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【発明の名称】果菜搬送送出方法、果菜搬送送出装置
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、果菜を搬送し、その搬送中の所定位置で果菜を搬送方向側方へ送り出し可能
とする果菜搬送送出方法、特に、トマト、桃、梨、イチゴ等の丸玉系の果菜や、胡瓜、茄
子等の長尺系の果菜を、サイズ別、形状別、色別、糖度別といった各種規格別（等級別）
に自動的に選別し、規格別に送り出して並べる果菜選別用として利用するのに適する果菜
搬送送出方法と、その実施に用いる果菜搬送送出装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　果菜を搬送し、その搬送中に所定位置で果菜を搬送方向側方へ送り出す果菜搬送送出装
置や、その果菜搬送送出装置を用いた果菜選別装置は従来から各種ある。そのような果菜
選別装置の一つとして図１７（ａ）～（ｃ）に示すようなバケット方式の果菜選別装置が
ある。この果菜選別装置は、チェーンＢに取り付けられたバケットＣに果菜Ａを載せて搬
送し、搬送中にその果菜Ａのサイズ、形状等の規格を計測手段Ｄで計測して判別し、判別
後の果菜Ａが受体（プール部）Ｅまで搬送されてくると、バケットＣが図１７（ｃ）に示
すように横に倒れてバケットＣの上の果菜Ａが受体Ｅに排出されるようにしたものである
。この場合、果菜Ａの規格数の受体ＥがチェーンＢの横に配置され、判別された果菜Ａが
規格別に夫々の受体Ｅに排出されるようにしてある。この果菜選別装置では果菜排出時に
果菜Ａが受体Ｅの上を転がって、受体Ｅに先に排出されている果菜Ａに衝突して損傷する
ことがあった。
【０００３】
　本件出願人は先に前記課題を解決すべく種々の果菜選別装置を開発して特許出願した（
特許文献１）。
【０００４】
　特許文献１記載の果菜選別装置は、図１８（ａ）（ｂ）に示すように、チェーンＢに果
菜Ａを載せる果菜載せ体Ｆを多数取り付け、該果菜載せ体Ｆをベルトコンベア式としたも
のであり、それに載せた果菜Ａが所定位置まで搬送されると、果菜載せ体Ｆがその移動方
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向（矢印ａ方向）と９０度直交する方向（矢印ｂ方向）に回転して果菜ＡをチェーンＢの
側方に配置したプールコンベアＧに送り出すようにしてある。この場合も、果菜Ａの規格
数のプールコンベアＧがチェーンＢの横に配置され、判別された果菜Ａが規格別に夫々の
プールコンベアＧに排出されるようにしてある。この果菜選別装置では、果菜載せ体Ｆの
上の果菜ＡをプールコンベアＧに送り出す際に、果菜Ａに送り出し方向への勢いが付いて
果菜Ａが横向きに転倒したり、果菜Ａに傷がついたりする虞があった。
【０００５】
　本件出願人は前記課題を解消すべく特許文献２記載の果菜選別装置を開発した。これは
図１９に示すようにベルトコンベア式の果菜載せ体ＦとプールコンベアＧとの間に前方斜
め向きの乗継ぎコンベアＨを配置し、果菜載せ体Ｆの上から搬送方向側方（矢印ｂ方向）
に排出される果菜Ａが乗継ぎコンベアＨの上を斜め前方（矢印ｃ方向）に通過して、その
前方に配置されて矢印ｄ方向に回転するプールコンベアＧ上に送り込まれるようにしてあ
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００３－５３２７５号公報。
【特許文献２】特開２００４－９９２８５号公報。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記特許文献２記載の果菜選別装置は果菜排出時に果菜が傷んだり別の果菜と衝突した
りすることはなくなるが、乗継ぎコンベアＨを必要とする分、構造が複雑となってコスト
高となったり、装置全体が大型化したりするという課題がある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本件出願の果菜搬送送出方法は、搬送中の果菜を判別部において判別項目別に自動的に
判別し、判別済みの果菜を判別内容別に搬送方向側方に送り出す果菜搬送送出方法におい
て、果菜搬送体の果菜載せ体に載せて搬送中の果菜を、その果菜載せ体を搬送方向斜め後
方に稼働させて、又は搬送方向斜め後方に移動する送出体により、同方向に移動させて送
り出すものである。果菜搬送体で搬送中の果菜を、果菜搬送体から搬送方向斜め後方に送
り出すこともできる。
【０００９】
　本件出願の果菜搬送送出装置は、果菜搬送体の途中に、搬送中の果菜を判別項目別に自
動的に判別する判別部を設け、判別部よりも先方で、判別済みの果菜を判別項目別に搬送
方向側方に送り出して、果菜搬送体の側方に配置された果菜受体に送り出す果菜搬送送出
装置において、果菜搬送体が、多数の果菜載せ体と、それらが装備された無端走行体を備
え、果菜載せ体は無端走行体の走行により走行して果菜載せ体上の果菜を搬送し、果菜搬
送中に果菜載せ体自体が稼働して、又は駆動体により果菜搬送中の果菜載せ体を稼動させ
て、果菜載せ体上の果菜を搬送方向斜め後方に送り出し可能とすることもできる。
【００１０】
　本件出願の果菜搬送送出装置は、果菜載せ体がベルトコンベアであり、そのベルトコン
ベアの下側に係止具が突設され、その係止具はベルトコンベアの走行と共に走行し、ベル
トコンベアとは別の案内体にガイドされて搬送方向斜め前方に移動し、前記係止具の移動
に伴って前記ベルトコンベアの上側が搬送方向斜め後方に移動又は回転して、前記ベルト
コンベア上の果菜を搬送方向斜め後方に送り出し可能にすることもできる。
【００１１】
　本件出願の果菜搬送送出装置は、果菜載せ体がローラーコンベアであり、ローラーコン
ベアとは別に回転駆動体が設けられ、ローラーコンベアは回転駆動体の回転に伴って回転
して、ローラーコンベア上の果菜を搬送方向斜め後方に送り出し可能とすることもできる



(3) JP 2009-274878 A5 2010.11.4

。果菜載せ体がローラーコンベアであり、ローラーコンベアとは別にローラーコンベアを
搬送方向斜め後方に下り傾斜にさせる傾斜駆動体を設け、その傾斜駆動体によりローラー
コンベアを搬送方向斜め後方に下り傾斜にして、ローラーコンベア上の果菜を同方向に送
り出し可能とすることもできる。
【００１２】
　本件出願の果菜搬送送出装置は、果菜載せ体が鍵盤状に首振り可能な多数の支持具であ
り、支持具とは別に首振り駆動体を設け、その首振り駆動体により支持具を搬送方向斜め
後方に下り傾斜に首振りさせ、支持具上の果菜を同方向に送り出し可能にすることもでき
る。
【００１３】
　本件出願の果菜搬送送出装置は、果菜搬送体の途中に、搬送中の果菜を判別項目別に自
動的に判別する判別部を設け、判別部よりも先方で、判別済みの果菜を判別項目別に搬送
