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(57)【要約】
【課題】省スペース化が可能であり、メンテナンス性を
向上可能な整列装置を提供すること。
【解決手段】整列装置１は、移動領域を通り所定位置に
載置される製品を所定方向に移載する装置であり、上流
側コンベア２００の上面２００ａ上に、製品が載置され
ると、プッシャー２０が、載置されている製品を、所定
方向に押し出す。プッシャー２０は、押出部材２２と、
駆動部２３と、を有する。押出部材２２は、上流側コン
ベア２００の上面２００ａ上において、一端側２２ａが
、製品が搬送されてくる方向に向かって延び、載置され
ている製品に当接する。駆動部２３は、押出部材２２の
他端側２２ｂを支持し、押出部材２２を、所定方向に移
動させる。駆動部２３は、平面視において、移動領域か
らずれている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動領域を通り所定位置に載置される製品を所定方向に移載する整列装置であって、
　前記所定位置に載置されている前記製品を、所定方向に押し出すプッシャーを備え、
　前記プッシャーは、
　　一端側が、前記所定位置上に載置される前記製品より前記所定方向に関し上流側に延
び、前記所定位置上に載置されている前記製品に当接する押出部材と、
　　前記押出部材の他端側を支持し、前記押出部材を、前記所定方向に移動させる駆動部
と、を有し、
　　前記駆動部は、平面視において、前記移動領域からずれていることを特徴とする整列
装置。
【請求項２】
　前記駆動部は、駆動装置により駆動され、前記所定方向に配列される複数のプーリと、
前記複数のプーリに巻き回される環状体と、を有し、
　前記押出部材は、複数設けられており、前記環状体に、所定間隔で支持されていること
を特徴とする請求項１に記載の整列装置。
【請求項３】
　前記複数のプーリは、前記所定方向において、上流側に配置される上流側プーリと、下
流側に配置される下流側プーリと、を有し、
　前記下流側プーリの外径は、前記上流側プーリの外径より小さく寸法付けられているこ
とを特徴とする請求項２に記載の整列装置。
【請求項４】
　前記押出部材は片持ち構造で支持されることを特徴とする請求項１～３のいずれかに記
載の整列装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、整列装置に関し、特に、製品を製造する製造装置において、製品を移載する
整列装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、製品は、複数の工程を行う製造装置により製造される。このような製造装置
で製造された製品は、所定数毎に整列され、運搬用容器に入れられ、運搬される。例えば
、製品の一例であるパンは、製造装置で製造された後に、所定数毎に整列され、運搬用容
器である番重に収容され、運搬される。製造装置では、順次搬送される製品が、整列装置
により、所定数毎に整列させる。
【０００３】
　このような整列装置として、特許文献１には、一端を固定台の上面に取り付け、他端を
その固定台のまわりに一巡させて反対側から上記固定台の上面に到達させてその上面に上
記他端を取り付けることにより固定台を取り巻く環状体と、環状体を前後方向に往復動さ
せるために環状体の後端に接続された駆動手段と、をそなえている食品の移動装置が開示
されている。上記構成の装置は、上流側に位置する送り込みコンベヤによって送り込まれ
る食品を、所定数受け取った後、環状体の後端に接続された駆動手段により、環状体の後
端を、下流側に位置する搬送コンベヤの方に向かって移動させることで、所定数の食品を
搬送コンベヤに移動させる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平８－１３３４６３号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１の装置は、製品である食品が載置される環状体を往復動させ
る駆動手段を、環状体の後端側に設けているため、製品が載置される部分の後方に、駆動
手段が駆動することが可能なスペースを確保する必要があり、装置を設置するためには多
