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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
－ケースを運搬するケース運搬部と、
－前記ケース運搬部から受け取った前記ケースを蓄積する蓄積部と、
－前記蓄積部から前記ケースを取り出して運搬する移載部と、
－前記移載部によって運搬される前記ケースを搬出する搬出手段を収容する搬出手段収容
部と
を有するケース移載装置であって、前記ケースとして、異なる高さの蓄積状態を持つ段付
きケースを使用することができ、
－前記ケースの内容物の高さを測定する荷高測定部と、
－前記荷高測定部の測定結果に基づき、前記ケースの蓄積状態を変更できる変更部と
を有することを特徴とするケース移載装置。
【請求項２】
請求項１に記載のケース移載装置であって、
－前記ケースの仕分け先情報を取得する仕分け先情報取得部と、
－前記ケースを仕分け先ごとに分岐する仕分け先別分岐部と
をさらに有し、前記ケース運搬部で運搬される前記ケースを、前記仕分け先情報取得部か
ら取得した仕分け先情報によって、前記仕分け先別分岐部にて仕分け先の前記蓄積部へと
仕分け、更に、前記蓄積部から前記ケースを前記移載部によって所定の前記搬出手段へと
運搬することを特徴とするケース移載装置。
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【請求項３】
請求項１に記載のケース移載装置であって、前記ケースとして、少なくとも２種類の高さ
を有するケースを使用することができ、
－前記高さの異なるケースのうち１種類のケースを、前記ケース運搬部から分岐し、一時
保管することができるケースバッファ
を有することを特徴とするケース移載装置。
【請求項４】
請求項１に記載のケース移載装置であって、
－前記移載部に載置された前記ケースを仮置きするための蓄積ケース仮置きエリアを有す
ることを特徴とするケース移載装置。
【請求項５】
請求項１に記載のケース移載装置であって、
－前記ケース運搬部からリジェクトすべき前記ケースを分岐するリジェクト分岐部と、
－前記リジェクト分岐部で分岐された前記ケースを再投入する再投入エリアとを有するこ
とを特徴とするケース移載装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、物品を収容したケースを、必要な場合には仕分け先ごとに仕分けて、それら
のケースをかご車などの搬出手段に移載するケース移載装置に係り、特に、設置規模が小
さく、効率的にケースを積み付けることができるケース移載装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　物流の業界においては、商品や郵便物などの物品が収容されたケースを、そのケースが
配送されるべき配送先ごとに仕分け、仕分けられたケースを配送用のかご車へと移載し、
そのかご車をトラックなどに積み込んで、配送先に配送することが広く行われている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、上下多段に多くの間口を備えた流動棚を使用し、各間口に配
送先ごとのケースを仕分け、その後、各間口に対応したかご車にケースを移載する技術思
想が開示されている。
【０００４】
　また、特許文献２には、主運搬路から仕分け対象物を昇降装置によって複数段に分割し
、その後、各段ごとの仕分け車両に載置し、更に、仕分け車両を、複数段の収容棚を有す
る搬送台車近傍まで走行させて、仕分け対象物を仕分け車両から搬送台車に移載する技術
思想が開示されている。
【０００５】
　なお、特許文献３には、ケースを効率よくカゴ車型パレット内に積み付ける技術思想が
開示されている。
【０００６】
　更に、特許文献４には、積み重ねられたケースの中から所望のケースを取出して、別の
ところに移送する技術思想が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００６－１１７３６６号公報
【特許文献２】特開２０１３－０５２９３８号公報
【特許文献３】特開平１０－３３８３５０号公報
【特許文献４】特開平４－５５２０４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】



(3) JP 6345426 B2 2018.6.20

10

20

30

40

50

【０００８】
　しかしながら、特許文献１の移載方法では、ケースをかご車に移載する作業は、作業者
