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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の果菜類がそれぞれ位置決め配置された複数の果菜類群を順に搬送する搬送機と、
　前記搬送機の搬送路上に配設され、前記搬送機によって搬送される前記果菜類群に含ま
れる各果菜類の特徴を検出する検出手段と、
　検出された各果菜類の特徴に基づいて、各果菜類の前記果菜類群における位置別に、前
記果菜類が属するランクを特定する位置別ランク特定手段と、
　前記果菜類群から仕分けるべき１又は複数の前記果菜類の前記果菜類群における位置を
、前記果菜類又は前記果菜類の近傍の少なくとも一方に光を照射して仕分け作業員に指示
する指示手段と、
　前記検出手段より搬送下流側に設けられた各仕分け領域に前記果菜類群が到着するタイ
ミングで、前記位置別ランク特定手段によって特定された結果に基づいて、前記指示手段
へ指令信号を出力して前記光を照射させる出力手段と、
　前記仕分け領域よりも搬送下流側に、最初の仕分け領域まで果菜類を戻すオーバーフロ
ーラインとを備え、
　前記指示手段は、前記検出手段で検出された各果菜類の特徴に応じて複数の有色光を照
射することを特徴とする選別装置。
【請求項２】
　前記指示手段は、前記果菜類又は前記果菜類の近傍に上方から光を照射して前記果菜類
群から仕分けるべき前記果菜類の位置を指示する請求項１に記載の選別装置。
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【請求項３】
　前記指示手段は、前記果菜類又は前記果菜類の近傍に下方から光を照射して前記果菜類
群から仕分けるべき前記果菜類の位置を指示する請求項１に記載の選別装置。
【請求項４】
　前記果菜類群は、複数の果菜類の収納領域を予め設けてなる収納器内の各領域に各別に
収納されている請求項１ないし請求項３のいずれか１項に記載の選別装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の果菜類を所定の基準でそれぞれ選別する選別装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　トマト、梨およびりんご等の果菜類は選果場に集められ、この選果場に設置された選別
装置によって、大きさ・外部等級等によって定まる複数のランク別に選別された後、箱詰
め・出荷される。
【０００３】
　しかし、複数の果菜類を所定の基準で選別する場合には、一個単位で果菜類を選別する
ため、原料コンテナ（トレイ）から載せ替える手間がかかる。また、選別装置が必要とな
るため、コストがかかるという問題があった。
【０００４】
　そこで、トレイに入れられた果菜類群について果菜類の位置別にランク付けを行い、こ
の果菜類から仕分ける果菜類の果菜類群における位置を表示器に表示させる選別装置が提
案されている（例えば特許文献１参照）。
【０００５】
　この選別装置は、果菜類を複数のランクに選別する場合であっても装置コストおよび設
置コストを低減することができ、単位時間当たりの選別数量を向上させることができる等
の種々の優れた点を有する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００５－１６１２４６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、仕分け作業員は、表示器の画面と実際の果菜類群における果菜類の位置とを見
比べて仕分けるべき果菜類を特定しなければならず、表示器の画面と実際の果菜類とに視
線を交互に移動させながら果菜類の位置を確認する作業が必要になるため、仕分け作業員
の記憶ミスなどによる選別ミスを誘発するおそれがあり、また、作業能率の向上の面でも
改良の余地があった。
【０００８】
　本願発明は、上記の問題を解消した選別装置を提供することを技術的課題としている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　請求項１の発明は、複数の果菜類がそれぞれ位置決め配置された複数の果菜類群を順に
