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(57)【要約】
【課題】長尺シートを高い精度で所定寸法に切断するこ
とができ、切断の際に大きな振動や騒音を発生させるこ
とがなく、生産性も高いるフライング式枚葉加工装置及
びシート加工装置を提供する。
【解決手段】上側の切刃、下側の固定刃及び切刃を固定
刃に対して上下に移動させる上下移動機構を備える上下
動切断装置と、取付部材の上端部に回転可能に取り付け
られる前後カム、一端部が前後カムに取り付けられ、他
端部が上下動切断装置の切刃側の上端部に揺動可能に取
り付けられる前後アームとを備え、上下動切断装置を被
加工材の搬送方向の前後に移動させる前後移動装置を有
する。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　長尺の被加工材を所定の搬送方向に連続的に搬送しながら所定長さに前記搬送方向と直
交する幅方向に沿って切断して所定の寸法の枚葉に加工するフライングシャーカッタ装置
であって、
　上側の切刃、下側の固定刃及び前記切刃を前記固定刃に対して上下に移動させる上下移
動機構を備える上下動切断装置と、
　該上下動切断装置の前記上下移動機構を駆動する第１駆動源と、
　前記上下動切断装置の前記固定刃側の下端部を回動可能に支持する基台と、
　前記上下動切断装置に対向して前記基台に立設される取付部材と、
　該取付部材の上端部に回転可能に取り付けられる前後カム、その一方の端部が前記前後
カムに取り付けられ、その他端部が前記上下動切断装置の前記切刃側の上端部に揺動可能
に取り付けられる前後アームとを備え、前記上下動切断装置を前記被加工材の搬送方向の
前後に移動させる前後移動装置と、
　該前後移動装置の前記前後カムを回転駆動する第２駆動源とを有することを特徴とする
フライング式枚葉加工装置。
【請求項２】
　長尺の被加工材を所定の搬送方向に連続的に搬送しながらプレスして所定の寸法の枚葉
に打ち抜き加工するフライングプレス装置であって、
　上側の打抜型刃、下側の打抜型受及び前記打抜型刃を前記打抜型受に対して上下に移動
させる上下移動機構を備える上下動切断装置と、
　該上下動切断装置の前記上下移動機構を駆動する第１駆動源と、
　前記上下動切断装置の前記打抜型受側の下端部を回動可能に支持する基台と、
　前記上下動切断装置に対向して前記基台に立設される取付部材と、
　該取付部材の上端部に回転可能に取り付けられる前後カム、その一方の端部が前記前後
カムに取り付けられ、その他端部が前記上下動切断装置の前記打抜型刃側の上端部に揺動
可能に取り付けられる前後アームとを備え、前記上下動切断装置を前記被加工材の搬送方
向の前後に揺動させる前後移動装置と、
　該前後移動装置の前記前後カムを回転駆動する第２駆動源とを有することを特徴とする
フライング式枚葉加工装置。
【請求項３】
　前記上下動切断装置は、さらに、基体と、該基体の下端部に設けられ、前記基台に回動
可能に支承される支承部とを備え、
　前記固定刃又は前記打抜型受は、前記基体の中間部に固定され、
前記切刃又は前記打抜型刃は、前記上下移動機構を介して前記基体に支持され、
　前記上下移動機構は、前記基体に設けられるものであり、
　前記基体の上端部に設けられ、前記切刃又は前記打抜型刃が下端に固定される固定部材
と、
　該固定部材を両側から上下動摺動可能に支持する支持部材と、
　前記基体の、前記支承部の近傍に回転可能に支持され、前記第１駆動源によって回転駆
動される上下カムと、
　一端が前記固定部材に取り付けられ、他端が前記上下カムに取り付けられる上下アーム
とを有し、
　前記前後アームは、前記支持部材に取り付けられる請求項１又は２に記載のフライング
式枚葉加工装置。
【請求項４】
　さらに、前記上下動切断装置の搬送上流側に設けられ、前記上下動切断装置の前記切刃
及び前記固定刃による切断位置又は前記打抜型刃及び前記打抜型受による打抜位置まで送
るべき前記被加工材の搬送方向の長さを計測するメジャーリングロールと、
　前記上下動切断装置の前記上下移動機構による前記切刃又は前記打抜型刃の上下動と、
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前記前後移動装置による前記上下動切断装置の前後揺動とを、前記メジャーリングロール
の回転に同期させるように、前記上下移動機構及び前記前後移動装置を制御する制御部を
備える請求項１～３のいずれか１項に記載のフライング式枚葉加工装置。
【請求項５】
　前記制御部は、前記上下動切断装置の前記固定刃が最も高くなる位置が、前記上下移動
機構の前記切刃による前記被加工材の前記切断位置又は前記打抜き位置となるように、前
記前後移動装置による前記上下動切断装置の前後揺動位置を制御する請求項４に記載のフ
ライング式枚葉加工装置。
【請求項６】
　前記制御部は、前記メジャーリングロールに取り付けられたエンコーダによって計測さ
れた回転量に応じて前記上下移動機構及び前記前後移動装置を制御する請求項４又は５に
記載のフライング式加工切断装置。
【請求項７】
　さらに、前記メジャーリングロールと、前記上下動切断装置との間に設けられ、搬送さ
れる前記被加工材の裏面側に搬送下流側に向けて空気を吹き出す空気吹出装置を備え、
　前記空気吹出装置は、吹き出した空気によって前記被加工材を前記搬送方向に搬送する
請求項４～６のいずれか１項に記載のフライング式枚葉加工装置。
【請求項８】
　さらに、前記上下動切断装置の前記切刃及び前記固定刃、又は前記打抜型刃及び前記打
抜型受を冷却する冷風を吹き出す刃物冷却装置を備える請求項１～７のいずれか１項に記
載のフライング式枚葉加工装置。
【請求項９】
　前記空気吹出装置又は前記刃物冷却装置は、前記被加工材への静電気の帯電を防止する
イオンを含む空気または冷風を吹き出す請求項７又は８に記載のフライング式枚葉加工装
置。
【請求項１０】
　原反供給装置と、
　該原反供給装置から供給されるロール状の長尺の被加工材を所定寸法の枚葉に切断もし
くは打ち抜く、請求項１～９のいずれか１項に記載のフライング式枚葉加工装置と、
　該フライング式枚葉加工装置で切断加工もしくは打抜加工された枚葉を集積する枚葉集
積装置とを有することを特徴とするシート加工装置。
【請求項１１】
　さらに、前記被加工材に対し、その幅方向のカットを前記搬送方向に平行に行う回転ス
リッタを有し、
　その長手方向のカットを行う前記フライング式枚葉加工装置が下流側に、前記回転スリ
ッタが上流側に配置されている請求項１０に記載のシート加工装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、フライングシャーカッタ装置及びフライングプレス装置等のフライング式枚
葉加工装置、並びにこれを用いるシート加工装置に関し、特に、原反供給装置から供給さ
れる長尺のロールシート等のシート状被加工材を搬送方向に所定長さ送って、搬送方向と
