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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カバー部（２０）、車軸部（４０）、及び磁気部品（５１）とこの磁気部品（５１）に
対応するブレーキ部品（５４）を有する磁気ブレーキ（５０）とを備え、前記カバー部（
２０）は前記車軸部（４０）に対して回転軸回りに回転可能に支持され、前記磁気ブレー
キ（５０）は前記車軸部（４０）と前記カバー部（２０）の間に動的に備えられると共に
前記車軸部（４０）と前記カバー部（２０）に連結されて前記回転軸回りの前記カバー部
（２０）の回転を前記磁気ブレーキ（５０）によって遅延させることが可能であり、前記
磁気部品（５１）と前記ブレーキ部品（５４）は停止位置と制動位置の間で相互に関連し
て変位可能に配置され、更に、前記磁気部品（５１）と前記ブレーキ部品（５４）の少な
くとも一方に対して回転速度依存性の変位をさせるための遠心分離装置（６０）を備える
コンベアローラ（１０）。
【請求項２】
　前記磁気部品（５１）がマグネット枠体（５３）とこのマグネット枠体（５３）に固定
された少なくとも一つのマグネット（５２）を有することを特徴とする請求項１に記載の
コンベアローラ（１０）。
【請求項３】
　前記ブレーキ部品（５４）が円筒形を有する管状部として形成される請求項１又は２に
記載のコンベアローラ（１０）。
【請求項４】



(2) JP 5711356 B2 2015.4.30

10

20

30

40

50

　前記ブレーキ部品（５４）が前記カバー部の固定部材として構成され、前記制動位置に
おいて、前記磁気部品（５１）が前記ブレーキ部品（５４）内の少なくとも一部分におい
て、前記カバー部の回転軸に対して平行に変位することを特徴とする請求項１～３のいず
れかに記載のコンベアローラ（１０）。
【請求項５】
　前記停止位置において、前記磁気部品（５１）は前記ブレーキ部品（５４）の外側に配
置されることを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載のコンベアローラ（１０）。
【請求項６】
　前記コンベアローラが更に歯車装置（７０）を有し、この歯車装置（７０）を介してカ
バー部（２０）と車軸部（４０）の間の相互回転運動が磁気ブレーキ駆動装置（５５）の
回転駆動運動に変換されるように、前記歯車装置（７０）をコンベアローラ内に配置する
ことを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載のコンベアローラ（１０）。
【請求項７】
　前記ブレーキ駆動装置（５５）の一部が前記歯車装置（７０）のギアとして形成される
ことを特徴とする請求項６に記載のコンベアローラ（１０）。
【請求項８】
　前記歯車装置は、太陽歯車（７５）と少なくとも一つの遊星歯車（７４）を有する遊星
歯車装置を含み、前記遊星歯車装置の太陽歯車（７５）が前記ブレーキ駆動装置（５５）
の一部として形成され、少なくとも一つの遊星歯車（７４）に対して前記太陽歯車（７５
）の回転軸と平行に変位可能に支持されることを特徴とする請求項６又は７に記載のコン
ベアローラ（１０）。
【請求項９】
　前記遠心分離装置（６０）が第一の遠心ディスク（６１）と第二の遠心ディスク（６２
）と、これら第一の遠心ディスク（６１）と第二の遠心ディスク（６２）の間に配置され
る少なくとも一つの遠心体（６３）とを有し、これら第一の遠心ディスク（６１）と第二
の遠心ディスク（６２）はそれぞれ共通の回転軸回りに回転可能に支持されると共に前記
回転軸方向に相互に変位可能に支持されることを特徴とするコンベアローラであって、少
なくとも一つの前記遠心体（６３）が遠心通路（６４）に誘導され、前記第一の遠心ディ
スク（６１）と第二の遠心ディスク（６２）は通路断面に沿って相互に対応する遠心ディ
スク面（６４１、６４２）を有し、前記遠心体（６３）が回転軸から外側へ変位する際、
遠心体（６３）によって双方の遠心ディスク（６１、６２）を回転軸方向に押し分けるよ
うに、これら二つの遠心ディスク面（６４１、６４２）の少なくとも一方に傾斜をつける
ことを特徴とする請求項１～８のいずれかに記載のコンベアローラ（１０）。
【請求項１０】
　前記二つの遠心ディスク（６１、６２）の少なくとも一方が、バネ部材（６６）によっ
てもう一方の遠心ディスク（６１、６２）の方向へ変位し、前記二つの遠心ディスク（６
１、６２）の少なくとも一方の遠心通路に沿って、前記遠心体（６３）が前記二つの遠心
ディスク（６１、６２）と常に物理的接触するように構成することを特徴とする請求項９
に記載のコンベアローラ（１０）。
【請求項１１】
　前記第一の遠心ディスク（６１）は前記ブレーキ駆動装置（５５）の一部として構成さ
れることを特徴とする請求項９又は１０に記載のコンベアローラ（１０）。
【請求項１２】
　前記遠心分離装置（６０）は、前記第一の遠心ディスク（６１）及び第二の遠心ディス
ク（６２）が第一の回転方向及び第一の回転方向と反対の第二の回転方向に回転可能に構
成され、前記遠心ディスクが第一の回転方向に回転して限界回転スピードに達したときに
作動し、前記遠心ディスクが第二の回転方向に回転したときは作動しないように機能する
、自由回転機能を有することを特徴とする請求項９～１１のいずれかに記載のコンベアロ
ーラ（１０）。
【請求項１３】