によりなされるため、省人効果が大きくないという問題があった。
【０００９】
　また、特許文献２の移載方法では、搬送台車への移載は自動化されているものの、複数
段の副搬送路・仕分け車両・移載機構を必要とし、設備においても設置面積においても大
がかりなシステムとなること、及び仕分け対象物がケースのような定形物でなく、不定形
物であることによる処理の煩雑さという問題があった。
【００１０】
　なお、特許文献３の積み付け方法には、積み付け後に直接かご車に搭載するようになっ
ており、仕分け先ごとのかご車に移載する手段については開示がない。
【００１１】
　更に、特許文献４のケースの移載方法では、移載したケースを床置きするのみで、かご
車に積み込む手段についての開示はない。
【００１２】
　そこで、上記問題を解決するため、本発明は、物品が収容された定形のケースを、必要
な場合は仕分け先ごとに仕分けを行った後、かご車などの搬出手段に移載する装置におい
て、省力効果を高め、かつ、比較的簡便で、少設置面積の装置を提供することを課題とし
た。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　かかる課題を解決するため、本発明では、ケース移載装置であって、
－ケースを運搬するケース運搬部と、
－ケース運搬部から受け取ったケースを蓄積する蓄積部と、
－蓄積部からケースを取り出して運搬する移載部と、
－移載部によって運搬されるケースを搬出する搬出手段を収容する搬出手段収容部と
を有することを特徴とする。
【００１４】
　これによれば、定形のケースをかご車などの搬出手段に運搬する移載装置において、ケ
ースコンベヤのようなケース運搬部を用いて運搬したケースを、蓄積部にて蓄積したのち
、搬出手段に移載するようにしたから、比較的小規模な設備であって、省人効果が高いケ
ース移載装置が実現できる。ここで、蓄積とは、ケースを、上下方向に積層（積み重ね、
あるいは段積みでもよい）し、あるいは水平方向に連結（組み合わせ、あるいは嵌合でも
よい）し、それらを一体として運搬するようにすることであるが、単一のケースの場合も
含まれる。
【００１５】
　上記構成に係るケース移載装置において、更に、
－ケースの仕分け先情報を取得する仕分け先情報取得部と、
－ケースを仕分け先ごとに分岐する仕分け先別分岐部と
を有し、ケース運搬部で搬送されるケースを、仕分け先情報取得部から取得した仕分け先
情報によって、仕分け先別分岐部にて仕分け先の蓄積部へと仕分け、更に、蓄積部からケ
ースを移載部によって所定の搬出手段へと運搬する態様とすることもできる。
【００１６】
　これによれば、複数の仕分け先に搬出することも可能となり、その際にも蓄積部と移載
部によって、装置全体を比較的小規模に保ったままで、効率的な作業が行える装置を実現
することができる。
【００１７】
　また、上記構成に係るケース移載装置において、ケースとして、異なる高さの蓄積状態
を持つ段付きケースを使用することができ、
－前記ケースの内容物の高さを測定する荷高測定部と、
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－前記荷高測定部の測定結果に基づき、前記ケースの蓄積状態を変更できる変更部と
を有する態様とすることもできる。
【００１８】
　これによれば、例えば、水平に回転することによって蓄積状態が変えられるような段付
きケースを使用して、ケースの方向を回転によって変更する変更部を設けたから、内容物
が少ない場合には、運搬効率に優れた高さの低い蓄積状態、内容物が多い場合は、内容物
を押し付けないように高い蓄積状態とすることができ、更に効率的なケース移載装置を実
現することができる。
【００１９】
　また、上記構成に係るケース移載装置において、ケースとして、少なくとも２種類の高
さを有するケースを使用することができ、
－高さの異なるケースのうち１種類のケースを、前記ケース運搬部から分岐し、一時保管
することができるケースバッファ
を有する態様とすることもできる。
【００２０】
　これによれば、例えば、所定高さのフルケース、その半分程度の高さのハーフケースを
使用して、そのうちのハーフケースを一旦ケース運搬部から退避させ保管し、後続のケー
スの状況に応じてケース運搬部に戻すようにすると、蓄積部でハーフケース同士を蓄積さ
せることが可能となり、無駄な空間をなくしてかご車などの搬出手段に搭載ができ、更に
効率的なケース移載装置を実現することができる。
【００２１】
　なお、ケース移載装置には、ケースとして、異なる高さの蓄積状態を持つ段付きケース
と、少なくとも２種類の高さを有するケースとの、両方を使用することができてもよい。
