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(57)【要約】
【課題】　本考案は、収穫物等の内容物が入った農業用
コンテナを、一定の高さまで持ち上げ反転させて内容物
を取り出し、内容物を取り出した後の空のコンテナを自
動排出し、連続して農業用コンテナの中の内容物を取り
出す事で、従来手で提げて内容物を取り出す作業の体へ
の負担を軽減する。
【解決手段】　収穫物等が入った農業用コンテナをコン
テナ架台５に乗せ、垂直方向に直線に配置したガイドレ
ール２と９０度アールをつけたガイドレール３に沿って
昇降用電動機６で持ち上げる事により、内容物が入った
農業用コンテナ２０ａを反転させコンテナの中の内容物
を取り出し、下降しながらガイドレール２に取り付けた
ガイドバー１３とガイドベアリング１４で空になったコ
ンテナを傾け排出する。排出した後コンテナ架台５は定
位置に戻り次のコンテナがセットされ、これを繰り返す
事で連続して農業用コンテナの中に入った内容物を取り
出す事ができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電動機での昇降装置を有した昇降架台に、架台の水平方向に対して異なる位置の上下に
回転可能なガイドローラーを２箇所設け、それぞれのガイドローラーの垂直方向にガイド
レールを取付け、コンテナを傾けたい方向のガイドレールはガイドローラーが引っ掛から
ない様にアールを付け９０度に曲げて配置し、もう一方のガイドレールは直線に配置し、
昇降架台を持ち上げた時にそれぞれのガイドローラーがそれぞれのガイドレールに沿って
進む事により、昇降架台は９０度に曲げたガイドレールの方向に傾き、昇降架台の上のコ
ンテナ架台にセットしている内容物が入ったコンテナを反転し、コンテナの中の内容物を
取り出す事ができる農業用コンテナ反転排出昇降装置
【請求項２】
　ガイドレール上にへ型のガイドバーを設け、又、昇降架台にはガイドベアリングを設け
る事で、昇降架台が上昇する時はガイドベアリングがガイドバーに干渉せずに上昇し、昇
降架台が下降する際にガイドベアリングがガイドバーに沿って降り、ガイドベアリングを
固定している持ち上げバーが支点を中心に持ち上がり、昇降架台の上に設置しているコン
テナ架台を持ち上げ傾かせ、コンテナ架台に乗っている空のコンテナを自動排出する事が
出来る農業用コンテナ反転排出昇降装置
【請求項３】
　内容物が入ったコンテナをローラー等の搬送コンベア上に複数個並べて置き、持ち上げ
反転さすコンテナと次のコンテナの間の位置にストッパーを設け、コンテナ架台に内容物
が入ったコンテナがセットされた場合と、持ち上げ反転動作中はストッパーが働いて次の
コンテナはその場で静止し、持ち上げ反転し中の内容物を取り出したのち下降する時に空
のコンテナを自動排出し、コンテナ架台が定位置に戻った段階でストッパーを解除し、次
のコンテナをコンテナ架台に送り込み、これらの動作を繰り返す事で連続してコンテナの
内容物を取り出すことができる農業用コンテナ反転排出昇降装置
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、農業用コンテナを持上げ反転させ、コンテナに入っている内容物を排出し、
その後戻りながらコンテナを自動排出させる産業機械に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　農作業等の収穫後の作業等において、選別や保管、荷造り等の際にコンテナに入ってい
る農産物等の内容物を取り出す場合、手で提げてコンテナをひっくり返し、中の内容物を
取り出している。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　農作業等の収穫後の作業等において、コンテナの中に入っている内容物を取り出す場合
、手で提げてコンテナをひっくり返し取り出す作業をしている。この作業を繰り返し行う
事は体への負担が大きく、高齢の人にはかなりな重労働である。又、選別や保管等の作業
の際には、選別台や保管容器等の高さまで持ち上げなければならない。
　本考案の農業用コンテナ反転排出昇降装置で、コンテナを一定の高さまで持ち上げ反転
させコンテナの中の内容物を取り出し、空になったコンテナを自動排出し、この一連の動
