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(57)【要約】
【課題】　物品のコンベヤ搬送において、水平コンベヤ
から傾斜コンベヤへの凹部谷折り部の乗り継ぎ搬送での
搬送物への衝撃又は転倒を防止する円滑な乗り継ぎ装置
を提供する。
【解決方法】下方向傾斜コンベヤから略水平コンベヤへ
の物品移送又は略水平コンベヤから上方向傾斜コンベヤ
への物品移送におけるコンベヤ間乗り継ぎ機構であって
、その傾斜角度が、前記下方向傾斜コンベヤから略水平
コンベヤの方向へと又は前記略水平コンベヤから前記上
方向傾斜コンベヤへと順次変化する傾斜角度変化搬送部
を有するコンベヤ間乗り継ぎ機構を提供する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下方向傾斜コンベヤから緩傾斜若しくは略水平コンベヤへの物品移送又は緩傾斜若しく
は略水平コンベヤから上方向傾斜コンベヤへの物品移送におけるコンベヤ間乗り継ぎ機構
であって、その傾斜角度が、前記下方向傾斜コンベヤから前記緩傾斜若しくは略水平コン
ベヤの方向へと又は前記緩傾斜若しくは略水平コンベヤから前記上方向傾斜コンベヤへと
順次変化する傾斜角度変化搬送部を有することを特徴とするコンベヤ間乗り継ぎ機構。
【請求項２】
　前記傾斜角度変化搬送部が、搬送面の搬送物進行方向の断面が略円弧状である略円弧状
搬送路であることを特徴とする請求項１に記載のコンベヤ間乗り継ぎ装機構。
【請求項３】
　前記傾斜角度変化搬送部が、湾曲型グラビティフィーダであることに特徴を有する請求
項１または２に記載のコンベヤ間乗り継ぎ機構。
【請求項４】
　前記傾斜角度変化搬送部が、ローラタイプの湾曲型グラビティフィーダであることに特
徴を有する請求項３に記載のコンベヤ間乗り継ぎ機構。
【請求項５】
　前記傾斜角度変化搬送部が、ホイールタイプの湾曲型グラビティフィーダであることに
特徴を有する請求項３に記載のコンベヤ間乗り継ぎ機構。
【請求項６】
　前記傾斜角度変化搬送部が、前記下方向傾斜コンベヤから前記緩傾斜若しくは略水平コ
ンベヤ又は、前記緩傾斜コンベヤ若しくは略水平コンベヤから前記上方向傾斜コンベヤを
含めた連続一体型コンベヤであることに特徴を有する請求項１～５のいずれか１項に記載
のコンベヤ間乗り継ぎ機構。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、物品または物品を収容したケースを、斜行して下方へと搬送する傾斜コンベ
ヤから傾斜の緩やかなコンベヤ（水平コンベヤを含む）へのコンベヤ間の乗り継ぎ装置及
び傾斜の緩やかなコンベヤから斜行して上方へと搬送する傾斜コンベヤへのコンベヤ間の
乗り継ぎ装置に関し、特に、搬送物に衝撃を与えずに、滑らかに搬送でき、かつ、簡便な
構造のコンベヤ間の乗り継ぎ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　物流の業界においては、物品や物品を収容したケース（以下、搬送物と言う）を、高所
から、斜行して下方へ向かう傾斜コンベヤで搬送し、その終端において水平あるいはより
緩い傾斜のコンベヤに移載することが広く行われている。また上記の逆である傾斜の緩や
かなコンベヤ（水平コンベヤを含む。以下同じ。）で搬送し、その終端において斜行して
上方へと登り搬送する傾斜コンベヤに移載することも広く行われている。本発明は、斜行
して下方へと搬送する傾斜コンベヤから傾斜の緩やかなコンベヤへのコンベヤ間又はその
逆の乗り継ぎ移載する搬送システムにおいて、傾斜角度の大きく変化する屈曲角部での搬
送の際、搬送物を転倒させたり搬送物同士が衝突したりすることなく安全で円滑に且つ高
速で搬送するための技術的思想に関するものである。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、傾斜コンベヤから搬送される被搬送物を、水平状コンベヤへ
移載する際の技術思想が開示されている。この技術的思想は傾斜角を有する二つのコンベ
ヤ間に水平ベルトコンベヤを設置することにより搬送物の角度衝撃を緩和するものである
。しかし、ベルトコンベヤでは高速で搬送される搬送物に与えるブレーク力が大きく逆に
