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(57)【要約】
【課題】供給先に、複数個の物品が過剰に給されるのを
抑制することを目的とする。
【解決手段】下流側の第２搬送コンベヤとしての投入コ
ンベヤ６を駆動しているときに、第１搬送コンベヤとし
ての旋回コンベヤ１４上の物品を投入コンベヤ６へ供給
するようにし、旋回コンベヤ１４上で複数個の物品ｗが
積み重なった状態で搬送されて投入コンベヤ６へ供給さ
れる際には、複数個の物品が、投入コンベヤ６に接触す
る順に、駆動されている投入コンベヤ６によって順送り
されて、投入コンベヤ６上では、物品の積み重なりが崩
されて個々の物品ｗが連続するように搬送される。
【選択図】図１２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　物品を搬送する第１搬送コンベヤと、該第１搬送コンベヤの搬送方向の下流側に配置さ
れて、前記第１搬送コンベヤから供給される前記物品を搬送して供給先へ供給する第２搬
送コンベヤと、前記第１，第２搬送コンベヤの駆動を制御する制御部とを備え、
　前記制御部は、下流側の前記第２搬送コンベヤを駆動しているときに、前記第１搬送コ
ンベヤを駆動して、前記第１搬送コンベヤ上の物品を、前記第２搬送コンベヤに供給する
、
　ことを特徴とする物品供給装置。
【請求項２】
　前記制御部は、前記第１搬送コンベヤの物品の搬送方向の終端部である第１終端部に前
記物品が無いときには、前記第１搬送コンベヤを駆動して前記物品を、前記第１終端部へ
搬送する、
　請求項１に記載の物品供給装置。
【請求項３】
　前記制御部は、前記第２搬送コンベヤの物品の搬送方向の終端部である第２終端部に前
記物品が無いときには、前記第２搬送コンベヤを駆動して前記物品を、前記第２終端部へ
搬送する、
　請求項１または２に記載の物品供給装置。
【請求項４】
　前記第１搬送コンベヤの前段には、前段搬送機構及び物品排出機構が設けられ、
　前記前段搬送機構は、供給される物品を搬送するものであり、
　前記物品排出機構は、前記前段搬送機構による前記物品の搬送経路の複数個所において
、搬送されてきた物品の通過を許容する許容状態と、搬送されてきた物品を前記搬送径路
外に排出する排出状態とに切換え可能であり、
　前記第１搬送コンベヤは、前記物品排出機構によって前記搬送経路外へ排出された物品
を搬送すると共に、搬送始端側を中心として複数位置に切換え回動可能な旋回コンベヤで
あり、
　前記第２搬送コンベヤを複数備え、
　前記第１搬送コンベヤは、前記物品排出機構で前記搬送経路外へ排出された物品を、前
記複数の第２搬送コンベヤに振分け搬送する、
　請求項１ないし３のいずれか一項に記載の物品供給装置。
【請求項５】
　物品を搬送して供給先へ供給する搬送コンベヤと、該搬送コンベヤの駆動を制御する制
御部とを備え、前記搬送コンベヤは、前記物品を、前記供給先へ向けて搬送する正転駆動
及び前記供給先から遠ざかるように搬送する逆転駆動が可能であり、
　前記制御部は、前記搬送コンベヤの前記供給先側の端部に物品が有る場合であって、前
記端部に有る物品を前記供給先へ供給するときには、前記搬送コンベヤを第１速度で正転
駆動して、前記端部に有る物品を前記供給先に供給するものであり、
　前記制御部は、前記搬送コンベヤの前記供給先側の端部に物品が無い場合には、前記搬
送コンベヤを、前記第１速度よりも高速な第２速度で所定時間正転駆動又は所定時間逆転
駆動する第１制御を行う、
　ことを特徴とする物品供給装置。
【請求項６】
　前記第１制御では、前記搬送コンベヤを、前記第１速度よりも高速な前記第２速度で所
定時間正転駆動する、
　請求項５に記載の物品供給装置。
【請求項７】
　前記制御部は、前記搬送コンベヤの前記供給先側の端部に物品が有る場合であって、前
記端部に有る物品を前記供給先へ供給しないときには、前記搬送コンベヤを、前記第２速
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度より低速な速度で所定時間逆転駆動した後、前記第１速度よりも高速な速度で所定時間
正転駆動又は所定時間逆転駆動する第２制御を行う、
　請求項５または６に記載の物品供給装置。
【請求項８】
　前記第２制御では、前記搬送コンベヤを、前記第２速度より低速な速度で所定時間逆転
駆動した後、前記第１速度よりも高速な速度で所定時間正転駆動する、
　請求項７に記載の物品供給装置。
【請求項９】
　前記制御部は、前記供給先からの物品の供給要求に応じて、前記搬送コンベヤの駆動を
制御するものであり、
　前記端部に有る物品を前記供給先へ供給するときとは、前記供給先からの物品の供給要
求があるときである、
　請求項５ないし８のいずれか一項に記載の物品供給装置。
【請求項１０】
　前記制御部は、前記供給先からの物品の供給要求に応じて、前記搬送コンベヤの駆動を
制御するものであり、
　前記端部に有る物品を前記供給先へ供給しないときとは、前記供給先からの物品の供給
要求がないときである、
　請求項７または８に記載の物品供給装置。
【請求項１１】
　前記第１制御では、前記搬送コンベヤを、該搬送コンベヤ上の物品が前記供給先へ供給
されない搬送距離内で、前記所定時間正転駆動する、
　請求項５ないし１０のいずれか一項に記載の物品供給装置。
【請求項１２】
　前記第２制御では、前記搬送コンベヤを、前記第２速度より低速な速度で前記所定時間
逆転駆動した搬送距離内で、前記第１速度よりも高速な速度で前記所定時間正転駆動する
、
　請求項７、８または１０に記載の物品供給装置。
【請求項１３】
　前記制御部は、前記搬送コンベヤの前記供給先側の端部に物品が有る場合であって、前
記供給先からの物品の供給要求ないときには、前記第２制御を、前記供給先からの物品の
供給要求がある迄、繰返す、
　請求項１０に記載の物品供給装置。
【請求項１４】
　前記制御部は、前記搬送コンベヤの前記供給先側の端部に物品が無い場合に、前記第１
制御を行った後、前記搬送コンベヤを、前記端部へ物品が搬送される迄、前記第２速度よ
り低速な速度で正転駆動する、
　請求項５ないし１３のいずれか一項に記載の物品供給装置。
【請求項１５】
　前記搬送コンベヤを複数備え、前記複数の搬送コンベヤの前段には、前段搬送機構、物
品排出機構及び分配搬送機構が設けられ、
　前記前段搬送機構は、供給される物品を搬送するものであり、
　前記物品排出機構は、前記前段搬送機構による前記物品の搬送経路の複数個所において
、搬送されてきた物品の通過を許容する許容状態と、搬送されてきた物品を前記搬送径路
外に排出する排出状態とに切換え可能であり、
　前記分配搬送機構は、前記物品排出機構によって前記搬送経路外へ排出された物品を、
前記複数の前記搬送コンベヤに振分け搬送する、
　請求項５ないし１４のいずれか一項に記載の物品供給装置。
【請求項１６】
　前記請求項４に記載の物品供給装置と、複数の計量部を有し、各計量部に供給された前
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記物品の重量を組合せた組合せ重量が、所定重量範囲となる前記計量部の組合せを選択す
る組合せ演算を行って、選択した計量部から前記物品を排出する組合せ秤とを備え、
　前記組合せ秤には、前記物品供給装置の前記複数の前記第２搬送コンベヤによって前記
物品が供給される、
　ことを特徴とする計量システム。
【請求項１７】
　前記請求項１５に記載の物品供給装置と、複数の計量部を有し、各計量部に供給された
前記物品の重量を組合せた組合せ重量が、所定重量範囲となる前記計量部の組合せを選択
する組合せ演算を行って、選択した計量部から前記物品を排出する組合せ秤とを備え、
　前記組合せ秤には、前記物品供給装置の前記複数の前記搬送コンベヤによって前記物品
が供給される、
　ことを特徴とする計量システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、物品を供給先に供給する物品供給装置及びそれを備える計量システムに関し
、更に詳しくは、物品の供給が人手によって行われる半自動式の組合せ秤への物品の供給
に好適な物品供給装置及びそれを備えた計量システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　組合せ秤は、複数の計量部を有し、各計量部に供給された物品の重量を種々組合せた合
計重量である組合せ重量が、所定重量範囲となる計量部の組合せを選択し、選択した計量
部の物品を排出するものである。
【０００３】