方向側方に送り出して、果菜搬送体の側方に配置された果菜受体に送り出す果菜搬送送出
装置において、果菜搬送体が、多数の果菜載せ体と、それらが装備された無端走行体と、
果菜載せ体上の果菜を送り出す送出体を備え、果菜載せ体は無端走行体の走行により走行
して果菜載せ体上の果菜を搬送し、果菜搬送中に送出体が搬送方向斜め後方に移動して、
果菜載せ体上の果菜を同方向に送り出し可能にすることもできる。
【００１４】
　本件出願の果菜搬送送出装置は、果菜載せ体がプレート、二本以上のバー等の固定具で
あり、固定具とは別に送出体が設けられ、果菜搬送中に送出体が搬送方向斜め後方に移動
して、固定具の上に載せた果菜を同方向に送り出し可能にすることもできる。
【００１５】
　本件出願の果菜搬送送出装置は、果菜載せ体がローラーコンベアであり、ローラーコン
ベアとは別に送出体が設けられ、果菜搬送中に送出体が搬送方向斜め後方に移動して、ロ
ーラーコンベア上の果菜を同方向に送り出し可能にすることもできる。
【００１６】
　本件出願の果菜搬送送出装置は、多数設けられた果菜載せ体のうち、隣接する二以上の
果菜載せ体が一組のユニットとされ、夫々のユニットは一又は二以上の果菜を載せること
ができる広さであり、各ユニットの果菜載せ体が稼動して果菜載せ体上の果菜を搬送方向
斜め後方に送り出し可能にすることもできる。
【００１７】
　本件出願の果菜搬送送出装置は、果菜搬送体の果菜載せ体の出口側、又は果菜載せ体と
果菜搬送体の側方に設けた果菜受体の間、又は果菜受体の入口側のいずれか一箇所或いは
二箇所以上に、果菜載せ体から果菜受体に搬送方向斜め後方に送り出される果菜の送り速
度を減速させる減速体が設けることもできる。
【発明の効果】
【００１８】
　本件出願の果菜搬送送出方法は次のような効果がある。
　（１）果菜搬送体で搬送中の果菜を搬送方向斜め後方に送り出すため、果菜の送り出し
速度が減速され、果菜が勢いあまって横転したり、損傷したりしにくくなり、傷つき易い
果菜の場合であっても損傷が殆ど無い。
　（２）果菜搬送体を搬送方向斜め後方に駆動させて果菜を送り出す場合は、搬送中の果
菜を確実に送り出すことができる。
　（３）搬送中の果菜を搬送方向斜め後方に移動する送出体により同方向に送り出す場合
は、果菜は搬送体の上に載ったまま送り出されるため送り出される果菜が安定する。
　（４）果菜搬送体から搬送方向斜め後方に送り出される果菜を、果菜搬送体の側方に配
置した果菜受体に送出する場合は、果菜搬送体と果菜受体の間に乗継ぎコンベアを設ける
必要がなく簡潔な構成で果菜を果菜受体に送出することができる。また、果菜受体を果菜
搬送体の側方に二以上用意しておけば、それら果菜受体に果菜を区分して送出することも
できる。
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　（５）果菜搬送体から搬送方向斜め後方に送り出される果菜を、その送出速度を減速さ
せて送出す場合は、搬送方向斜め後方に送り出されることにより減速する果菜が更に減速
されるため、送出し時に横転したり、他の果菜に衝突して損傷したりすることが殆どなく
なり、損傷の心配もない。
　（６）搬送中の果菜を判別部において規格別に自動的に判別し、判別済みの果菜を規格
別に搬送方向斜め後方へ送り出す果菜自動選別方法とした場合は、果菜の自動判別、判別
ごとの送り出しを確実に行うことができる。
【００１９】
　本件出願の果菜搬送送出装置は次のような効果がある。
　（１）果菜載せ体自体が搬送方向斜め後方に作動して同方向に果菜を送り出す場合、果
菜載せ体を駆動体により搬送方向斜め後方に駆動させて同方向に果菜を送り出す場合、送
出体を搬送方向斜め後方に移動させて同方向に果菜を送り出す装置の場合、のいずれの場
合も、果菜の送り出し方向が搬送方向と斜め逆方向であるため、送り出される果菜が自動
的に減速し安定する。
　（２）果菜載せ体自体の駆動又はそれとは別の送出体の移動により果菜載せ体上の果菜
を搬送方向斜め後方に送り出す構成であるため、その構成が簡潔になる。
　（３）果菜載せ体をベルトコンベアとし、ベルトコンベアから突出させた係止具が案内
体にガイドされて搬送方向斜め後方に移動してベルトコンベアを同方向に移動又は回転さ
せる場合も、ベルトコンベア上の果菜が安定して確実に送り出される。
　（４）果菜載せ体を無端走行体と共に移動する板材、二本以上のバー等にし、それとは
別に、搬送方向斜め後方に移動してバーの上の果菜を同方向に送り出す送出体を設けたの
で、二本以上のバーの上の果菜を静止したままの安定した状態で送り出すことができる。
　（５）果菜載せ体をローラーコンベアとし、ローラーコンベアを搬送方向斜め後方に回
転させる駆動回転体を設けたので、簡潔な構成で確実に果菜を送出することができる。
　（６）果菜載せ体をローラーコンベアとし、それらローラーコンベアは果菜搬送方向斜
め後方に回転可能に配置し、送出体によりローラーコンベア上の果菜を同方向に送り出す
ようにしたので、搬送中の果菜を送出体によって確実に送り出すことができる。
　（７）果菜載せ体をローラーコンベアとし、ローラーコンベアを傾斜させる傾斜駆動体
を設けたので、傾斜駆動体でローラーコンベアを傾斜させるだけで、ローラーコンベア上
の果菜を果菜搬送方向斜め後方に確実に送り出すことができる。
　（８）果菜載せ体を鍵盤状に首振り可能な多数の支持具とし、支持具を首振り駆動体に
より搬送方向斜め後方に下り傾斜に首振り駆動できるようにしたので、支持具を首振りさ
せるだけで支持具上の果菜を搬送方向斜め後方に送り出すことができる。
　（９）走行体に取り付けた多数の果菜載せ体の二以上を一組のユニットとし、各ユニッ
トに一又は二以上の果菜を載せられるようにしたので、個々の果菜を各ユニットに一つず
つ載せて確実に送り出すことができる。
　（１０）果菜搬送体の側方に、果菜載せ体から斜め後方に送出される果菜を受ける果菜
受体を配置した場合は果菜搬送体と果菜受体の間に乗継ぎコンベアを設ける必要がなく、
簡潔な構成で果菜を確実に果菜受体に送り出すことができる。
　（１１）物果菜載せ体から搬送方向斜め後方に送り出される果菜の送り速度を減速させ
る減速体を設けたので、果菜載せ体から送り出される果菜の勢いを更に減ずることができ
、果菜が勢いあまって横転したり損傷したりするおそれが殆どなくなる。
　（１２）果菜受体の上面を果菜載せ体側から上り傾斜にして、又は、果菜受体の上面を
果菜載せ体よりも高くして、果菜載せ体から果菜受体に搬送方向斜め後方に送り出される
果菜の送り速度を減速可能とした場合も、送り出される果菜の勢いを更に減ずることがで
き、果菜が勢いあまって横転したり損傷したりするおそれが殆どなくなる。
　（１３）上り傾斜にした果菜受体の上面に、又は、果菜載せ体よりも高くした果菜受体
の上面に、果菜載せ体から果菜受体に搬送方向斜め後方に送り出される果菜の送り速度を
