
JP 4705139 B2 2011.6.22

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　板状の材料を送り方向に移送する材料移送手段と、
　前記材料に向けてレーザ光を照射可能な加工ヘッドと、
　前記加工ヘッドを前記材料の送り方向及び幅方向に移動させるためのヘッド移動手段と
、
　前記材料移送手段により移送される前記材料を支持し、且つ、前記加工ヘッドの送り方
向への移動に伴って前記材料の支持領域を送り方向に拡縮する上流側支持手段と、
　前記加工ヘッドにより前記材料をレーザ切断して得られる切断済み部品を支持し、且つ
、前記加工ヘッドの送り方向への移動に伴って前記切断済みの部品の支持領域を送り方向
に拡縮する下流側支持手段と、を備え、
　前記上流側支持手段が、ローラコンベア機構により構成されており、前記下流側支持手
段が、ベルトコンベア機構により構成されていることを特徴とするレーザ切断装置。
【請求項２】
　前記ローラコンベア機構は、送り方向に沿って伸縮可能な伸縮具と、前記伸縮具に送り
方向に沿って設けられる複数の支持部と、前記複数の支持部に回転自在に支持される複数
の支持ローラと、を有する請求項１記載のレーザ切断装置。
【請求項３】
　前記ローラコンベア機構は、送り方向に沿って移動自在でかつ収納位置に収納可能なシ
ャッタ部材と、前記シャッタ部材に回転自在に支持される複数の支持ローラと、を有する
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請求項１記載のレーザ切断装置。
【請求項４】
　前記ベルトコンベア機構が、送り方向に沿って変位自在な変位ローラと、該変位ローラ
と送り方向に所定の間隔をもって対向し且つ変位不能な基準ローラと、前記変位ローラ及
び前記基準ローラの間に巻き回される無端状ベルトと、該無端状ベルトの張力を調整する
張力調整手段と、を有する請求項１記載のレーザ切断装置。
【請求項５】
　前記ベルトコンベア機構が、送り方向に沿って変位自在な変位ローラと、該変位ローラ
と送り方向に所定の間隔をもって対向し且つ変位不能な基準ローラと、前記変位ローラ及
び前記基準ローラの間に巻き回される無端状ベルトと、該無端状ベルトの張力を調整する
張力調整手段と、を有する請求項２記載のレーザ切断装置。
【請求項６】
　前記ベルトコンベア機構が、送り方向に沿って変位自在な変位ローラと、該変位ローラ
と送り方向に所定の間隔をもって対向し且つ変位不能な基準ローラと、前記変位ローラ及
び前記基準ローラの間に巻き回される無端状ベルトと、該無端状ベルトの張力を調整する
張力調整手段と、を有する請求項３記載のレーザ切断装置。
【請求項７】
　前記張力調整手段が、送り方向を含む平面内で変位自在で且つ前記無端状ベルトに巻き
回される張力調整用ローラを有する請求項４乃至６のいずれか一項に記載のレーザ切断装
置。
【請求項８】
　前記張力調整用ローラが、上下方向に移動する請求項７記載のレーザ切断装置。
【請求項９】
　前記変位ローラが、前記ヘッド移動手段を構成し且つ送り方向に沿って移動可能なスラ
イド部材に回転自在に支持される請求項４乃至８のいずれか一項に記載のレーザ切断装置
。
【請求項１０】
　前記無端状ベルトが、ウレタンゴム又は表面側にシリコン層が設けられたウレタンゴム
よりなる請求項４乃至９のいずれか一項に記載のレーザ切断装置。
【請求項１１】
　前記加工ヘッドの下方部で粉塵を回収する集塵手段を備え、
　前記集塵手段が、送り方向に移動可能で且つ前記材料の幅方向に沿う上端開口部を備え
る集塵箱を有し、
　前記集塵箱が、前記ヘッド移動手段を構成し且つ送り方向に沿って移動可能なスライド
部材に固定される請求項１乃至１０のいずれか一項に記載のレーザ切断装置。
【請求項１２】
　前記材料をせん断により切断する材料切断手段を備え、
　前記材料切断手段が、相対的に近接・離反する上下一対の切断刃を有する請求項１乃至