(3) JP 5711356 B2 2015.4.30

10

20

30

40

50

　前記自由回転機能は自由回転経路（６５）廻りに前記遠心通路（６４）を延伸すること
によって得られ、この自由回転経路（６５）は、遠心通路（６４）の半径方向内側で遠心
通路（６４）と連続し、前記遠心ディスク（６１、６２）の周方向に延びるように構成さ
れることを特徴とする請求項１２に記載のコンベアローラ（１０）。
【請求項１４】
　前記遠心ディスク（６１、６２）の回転軸方向への移動を相互にロックする遠心ロック
（６７）による自由回転機能を備えることを特徴とする請求項１２に記載のコンベアロー
ラ（１０）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンベアローラおよびコンベアローラを備えるコンベアパスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ローラ付ローラコンベアは従来技術にも存在する。これらローラコンベアは、例えば縦
横相互に多数のローラコンベアを配することができるラックを備えたラック式貯蔵システ
ム等に使用される。品物を載せた多数のパレット（荷台）をローラコンベア上に前後に並
んで装填することができ、これらパレットがローラ上を流れるように構成される。
【０００３】
　ローラコンベアは通常どちらか一方の側から荷積みされ、もう一方の側から荷下ろしさ
れ、最初にローラコンベア上に移送された品物が最初にローラコンベアから荷下ろしされ
るように構成されている。このようなラック式貯蔵システムは先入先出貯蔵システム、又
はＦＩＦＯ貯蔵システムと呼ばれている。このようなＦＩＦＯローラコンベアの中には、
装荷点から除荷点まで傾斜をつけて、ローラコンベア上のパレットが重力によって除荷点
の方向へ搬送されるように構成されているものもある。
【０００４】
　又は、ローラコンベアが一方の側から荷積みされ同じ側から荷下ろしされて、ローラコ
ンベア上に最後に移送された品物が最初にローラコンベアから荷下ろしされる場合もある
。このようなラック式貯蔵システムは後入先出貯蔵システム、又はＬＩＦＯ貯蔵システム
と呼ばれる。このような貯蔵システムの中には、装荷点又は除荷点の方向に傾斜をつけて
いるものもある。新しいパレットを更に荷積みする際は、例えばフォークリフト車等によ
って、ローラコンベア上にすでに位置するパレットが傾斜と反対の後方へ向かって新しい
パレットによって押されるように構成される。更に、この傾斜によって、ローラコンベア
上に位置するパレットが重力に従って常に除荷点に整列する効果がもたらされる。
【０００５】
　ローラコンベア上のパレットのスピードにブレーキをかけるため、コンベアパスのロー
ラには一部ブレーキが備えられ、このブレーキによってローラのスピードを遅らせること
ができ、よってパレットのスピードも遅らせることができる。これにより、スピードの出
し過ぎによるパレットのぶつかりあいを阻止できる。
【０００６】
　この構成に関して、渦電流ブレーキを使用する構成もある。ローラ車の個々のローラに
ブレーキをかけるこのような装置がDE 7300091Uに記載され、更なる構成がEP 1 243 528 
A1に記載されている。
【０００７】
　更に、例えば、ブレーキのブレーキパッドが、対応する制動面に対し所定の回転速度で
接触し、遠心力により回転速度が増すと制動面をより強く押圧する機械的遠心ブレーキを
使用してもよい。このように、低スピードでも遅れずに回転可能なローラが保証された。
高スピードに関しては、所定のスピードを超えないように制御できる更に高度な制動力が
提案された。例えば、このタイプの制動ローラがDE 20212 979U1に記載されている。
【０００８】