搬送物の転倒を招く。またベルトコンベヤでは搬送物の先端下部コーナー部が衝突するた
め搬送物の破損を来す欠点がある。
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【０００４】
　また傾斜コンベヤから移載されるコンベヤは、水平状のベルトコンベヤであり、この水
平状コンベヤは間欠搬送が可能となっていて移載時の衝撃を緩和するとなっているが、間
欠搬送するためには物品検出手段や制御部などの複雑な機構が必要であるという問題点が
あった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－１３７５９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　そこで、上記問題を解決するため、本発明は、傾斜コンベヤから水平コンベヤへの乗り
継ぎ部分において、搬送物に衝撃を与えずに、滑らかに搬送でき、かつ、簡便な構造のコ
ンベヤ間の乗り継ぎ装置を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　かかる課題を解決するため、本発明に係るコンベヤ間乗り継ぎ機構は、下方向傾斜コン
ベヤから緩傾斜若しくは略水平コンベヤへの物品移送又は緩傾斜若しくは略水平コンベヤ
から上方向傾斜コンベヤへの物品移送におけるコンベヤ間乗り継ぎ機構であって、その傾
斜角度が、上記下方向傾斜コンベヤから上記緩傾斜若しくは略水平コンベヤの方向へと又
は上記緩傾斜若しくは略水平コンベヤから上記上方向傾斜コンベヤへと順次変化する傾斜
角度変化搬送部を有することを特徴とする。
【０００８】
　また本発明に係るコンベヤ間乗り継ぎ機構は、上記傾斜角度変化搬送部が、搬送面の搬
送物進行方向の断面が略円弧状である略円弧状搬送路であることを特徴とする。
【０００９】
　本発明に係るコンベヤ間乗り継ぎ機構は、上記傾斜角度変化搬送部が、湾曲型グラビテ
ィフィーダであってもよい。
【００１０】
　また、その上記湾曲型グラビティフィーダは、ローラタイプの湾曲型グラビティフィー
ダであってもよい。
【００１１】
　同様に、その上記湾曲型グラビティフィーダは、ホイールタイプの湾曲型グラビティフ
ィーダであってもよい。
【００１２】
　上記傾斜角度変化搬送部が、傾斜コンベヤ及び略水平コンベヤを含めた連続一体型コン
ベヤにすることもできることに特徴を有する。
【００１３】
　本発明に係る上記の湾曲型グラビティフィーダとは、例えばローラタイプの搬送コンベ
ヤであって、そのローラ同士の間隔（ピッチ）を狭めて密接させ移載物品の底面とローラ
との接触率を向上させたコンベヤ間乗り継ぎ装置であり、かつ、搬送面断面が、上方に向
かって凹な略円弧状であり、両端は急傾斜コンベヤと緩傾斜コンベヤとに滑らかに接続す
ることを特徴とするコンベヤ間乗り継ぎ装置である（図１参照）。
【００１４】
　湾曲型グラビティフィーダは、下方向傾斜コンベヤから緩傾斜若しくは略水平コンベヤ
への物品移送におけるコンベヤ間乗り継ぎ機構であって、搬送物品の傾斜角度変化搬送部
の移動を極めて滑らかにする。同様に、湾曲型グラビティフィーダは、緩傾斜若しくは略
水平コンベヤから上方向傾斜コンベヤへの物品移送におけるコンベヤ間乗り継ぎ機構であ
って、搬送物品の傾斜角度変化搬送部の移動を極めて滑らかにする。
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【００１５】
　また本発明に係るホイールタイプの湾曲型グラビティフィーダとは、ローラコンベヤの
ローラの幅を狭めた複数個のホイール（回転ホイール）に置換した構造を有する回転体を
、ピッチを狭めて密接状態にしたコンベヤ乗り継ぎ装置である（図６参照）。ホイール回
転体は、例えばコンベヤのセンタープレートを中心にホイール軸の左右を対称にして組み
合わせることによって、ホイール回転体同士のコンベヤ流れ方向に対するピッチをより密
接にすることができる。このホイール回転体の左右交互配列をいわゆる千鳥配置とするも
のである。
【００１６】
　このホイール回転体の千鳥配置によって、ホイール回転体同士のホイールがコンベヤ搬