１１のいずれか一項に記載のレーザ切断装置。
【請求項１３】
　前記材料移送手段が、前記材料を表裏方向から挟持可能な一対の移送ローラと、少なく
とも一方の前記移送ローラを回転させる駆動源と、を有する請求項１乃至１２のいずれか
一項に記載のレーザ切断装置。
【請求項１４】
　前記加工ヘッドが、光ファイバにより伝送されるレーザ光を照射可能である請求項１乃
至１３のいずれか一項に記載のレーザ切断装置。
【請求項１５】
　前記加工ヘッドが、前記材料との対向間隔を検出する検出手段を有する請求項１乃至１
４のいずれか一項に記載のレーザ切断装置。
【請求項１６】
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　請求項１記載のレーザ切断装置を用いるレーザ切断方法であって、
　前記材料をレーザ切断する際、前記加工ヘッドの送り方向への移動に伴って、前記上流
側支持手段の前記材料の前記支持領域を送り方向に拡縮させると共に、前記下流側支持手
段の前記切断済みの部品の前記支持領域を送り方向に拡縮させることを特徴とするレーザ
切断方法。
【請求項１７】
　前記材料をレーザ切断する際、前記加工ヘッドの下方部で粉塵を集塵手段により回収す
る請求項１６記載のレーザ切断方法。
【請求項１８】
　レーザ切断及びせん断による切断を組み合わせて前記材料を切断する請求項１６又は１
７記載のレーザ切断方法。
【請求項１９】
　コイル材から板状の材料を巻き出し可能に該コイル材を支持するコイル材支持装置と、
該コイル材支持装置の下流側に配設され且つ前記コイル材から巻き出された前記材料を平
坦に伸ばすレベラ装置と、該レベラ装置の下流側に配設され且つ該レベラ装置で平坦に伸
ばされた前記材料を切断する請求項１記載の前記レーザ切断装置と、を備えることを特徴
とするレーザ切断システム。
【請求項２０】
　前記レベラ装置と前記レーザ切断装置との間に配設され、且つ、前記レベラ装置で平坦
に伸ばされた前記材料にループ部を形成するためのループ形成装置を備える請求項１９記
載のレーザ切断システム。
【請求項２１】
　前記レーザ切断装置の下流側に配設され、且つ、切断済みの部品である製品部品及びス
クラップ部品を分離して回収する分離回収装置を備える請求項１９記載のレーザ切断シス
テム。
【請求項２２】
　前記分離回収装置が、搬送手段と、前記搬送手段により搬送される移載部材と、前記移
載部材に設けられ且つ前記製品部品を吸着するための吸着手段と、該移載部材に設けられ
且つ前記スクラップ部品を下方に押圧するための押圧手段と、前記吸着手段の吸着・解除
を制御する制御手段と、を備える請求項２１記載のレーザ切断システム。
【請求項２３】
　前記分離回収装置が、搬送手段と、前記搬送手段により搬送される移載部材と、前記移
載部材に設けられ且つ前記製品部品を吸着するための第１吸着手段と、該移載部材に設け
られ且つ前記スクラップ部品を吸着するための第２吸着手段と、前記第１吸着手段及び前
記第２吸着手段の吸着・解除を制御する制御手段と、を備える請求項２１記載のレーザ切
断システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　従来分野
　本発明は、レーザ切断装置、レーザ切断方法及びレーザ切断システムに関する。本発明
は、更に詳しくは、簡易な制御によって様々な形状の部品をレーザ切断できると共に、切
断済みの部品への粉塵等の付着や疵付きを防止でき且つその部品を確実に支持して送り出
すことができるレーザ切断装置及びレーザ切断方法に関する。さらに、本発明は、専用型
や板巾の異なる多数のコイル材を必要とせず、それらの在庫数やスペースと共にコイル材
の巻き戻し数等を極力低減でき多品種少量生産に好適で極めてコンパクトなレーザ切断シ
ステムに関する。
　本発明は、例えば、自動車等のプレス部品の素材部品としてのブランク材のレーザ切断
及びこれに関連する分野に広く利用される。
【背景技術】