大なスペースが必要となる。また、特許文献１の装置は、環状体の後端側に駆動手段が設
けられているため、当該装置の側縁から駆動手段が離れており、保守や管理がしづらいと
いう問題があった。
【０００６】
　本発明は、かかる事情に鑑みてなされたものである。すなわち、本発明は、省スペース
化が可能であり、メンテナンス性を向上可能な整列装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明の整列装置の第１の態様は、移
動領域を通り所定位置に載置される製品を所定方向に移載する整列装置であって、
　前記所定位置に載置されている前記製品を、所定方向に押し出すプッシャーを備え、
　前記プッシャーは、
　　一端側が、前記所定位置上に載置される前記製品より前記所定方向に関し上流側に延
び、前記所定位置上に載置されている前記製品に当接する押出部材と、
　　前記押出部材の他端側を支持し、前記押出部材を、前記所定方向に移動させる駆動部
と、を有し、
　　前記駆動部は、平面視において、前記移動領域からずれている。
【０００８】
　また、本発明の整列装置の第２の態様によれば、第１の態様の整列装置であって、前記
駆動部は、駆動装置により駆動され、前記所定方向に配列される複数のプーリと、前記複
数のプーリに巻き回される環状体と、を有し、
　前記押出部材は、複数設けられており、前記環状体に、所定間隔で支持されている。
【０００９】
　さらに、本発明の整列装置の第３の態様によれば、第２の態様の整列装置であって、前
記複数のプーリは、前記所定方向において、上流側に配置される上流側プーリと、下流側
に配置される下流側プーリと、を有し、
　前記下流側プーリの外径は、前記上流側プーリの外径より小さく寸法付けられている。
　また、本発明の整列装置の第４の態様によれば、第１乃至第３の態様のいずれかの整列
装置であって、前記押出部材は片持ち構造で支持される。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明に係る整列装置によれば、省スペース化が可能であり、メンテナンス性を向上可
能な整列装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施形態に係る整列装置を模式的に示す平面図である。
【図２】本発明の実施形態に係る整列装置を模式的に示す側面図である。
【図３】本発明の実施形態に係る押出部材及び回転駆動部を、図１に示す矢印Ｌ２方向の
下流側から視た図である。
【図４】本発明の実施形態に係る整列装置の動作を説明する図である。
【図５】本発明の実施形態に係る整列装置の動作を説明する図である。
【図６】本発明の実施形態に係る整列装置の動作を説明する図である。
【図７】本発明の実施形態に係る整列装置の動作を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１２】
　以下に、本発明の実施形態である整列装置について図面を参照しつつ説明する。なお、
この実施形態によりこの発明が限定されるものではない。以下の説明において、同一の構
成には、同一の符号を付し、その説明を省略又は簡略化する。
【００１３】
　図１は、本発明の実施形態に係る整列装置１を模式的に示す平面図である。図２は、本
発明の実施形態に係る整列装置１を模式的に示す側面図である。
【００１４】
　整列装置１は、製品を製造する製造装置１００において、所定方向（図１の矢印Ｌ１方
向）から順次搬送される製品を複数整列する。本実施形態において、「製品」は、パンで
あるが、これに限らず、製造装置において製造され、所定位置（図４の符号Ｓ参照。）に
分配される任意の物であってよい。
【００１５】
　図１に示されるように、整列装置１は、製造装置１００を構成する。整列装置１の近傍
に上流側コンベア２００が配置される。上流側コンベア２００は、所定方向（図１中矢印
Ｌ１方向）に、製造された製品を順次搬送する。整列装置１の下流側に、すなわち所定方
向（Ｌ１方向）と異なる方向（図１中矢印Ｌ２方向）に製品を搬送する中間コンベア３０
０が配置されている。また、整列装置１及び中間コンベア３００は、図２に示すように、
架台２により、床ＦＬから所定寸法（例えば、９００ｍｍ～１０００ｍｍ）の位置に配置