直交する幅方向に沿って切断するフライングシャーカッタ装置、及び打ち抜くフライング
プレス装置等のフライング式枚葉加工装置、並びにこのフライング式枚葉加工装置によっ
て所定寸法の枚葉に加工し、加工された枚葉を枚葉集積装置に集積するシート加工装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　印画紙、写真用紙、インクジェット用紙、コピー用紙等の各種の紙製品や、各種のフィ
ルム、プラスターシートやパップ剤等の薬剤シート、銅箔等の金属箔などのロール状の巻
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回された長尺シートは、シート加工装置によって所定寸法の枚葉（カットシート）に切断
され、若しくは打ち抜かれている。
【０００３】
　このような従来のシート加工装置は、回転スリッタ及びシャーカッタ（ギロチンカッタ
）を備える枚葉切断装置を有し、ロール状に巻かれた長尺シートを自動的に送って、送り
方向に平行に回転スリッタで切断し、送り方向と直交する幅方向に所定幅に切断された長
尺シートを間欠的に送り、長尺シートの送りが停止している間に、送り方向である長手方
向に対する幅方向に沿ってシャーカッタで切断している。即ち、長尺シートの長手方向の
切断を幅方向に沿って行うシャーカッタは、長尺シートの送りを一旦停止して、その切刃
（上刃）を固定刃（下刃）に対して上下方向に移動させて長尺シートを切断している。
　なお、長尺シートの打抜装置も同様に、長尺シートの送りを一旦停止して、その上打抜
型刃を下打抜型受に対して上下方向に移動させて長尺シートを打ち抜いている。
【０００４】
　これに対し、本出願人は、長尺シートの送りを一旦停止させることなく、長尺シートを
連続的に送りながら、幅方向に沿って連続的に切断することができるフライングシャーカ
ッタ装置（特許文献１参照）及び連続的に打ち抜くことができるフライング式連続打抜装
置（特許文献２参照）を提案している。
　特許文献１に開示のフライングシャーカッタ装置は、シャーカッタの上側の切刃を上下
動させる駆動機構を介して固定すると共に、駆動機構が設けられた基台に対して送り方向
（水平方向）に移動可能に載置されたスライドブロックに下側の固定刃を固定し、スライ
ドブロックに送り方向の移動によって、上側の切刃及び下側の固定刃を、駆動機構の一部
を含めて一体として、長尺シートの送りと同期させて送り方向に移動させながら、上側の
切刃を上下動させることで切断するものである。
【０００５】
　また、特許文献２に開示のフライング式連続打抜装置も、上打抜型刃の取付台を下打抜
型受に対して上下動可能にすると共に、上打抜型刃取付台と下打抜型受とを一体として水
平方向（送り方向）に被打抜加工材の移動に同期して移動させることにより、連続的に移
動する被打抜加工材を所定寸法の枚葉に連続的に打ち抜くものである。
　上記の特許文献１に開示のフライングシャーカッタ装置及び特許文献２に開示のフライ
ング式連続打抜装置は、上記従来のシート加工装置の枚葉切断装置や打抜装置のように、
長尺シートを切断するために長尺シートを間欠的に送り、切断毎にその送りを一旦停止す
る必要がないので、長尺シートを連続的に送ることができ、従来のシート加工装置の枚葉
切断装置や打抜装置に比べて効率良く切断や打ち抜きができるという特徴を有している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００４－１４２８４６号
【特許文献２】特開２０００－１３９２２１号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上記の特許文献１に開示のフライングシャーカッタ装置、及び特許文献
２に開示のフライング式連続打抜装置等のフライング式枚葉切断装置では、長尺シートを
連続的に送りながら長尺シートを切断する事ができるものの、上側の切刃及び下側の固定
刃や上打抜型刃取付台及び下打抜型受を、駆動機構の一部を含めて一体として、長尺シー
トの送りと同期させて水平方向（送り方向）に移動させる必要があるため、切断機構や打
抜機構を備えた水平移動機構、即ちフライング機構の装置構成が大型となり、その結果、
出力の大きいモータが必要である等の問題があった。
【０００８】
　また、これらの従来のフライング式枚葉切断装置では、装置構成が大型のフライング機
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構が送り方向に往復移動するため、大きな動荷重の振動が発生し、それに伴って大きな騒
音（振動音）も発生するばかりか、寸法ずれなどの誤差も大きくなるために、生産性が上
げられないという問題があった。
　また、上記従来のフライング式枚葉切断装置では、設置当初や調整後の所定期間は、切
断機構や打抜機構及びフライング機構も、正確かつ確実に動作できるものの、所定期間を
過ぎるとずれや誤差を生じ、これが切断寸法や切断面の形状にずれや誤差を生じさせてし
まうという問題があった。
【０００９】
　本発明の目的は、上記従来技術の問題点を解消し、切断機構や打抜機構のフライング機
構の装置構成を簡略化でき、長期間に亘って、ロール状に巻回された長尺シート等の長尺
のシート状被加工材を高い精度で所定寸法に切断することができ、切断の際に大きな振動
や騒音を発生させることがなく、生産性も高くすることができるフライング式枚葉加工装
置及びこれを用いるシート加工装置を提供することにある。
　本発明の他の目的は、上記目的に加え、さらに、供給ロールによる等の長尺の被加工材
の送り速度を自由に変更でき、切断速度や切断サイズの変更に対して、自由かつ簡単に対
処できるフライング式枚葉加工装置及びこれを用いるシート加工装置を提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するために、本発明の第１の態様のフライング式枚葉加工装置は、長尺
の被加工材を所定の搬送方向に連続的に搬送しながら所定長さに前記搬送方向と直交する
幅方向に沿って切断して所定の寸法の枚葉に加工するフライングシャーカッタ装置であっ
て、上側の切刃、下側の固定刃及び前記切刃を前記固定刃に対して上下に移動させる上下
移動機構を備える上下動切断装置と、該上下動切断装置の前記上下移動機構を駆動する第
１駆動源と、前記上下動切断装置の前記固定刃側の下端部を回動可能に支持する基台と、
前記上下動切断装置に対向して前記基台に立設される取付部材と、該取付部材の上端部に
回転可能に取り付けられる前後カム、その一方の端部が前記前後カムに取り付けられ、そ
の他端部が前記上下動切断装置の前記切刃側の上端部に揺動可能に取り付けられる前後ア
ームとを備え、前記上下動切断装置を前記被加工材の搬送方向の前後に移動させる前後移
動装置と、該前後移動装置の前記前後カムを回転駆動する第２駆動源とを有することを特
徴とする。