搬送する搬送機と、
　前記搬送機の搬送路上に配設され、前記搬送機によって搬送される前記果菜類群に含ま
れる各果菜類の特徴を検出する検出手段と、
　検出された各果菜類の特徴に基づいて、各果菜類の前記果菜類群における位置別に、前
記果菜類が属するランクを特定する位置別ランク特定手段と、
　前記果菜類群から仕分けるべき１又は複数の前記果菜類の前記果菜類群における位置を
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、前記果菜類又は前記果菜類の近傍の少なくとも一方に光を照射して仕分け作業員に指示
する指示手段と、
　前記検出手段より搬送下流側に設けられた各仕分け領域に前記果菜類群が到着するタイ
ミングで、前記位置別ランク特定手段によって特定された結果に基づいて、前記指示手段
へ指令信号を出力して前記光を照射させる出力手段と、
　前記仕分け領域よりも搬送下流側に、最初の仕分け領域まで果菜類を戻すオーバーフロ
ーラインとを備え、
　前記指示手段は、前記検出手段で検出された各果菜類の特徴に応じて複数の有色光を照
射することを特徴とする。
【００１０】
　請求項２の発明は、前記指示手段は、前記果菜類又は前記果菜類の近傍に上方から光を
照射して前記果菜類群から仕分けるべき前記果菜類の位置を指示することを特徴とする。
【００１１】
　請求項３の発明は、前記指示手段は、前記果菜類又は前記果菜類の近傍に下方から光を
照射して前記果菜類群から仕分けるべき前記果菜類の位置を指示することを特徴とする。
【００１２】
　請求項４の発明は、前記果菜類群は、複数の果菜類の収納領域を予め設けてなる収納器
内の各領域に各別に収納されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　請求項１の発明では、位置別ランク特定手段によって特定された結果に基づいて、仕分
けるべき前記果菜類又は前記果菜類の近傍の少なくとも一方に光を照射するため、仕分け
るべき果菜類を仕分け作業員に直接指し示して指示することができる。
【００１４】
　このため、仕分け作業員は仕分けるべき果菜類の果菜類群における位置の指示内容と、
実際の果菜類群における果菜類の位置とを見比べる動作が不要になり、指示内容が仕分け
作業員にとって直感的に分かり易くなり、箱詰作業の作業効率を向上させることができる
と共に作業ミスを減少させて仕分け精度を向上させることができる。
【００１５】
　請求項２の発明では、前記指示手段は、前記果菜類又は前記果菜類の近傍に上方から光
を照射して前記果菜類群から仕分けるべき前記果菜類の位置を指示するため、仕分けるべ
き果菜類を識別する光によって仕分けるべき果菜類を直接的に確認することができる。
【００１６】
　請求項３の発明では、前記指示手段は、前記果菜類又は前記果菜類の近傍に下方から光
を照射して前記果菜類群から仕分けるべき前記果菜類の位置を指示するため、仕分けるべ
き果菜類を下方から光を照射して仕分けるべき果菜類を直接的に確認することができる。
【００１７】
　請求項４の発明では、前記果菜類群は、複数の果菜類の収納領域を予め設けてなる収納
器内の各領域に各別に収納されているため、複数の果菜類の位置決め配置を短時間で容易
に行うことができる。また、かかる収納器を使用することによって、収納器内の果菜類の
位置を容易に判別することができ、位置別ランク特定手段は果菜類群における果菜類の位
置を容易に特定することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の実施の形態に係る選別装置を模式的に示す平面図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る選別装置の指示手段を模式的に示す平面図である。
【図３】本発明の実施の形態に係る選別装置の指示手段から光を照射している状態を模式
的に示す平面図であって、（ａ）は果菜類に直に光を照射している図であり、（ｂ）は果
菜類の近傍に光を照射している図である。
【図４】本発明の他の実施の形態に係る選別装置を模式的に示す平面図である。