されている。この構成により、立った状態で作業する作業者は、整列装置１及び中間コン
ベア３００を通過する製品に対する作業やこの製品の視認を容易にできる。なお、本実施
形態では、Ｌ２方向は、Ｌ１方向に直交する。
【００１６】
　中間コンベア３００は、整列装置１に、所定数の製品が整列（グルーピング）されるま
で一時的に製品を留め、所定数の製品が整列された後、整列された製品を下流側に送り出
す。また、製造装置１００において、中間コンベア３００の下流側には、下流側コンベア
４００が配置される。下流側コンベア４００は、整列された所定数の製品が収容される運
搬用容器（例えば、番重等）を搬送する。
【００１７】
　整列装置１は、プッシャー２０を備える。上流側コンベア２００の上面２００ａ（すな
わち、移動領域、図４の参照符号Ａ参照。）上に所定数の製品が整列される。上流側コン
ベア２００の上面２００ａの上方には、ストッパ１１が配置される。ストッパ１１は、不
図示の筐体に立設され、所定方向と異なる方向（図１中矢印Ｌ２方向）に延び、上流側コ
ンベア２００により搬送される製品を所定位置で止める。
【００１８】
　プッシャー２０は、上流側コンベア２００の上面２００ａに、整列された状態で配置さ
れた所定数の製品を、所定方向と異なる方向（図１中矢印Ｌ２方向）に押し出す。プッシ
ャー２０は、枠体２１と、押出部材２２と、駆動部２３と、を有する。枠体２１は、架台
２（図２参照。）上に固定され、駆動部２３を支持する。
【００１９】
　図１に示すように、上流側コンベア２００の上面２００ａの上方において、押出部材２
２の一端側２２ａが、製品が搬送される方向（図１中矢印Ｌ１方向）に向かって延び、整
列された状態の所定数の製品に当接する。また、押出部材２２は、図２に示すように、複
数（本実施形態では、２つ）設けられており、環状体２３２に、所定間隔で支持されてい
る。なお、押出部材２２の詳細は後述する。
【００２０】
　駆動部２３は、押出部材２２の他端側２２ｂを支持し、押出部材２２を、所定方向と異
なる方向（図１中矢印Ｌ２方向）に移動させる。駆動部２３は、図２に示すように、駆動
装置２３０と、複数のプーリ２３１と、環状体２３２と、を有する。
【００２１】
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　駆動装置２３０は、電気が供給されることで駆動するモータ２３０ａと、モータ２３０
ａの駆動により回転する駆動プーリ２３０ｂと、駆動プーリ２３０ｂ及び後述する上流側
プーリ２３１ａに巻回される無端ベルト２０３ｃと、を備える。このような構成により、
駆動装置２３０は、モータ２３０ａの駆動により、駆動プーリ２３０ｂを回転させ、無端
ベルト２０３ｃを介して、後述する上流側プーリ２３１ａを回転させる。
【００２２】
　複数のプーリ２３１は、所定数の製品Ｐが押し出される方向（図２中矢印Ｌ２方向）に
直行する方向に関し、上流側に配置された上流側プーリ２３１ａと、下流側に配置された
下流側プーリ２３１ｂと、を有する。上流側プーリ２３１ａと下流側プーリ２３１ｂとは
、駆動装置２３０により回転し、所定方向と異なる方向（図２中矢印Ｌ２方向）に配列さ
れている。
【００２３】
　下流側プーリ２３１ｂは、上流側コンベア２００の下流側端部２００ｂの近傍に配置さ
れている。また、下流側プーリ２３１ｂは、図１の上下方向に２つ配列されている。下流
側プーリ２３１ｂの外径は、上流側プーリ２３１ａの外径より小さい寸法で形成されてい
る。そして、上側の下流側プーリ２３１ｂは、その上端が、上流側プーリ２３１ａの上端
と略同じ高さに配置されている。また、下側の下流側プーリ２３１ｂは、その下端が、上
流側プーリ２３１ａの下端と略同じ高さに配置されている。この構成により、上流側プー
リ２３１ａと下流側プーリ２３１ｂとに巻き回される環状体２３２が水平に移動すること
ができる。そして、環状体２３２が水平に移動することで、この環状体２３２により支持
されている押出部材２２が水平に移動できる。
【００２４】
　環状体２３２は、複数のプーリ２３１（上流側プーリ２３１ａ及び下流側プーリ２３１
ｂ）に巻き回された無端ベルトで構成されている。なお、環状体２３２は、複数のプーリ