送の横方向に対して重畳した構造とすることが可能になり、結果として回転ホイールの軸
間隔をホイール半径に近似するまで密接させることができる。
【００１７】
　よって、ホイールタイプの湾曲型グラビティフィーダ上を移載される搬送物品は、その
底面を逐次いずれかのホイール外周面に接触することとなり、搬送物品の傾斜角度の変化
搬送部の移動を極めて滑らかにすることができる。また、ホイールを千鳥に配置すること
により搬送物品先端部がコンベヤ進行方向に対するホイール間に食い込む程度を極力少な
くすることができる。
【００１８】
　そして急傾斜コンベヤから緩傾斜コンベヤに搬送物が乗り継ぎされる際に、搬送物の先
端が、略円弧状の搬送路によって、徐々に傾斜角を増加させていくことができる。
【００１９】
　本発明に係るホイールタイプの湾曲型グラビティフィーダは、ホイールの半径や幅サイ
ズ及び数を限定するものではない。本発明に係るホイールタイプの湾曲型グラビティフィ
ーダは、上記機能を有し、搬送面が凹状であるため、下方向傾斜コンベヤから緩傾斜若し
くは略水平コンベヤへの物品移送又は緩傾斜若しくは略水平コンベヤから上方向傾斜コン
ベヤへの物品移送におけるコンベヤ間乗り継ぎである搬送物品の傾斜角度が変化する搬送
部（以降「傾斜角度変化搬送部」と称する。）の移動を極めて滑らかにする。
【００２０】
　なお、湾曲型グラビティフィーダを構成するローラ及びホイールは、回転自由とするが
、必要に応じて駆動力を供給されていてもよい。
【００２１】
　また、本発明に係るコンベヤ間乗り継ぎ機構は、上記傾斜角度変化搬送部が、上記下方
向傾斜コンベヤから上記緩傾斜若しくは略水平コンベヤまで又は、上記緩傾斜コンベヤ若
しくは略水平コンベヤから上記上方向傾斜コンベヤまでを含めた連続一体型コンベヤであ
ってもよい。
【００２２】
　上記において搬送物品の上流側コンベヤと下流側コンベヤとの傾斜角度変化における乗
り継ぎ搬送を前提に傾斜角度変化搬送部について記載したが、上流側コンベヤ及び下流側
コンベヤそして傾斜角度変化搬送部は、それぞれ個別機械である必要はなく、むしろ連続
した一体型コンベヤであってもよい。それにより搬送物品の角度変化部における搬送形態
は、搬送物品に衝撃を与えることなく、より一層円滑かつスムースに搬送を行うことがで
きる。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明に係るコンベヤ間乗り継ぎ装置では、略円弧状搬送路によって、急傾斜コンベヤ
から緩傾斜コンベヤへの間で、又は緩傾斜コンベヤから急傾斜コンベヤへの間で、傾斜角
度を徐々に減少するようにしたことから、搬送物に与える衝撃を少なくすることができ、
搬送物の損傷や転倒を防止することができ、滑らかな物品搬送ができるため、高品質の搬
送システムを実現することができる。
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【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の一実施形態に係るコンベヤ間乗り継ぎ装置の断面図である。
【図２】本発明の一実施形態に係るコンベヤ間乗り継ぎ装置のローラ型グラビティフィー
ダの部分拡大図である。
【図３】本発明の一実施形態に係るコンベヤ間乗り継ぎ装置のローラ型グラビティフィー
ダのローラ部分拡大図である。
【図４】従来の下り傾斜型コンベヤの凹型谷折り部のプーリの位置を示す断面図である。
【図５】従来の上り傾斜型コンベヤの凹型谷折り部のプーリの位置を示す断面図である。
【図６】本発明の一実施形態に係るコンベヤ間乗り継ぎ装置のホイール型グラビティフィ
ーダを示す概要図である。
【図７】本発明の一実施形態に係るコンベヤ間乗り継ぎ装置のホイール型グラビティフィ
ーダの断面図を示した概要図である。
【図８】本発明の一実施形態に係るコンベヤ間乗り継ぎ装置のホイール型グラビティフィ
ーダの1本のホイール軸を示した概要図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、図面を参照し、本発明の一実施形態にかかるコンベヤ間乗り継ぎ装置について説
