路２の底面に設置されて昇降路２におけるかご
４の区分内に配置された下部上昇移動滑車である。
【００４７】
　この図８の実施の形態においても、上部上昇移動滑車２４及び下部上昇移動滑車２５に
巻掛けられて両端がそれぞれつり合おもり５及び移動機械室６の下部に連結されたつり合
おもり揚重用ロープ２６が設けられる。
【００４８】
　そして、建物１の上部に設けられたクレーン１５によって、つり合おもり５が巻上ロー
プ１８から切離された状態の移動機械室６及びつり合おもり５の少なくとも上方を経由す
るつり合おもり揚重用ロープ２６を介して巻上ロープ１８から切離された状態のつり合お
もり５が揚重される。したがって、詳細な説明を省略するが図８の実施の形態においても
、図５及び図６の実施の形態と同様な作用が得られる。
【００４９】
【発明の効果】
　この発明は以上説明したように、建物に設けられて横断面において建築構造体により区
分された昇降路の一側を昇降するかご及び昇降路の他側を昇降するつり合おもりと、巻上
機が設置されて昇降路のかごの上方に仮設された移動機械室と、巻上機の駆動綱車に巻掛
けられて一端がつり合おもりに切離し自在に接続され他端はかごに配置された巻上ロープ
と、かごに設けられて巻上ロープのかご側の端部が巻き込まれ繰り出し自在に構成されて
巻上ロープを所定長さにおいて固定する巻上ロープ繰出装置と

ものである。
【００５０】
　これによって、移動機械室の上方移動に際してつり合おもりのみを巻上ロープから外す
だけで済み作業を簡略化することができる。また、建物側のクレーンによりつり合おもり
及び移動機械室が同時に引上げられるので、建物側のクレーンの使用時間を短縮すること
ができる。また、かごを昇降路の最下部に支持して巻上ロープ繰出装置から巻上ロープを
繰出すので、移動機械室の引上げにより所要長さの巻上ロープが自動的に繰出される。し
たがって、移動機械室の上方移動作業が容易にでき能率を向上する効果がある。
【００５１】
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２

、移動機械室に設けられて
要時に巻上ロープを保持する巻上ロープ保持装置と、要時に移動機械室及びつり合いおも
りに連結される揚重手段とを備え、移動機械室を延長された昇降路の上端部に移動する際
に、かごを昇降路の最下部まで下げ、かごが昇降しないようにするステップと、かごの巻
上ロープ繰出装置のロープ保持を解除し、巻上ロープを繰出し可能状態にするステップと
、巻上ロープ保持装置により巻上ロープを保持するステップと、つり合おもりに連結され
た巻上ロープを取外すステップと、建物の上部に設置されたクレーンにより、揚重手段を
介して移動機械室及び巻上ロープから切離されたつり合いおもりを引上げ、移動機械室を
延長された上方の階床に仮設するステップと、取外された巻上ロープをつり合おもりに連
結するステップと、移動機械室の巻上ロープ保持装置の保持力を解除し、かごの巻上ロー
プ繰出装置により巻上ロープを保持するステップと、移動機械室及びつり合いおもりから
揚重手段を撤去するステップと含む



　また、この発明は以上説明したように、 物に設けられて横断面において建築構造体に
より区分された昇降路の一側を昇降するかご及び昇降路の他側を昇降するつり合おもりと
、巻上機が設置されて昇降路のかごの上方に仮設された移動機械室と、巻上機の駆動綱車
に巻掛けられて一端がつり合おもりに切離し自在に接続され他端はかごに配置された巻上
ロープと、かごに設けられて巻上ロープのかご側の端部が巻き込まれ繰り出し自在に構成
されて巻上ロープを所定長さにおいて固定する巻上ロープ繰出装置と

。
【００５２】
　これによって、移動機械室の上方移動に際してつり合おもりのみを巻上ロープから外す
だけで済み作業を簡略化することができる。また、建物側のクレーンによりつり合おもり
及び移動機械室が同時に引上げられるので、建物側のクレーンの使用時間を短縮すること
ができる。また、かごを昇降路の最下部に支持して巻上ロープ繰出装置から巻上ロープを
繰出すので、移動機械室の引上げにより所要長さの巻上ロープが自動的に繰出される。
【００５３】
　また、建物側のクレーンのクレーンロープを上方の開口部から昇降路内に吊下する必要
がなく、クレーンロープを建築構造体等の固定物に接触させて損傷する不具合を防ぐこと
ができる。したがって、移動機械室の上方移動作業が容易にでき能率を向上する効果があ
る。
【００５４】
　また、この発明は以上説明したように、 物に設けられて横断面において建築構造体に
より区分された昇降路の一側を昇降するかご及び昇降路の他側を昇降するつり合おもりと
、巻上機が設置されて昇降路のかごの上方に仮設された移動機械室と、巻上機の駆動綱車
に巻掛けられて一端がつり合おもりに切離し自在に接続され他端はかごに配置された巻上
ロープと、かごに設けられて巻上ロープのかご側の端部が巻き込まれ繰り出し自在に構成
されて巻上ロープを所定長さにおいて固定する巻上ロープ繰出装置と
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建

