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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　間欠移送式縦型袋詰め包装機における被包装物充填装置において、
間欠移動する搬送装置と、
該搬送装置に所定の間隔で設けられた、包装袋を把持する複数の把持装置と、
前記搬送装置の移動軌跡に沿って設定された第１充填ステーションに設けられ、サーボモ
ータにより駆動されるオーガスクリューを備えた第１オーガ式充填装置と、
前記第１充填ステーションの下流側の次のステーションに設定された計量ステーションに
設けられ、前記包装袋を保持可能な第１保持部材と、該第１保持部材が連結され、前記第
１保持部材により保持された包装袋の重量を計量する第１計量器とを備えた第１掴み替え
計量装置と、
前記計量ステーションの下流側の次のステーションに設定された第２充填ステーションに
設けられ、サーボモータにより駆動されるオーガスクリューを備えた第２オーガ式充填装
置と、
前記第２充填ステーションに設けられ、前記包装袋を保持可能な第２保持部材と、該第２
保持部材が連結され、前記第２保持部材により保持された包装袋の重量を計量する第２計
量器とを備えた第２掴み替え計量装置と、
制御装置とを備え、
前記制御装置は、前記第１充填ステーションにおいて前記第１オーガ充填装置のサーボモ
ータが基準パルスに達した時点で前記第１オーガ式充填装置による充填を終了し、前記第
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２充填ステーションで実施される被包装物の補充運転モードとして、前記第１掴み替え計
量装置の計量値が予め定められた許容範囲内である場合、前記許容範囲の下限値である第
１閾値未満で前記第１閾値より小さい予め定められた第２閾値以上である場合、前記第２
閾値未満である場合に、それぞれ通常運転モード、パルス計測式補充運転モード、掴み替
え計量式補充運転モードを選択して実施し、前記掴み替え計量式補充運転モードを実施す
るときの前記搬送装置の間欠停止時間が、前記通常運転モード或いはパルス計測式補充運
転モードを実施するときの間欠停止時間より長くなるように制御し、
前記通常運転モードにおいては、前記第２オーガ式充填装置と前記第２掴み替え計量装置
とを共に非作動状態に維持して被包装物の補充を行わず、前記パルス計測式補充運転モー
ドでは、前記第２掴み替え計量装置を非作動状態に維持し、前記第１掴み替え計量装置に
よる計量値から充填不足量を算出し、該不足量をパルス数に変換し、前記第２オーガ式充
填装置を作動させ、該第２オーガ式充填装置のサーボモータが前記算出されたパルス数に
達した時点で前記第２オーガ式充填装置による補充充填を終了し、前記掴み替え計量式補
充運転モードでは、前記第２オーガ式充填装置と前記第２掴み替え計量装置を作動させ、
前記第２保持部材で前記包装袋を掴み替えて保持し、前記第２計量器による計量値が目標
充填量に達した時点で前記第２オーガ式充填装置による充填を終了させる
ことを特徴とする、被包装物充填装置。
【請求項２】
　間欠移送式縦型袋詰め包装機における被包装物充填装置において、
間欠移動する搬送装置と、
該搬送装置に所定の間隔で設けられた、包装袋を把持する複数の把持装置と、
前記搬送装置の移動軌跡に沿って設定された第１充填ステーションに設けられ、サーボモ
ータにより駆動されるオーガスクリューを備えた第１オーガ式充填装置と、
前記第１充填ステーションの下流側の次のステーションに設定された計量ステーションに
設けられ、前記包装袋を保持可能な第１保持部材と、該第１保持部材が連結され、前記第
１保持部材により保持された包装袋の重量を計量する第１計量器とを備えた第１掴み替え
計量装置と、
前記計量ステーションの下流側の次のステーションに設定された第２充填ステーションに
設けられ、サーボモータにより駆動されるオーガスクリューを備えた第２オーガ式充填装
置と、
前記第２充填ステーションに設けられ、前記包装袋を保持可能な第２保持部材と、該第２
保持部材が連結され、前記第２保持部材により保持された包装袋の重量を計量する第２計
量器とを備えた第２掴み替え計量装置と、
制御装置とを備え、
前記制御装置は、前記第１充填ステーションにおいて前記第１オーガ充填装置のサーボモ
ータが基準パルスに達した時点で前記第１オーガ式充填装置による充填を終了し、前記第
２充填ステーションで実施される補充運転モードとして、前記第１掴み替え計量装置の計
量値が予め定められた許容範囲内である場合、前記許容範囲の下限値である第１閾値未満
である場合、それぞれパルス計測式補充運転モード、掴み替え計量式補充運転モードを選
択して実施し、前記掴み替え計量式補充運転モードを実施するときの前記搬送装置の間欠
停止時間が、前記パルス計測式補充運転モードを実施するときの間欠停止時間より長くな
るように制御し、
前記パルス計測式補充運転モードでは、前記第２掴み替え計量装置を非作動状態に維持し
、前記第１掴み替え計量装置による計量値から充填不足量を算出し、該不足量をパルス数
に変換し、前記第２オーガ式充填装置を作動させ、該第２オーガ式充填装置のサーボモー
タが前記算出されたパルス数に達した時点で前記第２オーガ式充填装置による充填を終了
し、前記掴み替え計量式補充運転モードでは、前記第２オーガ式充填装置と前記第２掴み
替え計量装置を作動させ、前記第２保持部材で前記包装袋を掴み替えて保持し、前記第２
計量器による計量値が目標充填量に達した時点で前記第２オーガ式充填装置による充填を
終了させる
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ことを特徴とする、被包装物充填装置。
【請求項３】
　請求項１または２記載の被包装物充填装置において、前記制御装置は、前記第１掴み替
え計量装置による計量値に基づいて、前記第１オーガ式充填装置の基準パルス数を補正す
ることを特徴とする、被包装物充填装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか１に記載の被包装物充填装置において、前記制御装置は、前
記掴み替え計量式補充を実施する都度、補充される被包装物の重量と第２オーガ式充填装
置のサーボモータのパルス数とを計測し、計測された重量とパルス数から１パルス当たり
の重量を算出して前の１パルス当たり重量を更新し、前記パルス計測式補充運転モードに
おいて前記不足量からパルス数を算出する際に、前記更新された最新の１パルス当たり重
量に基づいてパルス数を算出することを特徴とする、被包装物充填装置。
【請求項５】