【００１１】
　また、上記目的を達成するために、本発明の第２の態様のフライング式枚葉加工装置は
、長尺の被加工材を所定の搬送方向に連続的に搬送しながらプレスして所定の寸法の枚葉
に打ち抜き加工するフライングプレス装置であって、上側の打抜型刃、下側の打抜型受及
び前記打抜型刃を前記打抜型受に対して上下に移動させる上下移動機構を備える上下動切
断装置と、該上下動切断装置の前記上下移動機構を駆動する第１駆動源と、前記上下動切
断装置の前記打抜型受側の下端部を回動可能に支持する基台と、前記上下動切断装置に対
向して前記基台に立設される取付部材と、該取付部材の上端部に回転可能に取り付けられ
る前後カム、その一方の端部が前記前後カムに取り付けられ、その他端部が前記上下動切
断装置の前記打抜型刃側の上端部に揺動可能に取り付けられる前後アームとを備え、前記
上下動切断装置を前記被加工材の搬送方向の前後に揺動させる前後移動装置と、該前後移
動装置の前記前後カムを回転駆動する第２駆動源とを有することを特徴とする。
【００１２】
　ここで、前記上下動切断装置は、さらに、基体と、該基体の下端部に設けられ、前記基
台に回動可能に支承される支承部とを備え、前記固定刃又は前記打抜型受は、前記基体の
中間部に固定され、前記切刃又は前記打抜型刃は、前記上下移動機構を介して前記基体に
支持され、前記上下移動機構は、前記基体に設けられるものであり、前記基体の上端部に
設けられ、前記切刃又は前記打抜型刃が下端に固定される固定部材と、該固定部材を両側
から上下動摺動可能に支持する支持部材と、前記基体の、前記支承部の近傍に回転可能に
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支持され、前記第１駆動源によって回転駆動される上下カムと、一端が前記固定部材に取
り付けられ、他端が前記上下カムに取り付けられる上下アームとを有し、前記前後アーム
は、前記支持部材に取り付けられるのが好ましい。
【００１３】
　また、上記第１及び第２の態様のフライング式枚葉加工装置は、さらに、前記上下動切
断装置の前記上下移動機構による前記切刃又は前記打抜型刃の上下動と、前記前後移動装
置による前記上下動切断装置の前後揺動とを、前記上下動切断装置の搬送上流側に設けら
れ、前記上下動切断装置の前記切刃及び前記固定刃による切断位置又は前記打抜型刃及び
前記打抜型受による打抜位置まで送るべき前記被加工材の搬送方向の長さを計測するメジ
ャーリングロールの回転に同期させるように、前記上下移動機構及び前記前後移動装置を
制御する制御部を備えるのが好ましい。
　また、前記制御部は、前記上下動切断装置の前記固定刃が最も高くなる位置が、前記上
下移動機構の前記切刃による前記被加工材の前記切断位置又は前記打抜き位置となるよう
に、前記前後移動装置による前記上下動切断装置の前後揺動位置を制御するのが好ましい
。
　また、前記制御部は、前記メジャーリングロールに取り付けられたエンコーダによって
計測された回転量に応じて前記上下移動機構及び前記前後移動装置を制御するのが好まし
い。
【００１４】
　また、さらに、前記メジャーリングロールと、前記上下動切断装置との間に設けられ、
搬送される前記被加工材の裏面側に搬送下流側に向けて空気を吹き出す空気吹出装置を備
え、前記空気吹出装置は、吹き出した空気によって前記被加工材を前記搬送方向に搬送す
るのが好ましい。
　また、さらに、前記上下動切断装置の前記切刃及び前記固定刃、又は前記打抜型刃及び
前記打抜型受を冷却する冷風を吹き出す刃物冷却装置を備えるのが好ましい。
　また、前記空気吹出装置又は前記刃物冷却装置は、前記被加工材への静電気の帯電を防
止するイオンを含む空気または冷風を吹き出すのが好ましい。
【００１５】
　また、上記目的を達成するために、本発明の第３の態様のシート加工装置は、原反供給
装置と、該原反供給装置から供給されるロール状の長尺の被加工材を所定寸法の枚葉に切
断もしくは打ち抜く、第１又は第２の態様のフライング式枚葉加工装置と、該フライング
式枚葉加工装置で切断加工もしくは打抜加工された枚葉を集積する枚葉集積装置とを有す
ることを特徴とする。
　ここで、上記第３の態様のシート加工装置は、さらに、前記被加工材に対し、その幅方
向のカットを前記搬送方向に平行に行う回転スリッタを有し、その長手方向のカットを行
う前記フライング式枚葉加工装置が下流側に、前記回転スリッタが上流側に配置されてい
るのが好ましい。
【発明の効果】
【００１６】
　以上の本発明の各態様によれば、切断機構や打抜機構のフライング機構の装置構成を簡
略化でき、長期間に亘って、ロール状に巻回された長尺シート等の長尺のシート状被加工
材を高い精度で所定寸法に切断することができ、切断の際に大きな振動や騒音を発生させ
ることがなく、生産性も高くすることができる。
　また、本発明の各態様によれば、上記効果に加え、さらに、供給ロールによる長尺の被
加工材の送り速度を自由に変更でき、切断速度や切断サイズの変更に対して、自由かつ簡
単に対処できる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明のシート加工装置の一実施形態の全体を示す正面図である。
【図２】図１に示すシート加工装置の全体を示す上面図である。
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【図３】図１及び図２に示すシート加工装置の原反供給装置の搬送ロール装置とダンサー
ロール装置を示す正面図である。
【図４】図１及び図２に示すシート加工装置の枚葉切断装置の正面図である。
【図５】図４に示す枚葉切断装置のフライングシャーカッタ装置の詳細を示す側面模式図
である。
【図６】図４に示す枚葉切断装置の模式的構成図である。
【図７】図５に示す枚葉切断装置のフライングシャーカッタ装置の要部の拡大部分側面図
である。
【図８】図５に示す枚葉切断装置のフライングシャーカッタ装置の要部の拡大部分平面図
である。
【図９】図４に示す枚葉切断装置の刃物の代わりに取り付けられるプレス用上刃及び下刃
のアタッチメントの模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明に係るフライング式枚葉加工装置を用いるシート加工装置を添付の図面に示す好
適実施形態に基づいて以下に詳細に説明する。
　なお、以下では、印画紙、写真用紙、インクジェット用紙、コピー用紙等の各種の紙製
品、各種のフィルム、プラスターシートやパップ剤等の薬剤シート、銅箔等の金属箔など
のロール状に巻回された長尺の被加工材である長尺シートを所定寸法の枚葉に切断する回
転スリッタ及びフライングシャーカッタを備える枚葉切断装置を有するシート加工装置を
代表例として説明するが、本発明がこれに限定されないことは言うまでもない。例えば、
本発明のフライング式枚葉加工装置として、長尺の被加工材を所定の搬送方向に連続的に