作を連続して行う事で、前述の体への負担を解決しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本考案は農作業等の収穫後の作業等において、収穫物などの内容物が入っているコンテ
ナを電動機での昇降装置を有した昇降架台に、架台の水平方向に対して異なる位置の上下
に回転可能なガイドローラーを２箇所設け、それぞれのガイドローラーの垂直方向にガイ
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ドレールを取付け、コンテナを傾けたい方向のガイドレールはガイドローラーが引っ掛か
らない様にアールを付け９０度に曲げて配置し、もう一方のガイドレールは直線に配置し
、昇降架台を持ち上げた時にそれぞれのガイドローラーがそれぞれのガイドレールに沿っ
て進む事により、昇降架台は９０度に曲げたガイドレールの方向に傾き、昇降架台の上の
コンテナ架台にセットしている内容物が入ったコンテナを反転し、コンテナの中の内容物
を取り出す事ができる事で問題点を解決している。
【０００５】
　又、収穫物などの内容物が入ったコンテナを連続して取り出す事が出来るようにする為
に、上昇し反転して内容物を取り出した後の空のコンテナを排出できうる様に、ガイドレ
ール上にへ型のガイドバーを設け、又、昇降架台にはガイドベアリングを設ける事で、昇
降架台が上昇する時はガイドベアリングがガイドバーに干渉せずに上昇し、昇降架台が下
降する際にはガイドベアリングがガイドバーに沿って降り、ガイドベアリングを固定して
いる持ち上げバーが支点を中心に持ち上がり、昇降架台の上に設置しているコンテナ架台
を持ち上げ傾かせ、コンテナ架台に乗っている空のコンテナを自動排出する。
【０００６】
　連続作業を行う為に、内容物が入ったコンテナをローラー等の搬送コンベア上に複数個
並べて置き、持ち上げ反転さすコンテナと次のコンテナの間の位置にストッパーを設け、
コンテナ架台に内容物が入ったコンテナがセットされた場合と、持ち上げ反転動作中はス
トッパーが働いて次のコンテナはその場で静止し、持ち上げ反転し中の内容物を取り出し
たのち下降する時に、前述のガイドバー及びガイドベアリングにより空のコンテナを自動
排出し、コンテナ架台が定位置に戻った段階でストッパーを解除し、次のコンテナをコン
テナ架台に送り込み、これらの動作を繰り返す事で連続してコンテナの内容物を取り出す
ことができる。
【発明の効果】
【０００７】
　上述の様に、本考案の農業用コンテナ反転排出昇降装置は農作業等の収穫後の作業等に
おいて、収穫物などの内容物が入っているコンテナをストッパーを有するローラー等の搬
送コンベア上に並べ、あらかじめ設定した選果台や保管容器等の高さまで持ち上げ反転さ
せ、中の内容物を取り出し、下降しながら空になったコンテナを自動排出し、コンテナ架
台が定位置に戻った段階でストッパーを解除し、次の収穫物などの内容物が入ったコンテ
ナがコンテナ架台にセットされ、再び上昇し一連の動作を繰り返す事により、今まで手で
提げて内容物が入ったコンテナをひっくり返し、内容物を取り出していた作業が機械化さ
れ体への負担が少なくなる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本考案の農業用コンテナ反転排出昇降装置の実施例を示す全体図である。
【図２】本農業用コンテナ反転排出昇降装置のガイドレール及びガイドローラーの位置図
である。
【図３】本農業用コンテナ反転排出昇降装置の持ち上げ途中の昇降架台及びコンテナの状
態を示す位置図である。
【図４】本農業用コンテナ反転排出昇降装置の反転した時の昇降架台及びコンテナの状態
を示す位置図である。
【図５】本農業用コンテナ反転排出昇降装置の持ち上げた時の昇降架台とコンテナ架台の
状態を示す側面図である。
【図６】本農業用コンテナ反転排出昇降装置の下降した時の昇降架台とコンテナ架台の状
態を示す側面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　電動機での昇降装置を有した昇降架台に、架台の水平方向に対して異なる位置の上下に
回転可能なガイドローラーを２箇所設け、それぞれのガイドローラーの垂直方向にガイド