(4) JP 5711356 B2 2015.4.30

10

20

30

40

50

　例えば、もしパレットがフォークリフト車によって過度に高スピード及び大きな押圧力
でローラコンベアに対し、コンベアパスの傾斜と逆に押圧されると、上記タイプの遅延ロ
ーラは、特にＬＩＦＯコンベアの場合、損傷して破壊してしまう可能性がある。この場合
、遠心ブレーキを作動して、パレットをフォークリフト車による制動力に抗するように大
きな力で押す。ローラやそこに装備される制動装置をリーズナブルな価格で充分に安定し
て設計することは難しいため、ローラの損傷は免れない。その結果、修理やメンテナンス
コストの増加が発生する。この問題を解決するため、EP 1 847 485 A1は、遠心ブレーキ
の制動効果が回転一方向にしか発揮されないように、制動ローラにフリーホイール（自由
回転装置）を備える発明を提案している。
【０００９】
（発明の目的）
　本発明の目的は、経費効率がよく寿命が長く、耐用期間中メンテナンス及び／又は修理
コストが低いコンパクトなコンベアローラ、及び少なくとも一台の当該コンベアローラを
備えるコンベアパスを提供することである。
【００１０】
（問題を解決する手段）
　上記目的は独立請求項の主題によって解決される。又、好ましい実施形態を従属項の主
題に示す。
【００１１】
　本発明の問題を解決するため、第一の態様によると、カバー部、車軸部、及び磁気部品
及びこの磁気部品に対応するブレーキ部品を有する磁気ブレーキとを備え、前記カバー部
は前記車軸部の回転軸回りに回転可能に支持され、前記磁気ブレーキは前記車軸部と前記
カバー部の間に動的に備えられると共に前記車軸部と前記カバー部に連結されて前記回転
軸回りの前記カバー部の回転を前記磁気ブレーキによって遅延させることが可能であり、
前記磁気部品と前記ブレーキ部品は停止位置と制動位置の間で相互に関連して変位可能に
配置され、更に、前記磁気部品と前記ブレーキ部品の少なくとも一方に対して回転速度依
存性の変位をさせるための遠心分離装置を備えるコンベアローラが提供される。
【００１２】
　磁気ブレーキは、渦電流ブレーキ、ヒステリシスブレーキ、又は発電機として構成され
る。又、渦電流ブレーキは、渦電流損を利用する耐摩耗ブレーキである。ここでは、回転
子又は固定子として形成される金属板や金属管等の導電性ブレーキ部品が、一つ又は複数
の永久磁石又は電磁石によって生成する外部磁場を移動することによって、ブレーキ部品
に電流が生じ、これによって外部磁場とは反対方向に磁場が生じ、ブレーキ部品を制動す
る。このような金属板の電気抵抗によって渦電流に対するオーム負荷が生じ、これによっ
て運動エネルギーが熱に変換される。渦電流ブレーキにおいて、ブレーキ部品の磁化率は
誘電に対して重要ではなく、決定的なのは導電性のみである。渦電流ブレーキのメリット
はメンテナンスフリーであることである。ヒステリシスブレーキは、強磁性体を有するブ
レーキ部品がマグネットに対して移動する際、永久磁石や電磁石等一つ以上のマグネット
の影響下で作動するブレーキである。ここでは、磁場における強磁性体の動きによって、
強磁性体は継続的に再磁化される。渦電流ブレーキと比べて、ヒステリシスブレーキにお
いては、発生力や発生推進力はスピード又は回転スピード依存性ではない。すなわち、ヒ
ステリシスブレーキは、停止から可能な限りの最大スピード又は回転スピードまで均一に
作動する。更に、ヒステリシスブレーキは特に寿命が長いことでも特徴づけられる。
【００１３】
　「前記車軸部と前記カバー部の間に動的に備えられる」という表現は、車軸部とカバー
部の間のブレーキ列に沿って磁気ブレーキが配置され、ブレーキによって発生する制動ト
ルクが一方で車軸部に支持され、もう一方でカバー部に伝達されることを意味する。電磁
部品は少なくとも一つのマグネットを有し、このマグネットは磁気部品と一体の構成要素
として形成されるか、又は磁気部品のマグネット枠体に別部品として固定される。特に、
複数（数個）のマグネットがマグネット枠体に固定されていると考えられる。ブレーキ部
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品は銅やその他金属、又はその合金、特に真鍮製材料からなる。このような真鍮製材料は
、５重量％及び１５重量％の鉛を含有してもよい。又、このような材料は優れた導電性を
有し、熱をうまく逃がす。カバー部は一部又は一群の構成部品として、制動ローラの円筒
外表面を形成する。「相互に関連して変位可能に配置され」という表現は、少なくとも一
つの磁気ブレーキ部品（磁気部品又はブレーキ部品）が変位可能であることを意味する。
【００１４】
　車軸部は、単数又は複数構成の車軸の一部をなし、コンベアローラをコンベアフレーム
に回転可能に装着させる。車軸部はローラフレームに回転可能に固定してもよい。カバー
部は、車軸上に一つ以上の軸受を介して支持できる。このような軸受はコロ軸受や滑り軸
受として構成してよい。
【００１５】
　制動位置という用語は、ブレーキ部品に対する磁気部品の位置を意味し、ブレーキ部品
に対して磁気部品を回転させる際、磁気部品とブレーキ部品の間に制動トルクが発生する
。停止位置という用語は、ブレーキ部品に対する磁気部品の位置を意味し、ブレーキ部品
に対して磁気部品を回転させる際、磁気部品とブレーキ部品の間に制動トルクは発生しな
い、又はほとんど発生しない。
【００１６】
　遠心分離装置は、磁気部品の少なくとも一つと連結して構成され、回転スピード依存性
作動の際、磁気部品又はブレーキ部品の少なくとも一つが、停止位置から制動位置へ、及
び／又は制動位置から停止位置へ、遠心分離装置を操作することによって変位可能となる
。
【００１７】
　本発明のコンベアローラの開発に際して、従来の渦電流ブレーキの使用には以下の問題
があることがわかった。つまり、すでに低スピード域にある渦電流ブレーキによって制動
効果が発揮されると、これによって、特になだらかな傾斜をつけたコンベアパス上に載せ
て搬送する特に軽量品のスタートに悪影響を及ぼすことになる。磁気部品とブレーキ部品
が相互に停止位置にある本発明の構成によると、渦電流ブレーキの制動効果をほぼゼロに
低減することができ、遅延したコンベアローラの起動トルクも低減できる。このように、
上記コンベアローラ付コンベアパス上の搬送品の単位面積当たりの重量を増加させること
ができる。
【００１８】
　本発明の一実施形態によると、磁気部品がマグネット枠体とこのマグネット枠体に固定
された少なくとも一つのマグネットを有することを特徴とする上記コンベアローラを提供
する。
【００１９】
　マグネットが多数存在する場合、制動位置における最も大きい磁場強度の領域内におけ
る磁場の力線（以下、磁力線と呼ぶ）がブレーキ部品方向に向かうように、通常マグネッ
トの磁極を形成する最も磁場強度が大きいマグネット領域とブレーキ部品を相対させて、
複数のマグネットを配置する。ここでは、磁極が隣接する磁極と交互になるようにマグネ
ットを配置してもよい。
【００２０】
　本実施形態はあくまで一実施形態例であり、これ以外にも様々な態様で構成することが
できる。第一の変形例として、マグネット枠体をカバー部の内側でコンベアローラの部品
と連結し、コンベアローラの作動に伴ってカバー部と関連して回転するように構成しても
よい。第二の変形例として、回転可能に固定するようにマグネット枠体をカバー部と連結
し、カバー部と同じ回転速度でマグネット枠体がカバー部と一緒に回転するように構成し
てもよい。この場合、マグネットを強磁性体の環状磁極片上に配置して、これによって電
