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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の搬送方向に物品を搬送する第１のコンベアと、前記第１のコンベアの下方に間隔
を隔てて配設されかつ前記第１の搬送方向と交差する第２の搬送方向に物品を搬送する第
２のコンベアとの間に設けられ、前記第１のコンベアの第１の搬送面上の物品を上下反転
させつつ前記第２のコンベアの第２の搬送面上に移送するための移送装置であって、
　前記第１のコンベアの前記第１の搬送面の側方から前記第２のコンベアの前記第２の搬
送面の上方にかけて配設された半割状の円筒状外周面を有し、移送中に物品の前記第１の
搬送面側の面を支持する内周側シュートと、
　前記内周側シュートの半径方向外方に配設された円筒状内周面を有し、移送中に物品の
前記第２の搬送面側の面を支持する外周側シュートと、
　前記内周側および外周側シュート間の内部空間において前記内周側シュートの円筒状外
周面の母線と交差する方向に螺旋状に配設されたレールを有し、移送中に物品を幅方向の
両側方から案内するガイドと、
を備えた物品の移送装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記内周側シュートが上下に分割された半割状の円筒状部材であって、前記円筒状外周
面がその上端において前記第１のコンベアの前記第１の搬送面と実質的に面一に配置され
ている、
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ことを特徴とする物品の移送装置。
【請求項３】
　請求項１において、
　前記外周側シュートの前記円筒状内周面がその下端において前記第２のコンベアの前記
第２の搬送面の直近近傍位置に配置されている、
ことを特徴とする物品の移送装置。
【請求項４】
　請求項１において、
　前記ガイドが半割状の円筒状部材であって、レールが当該ガイドの円筒面の一端に形成
されている、
ことを特徴とする物品の移送装置。
【請求項５】
　請求項４において、
　前記ガイドが、物品の幅方向の一側方に配置された第１のガイドと、物品の幅方向の他
側方に配置され、第１のガイドと別個に設けられた第２のガイドとから構成されている、
ことを特徴とする物品の移送装置。
【請求項６】
　請求項１において、
　前記内周側シュートの外周側を開放する開放位置を採り得るように、前記外周側シュー
トが前記内周側シュートに対して離反可能に設けられている、
ことを特徴とする物品の移送装置。
【請求項７】
　請求項１において、
　前記外周側シュートの離反時には、前記ガイドが前記外周側シュートの動きに連動する
ようになっている、
ことを特徴とする物品の移送装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、物品の移送装置に関し、詳細には、上下に離隔配置されかつ平面視交差する
（つまり立体交差する）２つのコンベア間に設けられ、一方のコンベアから他方のコンベ
アに向けて物品を上下反転させつつ移送するための移送装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　上下方向に間隔を隔てて配設されて立体交差する上側および下側コンベア間で上側のコ
ンベアから下側のコンベアに向けて物品を移送する移送装置として、例えば特表２０１３
－５３９４３４号公報には、立体交差する上側コンベアの搬送面から下側コンベアの搬送
面にかけてスパイラルシュートが配設されたものが記載されている（同公報の図７～図１
５参照）。また、スパイラルシュートとして、実開昭６２－７１１０６号公報には、物品
が滑走する滑走ガイド部を有するシュート本体と、その側面に固定された側面ガイド部と
からなるものが記載されている（同公報の第４頁第１１～１５行および第１図～第４図参
照）。再公表ＷＯ２０１３／０６２００６号公報には、円筒容器を反転させるスパイラル
シュートが記載されている（同公報の第１６頁第８～９行、２０～２１行、２４～２５行