　この組合せ秤には、当該組合せ秤への物品の供給を人手によって行い、物品の排出を自
動で行う、いわゆる、半自動式の組合せ秤がある（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　この半自動式の組合せ秤では、人手で物品を組合せ秤に供給するので、単体重量が比較
的大きく不定形な物品や機械によるハンドリングが難しい物品、例えば、粘着性のある鶏
肉などの肉片や魚介類などを取り扱う上で好適である。
【０００５】
　しかし、半自動式の組合せ秤では、該組合せ秤の物品投入口へ作業者が物品を掴んで投
入しなければならず、多量の物品の計量処理には、多大な労力を要することになる。
【０００６】
　かかる労力を軽減するために、本出願人は、半自動式の組合せ秤の物品投入口などへ物
品を自動で分配供給できる物品供給装置及びそれを備えた計量システムを既に提案してい
る（例えば、特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１１－８０８９５号公報
【特許文献２】特開２０１８－１１８８３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上記特許文献２では、物品を一定方向に振動搬送する振動フィーダやベルトコンベヤ等
の搬送機構によって、半自動式の組合せ秤の物品投入口へ物品を搬送して供給している。
【０００９】
　前記搬送機構としてベルトコンベヤを用いて物品を半自動式の組合せ秤の物品投入口へ
供給する場合に、当該ベルトコンベヤに、個々の物品が順次供給されるのではなく、複数
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個の物品が積み重なった状態で一気に供給されると、当該ベルトコンベヤにおいても複数
個の物品が積み重なった状態のまま搬送され、半自動式の組合せ秤の物品投入口へ複数個
の物品が纏まった状態で過剰に供給されることになる。
【００１０】
　このように組合せ秤へ過剰に物品が供給されると、組合せ秤における組合せ演算で適量
となる組合せが成立しにくくなり、計量速度や組合せ精度が低下することになる。
【００１１】
　本発明は、このような点に着目してなされたものであって、供給先に、物品が過剰に給
されるのを抑制することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記目的を達成するために、本発明では次のように構成している。
【００１３】
　（１）本発明に係る物品供給装置は、物品を搬送する第１搬送コンベヤと、該第１搬送
コンベヤの搬送方向の下流側に配置されて、前記第１搬送コンベヤから供給される前記物
品を搬送して供給先へ供給する第２搬送コンベヤと、前記第１，第２搬送コンベヤの駆動
を制御する制御部とを備え、前記制御部は、下流側の前記第２搬送コンベヤを駆動してい
るときに、前記第１搬送コンベヤを駆動して、前記第１搬送コンベヤ上の物品を、前記第
２搬送コンベヤに供給する。
【００１４】
　本発明の物品供給装置によると、第１搬送コンベヤ上の物品が、下流側の第２搬送コン
ベヤ上へ供給されるのは、第２搬送コンベヤを駆動しているときである。したがって、第
１搬送コンベヤ上で、複数個の物品が積み重なって搬送されている場合に、これら複数個
の物品が、第１搬送コンベヤから第２搬送コンベヤへ移載されるときには、複数個の物品
が、駆動されている第２搬送コンベヤに接触する順に、第２搬送コンベヤによって順送り
されることになり、第２搬送コンベヤ上では、物品の積み重なりが崩されて個々の物品が
連続するように搬送される。
【００１５】
　これによって、第２搬送コンベヤから供給先へ物品を供給する際に、複数個の物品が纏
まった状態で過剰に供給されるのを防止することができる。
【００１６】
　（２）本発明の好ましい実施態様では、前記制御部は、前記第１搬送コンベヤの物品の
搬送方向の終端部である第１終端部に前記物品が無いときには、前記第１搬送コンベヤを
駆動して前記物品を、前記第１終端部へ搬送する。
【００１７】
　この実施態様によると、第１搬送コンベヤの終端部である第１終端部に物品が無いとき
には、第１搬送コンベヤを駆動して、物品を第１終端部へ搬送するので、第１搬送コンベ
ヤの第１終端部に物品が無いために、下流側の第２搬送コンベヤへ物品を供給することが
できないという状態が継続するのを防止することができる。
【００１８】
　（３）本発明の一実施態様では、前記制御部は、前記第２搬送コンベヤの物品の搬送方
向の終端部である第２終端部に前記物品が無いときには、前記第２搬送コンベヤを駆動し
て前記物品を、前記第２終端部へ搬送する。
【００１９】
　この実施態様によると、第２搬送コンベヤの終端部である第２終端部に物品が無いとき
には、第２搬送コンベヤを駆動して、物品を第２終端部へ搬送するので、第２搬送コンベ
ヤの第２終端部に物品が無いために、供給先へ物品を供給することができないという状態
が継続するのを防止することができる。
【００２０】
　（４）本発明の他の実施態様では、前記第１搬送コンベヤの前段には、前段搬送機構及
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び物品排出機構が設けられ、前記前段搬送機構は、供給される物品を搬送するものであり
、前記物品排出機構は、前記前段搬送機構による前記物品の搬送経路の複数個所において
、搬送されてきた物品の通過を許容する許容状態と、搬送されてきた物品を前記搬送径路
外に排出する排出状態とに切換え可能であり、前記第１搬送コンベヤは、前記物品排出機
構によって前記搬送経路外へ排出された物品を搬送すると共に、搬送始端側を中心として
複数位置に切換え回動可能な旋回コンベヤであり、前記第２搬送コンベヤを複数備え、前
記第１搬送コンベヤは、前記物品排出機構で前記搬送経路外へ排出された物品を、前記複
数の第２搬送コンベヤに振分け搬送する。
【００２１】
　この実施態様によると、前段搬送機構の搬送方向の上手側において物品を供給すると、
前段搬送機構によって搬送される物品は、その搬送径路の複数個所において物品排出機構
によって搬送経路外に排出され、排出された物品は、旋回コンベヤである第１搬送コンベ
ヤによって更に複数の第２搬送コンベヤに振り分けられ、複数の第２搬送コンベヤに振り
分けられた物品は、各第２搬送コンベヤによって、複数の各供給先へ搬送されて供給され
る。
【００２２】
　したがって、例えば、物品排出機構を搬送径路の３箇所に配備すると共に、第１搬送コ
ンベヤで更に３台の第２搬送コンベヤに分配するようにすると、前段搬送機構の上手側の
１箇所に供給した物品を、所定の９箇所の供給先へ分配供給することが可能となる。
【００２３】
　（５）本発明に係る物品供給装置は、物品を搬送して供給先へ供給する搬送コンベヤと
、該搬送コンベヤの駆動を制御する制御部とを備え、前記搬送コンベヤは、前記物品を、
前記供給先へ向けて搬送する正転駆動及び前記供給先から遠ざかるように搬送する逆転駆
動が可能であり、前記制御部は、前記搬送コンベヤの前記供給先側の端部に物品が有る場
合であって、前記端部に有る物品を前記供給先へ供給するときには、前記搬送コンベヤを
第１速度で正転駆動して、前記端部に有る物品を前記供給先に供給するものであり、前記
制御部は、前記搬送コンベヤの前記供給先側の端部に物品が無い場合には、前記搬送コン
ベヤを、前記第１速度よりも高速な第２速度で所定時間正転駆動又は所定時間逆転駆動す
る第１制御を行う。
【００２４】
　この実施形態によると、搬送コンベヤの供給先側の端部に物品が有る場合であって、前
記端部に有る物品を前記供給先へ供給するときには、搬送コンベヤを第１速度で正転駆動
して、前記端部に有る物品を前記供給先に供給する一方、
搬送コンベヤの供給先側の端部に物品が無い場合には、搬送コンベヤを、第１速度よりも
高速な第２速度で所定時間正転駆動又は所定時間逆転駆動する第１制御を行う。
【００２５】
　この高速な第２速度で正転駆動又は逆転駆動することによって、搬送コンベヤ上で複数
個の物品が積み重なっていた場合に、積み重なった複数個の物品の下層の物品に対して上
層の物品がずれ動き、上層の物品が、正転駆動又は逆転駆動による搬送方向とは逆方向に
ずれ落ちることで、積み重なりが崩れ、個々の物品が連続した状態となる。
【００２６】
　これによって、個々の物品が連続した状態で搬送することができ、搬送コンベヤから供
給先へ物品を供給する際に、個々の物品を順次供給することが可能となり、複数個の物品
が纏まった状態で過剰に供給されるのを防止することができる。
【００２７】