磁流量を増加させてもよい。一方、磁極片を円板状プレート上、特にコンベアローラの円
板状サイドカバー上に配置してカバー部と連結してもよい。マグネットとカバー部の間に
円形の間隙を設け、ここでブレーキ部品を制動位置に変位させてもよい。円板状プレート
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及び／又はカバー部を強磁性体で形成する場合、電磁流量はこの円形間隙において更に増
加する。
【００２１】
　本発明の更なる実施形態によると、上記コンベアローラの一実施形態であって、ブレー
キ部品が円筒断面を有する管状部として形成されるコンベアローラを提供する。
【００２２】
　本実施形態において、磁力線がカバー部の回転軸に対して半径方向外側に延びるように
磁気部品のマグネットを配置してよい。例えば、制動状態において円筒形管状部として形
成されるブレーキ部品の内側及び／又は外側に配置される磁気部品が磁場を生成し、この
磁場に関連してブレーキ部品は回転しながら各磁力線をほぼ垂直に通過する。
【００２３】
　本発明の更なる実施形態によると、上記コンベアローラの一実施形態であって、マグネ
ット枠体がカバー部の内側でカバー部と関連して回転することを特徴とするコンベアロー
ラであって、ブレーキ部品がカバー部の固定部材として構成され、制動位置において、磁
気部品がブレーキ部品内の少なくとも一部分において、カバー部の回転軸に対して平行に
変位することを特徴とするコンベアローラを提供する。
【００２４】
　制動位置において、磁気部品をカバー部内全体に配置してもよい。ブレーキ部品はカバ
ー部と一体に、つまりカバー部の他の領域と一緒に一体として形成してもよいし、カバー
部と連結して、例えば圧入して別体として形成してもよい。ブレーキ部品を円筒形の管状
部として形成する場合、例えば圧入によってブレーキ部品をカバー部の円筒形の内周面に
、押圧する。すると、ブレーキ部品の外周とカバー部の内周面との密着によって、ブレー
キ部品とカバー部間において優れた熱移動が達成できる。密着手段はこれに限らない。さ
らに、ブレーキ部品をカバー部に螺合してもよい。平坦な接触面と比較して、ネジ山は表
面積が拡大し更に優れた放熱を保証するというメリットがある。固着手段もこれに限らな
い。
【００２５】
　本発明の更なる実施形態によると、特にマグネット枠体をカバー部に対して回転可能に
固定して連結する実施形態において、ブレーキ部品をカバー部の内側でコンベアローラの
部品と連結し、コンベアローラの作動に伴ってカバー部と関連して回転させることを特徴
とするコンベローラを提供する。
【００２６】
　本発明の更なる実施形態によると、上記コンベアローラの一実施形態であって、停止位
置にある前記磁気部品が、円筒形管状部として形成されるブレーキ部品の外側に配置され
ることを特徴とするコンベアローラを提供する。
【００２７】
　停止位置において、磁気部品をブレーキ部品の外側一部に又は全体に配置してもよい。
すなわち磁気部品を停止位置に変位させてよい。ここで言う「外側全体に」とは、回転軸
上半径方向に広がる平面が存在し、この平面が停止位置において磁気部品ともブレーキ部
品とも交差しないことを意味する。これによって、停止位置におけるブレーキ部品を磁気
部品の磁場の外側ほぼ全体に配置できることが保証され、磁気部品に関連してブレーキ部
品が回転する際もほとんど制動効果を生じさせない。他の実施形態においては、磁気部品
とブレーキ部品が一部重なってもよい。このように磁気部品とブレーキ部品が交差するこ
となく重なっても（両ケースにおいて）、停止位置で低い制動効果が期待できる。例えば
、停止位置でブレーキ部品と磁気部品の間に発生する制動トルクが、ベアリング（軸受）
及び／又はコンベアローラの歯車装置の摩擦等のコンベアローラの他の部品の制動効果よ
り小さい範囲内に収まる制動効果であればよい。停止位置において、ブレーキ部品と磁気
部品の間で磁場に起因して生じる制動トルクが、ブレーキ部品と磁気部品の間のスピード
０．１ｍ／ｓに対して、たとえば１．２Ｎｍより小さければよい。これによって、停止後
のコンベアローラのスタートのスピードを更に低減できる。
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【００２８】
　本発明の更なる実施形態によると、上記コンベアローラの一実施形態であって、前記コ
ンベアローラが更に歯車装置を有し、この歯車装置を介してカバー部と車軸部の間の相互
回転運動が磁気ブレーキ駆動装置の回転駆動運動に変換されるように、前記歯車装置をコ
ンベアローラ内に配置することを特徴とするコンベアローラを提供する。
【００２９】
　歯車装置は、コンベアローラに配置され、特にコンベアローラのカバー部内全体に配置
される。ブレーキ駆動装置は、ブレーキ部品及び／又は磁気部品上に配置され、どちらか
片方の部品又は両部品が回転駆動すると、ブレーキ部品と磁気部品が相互に関連して回転
するように構成される。歯車装置のギア比によって、磁気部品に対するブレーキ部品の方
が、車軸部に対するカバー部より早く回転させることができる。例えば、ギア比として、
１：３乃至１：３６の間の範囲が選択される。このような歯車装置は、二軸動作及び／又
は三軸動作及び／又は多軸動作が可能な遊星歯車装置である。ここでは、第一の歯車駆動
装置は、カバー部又はカバー部と連結した部材、特にカバー部に対し回転可能に固定され
た部材で形成される。第二の歯車駆動装置は、車軸部又は車軸部と連結した部材、特に車
軸部に対し回転可能に固定された部材で形成される。歯車駆動装置としてブレーキ駆動装
置と連結された装置、好ましくは、二軸動作又は三軸動作の単段又は多段遊星歯車装置が
使用される。ここでは、コンベアローラをローラ枠に装着するに際して、車軸部に駆動装
置を設けてもよい。特に駆動装置を回転可能に設けてもよい。更に車軸部を個別に駆動し
てもよい。たとえば、外部から駆動して駆動装置間の相対速度を変化させることによって
制動効果を調節することも可能である。
【００３０】
　例えば、カバー部が比較的遅い回転スピードであっても、ブレーキ部品と磁気部品が高
い相対回転速度であるため充分な制動力を得ることができる。更に、ブレーキ駆動装置は
遠心分離装置と連結させて一緒に回転させてもよい。これによって、遠心分離装置を作動
させるための充分な装置内遠心力と、これに付随する少なくとも一つの磁気ブレーキ部品
（磁気部品又はブレーキ部品）の変位とが達成される。
【００３１】
　本発明の更なる実施形態によると、上記コンベアローラの一実施形態であって、前記ブ
レーキ駆動装置が前記磁気ブレーキの前記歯車装置のギアとして形成されることを特徴と
するコンベアローラを提供する。
【００３２】
　従って、歯車装置のギアは、例えば磁気ブレーキの少なくとも一つと連結して、特に一
体に連結して、それらを回転駆動する。構成を対応させることによって、設置スペースを
駆動装置の軸方向に節減することができる。
【００３３】
　本発明の更なる実施形態によると、上記コンベアローラの一実施形態であって、前記ブ
レーキ駆動装置を前記磁気部品と連結して、ブレーキ駆動装置を変位可能に支持すると共
に前記磁気部品と一緒に協同して回転駆動可能にすることを特徴とするコンベアローラを
提供する。
【００３４】
　又は、本発明の更なる実施形態において、前記ブレーキ駆動装置を前記ブレーキ部品と
連結し、前記ブレーキ駆動装置を変位可能に支持すると共に前記ブレーキ部品と一緒に協
同して回転駆動させてもよい。
【００３５】
　従って、ブレーキ駆動装置、特に歯車装置のギアとして使用するブレーキ駆動装置を磁
気部品又はブレーキ部品と連結して回転駆動させてもよい。変位可能に支持することによ