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【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下に、本願発明を具体化した実施の形態を図面に基づいて説明する。
【００２０】
　１．選別装置の概要
　選別装置は、複数の果菜類がそれぞれ位置決めされた状態で配置された複数の果菜類群
を順に搬送する搬送機と、搬送機に付設される検出手段、位置別ランク特定手段、指示手
段および出力手段と、これらを総括的に制御する制御手段を備えている。
【００２１】
　搬送機の搬送路上に、搬送機によって搬送された果菜類群に含まれる各果菜類の特徴を
検出する検出手段が配置されている。検出手段としては、後述する構成のものには限られ
ず、例えば、モノラル又はカラーの撮像器を用いることができ、撮像器によって、果菜類
の輪郭、色等の特徴を得ることができる。また、例えば、投光器と、投光器から照射され
果菜類からの反射光（又は透過光）に含まれる所定波長の強度の減衰によって、糖度・酸
度等の特徴を検出する。
【００２２】
　位置別ランク特定手段は、検出された各果菜類の特徴に基づいて、各果菜類の果菜類群
における位置別に、予め設定された複数のランクを基準にして果菜類が属するランクを特
定する。
【００２３】
　指示手段は、果菜類群に含まれる各果菜類を複数のランク別に仕分けるために、搬送路
の検出手段より下流側に設定された複数の仕分け領域に対応して、果菜類群から仕分ける
べき１又は複数の果菜類の果菜類群における位置を指示するものであって、仕分け領域に
おいて、果菜類群から仕分けるべき１又は複数の果菜類の果菜類群における位置を、果菜
類又は果菜類の近傍の少なくとも一方に光を照射することによって、仕分け作業員に仕分
けるべき果菜類を知らせる。
【００２４】
　また、出力手段は、果菜類群が各仕分け領域に位置するタイミングで、位置別ランク特
定手段によって特定された結果に基づいて、仕分け領域で仕分けるべきランクの果菜類の
果菜類群における位置を指示させる指令を、対応する指示手段へそれぞれ出力する。
【００２５】
　なお、果菜類群は、複数の果菜類を、複数の領域が設けられた収納器（トレイ）の各領
域に各別に収納することにより構成されている。
【００２６】
　２．選別装置の具体的な内容
　果菜類ａの仕分け選別を行う基準は、果菜類の外部特徴（重量等の階級要素、色や傷等
の外観の等級要素）、および果菜類の内部品質（糖度，酸度等の等級要素）である。本例
では、「サイズ（大きさ）」等をＬ、Ｍ、Ｓの階級区分に定めると共に、「糖度」や「内
部及び外観の傷」等を秀、優、良の等級区分に定め、９等階級区分に果菜類の仕分け選別
を行う。
【００２７】
　本実施の形態の選別装置では、果菜類ａの「外観の傷」等に関して作業員が目視で選別
を行って得られた選別情報、および果菜類ａの「サイズ」および「糖度」等に関して検出
器３１，３２（検出手段）が選別を行って得られた選別情報に基づいて、指示器４２（指
示手段）が仕分け作業員に対して９等階級区分の仕分け作業の指示を行う。
【００２８】
　図１は本実施の形態に係る選別装置を模式的に示す平面図であり、図２は本実施の形態
に係る選別装置の指示手段を模式的に示す平面図である。図中の符号１はトマト又はりん
ご等、複数の果菜類ａが収容されるトレイ２を搬送する搬送路に設置された搬送用コンベ
ア（搬送機の一例）であり、３１は外部特徴検出器、３２は内部品質検出器、４は選別ラ
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ンクを記憶する記憶部を有する位置別ランク特定手段としての仕分け制御器、４１は作業
員Ｐ１の操作端末、４２は指示器（図２参照）である。そして、操作端末４１および検出
器３１，３２から仕分け制御器４の記憶部に選別情報が入力され、仕分け制御器４におい
て選別情報を用いて９選別等階級区分に仕分け処理が行われた後、仕分け制御器４から指
示器４２に向けて仕分け指令信号が出力される。
【００２９】
　また、本例では、搬送用コンベア１として、複数のローラおよび駆動ローラを適宜の間
