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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エレベータ機器を吊り上げるエレベータ機器揚重装置であって、
　水平方向に離れて設けられ、それぞれが高さ方向に延びる一対の支持部材と、
　一対の前記支持部材に支持され、前記水平方向に延びる梁部材と、
　前記梁部材に沿って移動可能な移動体と、
　第１滑車および第２滑車を有し、前記移動体に支持されるダブル滑車と、
　一対の前記支持部材の中の一方の前記支持部材である第１支持部材に設けられる第１シ
ングル滑車と、
　一対の前記支持部材の中の他方の前記支持部材である第２支持部材に設けられる第２シ
ングル滑車と、
　前記エレベータ機器に接続される長尺部材および前記長尺部材を移動させる駆動装置を
有し、前記梁部材または前記支持部材に支持される揚重装置と
　を備え、
　前記長尺部材は、前記第１シングル滑車、前記第１滑車、前記第２シングル滑車、前記
第２滑車の順に巻き掛けられ、前記第２滑車から吊り下げられて前記エレベータ機器に接
続されるエレベータ機器揚重装置。
【請求項２】
　前記第１シングル滑車は、前記第１支持部材に対して前記高さ方向に移動可能となって
いる請求項１に記載のエレベータ機器揚重装置。
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【請求項３】
　前記第２シングル滑車は、前記第２支持部材に対して前記高さ方向に移動可能となって
いる請求項１または請求項２に記載のエレベータ機器揚重装置。
【請求項４】
　前記梁部材に設けられ、前記移動体の移動を規制する規制部材をさらに備えている請求
項１から請求項３までの何れか一項に記載のエレベータ機器揚重装置。
【請求項５】
　前記第１シングル滑車と前記第１滑車との間に配置された前記長尺部材の部分と、前記
第２シングル滑車と前記第２滑車との間に配置された前記長尺部材の部分との間の成す角
を測定する角度測定器をさらに備えている請求項１から請求項４までの何れか一項に記載
のエレベータ機器揚重装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、エレベータ機器を吊り上げるエレベータ機器揚重装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、レールブラケットに支持され水平方向に延びたプーリ支持枠と、プーリ支持枠に
回転自在に設けられたプーリと、一端部が巻上機に接続され、中間部がプーリに巻き掛け
られたワイヤロープと、レールブラケットに支持され、ワイヤロープの他端部が接続され
た揚重装置とを備え、揚重装置が駆動することによって、ワイヤロープが移動して、巻上
機が吊り上げられる巻上機揚重装置が知られている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－１１４４８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、巻上機が吊り下げられた状態で巻上機を水平方向に移動させることがで
きないという問題点があった。
【０００５】
　この発明は、エレベータ機器が吊り下げられた状態でエレベータ機器を水平方向に移動
させることができるエレベータ機器揚重装置を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明に係るエレベータ機器揚重装置は、エレベータ機器を吊り上げるエレベータ機
器揚重装置であって、水平方向に離れて設けられ、それぞれが高さ方向に延びる一対の支
持部材と、一対の支持部材に支持され、水平方向に延びる梁部材と、梁部材に沿って移動
可能な移動体と、第１滑車および第２滑車を有し、移動体に支持されるダブル滑車と、一
対の支持部材の中の一方の支持部材である第１支持部材に設けられる第１シングル滑車と
、一対の支持部材の中の他方の支持部材である第２支持部材に設けられる第２シングル滑
車と、エレベータ機器に接続される長尺部材および長尺部材を移動させる駆動装置を有し
、梁部材または支持部材に支持される揚重装置とを備え、長尺部材は、第１シングル滑車
、第１滑車、第２シングル滑車、第２滑車の順に巻き掛けられ、第２滑車から吊り下げら
れてエレベータ機器に接続される。
【発明の効果】