　（６）本発明の他の実施態様においは、前記第１制御では、前記搬送コンベヤを、前記
第１速度よりも高速な前記第２速度で所定時間正転駆動する。
【００２８】
　この実施態様によると、搬送コンベヤ上で複数個の物品が積み重なっていた場合に、高
速な第２速度での正転駆動によって、積み重なった複数個の物品の上層の物品が、正転駆
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動による搬送方向とは逆方向にずれ落ちることで、積み重なりが崩れ、個々の物品が連続
した状態となる。
【００２９】
　これによって、搬送コンベヤから供給先へ物品を供給する際に、個々の物品を順次供給
することが可能となり、複数個の物品が纏まった状態で過剰に供給されるのを防止するこ
とができる。
【００３０】
　（７）本発明の更に他の実施態様では、前記制御部は、前記搬送コンベヤの前記供給先
側の端部に物品が有る場合であって、前記端部に有る物品を前記供給先へ供給しないとき
には、前記搬送コンベヤを、前記第２速度より低速な速度で所定時間逆転駆動した後、前
記第１速度よりも高速な速度で所定時間正転駆動又は所定時間逆転駆動する第２制御を行
う。
【００３１】
　この実施態様によると、搬送コンベヤの供給先側の端部に物品が有る場合であって、前
記端部に有る物品を前記供給先へ供給しないときには、搬送コンベヤを、第２速度より低
速な速度で所定時間逆転駆動するので、供給先側の端部の物品が、供給先へ不所望に供給
されることがない。更に、この所定時間の逆転駆動の後に、前記第１速度よりも高速な速
度で所定時間正転駆動又は所定時間逆転駆動するので、搬送コンベヤ上で複数個の物品が
積み重なっていた場合に、高速な速度での正転駆動又は逆転駆動によって、積み重なった
複数個の物品の上層の物品が、正転駆動又は逆転駆動による搬送方向とは逆方向にずれ落
ちることで、積み重なりが崩れ、個々の物品が連続した状態となる。
【００３２】
　これによって、個々の物品が連続した状態で搬送することができ、搬送コンベヤから供
給先へ物品を供給する際に、個々の物品を順次供給することが可能となり、複数個の物品
が纏まった状態で過剰に供給されるのを防止することができる。
【００３３】
　（８）本発明の一実施態様では、前記第２制御では、前記搬送コンベヤを、前記第２速
度より低速な速度で所定時間逆転駆動した後、前記第１速度よりも高速な速度で所定時間
正転駆動する。
【００３４】
　この実施態様によると、第２制御では、搬送コンベヤを、第２速度より低速な速度で所
定時間逆転駆動した後、第１速度よりも高速な速度で所定時間正転駆動するので、搬送コ
ンベヤ上で複数個の物品が積み重なっていた場合に、高速な速度での正転駆動によって、
積み重なった複数個の物品の上層の物品が、正転駆動による搬送方向とは逆方向にずれ落
ちることで、積み重なりが崩れ、
個々の物品が連続した状態となり、この状態で搬送することができる。
【００３５】
　（９）本発明の他の実施態様では、前記制御部は、前記供給先からの物品の供給要求に
応じて、前記搬送コンベヤの駆動を制御するものであり、前記端部に有る物品を前記供給
先へ供給するときとは、前記供給先からの物品の供給要求があるときである。
【００３６】
　この実施態様によると、制御部は、搬送コンベヤの供給先側の端部に物品が有る場合で
あって、前記供給先からの物品の供給要求があるときには、搬送コンベヤを第１速度で正
転駆動して、前記端部に有る物品を前記供給先に供給する。
【００３７】
　（１０）本発明の更に他の実施態様では、前記制御部は、前記供給先からの物品の供給
要求に応じて、前記搬送コンベヤの駆動を制御するものであり、前記端部に有る物品を前
記供給先へ供給しないときとは、前記供給先からの物品の供給要求がないときである。
【００３８】
　この実施態様によると、搬送コンベヤの供給先側の端部に物品が有る場合であって、前
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記供給先からの物品の供給要求がないときには、前記第２制御を行うので、供給先からの
物品の供給要求がない期間を利用して第２制御を行って、搬送コンベヤ上で複数個の物品
が積み重なっていた場合に、その積み重なりを崩すことができる。
【００３９】
　（１１）本発明の好ましい実施態様では、前記第１制御では、前記搬送コンベヤを、該
搬送コンベヤ上の物品が前記供給先へ供給されない搬送距離内で、前記所定時間正転駆動
する。
【００４０】
　この実施態様によると、第１制御では、搬送コンベヤ上の物品が供給先へ供給されない
搬送距離内で正転駆動するので、搬送コンベヤ上で複数個の物品が積み重なっていた場合
に、その積み重なりを崩すために行われる第１制御によって、搬送コンベヤ上の物品が、
不所望に供給先へ供給されることがない。
【００４１】
　（１２）本発明の他の実施態様では、前記第２制御では、前記搬送コンベヤを、前記第
２速度より低速な速度で前記所定時間逆転駆動した搬送距離内で、前記第１速度よりも高
速な速度で前記所定時間正転駆動する。
【００４２】
　この実施態様によると、第２制御では、搬送コンベヤを逆転駆動した搬送距離内で、搬
送コンベヤを正転駆動するので、搬送コンベヤ上の物品が、第２制御を行う前の位置より
も供給先側へ搬送されることがなく、第２制御を行うことによって、搬送コンベヤ上の物
品が、不所望に供給先へ供給されることがない。
【００４３】
　（１３）本発明の更に他の実施態様では、前記制御部は、前記搬送コンベヤの前記供給
先側の端部に物品が有る場合であって、前記供給先からの物品の供給要求ないときには、
前記第２制御を、前記供給先からの物品の供給要求がある迄、繰返す。
【００４４】
　この実施態様によると、供給先からの物品の供給要求がある迄の期間を利用して第２制
御を繰返すので、搬送コンベヤ上で複数個の物品が積み重なっていた場合に、第２制御を
１回行っただけでは、物品の積み重なりを十分に崩すことができなくても、第２制御を繰
返すことで、物品の積み重なりを十分に崩すことができる。
【００４５】
　（１４）本発明の一実施態様では、前記制御部は、前記搬送コンベヤの前記供給先側の
端部に物品が無い場合に、前記第１制御を行った後、前記搬送コンベヤを、前記端部へ物
品が搬送される迄、前記第２速度より低速な速度で正転駆動する。
【００４６】
　搬送コンベヤの供給先側の端部に物品が無い場合には、前記端部へ物品を搬送して、供
給先に物品を供給できるようにする必要がある。この実施態様によると、搬送コンベヤを
高速な第２速度で駆動する第１制御を行った後には、前記端部へ物品が搬送される迄、第
２速度より低速な速度で搬送コンベヤを正転駆動して、物品を前記端部へ搬送する。この
とき、第２速度より低速な速度で搬送コンベヤを駆動するので、第２速度では、搬送の速
度が速過ぎて、物品を前記端部へ搬送して搬送コンベヤを停止させたときに、物品が、慣
性によって前記端部で停止できずに、供給先に不所望に供給されてしまうといったことを
防止することができる。
【００４７】
　（１５）本発明の他の実施態様では、前記搬送コンベヤを複数備え、前記複数の搬送コ
ンベヤの前段には、前段搬送機構、物品排出機構及び分配搬送機構が設けられ、前記前段
搬送機構は、供給される物品を搬送するものであり、前記物品排出機構は、前記前段搬送
機構による前記物品の搬送経路の複数個所において、搬送されてきた物品の通過を許容す
る許容状態と、搬送されてきた物品を前記搬送径路外に排出する排出状態とに切換え可能
であり、前記分配搬送機構は、前記物品排出機構によって前記搬送経路外へ排出された物
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品を、前記複数の前記搬送コンベヤに振分け搬送する。
【００４８】
　この実施態様によると、前段搬送機構の搬送方向の上手側において物品を供給すると、
前段搬送機構によって搬送される物品は、その搬送径路の複数個所において物品排出機構
によって搬送経路外に排出され、排出された物品は、分配搬送機構によって更に複数の搬
送コンベヤに振り分けられ、複数の搬送コンベヤに振り分けられた物品は、各搬送コンベ
ヤによって、複数の各供給先へ搬送されて供給される。
【００４９】
　したがって、例えば、物品排出機構を搬送径路の３箇所に配備すると共に、分配搬送機
構で更に３台の搬送コンベヤに分配するようにすると、前段搬送機構の上手側の１箇所に
供給した物品を、所定の９箇所の供給先へ分配供給することが可能となる。
【００５０】
　（１６）本発明に係る計量システムは、上記（４）の物品供給装置と、複数の計量部を