搬送しながら所定長さに前記搬送方向と直交する幅方向に沿って切断して所定の寸法の枚
葉に加工するフライングシャーカッタ装置であっても良いし、長尺の被加工材を所定の搬
送方向に連続的に搬送しながらプレスして所定の寸法の枚葉に打ち抜き加工するフライン
グプレス装置であっても良い。
【００１９】
　ここで、図１及び図２は、それぞれ、本発明のシート加工装置の一実施形態の全体を示
す正面図及び上面図である。また、図３は、図１及び図２に示すシート加工装置の原反供
給装置の搬送ロール装置及びダンサーロール装置を示す正面図であり、図４は、図１及び
図２に示すシート加工装置の枚葉切断装置の正面図であり、図５は、図４に示す枚葉切断
装置のフライングシャーカッタ装置の詳細を示す側面図である。また、図６は、図４に示
す枚葉切断装置の模式的構成図である。
【００２０】
　図１及び図２に示す本発明の一実施形態である長尺シートのシート加工装置１０は、図
１及び図２の左側の上流側から右側の下流側に向かって、ロール状の長尺シートを送るこ
とによって幅方向（送り方向の直交方向）及び長手方向（送り方向）の切断加工が行われ
るもので、上流から順に、原反供給装置１２、フライング式枚葉加工装置である枚葉切断
装置（単に、切断装置ともいう）１４及び製品集積装置１６に分けられる。
【００２１】
　原反供給装置１２は、図１に示すように、原反となるロール状に巻かれた長尺シートＷ
を保持するとともに、このロール状に巻かれた長尺シートＷを巻き出して供給する巻き出
し装置１８、この巻き出し装置１８から巻き出された長尺シートＷのテンションを検出す
るテンション検出装置２０、巻き出し装置１８から巻き出された長尺シートＷの巻き癖を
除去する巻き癖除去装置２２、巻き出された長尺シートＷを保持して切断装置１４に供給
する搬送ロール装置２４及び切断装置１４に供給するための長尺シートＷに所定のテンシ
ョンを付与するダンサーロール装置２６から構成されている。
【００２２】
　また、切断装置１４は、図１に示すように、長尺シートＷを所定の幅で幅方向に切断す
る回転スリッタ装置２８、幅方向に切断された長尺シートＷを供給する供給ロール装置３
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０、供給ロール装置３０によって供給される長尺シートＷの送り量を検出するメジャーリ
ングロール装置（以下、単にメジャーロール装置ともいう）３２、及び、幅方向に切断さ
れた長尺シートＷを連続搬送しながら所定の長さで長手方向に切断するフライングシャー
カッタ装置（以下、単にシャーカッタ装置ともいう）３４とから構成されており、製品集
積装置１６は、搬送コンベア装置３６と製品ストック装置３８とから構成されている。
【００２３】
　巻き出し装置１８は、前述したように、原反となるロール状に巻かれた長尺シートＷを
保持するとともに、このロール状に巻かれた長尺シートＷを巻き出して供給するものであ
って、原反となるロール状に巻かれた長尺シートＷの巻き芯を１対の保持アーム４４で保
持するとともに、この保持アーム４４を開閉することによってロール状の長尺シートＷを
交換可能とするものである。そして、この保持アーム４４は、ロール状の長尺シートＷの
外形寸法に応じて保持アーム４４の高さや間隔、ロール状に巻かれた長尺シートＷの巻き
出し位置等が調整可能となっている。
【００２４】
　巻き出し装置１８に保持された長尺シートＷは、搬送ロール装置２４によって引き出さ
れるが、保持アーム４４に設けられたブレーキによって、たとえば５～１０ｋｇ程度のテ
ンションを付与して巻き出されるようにコントロールされる。このテンションのコントロ
ールは、テンション検出装置２０によって長尺シートＷのテンションを検出し、この検出
されたテンションに応じて保持アーム４４に設けられたブレーキの強さを制御することに
よって、長尺シートＷが常時ほぼ一定のテンションで巻き出されるように調整される。
【００２５】
　ここで、本実施形態では、テンション検出装置２０の中央の検出ロール４６の支持台４
８にロードセル（図示しない）を配置し、このロードセルによって長尺シートＷに付与さ
れたテンションを検出するものであり、ロードセルにかかる負荷を検出して保持アーム４
４のブレーキにフィードバックし、ブレーキの強さを制御する。この保持アーム４４に設
けられたブレーキとしては、ブレーキの強さを任意に制御することができるパウダーブレ
ーキを使用することが望ましい。
【００２６】
　巻き癖除去装置２２は、巻き出し装置１８から巻き出されたロール状の長尺シートＷの
巻き癖を除去するものであって、直径１２ｍｍ程度のデカーラ５０（小径のプーリ）によ
って、ロール状に巻かれていたことによって巻き癖がついてカールしている長尺シートＷ
を反対向きに小さな曲率半径で曲げて巻き癖を除去するものである。この巻き癖除去装置
２２は、巻き出し装置１８に保持されるロール状の長尺シートＷの向きに応じてどちら側
の巻き癖でも除去することができるように、デカーラ５０の位置が長尺シートＷの搬送面
に対して上下に移動可能となっており、図示されない調整ねじ等によってデカーラ５０の
位置が調整されて固定されている。
【００２７】
　搬送ロール装置２４は、巻き出し装置１８から巻き出された長尺シートＷを保持して駆
動し、切断装置１４に供給するものであって、図３により詳細に示されるように、上下１
対のニップローラ５６、５８を有している。そして、上側のローラ５６は油圧または空圧
のシリンダ６０で下側のローラ５８に押圧されている。下側のローラ５８は下方に配置さ
れた減速機付きの駆動モータ６２で長尺シートＷを送る方向に駆動されている。
【００２８】
　この上側のローラ５６と下側のローラ５８とは、長尺シートＷを保持して巻き出し装置
１８から巻き出すとともに、長尺シートＷを所定の速度で送るものであって、下側のロー
ラ５８が送り速度の基準となる駆動側となるので、耐磨耗性の高い焼入れ鋼や特殊鋼を研
磨して仕上げてあることが望ましく、上側のローラ５６は、挟持して搬送する長尺シート
Ｗに滑りが発生しないように下側のローラ５８に押圧するものなので、ゴムなどの摩擦係
数が高い材料とすることが望ましい。そして、このように構成することによって、巻き出
し装置１８から巻き出された長尺シートＷのテンションに変動が生じても、滑りの発生を
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最小限に抑えて、下流の切断装置１４にその影響を与えないようにすることができる。
【００２９】
　ダンサーロール装置２６は、搬送ロール装置２４から切断装置１４に送られる長尺シー
トＷに所定のテンションを付与するものであって、長尺シートＷは、２個のアイドルロー
ラ６４と、２本の支持ロッド６６で上下動可能に支持されているスライドブロック６８に
配置されたテンションローラ７０との間に巻回されている。テンションローラ７０は、左