減速させる減速体を設けた場合も、送り出される果菜の勢いを更に減ずることができ、果
菜が勢いあまって横転したり損傷したりするおそれが殆どなくなる。
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　（１４）果菜載せ体が搬送方向に多数並んでいる場合は、果菜をいずれの果菜載せ体に
載せても果菜を搬送でき、搬送中に斜め後方向に送り出すことができる。
【００２０】
　本件出願の果菜搬送送出装置を、果菜自動選別装置に利用した場合は、果菜搬送体で搬
送される果菜を搬送中に規格別に判別し、判別結果に基づいて果菜を果菜搬送体の側方に
配置された果菜受体に搬送方向斜め後方に向けて送り出すので、送り出される果菜が自動
的に減速され、果菜が勢いあまって果菜受体から横転落下したり、先に送り出されている
他の果菜に衝突して損傷したりすることが殆どなくなる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の果菜搬送送出装置を果菜選別に利用した場合の一例を示す平面図。
【図２】本発明の果菜搬送送出装置における果菜搬送体から果菜受体への果菜送出し方法
の説明平面図。
【図３】本発明の果菜搬送送出装置の他の例であり、（ａ）は果菜載せ体から果菜を搬送
方向斜め後方に送出す前の切換レバーの斜視説明図、（ｂ）は、果菜載せ体から果菜を送
り出す場合の切換レバー切替え後の斜視説明図。
【図４】図３（ａ）、（ｂ）に示す果菜載せ体の詳細説明図。
【図５】図３（ａ）、（ｂ）に示す果菜載せ体上の果菜を果菜受体に送り出す状態の斜視
説明図。
【図６】図３（ａ）、（ｂ）に示す果菜載せ体の分解斜視説明図。
【図７】図６に示す果菜載せ体の組み立て斜視説明図。
【図８】（ａ）、（ｂ）は果菜載せ体に異なる果菜を載せた状態の平面説明図。
【図９】（ａ）は二本一組のベルトコンベアを一ユニットにした果菜載せ体に載せた果菜
を、搬送方向後方に回転するベルトコンベアで同方向に送り出す場合の一例を示す平面説
明図、（ｂ）は（ａ）の詳細図。
【図１０】数本のベルトコンベアを一ユニットにした果菜載せ体に載せた果菜を支持体で
支持し、その果菜を支持体で支持したまま、搬送方向後方に回転するベルトコンベアで同
方向に送り出す場合の一例を示す平面説明図。
【図１１】ベルト裏面の係止具を搬送方向後方に移動させることにより、ベルトを同方向
に移動させて、ベルトの上の果菜を同方向に送り出し可能とした果菜載せ体の平面説明図
。
【図１２】（ａ）は本発明の果菜搬送送出装置の果菜載せ体がローラーコンベアの場合の
平面説明図、（ｂ）は（ａ）に示すローラーコンベアを回転ベルトで回転させてローラー
コンベアの上の果菜を搬送方向斜め後方に送り出す場合の側面説明図。
【図１３】（ａ）は本発明の果菜搬送送出装置の果菜載せ体がローラーコンベアの場合の
平面説明図、（ｂ）は（ａ）に示すローラーコンベアを傾斜させてローラーコンベアの上
の果菜を搬送方向斜め後方に送り出す場合の側面説明図。
【図１４】本発明の果菜搬送送出装置において、二本のバーで構成された果菜載せ体の上
の果菜を、搬送方向斜め後方に移動する送出体で同方向に送り出す場合の平面説明図。
【図１５】（ａ）は本発明の果菜搬送送出装置において、鍵盤状に首振りする支持具の上
に果菜を載せて搬送する場合の平面説明図、（ｂ）は支持具を鍵盤状に下り傾斜に首振り
させて支持具の上の果菜を搬送方向斜め後方に送り出す場合の側面説明図。
【図１６】（ａ）は本発明の果菜搬送送出装置で果菜搬送中の平面図、（ｂ）は搬送中の
果菜を果菜搬送体の上から減速体の上を通して、その側方の果菜受体に送り出す場合の側
面説明図。
【図１７】（ａ）は従来の果菜選別装置の一例を示す平面図、（ｂ）は（ａ）の装置にお
けるバケット式果菜載せ体の正面図、（ｃ）は（ｂ）の果菜載せ体を横倒しにして果菜を
送出す状態の正面図。
【図１８】（ａ）は従来の果菜選別装置の他例を示す平面図、（ｂ）は（ａ）の装置にお
けるコンベア式果菜載せ体で果菜を送出す状態の正面図。
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【図１９】従来の果菜選別装置であり、搬送体で搬送中の果菜を乗継ぎコンベアにより、
果菜受体に送出す状態の平面説明図。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　本発明の果菜搬送送出方法は、各種果菜を果菜搬送体で搬送し、所定の位置で搬送方向
斜め後方に送り出す方法であり、果菜搬送送出装置はその方法を実現するための装置であ
る。これら方法及び装置は、例えば、トマト、桃、梨、イチゴ等の丸玉系の果菜や、胡瓜
、茄子等の長尺系の果菜を、サイズ別、形状別、色別、糖度別といった各種規格別（等級
別）に自動的に選別する果菜自動選別方法、果菜自動選別装置として利用するのに適する
ものである。
【実施例】
【００２３】
　（果菜搬送送出方法の実施形態１）
　本発明の果菜搬送送出方法の実施形態の一例を図面に基づいて説明する。本例では、果
菜搬送送出方法をトマト、桃、梨、イチゴ等の丸玉系の果菜や、胡瓜、茄子等の長尺系の
果菜を、サイズ別、形状別、色別、糖度別といった各種規格別（等級別）に自動的に選別
するための果菜自動選別方法として用いた例について説明する。この果菜搬送送出方法は
、図１に示すように、果菜１を果菜搬送体２の果菜載せ体３上に載せて矢印ａ方向に搬送
し、搬送中の果菜１を判別部６において規格別に自動的に判別し、判別後の果菜１を果菜
搬送体側方に配置されたプールコンベア（果菜受体）４の横まで搬送すると、図２に示す
ように、果菜載せ体３を搬送方向斜め後方に駆動させて、果菜載せ体３上の果菜１を規格
別に同方向に送り出して果菜受体４に載せ換える方法である。果菜受体４は図１に示すよ
うに果菜の規格別に果菜搬送体２の側方数箇所に配置されており、果菜１は規格別に夫々
の果菜受体４に送り出されるようにしてある。この方法では、前記果菜載せ体３を図２、
図３に示すように無端ベルト１８とし、その上面に果菜支持具５を取付けて無端ベルト１
８の上に載せた果菜１をその果菜支持具５で支持できるようにしてある。また、無端ベル
ト１８の送り出し側を図１～図３に示すように果菜受体４の後方に向けて斜めに配置し、
無端ベルト１８が回転或は移動すると、その上の果菜１を搬送方向斜め後方に送出できる
ようにし、果菜１の送出し速度を減速させて果菜１の勢いがセーブされるようにした。
【００２４】
　（果菜搬送送出方法の実施形態２）
　本発明の果菜搬送送出方法では、果菜搬送体２によって搬送されている果菜１の搬送方
向斜め後方への送り出しは、前記実施形態１記載のように、ベルトコンベアを一本備える
果菜載せ体３によって行う方法には限られず、例えば、図９（ａ）（ｂ）のように、隣接
する二本のベルトコンベア式の果菜載せ体３を一組のユニット５０としたり、図１０のよ
