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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　荷物（３）を異なる作業ステーション間で送るように設計された少なくとも２つの上流
側荷物用コンベアまたは運搬装置（１）および下流側荷物用コンベアまたは運搬装置（２
）の間で荷物を載せ替えるための装置（４）であって、
　両端（５’、５’’）の各々の一部分を上流側コンベアまたは運搬装置（１）および下
流側コンベアまたは運搬装置（２）に隣接した様相で延在させてなる中間コンベアまたは
運搬装置（５）と、上流側コンベアまたは運搬装置（１）および下流側コンベアまたは運
搬装置（２）の間の載せ替えの際に、片持ち梁の姿勢で荷物（３）の側方を保持するため
の側方保持手段（６）と、で基本的に構成されていることを特徴とする、装置。
【請求項２】
　中間コンベアまたは運搬装置（５）が、上流側コンベアまたは運搬装置（１）および下
流側コンベアまたは運搬装置（２）の高さよりもわずかに低い高さに配置され、荷物の側
方を保持するための側方保持手段（６）が、中間コンベアまたは運搬装置（５）の上方を
、載せ替えようとする荷物（３）の高さよりもわずかに低い間隔で、中間コンベアまたは
運搬装置（５）と平行に延びている、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　中間コンベアまたは運搬装置（５）が、上流側コンベアまたは運搬装置（１）および下
流側コンベアまたは運搬装置（２）の高さよりもわずかに高い高さに配置されている、請
求項１に記載の装置。
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【請求項４】
　中間コンベアまたは運搬装置（５）が、上流側コンベアまたは運搬装置（１）および下
流側コンベアまたは運搬装置（２）の荷物運搬面に対して前記中間コンベアまたは運搬装
置（５）の荷物運搬面が傾けられて配置されている、請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　中間コンベアまたは運搬装置（５）が、複数の板を備えるチェーンであって、粗いコー
ティングおよび／または弾性変形可能なコーティングという形式の、中間コンベアまたは
運搬装置（５）の前記荷物（３）に対する付着を向上させるコーティングを備え、側方保
持手段（６）が、中間コンベアまたは運搬装置（５）の方向へと向けられ下面がわずかな
付着を有するガイドの形態である、請求項１から４のいずれか一項に記載の装置。
【請求項６】
　中間コンベアまたは運搬装置（５）の端部（５’および５’’）の上方を延びている側
方保持手段（６）の端部（６’および６’’）が、前記側方保持手段（６）の中央部に対
する可動部の形態であり、空気圧ジャッキ、油圧ジャッキ、または電気式ジャッキ、ある
いはカムによって駆動される、請求項１から５のいずれか一項に記載の装置。
【請求項７】
　互いに一直線上にある２つの上流側コンベアまたは運搬装置（１）および下流側コンベ
アまたは運搬装置（２）に対して隣接する様相で延在する直線的な装置形態である、請求
項１から６のいずれか一項に記載の装置。
【請求項８】
　１つ以上の曲線セクションを有する装置形態であり、前記曲線セクションが、真っ直ぐ
な端部によって隣接する様相で上流側コンベアまたは運搬装置（７から１０）および下流
側コンベアまたは運搬装置（１１から１４）へと接続される、請求項１から６のいずれか
一項に記載の装置。
【請求項９】
　少なくとも２つの上流側コンベアまたは運搬装置（１）および下流側コンベアまたは運
搬装置（２）の間で荷物（３）を載せ替えるための装置（４）の構成要素である荷物（３
）の側方保持手段（６）が、支持体（１５）を介して少なくとも１つの上流側コンベアま
たは運搬装置（１）および／または下流側コンベアまたは運搬装置（２）の筐体へと固定