有し、各計量部に供給された前記物品の重量を組合せた組合せ重量が、所定重量範囲とな
る前記計量部の組合せを選択する組合せ演算を行って、選択した計量部から前記物品を排
出する組合せ秤とを備え、前記組合せ秤には、前記物品供給装置の前記複数の前記第２搬
送コンベヤによって前記物品が供給される。
【００５１】
　本発明の計量システムによると、物品供給装置は、前段搬送機構の搬送経路の上手側に
おいて供給した物品を、分配搬送して、複数の第２搬送コンベヤから組合せ秤へ供給する
ことができるので、従来のように、作業者が、物品を一々掴んで半自動式の組合せ秤へ投
入する必要がなく、作業者の労力が大幅に軽減される。
【００５２】
　（１７）本発明に係る計量システムは、上記（１５）の物品供給装置と、複数の計量部
を有し、各計量部に供給された前記物品の重量を組合せた組合せ重量が、所定重量範囲と
なる前記計量部の組合せを選択する組合せ演算を行って、選択した計量部から前記物品を
排出する組合せ秤とを備え、前記組合せ秤には、前記物品供給装置の前記複数の前記搬送
コンベヤによって前記物品が供給される。
【００５３】
　本発明の計量システムによると、物品供給装置は、前段搬送機構の搬送経路の上手側に
おいて供給した物品を、分配搬送して、複数の搬送コンベヤから組合せ秤へ供給すること
ができるので、従来のように、作業者が、物品を一々掴んで半自動式の組合せ秤へ投入す
る必要がなく、作業者の労力が大幅に軽減される。
【発明の効果】
【００５４】
　本発明によれば、第１搬送コンベヤから第２搬送コンベヤへ物品を供給する際に、複数
個の物品の積み重なりを崩すことができ、あるいは、搬送コンベヤを高速な速度で正転駆
動又は逆転駆動して搬送コンベヤ上で複数個の物品の積み重なりを崩すことができるので
、供給先へ物品を供給する際に、複数個の物品が纏まって過剰に供給されるのを防止する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】図１は計量システムの一実施形態の全体斜視図である。
【図２】図２は図１の計量システムの平面図である。
【図３】図３は図１の計量システムの側面図である。
【図４】図４は一組の物品分配箇所を示す概略斜視図である。
【図５】図５は組合せ秤の概略側面図である。
【図６】図６は物品を検知する物品検知センサの配置状態を示す概略平面図である。
【図７】図７は図１の計量システムの制御構成を示すブロック図である。
【図８】図８は物品供給装置の全体制御の一例を示すフローチャートである。
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【図９】図９は旋回コンベヤ及び投入コンベヤ等を模式的に示す図である。
【図１０】図１０は投入コンベヤ及び組合せ秤等を模式的に示す図である。
【図１１】図１１は物品の過剰投入を示す模式図である。
【図１２】図１２は旋回コンベヤから投入コンベヤへの物品の供給を示す模式図である。
【図１３】図１３は旋回コンベヤの搬送制御を示すフローチャートである。
【図１４】図１４は投入コンベヤの第１制御を示す模式図である。
【図１５】図１５は投入コンベヤの第２制御を示す模式図である。
【図１６】図１６は投入コンベヤの搬送制御を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００５６】
　以下、本発明の一実施形態に係る物品供給装置及びそれを備えた計量システムを図面に
基づいて説明する。
【００５７】
　〔第１実施形態〕
　図１は、本発明の一実施形態に係る計量システムの全体構成を示す斜視図、図２はその
平面図、図３はその側面図である。この実施形態の計量システムは、物品供給を行う物品
供給装置１と、従来では、物品の供給が人手によって行われていた半自動式の組合せ秤２
とを備えている。
【００５８】
　この計量システムは、半自動式の組合せ秤２に対して、物品供給装置１によって物品を
、自動で供給するものであり、全体として、物品の供給及び排出を自動で行う、自動式の
組合せ秤と称することもできる。
【００５９】
　この実施形態では、単体重量が比較的大きく不定形で、機械によるハンドリングが難し
い粘着性を有する物品、例えば、ブロイラー（肉用鶏）を解体したモモ肉あるいはムネ肉
といったブロック状の肉片を計量対象としている。
【００６０】
　この実施形態の計量システムは、ブロイラーの解体ラインの計量工程に好適なシステム
である。
【００６１】
　物品供給装置１は、水平に配備した前段搬送機構３と、その搬送径路の複数箇所、この
例では３箇所に配備した物品排出機構４と、各物品排出機構４にそれぞれ対応する３台の
分配搬送機構５と、各分配搬送機構５に対応して複数台ずつ、この例では３台ずつ並列配
備した投入コンベヤ６とを備えている。
【００６２】
　前段搬送機構３は、水平に巻回した搬送ベルト７を、図２において、矢符Ａで示される
ように、右方から左方に一定の速度で回転駆動されるベルトコンベヤで構成されている。
前段搬送機構３の搬送ベルト７の右方の始端側において、
解体されたブロイラーの肉片が、物品ｗとして供給される。
【００６３】
　物品排出機構４は、前段搬送機構３における搬送径路を挟む一方側に設置されて縦支点
ａを中心にして、揺動駆動可能な長板状のガイド部材８を備えている。このガイド部材８
は、図２中の実線で示すように、搬送径路の前記一方側に外れて搬送方向に沿った退避姿
勢となる許容状態では、前段搬送機構３による搬送径路上の物品ｗの通過が許容される。
ガイド部材８が駆動されて、図２中の仮想線で示すように、前記縦支点ａを中心に搬送経
路側へ揺動すると、長板状のガイド部材８が、平面視で搬送径路に斜めに交差した排出姿
勢の排出状態となる。この排出状態では、搬送径路に沿って搬送される物品ｗは、搬送経
路を斜めに横切るように交差しているガイド部材８の板面に沿って、徐々に搬送径路の他
方側の外方へ案内されて、搬送経路から排出される。
【００６４】
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　前段搬送機構３の排出側には、下窄まりの傾斜した排出シュート９が固定配備されてお
り、ガイド部材８によって案内排出された物品ｗは、排出シュート９を介して前記他方側
の下方に滑落案内される。
【００６５】
　このように物品排出機構４は、長板状のガイド部材８を、前段搬送機構３の搬送経路に
対して傾斜するように交差させて、前段搬送機構３によって搬送される物品ｗを、ガイド
部材８の板面に沿って案内して排出するので、粘着性を有するブロイラーの肉片である物
品ｗを確実に所定の箇所で排出することができる。
【００６６】
　前記分配搬送機構５は、物品排出機構４によって排出されてきた物品ｗを受け取る上拡
がり漏斗状の投入ファネル１０と、投入ファネル１０に投入された物品ｗを搬送すると共
に、所定角度だけ回動駆動可能な第１搬送コンベヤとしての旋回コンベヤ１４とを備えて
いる。旋回コンベヤ１４は、投入ファネル１０で滑落案内された物品ｗを載置して水平に
搬送する搬送ベルト１１と、搬送ベルト１１の両脇に起立配備された左右の側板１２と、
両側板１２の終端部に取付けられた平面形状がＵ形の排出カバー１３とを備えている。
【００６７】
　排出カバー１３は、搬送ベルト１１で載置搬送されてきた物品ｗを、搬送方向へ飛び出
させることなく落下させる落下口を形成するものであり、図４に示されるように、両側板
１２に対して搬送方向に沿って位置調節可能にボルト締め連結されている。この排出カバ
ー１３の位置調節によって物品ｗの大きさに対応して落下口の搬送方向の開口長さを変更
し、物品ｗが詰まることなく的確に所定位置に落下排出されるようになっている。
【００６８】
　旋回コンベヤ１４は、投入ファネル１０からの物品が滑落する搬送ベルト１１の搬送始
端側に設定された縦支点ｂを中心として、サーボモータによって所定角度だけ回動駆動可
能である。この旋回コンベヤ１４は、回動範囲における中央位置とその両側の回動端位置
の３位置において、搬送ベルト１１の搬送終端の落下口が、各投入コンベヤ６の直上方に
位置するようになっている。すなわち、旋回コンベヤ１４は、縦支点ｂを中心として、所
定角度だけ旋回して、物品ｗを、３台の各投入コンベヤ６に振分ける。
【００６９】
　上記のように旋回コンベヤ１４は、投入ファネル１０からの物品が滑落する搬送ベルト
１１の搬送始端側に設定された縦支点ｂを中心として回動するので、旋回コンベヤ１４が
どの回動位置にあっても、前段搬送機構３によって搬送される物品ｗを、物品排出機構４
のガイド部材８によって排出して、旋回コンベヤ１４の搬送始端側に供給することができ