うに、隣接する四本のベルトコンベア式の果菜載せ体３を一組のユニット５０としたりし
て、夫々のユニット５０に二以上の果菜１を載せることができるようにして、各ベルトコ
ンベアを搬送方向斜め後方へ動かして送り出すようにすることもできる。
【００２５】
　（果菜搬送送出方法の実施形態３）
　果菜１の搬送方向斜め後方への送り出しは、図１１（ａ）（ｂ）のような幅の細い無端
ベルト１８を二本平行に並べたベルトコンベア式の果菜載せ体３によって行うこともでき
る。
【００２６】
　（果菜搬送送出方法の実施形態４）
　果菜１の搬送方向斜め後方への送り出しは、図１２（ａ）（ｂ）のような各ローラーを
回転可能に備えたローラーコンベア式の果菜載せ体３によって行うこともできる。
【００２７】
　（果菜搬送送出方法の実施形態５）
　果菜１の搬送方向斜め後方への送り出しは、図１３（ａ）（ｂ）のような傾斜機構によ
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って斜め後方に傾斜可能としたローラーコンベア式の果菜載せ体３によって行うこともで
きる。傾斜機構は判別結果に基づいて作動して果菜を斜め後方に送出させる。
【００２８】
　（果菜搬送送出方法の実施形態６）
　本発明の果菜搬送送出方法では、果菜搬送体２によって搬送されている果菜１の搬送方
向斜め後方への送り出しは、図１４に示すように、二本のバーを搬送方向斜め後方に向け
て平行に配置して果菜１を載置可能とした載置台６２と、載置台６２に沿って往復移動可
能な送出体６３で構成された果菜載せ体３を用い、載置台６２上にのせた果菜１を送出体
６３の移動によって矢印方向に押して搬送方向斜め後方に果菜受体４に送り出し可能なも
のとすることもできる。果菜載せ体３は、図１４に示すものには限られず、送出体６３に
よって載置台６２上の果菜１を押して果菜１を斜め後方に送出可能なものであれば、例え
ば、載置台を、プレート等の固定具としたり、搬送方向斜め後方に回転可能に配置された
ローラーコンベアとしたりするなど、任意のものとすることができる。
【００２９】
　（果菜搬送送出方法の実施形態７）
　本発明の果菜搬送送出方法では、果菜搬送体２で搬送中の果菜１の搬送方向斜め後方へ
の送り出しは、前記各実施形態記載の方法には限られず、図１５（ａ）（ｂ）に示すよう
な鍵盤状の果菜載せ体３によって行うこともできる。この場合、図１５（ａ）に示すよう
に、果菜載せ体３を、搬送方向斜め後方向きに配置された角棒状の支持材１００とし、そ
の支持材１００を搬送方向斜め後方に向けて多数枚並べ、各支持材１００を首振り駆動体
（図示しない）により支持軸１０１を中心に鍵盤状に首振り可能にして果菜載せ体３上の
果菜１を搬送方向斜め後方に滑落可能とすることもできる。
【００３０】
　（果菜搬送送出方法の実施形態８）
　本発明の果菜搬送送出方法では、図１６（ａ）（ｂ）に示すように、果菜搬送体２の果
菜載せ体３と果菜受体４の間に設けられた減速体１１０によって、果菜載せ体３から果菜
受体４に搬送方向斜め後方に送り出される果菜１の送り出し速度を減速させることもでき
る。このとき、減速体１１０としては、表面がフッ素樹脂加工等された板材やテープ等を
用いることができる。減速体１１０は、果菜載せ体３から果菜受体４に向けて上り傾斜に
配置することもできる。その場合、同図に示すように、果菜受体４の上面を果菜載せ体３
の上面より高くなるようにしたり、更にその果菜受体４自体を上り傾斜にしたりすること
ができる。減速体１１０は、果菜載せ体３の出口側や果菜受体４の入口側に備えることも
できる。また、果菜１の送り速度の減速は、減速体１１０によるものには限られず、減速
体１１０を設けずに、果菜受体４の上面を果菜載せ体３の上面より高くなるようにしたり
、果菜受体４自体を上り傾斜にしたりして行うこともできる。
【００３１】
　（果菜搬送送出方法のその他の実施形態）
　本発明の果菜搬送送出方法では、果菜搬送体２で搬送中の果菜１の搬送方向斜め後方へ
の送り出しは、前記各実施形態記載のものには限られず、他の任意の手段によって行うこ
とができる。
【００３２】
　本発明の果菜搬送送出方法では、果菜搬送体２から搬送方向斜め後方への果菜１の送り
出しは、果菜受体４の上に限られず他の任意の場所への送り出しとすることもできる。場
合によっては、果菜受体４を省略することもできる。
【００３３】
　（果菜搬送送出装置の実施形態１）
　本発明の果菜搬送送出装置の実施形態の一例を図面に基づいて説明する。本例では、果
菜搬送送出装置をトマト、桃、梨、イチゴ等の丸玉系の果菜や、胡瓜、茄子等の長尺系の
果菜を、サイズ別、形状別、色別、糖度別といった各種規格別（等級別）に自動的に選別
するための果菜自動選別装置として用いた例について説明する。この果菜搬送送出装置は
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図１に示すように、果菜１を、果菜搬送体２の果菜載せ体３に載せて矢印ａ方向に搬送し
、搬送中の果菜１を判別部６において形状、サイズ、色といった規格別に自動的に判別し
、判別後の果菜１が果菜搬送体２の側方に配置されたプールコンベア（果菜受体）４の横
まで搬送されると、図２に示すように、果菜載せ体３を駆動させて、果菜載せ体３上の果
菜１を搬送方向斜め後方に送り出して果菜受体４に載せ換えるようにしたものである。果
菜受体４は図１に示すように果菜の規格別に果菜搬送体２の側方数箇所に配置されており
、果菜１は規格別に夫々の果菜受体４に送り出されるようにしてある。果菜載せ体３は、
図２、図３に示すようなベルトコンベア式であり、その無端ベルト１８の上面に果菜支持
具５を取付け、果菜載せ体３に乗せた果菜１を支持できるようにしてあり、また、無端ベ
ルト１８の下面から下方に係止具３５を突設し、それを図３に示す案内体４３に沿って図
４のように果菜受体４と反対側（図４の右側）に移動させると無端ベルト１８の上走行部
が果菜受体４側に回転（図４では左回転）して上走行部の上に載せてある果菜１が果菜受
体４に送り出されるようにしてある。この場合、果菜載せ体３の送り出し側を図１～図３
に示すように果菜受体４の後方に向けて斜めに配置して、果菜載せ体３から送り出される
果菜１の送出し速度が減速されて果菜１の勢いがセーブされるようにしてある。以下に、
果菜搬送体２、果菜載せ体３等について詳細に説明する。
【００３４】
　図１の果菜搬送体２は駆動スプロケット１０ａと従動スプロケット１０ｂに架設された
無端状のチェーン１１に、細長の果菜載せ体３が多数本取り付けられており、この果菜載
せ体３はモータＭの回転により駆動スプロケット１０ａが回転し、チェーン１１が矢印ａ
方向に移動すると同方向に移動する。前記果菜載せ体３はいずれも送出し側３ａをチェー
ン１１の移動方向斜め後ろ向きにして取り付けてある（図２参照。）。
【００３５】