隔で設けたローラコンベアが用いているが、ベルトコンベア等の他のコンベアであっても
よい。
【００３０】
　搬送用コンベア１上には、複数の箱状のトレイ２が適宜の間隔で載置され、各トレイ２
は搬送用コンベア１によって上流から下流へ順に搬送される。各トレイ２には、例えば５
行３列で碁盤状に仕切られた果菜類ａの載置部が設けられ、各載置部にはそれぞれ果菜類
ａが載置される。
【００３１】
　操作端末４１のある手選部では、果菜類ａの「外観の傷」等に関して作業員が目視で選
別を行い、操作端末４１を利用してトレイ２の各載置部上にある果菜類ａの「外観の傷」
等に基づく等級を手入力し、当該手入力信号を仕分け制御器４に送信する。なお、後述す
る内部品質検出器３２での等級検出結果と、手入力された等級検出結果とを比較して、仕
分け制御器４において低等級の結果の方が採用される。また、トレイ２（特に各載置部）
は、透明素材等の光を透過する素材製のものになっていて、トレイ２の下方には鏡を配置
して、作業者が果菜類ａ下面側の外部特徴も確認できるように構成している。
【００３２】
　外部特徴検出器３１は、モノラル又はカラーの撮像器であり、当該撮像器によって、果
菜類ａの外観（輪郭）、色等の特徴を得ることができる。外部特徴検出器３１は、後述の
ようにトレイ２側をＸＹ方向に移動しながらトレイ２内の果菜類ａの外観（輪郭）、色等
の特徴を検出する。
【００３３】
　内部品質検出器３２は、例えば、トレイ２を搬入させる搬入口およびトレイ２を搬出さ
せる排出口を有する遮光性の筐体内において、トレイ２の載置部に置かれた果菜類ａに対
して、発光体から果実に光を投射し、果菜類ａを挟んで上下に設けられる光センサで果菜
類ａ内で拡散反射された反射光を検出して、果菜類ａの糖度や内部品質（空洞等の有無）
を求める構成となっている。なお、トレイ２の各載置部には貫通孔を形成している。当該
貫通孔は光センサが反射光を検出するのに利用される。なお、内部品質検出器３２として
の光センサは反射型に限らず、透過型でもよいことは言うまでもない。また、内部品質検
出器３２も、後述のようにトレイ２側をＸＹ方向に移動しながらトレイ２内の果菜類ａの
糖度を検出する。
【００３４】
　図２に示すように、指示器４２は、碁盤状に仕切られたトレイ２の載置部に対応してＬ
ＥＤ光源部４２ａが５行３列で配置され、後述する仕分け領域７（図１参照）に搬送され
てきたトレイ２に上下方向で相対向するように、例えば仕分け領域７の上方に配置されて
いる。
【００３５】
　次に、本実施の形態に係る選別装置による仕分け作業について説明する。
【００３６】
　（１）目視による選別
　まず、操作端末のある手選部において、果菜類ａの「外観の傷」等に基づき作業員Ｐ１
が目視により判断して選別を行い、操作端末４１に等級検出結果を手入力する。
【００３７】
　（２）検査器による選別等
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　次に、果菜類ａの「サイズ」、「糖度」及び「内部品質」に基づいて検出器３１，３２
によって選別を行う。外部特徴検出器３１自体は固定式であるが、トレイ２が筐体内に搬
送されると、図１の矢印Ａで示すように、トレイ２の碁盤状に仕切られる行列の間隔に合
わせてトレイ２側をＸＹ方向に矩形波状に移動させてトレイ２内の全ての果菜類ａの外観
（輪郭）、色等の特徴を一個ずつ検出する。また同様に、内部品質検出器３２自体も固定
式であるが、トレイ２が筐体内に搬送されると、図１の矢印Ａで示すように、トレイ２の
碁盤状に仕切られる行列の間隔に合わせてトレイ２側をＸＹ方向に矩形波状に移動させて
トレイ２内の全ての果菜類ａの糖度や内部品質等を一個ずつ検出する。
【００３８】
　なお、搬送路の各検出器３１，３２より下流には、搬送用コンベア１で搬送されるトレ
イ２の有無を検出するために、光センサ等を備えた複数のセンサが設けられ、各センサは
、トレイ２を検出する度に、検出信号を仕分け制御器４に送信するようになっている。ま
た、搬送用コンベア１の一方側であって、各センサより少し下流の位置には、複数の仕分
け領域７の近傍には作業台８がそれぞれ配置してあり、作業台８上には箱詰め用の箱（図