って、磁気部品又はブレーキ部品は、停止位置と制動位置の間で変位させることができる
。ここで、車軸による変位可能な支持、特に車軸部による変位可能な支持は、例えばスラ
イダー式支持であって、ブレーキ駆動装置の回転軸と平行にブレーキ駆動装置を変位させ
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てもよい。ブレーキ駆動装置を歯車装置のギアとして使用すると、歯車装置は、磁気部品
又はブレーキ部品の制動位置で歯車装置に完全に押し込まれ、ほぼ全歯面幅に亘って、対
応するギアと噛み合い、大きなトルクを伝達することができる。停止位置においては、ギ
アは歯車装置から大きく引っ込み、歯面幅の一部しか対応するギアと噛み合わない。停止
位置においては、噛み合い歯に多少重なりがありこの多少の重なりによってほんの少しし
かトルクが伝達できないとしても、ギアは依然として回転駆動できる。例えば、停止位置
における噛み合い歯の噛み合い長さは、制動位置における噛み合い長さのわずか２０％で
ある。停止位置においては、噛み合い長さは１０％以下と考えられる。
【００３６】
　本発明の更なる実施形態によると、上記コンベアローラの一実施形態であり、前記歯車
装置は、太陽歯車と少なくとも一つの遊星歯車を有する少なくとも一つの遊星歯車装置を
含む歯車装置であって、前記ブレーキ駆動装置の一部が少なくとも一つの遊星歯車装置の
太陽歯車として形成され、少なくとも一つの遊星歯車に対して前記太陽歯車の回転軸と平
行に変位可能に支持されるように構成されていることを特徴とするコンベアローラを提供
する。
【００３７】
　ここでは、上記記載のように、ブレーキ駆動装置が磁気ブレーキの歯車装置のギアとし
て使用され、及び／又はブレーキ駆動装置が磁気部品に連結されて変位可能に支持される
と共に磁気部品と一緒に協同して回転駆動される実施形態を説明した。
【００３８】
　本発明の更なる実施形態によると、上記コンベアローラの一実施形態であり、前記遠心
分離装置が第一、第二の遠心ディスクと、これら第一、第二の遠心ディスクの間に配置さ
れる少なくとも一つの遠心体とを有し、これら第一、第二の遠心ディスクはそれぞれ共通
の回転軸回りに回転可能に支持されると共に前記回転軸方向に相互に変位可能に支持され
ることを特徴とするコンベアローラであって、少なくとも一つの遠心体が遠心通路に誘導
され、前記第一、第二の遠心ディスクは通路断面に沿って相互に対応する遠心ディスク面
を有し、前記遠心体が回転軸から外側へ変位する際、遠心体によって双方の遠心ディスク
を回転軸に平行に押し分けるように、これら二つの遠心ディスク面の少なくとも一方に傾
斜をつけることを特徴とするコンベアローラを提供する。
【００３９】
　遠心体は例えば球状、特に鋼球状に形成してもよいが、他の形状の遠心体も考えられる
。
【００４０】
　前記第一、第二の遠心ディスクは回転係合式に連結していてもよいが、それぞれ独立し
て共通の回転軸回りに回転してもよい。この場合、第一、第二の遠心ディスクは、共通の
車軸、例えば車軸部に変位可能に支持されるか、又は回転軸と平行に別々の車軸に支持さ
れる。更に、両遠心ディスク共に回転可能にできるが、二つの遠心ディスクのどちらか一
方のみ、特に第一の遠心ディスクのみ変位可能に支持する構成も考えられる。
【００４１】
　遠心通路は、第一の遠心ディスク上、及び／又は第二の遠心ディスク上に形成してもよ
い。この遠心通路を第一、第二の遠心ディスクの間に配置される第三の遠心ディスク上に
形成することも考えられる。
【００４２】
　遠心通路の構成部を第一、第二の遠心ディスクの両ディスク上に形成する場合、遠心デ
ィスク間の押込式回転ロックが遠心体を介して得られ、第一の遠心ディスクの遠心通路側
に一部、第二の遠心ディスクの遠心通路側に一部においてロックされる。一方、第二の遠
心ディスクと遠心体間の摩擦力だけでなく、第一の遠心ディスクと遠心体間の摩擦力によ
っても、遠心ディスク間の摩擦式ロックが得られる。
【００４３】
　もし遠心分離装置が複数の遠心体を備えるとすれば、複数の遠心通路を備えることにな
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り、それぞれの遠心通路に一つの遠心体が導かれる。特に、３つの遠心体を備え、その各
々が別々の遠心通路に導かれてもよい。又、３つの遠心通路は、周方向に１２０°変位可
能に配置される。遠心通路には、遠心ディスクの外域方向に、半径方向に延びる部分があ
り、この部分は湾曲したコースとほぼ直線コースをとる。例えば、この部分は、回転軸か
ら延びる半径軸と平行に延びてもよいし、半径と一致してもよい。
【００４４】
　更に、第一の遠心ディスクの遠心ディスク面と第二の遠心ディスクの遠心ディスク面の
両方に傾斜をつけることも考えられる。この傾斜は、遠心ディスクの内域から半径方向に
遠心ディスクの外域へ、又隣接する遠心ディスク方向へ増加させてもよい。言い換えると
、カバー部方向外側寄りに位置する遠心ディスクのディスク面の領域は、回転軸方向内側
寄りに位置するディスク面の領域より相互に近接して配置してもよい。従って、遠心体は
遠心力によって外側に押されて、遠心ディスク面の少なくとも一方によって形成される斜
面と係合する。遠心ディスクの回転軸と平行に作用する遠心力に起因する力成分は、遠心
ディスクを押し分ける。このようにして、遠心体はもう一方の遠心ディスクに支持される
。
【００４５】
　本発明の更なる実施形態によると、上記コンベアローラの一実施形態であって、前記遠
心ディスクの少なくとも一方が、バネ部材によって前記もう一方の遠心ディスクの方向へ
変位し、前記二つの遠心ディスク（６１，６２）の少なくとも一方の遠心通路に沿って、
前記遠心体が前記二つの遠心ディスクと常に物理的接触するように構成することを特徴と
するコンベアローラを提供する。
【００４６】
　バネ部材のバネ力は、遠心体が遠心力を発揮し、第一の限界回転スピードを超えた時、
遠心ディスクがこの遠心力によってバネ力に抗して押し分けられるように構成するもので
ある。つまり、遠心ディスクに対して遠心ディスクの回転軸と平行に作用する遠心力に起
因する力成分は、所定の回転スピードでバネ力を超え、遠心ディスクはこの第一の限界回
転スピードにおいて離反するように動き始める。すると、遠心ディスクの一方と連結する
磁気ブレーキの部品（磁気部品又はブレーキ部品）は、この第一の限界回転スピードでも
う一方の遠心ディスクの方へ押しやられ、磁気ブレーキはこの第一の限界回転スピードに
おいて、制動トルクを発生させる。
【００４７】
　更に、バネ部材のバネ力及びバネ圧縮経路は、磁気ブレーキ成分が第二の限界回転スピ
ードにおいて制動位置にあり、ブレーキ部品が、磁気部品によって生成される磁場内全体
に配置されるように構成するものである。
【００４８】
　本発明の更なる実施形態によると、上記コンベアローラの一実施形態であって、前記第
一の遠心ディスクは前記ブレーキ駆動装置の一部として構成されることを特徴とするコン
ベアローラを提供する。
【００４９】
　第一の遠心ディスクは、ブレーキ駆動装置に対して直接的に、又は間接的に、例えば更
なる部品を介して回転可能に個別の部品として固定して取り付けてもよい。又、第一の遠
心ディスクを、磁気部品に対して直接的に又は間接的に回転可能に固定して取り付けるこ
とも考えられる。更なる実施形態として、第一の遠心ディスクはブレーキ駆動装置と一体
に、特に歯車装置のギアとして形成されるブレーキ駆動装置と一体に、及び／又は磁気ブ
レーキのブレーキ部品と一体に、又は磁気ブレーキの磁気部品と一体に、特に磁気部品の