　包装用容器をその挿入口を上側にして間欠移送しながら所定のステーションに順次停止
させ、被包装物の各種包装処理を行う自動包装に使用する被包装物充填方法において、
　包装容器を第１充填ステーションに停止させ、
　該第１充填ステーションに停止している間に、サーボモータでオーガ式充填装置を駆動
して基準パルス数分だけ被包装物を前記包装容器に充填し、
前記包装容器を計量ステーションに移動して停止させ、
前記計量ステーションに停止中に前記包装容器の重量を計量し、
前記包装容器を第２充填ステーションへ移動して停止させ、
前記第２充填ステーションに停止中に、前記計量ステーションで得られた計量値に応じて
複数の補充運転モードから選択された１つの補充運転モードを実施して、必要に応じて目
標充填量に達するまで前記包装容器へ被包装物の補充を行い、
前記複数の補充運転モードのうちの特定の運転モードを実施するときには、他の運転モー
ドを実施するときより、前記包装容器のステーションにおける停止時間を長くする、
ことを特徴とする、充填方法。
【請求項６】
　包装用容器をその挿入口を上側にして間欠移送しながら順次所定のステーションに停止
させ、被包装物の各種包装処理を行う自動包装における被包装物充填方法において、
　包装容器を第１充填ステーションに停止させ、
　該第１充填ステーションに停止している間に、サーボモータでオーガ式充填装置を駆動
して目標充填量に相応する基準パルス数分だけ被包装物を前記包装容器に充填し、
前記包装容器を計量ステーションに移動して停止させ、
前記計量ステーションに停止中に前記包装容器の重量を計量し、
前記包装容器を第２充填ステーションへ移動して停止させ、
前記第２充填ステーションに停止中に、前記計量ステーションで得られた計量値が、予め
定められた許容範囲内である場合、前記許容範囲の下限値である小さい第１閾値未満で、
該第１閾値より小さい予め定められた第２閾値以上である場合、前記第２閾値未満である
場合に、それぞれ通常運転モード、パルス計測式補充運転モード、重量計量式運転モード
を選択して実施し、
前記通常運転モードでは、被包装物の前記包装容器への補充は行わず、前記パルス計測式
補充運転モードでは、サーボモータでオーガ式充填装置を駆動し、前記計量値から得られ
た不足量に対応する不足パルス数分だけ被包装物を補充し、前記重量計量式補充運転モー
ドでは、計量器で計量しながら目標充填量に達するまで充填し、
前記重量計量式補充運転モードを実施するときは、前記通常運転モード、パルス計測式補
充運転モードを実施するときより、前記包装容器のステーションにおける停止時間を長く
する、
ことを特徴とする、被包装物充填方法。
【請求項７】
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　包装用容器をその挿入口を上側にして間欠移送しながら順次所定にステーションに停止
させ、被包装物の各種包装処理を行う自動包装における被包装物充填方法において、
　包装容器を第１充填ステーションに停止させ、
　該第１充填ステーションに停止している間に、サーボモータでオーガ式充填装置を駆動
して目標充填量のうちの所定の分量に相応する基準パルス数分だけ被包装物を前記包装容
器に充填し、
前記包装容器を計量ステーションに移動して停止させ、
前記計量ステーションに停止中に前記包装容器の重量を計量し、
前記包装容器を第２充填ステーションへ移動して停止させ、
前記第２充填ステーションに停止中に、前記計量ステーションで得られた計量値が、予め
定められた許容範囲内である場合、前記許容範囲の下限値である第１閾値未満である場合
、それぞれパルス計測式補充運転モード、重量計量式補充運転モードを選択して実施し、
前記パルス計測式補充運転モードでは、サーボモータでオーガ式充填装置を駆動し、前記
計量値から得られた不足量に対応する不足パルス数分だけ被包装物を補充し、前記重量計
量式補充運転モードでは、計量器で計量しながら目標充填量に達するまで充填し、
前記重量計量式補充運転モードを実施するときは、パルス計測式補充運転モードを実施す
るときより、前記包装容器のステーションにおける停止時間を長くする、
ことを特徴とする、被包装物充填方法。
【請求項８】
　請求項６または７記載の被包装物充填方法において、前記充填方法はさらに、前記ステ
ーションで得られて計量値に基づいて、前記第１充填ステーションにおけるオーガ式充填
装置の基準パルス数を補正することを特徴とする、被包装物充填方法。
【請求項９】
　請求項６乃至８のいずれか１に記載の被包装物充填装置において、前記充填方法はさら
に、前記重量計量式補充運転モードを実施する都度、前記第２充填ステーションにおける
オーガ式充填装置のサーボモータのパルス数と補充される被包装物の重量とを計測し、計
測された重量とパルス数から１パルス当たりの重量を算出して前の１パルス当たり重量を
更新し、前記パルス計測式補充運転モードにおいて前記不足量からパルス数を算出する際
に、前記更新された最新の１パルス当たり重量に基づいてパルス数を算出することを特徴
とする、被包装物充填方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願発明は包装容器を挿入口を上にして間欠移送しながら被包装物を包装する自動包装
に使用する被包装物充填装置及び方法に関する。さらに詳細に言えば、充填装置として所
謂オーガ式充填装置を使用する被包装物充填装置及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来袋を袋口側を上側にして間欠移送しながら各処理ステーションで被包装物の充填、
袋口のシールなど各種の処理を施して包装する自動包装機が使用されている。例えば、袋
の両側縁部を把持装置により把持し、それを間欠移送する間欠移送式縦型袋詰め包装機が
ある。そして、被包装物が粉状物、粒状物、あるいは粘性を有するものを充填するために
使用される充填装置として所謂オーガ式充填装置がある。
【０００３】
オーガ式充填装置は、被包装物を貯留するホッパ内にオーガスクリューを配置し、このオ
ーガスクリューを回転させることによりホッパの下端に設けた吐出口から被包装物を吐出
し、下方に配置した袋内へ充填する構成を備えている。そして、オーガスクリューを回転
させるものとしてサーボモータを使用し、スクリューの回転量すなわち駆動源であるサー
ボモータの回転角度（パルス数）を所定の値に設定することにより所定量の充填を行うも
のである。
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【０００４】
しかしこのようなオーガ式充填装置では、ホッパ内に貯留された被包装物の湿気などに影