(4) JP 4705139 B2 2011.6.22

10

20

30

40

50

【０００２】
　背景技術
　近年、自動車のモデルチェンジは頻繁に実施され、そのたびにプレス部品は増加の一途
である。このため、プレス素材を供給するコイルセンターへの小ロットブランク材の供給
要請が増加する。そして、このコイルセンターのブランキングラインでは、歩留り向上の
観点より、コイルから巻き出される板状の材料をブランキングプレスにより切断して、ブ
ランク材を得るようにしている。
　しかし、上記ブランキングラインでは、各部品毎の専用型を必要とし、それら専用型の
保管及び保全のため広大なスペースと人員が必要である。また、多品種のブランク材を加
工するために、板巾の異なる多数のコイル材を持つ必要がある。従って、それらの在庫数
やスペースが増加し、また、専用コイル材の巻き戻しが増え生産性が低下しそれらの在庫
数やスペースも増加する。さらに、海外生産が増えているが、生産量が多くなくブランキ
ングラインの導入が困難であった。
　このため最近、ブランキングラインにレーザ切断による異形加工を利用することが検討
されている。即ち、従来のレーザ切断システムとして、例えば、コイル材を板状の材料を
巻き出し可能に支持するコイル材支持装置と、このコイル材支持装置の下流側に配設され
且つ材料を平坦に伸ばすレベラ装置と、このレベラ装置の下流側に配設され且つ材料をレ
ーザ切断するレーザ切断装置と、このレーザ切断装置の下流側に配設され且つ切断済みの
部品（製品部品、スクラップ部品等）を回収する回収装置と、を備えるものが知られてい
る｛特開２００２－５９２８８号公報（以下、特許文献１と記載する。）参照。｝。
【０００３】
　上記レーザ切断装置は、コイル材から巻き出される板状の材料を移送する材料移送手段
（ロールフィーダ３１）と、材料の送り方向（Ｘ軸方向）及び幅方向（Ｙ軸方向）に移動
可能で且つ材料に向けてレーザ光を照射可能な加工ヘッド（加工ヘッド５４）と、この加
工ヘッドの下方部で材料及び切断済みの部品を支持する材料支持手段（剣山コンベア５１
）と、を備えて構成されている。
　そして、コイル材から巻き出された材料が、材料移送手段により送り方向に送り出され
、水平面内で移動する加工ヘッドによりレーザ切断され、その後、材料支持手段により切
断済みの部品が送り出される。
【０００４】
　しかし、上記従来のレーザ切断装置では、材料支持手段として、加工ヘッドの下方部で
周回可能に設けられる剣山コンベアが用いられているので、加工ヘッドの下方部に、レー
ザ切断時に発生するスパッタや粉塵（スパッタが冷却されたもの。）等を回収する集塵手
段を設けることが実質的に不可能である。その結果、切断済みの部品の裏面に粉塵等が付
着し、この付着粉塵等の影響により、後工程のプレス成形品に疵が付いてしまうことがあ
る。従って、切断済みの部品の裏面を一枚ずつウェス等で綺麗に拭き取る必要があり、生
産効率が悪く生産コストも高くなっていた。
　また、上記剣山コンベアでは、通常、この剣山コンベアを構成する多数の支持部材に、
加工ヘッドから照射され材料を透過したレーザ光が直接当たって劣化してしまう。従って
、レーザ光が同じ場所に繰返し照射されると、支持部材の強度が低下し切断に至る恐れが
あり、定期的な交換が必要であった。
【０００５】
　そこで、上記問題点を解決する従来のレーザ切断装置として、例えば、コイル材から巻
き出される板状の材料（ストリップ材２）を移送する材料移送手段（移動ステーション４
）と、材料の幅方向（ｙ軸方向）にのみ移動可能で且つ材料に向けてレーザ光を照射可能
な加工ヘッド（焦点合わせヘッド６）と、この加工ヘッドの下方部で材料及び切断済みの
部品を支持する材料支持手段（送りテーブル５１）と、この加工ヘッドの直下部に配設さ
