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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
機枠と、この機枠に開口部側が上方に位置するような傾斜状態で回転可能に取付けられた
後端部が閉塞板で閉塞された円筒状の回転ドラムと、この回転ドラムを正・逆方向に選択
的に回転駆動させることができるように前記機枠に取付けられた回転ドラム駆動装置と、
前記回転ドラムの開口部より内部へコンクリート材料を供給することができるように前記
機枠に固定された材料供給ホッパーと、前記回転ドラムの内壁に固定された正回転で供給
されたコンクリート材料を混練し、逆回転で開口部側へ排出することができる固定ブレー
ドと、前記回転ドラムの閉塞板の内壁面の中央部に一端部が回転可能に取付けられ、他端
部が該回転ドラムの開口部より突出する回転軸と、この回転軸の他端部に接続された、該
回転軸を回転ドラムの混練時の回転とは逆回転の回転をさせる前記機枠に固定された回転
軸駆動装置と、前記回転軸の前記閉塞板寄りの部位に複数個固定された前記固定ブレード
で混練するコンクリート材料を閉塞板方向に押し圧する押し圧ブレードと、前記回転ドラ
ムの開口部の下部位置の前記機枠に固定された該回転ドラムから排出される生コンクリー
トを受けるホッパーとからなることを特徴とする生コンクリートの製造装置。
【請求項２】
回転軸は材料供給ホッパーに取付けられた軸受を介して、該材料供給ホッパーより突出さ
せ、該突出部に回転軸駆動装置が取付けられていることを特徴とする請求項１記載の生コ
ンクリートの製造装置。
【請求項３】
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回転ドラムは機枠にほぼ２０度の傾斜で回転できるように取付けられ、回転ドラム駆動装
置は回転ドラムの閉塞板の外側中央部に固定された回転体と、機枠に固定されたモータと
、このモータの駆動軸の回転を前記回転体に伝達させるベルトやチェーンの動力伝達手段
とで構成されていることを特徴とする請求項１記載の生コンクリートの製造装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は使用する現場で生コンクリートを製造する生コンクリートの製造装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
従来、生コンクリートの製造装置はコンクリート材料が投入される容器内にコンクリート
材料を混練する撹拌羽根を備えたミキサーを用いている。
【０００３】
　このようなミキサーを用いる生コンクリートの製造装置は、少量の生コンクリートを使
用する場合にはそれほど問題にはならないが、何回も駆動させて生コンクリートを製造す
る場合、コンクリート材料の混練には時間がかかり、効率よく生コンクリートを製造する
ことができないという欠点があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平５－２６１７２１
【特許文献２】特開昭６３－２９７００２
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　　本発明は以上のような従来の欠点に鑑み、コンクリート材料を効率よく混練して生コ
ンクリートを製造することができるとともに、回転ドラム内で出来上がった生コンクリー
トを簡単で、効率よくドラムより排出することができる生コンクリートの製造装置を提供
することを目的としている。
【０００６】
　本発明の前記ならびにそのほかの目的と新規な特徴は次の説明を添付図面と照らし合わ
せて読むと、より完全に明らかになるであろう。
　ただし、図面はもっぱら解説のためのものであって、本発明の技術的範囲を限定するも
のではない。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
上記目的を達成するために、本発明は機枠と、この機枠に開口部側が上方に位置するよう
な傾斜状態で回転可能に取付けられた後端部が閉塞板で閉塞された円筒状の回転ドラムと
、この回転ドラムを正・逆方向に選択的に回転駆動させることができるように前記機枠に
取付けられた回転ドラム駆動装置と、前記回転ドラムの開口部より内部へコンクリート材
料を供給することができるように前記機枠に固定された材料供給ホッパーと、前記回転ド
ラムの内壁に固定された正回転で供給されたコンクリート材料を混練し、逆回転で開口部