　前記搬送チェーン１１は図３に示すように上走行部が上方開口の角型樋状のチェーンガ
イド１４内に収容されてその内部を走行するようにしてある。チェーンガイド１４は図５
に示すように果菜搬送送出装置の主フレーム１３の上面に設置されている。チェーン１１
には図２、図６に示すようにアタッチメント１５が一定間隔で取り付けられており、この
アタッチメント１５に果菜載せ体３のフレーム１６（図６）を取り付けてある。
【００３６】
　図１～図５に示す果菜載せ体３は図７に示すように支持板１９と無端ベルト１８を備え
たベルトコンベアであり、無端ベルト１８の回転によりその上面に載せた果菜１を無端ベ
ルト１８の回転方向先方（受体４側）へ送り出すものである。
【００３７】
　支持板１９は図６に示すように細長い中央板２０の外側に前方側板２１、後方側板２２
があり、後方側板２２の前端に平面形状ほぼ三角形のガイド部２３を形成し、ガイド部２
３を前方側板２１の前端部より先方まで突出させてある。支持板１９の先端側には前方空
間部２４が、後端側には後方空間部２５が形成されている。
【００３８】
　無端ベルト１８は図６に示すように前方フリーローラー２６とガイドローラ２７と後方
フリーローラー２８の外周に巻いて先端部下側を上向き傾斜にしてあり、その無端ベルト
１８を支持板１９の中央板２０の外周に周回させ、無端ベルト１８の先端部と前方フリー
ローラー２６及びガイドローラ２７を支持板１９の前方空間部２４内に、後端部と後方フ
リーローラー２８を支持板１９の後方空間部２５内に配置してある。この果菜載せ体３は
図４に示す上方開口のコンベアフレーム１６内に収容し、前方フリーローラー２６の回転
軸２９をコンベアフレーム１６の前方受け溝３０に回転可能に支持し、ガイドローラ２７
の回転軸３１をコンベアフレーム１６の支持孔３２に回転可能に貫通し、後方フリーロー
ラー２８の回転軸３３をコンベアフレーム１６の後方受け溝３４に夫々回転可能に支持し
て、図６のようにセットされている。
【００３９】
　前記無端ベルト１８の上面には果菜支持具５が接着剤やネジ等の固定手段で固定されて
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いる。果菜支持具５はスポンジ製、ゴム製、軟質樹脂製等にして果菜１に傷がつかないよ
うにしてあり、円錐台形にして、果菜１が例えばトマトや林檎等のように下部が細く上部
が膨らんでいる形状の果菜であっても安定して支持できるようにしてある。果菜支持具５
の材質や形状はこれには限られず任意とすることができる。果菜支持具５を省略すること
も可能である。
【００４０】
　無端ベルト１８の下面には係止具３５（図６）が取り付けられている。図示した係止具
３５にはボルトが使用されており、そのボルトが図６に示すように、コンベアフレーム１
６の底板３６に配置した保持具３７、保持具３７の上下に宛がった上当て板３８、下当て
板３９を貫通したボルトの下端ネジにナット４０を締付けてコンベアフレーム１６の底板
３６に固定してその下方まで突出させてある。係止具３５は図２、図３に示すように、チ
ェーンガイド１４と平行に設けられた上方開口の角型樋状の係止具ガイド４１内をガイド
されて移動するようにしてある。係止具ガイド４１は図５に示すように果菜搬送送出装置
の主フレーム１３の上面にチェーンガイド１４と平行に配置され固定されている。また、
係止具ガイド４１は、図５に示すように、案内体４３の設置部分には設けられていない。
【００４１】
　図７のように形成された果菜載せ体３は、そのコンベアフレーム１６（図４）をチェー
ン１１のアタッチメント１５にネジ４２（図６）で取付けることによりチェーン１１に固
定してある。この場合、果菜載せ体３の送出し側３ａをチェーン１１の搬送方向後方に向
けて斜めに取付けて、果菜載せ体３の上の果菜１が搬送方向斜め後方に送り出されるよう
にしてある。果菜載せ体３の前記取り付け角度（図２中θ）は果菜１を搬送方向斜め後方
に送り出し可能であれば任意の角度とすることができ、例えば３０°～６０°程度とする
ことができる。この実施例では、図６に示すように、果菜載せ体３の後方側板２２の先端
部に、前方側板２１の先端よりも先方まで突出している三角形のガイド部２３が形成され
ているため、果菜載せ体３の送出し側３ａを果菜搬送体２に対して後方向きに斜めに配置
しても、果菜載せ体３の先端と果菜搬送体２との間が三角形のガイド部２３で閉塞されて
隙間が殆ど生じない。このため、果菜載せ体３の無端ベルト１８から送出される果菜１が
果菜受体４に乗り移りにくいとか、果菜１が落下してしまうといったことが無い。
【００４２】
　果菜載せ体３の幅と、果菜載せ体３の隣接間隔は、載せる果菜１のサイズ、形状等によ
っても異なるが、基本的には果菜載せ体３の幅は図８（ａ）に示すように一つの果菜１を
載せることができる広さにし、隣接間隔は図８（ｂ）に示すように細長な一本の果菜１を
二本以上の果菜載せ体３に跨がせて載せることができ、例えば、図２に示すようにサイズ
の大きな丸玉系の果菜１などを二本以上の果菜載せ体３に跨がせて載せることができるよ
うに設定するのがよい。
【００４３】
　前記判別部６は、果菜搬送体２の搬送路上に設けられた、搬送中の果菜１を規格別に自
動的に判別する部分である。判別部６は、既存の判別装置と同様にカメラ、糖度センサ、
重量計等、判別に必要な各種装置を備え、搬送されてくる果菜１の形状、サイズ、重量、
色、糖度等を計測し、自動的に規格を判別できるものである。
【００４４】
　図１に示す判別部６の先方には、多数本の案内体４３が平行に、しかも果菜搬送体２の
搬送方向に対して後方斜め向きに配置されている。夫々の案内体４３の先端側には切換レ
バー４４が配置されている。切換レバー４４は、判別部６の判別結果に基づいて果菜載せ
体３の係止具３５の移動方向を切り替えるものであり、案内体４３は係止具３５の移動を
それに沿ってガイドするものである。案内体４３は図３に示すＬ字状の細長板であり、そ
の先端側を図５に示すように選別装置の主フレーム１３の上のチェーンガイド１４に対し
て斜め後方に向けて配置してある。切換レバー４４は図２、図３に示すように回転体４５
に取り付けられており、回転体４５を回転させることにより果菜搬送体２と平行な向きの
進路不変位置（図３ａ）と、果菜搬送体２と交差する向きの進路変更位置（図３ｂ）とに
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切替えられるようにして、進路不変位置（図３ａ）にあるときは果菜搬送体２で搬送され
てくる果菜載せ体３の底面下方に突出している係止具３５が切換レバー４４及び案内体４
３に触れることなくそのまま直進し、果菜載せ体３の無端ベルト１８は動作せずその上の
果菜は送り出されない。切換レバー４４が進路変更位置（図３ｂ）に切替えられると、果
