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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の計量容器に物品を小分けし、小分けされた前記物品の合計重量が所定範囲内とな
るように前記計量容器の組み合わせを選択し、選択された前記組み合わせに含まれる前記
計量容器から前記物品を排出する計量装置と、
　包材から袋を成形しつつ、前記計量装置から排出された前記物品を前記袋で受けて包装
する包装装置と、
　前記計量装置および前記包装装置を制御する制御部と、
を備え、
　前記包装装置は、
　　前記包材を横方向に挟み込んでシールするための一対のシール部と、
　　前記一対のシール部による前記物品の噛み込みを、前記物品の包装中に検知する検知
部と、
　を有し、
　前記制御部は、前記検知部が前記物品の噛み込みを検知した場合に、前記物品の噛み込
みに関する噛み込み情報を取得し、前記噛み込み情報に基づいて、前記検知部が噛み込み
を検知した前記物品よりも後に前記計量装置が排出する前記物品に関する、前記計量装置
の複数の前記計量容器からの排出動作を調整する、
計量包装システム。
【請求項２】
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　前記制御部は、前記計量容器から前記物品が排出されるタイミングを調整する、
請求項１に記載の計量包装システム。
【請求項３】
　前記計量装置は、前記組み合わせに含まれる前記計量容器から所定の時間間隔を空けて
前記物品を排出し、
　前記制御部は、前記時間間隔を調整する、
請求項１または２に記載の計量包装システム。
【請求項４】
　前記制御部は、前記計量装置によって選択される前記組み合わせに含まれる前記計量容
器の数を調整する、
請求項１から３のいずれか１項に記載の計量包装システム。
【請求項５】
　前記制御部は、前記計量装置によって選択される前記組み合わせに含まれる前記計量容
器の位置を調整する、
請求項１から４のいずれか１項に記載の計量包装システム。
【請求項６】
　前記制御部は、前記計量装置によって選択される前記組み合わせに含まれる前記計量容
器内の前記物品の重量に基づいて、前記計量容器から前記物品を排出する順番を調整する
、
請求項１から５のいずれか１項に記載の計量包装システム。
【請求項７】
　前記制御部は、前記検知部が前記物品の噛み込みを検知した場合に、前記包装装置が前
記物品を包装する速度を調整する、
請求項１から６のいずれか１項に記載の計量包装システム。
【請求項８】
　前記制御部は、前記物品の噛み込み発生率が目標上限値を上回ると、前記計量装置の前
記排出動作を調整する、
請求項１から７のいずれか１項に記載の計量包装システム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、物品を組み合わせ計量し、計量された物品を包装する計量包装システムに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、組み合わせ計量装置と包装装置とを備える計量包装システムが用いられている。
組み合わせ計量装置は、複数の計量容器に物品を小分けし、小分けされた物品の合計重量
が所定範囲内となるように計量容器の組み合わせを選択して、計量容器から物品を排出す
る。包装装置は、チューブ状に成形された包材の下端部を横シールした後、計量容器から
排出された物品を包材の内側に投入して、包材の上端部を横シールすることにより、物品
が封入された袋を製造する。
【０００３】
　特許文献１（特開２０１０－１３７９５３号公報）には、組み合わせ計量装置の集合ホ
ッパが開示されている。この集合ホッパは、被計量物である物品を貯留部で貯留し、貯留
された物品を、一対のゲートを開いたときに形成される下部開口から落下排出させること
により、下部開口の下方に配置された包装装置の受入れ口へ物品を供給する。貯留部は、
下方に向かうにつれて先細りの形状となっている。貯留部を形成する各ゲートの内面は、
曲面状となっている。そのため、物品が微粉の発生しやすいスナック菓子等であっても、
ゲートを開いたときに物品の微粉が遅れて落下することによる、包装装置でのシール不良
および物品詰まりを防止できる。
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、従来の計量包装システムは、横シール機構が物品を噛み込むこと等によるシー
ル不良、および、組み合わせ計量装置から排出された物品の詰まり等の異常を検知した場
合に、システム全体をただちに停止させたり、包装装置の下流側に設置される検査装置を
用いて、物品が噛み込まれた状態で横シールされた袋を検知して除去したりする。そのた
め、システムの停止、および、異常が検知された袋の除去によって、組み合わせ計量装置
および包装装置の動作効率が低下するという問題点があった。
【０００５】
　本発明の目的は、物品を包装する際に異常を検知しても、組み合わせ計量装置および包
装装置の動作を自動的に調整して、動作の最適化を図ることができる計量包装システムを
提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る計量包装システムは、計量装置と、包装装置と、制御部とを備える。計量
装置は、複数の計量容器に物品を小分けし、小分けされた物品の合計重量が所定範囲内と
なるように計量容器の組み合わせを選択し、選択された組み合わせに含まれる計量容器か
ら物品を排出する。包装装置は、包材から袋を成形しつつ、計量装置から排出された物品
を袋で受けて包装する。制御部は、計量装置および包装装置を制御する。包装装置は、一
対のシール部と、検知部とを有する。一対のシール部は、包材を横方向に挟み込んでシー
ルするためのものである。検知部は、一対のシール部による物品の噛み込みを検知する。
制御部は、検知部が物品の噛み込みを検知した場合に、物品の噛み込みに関する噛み込み
情報を取得し、噛み込み情報に基づいて計量装置の動作を調整する。
【０００７】
　この計量包装システムは、包装装置の一対のシール部が、包材を横方向にシールする際
に物品も噛み込んでしまう噛み込み異常を検知する。計量包装システムの制御部は、噛み
込み異常を検知すると、噛み込み情報に基づいて、噛み込み異常がこれ以上起こらないよ
うに、計量装置の動作を制御する。噛み込み情報は、例えば、一対のシール部において物
品が噛み込まれた位置である。制御部は、計量装置による物品の排出タイミング等を制御
する。従って、計量包装システムは、物品を包装する際に異常を検知しても、計量装置お
よび包装装置の動作を自動的に調整して、動作の最適化を図ることができる。
【０００８】
　また、制御部は、計量容器から物品が排出されるタイミングを調整することが好ましい
。
【０００９】
　この計量包装システムは、計量容器から排出された物品が一対のシール部に噛み込まれ
ないように、物品が排出されるタイミングを調整する。
【００１０】
　また、計量装置は、組み合わせに含まれる計量容器から所定の時間間隔を空けて物品を
排出し、制御部は、時間間隔を調整することが好ましい。
【００１１】
　この計量包装システムは、複数の計量容器から排出された物品が、落下中に互いに衝突
して詰まらないように、例えば、複数の計量容器から物品を１つずつ排出する際の時間間
隔を長くすることで、計量装置から物品を分散させて排出する。これにより、計量装置か
ら排出される物品の落下挙動が安定する。
【００１２】
　また、制御部は、計量装置によって選択される組み合わせに含まれる計量容器の数を調
整することが好ましい。
【００１３】
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　この計量包装システムは、複数の計量容器から排出された物品が、落下中に互いに衝突
して詰まらないように、例えば、物品を排出する計量容器の数を増やすことで、計量装置
から物品を分散させて排出する。これにより、計量装置から排出される物品の落下挙動が
安定する。
【００１４】
　また、制御部は、計量装置によって選択される組み合わせに含まれる計量容器の位置を
調整することが好ましい。
【００１５】
　この計量包装システムは、複数の計量容器から排出された物品が、落下中に互いに衝突
して詰まらないように、物品を排出する計量容器の位置を調整する。これにより、計量装
置から排出される物品の落下挙動が安定する。
【００１６】
　また、制御部は、計量装置によって選択される組み合わせに含まれる計量容器内の物品
の重量に基づいて、計量容器から物品を排出する順番を調整することが好ましい。