、３２～３３行および図５、図１０、図１２参照）。特開２００２－３５７６３３号公報
には、トランジスタの表裏を反転させるスパイラルシュートが記載されている（同公報の
第２１欄第３０～３１行および図２２参照）。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、上述した特表２０１３－５３９４３４号公報、実開昭６２－７１１０６
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号公報および再公表ＷＯ２０１３／０６２００６号公報のいずれにも、移送される物品の
上下の向きを反転させる点は記載されていない。再公表ＷＯ２０１３／０６２００６号公
報には、円筒容器を９０度反転させる点は記載されているが、１８０度反転（つまり上下
に反転）させる点は記載されていない。また、特開２００２－３５７６３３号公報には、
「スパイラルシュートがトランジスタの表裏を反転させる」と記載されているだけであっ
て、トランジスタの表裏を反転させるためのスパイラルシュートの具体的構成は全く記載
されていない。このように、上述した各公報には、移送される物品の上下の向きを反転さ
せる点またはそのための具体的構成が記載されていない。
【０００４】
　その一方、実用新案登録第２５８４０５６号公報には、ガイドレールを用いて物品の上
下を反転させる点が記載されており（同公報の第７欄第４１～４２行、第８欄第２２行お
よび図５、図７参照）、実開昭６０－１９３３１９号公報には、環状ダクトを用いて物品
の上下を反転させる点が記載されている（同公報の第６頁第１～７行および第１図参照）
。
【０００５】
　上記実用新案登録第２５８４０５６号公報に記載のものでは、物品の一部にガイドレー
ルを係止させて物品をガイドレールに沿って移動させることで物品の上下を反転させてお
り、上記実開昭６０－１９３３１９号公報に記載のものでは、物品を筒状の環状ダクト内
を通過させることで物品の上下を反転させているが、いずれの場合においても、上側の搬
送面と下側の搬送面とは立体交差していない。すなわち、実用新案登録第２５８４０５６
号公報に記載のものでは、上側および下側の各搬送面は上下に平行に配設され、実開昭６
０－１９３３１９号公報に記載のものでは、上側および下側の各搬送面は上下に角度をな
して配設され、いずれの場合も上側および下側の各搬送面は同一の鉛直面内に配置されて
おり、そのため、平面視交差しておらず立体交差していない。
【０００６】
　既述の特表２０１３－５３９４３４号公報に示すように上側および下側の各搬送面を立
体交差させた状態で、スパイラルシュートにより物品の上下を反転させるためには、上下
反転中の物品の飛出しや滑落を防止するために、実開昭６０－１９３３１９号公報に示す
ように内周壁に加えて外周壁をスパイラルシュートに設ける必要があり、その際、内周壁
のみならず外周壁についても螺旋状に捩じれた形状にする必要がある。そのため、実開昭
６０－１９３３１９号公報に記載の技術を特表２０１３－５３９４３４号公報に記載のス
パイラルシュートに単に適用しただけでは、スパイラルシュートの製作が面倒であり、製
造・組立コストがアップすることになる。
【０００７】
　本発明は、このような従来の実情に鑑みてなされたもので、本発明が解決しようとする
課題は、構造を簡略化でき、コストを低減できる物品の移送装置を提供しようとしている
。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る物品の移送装置は、第１の搬送方向に物品を搬送する第１のコンベアと、
第１のコンベアの下方に間隔を隔てて配設されかつ第１の搬送方向と交差する（つまり立
体交差する）第２の搬送方向に物品を搬送する第２のコンベアとの間に設けられ、第１の
コンベアの第１の搬送面上の物品を上下反転させつつ第２のコンベアの搬送面上に移送す
るための装置である。本装置は、第１のコンベアの第１の搬送面の側方から第２のコンベ
アの第２の搬送面の上方にかけて延設された半割状の円筒状外周面を有し、移送中に物品
の第１の搬送面側の面を支持する内周側シュートと、内周側シュートの半径方向外方に配