菜搬送体２で搬送されてくる果菜載せ体３の係止具３５が切換レバー４４に当たって直進
が阻止され、案内体４３側に導かれて案内体４３に沿って進行して図３（ｂ）、図４の矢
印Ａ方向に移動し、同時に無端ベルト１８の下側も同方向に移動し、無端ベルト１８の上
面が搬送体の側方に配置されている果菜受体４方向（送り出し方向：図４の矢印Ｂ方向）
に移動し、無端ベルト１８の上の果菜１が果菜受体４に送出されるようにしてある。前記
回転体４５の回転による切換レバー４４の切換えは、前記判別部６での判別結果に応じて
制御装置によって制御される。
【００４５】
　果菜搬送体２の側方に配置されている果菜受体４は、図１に示すように果菜搬送体２の
排出部７から送出される果菜１を受け継いでそのまま搬送したり一旦プールしたりしてお
くためのものであり、図１の場合は多数本のベルトコンベアが使用され、それらベルトコ
ンベアを果菜搬送体２と直交させて二箇所に平行に配置してある。図１では果菜受体４が
果菜搬送体２の搬送方向二箇所に設けられているが、果菜受体４は、果菜１の種類や規格
毎に果菜搬送体２の搬送方向に数箇所に設け、夫々の箇所の果菜受体４に果菜１を種類や
規格別に送り出すことできるようにすることができる。全ての果菜受体４のベルトコンベ
アの本数を同じにするのではなく、数や種類の多い果菜１を引き継ぐ果菜受体４のベルト
コンベアは本数を多くし、少ない果菜１を引き継ぐ果菜受体４のベルトコンベアは本数を
少なくすることができる。果菜受体４のベルトコンベアは常時回転させておくことも可能
であるが、果菜１が送出されないときは一時停止にして待機させておき、果菜載せ体３か
ら果菜１が送出されるときに果菜一個分だけ回転して果菜１が載るように制御することも
できる。ベルトコンベアの回転制御は前記判別部６による判別結果に応じて制御装置によ
って行われる。
【００４６】
　果菜搬送体２の排出部７の搬送方向先方には、図１に示すように戻し用案内体４６が配
置されている。戻し用案内体４６は前記案内体４３とは逆向き斜めに配置されている。果
菜１を果菜受体４に送り出した果菜載せ体３は、果菜１を果菜受体４へ送り出した後に果
菜搬送体２によって排出部７の先方へ搬送されていくと、案内体４３によってガイドされ
て果菜受体４から離れた方向に位置している係止具３５を逆方向へガイドして元の位置ま
で戻すことができるようにしてある。
【００４７】
　図１に示す果菜搬送体２の搬送開始地点付近（図１の左端側）は果菜１を果菜載せ体３
に載せる投入部８としてあり、投入部８は作業員が数人並ぶことができる程度の長さが確
保されている。
【００４８】
　図１の果菜受体４の側方には果菜受体４にプールされた果菜１を作業者が手作業で取出
して箱詰作業をする作業空間が確保されており、ここも数人が並んで作業できる広さのス
ペースにしてある。なお、果菜受体４は、前記のようなベルトコンベアを複数本並べて備
えたものには限られず、ローラーコンベアとする等、任意のものとすることができる。ま
た、果菜受体４に代えて、別の装置の搬送ラインを備えることも可能である。また、果菜
受体４を省略することも可能である。
【００４９】
　（果菜搬送送出装置の使用例）
　本発明の果菜搬送送出装置を利用した果菜自動選別装置によって果菜を搬送、選別する
には次のようにする。
　（１）投入部８において、搬送中の果菜搬送体２の果菜載せ体３の上に果菜１を載せる
。この場合、果菜１の形状、サイズ等により、一つの果菜１を一つの果菜載せ体３に載せ
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たり、二以上の果菜載せ体３に跨がせて載せたりする。
　（２）投入部８で載せた果菜１は果菜搬送体２で搬送され、判別部６でその形状、大き
さ、重量、糖度等が計測され、自動的に規格が判別される。
　（３）計測された果菜１は果菜搬送体２によって排出部７に搬送される。
　（４）排出部７において、前記判別結果に基づいて、どの果菜載せ体３の果菜１をどの
果菜受体４へ送り出すか指示され、この指示に基づいて、切換操作具（回転体）４５が作
動して切換レバー４４が進路変更位置に切換えられ、果菜１を載せた果菜載せ体３の係止
具３５が切換レバー４４に当たって案内体４３へガイドされる（図４参照。）。このとき
、果菜１が二以上の果菜載せ体３に跨がって載っている場合は、二以上の切換操作具（回
転体）４５が同期して動作して、二以上の果菜載せ体３の係止具３５が夫々の案内体４３
へガイドされるように指示する。
　（５）果菜載せ体３の係止具３５が案内体４３にガイドされると、果菜載せ体３の無端
ベルト１８の下側（下走行部）が係止具３５と同方向に移動し、それにより無端ベルト１
８の上側（上走行部）が下走行部と反対側に回転し、上走行部に載せてある果菜１が果菜
受体４へ送り出される。このとき、果菜１が引き継がれる果菜受体４のベルトコンベアは
果菜一個分だけ回転して、ベルトコンベアに果菜１を一個だけ載せることができるように
する。この繰り返しにより果菜１が果菜受体４に順次送り込まれ、果菜１が判別結果に応
じて所定規格の果菜受体４のベルトコンベアにプールされる。また、果菜載せ体３が果菜
搬送体２の搬送方向斜め後方に向いているため、果菜載せ体３の上の果菜１はその方向（
果菜搬送体２の搬送方向と逆方向）へ送り出されて、送出し速度が減速され、勢いが付き
すぎて横転するとか、果菜受体４にプールされている果菜１に衝突するとかして果菜１が
傷つくことがない。
　（６）果菜１を送り出した果菜載せ体３は果菜搬送体２によって更に先方へ搬送され、
搬送路の途中に配置してある戻し用案内体４６によって、果菜受体４から離れた方向に位
置している係止具３５を逆方向へガイドして元の位置まで戻され、果菜搬送体２の始端部
へ戻る。
　（７）前記（４）において、果菜載せ体３をそのまま前進させる旨の指示があったとき
は、切換操作具（回転体）４５が作動せず切換レバー４４が進路不変位置に停止したまま
となり、果菜１を載せた果菜載せ体３の係止具３５が切換レバー４４に接触することなく
その前を通過して、その搬送が継続される。所定位置まで搬送されて、送出し位置まで到
来すると、前記計測結果に基づいて切換レバー４４を進路変更位置に切り替えるよう指示
が出され、果菜載せ体３の係止具３５が前記（５）のように案内体４３にガイドされ、果
菜載せ体３の無端ベルト１８が前記（５）の場合と同様に移動して果菜１が果菜受体４へ
送り出される。
【００５０】
　（果菜搬送送出装置の実施形態２）
　本発明の果菜搬送送出装置の実施形態の他の例を図１１に示す。この果菜搬送送出装置
の果菜載せ体３は幅の細い無端ベルト１８を二本平行に並べたベルトコンベア方式にした
ものである。二本のベルト１８は搬送方向手前方のもの（図１１中左側）を搬送方向先方
のもの（図１１中右側）よりも先端位置を長くして、両ベルト１８を搬送体２に後ろ向き
傾斜に配置しても両ベルト１８の先端部が果菜受体４に近づいて果菜載せ体３と果菜受体