響される見掛け比重の変化、ホッパ内の貯留量に影響される嵩密度の変化、さらには粘性
を有する被包装物の場合のその粘性の変化など、被包装物の性状の変化に伴う充填量の変
化に対応できず、充填量がばらつくという問題があった。
【０００５】
このような問題に対応するものとして、特公平６－２９０４３号公報に開示されたグロス
計量包装方法では、第１段階で大出しホッパで充填し、第２段階で計量装置のグリッパで
袋を掴み替え、小出しホッパで充填しながら計量し、所定量充填されたことを検知して充
填を停止するようにしている。
【０００６】
また、特開平１１－３１４６０２号公報に開示された計量充填包装方法及び装置では、充
填位置で計量用クランプで袋を掴み替え、サーボモータで容積型ポンプ（オーガスクリュ
ーに代替可能としている）を駆動して充填しながら計量し、所定量に達したら充填を停止
する。そして袋がコンベアで移動する途中で重量チェッカーで計量し、その結果をフィー
ドバックしてサーボモータの回転量を制御するようにしている。
【０００７】
また、特許第３５５９４８３号公報に開示された定量充填方法では、充填ステーションで
グリッパベースごとテーブルから持ち上げ、総重量を検出してゼロ点調整し、充填を開始
して大出し投入に続けて小出し投入を行いながら計量し、その計量値に基づく信号を被包
装物供給手段にリアルタイムで出力し、被包装物供給手段の制御部がスクリューを減速し
、排出ゲートを徐々に絞り込むようにフィードバック制御している。
【０００８】
上記特許文献に記載された技術では充填量の精度は向上する。しかし、充填工程において
袋の掴み替えを行う関係で充填工程に要する時間が長くなり（全工程について同じ）、そ
の結果生産性が低下する。これに対応する方法として、オーガ式充填を行った後に次の工
程で掴み替え計量を行い、その結果をフィードバックしてスクリューの回転角度を補正す
る構成とし、充填工程では充填のみを行い、掴み替えは計量工程で行うようにすることが
考えられる。
【０００９】
しかしながら、前述の通り充填量が変化する原因としてはさまざまなものがあり、同じ量
の充填量の過不足が生じても、その過不足を補正するための補正量はその原因によって異
なるため、補正量を正確に得ることができない。従って生産性は向上できても充填量精度
の低下は避けられない。特に包装機の運転開始直後は被包装物の見掛け比重や粘性などの
性状が前日の生産終了時のときとは異なっていて、サーボモータの発するパルス数とそれ
に対応する実際の充填量との関係が変化してしまっている場合が多い。その結果充填精度
が悪化して、充填量の過不足による不良品が多く発生し、それが落ち着くまでには時間が
かかるために生産性も低下する可能性がある。一般的に充填精度向上と生産性向上とは相
反するものと考えられ、充填精度の向上を図れば生産性が低下し、生産性の向上を図れば
充填精度が低下すると考えられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特公平６－２９０４３号公報
【特許文献２】特開平１１－３１４６０２号公報
【特許文献３】特許第３５５９４８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
本願発明は上記従来技術の問題点に鑑みなされたものであり、充填精度の向上と生産性の
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向上とのバランスを図り、従来に比して効率の良い被包装物の充填が行える被包装物の充
填装置及び方法を提供することをその課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
上記課題を解決するために、本願の第１の発明に係る間欠移送式縦型袋詰め包装機におけ
る被包装物充填装置は、
間欠移動する搬送装置と、
該搬送装置に所定の間隔で設けられた、包装袋を把持する複数の把持装置と、
搬送装置の移動軌跡に沿って設定された第１充填ステーションに設けられ、サーボモータ
により駆動されるオーガスクリューを備えた第１オーガ式充填装置と、
第１充填ステーションの下流側の次のステーションに設定された計量ステーションに設け
られ、包装袋を保持可能な第１保持部材と、該第１保持部材が連結され、第１保持部材に
より保持された包装袋の重量を計量する第１計量器とを備えた第１掴み替え計量装置と、
計量ステーションの下流側の次のステーションに設定された第２充填ステーションに設け
られ、サーボモータにより駆動されるオーガスクリューを備えた第２オーガ式充填装置と
、
第２充填ステーションに設けられ、包装袋を保持可能な第２保持部材と、該第２保持部材
が連結され、第２保持部材により保持された包装袋の重量を計量する第２計量器とを備え
た第２掴み替え計量装置と、
制御装置とで構成される。
そしてその制御装置は以下のように制御する。
すなわち、第１充填ステーションにおいて第１オーガ充填装置のサーボモータが基準パル
スに達した時点で第１オーガ式充填装置による充填を終了し、第２充填ステーションで実
施される被包装物の補充運転モードとして、第１掴み替え計量装置の計量値が予め定めら
れた許容範囲内である場合、その許容範囲の下限値である第１閾値未満で第１閾値より小
さい予め定められた第２閾値以上である場合、第２閾値未満である場合に、それぞれ通常
運転モード、パルス計測式補充運転モード、掴み替え計量式補充運転モードを選択して実
施する。そして、掴み替え計量式補充運転モードを実施するときの搬送装置の間欠停止時
間が、通常運転モード或いはパルス計測式補充運転モードを実施するときの間欠停止時間
より長くなるように制御し、通常運転モードにおいては、第２オーガ式充填装置と第２掴
み替え計量装置とを共に非作動状態に維持して被包装物の補充を行わず、パルス計測式補
充運転モードでは、第２掴み替え計量装置を非作動状態に維持し、第１掴み替え計量装置
による計量値から充填不足量を算出し、該不足量をパルス数に変換し、第２オーガ式充填
装置を作動させ、該第２オーガ式充填装置のサーボモータがその算出されたパルス数に達
した時点で第２オーガ式充填装置による補充充填を終了し、掴み替え計量式補充運転モー
ドでは、第２オーガ式充填装置と第２掴み替え計量装置を作動させ、第２保持部材で包装
袋を掴み替えて保持し、第２計量器による計量値が目標充填量に達した時点で第２オーガ
式充填装置による充填を終了させる。
上記課題を解決するために本願の第２の発明に係る間欠移送式縦型袋詰め包装機における
被包装物充填装置は、
間欠移動する搬送装置と、
該搬送装置に所定の間隔で設けられた、包装袋を把持する複数の把持装置と、
搬送装置の移動軌跡に沿って設定された第１充填ステーションに設けられ、サーボモータ