これによれば、上述の態様を併せ持つケース移載装置とすることもでき、更に効率的な装
置が実現できる。
【００２２】
　また、上記構成に係るケース移載装置において、
－移載部に載置されたケースを仮置きするための蓄積ケース仮置きエリアを有する態様と
することもできる。
【００２３】
　これによれば、例えば、移載部からかご車などの搬出手段にケースを移載する際に、搬
出手段収容部に搬出手段が正常にセットされていないなどの異常が原因で移載ができない
場合に、移載すべきケースを仮置きすることができる。これにより、移載装置全体を休止
させることなく作業が続行でき、異常個所を修復すれば仮置きエリアから移載部によって
搬出手段に搬出することができ、休止時間の少ない効率的なケース移載装置を実現するこ
とができる。
【００２４】
　また、上記構成に係るケース移載装置において、
－ケース運搬部からリジェクトすべきケースを分岐するリジェクト分岐部と、
－リジェクト分岐部で分岐されたケースを再投入する再投入エリアとを有することを態様
とすることもできる。
【００２５】
　これによれば、例えば、仕分け先情報が読み取れないなどの理由で、蓄積部に運搬でき
ないケースについて、一旦、運搬部から排除して、自動的にあるいは人手により仕向け先
情報を再読取あるいは再付与するなどして、運搬部に再投入することにより、それ以後は
通常の処理を続行することができる。これにより、人手による処理を極力省いたケース移
載装置を実現することができる。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明に係るケース移載装置では、物品を収容するいくつかの種類の定形のケースを用
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いて、人手による作業をできるだけ省き、また、効率良くケースを蓄積し、蓄積したケー
スをかご車などの搬出手段に移載するようにしたから、省力効果が大きく、かつ、小規模
で多量のケースの処理が可能となり、経済的効果も大きい。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の第１の実施形態に係るケース移載装置の斜視図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係るケースの斜視図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係るケースの蓄積状態の説明図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係るケースの種類の説明図である。
【図５】本発明の第１の実施形態に係る変更部の説明図である。
【図６】本発明の第１の実施形態に係る蓄積部の説明図である。
【図７】本発明の第１の実施形態に係る移載部の説明図である。
【図８】本発明の第１の実施形態に係るかご車の説明図である。
【図９】本発明の第１の実施形態に係るかご車の断面図である。
【図１０】本発明の第１の実施形態に係るケースの蓄積状態の別の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、図面を参照し、本発明の第１の実施形態にかかるケース移載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。
【００２９】
　図１は、本発明の第１の実施形態に係るケース移載装置の斜視図である。本装置におい
て仕分けされるべきケースは、図示しない別のコンベヤなどの搬送装置から、エレベータ
１１を介して上昇または下降させられて本装置に供給されるように構成されている。
【００３０】
　なお、本装置において使用されるケース５０は、図２に示すように、略直方体で上方が
開放されており、また、各側面の上方近くには、フォークや爪などによる移送や保持を可
能とするためのつば５１が付いており、短側面と長側面に、内側膨出部５２と外側膨出部
５３とを交互に形成し、図３ａ、図３ｂに示すように、積層する場合に、特定の方向では
、下段の内側膨出部と上段の内側膨出部とが嵌合し、積み重ね高さが低くなり、また、そ
れと反対方向（１８０度水平回転した方向）では、下段の内側膨出部と上段の外側膨出部
とが当接し、積層高さが低くなるようになっている。ここで、積層高さを小さくすること
をネスティングと、積層高さを小さくしない場合をスタッキングと、それぞれ呼ぶことが
ある。
【００３１】
　更に、図４に示すようにケース高さが所定のもの５０ｆ（フルケースと呼ぶ）のほか、