設された円筒状内周面を有し、移送中に物品の第２の搬送面側の面を支持する外周側シュ
ートと、内周側および外周側シュート間の内部空間において内周側シュートの円筒状外周
面の母線と交差する方向に螺旋状に配設されたレールを有し、移送中に物品を幅方向の両
側方から案内するガイドとを備えている（請求項１参照）。



(4) JP 6670168 B2 2020.3.18

10

20

30

40

50

【０００９】
　本発明において、第１のコンベアから第２のコンベアに物品が移送される際には、物品
は、第１のコンベアの第１の搬送面上から内周側および外周側シュート間の内部空間に向
かって移動して第２のコンベアの第２の搬送面上に移動する。このとき、移送中の物品は
ガイドの螺旋状のレールに沿って案内されつつ、移送の前半段階では、物品の第１の搬送
面側の面が内周側シュートの円筒状外周面により支持され、移送の後半段階では、物品の
第２の搬送面側の面が外周側シュートの円筒状内周面により支持されており、内周側およ
び外周側シュート間の内部空間を移動中に物品の上下が反転する。
【００１０】
　本発明では、内周側シュートが円筒状外周面を有する部材であり、外周側シュートが円
筒状内周面を有する部材であって、ガイドのレールのみが螺旋状の配設部分から構成され
ている。すなわち、レールについては螺旋状に捩じれた形状にする必要があるものの、内
周側シュートおよび外周側シュートについては螺旋状に捩じれることなく円弧状に形成さ
れている。これにより、移送装置の製作および組立てを容易に行え、コストを低減できる
。
【００１１】
　本発明では、内周側シュートが上下に分割された半割状の円筒状部材であって、円筒状
外周面がその上端において第１のコンベアの第１の搬送面と実質的に面一に配置されてい
る（請求項２参照）。ここで、「実質的に」という文言を用いたのは、内周側シュートの
上端の円筒状外周面と第１のコンベアの第１の搬送面との間に全く段差がない場合のみな
らず、移送中の物品が乗り越えることができる程度のわずかな段差をも含める趣旨である
。
【００１２】
　本発明では、外周側シュートの円筒状外周面がその下端において第２のコンベアの第２
の搬送面の直近近傍位置に配置されている（請求項３参照）。
【００１３】
　本発明では、ガイドが半割状の円筒状部材であって、レールがガイドの円筒面の一端に
形成されている（請求項４参照）。
【００１４】
　本発明では、ガイドが、物品の幅方向の一側方に配置された第１のガイドと、物品の幅
方向の他側方に配置され、第１のガイドと別個に設けられた第２のガイドとから構成され
ている（請求項５参照）。
【００１５】
　本発明では、外周側シュートが内周側シュートの外周側を開放する開放位置を採り得る
ように、外周側シュートが内周側シュートに対して離反可能に設けられている（請求項６
参照）。
【００１６】
　本発明では、外周側シュートの離反時には、ガイドが外周側シュートの動きに連動する
ようになっている（請求項７参照）。
【発明の効果】
【００１７】
　以上のように、本発明によれば、円筒状外周面を有する部材から内周側シュートを構成
し、円筒状内周面を有する部材から外周側シュートを構成するとともに、ガイドのレール
のみを螺旋状の配設部分から構成するようにしたことにより、ガイドのレールについての
み螺旋状に捩じれた形状にすればよく、内周側シュートおよび外周側シュートについては
螺旋状に捩じることなく単に円弧状に形成すればよいので、移送装置の製作および組立て
を容易に行えるようになって、コストを低減できる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の一実施例による移送装置の全体斜視図である。
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【図２】前記移送装置（図１）の平面概略図である。
【図３】前記移送装置（図１）から外周側シュートおよびガイドを取り除いた状態（つま
り内周側シュートのみを残した状態）の平面概略図である。
【図４】図３のIV矢視図（ただし斜め上方から見た斜視図）である。
【図５】図４のV矢視図である。