により駆動されるオーガスクリューを備えた第１オーガ式充填装置と、
第１充填ステーションの下流側の次のステーションに設定された計量ステーションに設け
られ、包装袋を保持可能な第１保持部材と、該第１保持部材が連結され、第１保持部材に
より保持された包装袋の重量を計量する第１計量器とを備えた第１掴み替え計量装置と、
計量ステーションの下流側の次のステーションに設定された第２充填ステーションに設け
られ、サーボモータにより駆動されるオーガスクリューを備えた第２オーガ式充填装置と
、
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第２充填ステーションに設けられ、包装袋を保持可能な第２保持部材と、該第２保持部材
が連結され、第２保持部材により保持された包装袋の重量を計量する第２計量器とを備え
た第２掴み替え計量装置と、
制御装置とで構成される。
そしてその制御装置は以下のように制御する。
すなわち、第１充填ステーションにおいて第１オーガ充填装置のサーボモータが基準パル
スに達した時点で前記第１オーガ式充填装置による充填を終了し、第２充填ステーション
で実施される補充運転モードとして、第１掴み替え計量装置の計量値が予め定めた許容範
囲内である場合、その許容範囲の下限値である第１閾値未満である場合、それぞれパルス
計測式補充運転モード、掴み替え計量式補充運転モードを選択して実施し、掴み替え計量
式補充運転モードを実施するときの搬送装置の間欠停止時間が、パルス計測式補充運転モ
ードを実施するときの間欠停止時間より長くなるように制御し、
パルス計測式補充運転モードでは、第２掴み替え計量装置を非作動状態に維持し、第１掴
み替え計量装置による計量値から充填不足量を算出し、該不足量をパルス数に変換し、第
２オーガ式充填装置を作動させ、該第２オーガ式充填装置のサーボモータがその算出され
たパルス数に達した時点で第２オーガ式充填装置による充填を終了し、掴み替え計量式補
充運転モードでは、第２オーガ式充填装置と第２掴み替え計量装置を作動させ、第２保持
部材で包装袋を掴み替えて保持し、第２計量器による計量値が目標充填量に達した時点で
第２オーガ式充填装置による充填を終了させる。
本願第３の発明は、包装用容器をその挿入口を上側にして間欠移送しながら所定のステー
ションに順次停止させ、被包装物の各種包装処理を行う自動包装に使用する被包装物充填
方法である。そしてこの方法においては、
　包装容器を第１充填ステーションに停止させ、
　該第１充填ステーションに停止している間に、サーボモータでオーガ式充填装置を駆動
して基準パルス数分だけ被包装物を前記包装容器に充填し、
包装容器を計量ステーションに移動して停止させ、
計量ステーションに停止中に前記包装容器の重量を計量し、
包装容器を第２充填ステーションへ移動して停止させ、
第２充填ステーションに停止中に、計量ステーションで得られた計量値に応じて複数の補
充運転モードから選択された１つの補充運転モードを実施して、必要に応じて目標充填量
に達するまで包装容器へ被包装物の補充を行い、
上記複数の補充運転モードのうちの特定の運転モードを実施するときには、他の運転モー
ドを実施するときより、包装容器のステーションにおける停止時間を長くする、
工程が実施される。
本願第４の発明も、包装用容器をその挿入口を上側にして間欠移送しながら順次所定のス
テーションに停止させ、被包装物の各種包装処理を行う自動包装における被包装物充填方
法を提供する。そしてこの方法においては、
　包装容器を第１充填ステーションに停止させ、
　該第１充填ステーションに停止している間に、サーボモータでオーガ式充填装置を駆動
して目標充填量に相応する基準パルス数分だけ被包装物を前記包装容器に充填し、
包装容器を計量ステーションに移動して停止させ、
計量ステーションに停止中に前記包装容器の重量を計量し、
包装容器を第２充填ステーションへ移動して停止させ、
第２充填ステーションに停止中に、計量ステーションで得られた計量値が、予め定められ
た許容範囲内である場合、その許容範囲の下限値である小さい第１閾値未満で、該第１閾
値より小さい予め定められた第２閾値以上である場合、第２閾値未満である場合に、それ
ぞれ通常運転モード、パルス計測式補充運転モード、重量計量式運転モードを選択して実
施し、
通常運転モードでは、被包装物の前記包装容器への補充は行わず、パルス計測式補充運転
モードでは、サーボモータでオーガ式充填装置を駆動し、上記計量ステーションでの計量
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値から得られた不足量に対応する不足パルス数分だけ被包装物を補充し、重量計量式補充
運転モードでは、計量器で計量しながら目標充填量に達するまで充填し、
上記重量計量式補充運転モードを実施するときは、通常運転モード、パルス計測式補充運
転モードを実施するときより、包装容器のステーションにおける停止時間を長くする、
工程が実施される。
本願第５の発明も、包装用容器をその挿入口を上側にして間欠移送しながら順次所定のス
テーションに停止させ、被包装物の各種包装処理を行う自動包装における被包装物充填方
法を提供する。その方法においては、
　包装容器を第１充填ステーションに停止させ、
　該第１充填ステーションに停止している間に、サーボモータでオーガ式充填装置を駆動
して目標充填量のうちの所定の分量に相応する基準パルス数分だけ被包装物を包装容器に
充填し、
包装容器を計量ステーションに移動して停止させ、
計量ステーションに停止中に前記包装容器の重量を計量し、
包装容器を第２充填ステーションへ移動して停止させ、
第２充填ステーションに停止中に、計量ステーションで得られた計量値が、予め定められ
た許容範囲内である場合、その許容範囲の下限値である第１閾値未満である場合、それぞ
れパルス計測式補充運転モード、重量計量式補充運転モードを選択して実施し、
上記パルス計測式補充運転モードでは、サーボモータでオーガ式充填装置を駆動し、計量
ステーションでの計量値から得られた不足量に対応する不足パルス数分だけ被包装物を補
充し、重量計量式補充運転モードでは、計量器で計量しながら目標充填量に達するまで充
填し、
上記重量計量式補充運転モードを実施するときは、パルス計測式補充運転モードを実施す
るときより、包装容器のステーションにおける停止時間を長くする、
工程が実施される。
【発明の効果】
【００１３】
本願第１、第４の発明によれば、被包装物の見掛け比重、嵩密度、性状等が安定している
ときは、１回のパルス計測式充填により高い生産性を維持する一方、被包装物の見掛け比
重、嵩密度、性状等がやや不安定な場合にはパルス計測式充填を２回に分けて行うため、