明する。なお、以下では本発明の目的を達成するための説明に必要な範囲を模式的に示し
、本発明の該当部分の説明に必要な範囲を主に説明することとし、説明を省略する箇所に
ついては公知技術によるものとする。
【００２６】
　図１は、本発明の本発明の一実施形態に係るコンベヤ間乗り継ぎ装置のローラ型グラビ
ティフィーダの概要を示す概略図である。同図に示すように、複数のローラ１０がコンベ
ヤの左右両端に接し、各々のローラは間隔を狭めて配列している。図１の右側のコンベヤ
は下方向搬送傾斜型コンベヤ１３であり左側のコンベヤは略水平型コンベヤ１４である。
物品は傾斜型コンベヤ１３の上方向から下り降りてローラ型グラビティフィーダ１０を経
由して略水平型コンベヤ１４へと搬送される。（この場合を「下り傾斜搬送」と称する。
またこのような角度変化コンベヤを「谷折り型傾斜」と称する。）ローラ１１は回転する
ことによって上部の物品をコンベヤ流れ方向に搬送する。
【００２７】
　同様に、図１のように谷折り型傾斜コンベヤを物品が左側の水平型コンベヤから搬送さ
れ、次いでローラ型グラビティフィーダに移載され、その後右側の傾斜型コンベヤ１３に
移載され、当該傾斜型コンベヤ１３を昇って流れていく場合もある。（この場合を「上り
傾斜搬送」と称する。）
【００２８】
　図２は、本発明の本発明の一実施形態に係るコンベヤ間乗り継ぎ装置のローラ型グラビ
ティフィーダ１０の断面を示す概略図である。同図に示すように、各々のローラ１１は間
隔を狭めて配列している。図２に示すように左右のコンベヤに向かい凹状に円滑に湾曲し
ている。急な角度変更を湾曲によって緩和する機能を有する。
【００２９】
　図１に示すように、本発明の本発明の一実施形態に係るコンベヤ間乗り継ぎ装置のロー
ラ型グラビティフィーダの谷折り型傾斜コンベヤは、下り傾斜搬送の場合も上り傾斜搬送
の場合も、傾斜から水平へ又は水平から傾斜へと角度変換する部分にローラ型グラビティ
フィーダを間に介在させ、このローラ型グラビティフィーダが谷折り形状凹形に円滑に湾
曲していることにより、物品はコンベヤの谷折り部分を円滑かつスムースに搬送される。
これは下り傾斜と上り傾斜の場合とまったく同じ原理となる。但し、ローラ型コンベヤの
前後両端側の湾曲率を小さくしてもよい。これらの湾曲率は任意に設定できる。
【００３０】
　図３は、本発明の一実施形態に係る乗り継ぎ装置のローラ型グラビティフィーダのロー
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ラ部分拡大図である。同図はローラ１１の一つを長手方向に示した図である。同図に示す
ように個々のローラ１１は自由回転する。しかし本発明は、ローラ１１を動力回転させる
ことを除外するものではない。
【００３１】
　従来の傾斜型谷折り型コンベヤにおいては、傾斜型コンベヤ１３と水平型コンベヤ１４
は、各々直接連結されていたため、凹谷折り部において物品への傾斜角度変更による衝撃
があり、場合によっては搬送物品が倒れ破損を来すこともあった。これらの事故を防止し
、傾斜コンベヤ１３からの水平型コンベヤ１４へのスムースな移載又は水平型コンベヤ１
４から傾斜型コンベヤ１３への移載のために、物品の谷折り部の各コンベヤ端部のプーリ
１６に段差を設ける等の対応をしていた。
【００３２】
　図４は、従来の下り傾斜型コンベヤの凹型谷折り部のプーリの位置を示す断面図である
。同図に示すように、凹型谷折り部にはベルトコンベヤ２１を設置し、速度調整等を行う
ことが多い。この場合傾斜型コンベヤ１３を下りおりてきた搬送物品１２が谷折り部を通
過して水平型コンベヤ１４に移載される際、物品の先端下部がベルトコンベヤ２１に突っ
込むのを防止するため、傾斜型コンベヤの末端プーリの位置を上方に設定し（プーリ段差
１５）、水平型コンベヤ１４へのスムースな移載を図っていた。
【００３３】
　図５は、従来の上り傾斜型コンベヤの凹谷折り部のプーリの位置を示す断面図である。
同図に示すように、図４の下り傾斜コンベヤの場合と逆に、略水平型コンベヤ１４から搬
送された搬送物品１２が谷折り部を通過して傾斜型コンベヤ１３に移載されて昇る際、物
品の先端下部が傾斜型コンベヤ１３の先端ローラ下に突っ込むのを防止するため、傾斜型