れる集塵手段（収納チャンバ７）と、を備えるものが知られている｛特開２００１－３０
０７５４号公報（以下、特許文献２と記載する。）参照。｝。
【０００６】
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　これによると、コイル材から巻き出された材料が、材料移送手段により送り方向に送り
出され、材料幅方向のみに移動する加工ヘッドによりレーザ切断され、その後、材料支持
手段により切断済みの部品が送り出される。そして、レーザ切断時には、集塵手段によっ
てスパッタや粉塵等が吸引回収され、切断済みの部品の裏面に粉塵等が付着することが抑
制される。
　さらに、材料支持手段（送りテーブル５１）を構成する多数の支持部材に、加工ヘッド
からのレーザ光が直接当たり劣化することがなく、これらの支持部材の交換を必要としな
い。
【０００７】
　しかし、上記特許文献２のレーザ切断装置では、加工領域の下方部に集塵手段を配設す
るために、加工ヘッドを、送り方向に移動不能で且つ材料幅方向にのみ移動可能な構成と
している。従って、材料移送手段による材料の送り方向への移動と、加工ヘッドの材料幅
方向への移動とを同調させて材料のレーザ切断が行われる。その結果、製品形状によって
は、材料移送手段による材料の送り方向への移動量を頻繁に増減させたり、頻繁に正負に
逆転させたりする必要があり、その制御が極めて煩雑なものとなっていた。特に、製品形
状として鋭角な部位がある際に材料移送手段の動作が加工ヘッドの動きに追従できない場
合があった。
　また、上記特許文献１及び特許文献２のレーザ切断装置では、多数の支持部材を有する
剣山コンベア又は剣山テーブルを使用しているので、剣山のピッチ間隔によっては、切断
済みの部品（特に、小物部品等）を確実に支持して送り出すことができないといった問題
があった。さらに、剣山コンベア又は剣山テーブルに支持された切断済みの部品を搬送ロ
ボット等を利用して吸着保持する場合、切断済みの部品が剣山コンベア又は剣山テーブル
に押圧されることとなり、切断済みの部品の裏面に疵が付いてしまう恐れがあった。
【０００８】
　従って、上記特許文献１及び特許文献２のレーザ切断装置を用いるレーザ切断システム
は、有効なシステムとして確立しておらず、従来のブランキングプレスによってブランク
材を切断していることが現状であった。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　発明の概要
　本発明は、上記現状に鑑みてなされたものであり、簡易な制御によって様々な形状の部
品をレーザ切断できると共に、切断済みの部品への粉塵等の付着や疵付きを防止でき且つ
その部品を確実に支持して送り出すことができるレーザ切断装置及びレーザ切断方法を提
供することを目的とする。
　また、本発明は、上記レーザ切断装置を用いて、専用型や板巾の異なる多数のコイル材
を必要とせず、それらの在庫数やスペースと共にコイル材の巻き戻し数等を極力低減でき
る多品種少量生産に好適で極めてコンパクトなレーザ切断システムを提供することを他の
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、以下に示される。
　１．板状の材料を送り方向に移送する材料移送手段と、
　前記材料に向けてレーザ光を照射可能な加工ヘッドと、
　前記加工ヘッドを前記材料の送り方向及び幅方向に移動させるためのヘッド移動手段と
、
　前記材料移送手段により移送される前記材料を支持し、且つ、前記加工ヘッドの送り方
向への移動に伴って前記材料の支持領域を送り方向に拡縮する上流側支持手段と、
　前記加工ヘッドにより前記材料をレーザ切断して得られる切断済み部品を支持し、且つ
、前記加工ヘッドの送り方向への移動に伴って前記切断済みの部品の支持領域を送り方向