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レールを取付け、コンテナを傾けたい方向のガイドレールはガイドローラーが引っ掛から
ない様にアールを付け９０度に曲げて配置し、もう一方のガイドレールは直線に配置し、
昇降架台を持ち上げた時にそれぞれのガイドローラーがそれぞれのガイドレールに沿って
進む事により、昇降架台は９０度に曲げたガイドレールの方向に傾き、昇降架台の上のコ
ンテナ架台にセットしている内容物が入ったコンテナを反転し、コンテナの中の内容物を
取り出す事ができる。
【００１０】
　収穫物などの内容物が入ったコンテナを連続して取り出す事が出来るようにする為に、
上昇し反転して内容物を取り出した後の空のコンテナを排出できうる様に、ガイドレール
上にへ型のガイドバーを設け、又、昇降架台にはガイドベアリングを設ける事で、昇降架
台が上昇する時はガイドベアリングがガイドバーに干渉せずに上昇し、昇降架台が下降す
る際にはガイドベアリングがガイドバーに沿って降り、ガイドベアリングを固定している
持ち上げバーが支点を中心に持ち上がり、昇降架台の上に設置しているコンテナ架台を持
ち上げ傾かせ、コンテナ架台に乗っている空のコンテナを自動排出する。
【００１１】
内容物が入ったコンテナをローラー等の搬送コンベア上に複数個並べて置き、持ち上げ反
転さすコンテナと次のコンテナの間の位置にストッパーを設け、コンテナ架台に内容物が
入ったコンテナがセットされた場合と、持ち上げ反転動作中はストッパーが働いて次のコ
ンテナはその場で静止し、持ち上げ反転し中の内容物を取り出したのち下降する時に、前
述のガイドバー及びガイドベアリングにより空のコンテナを自動排出し、コンテナ架台が
定位置に戻った段階でストッパーを解除し、次のコンテナをコンテナ架台に送り込む。こ
れらの動作を繰り返す事で連続してコンテナの内容物を取り出すことができる。
【実施例】
【００１２】
　　以下、添付図面に従って実施例を説明する。図１の本考案の実施例を示す全体図にお
いて、１はコンテナ反転排出昇降装置の本体ベースであり、２及び３は本体ベース１に固
定している反転用のガイドレールである。ガイドレール２は垂直方向に直線に配置し、コ
ンテナを傾けたい方向のガイドレール３はガイドローラー１１が引っ掛からない様にアー
ルを付け、傾けたい方向に９０度に曲げて配置している。４は昇降架台であり５のコンテ
ナ架台を１７の蝶番で可動可能に接続している。又、連続作業が出来るように内容物が入
ったコンテナを複数個置ける様に、搬送コンベア２４を昇降架台４が昇降動作を行っても
干渉しない位置に配置し、コンテナ架台５の上にあるコンテナ２０ａと次のコンテナ２０
ｂの間にコンテナストッパー２５を取り付けている。コンテナストッパー２５は、コンテ
ナ２０ａがコンテナ架台５にセットされた時と、反転排出昇降動作が終了しコンテナ架台
５が定位置に来るまで搬送コンベア２４上のコンテナ２０ｂを止めておく働きをする。内
容物を取り出したコンテナ２０ａを排出した後の昇降架台４が定位置に戻れば、コンテナ
ストッパー２５が下がりコンテナ架台５に次のコンテナ２０ｂが滑り落ちセットされる。
内容物の入ったコンテナがコンテナ架台５に入りやすくする為に、昇降架台４及びコンテ
ナ架台５は角度をつけて配置し、コンテナ架台５の上部にはベアリングが入った搬送ロー
ラー２７が複数個取り付けてある。昇降架台４には図２のガイドレール及びガイドローラ
ーの位置図に示す様に、水平方向に対して異なる位置の上下に回転可能なガイドローラー
１０及びガイドローラー１１が固定されていて、コンテナを排出したい方向のガイドロー
ラー１１は上側に、もう一方のガイドローラー１０は下側に配置している。ガイドローラ
ー１０には昇降架台４を昇降させる為のチェーン９が固定されていて、チェーン７及びチ
ェーン用ギヤー８ａ、８ｂで本体ベース１に取り付けている昇降用電動機６と接続され、
昇降用電動機６が正回転すれば昇降架台４は上昇し、逆回転すれば下降する構造となって
いる。チェーン９には位置を変える事が可能なリミット当り金具２２が取り付けられてい
て、ガイドレール２の上側に取り付けているリミットスイッチ２３ａに当たる事で昇降用
電動機６が停止し、内容物が入ったコンテナ２０ａを反転さす角度を任意に調整する事が
できる。コンテナを反転したのち昇降用電動機６は逆回転し昇降架台４は下降し、下側の