【００１７】
　この計量包装システムは、複数の計量容器から排出された物品が、落下中に互いに衝突
して詰まらないように、複数の計量容器から物品を１つずつ排出する際の順番を調整する
。これにより、計量装置から排出される物品の落下挙動が安定する。
【００１８】
　また、制御部は、検知部が物品の噛み込みを検知した場合に、包装装置が物品を包装す
る速度を調整することが好ましい。
【００１９】
　この計量包装システムは、計量容器から排出された物品が一対のシール部に噛み込まれ
ないように、例えば、包装装置の包装能力を一時的に低下させる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明に係る計量包装システムは、物品を包装する際に異常を検知しても、組み合わせ
計量装置および包装装置の動作を自動的に調整して、動作の最適化を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の一実施形態である計量包装システムの斜視図である。
【図２】計量包装システムの側面図である。
【図３】計量包装システムの概略的な構成を示す正面図である。
【図４】製袋包装ユニットの概略的な構成を示す斜視図である。
【図５】製袋包装ユニットの横シール機構を右方向から見た側面図である。
【図６】横シール機構の一対のシールジョーの軌跡を右方向から見た側面図である。
【図７】横シール機構の一対のシールジョーがシール動作を行っている状態の側面図であ
る。
【図８】制御ユニットのブロック図である。
【図９】組合せ計量ユニットを上から見た場合において、１０個の計量ホッパの配置を模
式的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　本発明の実施形態について、図面を参照しながら説明する。以下に説明される実施形態
は、本発明の具体例の一つであって、本発明の技術的範囲を限定するものではない。
【００２３】
　（１）計量包装システムの全体構成
　図１は、本発明の一実施形態である計量包装システム１００の斜視図である。図２は、
計量包装システム１００の側面図である。図３は、計量包装システム１００の概略的な構
成を示す正面図である。計量包装システム１００は、主として、組合せ計量ユニット２と
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、製袋包装ユニット３と、フィルム供給ユニット４と、操作スイッチ５と、液晶ディスプ
レイ６と、制御ユニット７（図８参照）とを備える。
【００２４】
　組合せ計量ユニット２は、所定量の被包装物Ｃを組み合わせ計量により計り取る。本実
施形態において、被包装物Ｃは、例えば、ポテトチップスのような、軽くて脆い食品であ
る。組合せ計量ユニット２は、計り取った被包装物Ｃを下方に排出して、製袋包装ユニッ
ト３に供給する。組合せ計量ユニット２の詳細な構成および動作については後述する。
【００２５】
　製袋包装ユニット３は、組合せ計量ユニット２の下方に配置される。製袋包装ユニット
３は、組合せ計量ユニット２から被包装物Ｃが供給されるタイミングに合わせて、供給さ
れた被包装物ＣをフィルムＦで包装する。フィルムＦは、シート状の薄い包材である。製
袋包装ユニット３は、フィルムＦをシールする過程で、被包装物Ｃが密封された袋Ｂを製
造する。製袋包装ユニット３の詳細な構成および動作については後述する。
【００２６】
　フィルム供給ユニット４は、製袋包装ユニット３に隣接して設置される。フィルム供給
ユニット４は、フィルムＦを製袋包装ユニット３に供給する。フィルム供給ユニット４に
は、フィルムＦが巻かれたフィルムロール４ａがセットされている。フィルム供給ユニッ
ト４は、フィルムロール４ａからフィルムＦを繰り出して、製袋包装ユニット３に供給す
る。
【００２７】
　操作スイッチ５および液晶ディスプレイ６は、計量包装システム１００本体の前面に取
り付けられている。液晶ディスプレイ６は、操作スイッチ５の操作者が視認できる位置に
配置されている、タッチパネル式のディスプレイである。操作スイッチ５および液晶ディ
スプレイ６は、計量包装システム１００に対する指示、および、計量包装システム１００
に関する設定を受け付ける入力装置として機能する。液晶ディスプレイ６は、計量包装シ
ステム１００に関する情報を表示する出力装置として機能する。
【００２８】
　制御ユニット７は、ＣＰＵ、ＲＯＭおよびＲＡＭ等から構成されるコンピュータである
。制御ユニット７は、組合せ計量ユニット２、製袋包装ユニット３、フィルム供給ユニッ
ト４、操作スイッチ５および液晶ディスプレイ６に接続されている。制御ユニット７は、
操作スイッチ５および液晶ディスプレイ６からの入力に基づいて、組合せ計量ユニット２
、製袋包装ユニット３およびフィルム供給ユニット４を制御し、液晶ディスプレイ６に各
種の情報を出力する。制御ユニット７の詳細な構成および動作については後述する。
【００２９】
　（２）組合せ計量ユニットの構成
　組合せ計量ユニット２は、所定量の被包装物Ｃを計り取るための計量機である。組合せ
計量ユニット２によって計量された被包装物Ｃは、製袋包装ユニット３に供給される。組
合せ計量ユニット２は、主として、分散フィーダ２１と、複数のトラフ２２と、複数のプ
ールホッパ２３と、複数の計量ホッパ２４と、集合シュート２５と、複数の重量センサ２
６とを備える。
【００３０】
　組合せ計量ユニット２に計量対象となる被包装物Ｃが供給されると、供給された被包装
物Ｃは、分散フィーダ２１の中央部付近に落下させられる。図３に示されるように、分散
フィーダ２１の周縁には、複数のトラフ２２が設けられている。分散フィーダ２１および
トラフ２２には、加振装置（図示せず）からの振動が付与されている。これにより、図３
の矢印で示されるように、分散フィーダ２１に供給された被包装物Ｃは、各トラフ２２を
経由して落下し、各トラフ２２に対応するプールホッパ２３に貯留される。
【００３１】
　各プールホッパ２３は、各プールホッパ２３に対応する計量ホッパ２４の上方に配置さ
れている。プールホッパ２３は、対応する計量ホッパ２４に供給する被包装物Ｃを一時的
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に貯留する。各計量ホッパ２４は、重量センサ２６を有している。重量センサ２６は、対
応する計量ホッパ２４に供給される被包装物Ｃの重量に応じた荷重信号を出力する。重量
センサ２６は、例えば、ロードセルである。
【００３２】
　組合せ計量ユニット２による被包装物Ｃの組み合わせ計量は次の手順によって実行され
る。最初に、各計量ホッパ２４に貯留される被包装物Ｃの重量が重量センサ２６により検
出される。次に、検出された各重量の組合せによって得られる総和のうち、所望値に最も
近い組合せが演算により得られる。所望値は、製袋包装ユニット３に供給される所定量の
被包装物Ｃの重量である。次に、得られた組合せに対応する計量ホッパ２４から集合シュ
ート２５に向けて被包装物Ｃが排出される。その結果、集合シュート２５に排出された所
定量の被包装物Ｃは、製袋包装ユニット３に供給される。そして、被包装物Ｃが排出され
て空となった計量ホッパ２４に被包装物Ｃが補充されることにより、再度、所定量の被包
装物Ｃを計り取る組み合わせ計量が実行される。
【００３３】
　なお、本実施形態では、組合せ計量ユニット２は、１０個の計量ホッパ２４を備えてい
るとする。組合せ計量ユニット２を上方から鉛直方向に沿って見た場合、１０個の計量ホ
ッパ２４は、仮想的な円周上に沿って等間隔に並んでいる（図９参照）。
【００３４】
　（３）製袋包装ユニットの構成
　図４は、製袋包装ユニット３の概略的な構成を示す斜視図である。以下の説明において
、「前（正面）」、「後（背面）」、「上」、「下」、「左」および「右」からなる６つ
の方向を、図４に示されるように定義する。
【００３５】
　製袋包装ユニット３は、主として、成形機構１３と、プルダウンベルト機構１４と、縦
シール機構１５と、横シール機構１６と、ロータリエンコーダ４０とを備える。成形機構
１３は、フィルム供給ユニット４から供給されるシート状のフィルムＦを筒状に成形する
。プルダウンベルト機構１４は、筒状に成形されたフィルムＦを下方に搬送する。縦シー
ル機構１５は、筒状に成形されたフィルムＦの両端部の重なり部分を、搬送方向と平行な
縦方向にシールして、筒状フィルムＦｃを形成する。横シール機構１６は、筒状フィルム
Ｆｃを、搬送方向と直交する横方向に２箇所シールして、上端部および下端部が横シール
された袋Ｂを形成する。ロータリエンコーダ４０は、横シール機構１６による筒状フィル