２３１により回転し、押出部材２２を移動できれば、チェーン等の任意の構成とすること
ができる。
【００２５】
　上流側プーリ２３１ａ及び下流側プーリ２３１ｂと、これらに巻き回される環状体２３
２とが、回転駆動部２３４を構成する。回転駆動部２３４は、図１に示すように、製品が
搬送されてくる方向（図１中矢印Ｌ１方向）に、所定間隔で複数（図１に示す例では２つ
）配列されている。複数の回転駆動部２３４において、一方の上流側プーリ２３１ａと他
方の上流側プーリ２３１ａとは、回転軸２３４ａにより互いに連結され、この回転軸２３
４ａを中心に同期して回転する。また、一方の下流側プーリ２３１ｂと他方の下流側プー
リ２３１ｂとは、回転軸２３４ｂにより互いに連結され、この回転軸２３４ｂを中心に同
期して回転する。この構成により、複数の回転駆動部２３４は、互いに同期して回転する
。また、回転駆動部２３４は、上流側コンベア２００に近接して移動する環状体２３２の
部位が、上流側（図２中Ｕ側）から下流側（中間コンベア３００側：図２中Ｄ側）に向か
って移動するように回転する（図２に示す例では、右回転）ように構成されている。本実
施形態の説明では、以下、環状体２３２が、上流側コンベア２００に近接して上流側から
下流側に向かって移動する経路を往路といい、環状体２３２が、上流側コンベア２００か
ら離れて下流側から上流側に向かって移動する経路を復路という。
【００２６】
　次に、図３を参照して、押出部材２２の詳細を説明する。図３は、本発明の実施形態に
係る押出部材２２及び回転駆動部２３４を、図１に示す矢印Ｌ２方向の下流側から視た図
である。なお、図３では、理解を容易にするため、押出部材２２及び回転駆動部２３４以
外の構成が省略されている。また、図３に示す例では、上流側コンベア２００に近接して
いる一方の押出部材２２（図３中下側に位置する押出部材２２）が、往路に位置しており
、他方の押出部材２２（図３中上側に位置する押出部材２２）が、復路に位置している。
このため、複数の押出部材２２は、同一の構成であるが、図３に示す例では、他方の押出
部材２２は、一方の押出部材２２が反転された態様で示されている。以下、一方の押出部
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材２２について説明する。
【００２７】
　図３に示すように、押出部材２２は、製品が搬送されてくる方向（図３中矢印Ｌ１方向
）に向かって延びる一端側を有する長尺部２２１と、長尺部２２１の他端側に接続される
連結部２２２と、を備える。連結部２２２により、長尺部２２１が複数の回転駆動部２３
４の環状体２３２に連結される。
【００２８】
　長尺部２２１は、当接面２２１ａが形成される板状体であり、当接面２２１ａは所定数
の製品を押し出す方向（図１中矢印Ｌ２方向）に面する。当接面２２１ａは、往路を移動
する際には、鉛直方向に延びる形状であることが望ましいが、当接面２２１ａの裏面は、
例えば、上端から下端に向かって、長尺部２２１の厚さ寸法（図２の左右方向の寸法）が
薄くなるように傾斜させてもよい。本構成により、長尺部２２１の軽量化が可能となる。
【００２９】
　連結部２２２は、長尺部２２１の他端側の上端に接続された長尺部側部材２２２ａと、
２つの回転駆動部２３４の環状体２３２に固定される回転駆動部側部材２２２ｂと、長尺
部側部材２２２ａ及び回転駆動部側部材２２２ｂを互いに連結する中間部材２２２ｃと、
を備える。
【００３０】
　ここで、回転駆動部２３４の、往路と復路との中間位置Ｃが、往路（図３の下方）に位
置する長尺部２２１の上端より僅かに上になるように配置されている。このため、長尺部
２２１の上端に接続された長尺部側部材２２２ａと、２つの回転駆動部２３４の環状体２
３２に固定された回転駆動部側部材２２２ｂとでは、高さ方向のズレが生ずるため、長尺
部側部材２２２ａと回転駆動部側部材２２２ｂとが中間部材２２２ｃにより連結されてい
る。この構成により、往路を移動する一方の押出部材２２と、復路を移動する他方の押出
部材２２とが、接触することなくすれ違うことができる。さらに、上記構成により回転駆
動部２３４が通る往路と復路との間隔や、往路を移動する一方の押出部材２２の下端の軌
跡と復路を移動する他方の押出部材２２の上端の軌跡との間隔を抑えることができる。よ