【図６】前記移送装置（図１）における外周側シュートの平面概略図である。
【図７】前記移送装置（図１）における外周側シュートの正面概略図である。
【図８】図７のVIII矢視図である。
【図９】図２のIX矢視図である。
【図１０】図２のX矢視図である。
【図１１】前記移送装置（図１）におけるガイドの平面概略図である。
【図１２】前記移送装置（図１）におけるガイドの正面概略図である。
【図１３】前記ガイド（図１１、図１２）を構成する一対の第１のガイドの全体斜視図で
ある。
【図１４】前記各第１のガイド（図１３）の平面概略図である。
【図１５】左端の図および中央の図が前記各第１のガイド（図１３）の正面概略図であり
、右端の図がその側面図である。
【図１６】前記ガイド（図１１、図１２）を構成する第２のガイドの全体斜視図である。
【図１７】前記第２のガイド（図１６）の平面概略図である。
【図１８】左側の図が前記第２のガイド（図１６）の正面概略図であり、右側の図がその
側面図である。
【図１９】前記移送装置（図１）における外周側シュートおよびガイドのスライド機構を
説明するための図であって、外周側シュートおよびガイドが一点鎖線位置から実線位置ま
で移動した状態を示している。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施例を添付図面に基づいて説明する。
　図１ないし図１９は、本発明の一実施例による物品移送装置を示している。ここでは、
物品として、例えばゼリー等の食品が充填されたカップ状容器を例にとる。
【００２０】
　図１および図２に示すように、移送装置１は、矢印ａ方向（第１の搬送方向）に物品Ｐ
を搬送する第１のコンベア１０と、第１のコンベア１０の下方に間隔を隔てて配設されか
つ矢印ａ方向と平面視直交する矢印ｂ方向（第２の搬送方向）に物品Ｐを搬送する第２の
コンベア１１との間に設けられており、第１のコンベア１０の第１の搬送面１０Ａ上の物
品Ｐを第２のコンベア１１の第２の搬送面１１Ａ上に移送する際に物品Ｐの上下を反転さ
せるための装置である（移送中の物品Ｐの移動方向は図１、図２中の曲線状の矢印参照）
。
【００２１】
　この例では、第１のコンベア１０の延長線上に第１’のコンベア１０’が設けられてお
り、第１’のコンベア１０’は、矢印ａ’方向（第１’の搬送方向）に物品Ｐ’を搬送し
ている。矢印ａ’方向は矢印ａ方向と同一直線状にあって逆向きであり、矢印ｂ方向とは
平面視直交している。移送装置１は、第１’のコンベア１０’と第２のコンベア１１との
間にも配設されており、第１’のコンベア１０’の第１’の搬送面１０’Ａ上の物品Ｐ’
を第２のコンベア１１の第２の搬送面１１Ａ上に物品Ｐ’の上下を反転させつつ移送して
いる（移送中の物品Ｐ’の移動方向は図１、図２中の曲線状の矢印参照）。ここでは、説
明および図示の便宜上、第１’のコンベア１０’の第１’の搬送面１０’Ａ上の物品を物
品Ｐ’と呼称するが、物品Ｐ’は物品Ｐと同じものである。移送装置１による移送後、物
品Ｐは第２のコンベア１１の第２の搬送面１１Ａ上において一側端寄りの位置に配置され
、物品Ｐ’は第２のコンベア１１の第２の搬送面１１Ａ上において他側端寄りの位置に配
置されている。
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【００２２】
　第１、第１’のコンベア１０、１０’による搬送中には、例えば、カップ状容器にゼリ
ー等の食品を充填した後の加熱殺菌工程が実施されており、第２のコンベア１１による搬
送中には、例えば、図示しないハンドリング装置でカップ状容器をケースに移載する移載
工程が実施されている。
【００２３】
　移送装置１は、移送中に物品Ｐ、Ｐ’の第１の搬送面１０Ａ、１０’Ａ側の面を支持す
る内周側シュート２と、内周側シュート２の半径方向外方に配設され、移送中に上下反転
した物品Ｐ、Ｐ’の第２の搬送面１１Ａ側の面を支持する外周側シュート３と、内周側シ
ュート２および外周側シュート３間の内部空間に配設され、移送中の物品Ｐ、Ｐ’を幅方
向の両側方から案内するガイド４とを備えている。なお、図２においては、図示の便宜上