る。したがって、旋回コンベヤ１４の搬送始端側へ物品を供給する必要があるときには、
旋回コンベヤ１４の回動位置に拘わらず、前段搬送機構３の物品を物品排出機構４によっ
て排出して、旋回コンベヤ１４へ迅速に物品を供給することができる。
【００７０】
　旋回コンベヤ１４の物品の搬送方向の下流側に配置される第２搬送コンベヤとしての投
入コンベヤ６は、水平に巻回した搬送ベルト１５が、半自動式の組合せ秤２に向けて物品
を搬送する正転駆動、あるいは、後述の第２実施形態のように組合せ秤２から遠ざかる方
向へ物品を搬送する逆転駆動が可能なベルトコンベヤで構成されている。この第１実施形
態では、後述の第２実施形態と異なり、投入コンベヤ６は、物品を組合せ秤２に向けて搬
送する正転駆動のみ行う。
【００７１】
　この投入コンベヤ６の搬送ベルト１５の幅方向の両側には、物品ｗの移動を規制する側
板１６が設けられている。
【００７２】
　１台の分配搬送機構５の旋回コンベヤ１４に対して、投入コンベヤ６が３台ずつ並列配
備され、旋回コンベヤ１４の中央位置及びその両側の回動端位置への切換え回動に応じて
、各旋回コンベヤ１４から３台の各投入コンベヤ６に物品ｗをそれぞれ供給することがで
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きる。したがって、全体として、直線状に並列配備された９台の投入コンベヤ６によって
、９箇所へ物品ｗを搬送することができる。
【００７３】
　各投入コンベヤ６では、その駆動を制御することによって、物品ｗの搬送を制御するこ
とができるので、物品ｗを、例えば、投入コンベヤ６の搬送方向の終端部まで搬送して待
機させるように制御し、組合せ秤２の物品投入口２５への投入要求に応じたタイミングで
物品ｗを、組合せ秤２へ供給することができる。
【００７４】
　３台一組の投入コンベヤ６群のうち、中央の投入コンベヤ６とその両側の投入コンベヤ
６との中間箇所には、分配搬送機構５の旋回コンベヤ１４の終端回動軌跡に臨むように遊
転ローラ２０が、図示されていない固定台を介して搬送方向に水平に回転可能に支持され
ている。この遊転ローラ２０は、分配搬送機構５の旋回コンベヤ１４が回動作動している
途中で、中央の投入コンベヤ６と、その両側の一方側、すなわち、左または右の投入コン
ベヤ６との中間箇所に、不所望に落下した物品ｗを受け止めて、その自重によって中央の
投入コンベヤ６または左右いずれかの投入コンベヤ６に回転落下させるものである。
【００７５】
　また、図４などに示すように、３台一組の投入コンベヤ６群の内、両側の左右の投入コ
ンベヤ６の横外側における搬送始端部には、投入コンベヤ６の内方に向けて傾斜する山形
の傾斜案内板２１が、図示されていない固定台を介して設置されており、左または右の投
入コンベヤ６に投入される物品ｗが、投入コンベヤ６の外方の側板１６に引っ掛かること
なく投入コンベヤ６内に落とし込み案内されるようになっている。
【００７６】
　図１，図２に示すように、半自動式の組合せ秤２の上面には、多数個、この例では９個
の物品投入口２５が左右に直線状に列設されており、これら物品投入口２５が物品供給装
置１の分配排出部、すなわち、投入コンベヤ６群の搬送方向の終端に臨むよう組合せ秤２
が設置される。また、各物品投入口２５には、内開き観音扉状に開閉される左右一対の投
入ゲート２６が駆動開閉可能に備えられている。各投入ゲート２６は、物品の投入を要求
している期間は開放される。
【００７７】
　この実施形態の計量システムでは、半自動式の組合せ秤２の物品の計量処理量が、物品
供給装置１の前段搬送機構３への物品の供給量を上回るように、物品の供給量や組合せ秤
２の運転速度等が設定される。
【００７８】
　なお、物品供給装置１の前段搬送機構３への物品の供給量が、一時的に、組合せ秤２の
計量処理量を超えるような場合には、前段搬送機構３によって搬送される物品を、物品排
出機構４のガイド部材８で排出させることなく、通過させることで対応することができる
。
【００７９】
　図５は、半自動式の組合せ秤２の概略側面図である。
【００８０】
　この組合せ秤２は、基本的に従来の半自動式の組合せ秤と同様である。組合せ秤２の各
物品投入口２５の投入ゲート２６の直下には、供給ホッパ４０が配設され、各々の供給ホ
ッパ４０の下方には、２つの収納室４１－１、４１－２を有する計量部としての計量ホッ
パ４１が配設されている。
【００８１】
　各供給ホッパ４０は、独立して開閉可能な２つの排出ゲート４０ａ、４０ｂを備え、一
方の排出ゲート４０ａを開放することによって、計量ホッパ４１の一方の収納室４１－１
に物品を排出し、他方の排出ゲート４０ｂを開放することによって、計量ホッパ４１の他
方の収納室４１－２に物品を排出することが可能である。
【００８２】
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　各計量ホッパ４１は、その一方の収納室４１－１に排出ゲート４１ａが設けられると共
に、他方の収納室４１－２に排出ゲート４１ｂが設けられ、各排出ゲート４１ａ、４１ｂ
を開放することにより、各収納室４１－１，４１－２から別々に物品を排出することが可
能である。
【００８３】
　各計量ホッパ４１には、ロードセル等の重量センサ４２が取り付けられており、この重
量センサ４２によって計量ホッパ４１内の物品の重量が検出され、その出力が、後述の組
合せ秤２の制御部に送られる。これにより組合せ秤２の制御部は、計量ホッパ４１内の物
品の重量の変化に基づいて、計量ホッパ４１の各々の収納室４１－１，４１－２内の物品
の重量を算出し、各計量ホッパ４１の各々の収納室４１－１，４１－２内の物品の重量に
基づいて、後述の組合せ演算を行う。
【００８４】
　計量ホッパ４１の下方には、計量ホッパ４１から排出された物品を受けて搬送する集合
コンベヤ４３が配設されている。この集合コンベヤ４３によって搬送された物品は、図示
しない包装機へ供給される。包装機では、所定重量範囲となる物品を真空包装する。
【００８５】
　組合せ秤２の制御部は、物品を保持している計量ホッパ４１の各収納室４１－１、４１
－２内の物品の重量を種々組合せた合計重量である組合せ重量が、所定重量範囲内となる
収納室４１－１、４１－２の組合せを１つ選択する組合せ演算を行い、選択された収納室
４１－１、４１－２の物品を、集合コンベヤ４３へ排出する。
【００８６】
　上記のような構成を有する本実施形態の計量システムでは、前段搬送機構３の搬送方向
の上手側である始端部に供給された物品ｗは、物品排出機構４によって搬送方向の３箇所
から排出されて夫々の分配搬送機構５に送り込まれる。各分配搬送機構５に送り込まれた
物品ｗは、更に３箇所に分配されて投入コンベヤ６に送り込まれ、都合、９台の投入コン
ベヤ６によって分配搬送された物品ｗが、組合せ秤２の各物品投入口２５に供給される。
なお、３台の物品排出機構４を通過して前段搬送機構３の終端に至った物品ｗは、搬出さ
れて回収容器などに回収され、適時、人手によって再び前段搬送機構３の始端部に供給さ
れる。
【００８７】
　上記のような物品の供給においては、各箇所における物品ｗの有無、及び、組合せ秤２
の各物品投入口２５、各投入コンベヤ６、各分配搬送機構５、物品排出機構４での物品の
要求状況に応じて、各物品排出機構４、各分配搬送機構５、及び、各投入コンベヤ６が制
御されることになる。
【００８８】
　図６は、物品ｗを検知する物品検知センサの設置状態の一例を示す図２に対応する概略
平面図である。
【００８９】
　この実施形態の各物品検知センサＳａ（１）～Ｓａ（３），Ｓｂ（１）～Ｓｂ（３），
Ｓｃ（１）～Ｓｃ（３），Ｓｄ（１）～Ｓｄ（３），Ｓｅ（１）～Ｓｅ（９），Ｓｆ（１
）～Ｓｆ（９）は、例えば、投光器と受光器を備える透過形の光電センサであり、対向配
置された投光器と受光器の間の検知領域を通過する物品ｗを検知して検知出力を与える。
【００９０】
　前段搬送機構３の搬送経路には、各物品排出機構４の直前における検知領域を通過する
物品ｗをそれぞれ検知する前段物品検知センサＳａ（１）～Ｓａ（３）が配置されている
。
【００９１】
　また、各物品排出機構４によって排出された物品ｗが通過する各排出シュート９の基部
には、排出された物品を検知する排出物品検知センサＳｂ（１）～Ｓｂ（３）がそれぞれ
配置されている。なお、各排出シュート９の基部には、各排出物品検知センサＳｂ（１）
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～Ｓｂ（３）の光路を遮らないように透孔が形成されている。
【００９２】