ムＦｃの被シール部分における噛み込みを検知する。
【００３６】
　　（３－１）成形機構
　成形機構１３は、チューブ１３ａとフォーマ１３ｂとを有する。チューブ１３ａは、上
端および下端が開口している、円筒形状の部材である。チューブ１３ａの上端の開口には
、組合せ計量ユニット２から供給される被包装物Ｃが投入される。フォーマ１３ｂは、チ
ューブ１３ａを取り囲むように配置されている。フィルム供給ユニット４のフィルムロー
ルから繰り出されてきたフィルムＦは、チューブ１３ａとフォーマ１３ｂとの間の隙間を
通過する際に、チューブ１３ａに巻き付いて筒状に成形される。チューブ１３ａおよびフ
ォーマ１３ｂは、製造する袋Ｂの大きさに応じて取り替えることができる。
【００３７】
　　（３－２）プルダウンベルト機構
　プルダウンベルト機構１４は、チューブ１３ａに巻き付いたフィルムＦを吸着しながら
下方に搬送する。プルダウンベルト機構１４は、主として、駆動ローラ１４ａ、従動ロー
ラ１４ｂおよび一対のベルト１４ｃを有する。一対のベルト１４ｃは、図４に示されるよ
うに、チューブ１３ａの左右両側においてチューブ１３ａを挟むように配置され、筒状に
成形されたフィルムＦを吸着する機構を有する。プルダウンベルト機構１４は、駆動ロー
ラ１４ａおよび従動ローラ１４ｂによって一対のベルト１４ｃが回転駆動することで、筒
状に成形されたフィルムＦを下方に搬送する。
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【００３８】
　　（３－３）縦シール機構
　縦シール機構１５は、筒状に成形されたフィルムＦを縦方向（図４では、上下方向）に
シールする。縦シール機構１５は、チューブ１３ａの正面側に配置される。縦シール機構
１５は、駆動機構（図示せず）によって、チューブ１３ａに近づくように、あるいは、チ
ューブ１３ａから遠ざかるように前後方向に移動する。
【００３９】
　縦シール機構１５が駆動機構によってチューブ１３ａに近づくように駆動することで、
チューブ１３ａに巻き付いたフィルムＦの縦方向の重なり部分は、縦シール機構１５とチ
ューブ１３ａとの間に挟まれる。縦シール機構１５は、駆動機構によってフィルムＦの重
なり部分を一定の圧力でチューブ１３ａに押し付けながら加熱することで、フィルムＦの
重なり部分を縦方向に熱シールして、筒状フィルムＦｃを形成する。縦シール機構１５は
、フィルムＦの重なり部分を加熱するヒータ、および、フィルムＦの重なり部分と接触す
るヒータベルト等を有している。
【００４０】
　　（３－４）横シール機構
　横シール機構１６は、後述するように、一対のシールジョー５１（シールジョー５１ａ
およびシールジョー５１ｂ）、又は、一対のシールジョー５２（シールジョー５２ａおよ
びシールジョー５２ｂ）により、下向きに搬送される筒状フィルムＦｃの被シール部分を
、筒状フィルムＦｃの搬送方向と交差する方向（ここでは左右方向）に沿って挟み込み、
横シールする機構である。
【００４１】
　図５は、横シール機構１６を右方向から見た側面図である。図６は、横シール機構１６
の一対のシールジョー５１，５２の軌跡を右方向から見た側面図である。図７は、横シー
ル機構１６の一対のシールジョー５１，５２がシール動作を行っている状態の側面図であ
る。
【００４２】
　横シール機構１６は、図５のように、主に、第１回転体５０ａ、第２回転体５０ｂ、お
よび水平方向押圧機構５６を有する。第１回転体５０ａは、筒状フィルムＦｃの正面側に
配される（図５では左側）。第２回転体５０ｂは、筒状フィルムＦｃの背面側に配される
（図５では右側）。水平方向押圧機構５６は、後述するように、一対のシールジョー５１
又は一対のシールジョー５２の間で筒状フィルムＦｃを挟み込む際に、一対のシールジョ
ー５１又は一対のシールジョー５２の間で筒状フィルムＦｃが加圧されるように、第１回
転体５０ａの第１回転軸５３ａを、第２回転体５０ｂの第２回転軸５３ｂに向かって（後
方に向かって）常時押圧する。図５では、第１回転軸５３ａを第２回転軸５３ｂに向かっ
て押圧する向きが、右向きの矢印Ａ１で描画されている。
【００４３】
　　　（３－４－１）回転体
　第１回転体５０ａおよび第２回転体５０ｂの構成および動作について詳しく説明する。
【００４４】
　　　（３－４－１－１）第１回転体
　第１回転体５０ａは、図５のように、主に、第１回転軸５３ａ、一対のレバー５４ａ、
一対のレバー５５ａ、シールジョー５１ａ、およびシールジョー５２ａを有する。
【００４５】
　第１回転軸５３ａは、左右方向に延びる、第１回転体５０ａの回転軸である。第１回転
体５０ａは、側面視において、第１回転軸５３ａを回転軸として、回転中心Ｃ１を中心と
して回転する（図５参照）。
【００４６】
　一対のレバー５４ａは、第１回転軸５３ａの長手方向の両端付近（左右方向の両端付近
）にそれぞれ接続されている。各レバー５４ａは、第１回転軸５３ａから、第１回転軸５
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３ａの半径方向に延びる。各レバー５４ａは、第１回転軸５３ａから、他方のレバー５４
ａと同方向に、並行して延びる。
【００４７】
　一対のレバー５５ａは、第１回転軸５３ａの長手方向の両端付近（左右方向の両端付近
）にそれぞれ接続されている。各レバー５５ａは、第１回転軸５３ａから、第１回転軸５
３ａの半径方向に延びる。各レバー５５ａは、第１回転軸５３ａから、他方のレバー５５
ａと同方向に、並行して延びる。
【００４８】
　なお、第１回転軸５３ａの右端付近に接続されたレバー５４ａとレバー５５ａとは、側
面視において、第１回転体５０ａの回転中心Ｃ１に対して点対称に延びる（図５参照）。
言い換えれば、第１回転軸５３ａの右端付近に接続されたレバー５４ａとレバー５５ａと
は、側面視において、第１回転体５０ａの回転中心Ｃ１に対して反対方向に延びる（図５
参照）。また、第１回転軸５３ａの左端付近に接続されたレバー５４ａとレバー５５ａと
は、側面視において、第１回転体５０ａの回転中心Ｃ１に対して点対称に延びる。言い換
えれば、第１回転軸５３ａの左端付近に接続されたレバー５４ａとレバー５５ａとは、側
面視において、第１回転体５０ａの回転中心Ｃ１に対して反対方向に延びる。
【００４９】
　シールジョー５１ａは、一対のシールジョー５１の一方を構成する。シールジョー５１
は、シール部材の一例である。シールジョー５１ａは、左右方向を長手方向とするシール
面５１１ａを有する（図７参照）。
【００５０】
　シールジョー５１ａは後述するシールジョー５１ｂと対となって機能し、筒状フィルム
Ｆｃの被シール部分をシールする。より具体的には、シールジョー５１は、シールジョー
５１ａの左右方向を長手方向とするシール面５１１ａと、後述するシールジョー５１ｂの
左右方向を長手方向とするシール面５１１ｂと、により筒状フィルムＦｃの被シール部分
を挟み込み、左右方向に横シールする（図７参照）。
【００５１】
　シールジョー５１ａは、シール面５１１ａの長手方向（左右方向）における両端が、第
１回転軸５３ａから延びるレバー５４ａの端部と、それぞれ接続されている。上記のよう
にレバー５４ａは第１回転軸５３ａに接続されていることから、シールジョー５１ａは、
一対のレバー５４ａを介して、シール面５１１ａの長手方向（左右方向）における両端で
第１回転軸５３ａにより支えられている。
【００５２】
　シールジョー５２ａは、一対のシールジョー５２の一方を構成する。シールジョー５２
は、シール部材の一例である。シールジョー５２ａは、左右方向を長手方向とするシール
面（図示せず）を有する。
【００５３】
　シールジョー５２ａは後述するシールジョー５２ｂと対となって機能し、筒状フィルム
Ｆｃの被シール部分をシールする。より具体的には、シールジョー５２は、シールジョー
５２ａの左右方向を長手方向とするシール面と、後述するシールジョー５２ｂの左右方向
を長手方向とするシール面（図示せず）とにより筒状フィルムＦｃの被シール部分を挟み
込み、左右方向に横シールする。
【００５４】
　シールジョー５２ａは、シール面の長手方向（左右方向）における両端が、第１回転軸
５３ａから延びるレバー５５ａの端部と、それぞれ接続されている。上記のようにレバー
５５ａは第１回転軸５３ａに接続されていることから、シールジョー５２ａは、一対のレ
バー５５ａを介して、そのシール面の長手方向（左右方向）における両端で第１回転軸５
３ａにより支えられている。また、レバー５４ａとレバー５５ａとが、側面視において、
第１回転体５０ａの回転中心Ｃ１に対して反対方向に延びることから、シールジョー５２