側に配置された１対のプーリ７２、７４に巻回されたチェーン７６に連結されており、こ
のチェーン７６には重錘７８が設けられている。
【００３０】
　したがって、２個のアイドルローラ６４とテンションローラ７０に巻回された長尺シー
トＷは、支持ロッド６６で支持されたスライドブロック６８と重錘７８との重さの差で下
方に付勢されることになり、この荷重のほぼ１／２が長尺シートＷに付与されるテンショ
ンとなって、テンションローラ７０の上下方向の位置に関係なく一定の荷重となる。
【００３１】
　本実施形態のシート加工装置１０は、このように構成されているので、例えば、巻き出
し装置１８から巻き出すときの５～１０ｋｇであって、ロールの径などによって変動する
テンションは搬送ロール装置２４で遮断され、切断装置１４に伝えられるテンションは、
このダンサーロール装置２６で付与される適正なテンション（例えば２～３ｋｇ）となる
ので、長尺シートＷを巻き出し装置１８から安定して巻き出すために必要な５～１０ｋｇ
程度の高いテンションによって生じていたロールの回転むらやスリップがなすことができ
、切断装置１４で切断する長尺シートの精度のバラツキを±０．１～０．３ｍｍ程度に向
上させることができる。
【００３２】
　テンションローラ７０の位置は、上流側の搬送ロール装置２４と下流側の供給ロール装
置３０との送り速度に差が生じると、当然のことながら、上方または下方に移動する。こ
のため、１対のプーリ７２、７４の一方にプーリの回転方向の位置を検出する検出装置（
図示しない）を設け、あるいはスライドブロック６８に上下方向の位置を検出する検出装
置（図示しない）を設けることによって、搬送ロール装置２４と供給ロール装置３０との
送り速度の差を検出することができるので、この検出信号で搬送ロール装置２４と供給ロ
ール装置３０の少なくとも一方の回転数を制御することによって、完全に同期した送り速
度で長尺シートＷを送ることができる。
【００３３】
　切断装置１４は、原反供給装置１２の下流側に配置され、上流側から下流側に向かって
、原反供給装置１２のダンサーロール装置２６で所定のテンションが付与された長尺シー
トＷを幅方向に複数列に切断する回転スリッタ装置２８と、回転スリッタ装置２８で幅方
向に複数列に切断された長尺シートＷを送り込む供給ロール装置３０と、供給ロール装置
３０によって送り込まれる長尺シートＷの送り量（送り長さ）を計測するメジャーロール
装置３２と、供給ロール装置３０によってメジャーロール装置３２で計測された所定送り
量だけ送り込まれた長尺シートＷを連続搬送しながら切断するシャーカッタ装置３４とを
有する。
【００３４】
　回転スリッタ装置２８は、図４に示すように、長尺シートＷの上側に配置された回転ス
リッタ８０と、下側に配置されたバックアップローラ８２とを有しており、回転スリッタ
８０の回転刃８４で長尺シートＷを所定の幅で幅方向に切断する。この回転スリッタ８０
の回転刃８４は、Ｖ字状の鋭利な切刃を有しており、この回転刃８４の切刃を長尺シート
Ｗの上側から、長尺シートＷの下側に配置されたバックアップローラ８２に向かって押圧
することによって長尺シートＷを切断するものであって、後述する供給ロール装置３０に
よる長尺シートＷの移動によって、長尺シートＷを切断するとともに回転スリッタ８０の
回転刃８４が回転する。
【００３５】
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　回転スリッタ８０は、油圧または空圧のシリンダ８６で上下方向に移動する横梁８８に
クランプ（図示せず）で固定されており、長尺シートＷの幅方向の寸法と同じ間隔で配置
された多数の回転スリッタ８０によって長尺シートＷを幅方向に切断する。ここで、回転
スリッタ８０は、長尺シートＷの幅方向の寸法と同じ間隔で配置された回転スリッタ８０
の取付位置の微調整を行う調整歯車やシリンダ８６で回転スリッタ８０が下降して長尺シ
ートＷを切断する際の回転刃８４の切り込み深さを調整するための調整ねじなどを備えて
いるのが良い。
【００３６】
　回転スリッタ８０の回転刃８４を支持する下側のバックアップローラ８２は、回転刃８
４の切刃が喰い込んでも傷がついたり磨耗したりすることの少ないゴムや軟質のプラスチ
ック等の材質であって、詳細は後述するように、供給ロール装置３０による長尺シートＷ
の移動と同期して回転する。
【００３７】
　供給ロール装置３０は、回転スリッタ装置２８で幅方向に切断された長尺シートＷをシ
ャーカッタ装置３４に供給するものであって、上下１対のニップロール１０２、１０４を
有しており、上側のロール１０２は、油圧または空圧のシリンダ１０６で下側のロール１
０４に押圧されている。そして、下側のロール１０４は、図示例ではＡＣサーボモータ１
０８によって、間欠的に回転駆動されるとともに、この供給ロール装置３０で送られる長
尺シートＷの送り速度と前述した回転スリッタ装置２８のバックアップローラ８２におけ
る長尺シートＷの送り量との間に送り量の誤差が生じないように、チェーン１１０で連動
して長尺シートＷの送り量が一致するように構成されている。
【００３８】
　メジャーロール装置３２は、長尺シートＷの送り量（定速搬送の場合は送り速度）を検
出するものであって、長尺シートＷの移動によって回転する上下１対のニップロール９６
、９８を有しており、上側のロール９６は、油圧または空圧のシリンダ１００で下側のロ
ール９８に押圧されている。この１対のニップロール９６、９８のいずれか一方にエンコ
ーダ１５２（図６参照）等の回転検出機構を配置して、長尺シートＷの移動によるニップ
ロール９６、９８の回転によって長尺シートＷの送り量を検出する。そして、この回転検
出機構で検出した長尺シートＷの送り量の所定のタイミングで後述するシャーカッタ装置
３４を作動して長尺シートＷを長手方向に切断して、カットシート（枚葉）とする。
　なお、上ニップロール９６は、ゴムライニングロールとしても良い。また、製品の種類
により、螺旋を切っても良いし、ストレートとしても良い。
【００３９】
　図４に示すフライングシャーカッタ装置３４は、長尺シートＷを連続搬送しながら、幅
方向に切断された長尺シートＷを所定の長さで、即ち所定送り量の長尺シートＷを長手方
向に切断するものである。
　図５に、図４に示すシャーカッタ装置３４の詳細を示す側面模式図である。
　なお、このシャーカッタ装置３４は、原反となる長尺シートＷの幅より長いカッタで切
断するものであり、図示しないが、全体の幅は非常に広くなる。
　図５に示すシャーカッタ装置３４は、上刃（切刃）１１４と下刃（固定刃）１１６とか
らなるシャーカッタ１１２と、上刃１１４を下刃１１６に対して上下動させる上下移動機
構１１８と、上下移動機構１１８を駆動する上下駆動源１２０と、上下駆動源１２０が設
置される基台１２２と、基台１２２に回動可能に支承される支承部１２４ａが下端部に設
けられ、下刃１１６が固定され、上下移動機構１１８が取り付けられ、上刃１１４が上下