され、ねじ（１７）によって弾性力が調節され得るばね（１６）など、制御される弾性変
形手段（１６）を介在させて支持体（１５）に取り付けられている、請求項１から６のい
ずれか一項に記載の装置。
【請求項１０】
　荷物（３）の側方保持手段（６）の支持体（１５）が、少なくとも１つの上流側コンベ
アまたは運搬装置（１）および／または下流側コンベアまたは運搬装置（２）の筐体へと
、対応する案内筒内での支持体（１５）のスライドおよび締め付けによって、中間コンベ
アまたは運搬装置（５）の荷物運搬面に対する側方保持手段（６）の高さを調節できるよ
うなやり方で固定されている、請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　荷物（３）の側方保持手段（６）の支持体（１５）が、少なくとも１つの上流側コンベ
アまたは運搬装置（１）および／または下流側コンベアまたは運搬装置（２）の筐体へと
、上流側コンベアまたは運搬装置（１）および／または下流側コンベアまたは運搬装置（
２）の筐体と一体である位置決めジャッキ（１８）上に前記支持体（１５）を配置するこ
とによって、中間コンベアまたは運搬装置（５）の荷物運搬面に対する側方保持手段（６
）の高さを調節可能なやり方で固定されている、請求項９に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、板状のコンベアまたは運搬装置によって荷物を、特にはコンベアまたは運搬
装置の乗り換えを伴いつつ搬送する分野に関し、少なくとも２つのコンベアまたは運搬装
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置の間で荷物を載せ替えるための装置を目的とする。
【背景技術】
【０００２】
　産業の多数の分野が、部品または容器の形態である荷物を作業ステーション間で、ある
いは保存または梱包または出荷ステーションに向けて運搬するため、荷物用のコンベアま
たは運搬装置を現在使用している。
【０００３】
　さらには、この種のコンベアまたは運搬装置の使用を、物体または容器、さらに詳しく
は返却可能なボトルを仕分けするためのセンターにおいて、実行することができる。
【０００４】
　一般に、これら荷物用のコンベアまたは運搬装置は、細長いテーブルの形態であって動
力付きのローラを互いに平行かつテーブルの長手軸に対して直角に配置して備え、あるい
は板状チェーンまたは可撓帯ベルトまたは歯付きベルトの形態であり、運搬対象の荷物は
、単純にこれらのコンベアのほぼ中央に位置するように載せられ、すなわち直線状の載せ
替えのためのコンベアは、現在のところ２つの小さな対称的なチェーンの形態である。
【０００５】
　直線方向の載せ替えにおいては、荷物は、基本的には長手方向の中心軸に沿って配置さ
れ、随意によりコンベア上または運搬装置上において横レールによって案内される。方向
の変化を実行するためには、荷物偏向装置が、偏向によってコンベアまたは運搬装置に向
かって上記荷物を押し、あるいは偏向によって上記コンベアまたは運搬装置へと荷物を徐
々に導く付属手段からなる個々の部品または容器の形態で設けられている。
【０００６】
　第１の場合には、装置が、プレートなどを有するジャッキ推力の組から基本的になり、
ジャッキによって駆動されて偏向対象の部品または容器に側方から接触し、上記部品また
は容器を第１のコンベアまたは運搬装置に対して直角に延びるコンベアまたは運搬装置へ
と押す。
【０００７】
　あまり大きくない角度方向の偏向の場合においては、偏向対象の部品または容器へと連
続的に作用して、偏向によって徐々にコンベアまたは運搬装置へともたらす横押し手段を
使用することも可能である。
【０００８】
　このような偏向コンベアまたは運搬装置が存在する場合には、動力付きのローラを備え
た中間運搬装置であって、偏向運搬装置へと接続されあるいは主運搬装置へと再び接続さ
