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お問合せは下記まで
改良の為、記載事項はおことわりなしに変更することがあります。

本社・工場
〒940-2127　新潟県長岡市新産 3-5-2
TEL：0258-47-1377　FAX：0258-47-0161

札幌営業所
〒065-0041　北海道札幌市東区本町一条 2丁目 2番 17 号
TEL：011-299-2551　FAX：011-299-2554

仙台営業所
〒982-0015　宮城県仙台市太白区南大野田 24-4-103
TEL：022-304-3031　FAX：022-304-3032

新潟営業所
〒940-2127　新潟県長岡市新産 3-5-2
TEL：0258-47-1677　FAX：0258-47-0161

東京営業所
〒336-0025　埼玉県さいたま市南区文蔵 3-28-6 B-102
TEL：048-872-0211　FAX：048-729-6355

静岡営業所
〒422-8066　静岡県静岡市駿河区泉町 9-11
TEL：054-202-9045　FAX：054-202-9046

名古屋営業所
〒460-0017　愛知県名古屋市中区松原2丁目2番33号桐美ビル6階
TEL：052-331-1222　FAX：052-331-1288

広島営業所
〒731-0102　広島県広島市安佐南区川内 5-10-13-101
TEL：082-831-7401　FAX：082-831-7402

福岡営業所
〒811-1323　福岡県福岡市南区弥永 3丁目 19 番 1号 102 号室
TEL：092-915-9120　FAX：092-915-9121

http://www.system-square.co.jp

富山営業所
〒930-0056　富山県富山市南田町 2丁目 6番 6号
TEL：076-464-5699　FAX：076-464-5571

鹿児島営業所
〒890-0001　鹿児島県鹿児島市千年 2丁目 1-3-103
TEL：099-298-9603　FAX：099-298-9604

国内営業所

海外代理店

海外代理店
韓国・台湾・中国・フィリピン・タイ・シンガポール
オーストラリア・ヨーロッパ地域・アラブ首長国連邦
・マレーシア・インドネシア・ベトナム

関西営業所
〒661-0012　兵庫県尼崎市南塚口町 6丁目 10-39
TEL：06-6423-9133　FAX：06-6423-9157

四国営業所
〒791-1106　愛媛県松山市今在家 1丁目 11-32　
TEL：089-948-4717　FAX：089-948-4718

かみこみ検査機

かみこみＸ線検査機

総合編



個包装お菓子・パック入りハム・ハップ剤
袋入りかやく・使い捨てカイロ・インスタント麺　など

医療用外用薬
イリョウヨウハップ剤
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ップ剤

レトルトカレー
retort-pouch curry

袋がアルミ蒸着

（SLS は不可）

印刷有りだが，

シール部は透明

シール部に印刷有り

半透明の色付き袋

シール部含め、

全体的に透明

シール部にも柄が

ある袋

包材

かみこみ 液体かみこみ

包材

空袋

商品

二個入り

商品

過大・過小

商品

穴

商品

割れ・欠け

商品

欠け、角

商品

100g

相対質量 (ＳＸＳ)