その略半分の高さのもの５０ｈ（ハーフケース）も用いられる。なお、ケース高さは、フ
ル、ハーフに限定されるものではなく、３種以上の所定のケース高さのものを用いてもよ
い。
【００３２】
　ケースの運搬のためのケースコンベヤ１３は、地上面より高い位置のプラットホーム１
２上に略水平の運搬面を有して設置され、本装置に供給されたケース５０を運搬する。ケ
ースコンベヤ１３としては、好適には、多数のローラからなるローラコンベヤがよいが、
その他のコンベヤ、例えばベルトコンベヤなどであっても構わない。なお、ケースコンベ
ヤ１３は、複数の部分１３ａ、１３ｂ、１３ｃを備えて構成されており、その部分と部分
との間は、周知の技術によって、分岐や方向変換の機能が組み込まれる。
【００３３】
　仕分け先情報取得部１４は、ケースコンベヤ１３ａの上を運搬されるケース５０に付さ
れた自動読み取り可能な仕分け先情報を含む識別子を自動読み取りする。ここで、識別子
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として一次元のバーコード、仕分け先情報取得部１４としてバーコードリーダが好ましい
が、それに限定されず、識別子として、二次元バーコード、ＱＲコード（登録商標）、Ａ
Ｒマーカー、ＯＣＲ文字など、自動読み取り可能なものであればどのようなものでも構わ
ず、仕分け先情報取得部１４としても、公知の光源及びスキャナの組み合わせなどによる
読取部であればよい。
【００３４】
　荷高測定部１５は、ケースコンベア１３ａ上のケースに収容されている物品の積み上げ
高さを測定する。光学・磁気などの反射センサが好ましいが、物理的な測定具によるなど
、いかなる方法であってもよい。また、仕分け先情報取得部と一部の機能を兼用してもよ
く、あるいは、仕分け先情報取得部１４の近傍に設置されてもよい。
【００３５】
　運搬分岐部１４０は、ケース５０を長手方向で運搬するケースコンベヤ１３ａの終端部
に設けられ、ケースコンベヤ１３ａを、進行方向に直交する水平の２方向に分岐する。分
岐後のケースコンベヤ１３ｂでは、ケース５０は、短手方向に運搬される。分岐の方法は
、ローラコンベヤの場合、分岐すべきケース５０が到着すると、ローラ間にローラコンベ
ヤの進行方向と直交するベルトコンベヤを上昇させて分岐するようにする。
【００３６】
　リジェクト分岐部１５０は、運搬分岐部１４０の後のケースコンベヤ１３ｂに設けられ
、ケース５０の運搬方向と直交する方向にケース５０を分岐する。
【００３７】
　リジェクトライン１６は、リジェクト分岐部１５０に連結して設けられ、ケース５０を
通常のケース運搬方向と逆方向に運搬する。
【００３８】
　再投入エリア１７は、リジェクトライン１６に連結して設けられ、かつ、本装置のケー
ス供給部分に近接して設けられ、ケース５０を一時保管する。
【００３９】
　ケースバッファ１８は、通常運搬方向で、リジェクト分岐部１５０の下流に設けられ、
所定の高さを有するフルケースの略半分の高さを有するハーフケースをバッファ（一時保
管）する。ケースバッファ１８は、ハーフケースを１段または２段以上蓄積して、一時保
管が可能である。２段以上蓄積する場合の構造は、後述する蓄積部と同様の構造とする。
なお、先にも述べたが、ケース高さは、フル、ハーフに限定されるものではなく、３種以
上の所定のケース高さのものを用いてもよく、そのうち、どの高さのケースをバッファす
るかは、適宜、選択すればよい。
【００４０】
　方向変換部１９は、運搬分岐部１４０からのケースコンベヤ１３ｂの終端部分に設けら
れ、ケース５０の運搬方向と直交する方向にケース５０の運搬方向を変換する。この実施
形態においては、短手方向に運搬されたケース５０を長手方向に運搬するように方向変換
する。この場合も、運搬分岐部１４０と同様の機構でよい。
【００４１】
　ケースの蓄積状態を変更する変更部２０は、方向変換部１９の後のケースコンベヤ１３
ｃに設けられ、長手方向に運搬されるケース５０を、必要に応じて、水平面で１８０度回
転する。図５は変更部の説明図である。変更部の構成については特許文献３にも開示され
ているように、ケース５０を停止させるストッパ２０１、ケース５０が搭載される回転板
２０２、回転板２０２を上下させる昇降用エアシリンダ２０３、回転板２０２を回転する
ロータリーシリンダ２０４を有する。
【００４２】
　なお、変更部としては、このような１８０度回転機構を用いてケースの向きを変える場
合、この構成に限定されず、種々の公知の機構を用いることができる。また、ケースの蓄
積方法（上下でなく水平方向に蓄積など）によっては、回転機構の代わり、あるいは回転