移動機構１１８を介して支持される基体１２４と、基体１２４に対向して基台１２２に立
設される取付部材１２６と、と、取付部材１２６に取り付けられ、上下移動機構１１８の
上端部を長尺シートＷの搬送方向の前後に移動、即ち揺動させる前後移動装置１２８と、
前後移動装置１２８を駆動する前後駆動源１３０とを有する。
【００４０】
　上下移動機構１１８は、基体１２４に設けられ、シャーカッタ１１２の上刃１１４を下
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刃１１６に対して上下動させて、長尺シートＷを所定長さに切断するもので、基体１２４
の上端部に設けられ、上刃１１４が下端に固定される固定部材１３２と、固定部材１３２
を両側から上下動摺動可能に支持する支持部材１３４と、基体１２４の支承部１２４ａの
近傍に回転可能に支持され、上下駆動源１２０によって回転駆動される上下移動偏心カム
（以下、上下カムともいう）１３６と、一端が固定部材１３２に取り付けられ、他端が上
下カム１３６に取り付けられる上下アーム１３８とを備える。
　前後移動装置１２８は、取付部材１２６に設けられ、シャーカッタ１１２を長尺シート
Ｗの搬送に同期させてその搬送方向の前後に揺動させる、具体的には、シャーカッタ１１
２を長尺シートＷの搬送に同期させてその搬送方向に移動させながら、シャーカッタ１１
２によって長尺シートＷを所定長さに切断させ、次いで、シャーカッタ１１２を長尺シー
トＷの次の切断位置まで搬送方向と逆方向に移動させるもので、取付部材１２６の上端部
に回転可能に取り付けられる前後移動偏心カム（以下、前後カムともいう）１４０と、そ
の一方の端部が前後カム１４０に取り付けられ、その他端部が上下移動機構１１８の支持
部材１３４の上端部に揺動可能に取り付けられる前後アーム１４２とを備える。
【００４１】
　図５に示すシャーカッタ装置３４をメジャーロール装置３２で計測される、供給ロール
装置３０による長尺シートＷの所定の送り量に同期して動作させる機構は、供給ロール装
置３０によって長尺シートＷがシャーカッタ１１２の上刃１１４と下刃１１６との間に所
定の送り量だけ送られるのに合わせて、前後駆動源１３０、例えば、ＡＣサーボモータを
作動して前後移動装置１２８の前後移動偏心カム１４０を回転駆動し、前後アーム１４２
を介してシャーカッタ１１２を送り方向に回動させ、シャーカッタ１１２の下刃１１６が
所定位置、例えば、最も高い位置に来た時点で、上下駆動源１２０、例えばＡＣサーボモ
ータをオンすることにより駆動される上下移動機構１１８の上下移動偏心カム１３６によ
って、固定されたシャーカッタ１１２の下刃１１６に対してシャーカッタ１１２の上刃１
１４を、長尺シートＷの上側から下方向に移動（下降）させて、長尺シートＷを所定寸法
に切断し、切断後、上方向に移動（上昇）させて、元の位置に復帰させると共に、長尺シ
ートＷを固定刃１１６に載せたまま、シャーカッタ１１２を、前後移動装置１２８の前後
移動偏心カム１４０によって、切断位置に送り方向に移動させ、切断された枚葉シートＷ
を下流のコンベア装置３６に引き渡した後、送り方向と逆方向に移動させて、元の位置に
復帰させるものである。
【００４２】
　即ち、前述したメジャーロール装置３２の回転検出機構（エンコーダ）で検出された長
尺シートＷの送り量に合わせて、前後移動装置１２８の前後カム１４０によってシャーカ
ッタ１１２を送り方向に回動させて、長尺シートＷの送り量が所定の送り量となったタイ
ミングで、シャーカッタ１１２の下刃１１６が所定の位置に位置すると共に、シャーカッ
タ装置３４の上下移動機構１１８の作動信号が送出され、この作動信号によって上下駆動
源１２０が作動して上下カム１３６が１回転して停止する。即ち、上下カム１３６の１回
転に応じて、シャーカッタ１１２の上刃１１４が下刃１１６に対して下降して上刃１１４
と下刃１１６との間の長尺シートＷを切断し、その後上昇して下刃１１６から離間する元
の位置に停止する。
　したがって、上下移動機構１１８の上下カム１３６は、長尺シートＷの送り量が所定の
送り量となったタイミングで、１回転してシャーカッタ１１２の上刃１１４を１往復させ
て長尺シートＷの切断動作を行わせるのに対し、前後移動装置１２８の前後カム１４０は
、シャーカッタ１１２の先の切断動作タイミングと次の切断動作タイミングとの間に１回
転して、固定刃１１６を長尺シートＷの連続搬送に同期して移動させ、連続搬送される長
尺シートＷを伸縮させたり、停止させたり、スリップさせたりするのを防止している。
【００４３】
　なお、シャーカッタ１１２の上刃１１４は、上下移動機構１１８の固定部材１３２に固
定され、固定部材１３２は、支持部材１３４に上下動可能に支持されるが、その際の摺動
抵抗を減らすために、支持部材１３４に小ボール１３４ａを埋め込み固定部材１３２と支
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持部材１３４との間に複数の小ボール１３４ａを介在させるようにしても良い。
　また、下刃１１６は、Ｌ字状の下刃取付台１４４に取り付けられ、下刃取付台１４４が
基体１２４に固定されることにより、基体１２４に固定される。なお、図示例では、下刃
取付台１４４の凹部１４４ａは、コンベア取付台としても機能する。また、下刃取付台１
４４は、基体１２４への取付位置を調整ネジ（図示せず）で調整することができ、シャー
カッタ１１２の上刃１１４と下刃１１６とのクリアランス（最大隙間）を調整できるよう
なっている。
【００４４】
　本発明では、毎分１～２０００回の切断ができる機構であり、刃物（上刃１１４、下刃
１１６）のショット回数が多いので、刃物間（上刃１１４と下刃１１６との間）のクリア
ランスの調整及び刃物（上刃１１４、下刃１１６）の冷却をするのが好ましい。
　このため、シャーカッタ１１２の上刃１１４及び下刃１１６の各先端側には、それぞれ
、刃物を冷却するための冷却風吹出口１４６及び１４８が設けられており、図示しない刃
物冷却装置からの冷却風を吹出口１４６及び１４８から上刃１１４及び下刃１１６に吹き
付けることにより、上刃１１４及び下刃１１６の過熱を防止し、切れ味の劣化を防止して
いる。また、同時に、イオン風等の静電気空気吹き込みを行い、静電冷却を行うのも好ま
しい。
【００４５】
　図６は、本発明の長尺シートのシート加工装置１０の切断装置１４の供給ロール装置３
０、メジャーロール装置３２及びシャーカッタ装置３４の動作系を模式的に示す構成図で
ある。
　図６に示すように、１対のニップロール１０２、１０４からなる供給ロール装置３０の
下側のニップロール１０４がＡＣサーボモータ１０８によって回転駆動されると、長尺シ
ートＷは、図中右方向に搬送される。この時、１対のニップロール９６，９８からなるメ
ジャーロール装置３２の下側のニップロールに取り付けられたエンコーダ１５２によって
、供給ロール装置３０の１対のニップロール１０２、１０４によって搬送される長尺シー
