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1. 研究背景 

• 山梨県では台湾向けの桃の輸出におい
て害虫（モモシンクイガ）の対策は重要．
青森県では同様にリンゴが対象． 

• 特に台湾側の輸入検査で発見されると，
当該都道府県からの輸出が全面禁止．
2回目に発見されると全国からの全品目
輸出禁止． 

図1-1 桃の出荷 

我が国の果実輸出に重大な影響（果実
輸出総額の70％に相当）．輸出再開に
は相当の期間と費用が必要． 

既に1度目をやってしまった 山梨県としてまずい状況 
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• ふ化幼虫が果実の内部に食入し，果心部に向かって不規則なト
ンネル状に食害． 

• 被害果実は外観に著しい凸凹． 
• ふ化幼虫の食入孔は針で突いたように小さいため発見しづらい． 
• 果実成長初期に食入被害を受けた場合，成長過程で孔が塞が

り，確認が困難な場合も． 

図1-2 モモシンクイガ（幼虫） 

モモシンクイガ被害とは? 

図1-3 桃表面の食入孔 図1-4 リンゴ表面の食入孔 

国内で問題にならないのは収穫時期が遅いため 
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モモシンクイガの発見方法 

図1-5 リンゴにおける
目視検査 

現状は 
目視検査 

台湾向け生果実検疫実施要領に基づき，エ
アーブローで表面ゴミ等を除去．その後目視
検査でモモシンクイガの食入孔をチェック． 

害虫の発見は至上命題 

• 食入孔が小さいため見落としが発生（過去に輸出禁止あり）． 
• 成長初期に食入した幼虫発見は事実上困難． 
• 1時間当たり50個の検査が限界． 
• もっと輸出量を増やしたいが，人手による検査には限界． 

検査の自動化・高精度化 
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MRIもしくはX線によるモモシンクイガの検出 

果実内部を非破壊検査す
るためにMRIやX線を用い
た検査方法が提案． 

できるだけ指で触る作業を
なくす必要あり 

図1-6 過去に提案されたMRIによる果実検査法
（特開2010－249762） 

図の事例ではMRIによる

測定をするために果実の
姿勢を変える必要あり． 

桃の場合，持ち替えると指
の触れたところから品質
低下．台に載せても同様． 
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一つの解決策として通気性があり，孔のない不織布がBetter? 

一方，台湾向け生果実検疫実施要領により，梱包材に通気孔を設
ける場合は孔直径が1.6mm以下に制限．すなわち国内で用いる

梱包ネットは原則使用不可．現在は抜け道のような省令の解釈で
出荷しており，再度問題がおきれば厳格適用は必至． 

図1-7 従来の果実梱包材（品名：フルーツキャップ） 

国内では桃は
ネットが2重に

なったものを
使用 

但し不織布のクッション性が必要 
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1. エアブロー 
2. 目視検査（表面） 
3. 持ち替え動作 
4. 目視検査（臍部） 
5. 梱包 

2. 輸出用果実の検査手順の見直し 

従来 

提案 

ここで傷がつきやすい 

1. エアブロー 
2. 梱包 
3. MRIもしくはX線検査 

非破壊検査であり必ず
しも表面を見る必要なし． 
また持ち替えても直接
触れないので傷がつき
にくい． 

大きな緩衝性能を有するシートおよび製造法を提案 
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結び目をつくるロボット装置およびその制御方法（特許第5256457号） 

図2-1 風呂敷包みロボット 

自動化にこの技術を応用 
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連続的に果実を包装，MRIもしくはX線検査機に投入する方法とは? 
（別特許：特願2013-028884） 

ここではこれらのロボットシステムで用いる通気性のある緩衝機能を
有する包装シートを提案 

図2-3 提案する桃包装ロボットシステム案 

図2-2 連続的シートによる果実包装方法 

1. 連続的シートを切らずに
桃を包装 

2. シートそのものがコンベア
の代わり 

ロボットアーム 

受け渡しハンド 

シート固定治具 
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3. 不織布利用の従来技術と問題点 

1. 不織布などからなる2層のシートを用いて片側のみ収縮させて
蒲鉾状の断面を持たせた複合シート． 

2. 緩衝面に不織布を配置してこの不織布を両面エンボス紙又は
波付形板紙でバックアップした構造． 

3. 緩衝面となる側に熱によって収縮するフィルム部材を用いてこ
のフィルム部材を複数の矩形状あるいは蒲鉾状に盛り上げて
形成． 

• 複数の種類の材料を積層するものが多く高コスト． 
• 不織布を絞るなどして隆起部を形成した場合，その絞り方向が

一方向であったり絞り量が均一でなかったりすると梱包対象物
に偏りが発生．もしくは外部からの衝撃の受け方に差が発生． 
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4. 緩衝シートの提案 