機構とともに、平行移動機構などの別の機構を用いて、ケースの位置や向きを変えてもよ
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い。
【００４３】
　仕分け先別分岐部２１は、変更部２０を経たケースコンベヤ１３ｃの途中に設置され、
ケース５０を、２方向に分岐されたケースコンベヤ１３ｃ当たり４方面（合計８方面）の
仕分け先の蓄積部２２に分岐するようになっている。なお、このような構成に限らず、最
初の２方向の分岐がなく、４方面のみの分岐であるとか、分岐方面数が４よりも多いまた
は少ない場合もあり得る。なお、機構としては、運搬分岐部１４と同様の機構でよい。
【００４４】
　蓄積部２２は、蓄積機構２２１と蓄積ステーション２２２を備えてなる。蓄積機構２２
１が仕分け先別分岐部２１で仕分けられた同一仕分け先のケース５０を蓄積し、蓄積ステ
ーション２２２が蓄積されたケース５０群を一時保管する。
【００４５】
　図６は蓄積機構２２１の説明図である。蓄積機構２２１は、特許文献３にも開示されて
いるように、上下に移動可能な昇降アーム２２２、昇降アーム２２２に設けられた回動軸
２２３、回動軸２２３に複数個固定された傾動フック２２４などを有し、図中矢印の方か
ら進入するケース５０のつば部５１を傾動フック２２４により保持し、その状態で昇降ア
ーム２２２を上下させることにより、ケース５０を蓄積する。
【００４６】
　蓄積ステーション２２２は、蓄積機構２２１において、蓄積の終了したケース５０群を
、一時保管する。移載部２３へ向かうケースコンベヤ（図示せず）と、ケースコンベヤ上
でケースの位置を停止するストッパ（図示せず）とを有する。
【００４７】
　なお、蓄積部については、このような蓄積機構と蓄積ステーションとによる構成には限
定されず、種々の公知の機構を用いることができる。
【００４８】
　移載部２３は、蓄積ステーションから、蓄積されたケース群を受け取り、かご車２４の
所定の場所に移載する。図７は、移載部２３の説明図である。移載部２３は、特許文献４
にも開示されているように、一対の支柱２３１を備え、レール２３３に沿って往復動する
走行台車２３２、支柱２３１に沿って上下動するとともに水平方向に伸縮可能で、ケース
群を保持するフォーク部２３４を有する。
【００４９】
　なお、移載部についても、このような走行台車とフォーク部とによる構成には限定され
ず、種々の公知の機構を用いることができる。
【００５０】
　搬出手段としてのかご車２４は、移載部２３から、蓄積されたケース群を受け取り、完
了すると、トラックなどに積み込まれて輸送される。図８ａ、図８ｂは、かご車２４の説
明図である。かご車２４は、金属製の直方体の枠組で、自走可能な４個の車輪、底部棚２
４１、中間棚２４２を有する。更に、鉛直方向の１面２４３は、図８ａに示すごとく開放
可能となっていて、本装置に装着された状態では開放されている。また、必要に応じ、各
面は、金属または繊維製の網（ネット）２４４を設けている。
【００５１】
　また、図９は、かご車２４の断面図であり、中間棚２４２は、かご車２４の全高の半分
より高い位置に設けられている。これは、底部棚２４１の方に、高くケース５０を積むこ
とで、重心を低く保つことができるからである。ここで、フルケース５０ｆの蓄積、ハー
フケース５０ｆの蓄積、ネスティングなどの例が示されている。
【００５２】
　搬出手段（かご車）を収容する搬出手段収納部としてのかご車ステーション２５は、プ
ラットホーム１２の下方で、移載部２３と対面する位置に設けられ、かご車２４を収納す
る。収納状態では、かご車２４は、移載部２３に対向する面は開放されている。かご車ス
テーション２５には、所定の位置にかご車２４がセットされたかどうかのセンサ（図示せ
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ず）やかご車２４の着脱のための機構（図示せず）を有する。
【００５３】
　なお、搬出手段としては、かご車に限定されず、搬送台車、パレット、コンベヤなど、
蓄積されたケースを受け取り、別の場所へと運搬することができるものであれば、どのよ
うなものでもよい。また、搬出手段収納部としても、かご車ステーションに限定されず、
搬送台車、パレット、コンベヤなどを、ケースが正しく受け取れる位置に、収納あるいは
連結できるものであればどのようなものであってもよい。
【００５４】
　蓄積ケース仮置きエリア２６は、移載部２３がかご車２４に移載すべき蓄積ケース５０
を、かご車２４に運ばずに、一時、仮置きするエリアであり、移載部２３からの蓄積ケー
ス５０を仮置きできる構造を有している。