(6) JP 4705139 B2 2011.6.22

10

20

30

40

50

に拡縮する下流側支持手段と、を備え、
　前記上流側支持手段が、ローラコンベア機構により構成されており、前記下流側支持手
段が、ベルトコンベア機構により構成されていることを特徴とするレーザ切断装置。
　２．前記ローラコンベア機構は、送り方向に沿って伸縮可能な伸縮具と、前記伸縮具に
送り方向に沿って設けられる複数の支持部と、前記複数の支持部に回転自在に支持される
複数の支持ローラと、を有する上記１．記載のレーザ切断装置。
　３．前記ローラコンベア機構は、送り方向に沿って移動自在でかつ収納位置に収納可能
なシャッタ部材と、前記シャッタ部材に回転自在に支持される複数の支持ローラと、を有
する上記１．記載のレーザ切断装置。
　４．前記ベルトコンベア機構が、送り方向に沿って変位自在な変位ローラと、該変位ロ
ーラと送り方向に所定の間隔をもって対向し且つ変位不能な基準ローラと、前記変位ロー
ラ及び前記基準ローラの間に巻き回される無端状ベルトと、該無端状ベルトの張力を調整
する張力調整手段と、を有する上記１．記載のレーザ切断装置。
　５．前記ベルトコンベア機構が、送り方向に沿って変位自在な変位ローラと、該変位ロ
ーラと送り方向に所定の間隔をもって対向し且つ変位不能な基準ローラと、前記変位ロー
ラ及び前記基準ローラの間に巻き回される無端状ベルトと、該無端状ベルトの張力を調整
する張力調整手段と、を有する上記２．記載のレーザ切断装置。
　６．前記ベルトコンベア機構が、送り方向に沿って変位自在な変位ローラと、該変位ロ
ーラと送り方向に所定の間隔をもって対向し且つ変位不能な基準ローラと、前記変位ロー
ラ及び前記基準ローラの間に巻き回される無端状ベルトと、該無端状ベルトの張力を調整
する張力調整手段と、を有する上記３．記載のレーザ切断装置。
　７．前記張力調整手段が、送り方向を含む平面内で変位自在で且つ前記無端状ベルトに
巻き回される張力調整用ローラを有する上記４．乃至６．のいずれか一項に記載のレーザ
切断装置。
　８．前記張力調整用ローラが、上下方向に移動する上記７．記載のレーザ切断装置。
　９．前記変位ローラが、前記ヘッド移動手段を構成し且つ送り方向に沿って移動可能な
スライド部材に回転自在に支持される上記４．乃至８．のいずれか一項に記載のレーザ切
断装置。
　１０．前記無端状ベルトが、ウレタンゴム又は表面側にシリコン層が設けられたウレタ
ンゴムよりなる上記４．乃至９．のいずれか一項に記載のレーザ切断装置。
　１１．前記加工ヘッドの下方部で粉塵を回収する集塵手段を備え、
　前記集塵手段が、送り方向に移動可能で且つ前記材料の幅方向に沿う上端開口部を備え
る集塵箱を有し、
　前記集塵箱が、前記ヘッド移動手段を構成し且つ送り方向に沿って移動可能なスライド
部材に固定される上記１．乃至１０．のいずれか一項に記載のレーザ切断装置。
　１２．前記材料をせん断により切断する材料切断手段を備え、
　前記材料切断手段が、相対的に近接・離反する上下一対の切断刃を有する上記１．乃至
１１．のいずれか一項に記載のレーザ切断装置。
　１３．前記材料移送手段が、前記材料を表裏方向から挟持可能な一対の移送ローラと、
少なくとも一方の前記移送ローラを回転させる駆動源と、を有する上記１．乃至１２．の
いずれか一項に記載のレーザ切断装置。
　１４．前記加工ヘッドが、光ファイバにより伝送されるレーザ光を照射可能である上記
１．乃至１３．のいずれか一項に記載のレーザ切断装置。
　１５．前記加工ヘッドが、前記材料との対向間隔を検出する検出手段を有する上記１．
乃至１４．のいずれか一項に記載のレーザ切断装置。
　１６．上記１．記載のレーザ切断装置を用いるレーザ切断方法であって、
　前記材料をレーザ切断する際、前記加工ヘッドの送り方向への移動に伴って、前記上流
側支持手段の前記材料の前記支持領域を送り方向に拡縮させると共に、前記下流側支持手
段の前記切断済みの部品の前記支持領域を送り方向に拡縮させることを特徴とするレーザ
切断方法。
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　１７．前記材料をレーザ切断する際、前記加工ヘッドの下方部で粉塵を集塵手段により