、移動機械室に設け
られて要時に巻上ロープを保持する巻上ロープ保持装置と、要時に移動機械室及びつり合
いおもりにそれぞれ連結される移動機械室揚重用ロープ及びつり合いおもり揚重用ロープ
とを備え、移動機械室を延長された昇降路の上端部に移動する際に、かごを昇降路の最下
部まで下げ、かごが昇降しないようにするステップと、かごの巻上ロープ繰出装置のロー
プ保持を解除し、巻上ロープを繰出し可能状態にするステップと、巻上ロープ保持装置に
より巻上ロープを保持するステップと、つり合おもりに連結された巻上ロープを取外すス
テップと、建物の上部に設置されたクレーンにより、移動機械室揚重用ロープ及びつり合
いおもり揚重用ロープを介して移動機械室及び巻上ロープから切離されたつり合いおもり
を引上げ、移動機械室を延長された上方の階床に仮設するステップと、取外された巻上ロ
ープをつり合おもりに連結するステップと、移動機械室の巻上ロープ保持装置の保持力を
解除し、かごの巻上ロープ繰出装置により巻上ロープを保持するステップと、移動機械室
及びつり合いおもりから移動機械室揚重用ロープ及びつり合いおもり揚重用ロープを撤去
するステップと含むものである

建

、移動機械室に設け
られて要時に巻上ロープを保持する巻上ロープ保持装置と、要時に両端部がそれぞれつり
合いおもり及び移動機械室に連結され、中間部が移動機械室位置よりも下方の昇降路の固
定部に枢着された下部上昇移動滑車及び昇降路の最上部に枢着された上部上昇移動滑車に
巻掛けられたつり合いおもり揚重用ロープとを備え、移動機械室を延長された昇降路の上
端部に移動する際に、かごを昇降路の最下部まで下げ、かごが昇降しないようにするステ
ップと、かごの巻上ロープ繰出装置のロープ保持を解除し、巻上ロープを繰出し可能状態
にするステップと、巻上ロープ保持装置により巻上ロープを保持するステップと、つり合
おもりに連結された巻上ロープを取外すステップと、建物の上部に設置されたクレーンに
より、移動機械室を引上げることにより、この移動機械室に連結されたつり合いおもり揚
重用ロープを介して、巻上ロープから切離されたつり合いおもりを引上げ、移動機械室を
延長された上方の階床に仮設するステップと、取外された巻上ロープをつり合おもりに連
結するステップと、移動機械室の巻上ロープ保持装置の保持力を解除し、かごの巻上ロー
プ繰出装置により巻上ロープを保持するステップと、移動機械室及びつり合いおもりに連



。
【００５５】
　これによって、移動機械室の上方移動に際してつり合おもりのみを巻上ロープから外す
だけで済み作業を簡略化することができる。また、建物側のクレーンによりつり合おもり
及び移動機械室が同時に引上げられるので、建物側のクレーンの使用時間を短縮すること
ができる。また、かごを昇降路の最下部に支持して巻上ロープ繰出装置から巻上ロープを
繰出すので、移動機械室の引上げにより所要長さの巻上ロープが自動的に繰出される。ま
た、移動機械室の上昇移動時にかご揚重用ロープが不要であるので作業を簡易化すること
ができる。したがって、移動機械室の上方移動作業が容易にでき能率を向上する効果があ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】　この発明の実施の形態１を示す縦断面図。
【図２】　図１の工事用エレベーター装置の上昇移動状態を示す図。
【図３】　図１の工事用エレベーター装置の上昇移動後の状態を示す図。
【図４】　図１の工事用エレベーター装置の上昇移動の手順を説明する工程図。
【図５】　この発明の実施の形態２を示す工事用エレベーター装置の上昇移動状態を示す
図で、前述の図１相当図。
【図６】　図５の工事用エレベーター装置の上昇移動の手順を説明する工程図。
【図７】　この発明の実施の形態３を示す工事用エレベーター装置の上昇移動状態を示す
図で、前述の図１相当図。
【図８】　この発明の実施の形態４を示す工事用エレベーター装置の上昇移動状態を示す
図で、前述の図１相当図。
【図９】　従来の工事用エレベーター装置を示す縦断面図。
【図１０】　図９の工事用エレベーター装置の上昇移動状態を示す図。
【図１１】　図９の工事用エレベーター装置の上昇移動後における状態を示す図。
【符号の説明】
　１　建物、２　昇降路、３　建築構造体、４　かご、５　つり合おもり、６　移動機械
室、８　駆動綱車、９　巻上機、１５　クレーン、１８　巻上ロープ、１９　巻上ロープ
繰出装置、２１　かご揚重用ロープ、２２　つり合おもり揚重用ロープ、２６　つり合お
もり揚重用ロープ。
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結されたつり合いおもり用揚重ロープを撤去するステップと含むものである



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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