充填精度の低下を招くことなく高い生産性を維持できる。また、被包装物の見掛け比重、
嵩密度、性状等がきわめて不安定な場合には、２回目の充填を掴み替え計量式で行うため
、生産性はやや低下するものの、充填精度を確実に維持できる。このように、被包装物の
見掛け重量、嵩密度、性状等の安定度合いに応じて運転モードを切り換えるため、充填精
度と生産性のバランスを取りながら、効率の良い充填が可能になる。
また本願第２、第５の発明によれば、被包装物の見掛け比重、嵩密度、性状等が安定して
いるときにはパルス計測式充填を２回に分けて行い、高い生産性を維持する一方、被包装
物の見掛け比重、嵩密度、性状等が不安定なときには、２回目の充填を掴み替え計量式で
行うため、生産性はやや低下するものの、充填精度を確実に維持できる。このように、被
包装物の見掛け重量、嵩密度、性状等の安定度合いに応じて運転モードを切り換えるため
、充填精度と生産性のバランスを取りながら、効率の良い充填が可能になる。
また、本願第３の発明によれば、計量ステーションでの計量値に応じて第２充填ステーシ
ョンで実施する補充方法として最適な方法を選択実施し、選択された補充方法によっては
必要に応じて包装容器の充填ステーションにおける停止時間を長くし、全体として、充填
精度と生産性のバランスを取りながら、効率の良い充填が可能になる　
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本願の実施の形態に係る被包装物充填装置を使用した間欠移送式縦型袋詰め包装
機の全体構成を示す模式的斜視図である。
【図２】第１充填ステーションでの第１オーガ式充填装置による充填状態を示す斜視図で
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ある。
【図３】計量ステーションで第１掴み替え計量装置で袋を掴み替えて、計量している状態
を示す斜視図である。
【図４】第２充填ステーションでパルス計測式補充運転を実施している状態を示す斜視図
である。
【図５】第２充填ステーションで掴み替え計量式補充運転を実施している状態を示す斜視
図である。
【図６】第１の実施の形態に係るフローチャートである。
【図７】第２の実施の形態に係るフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
以下図面を参照して本願発明の実施の形態に係る被包装物充填装置（以下、「充填装置」
という。）について説明する。
【００１６】
図1は本願発明の実施の形態に係る充填装置１１を使用した間欠移送式縦型袋詰め包装機
（以下「包装機」という。）１の全体構成を示す模式的斜視図である。なお、後述すると
おり本願においては２つの実施の形態について述べるが、制御方法は異なるものの、いず
れの場合も充填装置１１の構成は同じである。符号１３は図中の矢印方向に回転する回転
テーブルであり、図示しないインデックスユニット及びモータに連結され、モータの回転
角に応じて移動と停止を間欠的に繰返すようにインデックスユニットで決められている。
従ってモータの回転速度が変化するとその移動速度と停止時間は変わるが、移動、停止の
タイミングとモータの回転角度との対応関係に変化は生じない。なお、本実施の形態では
包装袋Ｂの移動軌跡は円であるが、これに限定されるものではなく、移動軌跡は直線、長
円等に形成されても良い。
【００１７】
回転テーブル１３には円周方向所定の間隔で、包装袋（以下「袋」という。）Ｂの上部両
側縁部を把持する把持装置すなわち左右のグリッパ１５が取付けられている。回転テーブ
ル１３の周囲に沿って付されたローマ数字は回転テーブル１３の周囲に沿って設定された
各種包装処理を行うためのステーションを示し、ステーションIではコンベア式マガジン
２から袋Ｂが順次グリッパ１５に供給され、グリッパ１５によって上部両側縁部を把持さ
れ、垂直状態に保持される。ステーションIIでは印字器３により袋Ｂに製造日等が印刷さ
れ、ステーションIIIでは印字検査器４で印字の検査が行われる。ステーションＩＶでは
袋Ｂを挟んで対向配置された一対の吸盤５を用いて袋Ｂの袋口を開くようになっている。
ステーションＶは被包装物を充填する第１充填ステーションであり、ステーションVＩは
袋ごと重量を計量する計量ステーションであり、これらについては後で詳述する。ステー
ションＶＩＩは第２充填ステーションであり、これについても後で詳述する。
【００１８】
ステーションVＩＩＩは清掃工程であり、ノズル６から清浄な空気を噴射して袋口のシー
ル予定部の清掃を行うと共に、袋底をタッピング部材でタッピングして、充填された被包
装物が袋底側へ堆積するのを助長する。ステーションＩＸでは一対の熱板８を用いて袋口
のシールを行い、ステーションＸでは一対の冷却板９を用いてシール部を冷却し、その後
でグリッパ１５を開いて充填済みの袋Ｂを製品排出シュート１０へと排出する。なお符合
Ｃは、後述する充填装置１１を含んでこの包装機１全体を制御する制御装置である。
【００１９】
　図２は第１充填ステーションであるステーションＶでの被包装物の充填状態を示す図で
、テーブル１３は停止している。符号１７はこのステーションＶに設置された第１オーガ
式充填装置である。第１オーガ式充填装置１７としては、背景技術において説明した従来
用いられているタイプのものを使用できる。符号１９はホッパであり、下側部分は円筒形
に形成され、下端に吐出口を備えている。ホッパ１９内には図示しないサーボモータによ
り駆動されるオーガスクリュー２１が配置され、回転することによりホッパ１９内に貯留
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された被包装物（図示せず）をその回転した角度に応じた量だけ吐出口から吐出するよう
になっている。符号２３は集塵フードであり、フランジ部２４においてホッパ１９に取り
付けられ、排出口２５を介して図示しない吸引源に接続されている。そしてその下端の吸
引口２６はグリッパ１５により保持された袋Ｂの袋口近くに位置している。このステーシ
ョンＶでは後述するとおり、後工程で実施される第２充填ステーションでの充填より多量
の被包装物が充填されるが、被包装物が例えば粉体などの場合には充填された被包装物が
僅かではあるが上方へ舞い上がる可能性がある。その場合その舞い上がる被包装物が袋Ｂ
のシール予定部に付着すると、後工程で行われる袋口のシールに悪影響を及ぼす可能性が
あるので、集塵フード２３を用いてその舞い上がる被包装物を吸引排除してそれを未然に
防止するものである。符合２７は昇降可能なガイドホッパであり、ホッパ１９の下端吐出