れる異なるローラが、運搬装置間の偏向角度に適合するよう異なる寸法とされている中間
運搬装置を使用することも可能である。
【０００９】
　最後に、この後者の場合には、中間運搬装置またはコンベアが、所定の角度の偏向が可
能な板状チェーン式であってもよい。しかしながら、このような中間運搬装置の使用は、
最初の運搬装置またはコンベアと偏向運搬装置またはコンベアとの間の接続に特定の配置
構成を必要とする。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　現在存在している偏向装置は、確かにその役割をおおむね満足できる程度に果たしてい
るが、構成および動作が比較的複雑であり、一式のコンベアまたは運搬装置によって供給
を受けている全てのステーションの完全な停止、および頻繁な保守の介入という結果につ
ながる動作上の問題を引き起こす可能性がある。さらに、これらの偏向装置の複雑さは、
比較的高い設置コストにつながる。
【００１１】
　最後に、直線方向での荷物の載せ替えの場合には、２つの延伸のコンベアまたは運搬装
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置の間での上記荷物の保持という問題が、特には比較的小さい寸法の荷物の場合に生じる
可能性があり、上記荷物が下流側のコンベアまたは運搬装置によって正しく確保されず、
上流側コンベアと下流側コンベアとの間の接続部に停滞する恐れがある。例えばこのよう
な停滞に起因して、下流側コンベアへの荷物の配置が不正確になり得る。
【００１２】
　本発明は、少なくとも２つのコンベアまたは運搬装置の間の荷物載せ替え装置であって
、載せ替え対象の荷物の完璧な配置を維持しつつ、偏向または整列によってコンベアまた
は運搬装置の変更を実行できるようにする装置を提案することによって、これらの欠点を
軽減することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　この目的のため、少なくとも２つのコンベアまたは運搬装置の間で荷物を載せ替えるた
めの装置が、本発明によれば、両端の各々の一部分を上流側および下流側のコンベアまた
は運搬装置に隣接した様相で延在させてなる中間コンベアまたは運搬装置、ならびに上流
側コンベアまたは運搬装置および下流側コンベアまたは運搬装置の間の載せ替えの際に、
片持ち梁の姿勢で荷物の側方を保持するための手段、から基本的になることを特徴とする
。
【００１４】
　本発明を、本発明を限定するものではない例として提示され、添付の線図を参照しつつ
説明される好ましい実施形態に関する以下の説明によって、よりよく理解できるであろう
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　添付の図面の図１は、異なる作業ステーション間で荷物３を送るように設計された上流
側の荷物用コンベアまたは運搬装置１および下流側の荷物用コンベアまたは運搬装置２を
示しており、これら上流側の荷物用運搬装置またはコンベア１および下流側の荷物用運搬
装置またはコンベア２が、荷物載せ替え装置４によって互いに接続されている。以下の説
明では、上流側コンベアという用語が、載せ替え装置によって処理されるべき荷物を届け
るコンベアを指して使用され、下流側コンベアという用語が、載せ替え装置による処理を
終えた荷物を運び去るコンベアを指して使用される。
【００１６】
　添付の図面の図１から図７において、図示されている荷物３は、例えばボトルなどを収
容するための箱の形態であるが、他の任意の形態で構成することが可能であり、すなわち
単一の部品（機械加工されていても、されていなくてもよい）の形態で構成されても、あ
るいは組み立てられた一式の部品で構成されてもよい。上流側コンベアまたは運搬装置１
および下流側コンベアまたは運搬装置２にて運ばれる荷物３は、常に中心合わせされた様
相で後者へと配置され、すなわちこれら上流側コンベアまたは運搬装置１あるいは下流側