【０００７】
　この発明に係るエレベータ機器揚重装置によれば、移動体が梁部材に沿って移動するこ
とによってダブル滑車が水平方向に移動するので、エレベータ機器が吊り下げられた状態
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で移動体を梁部材に沿って移動させることによって、エレベータ機器が吊り下げられた状
態でエレベータ機器を水平方向に移動させることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】この発明の実施の形態１に係るエレベータ機器揚重装置を示す正面図である。
【図２】図１のダブル滑車を示す側面図である。
【図３】図１のトローリを移動させる様子を示す図である。
【図４】図３の第１シングル滑車および第２シングル滑車を移動させる様子を示す図であ
る。
【図５】図４のトローリを移動させる様子を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　実施の形態１．
　図１はこの発明の実施の形態１に係るエレベータ機器揚重装置を示す正面図である。図
において、エレベータ機器揚重装置は、一対の支持部材１と、一対の支持部材１に支持さ
れる梁部材２と、梁部材２に沿って移動可能な移動体であるトローリ３と、トローリ３に
支持されるダブル滑車４と、一対の支持部材１の中の一方の支持部材１である第１支持部
材１Ａに設けられる第１シングル滑車５と、一対の支持部材１の中の他方の支持部材１で
ある第２支持部材１Ｂに設けられる第２シングル滑車６と、梁部材２に支持された揚重装
置７と、梁部材２に設けられ、トローリ３の移動を規制する規制部材８とを備えている。
【００１０】
　一対の支持部材１は、水平方向に互いに離れて立てられている。一対の支持部材１のそ
れぞれは、高さ方向に延びて配置されている。また、一対の支持部材１のそれぞれは、高
さ方向の寸法が調整可能となっている。エレベータ機器揚重装置が設定される空間の高さ
方向の寸法に対応して、一対の支持部材１の高さ方向の寸法が調整される。
【００１１】
　梁部材２は、一対の支持部材１に渡って配置されている。梁部材２は、水平方向に延び
て配置されている。梁部材２は、一対の支持部材１のそれぞれの上端部に接続されている
。梁部材２の高さ方向の位置は、一対の支持部材１の高さ方向の寸法を調整することによ
って変化する。
【００１２】
　トローリ３は、梁部材２に支持されている。トローリ３は、第１支持部材１Ａと第２支
持部材１Ｂとの間における梁部材２の部分を移動可能となっている。
【００１３】
　図２は図１のダブル滑車４を示す側面図である。ダブル滑車４は、第１滑車４１と、第
２滑車４２とを有している。第１滑車４１の軸線および第２滑車４２の軸線は、水平方向
に延びて配置されている。また、第１滑車４１の軸線および第２滑車４２の軸線は、同一
直線上に配置されている。第１滑車４１および第２滑車４２は、互いに別々に回転可能と
なっている。
【００１４】
　図１に示すように、第１シングル滑車５は、第１支持部材１Ａに対して高さ方向に移動
可能となっている。第１シングル滑車５は、第１支持部材１Ａに対する高さ方向の位置が
調整された後に、図示しないピンを用いて、または、ボルトおよびナットを用いて第１支
持部材１Ａに対して固定される。
【００１５】
　第２シングル滑車６は、第２支持部材１Ｂに対して高さ方向に移動可能となっている。
第２シングル滑車６は、第２支持部材１Ｂに対する高さ方向の位置が調整された後に、図
示しないピンを用いて、または、ボルトおよびナットを用いて第２支持部材１Ｂに対して
固定される。
【００１６】
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　揚重装置７は、エレベータ機器である巻上機１００に接続される長尺部材であるロープ
７１と、ロープ７１の巻き取りまたは送り出しを行うことによって、ロープ７１を移動さ
せる駆動装置７２とを有している。
【００１７】
　ロープ７１は、第１シングル滑車５、第１滑車４１、第２シングル滑車６、第２滑車４
２の順に巻き掛けられ、第２滑車４２から吊り下げられて巻上機１００に接続されている
。
【００１８】
　規制部材８は、梁部材２に対して着脱可能となっている。規制部材８は、トローリ３に
隣り合うように梁部材２に取り付けられる。規制部材８が梁部材２に取り付けられること
