
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 、上流側移送スターホ
イール（８）と、移送スターホイール（１３）により構成された第１の下流側移送装置（
９）と、上流側移送スターホイールの一部分の周りに第１の下流側移送装置まで延びる固
定された上流側案内（２１）と、上流側移送スターホイールから第１の下流側移送装置の
移送スターホイールの一部分の周りに延びる第１の分枝部（２２．１）を有する固定され
た下流側案内（２２）と、

を具備する、容器の移送装置において、

、転向部材
が下流側案内の第１の分岐部を上流側移送スターホイールの上に延ばす第１の位置と、転
向部材が上流側案内を下流側案内の第２の分岐部に連結する第２の位置との間で動くよう
になっていること、を特徴とする容器の移送装置。
【請求項２】
　転向部材（２４）が２つの向き合う列の部分（２５．１、２５．２）を具備し、また移
送装置が各列の部分を相互に独立して変位させる手段（２７；３１）を有していることを
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頸を上に載せた胴体をそれぞれが有する容器の移送装置であって

上流側移送スターホイールと第１の下流側移送装置との間の容
器を転向させる転向部材と 上流側移送スターホイ
ールが、容器の頸から突き出た環部で容器を支持するようにされていること、及び移送装
置が少なくとも一つの第２の下流側移送装置（１０）を具備して、下流側案内が上流側移
送スターホイールの一部分の周りを第１の下流側移送装置と第２の下流側移送装置との間
で延びる第２の分岐部（２２．２）を有すること、及び転向部材（２４）が、上流側移送
スターホイール及び第１の下流側装置の移送スターホイールの上に備えられて



特徴とする請求項１に記載の移送装置。
【請求項３】
　部分（２５．１、２５．２）が垂直方向に摺動するよう取付けられていることを特徴と
する請求項２に記載の移送装置。
【請求項４】
　向き合う部分（２５．１、２５．２）が揺動子（３０）により相互に連結されているこ
とを特徴とする請求項２に記載の移送装置。
【請求項５】
　下流側移送スターホイールが容器の胴体と整合して延びるよう配置された溝（３３）を
備えた下側回転テーブル（３２）を有していることを特徴とする請求項１から４のうちの
１項に記載の移送装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
本発明はそれぞれがカラー（環部）の設けられた頸部を有する容器を移送するための装置
に関する。一例を挙げれば、この型の装置は瓶詰め設備に用いることができる。
【０００２】
瓶詰め設備においては、移送装置に到着する容器を受取りこれら容器を２つの出口通路の
間で分ける移送装置を設けることは普通のやり方である。例えば、このような装置は容器
に栓をするための回転台からの出口に置かれ栓をされた容器をこれら容器を群にして包装
する領域に正しく案内し、そして軽く栓をした容器を貯蔵領域に向って案内することがで
きるようにする。
【０００３】
主コンベアベルトと、分枝コンベアベルトと、転向部材が主コンベアベルト上に置かれた
容器を分枝コンベアベルト上に転向させる突出位置と容器が主コンベアベルト上に残って
いる引込み位置との間で動くことのできる転向部材とを具備する移送装置が知られている
。このような装置は転向される容器が安定している場合にのみ効果的であるが、それはさ
もなければ容器が転向されている間に落下する危険を生じるからである。容器が転向され
ている間に倒れるのを回避するため、転向部材は容器の胴体とその重心の高さで係合する
。したがって、転向部材を容器の高さの関数として調節することが必要である。転向は容
器の胴体に対して行われるため、転向部材の変位の幅は比較的大きく、またこのため装置
の処理能力を制限するものとなる。さらにまた、容器を倒すような急激な転向を回避する
ために、主コンベアベルトの速度は比較的低くなっている。
【０００４】
上流側移送スターホイールと移送スターホイールによって構成された第１の下流側移送装
置と第２の下流側移送装置とを具備する移送装置はまたこの作用が頸部にも存在する。上