コンベアまたは運搬装置２に位置するときに限れば、完璧にバランスするように配置され
ており、荷物３の長さの一部分が、上記上流側コンベア１および下流側コンベア２の両側
に突き出している。
【００１７】
　本発明によれば、少なくとも２つの上流側コンベアまたは運搬装置１あるいは下流側コ
ンベアまたは運搬装置２の間で荷物３の載せ替えを行うための装置４が、両端５’、５’
’の各々の一部分を上流側コンベアまたは運搬装置１および下流側コンベアまたは運搬装
置２に隣接した様相で延在させてなる中間コンベアまたは運搬装置５と、上流側コンベア
または運搬装置１および下流側コンベアまたは運搬装置２の間の載せ替えの際に、片持ち
梁の姿勢で荷物３の側方を保持するための手段６とから、基本的になる。中間コンベアま
たは運搬装置５の端部５’、５’’を上流側コンベアまたは運搬装置１および下流側コン
ベアまたは運搬装置２の端部に隣接させており、すなわち端部５’、５’’の各々が上記
上流側コンベアまたは運搬装置１および下流側コンベアまたは運搬装置２の対応する端部
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の傍らに位置している装置４のこの構成配置ゆえ、上記端部５’、５’’を、上記上流側
コンベアまたは運搬装置１および下流側コンベアまたは運搬装置２の端部に沿って荷物３
の対応する縁の下方に延在させることができる。
【００１８】
　本発明の一特徴によれば、中間コンベアまたは運搬装置５が、上流側コンベアまたは運
搬装置１および下流側コンベアまたは運搬装置２の高さよりもわずかに低い高さに好都合
に配置され、荷物の側方を保持するための手段６が、中間コンベアまたは運搬装置５の上
方を、載せ替えようとする荷物３の高さよりもわずかに低い間隔で、中間コンベアまたは
運搬装置５と平行に延びている。荷物の側方を保持するための手段６が、上記荷物の上縁
を手段６の下面に当接させて確実に支持できるようにしており、したがって上記荷物が上
流側の運搬装置１を離れるとき、上記荷物がそれらの対応する縁を把持することによって
中間コンベアまたは運搬装置５において片持ち梁の姿勢に保持され続け、荷物の上縁が側
方保持手段６に当接して抵抗力（干渉作用など）が加えられているため、中間コンベアま
たは運搬装置５から外れる危険がない。
【００１９】
　添付の図面には示されていないが、本発明の他の特徴によれば、中間コンベアまたは運
搬装置５を、上流側コンベアまたは運搬装置１および下流側コンベアまたは運搬装置２の
一方よりもわずかに高い高さに位置させて使用することも可能である。さらに、添付の図
面には示されていないが、本発明の別の特徴によれば、中間コンベアまたは運搬装置５を
、上流側コンベアまたは運搬装置１および下流側コンベアまたは運搬装置２に対して傾斜
させた様相に配置することも可能である。
【００２０】
　中間コンベアまたは運搬装置５は、好ましくは板状チェーン式であって、粗いコーティ
ングおよび／または弾性変形可能なコーティングという形式の付着を向上させるコーティ
ングを備え、側方保持手段は、中間コンベアまたは運搬装置５の方向へと向けられて荷物
の上縁と接触する下面が平滑であって荷物の材料に対してわずかな付着を有するガイドの
形態である。
【００２１】
　添付の図面には示されていないが、本発明の特徴によれば、中間コンベアまたは運搬装
置５の端部５’、５’’の上方を延びている側方保持手段６の端部６’、６’’が、好都
合には上記側方保持手段６の中央部に対する可動部の形態であり、空気圧ジャッキ、油圧
ジャッキ、または電気式ジャッキ、あるいはカムによって駆動される。
【００２２】
　すなわち、中間コンベアまたは運搬装置５によって荷物３の確保を実行するためには、
荷物３の対応する縁の下部を、側方保持手段６の可動部６’によって上記中間コンベアま
たは運搬装置５の端部５’上に押し付けるだけで充分である（図１ｂ）。結果として、こ
の下縁部分が、中間コンベアまたは運搬装置５の高付着性のコーティングに接触し、荷物