【００５５】
　制御部２７は、コンピュータ、サーバ、ＰＣなどを備えてなり、表示部、操作部、記憶
部などの周辺機器を含んでもよい。本装置を構成する各要素と、有線、無線、インターネ
ットなどを介して接続し、それらから情報を収集し、それらに指示を与える。また、制御
部２７は、本装置の各要素と近接して設けてもよいし、クラウドコンピューティングのよ
うに遠隔に設置されてもよい。また、独立に設置されても、あるいは、他の装置の制御部
と兼用してもよい。
【００５６】
　ここで、このような構成のケース移載装置の作用・動作について説明する。
【００５７】
　本装置において仕分けされるべきケース５０は、図示しない別のコンベヤなどの運搬装
置から、エレベータ１１を介して上昇または下降させられて本装置に供給される。
【００５８】
　次に、ケースコンベヤ１３ａによって、本装置に供給されたケース５０が運搬され、仕
分け先情報取得部１４を通過する。その際に、ケース５０に付与されたバーコードなどの
識別子が自動読み取りされ、その情報が制御部２７に送られ、制御部２７によって、仕分
け先の蓄積部２２、かご車２３が決定される。
【００５９】
　併せて、荷高測定部１５において、ケース５０の方向によって積層高さが小さくできる
ネスティングが可能なケース５０の場合は、ケース５０に収容されている物品の積み上げ
高さが測定され、その情報も制御部２７に送られる。
【００６０】
　引き続き、ケース５０は、運搬分岐部１４０に送られ、制御部２７からの指示により、
目的の蓄積部２２のある方のケースコンベヤ１３ｂへと分岐される。
【００６１】
　なお、ケース５０に付与されたバーコードが読み取れないなどの理由で、排除（リジェ
クト）すべきケース５０は、リジェクト分岐部１５０において、分岐され、リジェクトラ
イン１６を通って、再投入エリア１７に戻される。
【００６２】
　再投入エリア１７においては、人手により、再度バーコードを読み取らせるなどの方法
で、仕分け先情報が入力できたケース５０については、再度、ケースコンベヤ１３ａに搭
載され、通常の仕分け処理がなされる。
【００６３】
　次に、ハーフケースについて、制御部２７からの指示により、ケースバッファ１８へと
退避がなされることがある。すなわち、同一仕分け先において、フルケースとハーフケー
スが混在して蓄積されることが、制御部２７において予め把握されている場合に、ハーフ
ケースを重ねて蓄積する方が、かご車２４への移載に際して有利な場合がある。そのよう
な場合に、次に出現するハーフケースの前又は後に、一旦バッファしておいたハーフケー
スを戻すようにする。
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【００６４】
　その後、ケース５０は、方向変換部１９で方向を変換させられて、ケースコンベヤ１３
ｃ上を蓄積部２２方向へと進行する。
【００６５】
　方向変換部１９の直後にある変更部２０では、荷高測定部１５の結果などにより、ケー
ス５０を水平に１８０度回転させれば積層高さが小さくできるネスティングが可能な場合
には、対象のケース５０を１８０度回転させる。すなわち、方向変換部１９では、ケース
５０は、ケースコンベヤ１３ｃの途中に設けたストッパ２０１により所定位置に停止させ
、ケース５０が搭載される回転板２０２を、昇降用エアシリンダ２０３により上昇させ、
ロータリーシリンダ２０４によって１８０度回転させ、その後、回転板２０２を、昇降用
エアシリンダ２０３により下降させ、ストッパ２０１を解除して、ケース５０を再度運搬
するようにする。
【００６６】
　その後に、ケース５０は、仕分け先別分岐部２１へと運搬され、８方面のいずれかの仕
分け先に仕分けされる。
【００６７】
　次に、蓄積部２２の蓄積機構２２１において、運搬されてきたケース５０は、同一仕分
け先のケースがない場合は、一旦、蓄積機構２２１の傾動フック２２４によって保持され
る。既に同一仕分け先のケース５０が保持されている場合は、傾動フック２２４によって
保持されたケースが昇降アーム２２２によって上方に移動され、運搬されてきたケースは
、その下方に入り込み、その後、昇降アーム２２２を下方に移動させ、傾動フック２２４
を解除することにより、蓄積がなされる。なお、その後、更なる蓄積に備えて、傾動フッ
ク２２４は最下段のケースを保持する。こうして、制御部２７にて判断したケース数にな
るまで蓄積されたケースは保持されている。
【００６８】
　制御部２７が判断したケース数に達すると、蓄積されたケース５０（ケース群）は、蓄
積機構２２１から蓄積ステーション２２２へと運搬される。
【００６９】