によって、トローリ３の移動が規制される。
【００１９】
　次に、エレベータ機器揚重装置を用いて既設の巻上機１００を新設の巻上機１００に交
換する手順について説明する。既設の巻上機１００は、巻上機台１０１に設置されている
。まず、一対の支持部材１が巻上機１００を挟むように一対の支持部材１を立て、エレベ
ータ機器揚重装置が設定される空間の高さ方向の寸法に対応して、それぞれの支持部材１
の高さ方向の寸法を調整する。
【００２０】
　その後、第１シングル滑車５、第１滑車４１、第２シングル滑車６、第２滑車４２の順
にロープ７１を巻き掛ける。
【００２１】
　図３は図１のトローリ３を移動させる様子を示す図である。ロープ７１を巻き掛けた後
、上方から視た場合に既設の巻上機１００の位置とダブル滑車４の位置とが重なるように
トローリ３を梁部材２に沿って移動させる。
【００２２】
　図４は図３の第１シングル滑車５および第２シングル滑車６を移動させる様子を示す図
である。トローリ３を移動させた後、第１シングル滑車５と第１滑車４１との間に配置さ
れたロープ７１の部分と、第２シングル滑車６と第２滑車４２との間に配置されたロープ
７１の部分との間の成す角θが予め設定された値となるように、第１シングル滑車５を第
１支持部材１Ａに対して高さ方向に移動させ、また、第２シングル滑車６を第２支持部材
１Ｂに対して高さ方向に移動させる。ここで、予め設定された値としては、例えば、６０
度が挙げられる。
【００２３】
　なお、エレベータ機器揚重装置は、第１シングル滑車５と第１滑車４１との間に配置さ
れたロープ７１の部分と、第２シングル滑車６と第２滑車４２との間に配置されたロープ
７１の部分との間の成す角θを測定する角度測定器をさらに備えてもよい。角度測定器と
しては、例えば、分度器が挙げられる。
【００２４】
　図５は図４のトローリ３を移動させる様子を示す図である。第１シングル滑車５および
第２シングル滑車６を高さ方向に移動させた後、第２滑車４２から吊り下げられたロープ
７１の先端部を巻上機１００に接続し、さらに、規制部材８を梁部材２に取り付ける。規
制部材８が取り付けられる位置は、トローリ３に隣り合う位置であって、トローリ３が移
動する場合にトローリ３から離れる位置となっている。その後、駆動装置７２を駆動させ
てロープ７１を移動させることによって、巻上機１００を吊り上げる。巻上機１００は、
上方から視た場合に駆動装置７２と重ならない位置に配置されているので、巻上機１００
は、巻上機１００の上端部が駆動装置７２の下端部よりも上方に配置されるまで吊り上げ
ることができる。
【００２５】
　巻上機１００を吊り上げた後、巻上機１００の位置が目的位置となるまで、トローリ３
を梁部材２に沿って移動させる。これにより、巻上機１００が吊り下げられた状態で、巻
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上機１００が水平方向に移動する。
【００２６】
　巻上機１００の位置が目的位置に移動させた後、駆動装置７２を駆動させてロープ７１
を移動させることによって、既設の巻上機１００を下す。その後、ロープ７１の先端部に
新設の巻上機１００を接続させ、さらに、駆動装置７２を駆動させてロープ７１を移動さ
せることによって、新設の巻上機１００を吊り上げる。
【００２７】
　巻上機１００を吊り上げた後、トローリ３が規制部材８に当たるまで、トローリ３を梁
部材２に沿って移動させる。これにより、巻上機１００が吊り下げられた状態で、巻上機
１００が水平方向に移動する。
【００２８】
　トローリ３が規制部材８に当たるまで、トローリ３を梁部材２に沿って移動させた後、
駆動装置７２を駆動させてロープ７１を移動させることによって、巻上機１００が巻上機
台１０１に乗るように、巻上機１００を下す。以上により、エレベータ機器揚重装置を用
いて既設の巻上機１００を新設の巻上機１００に交換する手順が終了する。
【００２９】
　以上説明したように、この発明の実施の形態１に係るエレベータ機器揚重装置によれば
、水平方向に離れて設けられ、それぞれが高さ方向に延びる一対の支持部材１と、一対の
支持部材１に支持され、水平方向に延びる梁部材２と、梁部材２に沿って移動可能なトロ
ーリ３と、第１滑車４１および第２滑車４２を有し、トローリ３に支持されるダブル滑車
４と、一対の支持部材１の中の第１支持部材１Ａに設けられる第１シングル滑車５と、一
対の支持部材１の中の第２支持部材１Ｂに設けられる第２シングル滑車６と、巻上機１０