コンベヤ１３の末端プーリ１６の位置を下方に設定し（プーリ段差１５）、傾斜型コンベ
ヤへのスムースな移載を図っていた。
【００３４】
　上記と同様に、従来は凹谷折り部を物品が通過する際に、前後の物品同士が衝突するこ
とを防止するため、下り傾斜の場合は、下り傾斜型コンベヤのスピードに対して水平型コ
ンベヤ１４又はベルトコンベヤ２１のスピードを速め、また上り傾斜の場合は、水平型コ
ンベヤ１４のスピードに対して上り傾斜型コンベヤ１３のスピードを速めていた。
【００３５】
　また水平型コンベヤ１４又は傾斜型コンベヤ１３がローラコンベヤである場合は、凹部
谷折り部に近接する部分のローラ間隔を狭めることにより、その上を搬送される物品の傾
き傾斜を防止する対策を講じていた。この対策がない場合は、搬送物品が傾いたまま凹部
谷折り部に侵入することになるため、凹部谷折り部での少しの衝撃に対しても転倒破損な
どを招く恐れがあることによる。
【００３６】
　また、従来は傾斜型コンベヤの凹谷折り部にギャッププレート（略平板、図においては
省略する。）を介在させることによって、谷折り部の急激な角度変更によって搬送物品が
転倒したり又は前後物品同士が接触したりすることを防止していた。ローラコンベヤの場
合はギャップローラ（小型ローラ、図においては省略する。）を谷折り部に設けていた。
これらのギャッププレート又はギャップローラは搬送物品の谷折れ部通過の際、角度変更
の衝撃を和らげ、物品同士の接触を防止し移載をスムースにすることができる。
【００３７】
　上記のような従来の対応にはギャッププレート又はギャップローラの設置においては微
妙な位置や大きさの設定が必要となり煩雑な作業であった。また同様に搬送コンベヤのス
ピード調整やプーリの設定も煩雑な作業であった。
【００３８】
　図１に示すように、本発明の一実施形態に係るコンベヤ間乗り継ぎ装置のローラ型グラ
ビティフィーダは、上記のような煩雑な作業を回避し且つ、それ以上に物品の凹谷折り部
の移載においてスムース且つ安全に対応するための技術思想である。
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【００３９】
　図６は、本発明の一実施形態に係るコンベヤ間乗り継ぎ装置のホイール型グラビティフ
ィーダを示す概要図である。同図に示すように、ホイール型グラビティフィーダ１７は、
ホイール軸１８と回転するホイール回転体１９を複数のセンターバンド２０と共にコンベ
ヤの流れ方向に対して密に配列することによって構成されている。
【００４０】
　図７は、本発明の一実施形態に係るコンベヤ間乗り継ぎ装置のホイール型グラビティフ
ィーダの断面を示した概要図である。図８は、本発明の一実施形態に係るコンベヤ間乗り
継ぎ装置のホイール型グラビティフィーダの1本のホイール回転体軸を示した概要図であ
る。図６に示すようにホイール軸１８には円形回転体であるホイール回転体１９が複数設
置されている。ホイール回転体１９がホイール軸１８に設置される位置は、例えば図８に
示すように一定間隔を離して定位置に定数を設定することによって、２本のホイール回転
体軸２２の軸方向左右を逆に（千鳥に）並べることによって各ホイール回転体がコンベヤ
横幅方向に対して一定位置を密にして配列させることができる。
【００４１】
　つまり図６においては、ホイール回転体軸２２の一定位置に設置された６個のホイール
回転体１９がコンベヤ表面上を進行方向に向かって左右逆に交互に列構成される場合を示
している。このように配列することによりホイール回転体同士をコンベヤ進行方向に対し
て密に併設し、且つコンベヤ表面上を一定間隔で構成することによって、搬送される物品
がホイール間の谷間に突っ込むことなくスムースに搬送される構成となっている。
【００４２】
　また図７に示す本発明の一実施形態に係るコンベヤ間乗り継ぎ装置のホイール型グラビ
ティフィーダは、コンベヤ進行方向に対して略凹型円弧状に湾曲している。前述の図２に
おけるローラ型グラビティフィーダ１０と同様にホイール型グラビティフィーダ１７も凹
型湾曲を有することにより、傾斜型コンベヤ１３と水平型コンベヤ１４との間に介在して
構成される。つまり谷折り形状凹形に近似して円滑に湾曲して構成される。これによって
