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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　枚葉シートを搬送するシート搬送部と、
　シート搬送部から搬送される枚葉シートを受けるパレットと、
　パレットを支持するとともに水平方向に往動又は復動するパレット支持台と、
　パレットの上流側に設けられ、パレット側に送られる枚葉シートの枚数を計測するシー
トカウンタと、
　パレット支持台を駆動制御する制御部とを備え、制御部はシートカウンタからの信号に
基づいて、パレット側に送られる枚葉シートの枚数が所定量に達した場合にパレット支持
台を往動と復動を繰り返して、所定枚数の枚葉シートからなる複数のシート積層物をパレ
ット上で互いにずらして積載し、
　シート搬送部は速度が可変となる上流側シート搬送部と、速度が可変となる下流側シー
ト搬送部とを有し、
　制御部は上流側シート搬送部と下流側シート搬送部を駆動制御して、パレット支持台の
停止時に上流側シート搬送部が高速、下流側シート搬送部が低速となる第１モードをとり
、パレット支持台の往動又は復動時に上流側シート搬送部が低速、下流側シート搬送部が
高速となる第２モードをとることを特徴とするシート集積装置。
【請求項２】
　シート搬送部は、上流側シート搬送部と下流側シート搬送部との間に設置され、速度が
可変となる中間シート搬送部を更に有することを特徴とする請求項１記載のシート集積装
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置。
【請求項３】
　パレット支持台は、シート搬送部の搬送方向に沿って往動又は復動することを特徴とす
る請求項１記載のシート集積装置。
【請求項４】
　パレット支持台は、シート搬送部の搬送方向に直交する方向に沿って往動又は復動する
ことを特徴とする請求項１記載のシート集積装置。
【請求項５】
　シート搬送部の上流側に、連続シートを切断し、所定長の枚葉シートを形成するシート
カッタを設けたことを特徴とする請求項１記載のシート集積装置。
【請求項６】
　請求項１記載のシート集積装置を用いたシート集積方法において、
　シート搬送部により枚葉シートをパレット上へ送る工程と、
　シートカウンタによりパレット側に送られる枚葉シートの枚数を計測する工程と、
　シートカウンタからの信号に基づいて、パレット側に送られる枚葉シートの枚数が所定
量に達した場合に、制御部によりパレット支持台を往動と復動を繰り返して所定枚数の枚
葉シートからなる複数のシート積層物をパレット上で互いにずらして積載する工程と、を
備えたことを特徴とするシート集積方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、枚葉シートをパレット上に積載するシート集積装置及びシート集積方法に係
り、とりわけパレット上に所望枚数の枚葉シートからなる複数のシート積層物を互いにず
らして積載することができるシート集積装置及びシート集積方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より印刷等の処理が施された枚葉シートは、シート搬送部によって搬送され、その
後シート搬送部からパレット上に順次積載される。
【０００３】
　パレット上に積載された枚葉シートは、その後断裁されて多数のカード状物が形成され
る。
【０００４】
　ところでパレット上に積載された枚葉シートを断裁する場合、パレット上の枚葉シート
を所望枚数毎に束ねて持ち運び、この所望枚数毎に断裁機により断裁している。
【０００５】
　この場合、所望枚数の枚葉シートを容易に選択して持ち運ぶことができるよう、パレッ
ト上に積載された枚葉シートには、所望枚数の枚葉シート毎にテープ又はラベルが挿入ま
たは貼付されている。
【０００６】
　しかしながら枚葉シート中に挿入または貼付されるテープ又はラベルは枚葉シートに対
して異物となるので、次工程において枚葉シートを断裁する作業に支障が生じることがあ
る。このため、断裁前に枚葉シートからこのようなテープ又はラベルを抜き取っておく必
要があり、更には残ったテープ又はラベルを検査する必要も生じる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特許第２６９１７０６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