側へ排出することができる固定ブレードと、前記回転ドラムの閉塞板の内壁面の中央部に
一端部が回転可能に取付けられ、他端部が該回転ドラムの開口部より突出する回転軸と、
この回転軸の他端部に接続された、該回転軸を回転ドラムの混練時の回転とは逆回転の回
転をさせる前記機枠に固定された回転軸駆動装置と、前記回転軸の前記閉塞板寄りの部位
に複数個固定された前記固定ブレードで混練するコンクリート材料を閉塞板方向に押し圧
する押し圧ブレードと、前記回転ドラムの開口部の下部位置の前記機枠に固定された該回
転ドラムから排出される生コンクリートを受けるホッパーとで生コンクリートの製造装置
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を構成している。
【発明の効果】
【０００８】
　以上の説明から明らかなように、本発明にあっては次に列挙する効果が得られる。
【０００９】
（１）固定ブレードが設けられた回転ドラムの回転と、この回転ドラムの回転とは逆の回
転をする回転軸に固定された押し圧ブレードによって、回転ドラム内へ供給されたコンク
リート材料を短時間に効率よく混練することができる。
　したがって、短時間にコンクリート材料を生コンクリートに仕上げることができ、作業
効率を向上させることができる。
【００１０】
（２）回転ドラム内で生コンクリートが出来上がると、回転ドラムを逆回転させることに
より、回転ドラム内の生コンクリートを固定ブレードで回転ドラムの開口部方向へ押し出
して、ホッパーへ排出することができる。
　したがって、生コンクリートの回転ドラムからの取出しが容易に行なうことができると
ともに、使用後の清掃作業も楽に行なうことができる。
【００１１】
（３）回転ドラムの開口部が上方に位置するように傾斜状態で設けられているので、回転
ドラムに投入されたコンクリート材料や混練中のコンクリート材料は、回転ドラムの底面
側へ自動的に移動して、効率よく混練させることができるとともに、回転ドラムの開口部
側に扉を設けたりする必要がなく、コストの低減を図ることができる。
【００１２】
（４）回転ドラムの回転と回転軸の回転スピードを任意に設定するとともに、コンクリー
ト材料を選択することにより、モルタル、通常の生コンクリート、特殊性能の生コンクリ
ートを製造する場合に使用することができる。
【００１３】
（５）請求項２、３も前記（１）～（４）と同様な効果が得られるとともに、回転軸や回
転ドラムをスムーズに回転させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明を実施するための第１の形態の正面図。
【図２】本発明を実施するための第１の形態の平面図。
【図３】本発明を実施するための第１の形態の側面図。
【図４】図２の４－４線に沿う断面図。
【図５】本発明を実施するための第１の形態の回転ドラム駆動装置の説明図。
【図６】本発明を実施するための第１の形態の材料供給ホッパーの説明図。
【図７】本発明を実施するための第１の形態の移動ブレードの説明図。
【図８】本発明を実施するための第１の形態の回転ドラムの内底面の説明図。
【図９】図８の９－９線に沿う断面図。
【図１０】本発明を実施するための第１の形態の回転軸駆動装置の説明図。
【図１１】本発明を実施するための第１の形態の押し圧ブレードの説明図。
【図１２】本発明を実施するための第１の形態の混練状態を示す説明図。
【図１３】本発明を実施するための第１の形態の排出状態を示す説明図。
【図１４】本発明を実施するための第２の形態の正面図。
【図１５】本発明を実施するための第２の形態の平面図。
【図１６】図１５の１６－１６線に沿う断面図。
【図１７】本発明を実施するための第３の形態の正面図。
【図１８】本発明を実施するための第３の形態の平面図。
【図１９】本発明を実施するための第３の形態の要部説明図。
【発明を実施するための形態】
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【００１５】
　以下、図面に示す本発明を実施するための形態により、本発明を詳細に説明する。
【００１６】
　図１ないし図１３に示す本発明を実施するための第１の形態において、１は
トラックやトレーラで搬送して生コンクリートを使用する現場で、生コンクリートを製造
することができる本発明の生コンクリートの製造装置で、この生コンクリートの製造装置
１はトラックやトレーラに載置することができる機枠２と、この機枠２に開口部３が上方
に位置するようにほぼ２０度の傾斜状態で機枠２に取付けられた支持ローラ４、４、４、