３が上流側コンベアまたは運搬装置１の端部を離れるとき、中間コンベアまたは運搬装置
５によって完全に確保され、側方保持手段６によって中間コンベアまたは運搬装置５上に
保持される。したがって、本発明による載せ替え装置による移動は、片持ち梁の姿勢での
荷物の移動であり、荷物が片持ち梁の様相で、中間コンベアまたは運搬装置５と側方保持
手段６を形成するガイドとの間に把持されている（図１ｃ）。荷物３が下流側コンベアま
たは運搬装置２の前に到着すると（図１ｄ）、上記荷物３が完全に上記下流側コンベアま
たは運搬装置２の上方に或る場合には、側方保持手段６を形成しているガイドの可動部６
’’がアクチュエータによってわずかに持ち上げられ、その結果、中間コンベアまたは運
搬装置５の端部５’’上での荷物３の対応する側方の支持が解放され、荷物３の運搬が下
流側コンベアまたは運搬装置２によってのみ実行される。これは、中間コンベアまたは運
搬装置５が下流側コンベアまたは運搬装置２の１つよりもわずかに低い高さに配置されて
おり、したがって側方保持手段６の端部の可動部６’’による荷物３の支持が解放される
と、荷物３が下流側コンベアまたは運搬装置２の端部に接するように傾いて、もはや中間
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コンベアまたは運搬装置５に接触しなくなるという作用が生じるためである。次いで、荷
物３は、他の作業ステーションまたは他の載せ替え装置の方向へと、下流側コンベアまた
は運搬装置２に沿って進められる。当然ながら、中間コンベアまたは運搬装置５が、上流
側コンベアまたは運搬装置１および下流側コンベアまたは運搬装置２の一方よりも高い高
さに配置されている場合、あるいは上流側コンベアまたは運搬装置１および下流側コンベ
アまたは運搬装置２の一方に対して傾けられている場合も、動作は同一である。
【００２３】
　添付の図面の図２は、本発明の変種の実施形態を示しており、２つの上流側コンベアま
たは運搬装置１および下流側コンベアまたは運搬装置２の間で荷物３を載せ替えるための
装置４が、互いに一直線上にある２つの上流側コンベアまたは運搬装置１および下流側コ
ンベアまたは運搬装置２に隣接する様相で延在する直線的な形態である。このような場合
、装置４は比較的短くてよく、上流側コンベアまたは運搬装置１および下流側コンベアま
たは運搬装置２を、互いにきわめて近付けることができ、すなわち対向するそれらの端部
を、随意により、荷物３の載せ替えの方向に見て占められる空間よりも小さい隔たりで位
置させることができる。そのような実施形態は、互いに一直線上に位置し、比較的小さな
寸法の荷物の載せ替えを実行しており、コンベアまたは運搬装置の端部間での荷物の詰ま
りまたは後者の間の接点における荷物の停滞の恐れを回避するため、重力による一方から
他方への乗り換えを可能にする一般的には動力なしの中間の載せ替え手段を現在のところ
必要としている２つのコンベアまたは運搬装置の間の載せ替えに特に好都合である。
【００２４】
　添付の図面の図３から図７は、本発明の種々の変種の実施形態を示しており、２つの上
流側コンベアまたは運搬装置１および下流側コンベアまたは運搬装置２の間で荷物３を載
せ替えるための装置４が、曲線をなす１つ以上のセクションを有する装置の形態であり、
曲線をなす１つ以上のセクションが、真っ直ぐな端部によって、上流側コンベアまたは運
搬装置７から１０および下流側コンベアまたは運搬装置１１から１４へと隣接する様相で
接続されている。
【００２５】
　図２から図７に示した種々の荷物載せ替え装置の動作の原理は、図１に関して説明した
載せ替え装置と同一である。しかしながら、図２から図７においては、荷物３の通過をよ
りよく理解できるよう、側方保持手段６が図示されていない。
【００２６】
　図２による実施形態においては、上流側コンベアまたは運搬装置１にて運ばれている荷
物３が、荷物の載せ替えのための装置４の中間コンベアまたは運搬装置５の上方に到着し