トＷの搬送量、すなわち、シャーカッタ装置３４のシャーカッタ１１２への長尺シートＷ
の送り量が検出される。
【００４６】
　この時、エンコーダ１５２によって検出された長尺シートＷの搬送量、すなわち、送り
量（検出信号）は、制御装置１５４に伝送される。制御装置１５４は、供給ロール装置３
０のＡＣサーボモータ１０８、シャーカッタ装置３４の上下移動機構１１８の上下駆動源
１２０及び前後移動装置１２８の前後駆動源１３０にも接続されており、エンコーダ１５
２からの検出信号によって、供給ロール装置３０のＡＣサーボモータ１０８、シャーカッ
タ装置３４の上下移動機構１１８の上下駆動源１２０及び前後移動装置１２８の前後駆動
源１３０を制御する。
　すなわち、制御装置１５４は、エンコーダ１５２によって検出された長尺シートＷの搬
送量、すなわち、送り量（検出信号）を受け取り、ＡＣサーボモータ１０８の回転制御を
行い、供給ロール装置３０による長尺シートＷの搬送速度や搬送量（送り量）を制御する
と共に、前後駆動源（ＡＣサーボモータ）１３０の回転制御を行い、前後移動装置１２８
によるシャーカッタ１１２の前後移動（送り方向の移動及びその逆方向の移動）の速度や
移動量（揺動量）を制御する。
【００４７】
　ここで、制御装置１５４は、エンコーダ１５２からの検出信号（長尺シートＷの送り量
（搬送量）が所定の送り量となった時点で、シャーカッタ装置３４の上下駆動源（ＡＣサ
ーボモータ）１２０に動作信号を送り、上下駆動源１２０をオンして、回転駆動を開始さ
せ、正確に１回転させて、上下カム１３６を介してシャーカッタ１１２の上刃１１４下上
動させて１往復させ、所定送り長さの長尺シートＷを正確に切断して、上下駆動源１２０
をオフして停止させる。
　この時、制御装置１５４は、シャーカッタ装置３４の上下駆動源１２０をオフさせるが
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、供給ロール装置３０のＡＣサーボモータ１０８を、長尺シートＷが一定速度で連続搬送
されるように定速制御し、前後移動装置１２８の前後駆動源１３０を、シャーカッタ１１
２（の下刃１１６）が長尺シートＷの連続搬送に同期して搬送方向（前方向）移動される
ように前後カム１４０を連続的に回転させる制御を行う。
　このように、供給ロール装置３０による長尺シートＷの搬送動作と、シャーカッタ装置
３４の前後移動装置１２８のシャーカッタ１１２（の下刃１１６）の前後移動（特に、前
方向の移動）動作及び上下移動機構１１８による長尺シートＷの切断動作とは、それぞれ
、メジャーロール装置３２のエンコーダ１５２の検出信号に基づいて制御装置１５４によ
って制御されるＡＣサーボモータ１０８と、前後駆動源１３０及び上下駆動源１２０によ
って制御される。
【００４８】
　上述したように、本発明においては、シャーカッタ装置３４のシャーカッタ１１２の上
刃１１４を上下１往復させるための上下カム１３６の１回転の駆動を、この上下カム１３
６を直接駆動する上下駆動源１２０を正確に１回転させることによって実現している。上
下駆動源１２０では、電気的にオンオフすることにより、容易に正確に１回転させること
ができる。また、上下駆動源１２０は、その回転駆動の制御を電気的なオンオフによって
行い、それによって上下カム１３６の回転・停止を制御するものであるので、従来の切断
装置に比べ、長期間に亘って、ロール状に巻回された長尺シートを十分な精度で所定寸法
に切断することができ、また、振動や騒音の発生がない。
【００４９】
　また、供給ロール装置３０の回転駆動をＡＣサーボモータ１０８で行う場合、供給ロー
ル装置３０の一対のニップロール１０２，１０４の回転を正確かつ確実に連続して行うこ
とができるので、長尺シートＷの連続搬送を正確かつ確実に一定速度で行うことができる
。また、このように連続搬送される長尺シートＷに同期して、長尺シートＷが載置される
シャーカッタ１１２の下刃１１６を送り方向に移動させることができるので、シャーカッ
タ装置３４の上下移動機構１１８の切断動作の際に、長尺シートＷを停止させる必要が無
いので、生産性を高くすることができる。
　さらに、供給ロール装置３０による長尺シートＷの搬送速度（送り速度）や搬送量（送
り量）を、自由に変更できる。このため、シャーカッタ装置３４の上下駆動源１２０によ
って、シャーカッタ装置３４の切断動作、すなわちシャーカッタ１１２の上刃１１４を上
下動の速度やタイミングやサイクル速度が変った場合であっても、自由かつ簡単に追随し
て、長尺シートＷの搬送速度（送り速度）や搬送量（送り量）を変更できる。
　従って、この場合には、供給ロール装置３０による長尺シートＷの送り速度を自由に変
更でき、切断速度や切断サイズの変更に対して、自由かつ簡単に対処できる。
【００５０】
　なお、供給ロール装置３０のＡＣサーボモータ１０８、シャーカッタ装置３４の上下移
動機構１１８の上下駆動源１２０及び前後移動装置１２８の前後駆動源１３０等の駆動源
としては、ＡＣサーボモータ及び減速機（例えば、１／２等）の組み合せ、ＡＣサーボモ
ータダイレクト方式（直結方式）等が好ましく、上下移動機構１１８や前後移動装置１２
８としては、カム方式、エアーシリンダ方式、油圧シリンダ方式等を用いても良い。
　本発明においては、シャーカッタ装置３４の本体（基体１２４）をその支点（支承部１
２４ａ）により揺動させるので、揺動速度（送り方向への移動速度）を挙げても、振動や
騒音等が発生しないので、長尺シートＷの送り速度を挙げ、生産性を上げることができる
。
【００５１】
　なお、図７及び図８に示すように、メジャーロール装置３２の一対のニップロール９６
、９８と、シャーカッタ装置３４のシャーカッタ１１２の下刃１１６との間には、エア（
空気）吹出装置（図示せず）からの空気を挿入する空気挿入口１５６を設けておき、シャ
ーカッタ１１２の下刃１１６に向け、空気を吹き出すようにするのが好ましい。
　ここで、シャーカッタ装置３４の下刃取付台１４４の長尺シートＷの搬送路には、メジ
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ャーロール装置３２の長尺シートＷの搬送路に沿って、櫛歯状部材１５０を取付部材１２
６に取り付けておくのが好ましい。このように、長尺シートＷの搬送路を櫛歯状部材１５
０で形成することにより、空気挿入口１５６から装入された空気を櫛歯状部材１５０やシ
ャーカッタ１１２の下刃取付台１４４や下刃１１６と、その上を連続搬送される長尺シー
トＷとの間に空気を流すことができるので、長尺シートＷを抵抗なく、流れの方向、即ち
長尺シートＷの送り方向に送ることができる。
　なお、空気吹出装置から吹き出す空気をイオン風として、長尺シートＷと搬送路を構成
する部材との間に生じる静電気を除去するようにしても良い。
【００５２】
　シャーカッタ装置３４の下流側には、搬送コンベア装置３６（図１及び図２参照）が近