マグネット枠体と一体に形成してもよい。特に、磁気ブレーキの磁気部品のマグネット枠
体のみならず、第一の遠心ディスクと歯車装置の噛み合いギアとして形成されたブレーキ
駆動装置も共に一体に、例えばワンピースとして形成してもよい。このような一体構成部
品が車軸部に回転可能に支持され、連続式車軸として構成されてもよい。
【００５０】
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　本発明の更なる実施形態によると、上記コンベアローラの一実施形態であって、遠心分
離装置が自由回転機能を有することを特徴とするコンベアローラを提供する。
【００５１】
　この自由回転機能は、限界回転スピードに達した時、第一の回転方向に遠心ディスクが
回転すると遠心分離装置が作動するように構成される。又、限界回転スピードを超えてい
なくても、第一の回転方向と反対の第二の回転方向に遠心ディスクが回転すると遠心分離
装置が作動しないように構成される。遠心体が第一と第二の遠心ディスクの間に配置され
る上記実施形態の場合、遠心ディスクが第一の回転方向に回転すると、遠心体は遠心通路
に沿って外側に動かされる一方、遠心ディスクが第二の回転方向に回転すると、遠心体は
遠心分離装置の内側領域に固定される。
【００５２】
　本発明の更なる実施形態によると、上記コンベアローラの一実施形態であって、前記自
由回転機能は自由回転経路廻りに前記遠心通路を延伸することによって得られ、この自由
回転経路は、前記遠心通路の半径方向内側に前記遠心通路と連続し前記遠心ディスクの周
方向に実質的に延びるように形成されることを特徴とするコンベアローラを提供する。
【００５３】
　この構成によって、遠心体は、遠心ディスクが第二の回転方向にスタートする際の惰性
によって自由回転経路に入ることができると共に、第二の回転方向の遠心ディスクの回転
が続く限り自由回転経路に保持され、遠心通路に入り込むことが阻止される。ここでは、
自由回転経路は、遠心通路と自由回転経路との接触点から離れるように渦巻き状に延びる
単なる円周ラインとは多少異なるコースをとってもよい。例えば、自由回転経路は、半径
方向外側に円周ラインから離れていてもよい。このようなコースをとることによって、遠
心力によって遠心ディスクが回転する間、遠心体は、カバー部の方へ半径方向最も遠くま
で延びる自由回転経路の領域に保持されると思われる。このように、遠心力によって回転
中の自由回転経路にある遠心体は、遠心通路の方へ変位することが阻止され、よって、遠
心通路に入ることが阻止され、結局、遠心分離装置を作動させることが阻止される。
【００５４】
　本発明の更なる実施形態によると、上記コンベアローラの一実施形態であって、前記回
転軸方向に前記遠心ディスクを相互にロックする遠心ロックによる前記自由回転機能を備
えることを特徴とするコンベアローラを提供する。
【００５５】
　「回転軸と平行に・・・ロックする」とは、遠心ディスクがこの方向に離れることを阻
止するという意味である。自由回転機能のこのような構成によって、遠心ディスクが第二
の回転方向にスタートする際、軸方向に相互に固定され、遠心体が半径方向内側位置に保
持され、たとえ遠心力が増加しても遠心通路への入り込みを阻止することが可能となった
。ロックする際、対応するロック面と背後から係合するラッチ部材によってロックを成立
させてもよい。
【００５６】
　このようなラッチ部材は、例えば一方の遠心ディスクに配置してもよい。ラッチ部材は
遠心ディスクと一体に連結される。ロック面は、もう一方の遠心ディスク、例えばラッチ
部材が軸方向に貫通する通路開口側に配置してもよい。
【００５７】
　本発明の更なる実施形態によると、上記コンベアローラの一実施形態であって、遠心デ
ィスクの一方がブレーキ駆動装置と連結することを特徴とするコンベアローラを提供する
。本実施形態において、ブレーキ駆動装置と連結する第一の遠心ディスクは、カバー部の
回転軸と平行に遠心ディスクが動くのを制限又は阻止する歯止めを有してもよい。歯止め
は、特に第一の遠心ディスクと一体に指状突起として形成される。指状突起が嵌る溝を第
二の遠心ディスクに備え、指状突起が第二の遠心ディスクのもう一方の側に当接して支持
されてもよい。この構成により、二つの遠心ディスクを変位させるため提供されるバネ部
材が破損しても、コンベアローラの制動機能が維持されることが保証された。
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【００５８】
　上記問題を解決するため、本発明の第二の態様は複数のコンベアローラを備えるコンベ
アパスに関し、そのうち少なくとも一つのコンベアローラが上記第一の態様に記載する任
意のコンベアローラに対応することを特徴とするコンベアローラを提供する。
【００５９】
　以下、本発明の問題を解決するため、図面を参照しながら各実施形態を例示する。以下
に記載する各実施形態はクレームの主題を実現するため絶対的には必要でない特徴である
ものの、ある特定の適用には望ましい特徴を一部含む。このように、以下に記載する実施
形態のあらゆる特徴を含まない実施形態も技術的教示により開示されるべきものと考えら
れる。又、不要な繰り返しを避けるため、以下に記載する個々の実施形態に関連する特定
の特徴を説明するのみとする。尚、個々の実施形態は単に個々に考慮するだけでなく、そ
の組み合わせも考慮するものとする。この組み合わせにより、個々の実施形態は他の実施
形態の一以上の特徴を盛り込み、様々に変形できることが当業者に明らかとなった。尚、
個々の実施形態と、他の実施形態に対して記載される一以上の特徴との概略的組み合わせ
は望ましく功利的であるため、考慮すべきであると共に記載事項に含まれるべきものと考
えられる。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】渦電流ブレーキが停止位置にあるコンベアローラの実施形態の縦断面図を示す。
【図２】本発明の実施形態に係る、渦電流ブレーキが制動位置にある図１のコンベアロー
ラの縦断面図を示す。
【図３】図１のコンベアローラの渦電流ブレーキの側面図を示す。
【図４】コンベアローラの停止中におけるコンベアローラの遠心分離装置の遠心ディスク
の側面図を示す。
【図５】コンベアローラの自由回転機能が作動する回転方向にコンベアローラがスタート
する際の図４の遠心ディスクの側面図を示す。
【図６ａ】本発明の更なる実施形態に係る、自由回転機能が作動するロック位置における
遠心ロックを備えたコンベアローラの二つの対応する遠心ディスクを示す。
【図６ｂ】本発明の更なる実施形態に係る、自由回転機能が作動するロック位置における
遠心ロックを備えたコンベアローラの二つの対応する遠心ディスクを示す。
【図７ａ】制動機能が提供されるアンロック位置における図６ａ及び図６ｂの対応する遠
心ディスクを示す。
【図７ｂ】制動機能が提供されるアンロック位置における図６ａ及び図６ｂの対応する遠
心ディスクを示す。
【図８】本発明の更なる実施形態に係る、遠心分離装置及び磁気ブレーキの変形例を備え
たコンベアローラの部品の展開図を示す。
【図９ａ】本発明の実施形態に係る、図８のコンベアローラの縦断面図及び横断面図を示
す。
【図９ｂ】本発明の実施形態に係る、図８のコンベアローラの縦断面図及び横断面図を示
す。
【図１０】実施形態に係る図８の第一の遠心ディスク６１及び第二の遠心ディスク６２の
側面図を示す。
【図１１】実施形態に係る図８の第一の遠心ディスク６１の異なる方向から見た等角図を
示す。
【００６１】
　図１は、カバー部２０を備えた本発明の実施形態に係るコンベアローラ１０を示し、コ