０に接続されるロープ７１およびロープ７１を移動させる駆動装置７２を有し、梁部材２
に支持される揚重装置７とを備え、ロープ７１は、第１シングル滑車５、第１滑車４１、
第２シングル滑車６、第２滑車４２の順に巻き掛けられ、第２滑車４２から吊り下げられ
て巻上機１００に接続されるので、トローリ３が梁部材２に沿って移動することによって
ダブル滑車４が水平方向に移動する。これにより、巻上機１００が吊り下げられた状態で
トローリ３を梁部材２に沿って移動させることによって、巻上機１００が吊り下げられた
状態で巻上機１００を水平方向に移動させることができる。
【００３０】
　また、第２滑車４２から吊り下げられたロープ７１の部分が巻上機１００に接続される
ので、第２滑車４２と巻上機１００との間の寸法だけ巻上機１００を吊り上げることがで
きる。これにより、例えば、チェーンブロックから吊り下げられたチェーンに巻上機１０
０が接続されている場合と比較して、チェーンブロックの高さ方向の寸法分だけ、巻上機
１００を吊り上げることができる高さ方向の寸法、つまり、吊り上げ代を大きくすること
ができる。
【００３１】
　また、第１シングル滑車５は、第１支持部材１Ａに対して高さ方向に移動可能となって
いるので、第１シングル滑車５と第１滑車４１との間に配置されたロープ７１の部分と、
第２シングル滑車６と第２滑車４２との間に配置されたロープ７１の部分との間の成す角
を予め設定された値にすることができる。
【００３２】
　また、第２シングル滑車６は、第２支持部材１Ｂに対して高さ方向に移動可能となって
いるので、第１シングル滑車５と第１滑車４１との間に配置されたロープ７１の部分と、
第２シングル滑車６と第２滑車４２との間に配置されたロープ７１の部分との間の成す角
θを予め設定された値にすることができる。
【００３３】
　また、このエレベータ機器揚重装置は、梁部材２に設けられトローリ３の移動を規制す
る規制部材８を備えているので、トローリ３を規制部材８に当てることによって、上方か
ら視た場合に新設の巻上機１００の位置と巻上機台１０１の位置とを重ねることができる
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【００３４】
　また、このエレベータ機器揚重装置は、第１シングル滑車５と第１滑車４１との間に配
置されたロープ７１の部分と、第２シングル滑車６と第２滑車４２との間に配置されたロ
ープ７１の部分との間の成す角θを測定する角度測定器を備えているので、第１シングル
滑車５と第１滑車４１との間に配置されたロープ７１の部分と、第２シングル滑車６と第
２滑車４２との間に配置されたロープ７１の部分との間の成す角θを、正確に、予め設定
された値にすることができる。
【００３５】
　なお、上記実施の形態１では、揚重装置７が梁部材２に支持される構成について説明し
たが、これに限らず、揚重装置７が支持部材１に支持される構成であってもよい。
【００３６】
　また、上記実施の形態１では、第１シングル滑車５が第１支持部材１Ａに対して高さ方
向に移動可能であり、かつ、第２シングル滑車６が第２支持部材１Ｂに対して高さ方向に
移動可能な構成について説明したが、第１シングル滑車５および第２シングル滑車６の何
れか一方のみが支持部材１に対して高さ方向に移動可能な構成であってもよい。この場合
であっても、第１シングル滑車５と第１滑車４１との間に配置されたロープ７１の部分と
、第２シングル滑車６と第２滑車４２との間に配置されたロープ７１の部分との間の成す
角θを調節することができる。
【００３７】
　また、上記実施の形態１では、長尺部材としてロープ７１を例に説明したが、これに限
らず、例えば、チェーンであってもよい。
【００３８】
　また、上記実施の形態１では、エレベータ機器揚重装置によって吊り上げられるエレベ
ータ機器として、巻上機１００を例に説明したが、これに限らず、その他のエレベータ機
器であってもよい。
【符号の説明】
【００３９】
　１　支持部材、１Ａ　第１支持部材、１Ｂ　第２支持部材、２　梁部材、３　トローリ
（移動体）、４　ダブル滑車、５　第１シングル滑車、６　第２シングル滑車、７　揚重
装置、８　規制部材、４１　第１滑車、４２　第２滑車、７１　ロープ、７２　駆動装置
、１００　巻上機、１０１　巻上機台。
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