ａは、シールジョー５１ａと、第１回転体５０ａの回転中心Ｃ１回りに１８０°離れた位
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置に配置される。
【００５５】
　　　（３－４－１－２）第２回転体
　第２回転体５０ｂは、図５のように、主に、第２回転軸５３ｂ、一対のレバー５４ｂ、
一対のレバー５５ｂ、シールジョー５１ｂ、およびシールジョー５２ｂを有する。
【００５６】
　第２回転軸５３ｂは、左右方向に延びる、第２回転体５０ｂの回転軸である。第２回転
体５０ｂは、側面視において、第２回転軸５３ｂを回転軸として、回転中心Ｃ２を中心と
して回転する（図５参照）。
【００５７】
　一対のレバー５４ｂは、第２回転軸５３ｂの長手方向の両端付近（左右方向の両端付近
）にそれぞれ接続されている。各レバー５４ｂは、第２回転軸５３ｂから、第２回転軸５
３ｂの半径方向に延びる。各レバー５４ｂは、第２回転軸５３ｂから、他方のレバー５４
ｂと同方向に、並行して延びる。
【００５８】
　一対のレバー５５ｂは、第２回転軸５３ｂの長手方向の両端付近（左右方向の両端付近
）にそれぞれ接続されている。各レバー５５ｂは、第２回転軸５３ｂから、第２回転軸５
３ｂの半径方向に延びる。各レバー５５ｂは、第２回転軸５３ｂから、他方のレバー５５
ｂと同方向に、並行して延びる。
【００５９】
　なお、第２回転軸５３ｂの右端付近に接続されたレバー５４ｂとレバー５５ｂとは、側
面視において、第２回転体５０ｂの回転中心Ｃ２に対して点対称に延びる（図５参照）。
言い換えれば、第２回転軸５３ｂの右端付近に接続されたレバー５４ｂとレバー５５ｂと
は、側面視において、第２回転体５０ｂの回転中心Ｃ２に対して反対方向に延びる（図５
参照）。また、第２回転軸５３ｂの左端付近に接続されたレバー５４ｂとレバー５５ｂと
は、側面視において、第２回転体５０ｂの回転中心Ｃ２に対して点対称に延びる。言い換
えれば、第２回転軸５３ｂの左端付近に接続されたレバー５４ｂとレバー５５ｂとは、側
面視において、第２回転体５０ｂの回転中心Ｃ２に対して反対方向に延びる。
【００６０】
　シールジョー５１ｂは、一対のシールジョー５１の一方を構成する。シールジョー５１
ｂは、左右方向を長手方向とするシール面５１１ｂを有する（図７参照）。シールジョー
５１ｂは，前述のようにシールジョー５１ａと対となって機能し、筒状フィルムＦｃの被
シール部分をシールする。
【００６１】
　シールジョー５１ｂは、シール面５１１ｂの長手方向（左右方向）における両端が、第
２回転軸５３ｂから延びるレバー５４ｂの端部と、それぞれ接続されている。上記のよう
にレバー５４ｂは第２回転軸５３ｂに接続されていることから、シールジョー５１ｂは、
一対のレバー５４ｂを介して、シール面５１１ｂの長手方向（左右方向）における両端で
第２回転軸５３ｂにより支えられている。
【００６２】
　シールジョー５２ｂは、一対のシールジョー５２の一方を構成する。シールジョー５２
ｂは、左右方向を長手方向とするシール面（図示せず）を有する。シールジョー５２ｂは
前述のようにシールジョー５２ａと対となって機能し、筒状フィルムＦｃの被シール部分
をシールする。
【００６３】
　シールジョー５２ｂは、シール面の長手方向（左右方向）における両端が、第２回転軸
５３ｂから延びるレバー５５ｂの端部と、それぞれ接続されている。上記のようにレバー
５５ｂは第２回転軸５３ｂに接続されていることから、シールジョー５２ｂは、一対のレ
バー５５ｂを介して、そのシール面の長手方向（左右方向）における両端で第２回転軸５
３ｂにより支えられている。また、レバー５４ｂとレバー５５ｂとは、側面視において、
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第２回転体５０ｂの回転中心Ｃ２に対して反対方向に延びることから、シールジョー５２
ｂは、シールジョー５１ｂと、第２回転体５０ｂの回転中心Ｃ２回りに１８０°離れた位
置に配置されている。
【００６４】
　　　（３－４－１－３）第１および第２回転体の動作
　第１回転体５０ａは、第１回転軸５３ａが駆動モータ（図示せず）により駆動されるこ
とで、側面視において、回転中心Ｃ１を中心として回転させられる（図６参照）。第２回
転体５０ｂは、第２回転軸５３ｂが駆動モータ（図示せず）により駆動されることで、側
面視において、回転中心Ｃ２を中心として回転させられる（図６参照）。これにより、シ
ールジョー５１ａとシールジョー５２ａとは回転中心Ｃ１を中心として、シールジョー５
１ｂとシールジョー５２ｂとは回転中心Ｃ２を中心として、円軌道に沿って回転させられ
る（図６参照）。なお、第１回転体５０ａは、右側から見た場合、回転中心Ｃ１を中心に
時計周りに回転させられる（図６参照）。言い換えれば、シールジョー５１ａおよびシー
ルジョー５２ａは、右側から見た場合、回転中心Ｃ１を中心に時計周りに回転させられる
。一方、第２回転体５０ｂは、右側から見た場合、回転中心Ｃ２を中心に反時計周りに回
転させられる（図６参照）。言い換えれば、シールジョー５１ｂおよびシールジョー５２
ｂは、右側面から見た場合、回転中心Ｃ２を中心に反時計周りに回転させられる。
【００６５】
　第１回転体５０ａは、横シール方向において（左右方向において）、その両端を、水平
移動板６１（図５参照）により支持されている。より具体的には、第１回転体５０ａの第
１回転軸５３ａの左右方向における両端は、水平移動板６１により支持されている。一方
、第２回転体５０ｂは、横シール方向において（左右方向において）、その両端を、固定
板６２（図５参照）により支持されている。より具体的には、第２回転体５０ｂの第２回
転軸５３ｂの左右方向における両端は、固定板６２により支持されている。固定板６２は
、製袋包装ユニット３ａのフレーム（図示せず）に固定されている。
【００６６】
　水平移動板６１は、水平方向押圧機構５６によって、固定板６２に向かって押圧される
（図５の矢印Ａ１参照）。その結果、水平移動板６１に支持された第１回転軸５３ａは、
水平方向押圧機構５６によって、固定板６２に支持された第２回転軸５３ｂに向かって押
圧される。
【００６７】
　　　（３－４－２）水平方向押圧機構
　水平方向押圧機構５６について説明する。水平方向押圧機構５６は、流体圧利用押圧機
構の一例である。水平方向押圧機構５６は、空気圧を利用して第１回転軸５３ａを第２回
転軸５３ｂに向かって押圧する。なお、ここでは、水平方向押圧機構５６は、空気圧を利
用するものであるが、これに限定されるものではなく、例えば、油圧を利用するものであ
ってもよい。
【００６８】
　水平方向押圧機構５６は、図５のように、エアシリンダ８０、第１連結ロッド８１、連
結プレート８２、および第２連結ロッド８３を主に有している。
【００６９】
　エアシリンダ８０は、空気圧により駆動される。エアシリンダ８０は、エアシリンダ８
０から後方に向かって延びる第１連結ロッド８１を介して連結プレート８２と接続されて
いる。エアシリンダ８０が駆動されると、第１連結ロッド８１を介して力が伝えられ、連
結プレート８２が後方に向かって押圧される。図５では、右向きの矢印Ａ１により連結プ
レート８２が押圧される方向を示している。
【００７０】
　第２連結ロッド８３は、連結プレート８２と水平移動板６１とを接続する棒状部材であ
る。水平方向押圧機構５６は、４本の第２連結ロッド８３を有する。第２連結ロッド８３
の一端は、連結プレート８２と接続されている。２本の第２連結ロッド８３は、連結プレ
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ート８２の右上角付近および右下角付近から、前方に向かって並行して延びる。図示され
ていないが、残り２本の第２連結ロッド８３は、連結プレート８２の左上角付近および左
下角付近から、前方に向かって並行して延びる。連結プレート８２の右側端部付近から前
方に向かって延びる２本の第２連結ロッド８３は、第１回転体５０ａの右側に配置される
水平移動板６１と接続されている。また、連結プレート８２の左側端部付近から前方に向
かって延びる２本の第２連結ロッド８３は、第１回転体５０ａの左側に配置される水平移
動板６１と接続されている。第２連結ロッド８３は、固定板６２とは接続されておらず、
固定板６２をスライド自在に貫通して延びる。第２連結ロッド８３の連結プレート８２と
反対側の端部（前方側端部）近傍は、製袋包装ユニット３ａのフレームと固定されたロッ
ド支持部材８３ａにより、摺動自在に支持される。第２連結ロッド８３がロッド支持部材
８３ａにより摺動自在に支持されているため、第２連結ロッド８３と接続された水平移動