示せず）が載置されている。
【００３９】
　（３）仕分け作業
　次に、仕分け制御器４において９等階級区分に果菜類ａを仕分け選別した結果を仕分け
指令信号として指示器４２に送り、この信号を受けた指示器４２が仕分け対象となる果菜
類ａを仕分け領域７の仕分け作業員Ｐ１に知らせて仕分け作業が行われる。仕分け作業員
Ｐ１への指示の仕方としては、９等階級区分を青色、黄色、赤色等の色で識別表示する有
色光を仕分け領域７の上方にあるＬＥＤ光源部４２ａから果菜類ａに照射し、図３（ａ）
に示すように仕分け対象となる果菜類ａの周囲に有色光を当てたり、図３（ｂ）に示すよ
うに仕分け対象となる果菜類ａの近傍箇所に有色光を当てたりして、有色光による識別に
よって仕分け対象となる果菜類ａを仕分け作業員に知らせることが挙げられる。
【００４０】
　図３（ａ）（ｂ）中のハッチング部分は、仕分け対象の果菜類ａを識別する光が当たっ
ている箇所Ｌを示している。指示器４２は、仕分け領域７の上方に配置してもよいが、仕
分け領域７の下方に配置して、仕分け領域７に到着したトレイ２の下方から各載置部に向
けて光を照射するように構成してもよい（トレイ２の下方からＬＥＤでトレイ２の載置部
に向けて光を照射して仕分け対象となる果菜類ａをライトアップさせる構造にしてもよい
）。この場合、トレイ２は透明素材等の光を透過する素材製のものを採用すれば足りる。
また、プロジェクション方式により仕分け対象となる果菜類ａを指し示す表示デバイスが
トレイ２に搭載される構造にしてもよい。なお、図１中の黒塗りの円形状は、当該仕分け
領域７において仕分けられるべき果菜類ａを示している。
【００４１】
　作業台８には、仕分け作業員がそれぞれ配置されるようになっており、各仕分け作業員
は、搬送用コンベア１によってトレイ２が搬送される度に、指示手段によって照らし出さ
れる果菜類ａをトレイ２から取り出し、作業台８上で箱詰めされる。
【００４２】
　なお、トレイ２を識別するために、バーコードやＩＤカード等をトレイ２に貼付け、ト
レイ２の識別情報にトレイに収容される個々の果菜類の判定情報を記憶させておき、トレ
イ２の特定およびトレイに収容された果菜類ａの判定情報（外部特徴、内部品質）の特定
を可能にし、また、箱詰め時や後述するオーバーフローライン等でのトレイ２の識別に使
用することもできる。
【００４３】
　また、搬送用コンベア１のうちの仕分け領域よりも下流側には搬出ライン５およびオー
バーフローライン６が設けられており、トレイ２内の果菜類ａの仕分けが終了すると、空
になったトレイ２はそのまま搬出ライン５を通って搬出されるが、搬出ライン５上のトレ
イ２に果菜類ａが残っていれば、搬出ライン５の途中からオーバーフローライン６に移さ
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ある。
【００４４】
　３．他の実施の形態
　図４は他の実施の形態に係る選別装置を模式的に示す平面図である。図４に示すように
、本実施の形態では、アキューム部９が設けられておらず、また、トレイ２が搬出ライン
５上を間欠的に搬送されてトレイ２の停止時に指示器４２からの指示によって仕分けが行
われる点が先の実施の形態と異なる。なお、先の実施の形態と共通する構成については、
同符号を付すことによりその説明を省略する。
【００４５】
　なお、本願発明における各部の構成は図示の実施の形態に限定されるものではなく、本
願発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々変更可能である。
【符号の説明】
【００４６】
１　　　　搬送用コンベア
２　　　　トレイ
４　　　　仕分け制御器
５　　　　搬出ライン
６　　　　オーバーフローライン
７　　　　仕分け領域
８　　　　作業台
９　　　　アキューム部
３１　　　外部特徴検出器
３２　　　内部品質検出器
４１　　　操作端末
４２　　　指示器
４２ａ　　ＬＥＤ光源部
Ａ　　　　矢印
ａ　　　　果菜類
Ｌ　　　　光が当たっている箇所
Ｐ１　　　作業員
Ｐ２　　　仕分け作業員
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