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　本発明はこのような点を考慮してなされたものであり、パレット上に所望枚数の枚葉シ
ートからなる複数のシート積層物を互いにずらして積載することができ、これにより枚葉
シート中にテープ又はラベルを挿入または貼付する必要のないシート集積装置及びシート
集積方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、枚葉シートを搬送するシート搬送部と、シート搬送部から搬送される枚葉シ
ートを受けるパレットと、パレットを支持するとともに水平方向に往動又は復動するパレ
ット支持台と、パレットの上流側に設けられ、パレット側に送られる枚葉シートの枚数を
計測するシートカウンタと、パレット支持台を駆動制御する制御部とを備え、制御部はシ
ートカウンタからの信号に基づいて、パレット側に送られる枚葉シートの枚数が所定量に
達した場合にパレット支持台を往動と復動を繰り返して、所定枚数の枚葉シートからなる
複数のシート積層物をパレット上で互いにずらして積載し、シート搬送部は速度が可変と
なる上流側シート搬送部と、速度が可変となる下流側シート搬送部とを有し、制御部は上
流側シート搬送部と下流側シート搬送部を駆動制御して、パレット支持台の停止時に上流
側シート搬送部が高速、下流側シート搬送部が低速となる第１モードをとり、パレット支
持台の往動又は復動時に上流側シート搬送部が低速、下流側シート搬送部が高速となる第
２モードをとることを特徴とするシート集積装置である。
【００１１】
　本発明は、シート搬送部は、上流側シート搬送部と下流側シート搬送部との間に設置さ
れ、速度が可変となる中間シート搬送部を更に有することを特徴とするシート集積装置で
ある。
【００１２】
　本発明は、パレット支持台は、シート搬送部の搬送方向に沿って往動又は復動すること
を特徴とするシート集積装置である。
【００１３】
　本発明は、パレット支持台は、シート搬送部の搬送方向に直交する方向に沿って往動又
は復動することを特徴とするシート集積装置である。
【００１４】
　本発明は、シート搬送部の上流側に、連続シートを切断し、所定長の枚葉シートを形成
するシートカッタを設けたことを特徴とするシート集積装置である。
【００１５】
　本発明は、上記記載のシート集積装置を用いたシート集積方法において、シート搬送部
により枚葉シートをパレット上へ送る工程と、シートカウンタによりパレット側に送られ
る枚葉シートの枚数を計測する工程と、シートカウンタからの信号に基づいて、パレット
側に送られる枚葉シートの枚数が所定量に達した場合に、制御部によりパレット支持台を
往動と復動を繰り返して所定枚数の枚葉シートからなる複数のシート積層物をパレット上
で互いにずらして積載する工程と、を備えたことを特徴とするシート集積方法である。
【発明の効果】
【００１６】
　以上のように本発明によれば、パレット上に所望枚数の枚葉シートからなる複数のシー
ト積層物を互いにずらして積載することができる。このため枚葉シート中にテープ又はラ
ベルを挿入することなく、所望枚数の枚葉シートからなるシート積層物をパレットから順
次持ち運んで、次工程において枚葉シートに対して適切な処理を施すことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】図１は本発明によるシート集積装置の一実施の形態を示す概略図。
【図２】図２（ａ）（ｂ）はシート集積装置を用いたシート集積方法を示す図。
【図３】図３（ａ）（ｂ）はシート集積装置を用いたシート集積方法を示す図。
【図４】図４はシート巻付の製造方法を示す図。
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【図５】図５は枚葉シートに対して断裁作業を施す状態を示す図。
【図６】図６は比較例としてのシート集積装置を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。
【００１９】
　図１乃至図５は本発明によるシート集積装置及びシート集積方法を示す図である。
【００２０】
　まず図１乃至図５により、シート集積装置２０について説明する。
【００２１】
　シート集積装置２０は枚葉シートＰを搬送するシート搬送部１３と、シート搬送部１３
により搬送され、排出ローラ１９から排出される枚葉シートＰを受けるパレット１０と、
パレット１０を支持するとともに水平方向に沿って往動又は復動するパレット支持台１１