４との間の隙間５１に殆ど隙間ができないようにし、果菜載せ体３から果菜受体４に果菜
１がスムースに引き継がれるようにしてある。無端ベルト１８は三本以上にすることもで
きる。
【００５１】
　（果菜搬送送出装置の実施形態３）
　本発明の果菜搬送送出装置の第３の実施形態を図１２（ａ）（ｂ）に示す。この果菜搬
送送出装置の果菜載せ体は多数本のローラー５２を回動可能に設けたローラーコンベア構
造であり、ローラー５２の下にベルトコンベア５３を各ローラー５２と接触させて設け、
ベルトコンベア５３が回転すると各ローラー５２が回転してローラーコンベア上の果菜１
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が果菜受体４に送り出されるようにしてある。ベルトコンベア５３は図１２（ｂ）に示す
ようにベルトコンベア５３の下走行部に設けた係止具５４を任意の手段で同図（ｂ）の左
右方向に移動させることにより回転させることができ、係止具５４を左側に移動させると
ベルトコンベアが右回転し、各ローラー５２が左回転し、その上の果菜１が図１２（ｂ）
の左側に（果菜受体４側）に送り出されるようにしてある。
【００５２】
　（果菜搬送送出装置の実施形態４）
　本発明の果菜搬送送出装置の第４の実施形態を図１３（ａ）（ｂ）に示す。この果菜搬
送送出装置の果菜載せ体は、多数のローラー５５がフレーム５７に回動可能に設けられた
ローラーコンベア５６であり、図１３（ｂ）に示すようにフレーム５７を支持軸５８を中
心に左右に回動可能（シーソー式）に支持台５９に設け、フレーム４２のうち支持軸５８
の左右両側をバネ６０で支持台５９に連結してフレーム５７を水平に保持し、フレーム５
７の軸方向一端の下に駆動ピン６１を設け、その駆動ピン６１を下から持ち上げる（押し
上げる）とローラーコンベア５６が図１３（ｂ）の左側（受体４側）に下り傾斜になって
、ローラー５５の上の果菜１が果菜受体４に落下するようにしてある。駆動ピン６１の持
ち上げ（押し上げ）を解除するとローラーコンベア５６はバネ６０の引っ張り力によって
水平に戻るようにしてある。
【００５３】
　（果菜搬送送出装置の実施形態５）
　本発明の果菜搬送送出装置の第５の実施形態を図１４に示す。この果菜搬送送出装置の
果菜載せ体３は、二本のバーを平行に配置して果菜１を載置可能とした載置台６２と、載
置台６２に沿って往復移動可能な送出体６３で構成され、載置台６２上に載せた果菜１を
送出体６３の移動で矢印方向に押して果菜受体４に送り出し可能としてある。送出体６３
は果菜１が安定するように当接面６４を円弧状に湾曲させてある。載置台６２に用いられ
るバーは滑り抵抗が小さくて果菜１が滑り易いものが好ましく、例えば、金属棒の外周に
フッ素樹脂をコートしたものとか、樹脂製の棒などが適する。送出体６３はその下側に設
けた係止具６５を任意の駆動機構で往復移動させることができる。図１４の果菜載せ体３
もブラケット６６により果菜搬送体２の搬送方向に対して後ろ斜め向きに取り付けてある
。載置台６２は果菜１を載置可能であれば三本以上のバーやプレート等の固定具としたり
、搬送方向斜め後方に回転可能に配置されたローラーコンベアとしたりするなど、任意の
ものとすることができる。
【００５４】
　（果菜搬送送出装置の実施形態６）
　本発明の果菜搬送送出装置の第６の実施形態を図１５（ａ）（ｂ）に示す。この果菜搬
送送出装置の果菜載せ体３は、搬送方向斜め後方向きに配置された鍵盤状（角棒状）の支
持材１００であって、その支持材１００を搬送方向に多数枚鍵盤状に並べて備えたもので
ある。各支持材１００は、図１５（ｂ）に示すように、首振り駆動体（図示しない）によ
り、支持軸１０１を中心に鍵盤状に首振り可能とされており、その首振りによって果菜載
せ体３上の果菜１を搬送方向斜め後方に送り出し可能としている。支持材１００の下側に
は、首振りした支持材１００が係止して必要以上に首振りしないようにする係止具１０２
が備えられている。多数の支持材１００は接近させて配置することにより、どの位置の一
又は二以上の支持材１００にも果菜１を載せることができるようにしてある。また、この
支持材１００は細長平板状であってもよい。
【００５５】
　（果菜搬送送出装置の実施形態７）
　本発明の果菜搬送送出装置の第７の実施形態を図９（ａ）（ｂ）に示す。この果菜搬送
送出装置では、隣接する二本のベルトコンベア式の果菜載せ体３を一組のユニット５０と
して、夫々のユニット５０に二以上の果菜１を載せることができるようにし、各ユニット
５０の二本以上の果菜載せ体３が同期作動して果菜１を果菜受体４に送り出し可能とした
ことである。前記ユニット５０は三本以上を一組とすることもできる。各ユニット５０の
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果菜載せ体３は図９（ｂ）に示すようにフレームにセットされ、両フレームを斜め平行に
並べて連結してある。また、ユニット５０は、図１０に示すように、隣接する四本のベル
トコンベア式の果菜載せ体３を一組のユニット５０とすることもできる。この図１０に示
すユニット５０においては、四本のベルトコンベア式の果菜載せ体３に跨るようにして果
菜支持体５が設けられている。この場合も、四本のベルトコンベアを同期作動させて果菜
１を果菜受体４に送り出し可能である。さらに、ユニット５０は、前記のベルトコンベア
式の果菜載せ体３を組合わせたものには限られず、前記各実施形態のいずれに記載された
果菜載せ体３を組合わせて形成することもできる。
【００５６】
　（果菜搬送送出装置の実施形態８）
　本発明の果菜搬送送出装置の第７の実施形態を図１６（ａ）（ｂ）に示す。この果菜搬
送送出装置では、果菜搬送体２の果菜載せ体３と果菜受体４の間に減速体１１０が設けら
れている。この減速体１１０は、表面がフッ素樹脂加工等された板材などが用いられ、図
１６（ｂ）に示すように果菜載せ体３から果菜受体４に向けて上り傾斜に配置されている
。この場合、果菜受体４の上面を果菜載せ体３の上面より高くなるようにする。減速体１
１０の傾斜角度は、任意とすることができ、例えば１°～１０°とすることができるが、
３°程度が望ましい。減速体１１０を傾斜させずに備えることもできる。この減速体１１
０は、果菜載せ体３の出口側や果菜受体４の入口側に備えることもできる。この減速体１
１０によって、果菜載せ体３から果菜受体４に搬送方向斜め後方に送り出される果菜１の
送り速度を減速させることができる。また、減速体１１０を省略し、果菜受体４の上面を
果菜載せ体３の上面より高くなるようにしたり、果菜受体４自体を上り傾斜にしたりして
果菜１の送り速度を減速させることもできる。
【００５７】
　（果菜搬送送出装置のその他の実施形態）
　本発明の果菜搬送送出装置では、果菜搬送体２で搬送中の果菜１の搬送方向斜め後方へ