流側移送スターホイールと第１の下流側移送装置の移送スターホイールとは頸部で容器を
保持する挟持具が取付けられた概略構造を有している。挟持具は個々の制御手段に連結さ
れている。このようにして、容器が、上流側の移送スターホイールから第１の下流側移送
装置に、容器を保持する挟持具を上流側移送スターホイールに対して開き同時に第１の下
流側移送装置の移送スターホイール上の対応の挟持具を前記容器上で閉じることにより、
移送される。容器が上流側移送スターホイールから第２の下流側移送装置に移送される時
、上流側移送スターホイール上の対応の挟持具は第１の下流側移送装置を通過する間は閉
じた状態に保持され、第１の下流側の移送スターホイール上の対応の挟持具は開いたまま
とされる。このような装置は複雑であり、特に進路に関しては挟持具は別々に制御される
。さらに、挟持具は摩擦を受け、比較的大きな量の摩耗をこうむるのを余儀なくされる。
【０００５】
本発明の目的は簡単かつ低コストでしかも高い処理能力が可能となる容器移送装置を提供
することである。
【０００６】
この目的を達成するため、本発明はそれぞれが環部の設けられた頸部によって上に置かれ
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た胴体を有する容器を移送する装置を提供し、この装置は頸部によって容器を支持するよ
うにした上流側の移送スターホイールと、移送スターホイールによって構成された第１の
下流側移送装置と、少なくとも１つの第２の下流側移送装置と、上流側移送スターホイー
ルの一部分の周りに第１の下流側移送装置まで延びる固定された上流側の案内と、上流側
移送スターホイールから第１の下流側移送装置の移送スターホイールの一部分の周りに延
びる第１の分枝部と上流側移送スターホイールの一部分の周りで第１と第２の下流側移送
装置の間に延びる第２の分枝部とを有する固定された下流側の案内、とを具備している。
本発明装置は上流側移送スターホイールと第１の下流側移送装置の移送スターホイールと
の上に取付けられた転向部材を具備し、該転向部材は転向部材が下流側案内の第１の分枝
部を上流側移送スターホイールとの上に延ばす第１の位置と転向部材が上流側案内を下流
側案内の第２の分枝部に連結する第２の位置との間で動くようになっている。
【０００７】
上流側移送スターホイールから第１の下流側移送装置の移送スターホイールへの移送はし
たがって容器の頸を転向させることにより行われる。容器の頸の断面の大きさは一般に比
較的小さいため、転向部材の変位の幅は大きくなくこのため転向部材の変位は非常に速く
なる。これに加え、与えられた間隔の瓶にとって、２つの頸の間の距離は比較的大きくそ
のため転向部材を容器の走行速度が高い時でも２つの頸の間に挿入できるようにするのに
十分な時間が与えられる。さらにまた、転向部材は一般に比較的大きな量の空間が利用で
きる移送スターホイールの上方に配置され、それにより移送装置の構造を簡単にすること
ができる。
【０００８】
特定の実施態様では、転向部材は２つの対面する列の部分を具備し、また装置はこれら部
分を各列内で相互に無関係に変位させる手段を有している。処理能力の速度が非常に高い
時又は頸部が相互に密接している時、これら部分を相互に独立して変位させることは１つ
の容器を次の容器を邪魔しないで転向させることができるようにする。
【０００９】
本発明の他の特徴と利点は本発明の特定の限定しない実施態様の以下の記載を読むことに
より明らかとなるであろう。
【００１０】
添付図面が参照される。
【００１１】
好ましい実施態様が示されている本発明の移送装置は全体が参照番号２で示される容器を
移送するよう意図され、各容器は環部５とコルク６により閉じられた口とによって取巻か
れた頸４により上方に置かれた胴体３を有している。全体が参照番号１で示される移送装
置はこの場合栓をする回転台７から荷おろしする瓶詰め設備に配置されている。
【００１２】
図１と２を参照すると、移送装置１は上流側移送スターホイール８と２つの下流側移送装
置９及び１０とを具備している。
【００１３】
上流側移送スターホイール８は容器２の頸４を受け容器をその環部５により支持するため