って、押出部材２２及び回転駆動部２３４の上下方向の寸法を抑え、製造装置１００の高
さ寸法を抑えることが可能となるので、製造装置１００が設置されたる現場での見渡し性
が向上する。
【００３１】
　また、中間部材２２２ｃは、略Ｌ字形状に形成されている。この構成により、長尺部側
部材２２２ａと回転駆動部側部材２２２ｂとの連結強度が向上する。
【００３２】
　次に、整列装置１の動作について説明する。図４～図７は、本発明の実施形態に係る整
列装置１の動作を説明する図である。整列装置１は、制御装置（図示無し）の制御により
、以下のように動作する。図４～図７では、図４に示す状態において、往路に位置する押
出部材を押出部材２２Ａとし、復路に位置する押出部材を押出部材２２Ｂとする。
【００３３】
　まず、図４に示されるように、上流側コンベア２００により複数の製品Ｐが一つずつ整
列装置１へ搬送され、上流側コンベア２００の上面２００ａ上の所定位置に所定数（図４
に示す例では４つ）の製品Ｐが整列される状態となる。この状態で、整列装置１の回転駆
動部２３４が回転する。これにより、押出部材２２Ａが、往路において、下流側（図４中
Ｄ側）に移動し、所定位置に載置される製品Ｐを中間コンベア３００へ押し出す。一方、
押出部材２２Ｂが、復路において、上流側（図４中Ｕ側）に移動し、図５に示す状態とな
る。
【００３４】
　次に、図５に示す状態の整列装置１は、回転駆動部２３４を回転させる。これにより、
整列装置１の押出部材２２Ｂが、往路の上流側（図４中Ｕ側）に移動し、押出部材２２Ａ
が、復路の下流側（図４中Ｄ側）に移動する。そして、図６に示されるように、再び、上
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流側コンベア２００により複数の製品Ｐが一つずつ整列装置１へ搬送され、上流側コンベ
ア２００の上面２００ａ上に所定数（図６に示す例では４つ）の製品Ｐが整列される状態
となる。
【００３５】
　この状態の場合、整列装置１は、回転駆動部２３４を回転させる。図７に示されるよう
に、この動作により、押出部材２２Ｂが、往路において、下流側（図４中Ｄ側）に移動し
、製品Ｐを中間コンベア３００へ押し出し、押出部材２２Ａが、復路において、上流側（
図４中Ｕ側）に移動する。図７に示す状態では、先の工程で、中間コンベア３００に所定
数整列された状態の４つの製品Ｐが、後の工程で、整列装置１から押し出された４つの製
品Ｐにより、下流側に押され、中間コンベア３００の無端ベルト３１０上に、８つの製品
Ｐのグループが載置されている。この状態の場合、中間コンベア３００は、この製品Ｐの
グループを、下流側コンベア４００（図１参照。）に搬送する。
【００３６】
　以上、本実施形態に係る整列装置１によれば、以下の作用効果を奏する。製品Ｐを製造
する製造装置１００において、所定方向から順次搬送される製品を複数整列する整列装置
１は、プッシャー２０を備える。上流側コンベア２００の上面２００ａ上には、複数の製
品Ｐが順次搬送され滞留し、所定数の製品Ｐが配置される。プッシャー２０は、上流側コ
ンベア２００の上面２００ａ上において、整列された状態で配置された所定数の製品を、
所定方向と異なる方向（図１中矢印Ｌ２方向）に押し出す。プッシャー２０は、押出部材
２２と、駆動部２３と、を有する。押出部材２２は、上流側コンベア２００の上面２００
ａ上において、一端側２２ａが、製品が搬送されてくる方向（図１中矢印Ｌ１方向）に向
かって延び、整列された状態で配置された所定数の製品に当接する。駆動部２３は、押出
部材２２の他端側２２ｂを支持し、押出部材２２を、所定方向と異なる方向（図１中矢印
Ｌ２方向）に移動する。
【００３７】
　上記構成によれば、押出部材２２を片持ち構造により支持し、押出部材２２を移動する
駆動部２３を、押出部材２２の他端側２２ｂに集約できる。従って、製品Ｐが搬送される
、上流側コンベア２００の上面２００ａ側に、押出部材２２を移動させる装置を設置する
ためのスペースを設ける必要がない。また、管理者等が整列装置１を保守し易い、整列装
置１の側縁に駆動部２３を設けることもできる。したがって、省スペース化が可能であり
、メンテナンス性を向上可能な整列装置を提供できる。また、整列装置１は他端側２２ｂ