た時点で、装置４の側の自身の上縁において支持され、中間コンベアまたは運搬装置５に
対応する下縁によって接触する。この荷物３は、上流側コンベアまたは運搬装置１の荷物
３の出口までは、同時に上流側コンベアまたは運搬装置１にも部分的に当接している。上
流側コンベアまたは運搬装置１の出口に達すると、荷物３は、もはや上流側コンベアまた
は運搬装置１に当接せず、自身の対応する縁によって完全に側方保持手段６と中間コンベ
アまたは運搬装置５との間に保持され、荷物３の残りの部分が、上流側コンベアまたは運
搬装置１と下流側コンベアまたは運搬装置２との間のすき間の上方において片持ち梁の姿
勢となる。後者による荷物３の再受け取りは、図１に関して説明したやり方で実行される
。
【００２７】
　図３は、本発明の変種の実施形態を示しており、装置４が、互いに平行である上流側コ
ンベアまたは運搬装置７から下流側コンベアまたは運搬装置１１へと荷物３の偏向を生み
出すことができる反対方向の湾曲の２つの曲線セクションを有する要素の形態で構成され
ている。本実施形態においては、装置４と上流側コンベアまたは運搬装置７との間の接続
領域への荷物３の進入が、側方保持手段６が図１に関して説明した様相で動作させられる
場合、すなわち側方保持手段６が自身の対応する端部によって荷物３の対応する縁へと支
持される場合に、荷物載せ替え装置４による荷物３の確保を生じさせるという効果を有し
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、したがって上記荷物３が、上流側コンベアまたは運搬装置７上の経路から偏向させられ
、下流側コンベアまたは運搬装置１１上の載せ替え位置へと運ばれる。
【００２８】
　図４および図５は、上流側コンベアまたは運搬装置８および下流側コンベアまたは運搬
装置１２からなる構成を示しており、中央の上流側コンベア８が、添付の図面の図３に示
した装置と同様の２つの装置４によって、２つの下流側コンベア１２に向かって偏向させ
られている。本実施形態においては、中央の上流側コンベア８自体が、一部を下流へと運
ぶように設計されている。すなわち、図４が、中央の上流側コンベア８にて直線状の様相
で荷物を運ぶような本発明による装置の動作を示している一方で、図５は、下流側コンベ
ア１２の一方へと向かう本発明の装置４による荷物３の偏向を示している。図４および図
５に関し、荷物の再受け取りは、図３に関して説明したやり方と同じやり方で実行される
。
【００２９】
　図６および図７は、単純な湾曲要素の形態である本発明による装置の適用例を示してお
り、一方は、複数の上流側コンベアまたは運搬装置９から得られる荷物のただ１つの下流
側コンベアまたは運搬装置１３への載せ替えであって、荷物載せ替え装置４を形成してい
る中間コンベアまたは運搬装置５が、直線状の端部にて上記上流側コンベアまたは運搬装
置９および下流側コンベアまたは運搬装置１３に隣接する様相で接続されており（図６）
、他方は、ただ１つの上流側コンベアまたは運搬装置１０から得られる荷物のただ複数の
下流側コンベアまたは運搬装置１４への載せ替えである（図７）。本実施形態において、
荷物載せ替え装置４を形成している中間コンベアまたは運搬装置５の接続は、図６による
やり方と同一のやり方で実行されている。
【００３０】
　本発明による装置の用途は、図６および図７に示したような実施形態を有しており、所
定の条件に従った荷物３の集約または仕分けを可能にする一方で、図３から図５による実
施形態は、後続の所定の作業ステーションへと向かう荷物３の分配を実行するために、よ
り特定的に設計されている。
【００３１】
　本発明の他の特徴によれば、添付の図面の図８に示されているように、荷物３の側方保
持手段６（少なくとも２つの上流側コンベアまたは運搬装置１および下流側コンベアまた
は運搬装置２の間で荷物３を載せ替えるための装置４の構成要素である）が、好都合なこ