回収する上記１６．記載のレーザ切断方法。
　１８．レーザ切断及びせん断による切断を組み合わせて前記材料を切断する上記１６．
又は１７．記載のレーザ切断方法。
　１９．コイル材から板状の材料を巻き出し可能に該コイル材を支持するコイル材支持装
置と、該コイル材支持装置の下流側に配設され且つ前記コイル材から巻き出された前記材
料を平坦に伸ばすレベラ装置と、該レベラ装置の下流側に配設され且つ該レベラ装置で平
坦に伸ばされた前記材料を切断する上記１．記載の前記レーザ切断装置と、を備えること
を特徴とするレーザ切断システム。
　２０．前記レベラ装置と前記レーザ切断装置との間に配設され、且つ、前記レベラ装置
で平坦に伸ばされた前記材料にループ部を形成するためのループ形成装置を備える上記１
９．記載のレーザ切断システム。
　２１．前記レーザ切断装置の下流側に配設され、且つ、切断済みの部品である製品部品
及びスクラップ部品を分離して回収する分離回収装置を備える上記１９．記載のレーザ切
断システム。
　２２．前記分離回収装置が、搬送手段と、前記搬送手段により搬送される移載部材と、
前記移載部材に設けられ且つ前記製品部品を吸着するための吸着手段と、該移載部材に設
けられ且つ前記スクラップ部品を下方に押圧するための押圧手段と、前記吸着手段の吸着
・解除を制御する制御手段と、を備える上記２１．記載のレーザ切断システム。
　２３．前記分離回収装置が、搬送手段と、前記搬送手段により搬送される移載部材と、
前記移載部材に設けられ且つ前記製品部品を吸着するための第１吸着手段と、該移載部材
に設けられ且つ前記スクラップ部品を吸着するための第２吸着手段と、前記第１吸着手段
及び前記第２吸着手段の吸着・解除を制御する制御手段と、を備える上記２１．記載のレ
ーザ切断システム。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明のレーザ切断装置によると、材料の送り方向及び幅方向に移動する加工ヘッドに
よって材料がレーザ切断される。従って、複雑な形状の部品であっても、材料移送手段の
制御を必要最小限としてレーザ切断することができる。
　また、レーザ切断の際に、加工ヘッドの送り方向への移動に伴って、上流側支持手段に
よる材料の支持領域が送り方向に拡縮されると共に、下流側支持手段による切断済みの部
品の支持領域が送り方向に拡縮される。従って、上流側支持手段と下流側支持手段との間
であって加工ヘッドの直下部には常に空間が形成され、材料を透過するレーザ光が上流側
及び下流側支持手段に直接当たることがなく、これらの支持手段を定期的に交換する必要
がない。さらに、上記空間に集塵手段を設ければ、切断済みの部品への粉塵等の付着を防
止することができる。
【００１２】
　さらに、加工ヘッドから照射されるレーザ光が、上流側支持手段及び下流側支持手段に
直接当たることがないので、上流側支持手段及び下流側支持手段を、切断済みの部品の大
きさ・形状に拘わらず、その部品を確実に支持して送り出し得る構造とすることができる
。
　また、前記加工ヘッドの下方部で粉塵を回収する集塵手段を備える場合は、レーザ切断
時に発生する粉塵を確実に回収することができる。
　また、前記材料をせん断により切断する材料切断手段を備える場合は、レーザ切断及び
せん断による切断を選択的に組み合わせることができ、部品の形状によっては、生産効率
を極めて向上させることができる。
【００１３】
　また、前記下流側支持手段がベルトコンベア機構又はローラコンベア機構により構成さ
れる場合は、下流側支持手段によって、材料や切断済みの部品を疵付けることなくより確
実に支持して送り出すことができる。
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　また、前記上流側支持手段がベルトコンベア機構又はローラコンベア機構により構成さ
れる場合は、上流側支持手段によって、材料を疵付けることなくより確実に支持して送り
出すことができる。
【００１４】
　また、前記ベルトコンベア機構が、変位ローラ、基準ローラ、無端状ベルト及び張力調
整手段を有する場合は、変位ローラの送り方向への変位によって無端状ベルトの支持領域
が拡縮され、このとき張力調整手段によって無端状ベルトの張力が適正な値に保持される