　各分配搬送機構５の旋回コンベヤ１４の、搬送方向の上手側である始端部及び下手側で
ある第１終端部としての終端部には、始端部及び終端部における物品ｗをそれぞれ検知す
る分配始端物品検知センサＳｃ（１）～Ｓｃ（３）及び分配終端物品検知センサＳｄ（１
）～Ｓｄ（３）がそれぞれ配置されている。なお、旋回コンベヤ１４の側板１２及び排出
カバー１３には、分配始端物品検知センサＳｃ（１）～Ｓｃ（３）及び分配終端物品検知
センサＳｄ（１）～Ｓｄ（３）の光路を遮らないように透孔が形成されている。
【００９３】
　各投入コンベヤ６の搬送方向の上手側である始端部及び下手側である第２終端部として
の終端部には、始端部及び終端部における物品ｗをそれぞれ検知する後段始端物品検知セ
ンサＳｅ（１）～Ｓｅ（９）及び後段終端物品検知センサＳｆ（１）～Ｓｆ（９）が、そ
れぞれ配置されている。なお、投入コンベヤ６の側板１６には、後段始端物品検知センサ
Ｓｅ（１）～Ｓｅ（９）及び後段終端物品検知センサＳｆ（１）～Ｓｆ（９）の光路を遮
らないように、透孔が形成されている。
【００９４】
　図７は、この実施形態の計量システムの制御構成を示すブロック図である。
【００９５】
　この実施形態の計量システムは、全体を制御する制御装置として、プログラマブルコン
トローラ（以下、「ＰＬＣ」と略記する）２７を備えている。
【００９６】
　このＰＬＣ２７には、操作表示端末であるプログラマブル表示器２９が接続されており
、このプログラマブル表示器２９では、前段搬送機構３や旋回コンベヤ１４の搬送の速度
及び投入コンベヤ６の搬送の速度等の各種の設定操作及び各種の表示が行われる。
【００９７】
　また、ＰＬＣ２７には、半自動式の組合せ秤２の制御部２８から９個の各物品投入口２
５への物品の供給をそれぞれ要求するときに、物品の供給要求としての投入要求信号（１
）～（９）がそれぞれ入力されると共に、上記の各物品検知センサＳａ（１）～Ｓａ（３
），Ｓｂ（１）～Ｓｂ（３），Ｓｃ（１）～Ｓｃ（３），Ｓｄ（１）～Ｓｄ（３），Ｓｅ
（１）～Ｓｅ（９），Ｓｆ（１）～Ｓｆ（９）の検知出力が入力される。
【００９８】
　ＰＬＣ２７は、前段搬送機構３を、前段搬送機構駆動制御回路３０を介して制御し、物
品排出機構４の各ガイド部材８を、ガイド部材駆動回路３１を介して制御する。また、Ｐ
ＬＣ２７は、各分配搬送機構５の各旋回コンベヤ１４を、旋回コンベヤ駆動制御回路３２
及び旋回コンベヤ旋回駆動制御回路３３を介して制御し、各投入コンベヤ６を、投入コン
ベヤ駆動制御回路３４を介して制御する。
【００９９】
　ＰＬＣ２７及び投入コンベヤ駆動制御回路３４は、各投入コンベヤ６の駆動を制御する
制御部を構成する。また、ＰＬＣ２７、旋回コンベヤ駆動制御回路３２及び旋回コンベヤ
旋回駆動制御回路３３は、旋回コンベヤ１４の駆動を制御する制御部を構成する。
【０１００】
　ＰＬＣ２７は、基本的に、組合せ秤２から各物品投入口２５への物品の投入要求がある
と、投入要求のあった物品投入口２５に直ちに物品を投入できるように制御するものであ
り、各投入コンベヤ６の終端部へ物品を搬送して待機できるように制御する。
【０１０１】
　すなわち、投入コンベヤ６では、その終端部に物品がないときには、その始端部で検知
された物品を、終端部まで搬送し、始端部で検知された物品がないときには、分配搬送機
構５の旋回コンベヤ１４に対して物品の供給を要求する。
【０１０２】
　分配搬送機構５の旋回コンベヤ１４では、物品の供給要求のあった投入コンベヤ６へ物
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品を直ちに供給できるように、旋回コンベヤ１４の終端部に物品を搬送すると共に、回動
位置が制御される。旋回コンベヤ１４の終端部に物品がないときには、旋回コンベヤ１４
の始端部で検知された物品を終端部へ搬送し、旋回コンベヤ１４の始端部で検知された物
品がないとときには、物品排出機構４に対して物品の排出を要求する。
【０１０３】
　物品の排出要求があった物品排出機構４では、物品排出機構４の直前の検知領域を通過
する物品が検知されると、ガイド部材８を駆動して搬送経路に進出する排出姿勢とし、搬
送される物品を、搬送経路外の分配搬送機構５の旋回コンベヤ１４へ供給する。
【０１０４】
　次に、ＰＬＣ２７による制御の一例について説明する。
【０１０５】
　図８は、この実施形態の物品供給装置１の全体制御の一例を示す概略フローチャートで
ある。
【０１０６】
　先ず、プログラマブル表示器２９の運転スイッチがＯＮされたか否か判断し（ステップ
Ｓ１）、ＯＮされたときには、運転が開始され、半自動式の組合せ秤２から９個の物品投
入口２５に対応する投入要求信号（１）～（９）の入力があると（ステップＳ２）、物品
供給装置１における物品の搬送方向の最も下手となる投入コンベヤ６の制御を行い（ステ
ップＳ３）、次に、その上手となる分配搬送機構５の制御を行い（ステップＳ４）、更に
、その上手となる物品排出機構４の制御を行い（ステップＳ５）、運転スイッチがＯＦＦ
されたか否かを判断し（ステップＳ６）、運転スイッチがＯＦＦされたときには、終了す
る。
【０１０７】
　上記ステップＳ３の投入コンベヤ６の制御では、後段終端物品検知センサＳｆ（１）～
Ｓｆ（９）で物品が検知されていない、すなわち、投入コンベヤ６の終端部に、物品がな
いときには、始端部にある物品を終端部へ搬送する。後段始端物品検知センサＳｅ（１）
～Ｓｅ（９）で物品が検知されていないとき、すなわち、投入コンベヤ６の始端部に物品
がないときには、投入コンベヤ６への物品の供給を要求する。
【０１０８】
　後段終端物品検知センサＳｆ（１）～Ｓｆ（９）で物品が検知され、投入コンベヤ６の
終端部に物品がある待機状態で、半自動式の組合せ秤２から物品の投入要求信号の入力が
あると、投入コンベヤ６を一定時間駆動して、投入コンベヤ６の終端部にある物品を、基
本的には１個ずつ半自動式の組合せ秤２の物品投入口２５へ供給する。なお、一定時間の
駆動に代えて、後段終端物品検知センサＳｆ（１）～Ｓｆ（９）で物品が検知されなくな
るまで、駆動してもよい。
【０１０９】
　上記ステップＳ４の分配搬送機構の制御では、投入コンベヤ６の始端部に物品が無くな
れば、すなわち、後段始端物品検知センサＳｅ（１）～Ｓｅ（９）で物品が検知されなく
なると、投入コンベヤ６の始端部に物品を直ちに供給できるように、分配搬送機構５の旋
回コンベヤ１４の終端部に物品を搬送しておくものである。
【０１１０】
　分配終端物品検知センサＳｄ（１）～Ｓｄ（３）で物品が検知されていない、すなわち
、物品が分配搬送機構５の旋回コンベヤ１４の終端部に無ければ、旋回コンベヤ１４の始
端部の物品を、旋回コンベヤ１４の終端部へ搬送する。
【０１１１】
　分配始端物品検知センサＳｃ（１）～Ｓｃ（３）で物品が検知されていない、すなわち
、旋回コンベヤ１４の始端部に物品が無ければ、旋回コンベヤ１４へ物品を排出するよう
に要求する。
【０１１２】
　また、投入コンベヤ６の始端部に物品がなく、分配搬送機構５の旋回コンベヤ１４の終
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端部に物品がある場合に、旋回コンベヤ１４の回動位置が、前記投入コンベヤ６の物品の
投入位置ないときには、旋回コンベヤ１４を、前記投入コンベヤ６の投入位置へ回動して
、旋回コンベヤ１４を駆動して投入コンベヤ６の始端部へ物品を投入する。投入コンベヤ
６の始端部に物品がなく、分配搬送機構５の旋回コンベヤ１４の終端部に物品がある場合
に、旋回コンベヤ１４の回動位置が、前記投入コンベヤ６の物品の投入位置にあるときに
は、旋回コンベヤ１４を駆動し、旋回コンベヤ１４から前記投入コンベヤ６の始端部へ投
入する。
【０１１３】
　上記ステップＳ５の物品排出機構の制御では、上記分配搬送機構５の制御において、物
品排出機構４への物品の排出要求があると、分配搬送機構５の旋回コンベヤ１４へ物品を
排出するために、前段物品検知センサＳａ（１）～Ｓａ（３）で物品を検知すると、物品
排出機構４のガイド部材８を駆動して搬送経路に進出する排出姿勢とする。これによって
、物品は、排出姿勢のガイド部材８に案内されて前段搬送機構３の搬送ベルト７から排出
シュート９側へ落下し、この落下する物品が、排出物品検知センサＳｂ（１）～Ｓｂ（３
）で検知される。排出物品検知センサＳｂ（１）～Ｓｂ（３）によって排出される物品が
検知されている物品検知時間が、所定時間継続すると、物品排出機構４のガイド部材８を
搬送経路から退避する退避姿勢に復帰させることで、適量の物品を、分配搬送機構５へ排
出することができる。