の溝１１が設けられた外形を有している。上流側移送スターホイールはフレーム１２上に
取付けられ回転台７と整合して回転するようになっている。
【００１４】
各下流側移送装置９、１０はその外周縁に容器２の頸４を受け入れこれら容器をその環部
５を介して支持するための溝１５、１６が設けられた各移送スターホイール１３、１４を
有している。移送スターホイール１３と１４の各々は好ましくは、対応の移送スターホイ
ールの下側に位置し移送されている容器２の胴体３を受け入れる溝３３が設けられた外周
縁を有する下側回転テーブル３２に組合わされる。移送スターホイール１３と１４はフレ
ーム１２上に取付けられた上流側移送スターホイールと整合して回転する。
【００１５】
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各下流側移送装置９、１０はまた移送スターホイール１３、１４に対して接線方向に離れ
るよう延びる送出しコンベア１７、１８を有している。対応コンベアに向って上方に傾斜
する斜面を形成する各傾斜プレート１９、２０がコンベア１７、１８の直上に置かれてい
る。
【００１６】
フレーム１２に固定された上流側案内２１が上流側移送スターホイール８の一部を取巻き
、また回転台７の上に延び容器の１２が続く経路を邪魔する端部を有し、また移送スター
ホイール１３の上に対応して延びる反対側の端部を有している。
【００１７】
実質的にＶ字形の下流側案内２２がフレーム１２に固定される。下流側案内２２は上流側
移送スターホイール８から移送スターホイール１３の一部の周りにコンベア１７まで離れ
るよう延びる第１の分枝部２２．１と、上流側移送スターホイール８の一部の周りに移送
スターホイール１３から離れるよう移送スターホイール１４まで延びる第２の分枝部２２
．２とを有している。
【００１８】
上流側案内２１と同様に、第２の下流側案内２３は移送スターホイール１４の周りに延び
、上流側移送スターホイール８の上に延びる一方の端部とコンベア１８に近接した反対側
の端部とを有している。
【００１９】
全体が参照番号２４で示される転向部材が上流側移送スターホイール８と移送スターホイ
ール１３との上方に配置されている。
【００２０】
図３に示される第１の実施態様では、転向部材２４はそれぞれが５つのゼグメント（部分
）からなる２つの対面する列を具備している。一方の列の部分の各々は２５．１で示され
他方の列の部分の各々は２５．２で示されている（部分の２つだけが図３に示されている
）。
【００２１】
各部分２５．１はフレーム１２によって担持され移送スターホイール８と１３の平面に平
行に摺動するアクチュエータ３１に組込まれた支持要素２６によって対面する部分２５．
２に連結される。部分２５．１と２５．２の向き合う表面は各案内面２８と２９を区画形
成する。向き合う対の部分２５．１と２５．２が第１の位置にある時、案内面２８は下流
側案内２２の第１の分枝部２２．１を上流側移送スターホイール８の上に延ばす。向き合
う対の部分２５．１と２５．２がその第２の位置（図３に示されるような）にある時案内
面２９は上流側案内２１を下流側案内２２の第２分枝部２２．１に連結する。部分２５．
１、２５．２の変位行程は口６の直径より僅かに大きくなるよう選択される。
【００２２】
作動時、対の部分２５．１と２５．２がその第２の位置にあり回転台７と移送スターホイ
ール８，１３，１４が図１に示される方向に回転することにより、容器２は栓をする回転
台７からおろされそして容器は上流側案内２１により上流側移送スターホイール８上に保
持される。溝１１が次に容器２の頸４を受け入れそれにより容器はその環部５によって支
持されるようにする。
【００２３】
容器２はそれから移送スターホイール１３の上方の部分２５．２と下流側案内３２の第２
の分枝部２２．２とによって区画形成される案内面２９により上流側移送スターホイール
８に保持される。容器２はそれから上流側移送スターホイール８から第２の下流側案内２
３によって放出され容器がコンベア１８に到着するまで移送スターホイール１４上に保持
される。
【００２４】
移送スターホイール１４の回転中、容器２の底はコンベア１８の上流側に配置された傾斜