包材

カップ容器かみこみ

包材・商品

異物 ( 金検付・ＳＸＳ）

包材

過長・過短

包材・商品包材

二連

包材と適合機種

かみこみＮＧ検出例

ＳＬＳ 

ＳＸＳ

シール部に商品の破片・欠片または
シール不良等を検出し排除します。

商品の割れ・欠け、外周からの亀裂
などの不良を検出可能です。

商品の入っていない、空袋を検出し
排除することが可能です。

シール部にかみこんだ、液体から半
固体までの様々な、かみこみを検出
し排除可能です。

カップ容器の周囲シール部で発生す
る、かみこみ・シール不良・包装不
良を検出し排除可能です。

包装の切り離し不良で、繋がってし
まった包装を検出し排除可能です。

包装機の不良で異常なサイズになって
しまった包装を検出し排除可能です。

一個入りが正常のところ、規定数量
より多く入って包装された商品を検
出し排除可能です。

商品の面積・幅・長さ等を測り、規
定サイズに満たない商品を検出し排
除可能です。

Ｘ線画像を元に行う相対質量検査です。
Ｘ線で相対質量が計れます。

金検付の場合は金属異物を、ＳＸＳの
場合は金属・骨・ガラス・石等の異
物を検出可能です。

金検付の場合は金属異物を、ＳＸＳの
場合は金属・骨・ガラス・石等の異
物を検出可能です。

米菓や焼き菓子を生産時にできてし
まう小さな穴を検出可能です。



●本装置は、「電離放射線障害防止規則」に基づいて、作業者に対する十分な安全対策を施してあります。同規則によれば、X 線漏洩量が 3ヶ月間で

1.3mSv を超えない量であれば作業主任者を置く必要がありません。本装置は、X 線漏洩量が 1μSv/h 以下の為、同一作業者が作業した場合、1μ

Sv/h×1 日 16 時間×週 6日×13 週 (3 ヶ月 )＝1.25mSv/3 ヶ月となり、規定の範囲内になっています。本装置は、「食品衛生法関連法規」に基づいて、

食品への X線照射線量は 0.1Gy 以下になっています。これは、毒性、栄養学的微生物学的に全く問題がないレベルです。

●機器を使用する事業者は、X線装置設置工事の 30 日前までに、その計画を管轄の労働基準監督署長へ提出する必要があります。

ラインセンサ

エックス線
発生装置

エックス線がたくさん抜ける所は白く、
さえぎられる所は暗く写ります。

台形型検査口で検査ミスを防止。

X 線照射中に検査口を全体照明し

注意を促します。( 特許取得済み )

キーをOFF にすると、X線の照射は完全に止まります
X線照射キースイッチ①

緊急時に、X線の照射とコンベアを停止します
非常停止スイッチ ( 主電源スイッチ )②

コンベア開口部からの X線の漏洩を防止します
X線遮へいカーテン③

扉が開いていないかチェックするセンサーです
扉安全スイッチ④

開いている時に X線が照射されることはありません
X線遮へい前面扉⑤

作業者の安全を最優先に考え、様々な安全対策を施してあります。
放射線に関する特別な資格がなくても安心してお使いいただけます。

危険作業を防止

79.5

超短波 マイクロ波短波 赤外線 可視光 紫外線 エックス線 ガンマ線

陰極フィラメント 陽極タングステン

X線発生管
銅

流れ方向

冷却ファン

ラインセンサ

X線発生

低 高

胃部 X線

(4.1mSv/ 回 )

胸部 X線

(0.3mSv/ 回 )

自然界

(1.1mSv/ 年 )

X 線検査機

(0.001mSv/h 以下 )

海外旅行 (アメリカ)

(0.04mSv/ 回 )