に設けられた駆動部２３のみで駆動させるので、駆動部２３の両端側（参照符号２２ａ、
２２ｂに対応）に駆動部を設ける両持ち支持構造に比べ、片持ち支持構造では、メンテナ
ンス性が向上するとともに、搬送されている製品の状況確認が容易になる。
【００３８】
　さらに、駆動部２３が上流側コンベア２００の上面２００ａ（移動領域Ａ（図４参照。
））からずれている。従って、異物が予期せずに駆動部２３から発生しても、移動領域Ａ
や移動領域Ａを通る製品Ｐに異物が侵入することを防止できる。また、上述の片持ち支持
構造により、駆動部２３の省スペース化が実現できるため、上流側コンベア２００の上面
２００ａを通る製品Ｐに対する視認性が向上される。さらに、移動領域Ａに延在する上流
側コンベア２００や他の構成要素の保守を用意に行うことができる。
【００３９】
　また、駆動部２３は、駆動装置２３０により回転し、所定方向（図１の矢印Ｌ１方向）
と異なる方向（図１の矢印Ｌ２方向）に配列された複数のプーリ２３１と、複数のプーリ
２３１に巻き回される環状体２３２と、を有する。そして、複数の押出部材２２が、設け
られ、環状体２３２に、所定間隔で支持されている。
【００４０】
　この構成により、環状体２３２を１回転させなくとも、複数の押出部材２２により、整
列された状態で配置された所定数の製品Ｐが順次押し出されるので、搬送時間や搬送に要
する電力量を抑えることができる。なお、押出部材２２の数は、適宜変更できることは言
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うまでもない。
【００４１】
　また、複数のプーリ２３１は、所定数の製品を押し出す方向（図１中矢印Ｌ２方向）に
おいて、上流側に配置された上流側プーリ２３１ａと、下流側に配置された下流側プーリ
２３１ｂと、を有する。下流側プーリ２３１ｂの外径は、上流側プーリ２３１ａの外径よ
り小さく寸法付けされている。
【００４２】
　ここで、環状体２３２に支持される押出部材２２は、搬送方向に沿って位置するプーリ
間では水平移動し、プーリが設けられた位置を通過する場合、プーリの外形に沿って円弧
形状の軌跡を描き移動する。押出部材２２が円弧形状の軌跡を描き移動する場合、適正に
製品Ｐを押し出すことができなくなる恐れがある。本実施形態によれば、下流側プーリ２
３１ｂの外径を、上流側プーリ２３１ａの外径より小さい寸法にすることで、上流側コン
ベア２００の下流側の端部２００ｂまで、押出部材２２を水平移動させることができるの
で、押圧部材２２の搬送が乱れ作業効率が低下することを防止できる。
【００４３】
　本実施形態において、製品Ｐが載置される所定位置Ｓが、回動する上流側コンベア２０
０の上面２００ａ、すなわち移動領域Ａ上に延在する構成であるが、本発明はこの構成に
限定されない。例えば、製品が載置される所定位置を有し固定的に配置される載置部材と
、載置部材の上流側に配置されるコンベア等の搬送装置とを設ける構成とすることも可能
である。この構成では、移動領域と所定位置とが異なる位置に延在し、移動領域が搬送装
置により規定され、所定位置が載置部材により規定される。
【符号の説明】
【００４４】
１　整列装置
２　架台
１０　ステージ
１０ａ　板状体の上面
１１　ストッパ
２０　プッシャー
２１　枠体
２２　押出部材
２２ａ　一端側
２２ｂ　他端側
２３　駆動部
１００　製造装置
２００　上流側コンベア
２０３ｃ　無端ベルト
２２１　長尺部
２２１ａ　当接面
２２２　連結部
２２２ａ　長尺部側部材
２２２ａ　長尺部側部材
２２２ｂ　回転駆動部側部材
２２２ｃ　中間部材
２３０　駆動装置
２３０ａ　モータ
２３０ｂ　駆動プーリ
２３１　プーリ
２３１ａ　上流側プーリ
２３１ｂ　下流側プーリ
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２３２　環状体
２３４　回転駆動部
２３４ａ，２３４ｂ　回転軸
３００　中間コンベア
４００　下流側コンベア

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】
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