、外周側シュート３を二点鎖線で表すとともに、ガイド４を太い実線で表している。
【００２４】
　内周側シュート２は、図３ないし図５に示すように、長手方向に延びかつ上下に分割さ
れた半割状の円筒状部材であって、第１、第１’のコンベア１０、１０’の一側方におい
て第１、第１’のコンベア１０、１０’に並設されており、長手方向の一端が第１のコン
ベア１０の搬送方向下流端と水平方向にオーバラップし、他端が第１’のコンベア１０’
の搬送方向下流端と水平方向にオーバラップしている。内周側シュート２は、半割状の円
筒状外周面２０を有している。円筒状外周面２０の上端は、第１、第１’のコンベア１０
、１０’の第１の搬送面１０Ａ、１０’Ａの側方に配置され、下端は、第２のコンベア１
１の第２の搬送面１１Ａの上方に配置されている（図５参照）。好ましくは、円筒状外周
面２０は、その上端において第１、第１’のコンベア１０、１０’の第１、第１’の搬送
面１０Ａ、１０’Ａと実質的に面一に配置されている（図５参照）。ここで、「実質的に
」という文言を用いたのは、内周側シュート２の上端の円筒状外周面１０と、第１、第１
’のコンベア１０、１０’の第１、第１’の搬送面１０Ａ、１０’Ａとの間に全く段差が
ない場合のみならず、移送中の物品Ｐ、Ｐ’が乗り越えることができる程度のわずかな段
差をも含める趣旨である。
【００２５】
　移送中の物品Ｐ、Ｐ’は、その上下が反転するまでの移送の前半段階においては、物品
Ｐ、Ｐ’の第１の搬送面１０Ａ、１０’Ａ側の面が内周側シュート２の円筒状外周面２０
で支持されている（図５参照）。言い換えれば、移送の前半段階においては、物品Ｐ、Ｐ
’は、第１の搬送面１０Ａ、１０’Ａ側の面を介して円筒状外周面２０の上を滑走しつつ
下方に移動する。なお、このとき、移動中の物品Ｐ、Ｐ’は、ガイド４の作用によって（
詳細は後述）、内周側シュート２の円筒状外周面２０の母線方向（図３上下方向、図４左
右方向および図５紙面垂直方向と斜めに交差する方向に螺旋状に進む（図３および図４中
の矢印参照）。すなわち、移動中の物品Ｐ、Ｐ’は、内周側シュート２の円筒状外周面２
０の周りを回転しつつ母線方向に進む。
【００２６】
　外周側シュート３は、図６ないし図９に示すように、長手方向に延びかつ上下に分割さ
れた半割状の円筒状部材であって、内周側シュート２の半径方向外方において、内周側シ
ュート２を覆うように設けられている（図２参照）。外周側シュート３は、略半割状の円
筒状内周面３０を有している。外周側シュート３の円筒状内周面３０の上端には、円筒状
内周面３０の接線方向に直線状に延びる平坦状内周面３０’が形成されている。これは、
内周側シュート２および外周側シュート３で画成される内部空間の開口部を大きくするこ
とで、第１、第１’のコンベア１０、１０’からの物品Ｐ、Ｐ’が当該開口部にスムーズ
に導入されるようにするためである（図９参照）。外周側シュート３の円筒状内周面３０
の下端は、第２のコンベア１１の第２の搬送面１１Ａの上方において第２の搬送面１１Ａ
の直近近傍位置に配置されている（図９参照）。外周側シュート３の両端には、略半円状
の側壁部３１がそれぞれ設けられている（図１、図８、図９参照）。また、外周側シュー
ト３の外周面３１には、把手３３が設けられている。
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【００２７】
　移送中の物品Ｐ、Ｐ’は、その上下が反転した後の移送の後半段階においては、物品Ｐ
、Ｐ’の第２の搬送面１１Ａ側の面が外周側シュート３の円筒状内周面３０で支持されて
いる（図９参照）。言い換えれば、移送の後半段階においては、物品Ｐ、Ｐ’は、第２の
搬送面１１Ａ側の面を介して円筒状内周面３０の上を滑走しつつ下方に移動する。なお、
このとき、移動中の物品Ｐ、Ｐ’は、ガイド４の作用によって（詳細は後述）、外周側シ
ュート３の円筒状内周面３０の母線方向（図６、図７左右方向および図８紙面垂直方向）
と斜めに交差する方向に螺旋状に進む（図２参照）。すなわち、移動中の物品Ｐ、Ｐ’は
、外周側シュート３の円筒状内周面３０の周りを回転しつつ母線方向に進む。
【００２８】