波長が長い ( エネルギー小） 波長が短い ( エネルギー大）

Ｘ線検査機は、レントゲン撮影と基本的に同じ原理で物を透かして中の様子を見ることができます。Ｘ線検査には、Ｘ
線の中でもエネルギーの小さな軟Ｘ線が使われています。

Ｘ線発生管から照射されたＸ線は、検査品を通ってラインセンサに届

き、計測した透過量をもとに画像として撮影されます。撮影されたＸ

線透過画像を解析して異物とそれ以外のものを自動判別します。

電流を遮断すると瞬時にＸ線は停止します。

管電圧を上げるとＸ線の波長が短くなり透過能力が高くなります。厚

い検査品や密度の高い異物の検出に有効です。管電圧を下げると密度

の低い異物の検出が改善される場合があります。

エックス線は「電磁波」の仲間

Ｘ線発生の仕組

Ｘ線被ばく量比較例

Ｘ



包装シール部の確実な特定が可能！

アルミ包材をはじめ、
様々な包材のかみこみ検査を実現！

「かみこみ」「異物」「相対質量」
全ての項目を高感度に検査可能！

ハイブリッド検査の特徴
Ｘ線による検査と、光学カメラによる検査を同時に行う事で、従来にはないメリットを実現しています。　　ないメリットを実現しています

ラインセンサ

光源

X線発生器

光学カメラカメラ

器
ライ

検
査
品

＋

＋

異物

相対質量

高感度

gg

シール部の異常か　不明

Ｘ線画像のみ

アルミ包材の中身が　見えない

四方シール包装トレー包装深絞り包装 ピロー包装 ピロー包装 チャック付包装

光学系の画像のみ

シール部

り包装

＋＋＋

かみこみ
様々な包材の

アルミ包材アルミ包材

包材のエッジまで美しく撮影できる
ので、シール部を確実に特定

相対質
＋

形状

チャック付包装

医療用外用薬

イリョウヨウハップ剤

20

深絞り包装装

レトルトカレー
retort-pouch curry



かみこみＸ線検査機

Ｘ線検査機のみと違い、「かみこみ」「異物」「相対質量」全ての項目を高感度に検査可能。

割れ品検査相対質量検査 袋幅・長さ測定かみこみ不良検査 異物検査 面積

多様な検査で課題を解決します

搬送ベルトの影響を受けず、
鮮明な画像が得られるため、
誤検知が少なく、安定した高
感度を実現。

搬送ベルトが写り込むため、
不鮮明な画像になり、感度が
悪くなる。

かみこみＸ線検査機

画像がキレイで高感度
従来のX線検査機

包装袋による感度の違い
今まで検査の難しかった、アルミ蒸着包材や、模様付きの包材でも高感度検査。

透明包材アルミ蒸着

かみこみ 異物 相対質量 かみこみ 異物 相対質量

検査機（SXS）

かみこみ検査機（SLS）

検査機

Ｘ線検査機

かみこみ検査機（SLS）

Ｘ線検査機

機

難しかった検査範囲の設定も、表示に従って操作していくだけで、誰でもカンタンに設定可能です。

かみこみ側　検査範囲設定画面 Ｘ線側　検査範囲設定画面範囲設定画面

誰でも、かんたんに検査範囲を設定

感度の違い包装袋による感による感

従来のかみこみ検査方式

センサー（接触 /非接触） 軟包材の検出が難しい
小さなかみこみでは違いが検出できない

検査の不確実性が高い
見逃しがあったり、判断基準が曖昧

目視検査

包材の検出ができない
シール部が判別できないため、かみこみ不良か検出できない

Ｘ線異物検査機

透明包材に限定
柄付き、アルミ包材では検出できない

光学系検査機

シール直後に限定
温度が下がると検出できない

赤外線・サーモグラフィ

アルミ包材に商品がかみこんだ例 ハップ剤のかみこみ例

かみこみ検査例

搬送時の傾きを補正して正確な検査を実現

搬送時の傾き補正で高感度

傾きを補正



２組のカメラと光源で検査２組

１枚入商品の検査 ２枚入商品の検査

１組のカメラと光源で検査

２枚入

光源

カメラ

検査品

光源

光源 カメラ

カメラ

検査品

検査用の光源と光学カメラを、それぞれ上側用・下側用の２組

搭載しています。２枚入商品の上下それぞれを検査可能です。

検査用の光源と光学カメラを用いて、下面から商品を透かす

ようにして検査しています。

１枚入商品 ２枚入商品

検査可能

検査不可

１枚目
「割れ・欠け」「形状」

「かみこみ」

「割れ・欠け」「形状」

「かみこみ」

「かみこみ」のみ

「割れ・欠け」「形状」
１枚入

×

×
検査可能

検査不可×

1枚入商品は「かみこみ」と「形状」が検査可能です。 2枚入商品は「かみこみ」のみ検査可能です。

１枚目

２枚目

「かみこみ」検査に加えて２枚入商品の

「割れ・欠け」「形状」が検査可能です。

2枚目の
「割れ・欠け」「形状」も可能



SLS1000 シリーズでは、独自の方式により、

キレイな画像で検査可能。誤動作も軽減！
他方式では現場の照明などに影響され、キ

レイな画像で検査できず、誤動作も多い。

…シール部含め、全体的に透明

…印刷有りだが、シール部は透明

…シール部に印刷有り・半透明の色付き袋

…袋がアルミ蒸着

包装袋により、感度が変わることがあり

ます。詳しくはお問い合わせください。

検査画像がキレイ 検査画像例 包装袋による感度の違い

かみこみ不良例

割れ不良例

拡大実物写真

実物写真

かみこみ不良品排除 割れ・欠け品排除 中身無し排除 袋幅・長さ測定 異物発見(異物検査機との一体型)(背張り部分を除く)

カラータッチパネル

タッチパネルで直観的に操作可能。

処理量が多いかんたん感度設定 異物検査機との一体型も可能

エアー選別機の例

自動選別

ネジやサビなどの金属異物を検査する、金属検出機とかみこみ検査機の一体型例

金属検出機 かみこみ検査機

異

難しい感度設定も、画面の指示に

従って操作するだけで、ラクラク設定。

最大で 700 個 /min の検査が可能。

( 検査品、使用環境により異なります )





　

多選別方式

エアージェット方式

ベルトドロップ方式

ＡＳ２２＊１Ｆ－０１－０６Ｓ