とを備えている。
【００２２】
　このうちシート搬送部１３はベルトコンベアからなるとともに速度が可変となる上流側
シート搬送部１３ａと、ベルトコンベアからなるとともに速度が可変となる下流側シート
搬送部１３ｂとを有し、また上流側シート搬送部１３ａの上流側には上流側シート搬送部
１３ａ上の枚葉シートＰの枚数を計測するシートカウンタ１７が設けられている。
【００２３】
　ところで、上流側シート搬送部１３ａの更に上流側には、帯状の連続シートＳを巻付け
てなり、この帯状の連続シートＳを繰り出すシート巻体２１が設けられている。シート巻
体２１から繰り出された帯状の連続シートＳは、突起１５ａを有するシートカッタ１５に
より切断され、所定長をもつ枚葉シートＰが形成され、この枚葉シートＰは上流側シート
搬送部１３ａ側へ送られる。
【００２４】
　またパレット支持台１１は、シート搬送部１３上における枚葉シートＰの搬送方向Ｌと
平行に往復動する搬送コンベア１１ｂと、この搬送コンベア１１ｂを駆動するコンベア駆
動部１１ａとを有している。
【００２５】
　またパレット支持台１１のコンベア駆動部１１ａ、上流側シート搬送部１３ａ、下流側
シート搬送部１３ｂは、いずれも制御部１８に接続され、この制御部１８により駆動制御
される。
【００２６】
　ところで制御部１８はシートカウンタ１７にも接続され、シートカウンタ１７からの信
号に基づいて、パレット１０側に送られる枚葉シートＰの枚数が所定量に達した場合、パ
レット支持台１１のコンベア駆動部１１ａを駆動制御して、搬送コンベア１１ｂを枚葉シ
ートＰの搬送方向Ｌに沿って往動又は復動させる。
【００２７】
　このことにより搬送コンベア１１ｂにより支持されたパレット１０上において、所定枚
数（例えば２５０枚）の枚葉シートＰからなる複数のシート積層物Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３を互
いにずらして積載することができる。
【００２８】
　同時に制御部１８は、上述のように上流側シート搬送部１３ａと、下流側シート搬送部
１３ｂを制御する。この場合、制御部１８はパレット支持台１１の停止時に上流側シート
搬送部１３ａが高速、下流側シート搬送部１３ｂが低速となる第１モードをとって、上流
側シート搬送部１３ａと下流側シート搬送部１３ｂを制御する。また制御部１８はパレッ
ト支持台１１の搬送コンベア１１ｂが往動又は復動する際、上流側シート搬送部１３ａが
低速、下流側シート搬送部１３ｂが高速となる第２モードをとって、上流側シート搬送部
１３ａと下流側シート搬送部１３ｂを制御する。
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【００２９】
　次にこのような構成からなるシート集積装置２０を用いたシート集積方法について説明
する。
【００３０】
　はじめに図４により、シート巻体２１の製造方法について述べる。図４に示すようにシ
ート巻体２１を製造する際、紙材巻体３１から帯状の連続紙材３１ａが繰り出され、連続
紙材３１ａはニップロール３２と冷却ロール３３との間に導かれる。
【００３１】
　この間、合成樹脂フィルム巻体３５から例えばポリエチレン製の帯状の連続合成樹脂フ
ィルム３５ａが繰り出され、連続合成樹脂フィルム３５ａはニップロール３２と冷却ロー
ル３３との間に導びかれる。
【００３２】
　そしてＴダイ３４から接着層として機能する合成樹脂３４ａ、例えばポリエチレンが紙
材３１ａと合成樹脂フィルム３５ａとの間に押出され、紙材３１ａと、合成樹脂フィルム
３５ａと、これら紙材３１ａと合成樹脂フィルム３５ａとを接着する合成樹脂３４ａとか
らなる帯状の連続シートＳが得られる。
【００３３】
　連続シートＳはニップロール３２と冷却ロール３３との間で挟持され、同時に冷却ロー
ル３３により冷却された後巻取られて、シート巻体３７が得られる。次にシート巻体３７
から連続シートＳが繰り出され、この連続シートＳに対して絵柄や文字等の印刷が施され
る。印刷済の連続シートＳは再び巻き取られてシート巻体２１が得られる。
【００３４】
　なお、上記では合成樹脂フィルム巻体３５から例えばポリエチレン製の帯状の連続合成
樹脂フィルム３５ａが繰り出される例を示したが、３５を紙巻体とし、３５ａを帯状の連
続紙巻体としてもよい。
【００３５】
　また、上記では紙材３１ａと、合成樹脂フィルム３５ａと、これら紙材３１ａと合成樹
脂フィルム３５ａとを装着する合成樹脂３４ａとからなる帯状の連続シートＳを積層する