　ガイド４は、図２に示すように、内周側シュート２および外周側シュート３間の内部空
間において、内周側シュート２の円筒状外周面２０の母線方向（同図上下方向）と斜めに
交差する方向に螺旋状に延びるレール４０ｓ、４１ｓおよび４０’ｓ、４１’ｓを有して
いる。レール４０ｓ、４１ｓは、移送中の物品Ｐを幅方向の両側方から案内するための部
材であり、同様に、レール４０’ｓ、４１’ｓは、移送中の物品Ｐ’を幅方向の両側方か
ら案内するための部材である。
【００２９】
　図２および図１０ないし図１２に示すように、ガイド４は、物品Ｐの幅方向の一側方に
配置された第１のガイド４０と、物品Ｐの幅方向の他側方に配置され、第１のガイド４０
と別個に設けられた第２のガイド４１とを有している。レール４０ｓは第１のガイド４０
の一端に形成され、レール４１ｓは第２のガイド４１の一端に形成されている。同様に、
ガイド４は、物品Ｐ’の幅方向の一側方に配置された第１’のガイド４０’と、物品Ｐ’
の幅方向の他側方に配置され、第１のガイド４０’と別個に設けられた第２’のガイド４
１’とを有している。レール４０’ｓは第１’のガイド４０’の一端に形成され、レール
４１’ｓは第２’のガイド４１’の一端に形成されている。第２のガイド４１および第２
’のガイド４１’は一体に連設されているが、第２のガイド４１は物品Ｐを案内するため
のものであり、第２’のガイド４１’は物品Ｐ’を案内するためのものであるため、説明
の便宜上、以下の説明文では２つのガイド４１、４１’に分けて説明する。
【００３０】
　第１、第１’のガイド４０、４０’は、図１３ないし図１５に示すように、いずれも半
割状の円筒状部材であって（とくに図１５中の右端の図参照）、レール４０ｓは第１のガ
イド４０の円筒面の一端に螺旋状に形成され、レール４０’ｓは第１’のガイド４０’の
円筒面の一端に螺旋状に形成されている。
【００３１】
　第２のガイド４１、４１’は、図１６ないし図１８に示すように、同様に、半割状の円
筒状部材であって（とくに図１８中の右側の図参照）、レール４１ｓは第２のガイド４１
の円筒面の端部に形成され、レール４１’ｓは第２’のガイド４１’の円筒面の端部に形
成されている。また、第２のガイド４１、４１’の円弧状部分の上端には、円弧状部分の
接線方向に直線状に延びる延設部４１ｅ、４１’ｅが形成されている（図１８参照）。延
設部４１ｅ、４１’ｅは、第１のコンベア１０、１０’の第１の搬送面１０Ａ、１０’Ａ
の上方に配設される（図９参照）。
【００３２】
　移送装置１には、図１９に示すように、外周側シュート３およびガイド４を内周側シュ
ート２に対して接近・離反可能に構成するための左右一対のスライドユニット５が設けら
れている。各スライドユニット５は、内周側シュート２の長手方向の各端部にそれぞれ設
けられている（図１９では一方のスライドユニット５のみ図示）。各スライドユニット５
は、第１、第１’のコンベア１０、１０’にそれぞれ一端が固定されかつ内周側シュート
２の軸線と直交する方向に延びる一対の固定ガイド５０と、各固定ガイド５０にそれぞれ
スライド自在に支持された一対のスライドレール５１とを有している。各スライドレール
５１は、外周側シュート３の両側壁部３１に固定された各取付板３４にそれぞれ取り付け
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られている。また、ガイド４は外周側シュート３に係止されている。
【００３３】
　この構成により、外周側シュート３およびガイド４は、内周側シュート２の外周側およ
び長手方向両端側を遮蔽する遮蔽位置（図１９一点鎖線位置および図１、図２参照）と、
内周側シュート２から離反して内周側シュート２の外周側および長手方向両端側を開放す
る開放位置（図１９実線位置）とを採り得るようになっている。その結果、移送装置内部
の清掃等のメンテナンス時の作業性を向上できるとともに、万一、移送装置内部で物品Ｐ
が停止した場合においてスタックした物品Ｐを容易に取り出せるようになる。
【００３４】
　次に、本実施例の作用効果について説明する。
　第１、第１’のコンベア１０、１０’により搬送されてきた物品Ｐ、Ｐ’が第２のコン