【０１１４】
　この実施形態の計量システムでは、上記のように、前段搬送機構３の搬送ベルト７によ
って搬送される物品を、三箇所の物品排出機構４によって、３台の分配搬送機構５にそれ
ぞれ排出するようにしている。各分配搬送機構５は、３台の投入コンベヤ６へ物品を供給
する必要があるために、前段搬送機構３の搬送ベルト７から分配搬送機構５へ複数個、例
えば、３個以上の物品が纏まって供給される場合がある。
【０１１５】
　この場合、前段搬送機構３の搬送ベルト７と、分配搬送機構５の旋回コンベヤ１４の搬
送ベルト１１との間には、落差があるために、複数個の物品が、一気に重なるように搬送
ベルト１１上に供給されることがある。
【０１１６】
　図９は、物品の搬送の状態を説明するための旋回コンベヤ１４、投入コンベヤ６等を模
式的に示す図である。この図９では、１台の投入コンベヤ６と、これに対応する旋回コン
ベヤ１４、後段始端物品検知センサＳｅ及び後段終端物品検知センサＳｆを代表的に示し
ている。
【０１１７】
　複数個の物品ｗが積み重なるように旋回コンベヤ１４に供給されると、積み重なったま
まの状態で旋回コンベヤ１４の終端部まで搬送される。
【０１１８】
　投入コンベヤ６の始端部に物品が無いとき、すなわち、後段始端物品検知センサＳｅで
物品が検知されていないときには、旋回コンベヤ１４から投入コンベヤ６へ物品を供給す
る。このとき、旋回コンベヤ１４と投入コンベヤ６との間には落差があるので、複数個の
積み重なった物品が、旋回コンベヤ１４から停止している投入コンベヤ６上に一気に纏ま
って供給され、投入コンベヤ６上でも複数個の物品ｗが積み重なった状態となることがあ
る。
【０１１９】
　投入コンベヤ６上の複数個の積み重なった物品ｗは、図１０に示されるように、その積
み重なった状態まま投入コンベヤ６の終端部まで搬送されることになる。組合せ秤２から
の物品の投入要求があると、投入コンベヤ６が駆動されて、図１１に示すように、積み重
なった複数個の物品ｗが、組合せ秤２の物品投入口２５へ纏まって過剰に投入されること
になる。
【０１２０】
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　このように組合せ秤２へ複数個、例えば、３個以上の物品ｗが過剰に供給されると、組
合せ秤２における組合せ演算で適量となる組合せが成立しにくくなり、計量速度や組合せ
精度が低下することになる。
【０１２１】
　この実施形態では、組合せ秤２の物品投入口２５へ物品が過剰に供給されるのを防止す
るために、投入コンベヤ６上で複数個の物品の積み重なりが生じるのを防止するようにし
ている。
【０１２２】
　すなわち、この実施形態では、分配搬送機構５の旋回コンベヤ１４上で複数個の物品が
積み重なった状態で搬送されている場合に、旋回コンベヤ１４から投入コンベヤ６へ物品
を供給する際に、その積み重なりを解消するようにしている。
【０１２３】
　旋回コンベヤ１４の物品は、投入コンベヤ６の始端部に物品が無いとき、すなわち、後
段始端物品検知センサＳｅで物品が検知されていないときに、投入コンベヤ６に供給され
るが、この実施形態では、投入コンベヤ６の始端部に物品が無いときであって、かつ、投
入コンベヤ６を駆動しているときに、旋回コンベヤ１４の物品を、投入コンベヤ６に供給
するようにしている。
【０１２４】
　これによって、図１２（ａ）に示される旋回コンベヤ１４上の複数個の積み重なった物
品ｗは、投入コンベヤ６へ移載される際に、図１２（ｂ）に示されるように、駆動されて
いる投入コンベヤ６に接触する順に、該投入コンベヤ６によって順送りで搬送されること
になる。
【０１２５】
　したがって、投入コンベヤ６上では、旋回コンベヤ１４上で複数個の物品ｗが積み重な
っていた状態が崩されて、図１２（ｃ）に示すように、個々の物品ｗが連続するように搬
送される。
【０１２６】
　これによって、投入コンベヤ６の終端部には、物品ｗが１個ずつ搬送され、組合せ秤２
の物品投入口２５へ物品を１個ずつ供給することが可能となり、複数個の物品ｗが纏まっ
て過剰に供給されるのを防止することができる。
【０１２７】
　複数個の物品ｗの積み重なりを崩すための投入コンベヤ６の搬送の速度は、旋回コンベ
ヤ１４の搬送の速度以上である。
【０１２８】
　図１３は、以上の旋回コンベヤ１４の搬送制御を示すフローチャートであり、この図１
３では、１台の旋回コンベヤ１４の制御を代表的に示している。
【０１２９】
　先ず、分配終端物品検知センサＳｄが物品を検知したか否か、すなわち、旋回コンベヤ
１４の終端部に物品が有るか否かを判断し（ステップＳ１０１）、旋回コンベヤ１４の終
端部に物品が無いときには、旋回コンベヤ１４を駆動して終端部まで物品を搬送する（ス
テップＳ１０５）。
【０１３０】
　ステップＳ１０１で、分配終端物品検知センサＳｄが物品を検知したときには、投入コ
ンベヤ６が駆動中であるか否かを判断し（ステップＳ１０２）、投入コンベヤ６が駆動中
でないときには、旋回コンベヤ１４の駆動を停止して、投入コンベヤ６への物品の供給を
行わず、ステップＳ１０２に戻る（ステップＳ１０４）。
【０１３１】
　ステップＳ１０２で、投入コンベヤ６が駆動中であるときには、投入コンベヤ６の始端
部には物品が無いので、旋回コンベヤ１４を所定時間駆動して、旋回コンベヤ１４上の物
品を、投入コンベヤ６の始端部へ供給して（ステップＳ１０３）、ステップＳ１０１に戻
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る。
【０１３２】
　このように本実施形態によれば、旋回コンベヤ１４から投入コンベヤ６への物品の供給
は、投入コンベヤ６を駆動しているときに行うので、旋回コンベヤ１４上で複数個の物品
が積み重なっていても、投入コンベヤ６へ物品を移載する際に、その積み重なりが崩され
、投入コンベヤ６上では、個々の物品が連続した状態となり、この状態で搬送される。
【０１３３】
　これによって、投入コンベヤ６から組合せ秤２の物品投入口２５へ複数個の物品が纏ま
って過剰に供給されるのを防止することができ、組合せ秤２の計量速度や組合せ精度が低
下するのを防止することができる。
【０１３４】
　〔第２実施形態〕
　上記第１実施形態では、複数個の物品が纏まって過剰に組合せ秤２の物品投入口２５に
供給されないようにするために、旋回コンベヤ１４から投入コンベヤ６へ物品を移載する
際に、複数個の物品の積み重なりを解消するようにしたが、この実施形態では、投入コン
ベヤ６上で複数個の物品の積み重なりを崩すようにしている。
【０１３５】
　この実施形態では、搬送コンベヤとしての投入コンベヤ６を、物品の供給先である組合
せ秤２へ向けて物品を搬送する正転駆動だけでなく、物品を組合せ秤２から遠ざかる方向
へ搬送する逆転駆動させるようにしている。ここで、説明の便宜上、供給先である組合せ
秤２へ向かう方向を前方、組合せ秤２から遠ざかる方向を後方という。
【０１３６】
　先ず、図１４（ａ）の模式図に示されるように、搬送コンベヤとしての投入コンベヤ６
上で複数個の物品ｗが積み重なった状態であって、投入コンベヤ６の物品の供給先である
組合せ秤２側の端部である終端部の物品が、組合せ秤２の物品投入口２５へ既に供給され
て前記終端部に物品が無い場合を想定する。
【０１３７】
　この状態は、投入コンベヤ６の終端部に物品が無いので、物品を終端部へ搬送するため
に投入コンベヤ６の駆動を開始する起動時である。この起動時には、物品を前方へ搬送す
るために投入コンベヤ６を正転駆動するのであるが、この実施形態では、投入コンベヤ６
を、矢符Ｂで示されるように、高速な速度で所定時間正転駆動する第１制御を行う。
【０１３８】
　この高速な速度は、投入コンベヤ６の終端部の物品を、組合せ秤２の物品投入口２５へ
供給するための搬送の速度である第１速度Ｖ１よりも高速な第２速度Ｖ２である。
【０１３９】
　この第２速度Ｖ２は、複数個の物品の積み重なりを崩すのに有効な高速であり、この第
２速度Ｖ２で投入コンベヤ６を正転駆動することによって、図１４（ａ）に示すように、
下層の物品に対して上層の物品が、正転駆動による搬送方向（前方）とは逆方向である後
方へずれ落ちて、図１４（ｂ）に示すように、複数個の物品の積み重なりを崩して個々の
物品ｗが連続する状態にすることができる。
【０１４０】
　投入コンベヤ６を第２速度Ｖ２で正転駆動する所定時間は、例えば、物品１個分程度の
搬送距離となる時間である。
【０１４１】
　したがって、この第２速度Ｖ２での所定時間の投入コンベヤ６の正転駆動によって、投
入コンベヤ６上の物品が、組合せ秤２へ供給されることはない。
【０１４２】