接して配置され、シャーカッタ装置３４によって切断されたカットシートＷを直ちに受け
取り、下流側の製品ストック装置３８に搬送する。シャーカッタ装置３４のシャーカッタ
１１２と、搬送コンベア装置３６の上流側の端部との距離を、最小カットシート長さより
十分短くすることによって、カットシートＷのカールなどによって、シャーカッタ装置３
４の切断刃１１４及び１１６から搬送コンベア装置３６への乗り移りに失敗するなどの事
故を完全に防止することができる。
　搬送コンベア装置３６は、下流側にあるので、搬送コンベア装置３６の上面は、下刃１
１６の上面より低い位置に配置されている。特に、下刃１１６の上面と下流側の搬送コン
ベア装置３６の上面との高さの差は、下刃１１６とコンベア装置３６とが干渉することな
く、切断された長尺シートＷをスムーズに受け渡しするために必要なものであり、例えば
、約２０ｍｍに設定されている。搬送コンベア装置３６のその他の構成は、従来技術とほ
ぼ同様なので、ここでは説明を省略する。
【００５３】
　なお、本発明においては、シャーカッタ装置３４の送り方向に配置される搬送コンベア
装置３６は、前後移動装置１２８によってシャーカッタ１１２、特に下刃１１６が送り方
向の前後に移動するので、乗り移りを確実にするために、シャーカッタ１１２の送り方向
の前後の移動に合わせて一端が伸縮する伸縮コンベアとするのが好ましい。
　搬送コンベア装置３６の上方には、搬送される長尺シートＷの浮き上がりを防止するた
めに、任意の数の押さえローラ１５８が設けられている。この押さえローラ１５８は、取
付軸に取り付けられており、整列して搬送される長尺シートＷが、風などの外乱によって
乱れるのを防止するために、自重または軽い付勢力で上から押さえるものである。
【００５４】
　製品ストック装置４２は、搬送コンベア装置４０で整列して搬送された長尺シートＷを
受け取って、載置台に積み重ねてストックするものであり、ストッパー機構や長尺シート
Ｗの厚さに応じて上下する載置台の上下機構等を有しているが、いずれも、従来技術とほ
ぼ同様の機構を採用しているので、ここでは詳細な説明は省略する。
【００５５】
　なお、上述の例では、供給ロール装置３０及びシャーカッタ装置３４の上下駆動源１２
０及び前後駆動源１３０としてＡＣサーボモータを用いているが、本発明はこれには限定
されず、サーボモータであればよく、例えばＤＣサーボモータ等を用いてもよい。
　また、供給ロール装置３０の駆動源としては、長尺シートの連続搬送ができれば、サー
ボモータ以外のモータを用いてもよい。
　本発明のシート加工装置で切断されるシートとしては、普通紙や各種のコーティング紙
、プラスチックフィルム、プラスチックシート、布地、不織布、金属箔や、これらの多層
体、さらに、これらに薬剤や接着剤等を塗布したものなど、各種のシート状被加工物が例
示される。
【００５６】
　本発明では、シャーカッタの間欠運動の切断方式を連続的に切断し、且つ、１分間の切
断能力を１～０００回、更には２０００回切断できる。また、切口も、上下運動により直
角に切断でき、駆動源のＡＣサーボ制御又はシーケンサによる制御により、製品の流れを
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メージャーリングロールのエンコーダの検出パルスのスピードに同調させ、流れの方向の
直角度を正確に切断できる。また、パップ剤等の伸縮する材料も、伸びることなく、縮む
ことなく、寸法精度±０．１～０．３ｍｍで切断できる。また、ノンストップ切断により
、インライン方式昼夜連続運転装置や、巻出装置付き装置等のどのような切断装置にも適
用できるし、どのような切断装置にも代用できる。さらに、切断精度も高いので、大切り
して、小切りして、寸法を揃える必要が無いので、非常に手間がかからず、コスト削減が
可能であり、製品をストックするスペースも不要であり、素早い出荷が可能である。
【００５７】
　上述した例では、長尺シートＷを所定寸法のカットシートＷに切断するフライングシャ
ーカッタ装置３４を代表例として説明したが、本発明はこれに限定されず、シャーカッタ
装置３４の切断刃（上刃１１４及び下刃１１６）をパンチとダイスにかえることによって
、打ち抜き装置に採用することもできる。例えば、フライングシャーカッタ装置３４のシ
ャーカッタ１１２の上刃１１４及び下刃１１６の代わりに、図９に示すような、上打抜型
刃アタッチメント１５８及び下打抜型受アタッチメント１６０を用いて、フライングプレ
ス装置として構成しても良い。上打抜型刃アタッチメント１５８及び下打抜型受アタッチ
メント１６０は、取付部１５８ａ及び１６０ａをそれぞれの取付孔に取り付ければよい。
　なお、プレス等に用いられる刃物としては、トムソン刃、スエーデン鋼ダイセット金型
等を挙げることができる。
【００５８】
　以上、本発明に係るフライング式枚葉加工装置及びこれを用いるシート加工装置につい
て、種々の実施例を挙げて詳細に説明したが、本発明は上記種々の実施例に限定されず、
本発明の主旨を逸脱しない範囲において、種々の改良や変更をしてもよいのはもちろんで
ある。
【符号の説明】
【００５９】
　１０　シート加工装置
　１２　原反供給装置
　１４　切断装置
　１６　製品集積装置
　１８　巻き出し装置
　２０　テンション検出装置
　２２　巻き癖除去装置
　２４　搬送ロール装置
　２６　ダンサーロール装置
　２８　回転スリッタ装置
　３０　供給ロール装置
　３４　シャーカッタ装置
　３２　メジャーロール装置
　３６　搬送コンベア装置
　３８　製品ストック装置
　４４　保持アーム
　４６　検出ロール
　４８　支持台
　５０　デカーラ
　５６，５８　ローラ
　６０　シリンダ
　６２　駆動モータ
　６４　アイドルローラ
　６６　支持ロッド
　６８　スライドブロック
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　７０　テンションローラ
　７２，７４　プーリ
　７６　チェーン
　７８　重錘
　８０　回転スリッタ
　８２　バックアップローラ
　８４　回転刃
　８６　シリンダ
　８８　横梁
　９６，９８　ニップロール
　１００　シリンダ
　１０２，１０４　ニップロール
　１０６　シリンダ
　１０８　ＡＣサーボモータ
　１１０　チェーン
　１１２　シャーカッタ
　１１４　上刃
　１１６　下刃
　１１８　上下移動機構
　１２０　上下駆動源
　１２２　基台
　１２４　基体
　１２６　取付部材
　１２８　前後移動装置
　１３０　前後駆動源
　１３２　固定部材
　１３４　支持部材
　１３６　上下カム
　１３８　上下アーム
　１４０　前後カム
　１４２　前後アーム
　１４４　下刃取付台
　１４６、１４８　冷却風吹出口
　１５０　櫛歯状部材
　１５２　エンコーダ
　１５４　制御装置
　１５６　空気挿入口
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