ベア１１に移送される際には、物品Ｐ、Ｐ’は、第１、第１’のコンベア１０、１０’の
第１、第１’の搬送面１０Ａ、１０’Ａ上から移送装置１の内周側シュート２および外周
側シュート３間の内部空間に入り、当該内部空間内を移動して第２のコンベア１０の第２
の搬送面１１Ａ上に移動する（図１参照）。
【００３５】
　このとき、移送中の物品Ｐはガイド４の螺旋状のレール４０ｓ、４１ｓに沿って案内さ
れつつ（図１、図２参照）、移送の前半段階では、物品Ｐの第１の搬送面１０Ａ側の面が
内周側シュート２の円筒状外周面２０により支持され、移送の後半段階では、物品Ｐの第
２の搬送面１１Ａ側の面が外周側シュート３の円筒状内周面３０により支持されており、
内周側および外周側シュート２、３間の内部空間を移動中に物品Ｐの上下が反転する（図
９参照）。
【００３６】
　同様に、移送中の物品Ｐ’はガイド４の螺旋状のレール４０’ｓ、４１’ｓに沿って案
内されつつ（図１、図２参照）、移送の前半段階では、物品Ｐ’の第１の搬送面１０’Ａ
側の面が内周側シュート２の円筒状外周面２０により支持され、移送の後半段階では、物
品Ｐ’の第２の搬送面１１Ａ側の面が外周側シュート３の円筒状内周面３０により支持さ
れており、内周側および外周側シュート２、３間の内部空間を移動中に物品Ｐ’の上下が
反転する。
【００３７】
　本実施例においては、内周側シュート２が円筒状外周面２０を有する部材であり、外周
側シュート３が円筒状内周面３０を有する部材であって、ガイド４のレール４０ｓ、４１
ｓ、４０’ｓ、４１’ｓのみが螺旋状の配設部分から構成されている。すなわち、各レー
ルについては螺旋状に捩じれた形状にする必要があるものの、内周側シュート２および外
周側シュート３については螺旋状に捩じれることなく円弧状に形成されている。これによ
り、移送装置１の製作および組立てを容易に行え、コストを低減できるようになる。
【００３８】
　以上、本発明に好適な実施例について説明したが、本発明の適用はこれに限定されるも
のではなく、本発明には種々の変形例が含まれる。以下に変形例のいくつかの例を挙げて
おく。
【００３９】
＜第１の変形例＞
　前記実施例では、レール４０ｓ、４０’ｓが、半割状の円筒状部材である第１、第１’
のガイド４０、４０’のそれぞれの円筒面の一端に螺旋状に形成され、同様に、レール４
１ｓ、４１’ｓが、半割状の円筒状部材である第２、第２’のガイド４１、４１’のそれ
ぞれの円筒面の端部に螺旋状に形成された例を示したが、本発明の適用はこれに限定され
ない。半割状の円筒状部材を用いることなく、螺旋状に延びる帯状のレールを用いること
で、各レールを構成するようにしてもよい。
【００４０】
＜第２の変形例＞
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　前記実施例では、第１、第１’のガイド４０、４０’に複数の貫通孔４０ｎ、４０’ｎ
がそれぞれ形成され、同様に第２、第２’のガイド４１、４１’に複数の貫通孔４１ｎ、
４１’ｎがそれぞれ形成されて肉抜きされた例を示したが（図１３、図１６参照）、これ
らの貫通孔は必須のものではない。
【００４１】
＜第３の変形例＞
　前記実施例では、第１のコンベア１０の搬送方向（矢印ａ方向）と第２のコンベア１１
の搬送方向（矢印ｂ方向）とが平面視直交している例を示したが、本発明の適用はこれに
限定されない。第１、第２のコンベア１０、１１の各搬送方向は、９０度以外の角度で平
面視交差していてもよい。すなわち、第１、第２のコンベア１０、１１は、任意の角度で
立体交差していてよい。第１’のコンベア１０’と第２のコンベア１１との位置関係につ
いても同様である。
【００４２】
＜第４の変形例＞
　前記実施例では、第１のコンベア１０に加えて第１’のコンベア１０’を設けた例を示
したが、これらのうちいずれか一方のコンベアは省略してもよい。その場合、移送装置１
の長手方向長さは、前記実施例に示した長さの半分で足りる。とくにガイド４に関してい
えば、第１、第１’のガイド４０、４０’のいずれか一方を省略できるとともに、それに
対応する第２、第２’のガイド４１、４１’のいずれか一方を省略できる。第２、第２’