例を示したが、合成樹脂フィルム３５ａを積層せず、紙材３１ａと合成樹脂３４ａとから
なる帯状の連続シートＳを作製してもよい。
【００３６】
　また、上記では連続シートＳに対して絵柄や文字等の印刷が施される例を示したが、予
め紙材巻体３１に絵柄や文字等の印刷を施してもよい。
【００３７】
　また、上記ではシート巻体３７に絵柄や文字等の印刷が施した後、巻き取ってシート巻
体２１とする例を示したが、紙材巻体３１、あるいは予め紙材巻体３１に絵柄や文字等の
印刷を施したもの、あるいはシート巻体３７をそのままシート巻体２１として使用しても
よい。
【００３８】
　次に図２（ａ）（ｂ）および図３（ａ）（ｂ）により、パレット１０上に枚葉シートＰ
を集積するシート集積方法について説明する。
【００３９】
　図２（ａ）に示すように、まず印刷済連続シートＳを巻取ってなるシート巻体２１から
、順次帯状の連続シートＳが繰り出される。シート巻体２１から繰り出された連続シート
Ｓは、シートカッタ１５によって切断され、所定長をもつ枚葉シートＰが形成される。
【００４０】
　次に枚葉シートＰは、シート搬送部１３の上流側シート搬送部１３ａおよび下流側シー
ト搬送部１３ｂを経て、排出ローラ１９からパレット支持台１１上に設けられたパレット
１０上に積載される。この場合、パレット支持台１１は停止している。
【００４１】
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　この間、シートカッタ１５により形成された枚葉シートＰが上流側シート搬送部１３ａ
に送られる際、シートカウンタ１７により枚葉シートＰの枚数が計測され、シートカウン
タ１７からの信号が制御部１８に送られる。
【００４２】
　制御部１８はパレット支持台１１が停止している間、上流側シート搬送部１３ａが高速
、下流側シート搬送部１３ｂが低速となる第１モードをとって、上流側シート搬送部１３
ａおよび下流側シート搬送部１３ｂを駆動制御する。このようにして上流側シート搬送部
１３ａにより高速で送られる枚葉シートＰを下流側シート搬送部１３ｂにより低速でさし
み状に搬送して排出ローラ１９を介してパレット１０上へ送ることができる。
【００４３】
　次に制御部１８はシートカウンタ１７からの信号に基づいて、パレット１０側へ送られ
る枚葉シートＰの枚数が所定量（例えば２５０枚）に達した場合、上流側シート搬送部１
３ａが低速、下流側シート搬送部１３ｂが高速となる第２モードをとって上流側シート搬
送部１３ａおよび下流側シート搬送部１３ｂを駆動制御する。このようにして下流側シー
ト搬送部１３ｂから排出ローラ１９を経てパレット１０上に送られる枚葉シートＰの供給
間隔を広げることができる（図２（ｂ））。
【００４４】
　同時に、制御部１８は図３（ａ）に示すように、パレット支持台１１のコンベア駆動部
１１ｂを駆動制御して、搬送コンベア１１ａを枚葉シートＰの搬送方向Ｌに沿って搬送方
向Ｌと逆方向に駆動させる（復動させる）。この場合、制御部１８がコンベア駆動部１１
ｂを駆動制御して、搬送コンベア１１ａを枚葉シートＰの搬送方向に沿って、搬送方向Ｌ
と同一方向に駆動させてもよい（往動させる）。
【００４５】
　このようにパレット支持台１１を往動又は復動させることにより、パレット１０の位置
を元の位置に対して例えば１０ｍｍ移動させることができる。
【００４６】
　同時に、パレット１０上に、所望枚数の枚葉シートＰからなるシート積層物Ｐ１を作製
することができる。
【００４７】
　その後、制御部１８は、図３（ｂ）に示すように、再び上流側シート搬送部１３ａが高
速、下流側シート搬送部１３ｂが低速となる第１モードをとって、上流側シート搬送部１
３ａおよび下流側シート搬送部１３ｂを駆動制御する。このとき枚葉シートＰは上流側シ
ート搬送部１３ａから下流側シート搬送部１３ｂへ送られ、下流側シート搬送部１３ｂに
おいてさしみ状に搬送されてパレット１０上へ送られる。
【００４８】
　このようにしてパレット１０上に、所定枚数の枚葉シートＰからなるシート積層物Ｐ１
、Ｐ２、・・・を順次形成することができ、各シート積層物Ｐ１、Ｐ２、・・・を互いに
、例えば１０ｍｍずつずらして配置することができる。
【００４９】
　また、上記ではシート搬送部１３が上流側シート搬送部１３ａと下流側シート搬送部１
３ｂの２つで構成され、上流側シート搬送部１３ａと下流側シート搬送部１３ｂの速度差
を利用してシートの搬送ピッチの変更を可能とする例を示したが、上流側シート搬送部１