４に回転可能に支持される後端部が閉塞板５で閉塞された円筒状の回転ドラム６と、この
回転ドラム６を正・逆方向に選択的に回転駆動させることができるように前記機枠２に取
付けられた回転ドラム駆動装置７と、前記回転ドラム６の開口部３より内部へコンクリー
ト材料を供給することができるように前記機枠２に固定された材料供給ホッパー８と、前
記回転ドラム６の内壁に固定された、正回転で供給されたコンクリート材料を混練し、逆
回転で開口部３側へ排出することができる固定ブレード９と、前記回転ドラム６の閉塞板
５の内壁面の中央部に一端部が回動可能に取付けられ、他端部が前記材料供給ホッパー８
に軸受１０を介して外方へ突出するように取付けられた回転軸１１と、この回転軸１１の
他端部に接続された、該回転軸１１を前記回転ドラム６の混練時の回転方向とは逆方向の
回転をさせる前記機枠２に固定された回転軸駆動装置１２と、前記回転軸１１の前記回転
ドラム６の閉塞板５寄りの部位に固定された、前記固定ブレード９で混練されたコンクリ
ート材料を前記閉塞板５方向へ押し圧する複数個の押し圧ブレード１３、１３、１３、１
３と、前記回転ドラム６の開口部３の下部位置の前記機枠２に固定された、該回転ドラム
６から排出される生コンクリートを受けるホッパー１４と、このホッパー１４内の生コン
クリートを使用現場へ移送する、前記機枠２に取付けられたスクイーズ型コンクリートポ
ンプ１５と、前記回転ドラム６の閉塞板５の側部寄りの部位の前記機枠２に固定された、
水タンク４１とで構成されている。
【００１７】
　前記回転ドラム駆動装置７は図２および図３に示すように、前記回転ドラム６の閉塞板
５の中央部の外壁面に固定された、該回転ドラム６の軸心と同じ軸心となる軸１６と、こ
の軸１６を回転可能に支持する前記機枠２に取付けられた軸受１７と、この軸受１７より
突出する前記軸１６の先端部に固定されたプーリ１８と、このプーリ１８と対応する部位
に駆動プーリ１９が位置するように前記機枠２に固定された回転ドラム駆動モータ２０と
、この回転ドラム駆動モータ２０の駆動プーリ１９と前記軸１６のプーリ１８とに掛け渡
されたベルト２１とで構成されている。
【００１８】
　前記材料供給ホッパー８は図６に示すように、前記機枠２に固定された四角枠状の上部
フレーム２２と、この上部フレーム２２に固定された傾斜面２３で先端部が前記回転ドラ
ム６の開口部３より内部へ位置するホッパー本体２４とで構成されている。
【００１９】
　前記固定ブレード９は図７ないし図９に示すように、前記回転ドラム６の内壁面に螺旋
状に固定された移動ブレード２５と、前記回転ドラム６の閉塞板５の外周部および中央部
に固定されたコンクリート材料をすくい上げることができるように、ほぼＬ字状で、後方
側が回転ドラム６内へ突出するように形成された複数個、本発明の実施の形態では４個の
すくい上げ外周ブレード２６、２６、２６、２６および4個のすくい上げ中央ブレード２
７、２７、２７、２７とで構成されている。　
【００２０】
　前記回転軸駆動装置１２は図１０に示すように、前記回転軸１１の他端部に固定された
プーリ２８と、このプーリ２８と対応する部位に駆動プーリ２９が位置するように前記機
枠２に固定された回転軸駆動モータ３０と、この回転軸駆動モータ３０の駆動プーリ２９
と前記回転軸１１に固定されたプーリ２８とに掛け渡されたベルト３１とで構成されてい
る。
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【００２１】
　前記複数個の押し圧ブレード１３、１３、１３、１３は図１１に示すように、前記４個
のすくい上げ外周ブレード２６、２６、２６、２６および４個のすくい上げ中央ブレード
２７、２７、２７、２７の回転ドラム６の底面側に位置するコンクリート材料を上方へ押
し上げようとするが、この上方へ押し上げられるコンクリート材料を回転ドラム６の底面
側へ押し圧できるように、回転方向の前よりも後が回転ドラム６の底面までの距離が短く
なるような傾斜面３２、３２、３２、３２に形成されている。
【００２２】
上記構成の生コンクリートの製造装置１は、回転ドラム駆動装置７で回転ドラム６を正回
転させるとともに、回転軸駆動装置１２で回転軸１１を回転ドラム６の回転方向とは逆の
回転方向に回転させる。
この状態で、材料供給ホッパー８より計量された水、セメント、砂利等のセメント材料３
３をクレーンや手作業で投入する。投入されたコンクリート材料３３は回転ドラム６の螺
旋状の移動ブレード２５によって回転ドラム６の底面へ導かれ、該底面で４個のすくい上