口から放出される被包装物が確実に袋Ｂ内に充填されるようにガイドするものであり、充
填開始前に下降してその下端が袋口内へ進入し、充填終了後に抜き出されるようになって
いる。このガイドホッパ２７も、このステーションＶでの被包装物の充填量が多く、ホッ
パ１９の吐出口も比較的に太くなっているところから設けられたものである。
【００２０】
　図３は計量ステーションであるステーションＶＩに配置された第１掴み替え計量装置３
１によりステーションＶで被包装物を充填された袋Ｂを計量している状態を示している。
テーブル１３は停止している。第１掴み替え計量装置３１は立設された支柱３２を備え、
この支柱３２には昇降部材３３が適宜手段で昇降自在に取り付けられている。そして昇降
部材３３の自由端側には計量器３４が取り付けられ、計量器３４には袋Ｂの両側縁部上端
部付近を挟持可能な一対のチャック３５が取り付けられている。図は、昇降部材３３が下
降端位置に下降し、袋Ｂがグリッパ１５からチャック３５へ掴み替えられ、計量器３４に
より計量されている状態を示している。
【００２１】
図４及び図５は、第２充填ステーションであるステーションＶＩＩに配置された第２オー
ガ式充填装置４１と第２掴み替え計量装置５１とを示しており、図４は後述するパルス計
測式補充運転を行っている状態を示し、図５は掴み替え計量式補充運転を行っている状態
を示している。第２オーガ式充填装置４１は前述の第１オーガ式充填装置１７と同様に、
ホッパ４３とオーガスクリュー４５とを備えている。後述するようにこのステーションＶ
ＩＩで補充される被包装物の量はステーションＶで充填される量よりはるかに少ないので
、第２オーガ式充填装置４１は第１オーガ式充填装置１７より全体的に小型のものが使用
されている。なお、第１オーガ式充填装置１７に付随して設けられている集塵フード２３
とガイドホッパ２７に相当するものは使用されていない。
【００２２】
第２掴み替え計量装置５１も第１掴み替え計量装置３１と同様の構成からなり、支柱５２
と、昇降部材５３と、計量器５４と、一対のチャック５５とを備えている。これらの詳細
な説明は省略する。図４はパルス計測式補充運転の状態を示しており、袋Ｂはグリッパ１
５により保持されて、オーガスクリュー４５は所定のパルス数だけ図示しないサーボモー
タにより回転させられて被包装物の補充を行うようになっている。第２掴み替え計量装置
５１は非作動である。一方図５は掴み替え計量式補充運転の状態を示しており、袋Ｂはグ
リッパ１５からチャック５５へ掴み替えられ、計量器５４による計測値が所定の値に達す
るまでオーガスクリュー４５が回転して被包装物の補充を行うようになっている。前述し
たとおり、以下に説明する第１の実施の形態と第２の実施の形態とで同じ構成の充填装置
１１が使用されるが、その制御方法が異なる。先ず第１の実施の形態について、図６のフ
ローチャートを参照しながら説明するが、その説明の前に以下の説明において使用される
用語について説明する。
【００２３】
　（１）目標充填量とは、袋Ｂに充填する被包装物の全量の目標値である。
（２）基準パルス数とは、目標充填量を充填するのに必要な角度だけ第１オーガ式充填装
置１７のサーボモータが回転する間にサーボモータから発せられるパルス数である。この
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基準パルス数は後述の通り包装機１の運転中に必要に応じて補正される。
（３）実パルス数とは、オーガ式充填装置で充填中にサーボモータから発せられるパルス
数で、カウンタにより計数される。
（４）許容充填範囲とは予め定められた上下の閾値の間の範囲であり、袋Ｂへ充填された
実際の被包装物の重量がこの範囲内にあれば製品として合格、入らなければ不合格とされ
る。
（４）許容充填範囲下限値とは、上記許容充填範囲の下限側の値であり、第１閾値として
使用される。
（５）第２閾値とは、第１閾値より小さい予め定められた値である。
以下、順を追って説明する。
【００２４】
包装機１の起動スイッチが入れられると、図６のステップＳ１（以下では（ステップ）の
語を省略する。）で制御がスタートする。袋口を開かれた袋ＢがステーションＶに到達し
て停止する。この時前述のとおり、ガイドホッパ２７が下降し、集塵フード２３内に吸引
が作用する。Ｓ２で第１オーガ式充填装置１７による充填の開始指令が出され、充填が開
始されると共に、サーボモータの発するパルスが実パルス数としてカウンタにより計数さ
れる（Ｓ３）。Ｓ４において実パルス数と基準パルス数とが比較され、判定がＮＯであれ
ばＳ３にもどり、ＹＥＳであればＳ５に進んで第１オーガ式充填の停止指令が出される。
ここでガイドホッパ２７は上昇し、集塵フード２３内への吸引作用が停止する。次いでテ
ーブル１３が回転して袋ＢはステーションＶＩに移送されて停止する。
【００２５】
次いでＳ６で第１掴み替え指令が出され、第１掴み替え計量装置３１の昇降部材３３が上
昇端位置から下降端位置へ下降して停止し、グリッパ１５によって保持されている袋Ｂは
チャック３５により掴み替えられる。次いでＳ７で重量チェック指令が出されて計量器３
４による袋Ｂの計量が行われる。そしてＳ８でその計量値と目標充填量との比較が行われ
、判定がＹＥＳであればＳ９へ進んで第１掴み戻し指令が出され、袋Ｂはチャック３５か
らグリッパ１５へ掴み替えられ、制御はＳ２へ戻る。ステーションＶＩの袋はステーショ
ンＶＩＩへ送られる。
【００２６】
　Ｓ８での判定がＮＯの場合Ｓ１０へ進み、ここで基準パルス数の補正指令が出される。
すなわち、Ｓ８で計量値と目標充填量が比較されてそれらが異なる場合、両者の差が算出
され、その差分だけの被包装物を第１オーガ式充填装置１７で充填する際のサーボモータ
のパルス数が計算され、その算出されたパルス数を前の基準パルス数に加算或いは減算し
て基準パルス数を補正する。次いでＳ１１で先の計量値が許容充填範囲内にあるかどうか
の判定が行われる。判定がＹＥＳであればＳ１２で第１掴み戻し指令が出され、袋Ｂはチ
ャック３５からグリッパ１５へ掴み戻される。そして制御はＳ２に戻る。一方判定がＮＯ
である場合はＳ１３に進み、そこで計量値が第１閾値である許容充填範囲の下限値との比
較が行われる。判定がＹＥＳの場合は袋Ｂに充填された被包装物の量が許容充填範囲の上
限値を超えていることを意味するので、Ｓ１４に進んで第１掴み戻し指令が出され、袋Ｂ
はチャック３５からグリッパ１５に掴み戻される。そしてＳ１５で充填量過多不良信号が
出され、制御はＳ２へ戻る。その袋は後工程において不良品として排出される。
【００２７】
Ｓ１３での判定がＮＯの場合、Ｓ１６へ進んで第２閾値との比較が行われる。前述のとお
り第２閾値は第１閾値より小さい、予め定められた値である。判定がＹＥＳの場合、被包