の送り出し手段は、前記各実施形態記載のものには限られず、他の任意の手段によって行
うことができる。
【００５８】
　本発明の果菜搬送送出装置では、果菜受体４を省略して、果菜搬送体２から搬送方向斜
め後方へ送り出される果菜１が任意の場所へ送り出されるようにすることもできる。
【産業上の利用可能性】
【００５９】
　本発明の果菜搬送送出方法、果菜選別方法、前記方法の実施に用いる果菜搬送送出装置
、果菜選別装置は、果菜の選別に限られず、農産物、海産物等の一次産業品、工業製品の
ような二次産業品といった各種物品の搬送、送出、選別に応用することもできる。
【符号の説明】
【００６０】
　　１　果菜
　　２　果菜搬送体
　　３　果菜載せ体
　　４　果菜受体
　　５　果菜支持具
　　６　判別部
　　７　排出部
　　８　投入部
　１１　チェーン
　１３　主フレーム
　１４　チェーンガイド
　１５　アタッチメント
　１８　無端ベルト
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　３５　係止具
　４１　係止具ガイド
　４３　案内体
　４４　切換レバー
　４５　回転体
　５０　ユニット
　５２　ローラー
　５３　ベルトコンベア
　５４　係止具
　５６　ローラーコンベア
　６１　駆動ピン
　６２　載置台
　６３　送出体
　６５　係止具
　１００　支持材
　１０１　支持軸
　１０２　係止具
　１１０　減速体
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　搬送中の果菜を判別部において判別項目別に自動的に判別し、判別済みの果菜を判別内
容別に搬送方向側方に送り出す果菜搬送送出方法において、
　果菜搬送体の果菜載せ体に載せて搬送中の果菜を、その果菜載せ体を搬送方向斜め後方
に稼働させて、又は搬送方向斜め後方に移動する送出体により、同方向に移動させて送り
出すことを特徴とする果菜搬送送出方法。
【請求項２】
　搬送中の果菜を判別部において判別項目別に自動的に判別し、判別済みの果菜を判別内
容別に搬送方向側方に送り出す果菜搬送送出方法において、
　果菜搬送体で搬送中の果菜を、果菜搬送体から搬送方向斜め後方に送り出すことを特徴
とする果菜搬送送出方法。
【請求項３】
　果菜搬送体の途中に、搬送中の果菜を判別項目別に自動的に判別する判別部を設け、判
別部よりも先方で、判別済みの果菜を判別項目別に搬送方向側方に送り出して、果菜搬送
体の側方に配置された果菜受体に送り出す果菜搬送送出装置において、
　果菜搬送体が、多数の果菜載せ体と、それらが装備された無端走行体を備え、果菜載せ
体は無端走行体の走行により走行して果菜載せ体上の果菜を搬送し、果菜搬送中に果菜載
せ体自体が稼働して、又は駆動体により果菜搬送中の果菜載せ体を稼動させて、果菜載せ
体上の果菜を搬送方向斜め後方に送り出し可能であることを特徴とする果菜搬送送出装置
。
【請求項４】
　請求項３記載の果菜搬送送出装置において、
　果菜載せ体がベルトコンベアであり、そのベルトコンベアの下側に係止具が突設され、
その係止具はベルトコンベアの走行と共に走行し、ベルトコンベアとは別の案内体にガイ
ドされて搬送方向斜め前方に移動し、前記係止具の移動に伴って前記ベルトコンベアの上
側が搬送方向斜め後方に移動又は回転して、前記ベルトコンベア上の果菜を搬送方向斜め
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後方に送り出し可能であることを特徴とする果菜搬送送出装置。
【請求項５】
　請求項３記載の果菜搬送送出装置において、
　果菜載せ体がローラーコンベアであり、ローラーコンベアとは別に回転駆動体が設けら
れ、ローラーコンベアは回転駆動体の回転に伴って回転して、ローラーコンベア上の果菜
を搬送方向斜め後方に送り出し可能であることを特徴とする果菜搬送送出装置。
【請求項６】
　請求項３記載の果菜搬送送出装置において、
　果菜載せ体がローラーコンベアであり、ローラーコンベアとは別にローラーコンベアを
搬送方向斜め後方に下り傾斜にさせる傾斜駆動体を設け、その傾斜駆動体によりローラー
コンベアを搬送方向斜め後方に下り傾斜にして、ローラーコンベア上の果菜を同方向に送
り出し可能であることを特徴とする果菜搬送送出装置。
【請求項７】
　請求項３記載の果菜搬送送出装置において、
　果菜載せ体が鍵盤状に首振り可能な多数の支持具であり、支持具とは別に首振り駆動体
を設け、その首振り駆動体により支持具を搬送方向斜め後方に下り傾斜に首振りさせ、支
持具上の果菜を同方向に送り出し可能であることを特徴とする果菜搬送送出装置。
【請求項８】
　果菜搬送体の途中に、搬送中の果菜を判別項目別に自動的に判別する判別部を設け、判
別部よりも先方で、判別済みの果菜を判別項目別に搬送方向側方に送り出して、果菜搬送
体の側方に配置された果菜受体に送り出す果菜搬送送出装置において、
　果菜搬送体が、多数の果菜載せ体と、それらが装備された無端走行体と、果菜載せ体上
の果菜を送り出す送出体を備え、果菜載せ体は無端走行体の走行により走行して果菜載せ
体上の果菜を搬送し、果菜搬送中に送出体が搬送方向斜め後方に移動して、果菜載せ体上
の果菜を同方向に送り出し可能であることを特徴とする果菜搬送送出装置。
【請求項９】
　請求項８記載の果菜搬送送出装置において、
　果菜載せ体がプレート、二本以上のバー等の固定具であり、固定具とは別に送出体が設
けられ、果菜搬送中に送出体が搬送方向斜め後方に移動して、固定具の上に載せた果菜を
同方向に送り出し可能であることを特徴とする果菜搬送送出装置。
【請求項１０】
　請求項８記載の果菜搬送送出装置において、
　果菜載せ体がローラーコンベアであり、ローラーコンベアとは別に送出体が設けられ、
果菜搬送中に送出体が搬送方向斜め後方に移動して、ローラーコンベア上の果菜を同方向
に送り出し可能であることを特徴とする果菜搬送送出装置。
【請求項１１】
　請求項３乃至請求項１０のいずれかに記載の果菜搬送送出装置において、
　多数設けられた果菜載せ体のうち、隣接する二以上の果菜載せ体が一組のユニットとさ
れ、夫々のユニットは一又は二以上の果菜を載せることができる広さであり、各ユニット
の果菜載せ体が稼動して果菜載せ体上の果菜を搬送方向斜め後方に送り出し可能であるこ
とを特徴とする果菜搬送送出装置。
【請求項１２】
　請求項３乃至請求項１１のいずれかに記載の果菜搬送送出装置において、
　果菜搬送体の果菜載せ体の出口側、又は果菜載せ体と果菜搬送体の側方に設けた果菜受
体の間、又は果菜受体の入口側のいずれか一箇所或いは二箇所以上に、果菜載せ体から果
菜受体に搬送方向斜め後方に送り出される果菜の送り速度を減速させる減速体が設けられ
たことを特徴とする果菜搬送送出装置。
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