板６１は、固定板６２に接近又は離反する方向に移動可能である。言い換えれば、水平移
動板６１に支持される第１回転軸５３ａは、固定板６２に支持される第２回転軸５３ｂに
接近又は離反する方向に移動可能である。エアシリンダ８０による力と、シールジョー５
１又はシールジョー５２により筒状フィルムＦｃの横シールが行われる時に、シールジョ
ー５１ｂからシールジョー５１ａに、又は，シールジョー５２ｂからシールジョー５２ａ
に作用する力と、のバランスにより、第１回転軸５３ａは、第２回転軸５３ｂに接近又は
離反する方向に移動する。
【００７１】
　　　（３－４－３）シールジョーによるシール動作
　次に、シールジョー５１によるシール動作について説明する。より具体的には、シール
ジョー５１によるシール動作中の、シールジョー５１による筒状フィルムＦｃの横シール
と、シールジョー５１における、横シール済みの袋Ｂの筒状フィルムＦｃからの切り離し
について説明する。
【００７２】
　第１回転体５０ａおよび第２回転体５０ｂが回転し（回転方向は、図６の二点鎖線部に
示した矢印参照）、水平方向押圧機構５６により第１回転軸５３ａが第２回転軸５３ｂに
向かって押圧されることで（押圧方向は、図６の第１回転体５０ａの下方に示した矢印Ａ
２参照）、シールジョー５１ａおよびシールジョー５１ｂは、シールジョー５１ａのシー
ル面５１１ａおよびシールジョー５１ｂのシール面５１１ｂの間で、下向きに搬送される
筒状フィルムＦｃを挟み込んで加圧する（図７参照）。なお、シール面５１１ａおよびシ
ール面５１１ｂは、図７に示したように、互いに噛み合うセレーション５１２ａおよびセ
レーション５１２ｂを有する。シールジョー５１は、シール面５１１ａが有するセレーシ
ョン５１２ａの歯と、シール面５１１ｂが有するセレーション５１２ｂの歯とが噛み合う
ようにして筒状フィルムＦｃを挟み込み、筒状フィルムＦｃを加圧する。シールジョー５
１ａおよびシールジョー５１ｂには、内部にヒータ７１（図７参照）が設けられており、
このヒータ７１によってシール面５１１ａおよびシール面５１１ｂを加熱する。筒状フィ
ルムＦｃがシール面５１１ａおよびシール面５１１ｂによって挟み込まれた状態で、シー
ル面５１１ａおよびシール面５１１ｂが加熱されると、筒状フィルムＦｃの被シール部分
が熱シールされる。なお、下向きに搬送される筒状フィルムＦｃは、下流側（搬送方向の
前方側）から、上流側（搬送方向の後方側）に向かって、順番に熱シールされる。
【００７３】
　シールジョー５１ｂには、シール面５１１ｂの短手方向（シール面５１１ｂの長手方向
と直交する方向）における中央付近に、袋Ｂを筒状フィルムＦｃから切り離すためのナイ
フ７２ａが取り付けられている。ナイフ７２ａは、シールジョー５１ａとシールジョー５
１ｂとによるシール動作時に、シールジョー５１ａ側に刃先が突出するように取り付けら
れている（図７参照）。シールジョー５１ａにはシール面５１１ａの短手方向（シール面
５１１ａの長手方向と直交する方向）における中央付近に、シールジョー５１ｂからシー
ルジョー５１ａに向かって突出するナイフ７２ａが噛み合う溝７２ｂが形成されている。
ナイフ７２ａは、斜刃に形成されており、横シール方向（左右方向）の一端側から他端側
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に向かって、袋Ｂを筒状フィルムＦｃから切断する。
【００７４】
　シールジョー５１ｂのシール面５１１ｂの短手方向における中央付近にナイフ７２ａが
取り付けられているため、シールジョー５１は、１回のシール動作として、以下のステッ
プ１～３をこの順番で行う。
【００７５】
ステップ１：筒状フィルムＦｃを横シールする。
ステップ２：ステップ１で横シールを行った位置より上流側において、ナイフ７２ａを用
いて横シールした袋Ｂを筒状フィルムＦｃから切断する。
ステップ３：ステップ２でナイフ７２ａにより切断した位置より上流側において、筒状フ
ィルムＦｃを横シールする。
【００７６】
　ただし、ステップ１～３により横シール又は筒状フィルムＦｃの切断が行われるタイミ
ングは、他のステップ１～３が行われるタイミングと一部が重なっていてもよい。つまり
、ステップ１の横シールが完全には終了していないタイミングで、ステップ２の筒状フィ
ルムＦｃの切断が開始されてもよく、ステップ２の筒状フィルムＦｃの切断が終了してい
ない状態で、ステップ３の横シールが開始されてもよい。
【００７７】
　シールジョー５２による筒状フィルムＦｃの横シールと、シールジョー５２における、
横シール済みの袋Ｂの筒状フィルムＦｃからの切り離しについては、シールジョー５１に
ついてと同様であるので、ここでは説明を省略する。
【００７８】
　　（３－５）ロータリエンコーダ
　ロータリエンコーダ４０は、製袋包装ユニット３ａのフレームに固定されている。ロー
タリエンコーダ４０の回転軸は、第２連結ロッド８３が前後方向に動くことで回転するよ
うに、第２連結ロッド８３の前方側（連結プレート８２と接続されている側とは反対側）
の端部と係合している。ロータリエンコーダ４０は、２台設けられている。１台のロータ
リエンコーダ４０の回転軸は、４本の第２連結ロッド８３のうち、右側上方に配される第
２連結ロッド８３の端部と係合している。他の１台のロータリエンコーダ４０の回転軸は
、左側上方に配される第２連結ロッド８３の端部に係合している。なお、これに限定され
るものではなく、１台のロータリエンコーダ４０の回転軸は、右側下方に配される第２連
結ロッド８３の端部と係合し、他の１台のロータリエンコーダ４０の回転軸は、左側下方
に配される第２連結ロッド８３の端部に係合していてもよい。
【００７９】
　ロータリエンコーダ４０は、ロータリエンコーダ４０の回転軸の回転角度を計測するこ
とで、第２連結ロッド８３の前後方向の移動量を計測する。なお、第２連結ロッド８３の
前後方向の移動量は、第２連結ロッド８３と接続された水平移動板６１に取り付けられた
第１回転軸５３ａの、固定板６２に取り付けられた第２回転軸５３ｂに対する移動量と等
しい。つまり、ロータリエンコーダ４０は、ロータリエンコーダ４０の回転軸の回転角度
を計測することで、第１回転軸５３ａが第２回転軸５３ｂに対して接近又は離反する方向
の、第１回転軸５３ａの第２回転軸５３ｂに対する移動量を測定する。
【００８０】
　なお、ここでは、上述のように、ロータリエンコーダ４０により、第１回転軸５３ａの
右側に配置された水平移動板６１に接続された第２連結ロッド８３の移動量と、第１回転
軸５３ａの左側に配置された水平移動板６１に接続された第２連結ロッド８３の移動量と
、が測定される。言い換えれば、ロータリエンコーダ４０により、右側端部側における第
１回転軸５３ａの第２回転軸５３ｂに対する移動量（右側移動量）と、左側端部側におけ
る第１回転軸５３ａの第２回転軸５３ｂに対する移動量（左側移動量）と、が測定される
。そのため、第１回転軸５３ａの左右端部のいずれかだけが第２回転軸５３ｂに対して接
近又は離反する場合にも、これを検知することができる。



(13) JP 6673685 B2 2020.3.25

10

20

30

40

50

【００８１】
　ロータリエンコーダ４０は、後述するように、シールジョー５１，５２による筒状フィ
ルムＦｃの横シール時における、筒状フィルムＦｃの被シール部分における噛み込みの発
生を検知するために用いられる。
【００８２】
　（４）制御ユニットの構成
　図８は、制御ユニット７のブロック図である。制御ユニット７は、組合せ計量ユニット
２、フィルム供給ユニット４、プルダウンベルト機構１４、縦シール機構１５、横シール
機構１６、操作スイッチ５および液晶ディスプレイ６に接続されている。制御ユニット７
は、噛み込み判定部７ａと、排出タイミング調整部７ｂと、排出間隔調整部７ｃと、排出
容器数調整部７ｄと、排出容器位置調整部７ｅと、排出容器順調整部７ｆと、包装能力調
整部７ｇとを有する。以下、排出タイミング調整部７ｂ、排出間隔調整部７ｃ、排出容器
数調整部７ｄ、排出容器位置調整部７ｅ、排出容器順調整部７ｆおよび包装能力調整部７
ｇを、必要に応じて、まとめて調整部７ｂ～７ｇと呼ぶ。噛み込み判定部７ａおよび調整
部７ｂ～７ｇは、制御ユニット７に記憶されているプログラムである。これらのプログラ
ムの詳細については後述する。
【００８３】
　制御ユニット７は、組合せ計量ユニット２の各構成要素と接続されており、組合せ計量
ユニット２の制御部として、組合せ計量ユニット２の一部を構成する。また、制御ユニッ
ト７は、製袋包装ユニット３の各構成（主に、プルダウンベルト機構１４、縦シール機構