装物の補充モードとしてパルス計測式補充運転モードが選択されることとなり、Ｓ１７へ
進んで被包装物の充填量の不足量が算出され、その不足量分だけ第２オーガ式充填装置４
１で充填する際に、そのサーボモータが発することとなるパルス数（不足パルス数）に変
換される。次いでＳ１８で第１掴み戻し指令が出されて袋Ｂは第１計量装置３１のチャッ
ク３５からグリッパ１５へ掴み戻される。ここで袋Ｂは次の工程、すなわちステーション
ＶＩＩへ送られる。



(12) JP 5718766 B2 2015.5.13

10

20

30

40

50

【００２８】
次いでＳ１９で第２オーガ式充填開始指令が出され、グリッパ１５により保持された袋Ｂ
へ第２オーガ式充填装置４１による被包装物の補充が開始される。Ｓ２０でその補充を行
っている際の第２オーガ式充填装置４１のサーボモータのパルス数すなわち実パルス数が
カウントされ、Ｓ２１でそのカウントされた実パルス数と先に求められた不足パルス数と
の比較が行われ、判定がＮＯであればＳ２０へ戻り、ＹＥＳであればＳ２２へ進んで第２
オーガ式充填停止指令が出され、第２オーガ式充填装置４１による充填が停止され、次い
でＳ２へ戻る。
【００２９】
一方Ｓ１６で判定がＮＯであった場合、掴み替え計量式補充運転モードが選択されること
となり、先ずＳ２３で第１掴み戻し指令が出されて袋Ｂは第１計量装置３１のチャック３
５からグリッパ１５へ掴み戻される。ここで袋Ｂは次の工程、ステーションＶＩＩへ送ら
れる。そしてＳ２４で第２掴み替え指令が出され、第２計量装置５１の昇降部材５３が上
昇端位置から下降端位置へ下降して停止し、袋Ｂはグリッパ１５から第２計量装置５１の
チャック５５へ掴み替えられる。ここでテーブル駆動停止指令がＳ２５で出される。この
指令は、テーブル１３を回転させているモータ（図示せず）そのものを停止させるもので
あり、この停止指令により、この掴み替え計量式補充運転モードを実施する際にはテーブ
ル１３の停止時間がインデックスユニットで決められた停止時間より長くなる。すなわち
、テーブル１３の通常の停止時間は、前述のパルス計測式補充運転モードを実施する際に
、袋Ｂの掴み替えを行わず、グリッパ１５で袋Ｂを保持したまま充填するのに必要な時間
となるようにインデックスユニットが選定されている。そして掴み替え計量式補充運転を
行う場合には第２掴み替え計量装置５１による掴み替えを行うため、それに要する分だけ
長くテーブル１３を停止させておく必要があり、その為に本実施の形態ではテーブル１３
を回転させているモータを停止させるようにしている。勿論、掴み替え計量式補充運転を
行う場合にパルス計測式補充充填運転を行う場合よりテーブル１３の停止時間が長くなる
ように、モータ速度を制御しても良い。
【００３０】
　次いで制御はＳ２６へ進み、第２オーガ式充填開始指令が出され、第２オーガ式充填装
置４１による充填を開始する。それと同時にＳ２７で充填時間計測開始指令が出され、充
填時間の計測を開始する。Ｓ２８で重量チェック指令が出されて第２計量装置５１の計量
器５４により袋Ｂの計量が行われる。そしてＳ２９でその計量値と目標充填量との比較判
定が行われ、判定がＹＥＳである場合にはＳ３０へ進み、第２オーガ式充填停止指令が出
されて第２オーガ式充填装置４１が停止され、同時にＳ３１で充填時間リセット指令が出
され、計測していた充填時間がリセットされる。次いでＳ３２でテーブル駆動再起動指令
が出され、テーブル１３を回転させるモータが再起動される。そしてＳ３３で第２掴み戻
し指令が出されて袋Ｂは第２掴み替え計量装置５１のチャック５５からグリッパ１５へ掴
み戻される。そして制御はＳ２へ戻る。
【００３１】
　一方Ｓ２９で判定がＮＯであった場合はＳ３４へ進み、計測されている充填時間が予め
定められた許容時間と比較される。許容時間より短いときはＳ２８へ戻る。判定がＮＯ、
すなわち充填時間が許容時間より長くなっている場合はＳ３５で異常信号出力指令が出さ
れ、ブザーなど警報が発せられる。すなわち、充填時間が許容時間より長く掛かっている
ということは、第２オーガ式充填装置４１のホッパ４３内が空になっている、すなわちタ
ンク内レベルがゼロになっているなどの異常を示しているので、包装機１を停止して点検
を行うようにするものである。そしてＳ３６で充填時間がリセットされる。
【００３２】
次に図７を参照して第２の実施の形態について説明する。第２の実施の形態では、第１の
実施の形態では使用されなかった「基準充填量」という用語が使用される。この基準充填
量としては、目標充填量の例えば９０％の重量が採用される。そして、「基準パルス数」
という用語は、第１の実施の形態の場合とは異なり、この第２の実施の形態では基準充填
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量を充填するのに必要な角度だけ第１オーガ式充填装置１７のサーボモータが回転する間
にサーボモータから発せられるパルス数として使用される。この場合の基準パルス数も後
述の通り包装機１の運転中に必要に応じて補正される。上記からわかるとおり、前述の第
１の実施の形態では、被包装物の状態が安定しているときには１回のパルス計測式充填で
目標充填量を充填し、不安定な場合に掴み替え計量式充填或いは２回目のパルス計測式充
填を追加的に実施して不足分を補充するのであるが、この第２の実施の形態では、最初か
ら２回に分けて充填するものであり、その２回目の充填モードとして被包装物の状態に応
じてパルス計測式充填或いは掴み替え計量式充填を選択するものである。以下、説明する
。　　
【００３３】
包装機１の起動スイッチが入れられると、図７のＳ１で制御がスタートする。袋口を開か
れた袋ＢがステーションＶに到達して停止すると、Ｓ２で第１オーガ式充填装置１７によ
る充填の開始指令が出され、充填が開始されると共に、サーボモータの発するパルスが実
パルス数としてカウンタにより計数される（Ｓ３）。Ｓ４において実パルス数と基準パル
ス数とが比較され、判定がＮＯであればＳ３にもどり、ＹＥＳであればＳ５に進んで第１
オーガ式充填の停止指令が出される。ここでテーブル１３が回転して袋Ｂはステーション
ＶＩに移送されて停止する。なお、集塵フード２３とガイドホッパ２７とは第１の実施の
形態の場合と同様に作動する。
【００３４】
次いでＳ６で第１掴み替え指令が出され、第１掴み替え計量装置３１の昇降部材３３が上
昇端位置から下降端位置へ下降して停止し、グリッパ１５によって保持されている袋Ｂは
チャック３５により掴み替えられる。次いでＳ７で重量チェック指令が出されて計量器３
４による袋Ｂの計量が行われる。そしてＳ８でその計量値と基準充填量との比較が行われ