とに、支持体１５を介して少なくとも１つの上流側コンベアまたは運搬装置１および／ま
たは下流側コンベアまたは運搬装置２の筐体へと固定され、ねじ１７によって調節できる
ばね１６など、制御付きの弾性変形手段１６を介在させて支持体１５に取り付けられてい
る。結果として、荷物３に側方保持手段６が加える力を、あらゆる状況において上記荷物
３が上記手段６と中間コンベアまたは運搬装置５との間に良好に保持されるように保証す
るため、特には荷物３の幅について生じ得るばらつきを考慮に入れて、あらかじめ調節す
ることができる。
【００３２】
　さらに、荷物３の高さの変化を考慮するため、上記荷物３の性質に基づき、すなわち異
なる系列の荷物３が上流側コンベアまたは運搬装置１および下流側コンベアまたは運搬装
置２によって運ばれる場合に、荷物３の側方保持手段６の支持体１５が、少なくとも１つ
の上流側コンベアまたは運搬装置１および／または下流側コンベアまたは運搬装置２の筐
体へと、対応する案内筒（図示されていない）内での支持体１５のスライドおよび締め付
けによって、あるいは上流側コンベアまたは運搬装置１および／または下流側コンベアま
たは運搬装置２の筐体と一体である位置決めジャッキ１８上へと上記支持体１５を配置す
ることによって、調節可能なやり方で固定される。このようにして、手段６を、載せ替え
すべき荷物３の系列が変更されるたびに、手作業または自動で、中央制御ユニットによっ
て制御することができるジャッキ１８を介して、前もって作業位置に調節することができ
る。
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【００３３】
　本発明によれば、種々の作業ステーションへと供給を行う運搬手段の間に、あらゆる種
類の荷物を載せ替えるための装置を、低コストおよび高信頼性を備えるきわめて単純な構
成の手段を実現しつつ生み出すことができる。結果として、本発明による装置は、既存の
装置に関係する載せ替えの問題に対してきわめて簡潔な解決策を提供する。特には、本発
明は、容器の載せ替えの分野において、特には準備ステーションおよび／またはボトルの
注入など、ならびに材料の仕分けの上流および／または下流でのボトルの載せ替えにおい
て、きわめて好都合な用途を有する。
【００３４】
　さらに、本装置は簡潔であるため、製造コストならびに搬送手段の保守および荷物の運
搬作業が、大幅に低減される。これは、可動部品の数、摩耗や裂けにさらされる部品、設
備のかさばり具合、および自動化へと結びつけられる設備の複雑さに関しても同じである
。
【００３５】
　このように、本発明は、この種の設備の動作の信頼性の向上を可能にしつつ、コンベア
または運搬装置間の多数の種類の接続の生成を可能にする。
【００３６】
　当然ながら、本発明は、上述および添付の図面に示した実施形態には限定されない。特
には種々の構成要素の構成の観点から、あるいは均等な技法による置き換えによって、本
発明の保護の範囲を超えることなく変更が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明による装置の実施形態を表す斜視図である。
【図２】装置の変種の実施形態の鳥瞰図であり、荷物の側方保持のための手段は省略され
ている。
【図３】装置の変種の実施形態の鳥瞰図であり、荷物の側方保持のための手段は省略され
ている。
【図４】装置の変種の実施形態の鳥瞰図であり、荷物の側方保持のための手段は省略され
ている。
【図５】装置の変種の実施形態の鳥瞰図であり、荷物の側方保持のための手段は省略され
ている。
【図６】装置の変種の実施形態の鳥瞰図であり、荷物の側方保持のための手段は省略され
ている。
【図７】装置の変種の実施形態の鳥瞰図であり、荷物の側方保持のための手段は省略され
ている。
【図８】荷物の側方保持手段の取り付けを示す拡大の横断面の切断図である。
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