(5) JP 2011-46526 A 2011.3.10

10

20

30

40

50

リミットスイッチ２３ｂに昇降用架台４の底部が当たれば昇降用電動機６は停止する。
【００１３】
　コンテナの反転動作を説明する。図３のコンテナ反転排出昇降装置の持ち上げ途中の状
態を示す位置図において、昇降用電動機６を正回転すると昇降架台４に固定された回転可
能なガイドローラー１０が上昇し、昇降架台４及びコンテナ架台５が上昇する。ガイドロ
ーラー１０は垂直方向に直線に配置したガイドレール２の中を進み、同じく昇降架台４に
水平方向に対しガイドローラー１０と異なる位置の上側に固定された回転可能なガイドロ
ーラー１１が９０度曲げて配置しているガイドレール３の中を進む。ガイドローラー１１
がガイドレール３の９０度曲げた部分より下側では、昇降架台４及びコンテナ架台５はそ
のままの姿勢で上昇するが、９０度曲げた部分を過ぎるとガイドローラー１１はガイドロ
ーラー３の９０度曲げた方向に進み、昇降架台４とコンテナ架台５が傾き始める。図４の
コンテナ反転排出昇降装置の反転した時の昇降架台及びコンテナの状態を示す位置図にお
いて、前述のリミット当り金具２２がコンテナ２０ａを反転さす位置にあるリミットスイ
ッチ２３ａに当たるまでガイドローラー１０及び昇降架台４とコンテナ架台５は上昇し、
停止する。反転動作中及び反転完了停止時のコンテナ２０ａが傾いたコンテナ架台５から
滑り落ちない様に、コンテナ架台５にはコンテナ止め板１２を取り付けている。コンテナ
止め板１２はコンテナ２０ａに入っている内容物が滑り落ちるのに邪魔にならない程度の
厚さとしている。反転した状態を保持する時間（内容物が滑り落ちる時間）は電気制御盤
２６の中のタイマーで任意設定でき、タイマーで設定された時間を過ぎれば昇降用電動機
６は逆回転をし、昇降架台４及びコンテナ架台５は前記の反転動作と逆に傾きを戻しなが
らガイドレール２及びガイドレール３に沿って下側のリミットスイッチ２３ｂに昇降用架
台４の底部が当たるまで下降する。下側のリミットスイッチ２３ｂに昇降用架台４の底部
が当たれば昇降用電動機６は停止する。
【００１４】
　連続作業をするために、反転し内容物を取り出した空のコンテナ２０ａを自動排出する
為の段階を、図５のコンテナ反転排出昇降装置の持ち上げた時の昇降架台とコンテナ架台
の状態を示す側面図で説明する。図（ａ）においてガイドレール２には１９のガイドバー
支点を中心に回転可能なガイドバー１３が取り付けてあり、昇降架台４には１８の持ち上
げアーム支点を中心に回転可能な持ち上げアーム１６を取り付けている。持ち上げアーム
１６は逆Ｖ型の形状で、ガイドレール２側の先端には回転可能なガイドベアリング１４が
取り付けてある。ガイドバー１３にはガイドベアリング１４が通過する際に干渉しない位
置にスプリング２１が取り付けてあり、ガイドバー１３の下側が常に開く様な構造とし、
ガイドレール２とガイドバー１３の下側の開いている隙間はガイドベアリング１４の外径
より広くしている。昇降架台４とコンテナ架台５は１７のコンテナ架台蝶番で連結されて
いて、コンテナ架台５には持ち上げアーム１６のガイドベアリング１４が付いている方向
と反対側の端が当たる位置に持ち上げピン１５を取り付けている。図（ｂ）のように昇降
架台４が上昇するとガイドベアリング１４はガイドレール２に沿って上昇し、ガイドレー
ル２とガイドバー１３の隙間を通る。ガイドバー１３は１９のガイドバー支点を中心に回
転し、ガイドベアリング１４及び持ち上げアーム１６はそのままの状態で上昇する。図（
ｃ）のようにガイドベアリング１４がガイドバー１３を通過すると、ガイドバー１３に取