　投入コンベヤ６を、高速な第２速度Ｖ２で正転駆動した後、投入コンベヤ６の終端部に
物品ｗが無いときには、物品ｗを前記終端部へ搬送するために、投入コンベヤ６を、前記
第１速度Ｖ１、あるいは、第１速度Ｖ１より高速であって、かつ、第２速度Ｖ２より低速
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な速度である第３速度Ｖ３で正転駆動する。この第１速度Ｖ１又は第３速度Ｖ３で投入コ
ンベヤ６を駆動して、物品ｗを投入コンベヤ６の終端部まで搬送する。
【０１４３】
　次に、図１５（ａ）の模式図に示されるように、投入コンベヤ６の終端部まで複数個の
物品が積み重なった状態で搬送され、組合せ秤２からの物品の投入要求を待って待機して
いる状態を想定する。
【０１４４】
　この状態では、投入コンベヤ６を、前方へ正転駆動すると、物品ｗが組合せ秤２の物品
投入口２５へ供給されてしまうので、投入コンベヤ６を、後方へ逆転駆動する。
【０１４５】
　具体的には、投入コンベヤ６を、前記第２速度Ｖ２より低速な速度、例えば、前記第１
速度Ｖ１で矢符Ｃに示すように、所定時間逆転駆動した後、図１５（ｂ）に示されるよう
に、第１速度Ｖ１よりも高速な速度、例えば、上記の第２速度Ｖ２で矢符Ｄに示すように
、所定時間正転駆動する第２制御を行う。
【０１４６】
　第２速度Ｖ２より低速な速度、例えば、前記第１速度Ｖ１で所定時間逆転駆動するのは
、高速な速度で逆転駆動すると、複数個の物品ｗの積み重なりが崩れて上層の物品ｗが、
前方へずれ落ちて、組合せ秤２の物品投入口２５へ不所望に供給されてしまうからである
。
【０１４７】
　投入コンベヤ６を逆転駆動する所定時間は、例えば、物品１個分程度の搬送距離となる
時間である。
【０１４８】
　このように複数個の積み重なった物品ｗを、後方へ搬送した後に、第１速度Ｖ１より高
速な速度、例えば、第２速度Ｖ２で所定時間正転駆動して前方へ搬送する。
【０１４９】
　この第１速度Ｖ１より高速な速度は、必ずしも第２速度Ｖ２と同じ速度でなくてもよく
、積み重なった複数個の物品の積み重なりを崩すのに有効な高速であればよい。
【０１５０】
　この高速な第２速度Ｖ２で投入コンベヤ６を正転駆動する所定時間は、例えば、物品１
個分程度の搬送距離となる時間であり、前記逆転駆動による搬送距離内となる時間である
。
【０１５１】
　この高速な速度、例えば、第２速度Ｖ２で投入コンベヤ６を正転駆動することによって
、図１５（ｂ）に示すように、搬送コンベヤ６上で複数個の物品ｗが積み重なっていた場
合に、積み重なった複数個の物品ｗの下層の物品に対して上層の物品がずれ動き、上層の
物品が、正転駆動による搬送方向（前方）とは逆方向（後方）にずれ落ちることで、積み
重なりが崩れ、図１５（ｃ）に示すように、個々の物品ｗが連続した状態となる。
【０１５２】
　なお、投入コンベヤ６を、第２速度Ｖ２より低速な速度で所定時間逆転駆動し、その後
、第１速度Ｖ１よりも高速な速度で所定時間正転駆動する前記第２制御を、組合せ秤２か
ら物品の投入要求があるまで繰返してもよい。これによって、１回の第２制御の実行では
、複数個の物品の積み重なりを十分に崩すことができなくても、第２制御を繰返し実行す
ることで、積み重なりを十分に崩すことができる。
【０１５３】
　図１６は、以上の投入コンベヤ６の搬送制御を示すフローチャートであり、この図１６
では、１台の投入コンベヤ６の制御を代表的に示している。
【０１５４】
　先ず、後段終端物品検知センサＳｆによって物品を検知したか否か、すなわち、投入コ
ンベヤ６の終端部に物品が有るか否かを判断し（ステップＳ２０１）、投入コンベヤ６の
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終端部に物品が無いときには、ステップＳ２０２に移る。
【０１５５】
　ステップ２０２では、投入コンベヤ６の回転方向を正転方向にセットし、速度を、高速
の第２速度Ｖ２にセットし、投入コンベヤ６を正転方向に所定時間駆動し（ステップＳ２
０４）、上記制御１を行って、投入コンベヤ６上に複数個の物品の積み重なりがある場合
に、その積み重なりを崩す。
【０１５６】
　次のステップ２０５では、後段終端物品検知センサＳｆによって物品を検知したか否か
、すなわち、投入コンベヤ６の終端部に物品が有るか否かを判断し、物品が無いときには
、速度を、物品を終端部へ移送するための速度、例えば、上記の第３速度Ｖ３にセットし
（ステップＳ２０６）、投入コンベヤ６を正転駆動して、物品を終端部へ移送する（ステ
ップＳ２０７）。
【０１５７】
　上記ステップＳ２０１または上記ステップＳ２０５で、後段終端物品検知センサＳｆに
よって物品を検知したとき、すなわち、投入コンベヤ６の終端部に物品が有るときには、
ステップＳ２０８に移り、組合せ秤２から物品の投入要求があるか否かを判断する。
【０１５８】
　ステップＳ２０８で、組合せ秤２から物品の投入要求があるときには、速度を低速の第
１速度Ｖ１にセットし（ステップＳ２０１６）、投入コンベヤ６を、第１速度ｖ１で所定
時間正転駆動して（ステップＳ２１７）、終端部の物品を、組合せ秤２に供給してステッ
プＳ２０１に戻る。
【０１５９】
　ステップＳ２０８で、組合せ秤２からの物品の投入要求がないとき、すなわち、待機状
態では、投入コンベヤ６の速度を、第２速度Ｖ２より低速な速度にセットし（ステップＳ
２０９）、回転方向を逆転にセットし（ステップＳ２１０）、投入コンベヤ６を、低速な
速度で所定時間逆転駆動して（ステップＳ２１１）、投入コンベヤ６を停止させる（ステ
ップＳ２１２）。
【０１６０】
　次のステップＳ２１３では、投入コンベヤ６の速度を、第１速度Ｖ１より高速の第２速
度Ｖ２にセットし、回転方向を正転にセットし（ステップＳ２１４）、投入コンベヤ６を
、高速な第２速度Ｖ２で所定時間正転駆動して（ステップＳ２１５）、ステップＳ２０８
に戻る。
【０１６１】
　上記のステップＳ２０９からステップＳ２１５によって、投入コンベヤ６を、第１速度
Ｖ１で所定時間逆転駆動し、その後、高速な第２速度Ｖ２で所定時間正転駆動する第２制
御が行われる。この第２制御によって投入コンベヤ６上に複数個の物品の積み重なりがあ
る場合に、その積み重なりを崩す。
【０１６２】
　上記のように本実施形態によれば、投入コンベヤ６を、高速な第２速度で正転駆動する
ので、投入コンベヤ６上で複数個の物品が積み重なっていた場合に、積み重なった複数個
の物品の上層の物品が、正転駆動による搬送方向とは逆方向にずれ落ちることで、積み重
なりが崩れ、個々の物品が連続するように搬送することができる。
【０１６３】
　これによって、投入コンベヤ６から組合せ秤２の物品投入口２５へ物品を供給する際に
、複数個の物品が纏まった状態で過剰に供給されるのを防止することができ、組合せ秤２
の計量速度や組合せ精度が低下するのを防止することができる。
【０１６４】
　なお、この実施形態では、第１制御及び第２制御では、投入コンベヤ６を高速な第２速
度で所定時間正転駆動したが、正転駆動に代えて、投入コンベヤ６を第２速度で所定時間
逆転駆動してもよい。
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【０１６５】
　上記実施形態では、透過形のセンサによっ物品の有無を検知したが、本発明の他の実施
形態として、例えば、上方から物品までの距離を計測して、複数個の物品が積み重なって
いるか否かを検知できるようにし、複数の物品が積み重なっている場合のみ、積み重なり
を崩すように、投入コンベヤ６を高速で駆動するようにしてもよい。
【０１６６】
　上記各実施形態の物品供給装置は、半自動式の組合せ秤へ物品を供給したが、組合せ秤
に限らず、他の装置へ物品を供給するようにしてもよい。
【０１６７】
　また、物品供給装置の投入コンベヤへの物品の供給は、分配搬送機構の旋回コンベヤに
限らず、投入コンベヤの始端部に物品を供給するものであればよい。
【０１６８】
　前段搬送機構、物品排出機構及び分配搬送機構は省略してもよい。
【符号の説明】
【０１６９】
　１　　　　　　　　物品供給装置
　２　　　　　　　　組合せ秤
　３　　　　　　　　前段搬送機構
　４　　　　　　　　物品排出機構
　５　　　　　　　　分配搬送機構
　６　　　　　　　　投入コンベヤ
　８　　　　　　　　ガイド部材
　１４　　　　　　　旋回コンベヤ
　２７　　　　　　　ＰＬＣ（制御装置）
　ｗ　　　　　　　　物品
　Ｓｆ　　　　　　　後段終端物品検知センサ
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