プレート２０に当接する。この動作中、プレート２０は容器２を上昇させ容器２がコンベ
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ア１８に到着する前に環部５を移送スターホイール１４から離れるよう持ち上げる。これ
は容器がコンベア１８に到着するにつれて容器を安定化する効果を有しまた高速の処理能
力で作動できるようにする。容器の胴体と整合する下側案内回転テーブル３２もまた移送
中より良好な安定性が得られる作用をする。
【００２５】
上流側移送スターホイール８によって支持された容器を移送スターホイール１３に転向さ
せるため、アクチェータ２７が作動され各対の部分２５．１と２５．２を連続して、移送
スターホイール１４に向って搬送される最後の容器２が対応の部分２５．２に接触しなく
なった瞬間に、動かすようにする。上流側案内２１によって上流側移送スターホイール８
上に保持された容器２はそれからその第１の位置にある間部分２５．１によって区画形成
された案内面２８と接触するようになり、そして容器が下流側移送装置１０について記載
されたのと同じようにコンベア１７（図２参照）上に載置されるまで、移送スターホイー
ル１３上に保持される。図２において、部分２５．１と２５．２の対は栓のされていない
容器をコンベア１７に向って放出し次の容器がすでにコンベア１８に向って案内されてい
る最後の瞬間に対応する位置で示されている。
【００２６】
上記の要素と同一又は類似の要素が、図４を参照して記載される転向部材２４の第２の実
施態様の以下の記載において同一の参照番号で示されている。
【００２７】
この実施態様では、部分２５．１と２５．２がフレーム１２に垂直方向に動くように取付
けられる。向き合う部分２５．１と２５．２はフレーム１２に回動するよう取付けられア
クチュエータ３１に連結された揺動子３０によって蝶着部を介し対で相互に連結されてい
る。
【００２８】
部分２５．１、２５．２の走行行程は口の高さより僅かに小さくなるよう選択される。
【００２９】
したがって、部分２５．１が高い位置にある時、部分２５．２は低い位置にあり、またこ
れと逆の位置関係をとる。容器２の口は栓がされたか否かにより、低い位置にある部分に
よって案内されまた高い位置にある部分の下側を通過する。
【００３０】
転向部材の第２の実施態様は第１の実施態様と同様に作動する。
【００３１】
当然に、本発明は上記の実施態様に限定されず、変更を特許請求の範囲により規定される
本発明の範囲から外れることなく行うことができる。
【００３２】
特に、向き合う部分２５．１と２５．２は相互に独立することができるが、このような状
態のもとでは向き合う部分にとって同期した制御部材を設けることが必要である。
【００３３】
さらに、これら部分はフレーム１２上に垂直軸線の周りに同心で回動するよう取付けるこ
とができる。
【００３４】
また、転向部材２４は２列の向き合う部分で形成されるように記載されていても、転向部
材２４は２つの向き合うへらで形成することができる。この実施態様は特に移送スターホ
イール上の容器の間の距離が比較的大きい時に有利であるが、相互に非常に接近している
容器を用いる時よりも処理能力は低くなる。
【００３５】
本発明の装置は中間の移送スターホイールの形式の第２の下流側移送装置が記載されてい
るが、上流側移送スターホイールに直接連結された直線状コンベアを用いることができる
。２つの下流側移送装置よりも多くすることも可能である。
【図面の簡単な説明】
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【図１】　本発明の移送装置の作動を転向部材の１つの位置で示す概略図である。
【図２】　本発明の移送装置の作動を図１の転向部材とは異なる位置で示す概略図である
。
【図３】　図１の III－ III線で切断した転向部材の第１の実施態様の破截図である。
【図４】　転向部材の第２の実施態様を示す図３と同様な図である。

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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