３ａと下流側シート搬送部１３ｂの間に更に速度が可変となる中間シート搬送部（図示せ
ず）を設け、シート搬送部１３を３つ以上の構成要素により構成してもよい。この場合、
更に搬送ピッチの変更制御が容易となる。
【００５０】
　次に、パレット１０上に複数のシート積層物Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３が積載された後、図５に
示すように作業者４５はパレット１０上の各シート積層物Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３を持ち運び、
各シート積層物Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３を断裁台４０上に載置する。次に作業者４５は各シート
積層物Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３を断裁台４０上で断裁機４１により断裁し、個々のカード状物Ｃ
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を作製する。個々のカード状物Ｃはパレット１０Ａ上に積み上げられ、所望枚数のカード
状物Ｃ毎に目印となる合紙４３がカード状物Ｃ中に挿入される。
【００５１】
　なお、各シート積層物Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３を断裁機４１により断裁する代わりに、作業者
４５が各シート積層物Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３を図示しない丁合台上に載置し、丁合台上に載置
された積層物Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３の上端から順次枚葉シートＰを引き出して丁合してもよい
。
【００５２】
　またパレット支持台１１を、枚葉シートＰの搬送方向Ｌに沿って往動又は復動させた例
を示したが、これに限らずパレット支持台１１を枚葉シートＰの搬送方向Ｌと直交する方
向に沿って往動又は復動させてもよい。
【００５３】
　次に図６により比較例としてのシート集積装置について述べる。
【００５４】
　図６に示す比較例において、印刷済連続シートＳを巻取ってなるシート巻体２１から連
続シートＳが繰り出される。シート巻体２１から繰り出された連続シートＳはシートカッ
タ１５により切断され、枚葉シートＰとなって上流側シート搬送部１３ａおよび下流側シ
ート搬送部１３ｂを経て排出ローラ１９からパレット１０上に積載される。
【００５５】
　この間、上流側シート搬送部１３ａの上流側に設けられたシートカウンタ１７により枚
葉シートＰの枚数が計測され、パレット１０上に所望枚数の枚葉シートＰが積載されたと
ころで、枚葉シートＰ間にテープ又はラベル２６がテープ挿入機２５により挿入される。
【００５６】
　次に作業者４５は、パレット１０上からテープ又はラベル２６により区画された枚葉シ
ートＰの束を持ち運び、この枚葉シートＰの束毎に断裁機により枚葉シートＰの束を断裁
する。この場合、作業者４５は枚葉シートＰの束を断裁する前にテープ又はラベル２６を
枚葉シートＰから取除く必要があり、更にはテープ又はラベル２６が枚葉シートＰ中に残
っているか否かを検査する必要がある。
【００５７】
　これに対して本発明によれば、所望枚数の枚葉シートＰからなる複数のシート積層物Ｐ
１、Ｐ２、Ｐ３をパレット１０上に互いにずらして積載することができるので、枚葉シー
トＰ中にテープ又はラベル２６を挿入することはない。またテープ又はラベル２６を挿入
することなく、かつテープ又はラベル２６が枚葉シートＰ中に残っているか否か検査する
必要がないので、作業効率を大幅に改善することができる。
【符号の説明】
【００５８】
１０　パレット
１０Ａ　パレット
１１　パレット支持台
１３　シート搬送部
１３ａ　上流側シート搬送部
１３ｂ　下流側シート搬送部
１５　シートカッタ
１７　シートカウンタ
１８　制御部
１９　排出ローラ
２０　シート集積装置
２１　シート巻体
Ｐ　枚葉シート
Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３　シート積層物
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【図５】 【図６】
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