り付けているスプリング２１により引っ張られ、１９のガイドバー支点を中心に元に戻る
。前記の動作で、上昇中は昇降架台４と１７のコンテナ架台蝶番で連結されているコンテ
ナ架台５は最初にセットされた姿勢で上昇する。
【００１５】
　内容物を取り出した後の空のコンテナ２０ａを排出する状態を図６のコンテナ反転排出
昇降装置の下降した時の昇降架台とコンテナ架台の状態を示す側面図で説明する。図（ａ
）の状態で昇降架台４が下降すると、図（ｂ）のようにガイドベアリング１４がガイドバ
ー１３の右側に沿って下降する為、持ち上げアーム１６は１８の持ち上げアーム支点を中
心に回転し、昇降架台４にコンテナ架台蝶番１７で連結されているコンテナ架台５に固定
された持ち上げピン１５を持ち上げ、コンテナ架台５は１７のコンテナ架台蝶番を中心に
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傾き、コンテナ架台５に乗っている内容物を取り出した後の空のコンテナ２０ａを滑り落
とし排出する事ができる。排出した後、図（ｃ）のようにガイドベアリング１４がガイド
バー支点１９を過ぎると、コンテナ架台５の自重でコンテナ架台５に固定している持ち上
げピン１５が持ち上げアーム１６を押え、持ち上げアーム１６には１８の持ち上げアーム
支点を中心にガイドレール２の方向に戻ろうとする力が加わり、ガイドバー１３は１９の
ガイドバー支点を中心にガイドレール２の方向に回転する。ガイドベアリング１４がガイ
ドバー１３を過ぎると、ガイドバー１３及び昇降架台４やコンテナ架台５は図５の図（ａ
）のように上昇前の状態にもどる。
【産業上の利用可能性】
【００１５】
　内容物が入ったコンテナを昇降，反転，排出が連続してできる為、農業用コンテナだけ
では無くコンテナ架台の寸法や昇降用電動機のトルク，架台の強度を増す事により、土木
作業等の他の分野の大型コンテナの昇降，反転，排出作業にも利用できる。
【符号の説明】
【００１６】
１　　　　　　　　　　　　本体ベース
２　　　　　　　　　　　　ガイドレール（１）
３　　　　　　　　　　　　ガイドレール（２）
４　　　　　　　　　　　　昇降架台
５　　　　　　　　　　　　コンテナ架台
６　　　　　　　　　　　　昇降用電動機
７　　　　　　　　　　　　チェーン
８ａ，８ｂ　　　　　　　　チェーン用ギヤー
９　　　　　　　　　　　　チェーン
１０　　　　　　　　　　　ガイドローラー（１）
１１　　　　　　　　　　　ガイドローラー（２）
１２　　　　　　　　　　　コンテナ止め板
１３　　　　　　　　　　　ガイドバー
１４　　　　　　　　　　　ガイドベアリング
１５　　　　　　　　　　　持ち上げピン
１６　　　　　　　　　　　持ち上げアーム
１７　　　　　　　　　　　コンテナ架台蝶番
１８　　　　　　　　　　　持ち上げアーム支点
１９　　　　　　　　　　　ガイドバー支点
２０ａ，２０ｂ，２０ｃ　　コンテナ
２１　　　　　　　　　　　スプリング
２２　　　　　　　　　　　リミット当り金具
２３ａ，２３ｂ　　　　　　リミットスイッチ
２４　　　　　　　　　　　コンテナ搬送コンベア
２５　　　　　　　　　　　コンテナストッパー
２６　　　　　　　　　　　電気制御盤
２７　　　　　　　　　　　搬送ローラー



(7) JP 2011-46526 A 2011.3.10

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(8) JP 2011-46526 A 2011.3.10

【図５】 【図６】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