　移載部２３は、かご車ステーション２５に仕分け先のかご車２４がセットされている場
合には、蓄積ステーション２２２から、その仕分け先のケース群５０ｎを、フォーク部２
３４を延伸させて最下段のケース５１のつば部５２を保持し、フォーク部２３４を縮めた
後に、フォーク部２３４を図示しない昇降機構で、下降させ、走行台車によって所定のか
ご車の前まで移動させる。かご車２４の前では、制御部２７にて指定されたかご車２４内
部の位置に、フォーク部を再度延伸させて、ケース群を載置する。
【００７０】
　ここで、移載部２３から移載すべきかご車２４が、かご車ステーション２５に正しくセ
ットされていないとか、かご車２４内部のケース５０搭載状況が乱れているなどの理由で
、かご車２４に移載できない場合は、ケース群は、一旦、移載部２３から、蓄積ケース仮
置きエリア２６へと移載される。この場合は、かご車２４に移載できる状況になった場合
には、蓄積ケース仮置きエリア２６から移載部２３へと積み込まれ、かご車２４に移載さ
れることになる。
【００７１】
　このように、本発明に係るケース移載装置では、いくつかの種類の定形のケースを用い
て、人手による作業をできるだけ省き、また、効率良く仕向け先別にケースを蓄積し、蓄
積したケースを仕向け先別のかご車に移載するようにし、また、異常な事態に対しても、
極力、自動での処理を可能としたから、省力効果が大きく、かつ、小規模で多量のケース
の処理が可能となり、経済的効果も大きい。
【００７２】
　なお、本装置に用いられる物品運搬手段をケースとして説明してきたが、この名称、形
状に限定されるものではなく、その他の箱型、筒状などの形状であればよく、その材質も
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限定されない。また、ケースに物品を収納して仕分けるようにしたが、物品そのものが本
装置において処理可能な形状であれば、物品そのものを扱ってもよい。
【００７３】
　また、本装置に用いられるケースについて、これまでに述べたような上下方向のみに積
層して蓄積できるものに限定されない。例えば、図１０に示すようなケース５００であっ
てもよい。ここで、ケース５００は、物品を収納する空間である物品収納部５０１、ケー
ス５００をフォークなどで移送するためのつば部５０２、上部膨出部５０３、下部膨出部
５０４、底部突出部５０５を有し、図示するようにケース（Ａ）の上部膨出部５０３がケ
ース（Ｂ）の下部膨出部５０４に組み合わされることで水平方向に蓄積できるものであっ
てもよい。この場合、更に上下方向にも底部突出部５０５を物品収納部５０１にはめ込む
ような形で積層することもできる。
【００７４】
　この場合には、ケース５００の蓄積状態を変更する変更部２０は、ケース５００の進行
方向が図中の矢印方向で、蓄積部２２が進行方向の左側にある場合に、先行するケース５
００を進行方向左側に平行移動し、後続のケース５００を進行方向右側に平行移動する機
構であってもよい。このようにすると蓄積部２２での蓄積がスムーズに行えるという利点
がある。
【００７５】
　また、本装置のケース運搬部としては、ケースコンベヤのほか、コンベヤを使用しない
マニピュレータ、ロボットなどであってもよく、コンベヤとマニピュレータなどとの組合
せであってもよい。装置の設置に関して設計の自由度が高くなるという利点が得られる場
合もある。
【００７６】
　仕分け先情報取得部としては、ケースに付された仕分け先情報を読み取る場合のほか、
このケース移載装置に投入される以前に取得してある仕分け先情報を、ケース投入ととも
に受信する、あるいは、予め運搬順に指定されている仕分け先情報の配布を受けるような
場合も含むものとする。
【００７７】
　本装置に用いられる分岐・方向変換の技術は、これまで述べてきたものに限定されず、
周知のコンベヤ運搬の技術を適用することができる。
【００７８】
　本装置の要素の配置や要素の数についても、これまでの説明の順序や数でなくてもよい
。仕分けすべき物量や特性に応じて適宜順序を変更してもよいし、要素の数を増減しても
よく、場合によっては必要でない要素を省略してもよい。
【符号の説明】
【００７９】
１３　ケースコンベヤ
１４　仕分け先情報取得部
１５０　リジェクト分岐部
１６　リジェクトライン
１７　再投入エリア
１８　ケースバッファ
１９　方向変換部
２０　変更部
２１　仕分け先別分岐部
２２　蓄積部
２３　移載部
２４　かご車
２５　かご車ステーション
２６　蓄積ケース仮置きエリア
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