げ外周ブレード２６、２６、２６、２６および４個のすくい上げ中央ブレード２７、２７
、２７、２７によって、底面に位置するコンクリート材料３３は上方へ押し上げられ、押
し上げられたコンクリート材料３３は押し圧ブレード１３、１３、１３、１３によって回
転ドラム６の底面方向へ押し圧され、効率よく混練される。
この混練作業でコンクリート材料が混練され、生コンクリートとなったところで、回転ド
ラム駆動装置７で回転ドラム６を逆回転させると、回転ドラム６の螺旋状の移動ブレード
２５で回転ドラム６の開口部３方向へ生コンクリート３３Ａを移動させ、開口部３より排
出させ、下部位置に設けたホッパー１４で受け、該ホッパー１４よりスクイーズ型コンク
リートポンプ１５で使用現場へ生コンクリートを供給する。
なお、生コンクリートの排出時には回転軸１１を停止しておいてもよく、あるいは駆動し
たままで行なってもよい。
[発明を実施するための異なる形態]
【００２３】
　次に、図１４ないし図１９に示す本発明を実施するための異なる形態につき説明する。
なお、これらの本発明を実施するための異なる形態の説明に当って、前記本発明を実施す
るための第１の形態と同一構成部分には同一符号を付して重複する説明を省略する。
【００２４】
　図１４ないし図１６に示す本発明を実施するための第２の形態において、前記本発明を
実施するための第１の形態と主に異なる点は、回転軸１１を回転軸駆動モータ３０Ａの駆
動軸３０ａで直接回転させることができるようにした点で、このように構成した生コンク
リートの製造装置１Ａにしても、前記本発明を実施するための第１の形態と同様な作用効
果が得られる。
【００２５】
　図１７ないし図１９に示す本発明を実施するための第３の形態において、前記本発明を
実施するための第１の形態と主に異なる点は、回転ドラム６、回転ドラム駆動装置７、材
料供給ホッパー８および回転軸駆動装置１２を支持する支持機枠３４と、この支持機枠３
４を任意の傾斜角度で固定することができる枢支ピン３５、３５で上部が枢支され、枢支
支柱３６、３６および前記機枠３４に高さ調整可能に上部が取付けられる支柱３７、３７
を備える固定機枠３８とで機枠２Ａを構成した点で、このように構成した機枠２Ａを用い
た生コンクリートの製造装置１Ｂにしても、前記本発明を実施するための第１の形態と同
様な作用効果が得られるとともに、回転ドラム６の傾斜状態を製造する生コンクリートの
品質に応じて、最適な傾斜状態として使用することができる。
　なお、支柱３７、３７の上部に所定間隔でボルト挿入孔３９を形成して、該ボルト挿入
孔３９の任意の位置のボルト挿入孔３９にボルト４０を挿入して固定し、高さ調整できる
ようにしたり、支柱３７、３７の上部に油圧シリンダーを備えて高さ調整できるようにし
てもよい。
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【産業上の利用可能性】
【００２６】
　本発明は現場で生コンクリートを製造することができる生コンクリートの製造装置を製
造する産業で利用される。
【符号の説明】
【００２７】
１、１Ａ、１Ｂ：生コンクリートの製造装置、
２、２Ａ：機枠、　　　　　　　３：開口部、
４：支持ローラ、　　　　　　　５：閉塞板、            
６：回転ドラム、　　　　　　　７：回転ドラム駆動装置、
８：材料供給ホッパー、　　　　９：固定ブレード、
１０：軸受、　　　　　　　　　１１：回転軸、
１２：回転軸駆動装置、　　　　１３：押し圧ブレード、
１４：ホッパー、                            
１５：スクイーズ型コンクリートポンプ、
１６：軸、　　　　　　　　　　１７：軸受、
１８：プーリ、　　　　　　　　１９：駆動プーリ、
２０：回転ドラム駆動モータ、　２１：ベルト、
２２：上部フレーム、　　　　　２３：傾斜面、
２４：ホッパー本体、　　　　　２５：移動ブレード、
２６：外周ブレード、　　　　　２７：中央ブレード、
２８：プーリ、　　　　　　　　２９：駆動プーリ、
３０、３０Ａ：回転軸駆動モータ、
３１：ベルト、　　　　　　　　３２：傾斜面、
３３：セメント材料、　　　　　３３Ａ：生コンクリート、
３４：支持機枠、　　　　　　　３５：枢支ピン、
３６：枢支支柱、　　　　　　　３７：支柱、
３８：固定機枠、　　　　　　　３９：ボルト挿入孔、
４０：ボルト、　　　　　　　　４１：水タンク。
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