、物品はコンベヤの谷折り部分を円滑かつスムースに搬送される。これは下り傾斜搬送の
場合も上り傾斜搬送の場合もまったく同じ原理となる。
【００４３】
　以上のように本発明の一実施形態に係るコンベヤ間乗り継ぎ装置のホイール型グラビテ
ィフィーダは、搬送物品の先端底部がホイール型グラビティフィーダの先端部又はホイー
ル回転体間の隙間に突っ込むことなく搬送されるため、物品の破損・転倒等を防止し円滑
な搬送に大きく寄与する。
【００４４】
　図６及び図７に示すように、センターバンド２０は、ホイール型グラビティフィーダ１
７の幅方向に対して一定間隔を空けてコンベヤ流れ方向に向かって設けられた平板状のプ
レート板である。センターバンド２０の高さはホイール回転体の上面に対して若干下位置
に設定することによって、上部を搬送される物品の底面を一定高さに保つことを補助する
。搬送物品が進行方向間のホイール回転体間隙に突っ込むことを防止する。センターバン
ド２０は、グラビティフィーダが凹状円弧状に湾曲している場合もそれと同様に追随して
湾曲されているため、物品の底面部を一定高さに支えてスムースに運ぶ機能を有する。
【００４５】
　上記までの個別説明を経た上で、図１は、本発明の一実施形態に係るコンベヤ間乗り継
ぎ装置の全体概要を示す概要図である。同図に示すように、傾斜型コンベヤと水平型コン
ベヤがローラ型グラビティフィーダ又はホイール型グラビティフィーダを中間に介してコ
ンベヤ全体として一体構成を成している場合も本発明に係るコンベヤ間乗り継ぎ装置の一
実施形態の一つである。この形態も、下り傾斜コンベヤ型であっても上り傾斜型コンベヤ
であっても同様の構成となる。
【００４６】
　図１に示すように本発明の一実施形態に係るコンベヤ間乗り継ぎ装置は、傾斜型コンベ



(8) JP 2018-188291 A 2018.11.29

10

20

30

40

ヤの傾斜角度によって水平コンベヤと連結部において凹部谷折り角が異なることとなる。
しかしこの凹谷折り部には、本発明に係るグラビティフィーダが凹谷型湾曲形状をもって
連結され、その湾曲仰角は、傾斜型コンベヤと水平型コンベヤの接触角を最も緩やかに円
滑に円弧状に連結させる形状をもって対応される。
【００４７】
　よって、本発明の一実施形態に係るコンベヤ間乗り継ぎ装置は、下り傾斜コンベヤ又は
上り傾斜コンベヤと水平型コンベヤの連結を最もスムースにする搬送物品への優しいコン
ベヤ搬送を実現することができる。
【００４８】
　本発明は上述した一実施形態に限定されるものではなく、本発明の主旨を逸脱しない範
囲内で種々変更して実施することが可能である。これらはすべて、本技術思想の一部であ
る。
【産業上の利用可能性】
【００４９】
　上述したように、本発明に係るコンベヤ間乗り継ぎ装置によれば、凹部谷折り型搬送路
である急傾斜コンベヤから緩傾斜コンベヤへの間、又は緩傾斜コンベヤから急傾斜コンベ
ヤへの間で、谷折り角度を徐々に減少するように緩和できることから、搬送物に与える衝
撃を少なくすることができ、搬送物の損傷や転倒を防止することができ、高速であっても
滑らかな物品搬送ができるため、高品質の搬送システムを実現することができる。
【００５０】
　よって、物品搬送作業効率の向上及び搬送スピードの向上が図られる上に、物品の品質
保持、作業の安全性をも確保できるため、経済効率も格段に向上させることが可能な物流
物品搬送が実現される。
【００５１】
　さらに、本発明に係るコンベヤ間乗り継ぎ装置は、物流集配拠点での物品搬送に限定さ
れることなく、あらゆる物品の搬送に利用及び適用が可能である。よって、本願は、物流
業に限らず、製造業を含めた各種産業に対しても大きな有益性をもたらすものである。
【符号の説明】
【００５２】
１０　ローラ型グラビティフィーダ
１１　ローラ
１２　物品（商品）
１３　傾斜型コンベヤ
１４　略水平型コンベヤ
１５　プーリ段差
１６　プーリ
１７　ホイール型グラビティフィーダ
１８　ホイール軸
１９　ホイール回転体
２０　センターバンド
２１　ベルトコンベヤ
２２　１本のホイール回転体軸
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