ンベアローラ１０は軸受３０を介して車軸に支持され、図中そのうちの一つのみを示す。
図を参照すると、図１に示すコンベアローラ１０において、車軸部４０がコンベアローラ
１０の左側に配置され、更に反対側にもう一つの車軸部を有するように車軸は２部構成に
形成されている。連続式車軸構成も同様に考えられる。
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【００６２】
　カバー部２０内において、図示のコンベアローラ１０は歯車装置７０、渦流ブレーキと
して構成される磁気ブレーキ５０、及び遠心分離装置６０とを備える。
【００６３】
　歯車装置７０は、第一のギア列７１と第二のギア列７２とを備えた２段式遊星歯車装置
として構成される。各ギア列７１、７２は、遊星枠７６を有し、３つの遊星歯車７４が遊
星枠７６に回転可能に支持され、これら遊星歯車７４は一方で輪歯車７３に、もう一方で
太陽歯車と係合する。第一のギア列７１の太陽歯車は第二のギア列７２の遊星枠７６と一
体に形成される。第二のギア列の太陽歯車７５は磁気ブレーキ５０のブレーキ駆動装置５
５と一体に形成される。
【００６４】
　遊星歯車装置の構成はこれに限らない。例えば、十分なトルクを伝達し、望ましいギア
比率を保証する他のタイプの歯車装置も遊星歯車装置の代わりに使用できる。
【００６５】
　更に、図示の実施形態によると、ブレーキ駆動装置５５は磁気ブレーキ５０のマグネッ
ト枠体５３と一体に形成される。複数のマグネット５２がマグネット枠体５３に固定され
る。図示の実施形態においては、マグネットはマグネット枠体５３の周囲に配置されるフ
ラットバーマグネットとして形成され、その正極と負極が半径方向外側に交互に対面して
配置される。マグネット５２の配置に関しては図３に詳細に示す。
【００６６】
　図３は、図２のＣ－Ｃ断面図であり、図１のコンベアローラ１０の渦電流ブレーキの側
面図である。
【００６７】
　８個のマグネット５２のうち４個を図３に示す。電磁流量を増加させるための円環面５
６がこれらマグネット内に放射状に配置されている。円環面は磁極片と呼んでもよい。ブ
レーキ部品５４とカバー部２０はマグネットの外側半径方向に連続している。磁気部品５
１がブレーキ部品５４内で回転できるようにマグネット５２とブレーキ部品５４は小さい
空隙を挟んで離間している。
【００６８】
　図示の実施形態においては、磁気部品５０のブレーキ部品５４が円筒形断面を有する管
状形に構成されている。ブレーキ部品５４は例えば真鍮からなる。
【００６９】
　図１に示すように、図示の実施形態において、ブレーキ部品５４がカバー部上に載置さ
れ、図に示すようにコンベアローラ１０の長手方向に延びるカバー部２０の外周は、ブレ
ーキ部品５４の領域と同一平面上で相互に少なくとも２部構成となっている。図示の実施
形態においては、この２部構成の一つが歯車装置７０の収容部であり、本実施形態におい
ても同様に、歯車装置７０とカバー部２０のパートとなっている。ブレーキ部品５４は、
相互に同一平面上に当接する片方又は両方のパートに螺合又は圧入してもよい。接合方法
はこれに限らない。更に、カバー部２０が一部構成のみ、又は二部以上の構成からなるこ
とも考えられる。
【００７０】
　図示の実施形態によると、マグネット枠体５３はコンベアローラ１０の車軸部４０に、
回転可能に、又、軸方向に変位可能に支持される。
【００７１】
　図１に示す停止位置において、マグネット枠体５３は図中右奥の位置に変位する。ここ
では、マグネット枠体５３は、図示の実施形態においてコイルばねとして使用されるバネ
部材６６によってこの位置に押され保持される。
【００７２】
　この位置において、磁気部品５１のマグネット５２はマグネット５２の磁場の外側はる
かかなたに存在するため、磁場のみのブレーキ部品５４に対する影響は取るに足らない。
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言い換えると、ブレーキ部品５４に対する磁気部品５１のこの位置においては、たとえ磁
気部品５１がブレーキ部品５４に関連して回転しても何ら影響を及ぼさないか、無視でき
るほどの影響しか及ぼさない。よって、この位置を磁気ブレーキ５０の停止位置と呼ぶ。
【００７３】
　図２は、磁気部品５１が管状ブレーキ部品５４へ軸方向に変位する位置における図１の
コンベアローラ１０の実施形態を示す。この位置において、ブレーキ部品５４は磁気部品
５１のマグネット５２の磁場に貫通され、ブレーキ部品５４が磁気部品５１の回りに回転
する際、ブレーキ部品５４に渦電流が起こり、その結果制動トルクが発生する。この位置
を制動位置と呼ぶ。
【００７４】
　磁気部品５１を制動位置へ変位させるため、磁気部品５１を遠心分離装置６０に連結す
る。
【００７５】
　遠心分離装置６０は第一の遠心ディスク６１、第二の遠心ディスク６２、及び遠心体６
３を有する。コンベアローラを遅延させる方向に各部品が回転する際、遠心体６３は遠心
力によって外側に押され、第一の遠心ディスク６１と第二の遠心ディスク６２を回転軸に
対して軸方向に押し分ける。このために、図示の実施形態において、第一の遠心ディスク
面６４１と第二の遠心ディスク面６４２を、第一の遠心ディスク６１と第二の遠心ディス
ク６２上にそれぞれ備える。図示の実施形態においては、二つの遠心ディスク面６４１、
６４２には、隣接する遠心ディスク６１、６２方向へ半径方向外側に傾斜をつけてある。
【００７６】
　ここで、第一の遠心ディスク６１はマグネット枠体５３と一体に形成する。従って、マ
グネット枠体５３は、遠心体６３が遠心力によって外側に押される時、バネ部材６６のバ
ネ力に抗して第一の遠心ディスク６１と一緒に制動位置に変位する。
【００７７】
　図４は、コンベアローラ１０が停止中である時のコンベアローラの遠心分離装置６０の
第二の遠心ディスク６２の側面図を示す。
【００７８】
　図を参照すると、第二の遠心ディスク６２が遠心通路６４を有し、第一の遠心ディスク
面６４１が遠心通路６４の下に配置されていることがわかる。遠心通路６４は、図示の実
施形態ではそれぞれ玉状に形成された遠心体６３が遠心力によって外側へ押される時、図
４に示す３つの遠心体６３を導く側壁によって横方向に区切られている。図４において、
玉状体は３つの遠心通路６４の始めにあるが、遠心ブレーキを作動してコンベアローラ１
０が第一の回転方向に回転すると、そこから外側へ移動する。
【００７９】
　コンベアローラ１０が第一の回転方向とは反対の第二の回転方向に回転すると、玉状体
は遠心通路６４へ転がらず、図４に示す位置から図５に示す矢印の方向に転がる。矢印方
向に自由回転通路６５が延び、遠心通路６４と結合し、更に遠心通路６４と自由回転通路
６５の間の接続点から周方向に延びている。玉状体は、第二の回転方向に回転する際、自
由回転通路６５に収容され、遠心ブレーキの作動が阻止される。
【００８０】
　図６ａ及び図６ｂは、本発明の更なる実施形態に係る、自由回転機能が作動するロック
位置にある遠心ロック６７を備えるコンベアローラ１０の二つの対応する遠心ディスク６
１、６２を示す。ここでは、ブレーキ駆動装置と磁気部品５１が備えられる第一の遠心デ
ィスク６１上に、第二の遠心ディスク６２の対応する通路開口に突出する３つのラッチ部
材６８が配置されている。遠心ロック６７のラッチ部材６８はそれぞれラッチサイド６８
１を有し、ラッチサイド６８１はそれぞれ図に示すように鉤状突起を有する。
【００８１】
　図６ａ及び図６ｂに示す遠心ディスク６１，６１の自由回転機能が作動する位置におい
て、鉤状突起は第二の遠心ディスク６２の対応するロック面６９と背後から係合する。遠