のガイド４１、４１’のいずれか一方を省略する際には、図１中の二点鎖線で示す中央位
置で分断するようにすればよい。
【００４３】
＜第５の変形例＞
　前記実施例では、外周側シュート３およびガイド４が内周側シュート２に対してスライ
ド機構を介して接近・離反可能に設けられた例を示したが、本発明の適用はこれに限定さ
れない。スライド機構の代わりに回動機構や開閉機構等を用いることにより、外周側シュ
ート３およびガイド４を開閉可能に構成することで、外周側シュート３およびガイド４を
内周側シュート２に対して接近・離反可能にするようにしてもよい。また、外周側シュー
ト３の移動時には、ガイド４が連動することなく、外周側シュート３のみを移動可能に構
成してもよい。
【００４４】
＜第６の変形例＞
　前記実施例では、カップ状容器である物品Ｐ、Ｐ’が、第１、第１’のコンベア１０、
１０’による搬送中は蓋を下にした状態で搬送され、第２のコンベア１１による搬送中は
蓋を上にした状態で搬送された例を示したが（図１参照）、本発明の適用はこれに限定さ
れない。前記実施例とは逆に、第１、第１’のコンベア１０、１０’による搬送中は蓋を
上にした状態で搬送し、第２のコンベア１１による搬送中は蓋を下にした状態で搬送する
ようにしてもよい。なお、その場合、第１、第１’のコンベア１０、１０’による搬送中
は、ラインプレッシャーや搬送経路の影響で物品Ｐが転倒したり、他の物品Ｐに乗り上げ
たりする恐れがあるため、物品Ｐ、Ｐ’を上方からガイドする天面ガイドを設けた方が好
ましい。
【００４５】
＜第７の変形例＞
　前記実施例では、物品としてカップ状容器を例にとって説明したが、本発明はその他の
容器を含む種々の物品に適用可能である。
【００４６】
＜その他の変形例＞
　上述した実施例および各変形例はあらゆる点で本発明の単なる例示としてのみみなされ
るべきものであって、限定的なものではない。本発明が関連する分野の当業者は、本明細
書中に明示の記載はなくても、上述の教示内容を考慮するとき、本発明の精神および本質
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例を構築し得る。
【産業上の利用可能性】
【００４７】
　以上のように、本発明は、立体交差する一方のコンベアから他方のコンベアに対して物
品を上下反転させつつ移送するための移送装置に有用である。
【符号の説明】
【００４８】
　１：　移送装置
 
　２：　内周側シュート
　２０：　円筒状外周面
 
　３：　外周側シュート
　３０：　円筒状内周面
 
　４：　ガイド
　４０：　第１のガイド
　４０ｓ：　レール
　４１：　第２のガイド
　４１ｓ：　レール
 
　１０：　第１のコンベア
　１０Ａ：　第１の搬送面
　１１：　第２のコンベア
　１１Ａ：　第２の搬送面
 
　Ｐ：　物品
【先行技術文献】
【特許文献】
【００４９】
【特許文献１】特表２０１３－５３９４３４号公報（図７～図１５参照）
【特許文献２】実開昭６２－７１１０６号公報（第４頁第１１～１５行および第１図～第
４図参照）
【特許文献３】再公表ＷＯ２０１３／０６２００６号公報（第１６頁第８～９行、２０～
２１行、２４～２５行、３２～３３行および図５、図１０、図１２参照）
【特許文献４】特開２００２－３５７６３３号公報（第２１欄第３０～３１行および図２
２参照）
【特許文献５】実用新案登録第２５８４０５６号公報（第７欄第４１～４２行、第８欄第
２２行および図５、図７参照）
【特許文献６】実開昭６０－１９３３１９号公報（第６頁第１～７行および第１図参照）
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【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】
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【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】
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