平らな不織布上の等間隔に配置した多数の点を同時に上方に引張
り上げ，等間隔に隆起部を生成し，別の不織布に谷部を超音波溶
着もしくは接着． 

図4-1 提案する緩衝シート概略 

引張り上げ 

不織布寄せ 

不織布寄せ 

不織布寄せ 

不織布寄せ 

図4-2 製作した緩衝シート 

安価なポリエチレン系を想定，食品以外ならPET再利用も 
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図4-4 不織布用超音波溶着機による事例 

超音波溶着のメリット 
1.不織布しか使用しないため，消耗品コストがかからない． 
2.接着剤に含まれる有機溶剤が不要． 
3.デンプンのりでは別の害虫がつく恐れあり． 

電気エネルギ(高周波) 

機械エネルギ(振動エネルギ) 

摩擦熱（ジュール熱） 

加圧力 

不織布表面溶融 

溶着 

図4-3 不織布超音波溶着の原理 

超音波振動 

超音波振動工具
（工具ホーン） 不織布（1枚目） 

不織布（2枚目） 
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また衝撃吸収性能を比較するために，従来特許にある蒲鉾型
断面形状の緩衝シートも製作して性能比較． 

図4-5 従来の蒲鉾型断面緩衝シート 

1. 非常に安価な農業用不織布（防
虫ネット素材）でも製作可能． 

2. 方向性のない衝撃吸収を実現． 
3. 通気性があり果実が蒸れない． 

本提案の緩衝シートのねらい 

台湾向け生果実検疫実施要領を
厳格に準拠した包装方法の実現 
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加速度ピックセンサにより衝突時の
加速度を用いて発生力を計算 
ここで緩衝シートなしの状態の発生
力をF，そのときの加速度a，緩衝
シートありの状態の加速度a’，発生
力F’とすると衝撃吸収率Lは  

  
 

鉄球 
質量：0.212×10-3kg 

360mm 

加速度センサ 

衝撃吸収力測定実験方法 

maF = '' maF =

[%]100'1 =×





 −=

F
FL

衝撃吸収性能を比較するため，鉄球を自然落下させることにより
発生する衝撃力を実験的に求め衝撃吸収率を導出・比較． 

図4-6 衝撃力測定系概略 
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図4-7 不織布の衝撃力吸収率比較 

2倍近い衝撃力吸収 

方向性もなく球形の対象物には適当 

単純に積層したもの 

各100回実測平均 
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5. 緩衝シート製造方法の提案 

図5-1 提案する緩衝シート生成方法概念 

不織布寄せ 

不織布寄せ 

引張り上げ 

不織布寄せ 

不織布寄せ 

引張り上げ 

引張り上げる点とその周囲4方向に，引張り上げる点へ近づける動

きを不織布に同時に与え，方向性のない隆起部を生成．これを同
時多点でできれば大きな緩衝シートが製造可能． 
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引張り上げ 

平行リンク 

姿勢を保ったまま
中心方向に移動 

姿勢を保ったまま
中心方向に移動 

姿勢を保ったまま
中心方向に移動 

この裏面だけ不織布
をハンドリング 摩擦で不織布を

押さえるだけ 

図5-2 緩衝シート隆起部生成方法概念 

中心の引張り上げ部の裏面にマジックテープ状の不織布ハンドリン
グ部を配置，その他の面には次工程で超音波溶着させるためにス
テンレス系の押さえ機構，もしくは超音波溶着工具ホーン 
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図5-3 多点同時縮小移動概念 

引張り上げ 柔軟ワイヤ 

全体縮小 

• この隆起部生成後，別の不織布上に移動して超音波溶着
で押さえ部に相当する位置を溶着． 

• なお外側押さえ機構の4カ所を対角線方向外側に引くこと
により初期位置に復帰． 
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•  実機による製造検証 
•  自動包装への適用 

• 不織布に緩衝性能を付加するための隆起部を生成した緩

衝シート形状の提案 
• 緩衝シートの隆起を生成するための製造方法の提案 

主に傷のつきやすい果実梱包材として 

7. 今後の課題 

8. 企業への期待 

• 自動機メーカーとの共同研究を希望 
• 包装分野における付加価値展開を考えている企業には，

本技術の導入が有効と思われる． 

6. まとめ 
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