１５、横シール機構１６（第１および第２回転軸５３ａ，５３ｂを駆動する駆動モータ、
および、水平方向押圧機構５６のエアシリンダ８０等）、ロータリエンコーダ４０、およ
び、フィルム供給ユニット４）と接続されている。制御ユニット７は、製袋包装ユニット
３の制御部として、製袋包装ユニット３の一部を構成する。制御ユニット７は、記憶して
いるプログラムを実行することで、組合せ計量ユニット２および製袋包装ユニット３を制
御する。制御ユニット７は、例えば、組合せ計量ユニット２および製袋包装ユニット３が
以下のような動作を行うように、組合せ計量ユニット２および製袋包装ユニット３を制御
する。
【００８４】
　組合せ計量ユニット２では、被包装物Ｃの重量が複数の計量ホッパ２４により計量され
、これらの計量値が所定の合計量になるよう組み合わされ、組み合わされた所定の合計重
量の被包装物Ｃが下方に排出される。制御ユニット７は、これらの一連の動作が行われる
ように、組合せ計量ユニット２を制御する。組合せ計量ユニット２から排出された被包装
物Ｃは、製袋包装ユニット３のチューブ１３ａの上開口端に投下される。
【００８５】
　制御ユニット７は、製袋包装ユニット３を制御する制御部として、成形機構１３にフィ
ルムＦが供給されるように、フィルム供給ユニット４を制御する。また、制御ユニット７
は、製袋包装ユニット３を制御する制御部として、成形機構１３で筒状に形成されたフィ
ルムＦ（筒状フィルムＦｃ）が下方に搬送されるように、プルダウンベルト機構１４を制
御する。また、制御ユニット７は、製袋包装ユニット３を制御する制御部として、下方に
搬送される筒状フィルムＦｃの両端部の重なり部分が縦方向にシールされるように、縦シ
ール機構１５を制御する。また、制御ユニット７は、製袋包装ユニット３を制御する制御
部として、組合せ計量ユニット２から排出された被包装物Ｃがチューブ１３ａの下開口端
から排出されるタイミングに合わせて、下方に向かって搬送される筒状フィルムＦｃが横
方向にシールされ、シール済みの袋Ｂが上流側の筒状フィルムＦｃから切り離されるよう
に、横シール機構１６を制御する。
【００８６】
　制御ユニット７は、製袋包装ユニット３の機能の一つとして、噛み込み判定部７ａを有
する。噛み込み判定部７ａは、ロータリエンコーダ４０が計測する第１回転軸５３ａの第
２回転軸５３ｂに対する移動量（右側移動量および左側移動量）に基づいて、シールジョ
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ー５１，５２による横シール時における、筒状フィルムＦｃの被シール部分における噛み
込みの発生の有無を判定する。筒状フィルムＦｃの被シール部分における噛み込みは、例
えば、被シール部分において、被包装物Ｃおよび筒状フィルムＦｃの切断カス等がシール
ジョー５１，５２によって挟まってしまった場合に発生する。
【００８７】
　筒状フィルムＦｃの被シール部分における噛み込みの発生の主な原因は、チューブ１３
ａ内における被包装物Ｃの落下挙動が乱れて、被包装物Ｃが筒状フィルムＦｃの中に投入
されるタイミングが正常時と比べてずれることである。被包装物Ｃの落下挙動が乱れる具
体的な原因は、被包装物Ｃの大きさおよび重さにバラつきがあること、被包装物Ｃがチュ
ーブ１３ａ内で一時的に詰まること、被包装物Ｃがチューブ１３ａ内で気流等により舞い
上がること、および、複数の計量ホッパ２４から落下した被包装物Ｃがチューブ１３ａ内
で衝突すること等である。
【００８８】
　制御ユニット７の噛み込み判定部７ａは、被シール部分に噛み込みがない場合と、被シ
ール部分に噛み込みがある場合との間の、第２回転軸５３ｂに対する第１回転軸５３ａの
移動量の違いを利用して、噛み込みの有無の判定を行う。
【００８９】
　噛み込み判定部７ａは、被シール部分に噛み込みがある場合において、移動量の時間変
化等に基づいて、噛み込みが発生した高さ位置を取得することができる。例えば、図７に
示されるシールジョー５１ａ，５１ｂにおいて、噛み込み判定部７ａは、シール面５１１
ａ，５１１ｂのどの高さ位置（上下方向の位置）で噛み込みが発生したかを取得すること
ができる。これにより、例えば、噛み込み判定部７ａは、ナイフ７２ａおよび溝７２ｂよ
りも上方で噛み込みが発生したか、または、ナイフ７２ａおよび溝７２ｂよりも下方で噛
み込みが発生したかを判定することができる。
【００９０】
　（５）制御ユニットの動作
　計量包装システム１００の制御ユニット７の動作について詳細に説明する。上述したよ
うに、制御ユニット７の噛み込み判定部７ａは、ロータリエンコーダ４０による移動量の
計測データに基づいて、筒状フィルムＦｃの被シール部分における被包装物Ｃ等の噛み込
みの有無を判定する。噛み込み判定部７ａは、横シール機構１６が筒状フィルムＦｃを横
シールする度に、横シールされた部分において噛み込みが発生したか否かを判定する。
【００９１】
　制御ユニット７は、噛み込み発生率が目標上限値を上回ると、噛み込みがこれ以上発生
しないように、組合せ計量ユニット２および製袋包装ユニット３の動作を制御する。噛み
込み発生率は、例えば、製袋包装ユニット３が横シール動作を所定回数行う度に、噛み込
み判定部７ａによって噛み込みの発生が検知された回数に基づいて算出される。所定回数
は、例えば、１０００回であるが、任意に設定可能である。例えば、製袋包装ユニット３
が横シール動作を所定回数である１０００回行った時点で、その１０００回の横シール動
作の間で、噛み込みの発生が１０回検知されたとする。このとき、噛み込み発生率は、１
０００回中の１０回、すなわち、１％と算出される。制御ユニット７は、噛み込み発生率
が所定の目標上限値（例えば２％）を上回ると、噛み込み発生率を目標上限値以下に抑え
るために、組合せ計量ユニット２および製袋包装ユニット３の動作を制御する。この制御
は、制御ユニット７の調整部７ｂ～７ｇによって実行される。
【００９２】
　なお、制御ユニット７は、噛み込み発生率が目標上限値を上回ると、噛み込み情報に基
づいて、組合せ計量ユニット２および製袋包装ユニット３の動作を制御する。噛み込み情
報とは、筒状フィルムＦｃの被シール部分における噛み込みの状態に関する情報である。
噛み込み情報は、例えば、シールジョー５１，５２のシール面における、噛み込みが発生
した高さ位置に関する情報である。噛み込み判定部７ａは、筒状フィルムＦｃの被シール
部分における噛み込みを検知した場合に、噛み込み情報を取得することができる。
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【００９３】
　次に、制御ユニット７の調整部７ｂ～７ｇのそれぞれの動作について説明する。制御ユ
ニット７は、噛み込み発生率が目標上限値を上回ると、調整部７ｂ～７ｇのうちの少なく
とも一つのプログラムを実行する。調整部７ｂ～７ｇのうち、制御ユニット７が実行する
プログラムは、任意に設定可能である。なお、制御ユニット７は、調整部７ｂ～７ｇのう
ちの一つのプログラムのみを実行してもよく、また、調整部７ｂ～７ｇのうちの複数のプ
ログラムを組み合わせて実行してもよい。
【００９４】
　　（５－１）排出タイミング調整部
　排出タイミング調整部７ｂは、計量ホッパ２４から排出された被包装物Ｃがシールジョ
ー５１，５２に挟まれないように、計量ホッパ２４から被包装物Ｃが排出されるタイミン
グを自動的に調整する。
【００９５】
　例えば、噛み込み判定部７ａが、ナイフ７２ａおよび溝７２ｂよりも上方で噛み込みが
発生したという噛み込み情報を取得した場合、排出タイミング調整部７ｂは、計量ホッパ
２４から被包装物Ｃが排出されるタイミングを所定時間だけ遅らせる。これにより、シー
ルジョー５１，５２によって筒状フィルムＦｃが完全に横シールされた後に、横シールさ
れた部分の上方において、被包装物Ｃが筒状フィルムＦｃの中に投入される。そのため、
被包装物Ｃがシールジョー５１，５２に挟み込まれることが回避される。
【００９６】
　また、例えば、制御ユニット７が、ナイフ７２ａおよび溝７２ｂよりも下方で噛み込み
が発生したという噛み込み情報を取得した場合、排出タイミング調整部７ｂは、計量ホッ
パ２４から被包装物Ｃが排出されるタイミングを所定時間だけ早くする。これにより、被
包装物Ｃが筒状フィルムＦｃの中に投入された後に、投入された被包装物Ｃよりも上方に
おいて、シールジョー５１，５２によって筒状フィルムＦｃが横シールされる。そのため
、被包装物Ｃがシールジョー５１，５２に挟み込まれることが回避される。
【００９７】
　従って、排出タイミング調整部７ｂは、被包装物Ｃが排出されるタイミングを自動的に
調整することで、筒状フィルムＦｃの被シール部分における噛み込みの発生を低減するこ