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心ディスク６１、６２のこの位置において、遠心ロック６７は遠心ディスク６１、６２を
相互に回転軸方向にロックする。遠心体６３は、たとえ高スピードでも、遠心ディスク６
１、６２を押し分けることができない。
【００８２】
　図７ａ及び図７ｂは、磁気ブレーキ５０の制動機能が提供されるアンロック位置にある
図６ａ及び図６ｂに示す対応する遠心ディスク６１、６２を示す。
【００８３】
　遠心ディスク６１、６２のこの位置において、ラッチ部材６８は二つの遠心ディスク６
１、６２を相互にロックしない。そのかわり、この位置において、二つの遠心ディスク６
１、６２は遠心体によって相互に押し分けられ、スピードが増すにつれて磁気ブレーキ５
０の制動力が提供されるようにしてもよい。
【００８４】
　遠心ロック６７は、ラッチ部材６８が第二の遠心ディスク６２の対応する通路開口に常
に配置されるように構成してよい。例えば、第二の遠心ディスク６２は車軸部４０に回転
可能に支持され、第一の遠心ディスク６１に対して回転可能に配置され、その回転はラッ
チ部材６８と、対応する通路開口によって制限されるように構成してよい。
【００８５】
　この構成で、磁気ブレーキ５０の制動機能が高スピード発揮される方向にコンベアロー
ラ１０がスタートする場合、ラッチ部材の当接サイド６８２がラッチ部材に対応する通路
開口の一方のサイドに当接するまで、二つの遠心ディスク６１，６２は相互に回転してよ
い。当接サイド６８２の対応構成、例えば直線構成によって、二つの遠心ディスク６１，
６２は軸方向に離間してよい。
【００８６】
　コンベアローラ１０が、高スピードであっても制動機能が発揮されないもう一方の方向
へスタートする場合、ラッチ部材６８のロックサイド６８１の鉤型突起が通路開口のもう
一方の側でロック面６９と背後から係合し、二つの遠心ディスク６１，６２を軸方向に相
互にロックして、遠心体が半径方向内側位置に高スピードでも保持されるようにすると共
に、遠心力が増加したとしても遠心通路６４に入ることを阻止するようにするまで、二つ
の遠心ディスク６１，６２は相互に回転する。
【００８７】
　図８は、第一の遠心ディスク６１、第二の遠心ディスク６２、及び遠心ディスク６１、
６２の間に配置される玉状の遠心体６３を有する更なる実施形態に係る遠心分離装置６０
の変形例を備えるコンベアローラ１０の部品の展開図を示す。更に、図８に示す実施形態
は、上記構成との比較のため、磁気ブレーキ５０の変形例も示す。
【００８８】
　図９ｂは、図８の実施形態を組み立て状態で縦断面図に示す。図９ａはコンベアローラ
の横断面を示し、第二の遠心ディスク６２を示す。
【００８９】
　図８と図９に示す第一の遠心ディスク６１と第二の遠心ディスク６２の実施形態を図１
０の側面図に示す。更に、第一の遠心ディスク６１を図１１において異なる方向から見た
二つの等角図で示す。
【００９０】
　更なる実施形態に係る遠心分離装置６０と磁気ブレーキ５０を図８～１１を参照しなが
ら以下に記載する。ここでは、不要な繰り返しを避けるため、上記実施形態に対する違い
に関してのみ図１と図７を参照しながら説明する。遠心分離装置６０と磁気ブレーキ５０
を個別に、又は一緒に使用して上記実施形態の変形例を作製する点を図１と図７を参照し
ながら指摘するが、逆に、コンベアローラの残りの構成要件も使用して個別に、又は組み
合わせて、図８～図１１に示すさまざまな変形例を作製することもできる。
【００９１】
　図示の磁気ブレーキにおいて、図９ｂに示すように、マグネット枠体をカバー部２０に
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連結して固定する。表面側において、カバー部をマグネット枠体５３の円周表面に対し押
圧し、螺合し、溶接する。図示の実施形態において、マグネット枠体５３は表面側ローラ
カバーとして形成されている。マグネット枠体５３はローラ軸受を介して回転可能に車軸
部４０に支持されている。従って、マグネット枠体５３は車軸部４０の回りにカバー部２
０と一緒に回転できる。
【００９２】
　円環面５６とも呼ばれる環状磁極片がマグネット枠体５３に取り付けられる。交互に磁
極が配置されたマグネット５２が、円環面５６の外周面に半径方向外側に固着される。円
環面５６は強磁性体からなり、その透磁率が大きいため、電磁流量を束ねるように制御す
る。図示の実施形態においては、マグネット枠体５３とカバー部２０も金属又は金属合金
、特に、高い透磁率を有する強磁性体からなり、磁極から出る磁力線の拡散を低減し、マ
グネット５２とカバー部２０の間の円形間隙を流れる電磁流量を増加させる。
【００９３】
　マグネット５２とカバー部２０の間の間隙において、円筒形ブレーキ部品５４が、制動
位置へ変位してもよい。
【００９４】
　図示の実施形態において、第一の遠心ディスク６１をブレーキ駆動装置５５と一体に連
結する。本実施形態においては、ブレーキ駆動装置５５は、歯車装置７０の第二のギア列
７２の太陽歯車として形成される。
【００９５】
　第一の遠心ディスク６１はスペーサ６１１を有し、これが第一の遠心ディスク６１がマ
グネット枠体５３の方へカバー部の回転軸方向に移動することを制限又は阻止する。この
ように、太陽歯車として形成されるブレーキ駆動装置５５が、対応する遊星歯車から外れ
ないことが保証される。よって、第二の遠心ディスク６２を第一の遠心ディスク６１へ変
位させるバネ部材６６が破損しても制動機能が保証される。この場合、ブレーキ部品５４
を装着する第二の遠心ディスク６２が制動位置に変位してもよく、変位すると、低スピー
ドでもこの制動位置に留まると思われる。この場合、コンベアローラは、すでに低スピー
ドでも制動トルクを発生し、バネ部材の欠陥を容易に外から検知でき、コンベアローラの
取り換え、メンテナンスが可能となる。
【００９６】
　図示の実施形態によると、スペーサ６１１は、第一の遠心ディスク６１と一体に配置す
る３つの指状突起によって形成される。第二の遠心ディスク６２上には、スペーサ６１１
に対応する溝６２１が形成され、指状突起がここから突出する。
【符号の説明】
【００９７】
１０   コンベアローラ
２０   カバー部
３０   軸受
４０   車軸部
５０   磁気ブレーキ
５１   磁気部品
５２   マグネット
５３   マグネット枠体
５４   ブレーキ部品
５５   ブレーキ駆動装置
５６   円環面
６０   遠心分離装置
６１   第一の遠心ディスク
６１１ スペーサ
６２   第二の遠心ディスク
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６２１ 溝
６３   遠心体
６４   遠心通路
６４１ 第一の遠心ディスク面
６４２ 第二の遠心ディスク面
６５   自由回転通路
６６   バネ部材
６７   遠心ロック
６８   ラッチ部材
６９   ロック面
７０   歯車装置
７１   第一のギア列
７２   第二のギア列
７３   輪歯車
７４   遊星歯車
７５   太陽歯車
７６   遊星枠

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６ａ】

【図６ｂ】

【図７ａ】

【図７ｂ】

【図８】
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【図９ｂ】

【図１０】

【図１１】
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