、判定がＹＥＳであればＳ９へ進み、ここで目標充填量と計量された実際の充填量とから
不足量が算出され、その不足量がパルス数（不足パルス数）に変換される。すなわち、そ
の不足量を第２オーガ式充填装置４１で充填する際にサーボモータから発せられるパルス
数に変換する。そしてＳ１０で第１掴み戻し指令が出され、袋Ｂはチャック３５からグリ
ッパ１５へ掴み替えられる。そしてステーションＶＩの袋はステーションＶＩＩへ送られ
る。次にＳ１１で第２オーガ式充填開始指令が出され、第２オーガ式充填装置４１による
被包装物の補充が開始され、その際に発せられるパルスを実パルスとしてＳ１２でカウン
トする。Ｓ１３で実パルス数とＳ９で得られた不足パルス数との比較が行われ、判定がＮ
ＯならＳ１２へ戻る。一方判定がＹＥＳであればＳ１４で第２オーガ式充填停止指令が出
され、第２オーガ式充填装置４１による補充充填が停止され、Ｓ２へ戻る。
【００３５】
Ｓ８での判定がＮＯの場合はＳ１５へ進み、ここで基準パルス数の補正指令が出される。
すなわち、Ｓ８で計量値と基準充填量が比較されてそれらが異なる場合、両者の差が算出
され、その差分だけの被包装物を第１オーガ式充填装置１７で充填する際のサーボモータ
のパルス数が計算され、その算出されたパルス数を前の基準パルス数に加算或いは減算し
て基準パルス数を補正する。次いでＳ１６で先の計量値が基準充填量の許容充填範囲内に
あるかどうかの判定が行われる。判定がＹＥＳであればＳ９へ進み、以下先に説明した順
に制御が進められる。
【００３６】
一方判定がＮＯである場合はＳ１７に進み、そこで計量値が許容充填範囲の下限値との比
較が行われる。判定がＹＥＳの場合は袋Ｂに充填された被包装物の量が基準充填量の許容
される充填範囲の上限値を超えていることを意味するので、Ｓ１８に進んで第１掴み戻し
指令が出され、袋Ｂはチャック３５からグリッパ１５に掴み戻される。そしてＳ１９で充
填量過多不良信号が出され、制御はＳ２へ戻る。その袋は後工程において不良品として排
出される。
【００３７】
Ｓ１７での判定がＮＯの場合、Ｓ２０へ進み、そこで第１掴み戻し指令が出されて袋Ｂは
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第１計量装置３１のチャック３５からグリッパ１５へ掴み戻される。ここで袋Ｂは次の工
程、すなわちステーションＶＩＩへ送られる。次いでＳ２１で第２掴み替え指令が出され
、第２計量装置５１の昇降部材５３が上昇端位置から下降端位置へ下降して停止し、袋Ｂ
はグリッパ１５から第２計量装置５１のチャック５５へ掴み替えられる。ここでテーブル
駆動停止指令がＳ２２で出される。この指令は第１の実施の形態のＳ２３で出される指令
と同様の指令であり、テーブル１３を回転させているモータ（図示せず）そのものを停止
させるものである。そしてこの第２の実施の形態では、テーブル１３の通常の停止時間と
しては、前述のＳ１１～Ｓ１４で実施される、第２掴み替え計量装置５１による袋Ｂの掴
み替えを行わずにグリッパ１５で袋Ｂを保持したまま充填する際に必要な時間となるよう
にインデックスユニットが選定されている。しかし、Ｓ２１以下で実施される補充では、
前述のとおりＳ２１で第２計量装置５１のチャック５５による袋Ｂの掴み替えが行われる
ので、その分、Ｓ１１～Ｓ１４のステップを実施する場合より、テーブル１３の停止時間
を長くする必要があり、このためにテーブル１３を回転させているモータを停止させるよ
うにしている。勿論、第１の実施の形態に関連して説明したように、Ｓ２１以降のステッ
プを実施する場合にＳ１１～Ｓ１４を実施する場合よりテーブル１３の停止時間が長くな
るように、モータの速度を制御しても良い。
【００３８】
　次いで制御はＳ２３へ進み、第２オーガ式充填開始指令が出され、第２オーガ式充填装
置４１による充填を開始する。それと同時にＳ２４で充填時間計測開始指令が出され、充
填時間の計測を開始する。Ｓ２５で重量チェック指令が出されて第２計量装置５１の計量
器５４により袋Ｂの計量が行われる。そしてＳ２６でその計量値と目標充填量との比較判
定が行われ、判定がＹＥＳである場合にはＳ２７へ進み、第２オーガ式充填停止指令が出
されて第２オーガ式充填装置４１が停止され、同時にＳ２８で充填時間リセット指令が出
され、計測していた充填時間がリセットされる。次いでＳ２９でテーブル駆動再起動指令
が出され、テーブル１３を回転させるモータが再起動される。そしてＳ３０で第２掴み戻
し指令が出されて袋Ｂは第２掴み替え計量装置５１のチャック５５からグリッパ１５へ掴
み戻される。そして制御はＳ２へ戻る。
【００３９】
　一方Ｓ２６で判定がＮＯであった場合、Ｓ３１へ進み、計測されている充填時間が予め
定められた許容時間と比較される。許容時間より短いときはＳ２５へ戻る。判定がＮＯ、
すなわち充填時間が許容時間より長くなっている場合はＳ３２で異常信号出力指令が出さ
れ、ブザーなど警報が発せられる。すなわち、充填時間が許容時間より長く掛かっている
ということは、第２オーガ式充填装置４１のホッパ４３内が空になっている、すなわちタ
ンク内レベルがゼロになっているなどの異常を示しているので、包装機１を停止して点検
を行うようにするものである。そしてＳ３３で充填時間がリセットされる。
【００４０】
　なお、上記のいずれの実施の形態においても、一般的には生産運転開始時には、被包装
物の見掛け比重、嵩密度、性状等は前日の生産運転終了時に比して大きく変化している場
合が多い。従って必然的に生産運転開始時には補充運転モードとして掴み替え計量式補充
運転モードが選択されることとなる。その際に、最初の補充工程における充填時に、第２
オーガ式充填装置４１のサーボモータのパルス数を計測する一方、第２掴み替え計量装置
５１からの信号に基づいて補充工程で実際に充填される重量を計量し、計測されたパルス
数と補充された重量値とから単位パルス当たりの充填量（以下、充填量／１パルス）を算
出し、掴み替え計量式補充運転モードが選択されている間、補充工程における充填の都度
、充填量／１パルスを算出してその値を更新するのが望ましい。なぜなら、その後におい
て被包装物の見掛け重量、嵩密度、性状等が安定し、パルス計測式補充運転モードに移行
した際に、不足量と充填量／１パルスの最新の値に基づいて不足パルス数を算出すること
ができ、補充工程における充填精度を上げられるからである。充填量／１パルスは事前の
テスト等に基づいて固定値として予め設定し、それに基づいて不足パルス数を算出するこ
ともできるが、上記のように構成すれば、充填量／１パルスの算出、更新が自動で行われ
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