とができる。
【００９８】
　　（５－２）排出間隔調整部
　制御ユニット７は、組合せ計量ユニット２によって選択された複数の計量ホッパ２４か
ら被包装物Ｃを排出する際に、複数の計量ホッパ２４から同時に被包装物Ｃを排出せずに
、一つの計量ホッパ２４から被包装物Ｃを排出する動作を所定の時間間隔（以下、「排出
間隔」と呼ぶ。）を空けながら複数回行うことで、複数の計量ホッパ２４から被包装物Ｃ
を排出することができる。
【００９９】
　排出間隔調整部７ｃは、排出間隔を自動的に調整する。排出間隔は、例えば、２０ミリ
秒間隔で設定される。排出間隔の上限値は、例えば、２００ミリ秒に設定され、他の値に
も設定可能である。排出間隔が長いほど、ある計量ホッパ２４から被包装物Ｃが排出され
る時点から、次の計量ホッパ２４から被包装物Ｃが排出される時点までの時間である排出
間隔が長くなる。排出間隔が長いほど、複数の計量ホッパ２４から排出された被包装物Ｃ
は、より分散されてチューブ１３ａ内を落下する。
【０１００】
　排出間隔調整部７ｃは、チューブ１３ａ内において被包装物Ｃを分散させて落下させる
ことで、複数の計量ホッパ２４から排出された被包装物Ｃが、チューブ１３ａ内を落下し
ている間に互いに衝突することを抑制する。チューブ１３ａ内で被包装物Ｃが互いに衝突
すると、衝突した被包装物Ｃが大きな塊となって、チューブ１３ａ内で被包装物Ｃが一時
的に詰まってしまうおそれがある。チューブ１３ａ内を被包装物Ｃがより分散されて落下
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するほど、チューブ１３ａ内における被包装物Ｃの衝突の頻度が低下し、チューブ１３ａ
内における被包装物Ｃの一時的な詰まりも抑制される。また、チューブ１３ａ内で被包装
物Ｃが互いに衝突すると、被包装物Ｃが筒状フィルムＦｃの中に投入されるタイミングが
遅れて、被包装物Ｃがシールジョー５１，５２に挟まれるおそれがある。そのため、チュ
ーブ１３ａ内を被包装物Ｃがより分散されて落下するほど、被包装物Ｃがシールジョー５
１，５２に挟み込まれることが抑制される。
【０１０１】
　従って、排出間隔調整部７ｃは、排出間隔を自動的に調整することで、筒状フィルムＦ
ｃの被シール部分における噛み込みの発生を低減することができる。
【０１０２】
　　（５－３）排出容器数調整部
　排出容器数調整部７ｄは、組合せ計量ユニット２が被包装物Ｃを組み合わせ計量する際
に、被包装物Ｃを排出する計量ホッパ２４の数である排出容器数を自動的に調整する。な
お、排出容器数は、組合せ計量ユニット２が被包装物Ｃを組み合わせ計量する度に異なる
場合がある。そのため、排出容器数としては、組合せ計量ユニット２が被包装物Ｃを所定
回数組み合わせ計量した場合における、被包装物Ｃを排出する計量ホッパ２４の数の平均
値を用いるとする。排出容器数は、例えば、０．５単位で設定可能である。
【０１０３】
　排出容器数が小さいほど、計量ホッパ２４に一時的に貯留される被包装物Ｃの平均重量
が大きくなる。そのため、排出容器数が小さいほど、チューブ１３ａ内を被包装物Ｃが落
下している間に、チューブ１３ａ内で被包装物Ｃが互いに衝突して、チューブ１３ａ内で
被包装物Ｃが一時的に詰まってしまうおそれがある。逆に、排出容器数が大きいほど、複
数の計量ホッパ２４から排出された被包装物Ｃは、チューブ１３ａ内をより分散されて落
下する。このように、排出間隔調整部７ｃによって排出間隔が適切に設定されることで、
チューブ１３ａ内における被包装物Ｃの落下挙動を制御することができる。
【０１０４】
　排出容器数調整部７ｄは、排出容器数を大きくすることで、チューブ１３ａ内において
被包装物Ｃを分散させて落下させ、複数の計量ホッパ２４から排出された被包装物Ｃが、
チューブ１３ａ内を落下している間に互いに衝突してチューブ１３ａ内で一時的に詰まら
ないようにする。そのため、チューブ１３ａ内を被包装物Ｃがより分散されて落下するほ
ど、チューブ１３ａ内における被包装物Ｃの一時的な詰まりが抑制され、被包装物Ｃがシ
ールジョー５１，５２に挟み込まれることが抑制される。
【０１０５】
　従って、排出容器数調整部７ｄは、排出容器数を自動的に調整することで、筒状フィル
ムＦｃの被シール部分における噛み込みの発生を低減することができる。
【０１０６】
　　（５－４）排出容器位置調整部
　排出容器位置調整部７ｅは、組合せ計量ユニット２が被包装物Ｃを組み合わせ計量する
際に、被包装物Ｃを排出する計量ホッパ２４の位置である排出容器位置を自動的に調整す
る。図９は、組合せ計量ユニット２を上方から鉛直方向に沿って見た場合において、１０
個の計量ホッパ２４ａ～２４ｊの配置を模式的に示す図である。図９において、計量ホッ
パ２４ａが配置される位置から時計回りに計量ホッパ２４ｂ～２４ｊが配置されている。
図９には、参考として、集合シュート２５、および、製袋包装ユニット３のチューブ１３
ａの位置が点線で示されている。
【０１０７】
　図９において、計量ホッパ２４ａと計量ホッパ２４ｆとは、チューブ１３ａを挟んで互
いに対向する位置に配置されている。そのため、計量ホッパ２４ａおよび計量ホッパ２４
ｆから被包装物Ｃが同時に排出された場合、計量ホッパ２４ａから排出された被包装物Ｃ
と、計量ホッパ２４ｆから排出された被包装物Ｃとは、図９の矢印で示されるように、集
合シュート２５の上を互いに反対方向に滑り落ちるので、チューブ１３ａ内に入る際に正
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面衝突するおそれがある。チューブ１３ａ内において、互いに異なる計量ホッパ２４ａ～
２４ｊから排出された被包装物Ｃが正面衝突すると、上述したように、チューブ１３ａ内
で被包装物Ｃが一時的に詰まるおそれがある。
【０１０８】
　しかし、図９において、例えば、計量ホッパ２４ａと計量ホッパ２４ｃとは、チューブ
１３ａを挟んで互いに対向する位置に配置されていない関係にある。この場合、計量ホッ
パ２４ａおよび計量ホッパ２４ｃから被包装物Ｃが同時に排出された場合、計量ホッパ２
４ａから排出された被包装物Ｃと、計量ホッパ２４ｃから排出された被包装物Ｃとは、図
９の矢印で示されるように、チューブ１３ａ内に入る際に互いに正面衝突しないので、チ
ューブ１３ａ内で被包装物Ｃが一時的に詰まることが抑制される。
【０１０９】
　そのため、排出容器位置調整部７ｅは、計量ホッパ２４に一時的に貯留されている被包
装物Ｃの重量に基づいて計量ホッパ２４の組み合わせを選択する際において、チューブ１
３ａを挟んで互いに対向する位置関係にある計量ホッパ２４の組が組み合わせに含まれな
いように、排出容器位置を自動的に調整する。これにより、チューブ１３ａ内における被
包装物Ｃの一時的な詰まりが抑制され、被包装物Ｃがシールジョー５１，５２に挟み込ま
れることが抑制される。
【０１１０】
　従って、排出容器位置調整部７ｅは、排出容器位置を自動的に調整することで、筒状フ
ィルムＦｃの被シール部分における噛み込みの発生を低減することができる。
【０１１１】
　　（５－５）排出容器順調整部
　排出容器順調整部７ｆは、組合せ計量ユニット２が被包装物Ｃを組み合わせ計量する際
に、被包装物Ｃを排出する各計量ホッパ２４に一時的に貯留されている被包装物Ｃの重量
に基づいて、各計量ホッパ２４から被包装物Ｃを排出する順番を自動的に調整する。
【０１１２】
　排出容器順調整部７ｆは、例えば、被包装物Ｃを排出する計量ホッパ２４に一時的に貯
留されている被包装物Ｃの重量が大きい順に、被包装物Ｃを排出する。例えば、組合せ計
量ユニット２が被包装物Ｃを組み合わせ計量する際に、４個の計量ホッパ２４からなる組
み合わせを選択したと仮定する。この場合、４個の計量ホッパ２４に一時的に貯留されて
いる被包装物Ｃの重量を、それぞれ、Ｗ１，Ｗ２，Ｗ３，Ｗ４とおく。重量Ｗ１～Ｗ４の
大小関係は、Ｗ１＜Ｗ２＜Ｗ３＜Ｗ４である。この場合、排出容器順調整部７ｆは、重量
Ｗ４の被包装物Ｃ、重量Ｗ３の被包装物Ｃ、重量Ｗ２の被包装物Ｃ、および、重量Ｗ１の
被包装物Ｃの順に、４個の計量ホッパ２４から被包装物Ｃを４回排出する。
【０１１３】
　被包装物Ｃがポテトチップスのように軽い物品である場合、計量ホッパ２４から排出さ
れチューブ１３ａ内を落下する被包装物Ｃの重量が小さいと、チューブ１３ａ内の落下中
に、下方からの気流等によって被包装物Ｃが舞い上がって落下しにくくなることがある。
チューブ１３ａ内で上昇した被包装物Ｃが、別の計量ホッパ２４から排出されチューブ１
３ａ内を落下している被包装物Ｃと衝突すると、チューブ１３ａ内における被包装物Ｃの
一時的な詰まりが発生するおそれがある。反対に、計量ホッパ２４から排出されチューブ
１３ａ内を落下する被包装物Ｃの重量が大きいほど、このような衝突が抑制される。その
ため、排出容器順調整部７ｆが、被包装物Ｃを排出する計量ホッパ２４に一時的に貯留さ
れている被包装物Ｃの重量が大きい順に被包装物Ｃを排出することで、チューブ１３ａ内
における被包装物Ｃの一時的な詰まりが抑制され、被包装物Ｃがシールジョー５１，５２
に挟み込まれることが抑制される。
【０１１４】
　従って、排出容器順調整部７ｆは、各計量ホッパ２４から被包装物Ｃを排出する順番を
自動的に調整することで、筒状フィルムＦｃの被シール部分における噛み込みの発生を低
減することができる。
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【０１１５】
　　（５－６）包装能力調整部
　包装能力調整部７ｇは、製袋包装ユニット３が単位時間当たりに被包装物Ｃを袋Ｂに包
装する能力である包装能力を自動的に調整する。以下、例えば、製袋包装ユニット３が、
被包装物Ｃが密封された袋Ｂを１分間に２０個製造できる場合、その包装能力を２０ｂｐ
ｍと表す。包装能力は、例えば、５ｂｍｐ単位で設定可能である。
【０１１６】
　製袋包装ユニット３の包装能力が高いほど、計量ホッパ２４から被包装物Ｃが排出され
るタイミングと、横シール機構１６が筒状フィルムＦｃを横シールするタイミングとを同
期させることが困難になる。そのため、筒状フィルムＦｃの被シール部分における噛み込
みが検知された場合、包装能力調整部７ｇが包装能力を一時的に低下させることで、計量
ホッパ２４から被包装物Ｃが排出されるタイミングと、横シール機構１６が筒状フィルム
Ｆｃを横シールするタイミングとを同期させやすくすることができる。これにより、被包
装物Ｃがシールジョー５１，５２に挟み込まれることが抑制される。
【０１１７】
　従って、包装能力調整部７ｇは、包装能力を自動的に調整することで、筒状フィルムＦ
ｃの被シール部分における噛み込みの発生を低減することができる。
【０１１８】
　（６）特徴
　計量包装システム１００の制御ユニット７は、噛み込み発生率が目標上限値を上回ると
、調整部７ｂ～７ｇによって組合せ計量ユニット２および製袋包装ユニット３の動作を制
御することで、噛み込み発生率を目標上限値以下に抑えることができる。すなわち、制御
ユニット７は、計量包装システム１００の運転中、横シール機構１６のシールジョー５１
，５２による被包装物Ｃ等の噛み込みが頻発した場合に、組合せ計量ユニット２および製
袋包装ユニット３の動作を自動的に最適化して、筒状フィルムＦｃの被シール部分におけ
る噛み込みの発生を低減することができる。
【０１１９】
　従って、計量包装システム１００は、被包装物Ｃを包装する際に異常を検知しても、組
合せ計量ユニット２および製袋包装ユニット３の動作の最適化を、人手を介さずに迅速に
行うことができる。そのため、計量包装システム１００は、不良品の発生を効果的に抑え
、稼働率を向上させることができる。
【０１２０】
　（７）変形例
　以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるも
のではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。
【０１２１】
　　（７－１）変形例Ａ
　実施形態では、計量包装システム１００の制御ユニット７は、調整部７ｂ～７ｇのうち
の任意のプログラムを実行する。しかし、制御ユニット７は、調整部７ｂ～７ｇのうちの
複数のプログラムを、所定の優先順位に基づいて順番に実行してもよい。この場合、制御
ユニット７は、調整部７ｂ～７ｇの一つのプログラムを実行した後、噛み込み発生率が目
標上限値を依然として上回っている場合に、調整部７ｂ～７ｇの他のプログラムであって
、前の実行したプログラムよりも優先順位が低いプログラムを実行する。プログラムの実
行順は、所定の優先順位と同じである。
【０１２２】
　例えば、制御ユニット７は、噛み込み発生率が目標上限値を上回ると、排出間隔調整部
７ｃ、排出容器数調整部７ｄ、排出容器位置調整部７ｅおよび包装能力調整部７ｇを、こ
の順番で一つずつ実行してもよい。この場合、制御ユニット７は、最初に排出間隔調整部
７ｃを実行した後に、噛み込み発生率が目標上限値以下になっているか否かを判定し、噛
み込み発生率が目標上限値を依然として上回っている場合に、排出容器数調整部７ｄを実
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行する。
【０１２３】
　なお、本変形例では、計量包装システム１００の全体の効率に大きな影響を与えるおそ
れがある包装能力調整部７ｇには、一番低い優先順位が割り当てられることが好ましい。
すなわち、制御ユニット７は、調整部７ｂ～７ｇのうちの複数のプログラムを実行する場
合、包装能力調整部７ｇを最後に実行することが好ましい。
【０１２４】
　　（７－２）変形例Ｂ
　実施形態では、排出容器順調整部７ｆによる制御の一例として、被包装物Ｃを排出する
計量ホッパ２４に一時的に貯留されている被包装物Ｃの重量が大きい順に、被包装物Ｃを
排出する制御について説明した。しかし、排出容器順調整部７ｆは、組合せ計量ユニット
２が被包装物Ｃを組み合わせ計量する際に、被包装物Ｃを排出する各計量ホッパ２４に一
時的に貯留されている被包装物Ｃの重量に基づいて、他の順番に基づいて被包装物Ｃを排
出してもよい。この場合、被包装物Ｃを排出する順番を、計量包装システム１００の利用
者が、操作スイッチ５および液晶ディスプレイ６を用いて設定してもよい。
【０１２５】
　例えば、組合せ計量ユニット２が被包装物Ｃを組み合わせ計量する際に、４個の計量ホ
ッパ２４からなる組み合わせを選択したと仮定する。この場合、４個の計量ホッパ２４に
一時的に貯留されている被包装物Ｃの重量を、それぞれ、Ｗ１，Ｗ２，Ｗ３，Ｗ４とおく
。重量Ｗ１～Ｗ４の大小関係は、Ｗ１＜Ｗ２＜Ｗ３＜Ｗ４である。この場合、被包装物Ｃ
を排出する順番に関する設定として、以下の第１～第４モードが挙げられる。
【０１２６】
　第１モードでは、実施形態と同様に、被包装物Ｃの重量が大きい順に被包装物Ｃを排出
する。この場合、排出容器順調整部７ｆは、重量Ｗ４の被包装物Ｃ、重量Ｗ３の被包装物
Ｃ、重量Ｗ２の被包装物Ｃ、および、重量Ｗ１の被包装物Ｃの順に、４個の計量ホッパ２
４から被包装物Ｃを４回排出する。以下、このような被包装物Ｃの排出順を、Ｗ４→Ｗ３
→Ｗ２→Ｗ１と表す。
【０１２７】
　第２モードでは、被包装物Ｃの重量が小さい順に被包装物Ｃを排出する。すなわち、被
包装物Ｃの排出順は、Ｗ１→Ｗ２→Ｗ３→Ｗ４である。
【０１２８】
　第３モードでは、最初に一番重い被包装物Ｃを排出し、次に一番軽い被包装物Ｃを排出
し、以下これを繰り返す。すなわち、被包装物Ｃの排出順は、Ｗ４→Ｗ１→Ｗ３→Ｗ２で
ある。
【０１２９】
　第４モードでは、最初に一番軽い被包装物Ｃを排出し、次に一番重い被包装物Ｃを排出
し、以下これを繰り返す。すなわち、被包装物Ｃの排出順は、Ｗ１→Ｗ４→Ｗ２→Ｗ３で
ある。
【０１３０】
　本変形例では、組合せ計量ユニット２は、製袋包装ユニット３に一度に供給される被包
装物Ｃの重量、および、被包装物Ｃの形状および比重等に応じて、被包装物Ｃを排出する
計量ホッパ２４に一時的に貯留されている被包装物Ｃを排出する順番を、第１～第４モー
ドの中から選択することができる。計量包装システム１００の利用者は、複数の計量ホッ
パ２４から被包装物Ｃを排出する順番に関する設定（第１～第４モード等）を適切に選択
することで、チューブ１３ａ内で被包装物Ｃが一時的に詰まることを抑制し、筒状フィル
ムＦｃの被シール部分における噛み込みの発生を低減することができる。
【符号の説明】
【０１３１】
　　２　　　組合せ計量ユニット（計量装置）
　　３　　　製袋包装ユニット（包装装置）
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　　７　　　制御ユニット（制御部）
　２４　　　計量ホッパ（計量容器）
　４０　　　ロータリエンコーダ（検知部）
　５１ａ，５１ｂ　　一対の第１シールジョー（一対のシール部）
　５２ａ，５２ｂ　　一対の第２シールジョー（一対のシール部）
１００　　　計量包装システム
　　Ｂ　　　袋
　　Ｃ　　　被包装物（物品）
　　Ｆ　　　フィルム（包材）
【先行技術文献】
【特許文献】
【０１３２】
【特許文献１】特開２０１０－１３７９５３号公報

【図１】 【図２】
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