。従って、無端状ベルトの上面に載せられる材料や切断済みの部品を疵付けることなくよ
り確実に支持して送り出すことができる。
　また、前記張力調整手段が、送り方向を含む平面内で変位自在で且つ前記無端状ベルト
に巻き回される張力調整用ローラを有する場合は、無端状ベルトの張力をより確実に適正
な値に保持することができる。
【００１５】
　また、前記変位ローラが、前記ヘッド移動手段を構成し且つ送り方向に沿って移動可能
なスライド部材に回転自在に支持される場合は、加工ヘッド及び変位ローラを一体的に送
り方向へ移動させて、加工ヘッドの移動とベルトコンベア機構の支持領域の拡縮動作とを
より正確に同調させることができる。また、変位ローラを変位させるための専用の駆動源
を必要とせず、ベルトコンベア機構をより簡易・安価な構造とすることができる。
　また、前記材料移送手段が、前記材料を表裏方向から挟持可能な一対の移送ローラと、
少なくとも一方の前記移送ローラを回転させる駆動源と、を有する場合は、材料をより確
実に送り方向に送り出すことができると共に、移送手段を簡易・安価な構造とすることが
できる。
【００１６】
　また、前記集塵手段が、送り方向に移動可能で且つ前記材料の幅方向に沿う上端開口部
を備える集塵箱を有する場合は、粉塵等をより確実に回収することができると共に、集塵
手段を簡易・安価な構造とすることができる。
　また、前記集塵箱が、前記ヘッド移動手段を構成し且つ送り方向に沿って移動可能なス
ライド部材に固定される場合は、加工ヘッドと集塵箱とを正確に同調させて送り方向へ移
動させることができる。また、集塵箱を移動させるための専用の駆動源を必要とせず、集
塵手段をより簡易・安価な構造とすることができる。
　また、前記材料切断手段が、相対的に近接・離反する上下一対の切断刃を有する場合は
、材料をより速く切断できると共に、材料切断手段を簡易・安価な構造とすることができ
る。
　さらに、前記加工ヘッドが、光ファイバにより伝送されるレーザ光を照射可能である場
合は、ヘッド移動手段の軽量化を図ることができ、高速レーザ切断を実現できる。
【００１７】
　本発明のレーザ切断方法によると、材料の送り方向及び幅方向に移動する加工ヘッドに
よって材料がレーザ切断される。従って、複雑な形状の部品であっても、材料移送手段の
制御を必要最小限としてレーザ切断することができる。
　また、レーザ切断の際に、加工ヘッドの送り方向への移動に伴って、上流側支持手段に
よる材料の支持領域が送り方向に拡縮されると共に、下流側支持手段による切断済みの部
品の支持領域が送り方向に拡縮される。従って、上流側支持手段と下流側支持手段との間
であって加工ヘッドの直下部には常に空間が形成され、材料を透過するレーザ光が上流側
及び下流側支持手段に直接当たることがなく、これらの支持手段を定期的に交換する必要
がない。さらに、上記空間に集塵手段を設ければ、切断済みの部品への粉塵等の付着を防
止することができる。
【００１８】
　さらに、加工ヘッドから照射されるレーザ光が、上流側支持手段及び下流側支持手段に
直接当たることがないので、上流側支持手段及び下流側支持手段を、切断済みの部品の大
きさ・形状に拘わらず、その部品を確実に支持して送り出し得る構造とすることができる
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。
　また、前記材料をレーザ切断する際、前記加工ヘッドの下方部で粉塵を集塵手段により
回収する場合は、切断済みの部品への粉塵等の付着をより確実に防止することができる。
　さらに、レーザ切断及びせん断による切断を選択的に組み合わせて前記材料を切断する
場合は、部品の形状によっては、生産効率良く材料を切断することができる。
【００１９】
　本発明のレーザ切断システムによると、コイル材から巻き出された板状の材料を連続的
に高速・高精度でレーザ切断することができる。従って、従来のブランキングプレスによ
る材料切断のように専用型の保管及び保全のための広大なスペースや人員を必要としない
。また、１つの板巾の材料より多品種のブランク材を加工することができる。その結果、
板巾の異なる多数のコイル材を持つ必要がなく、コイル材の在庫数やスペースと共に巻き
戻し数等を極力低減させることができ、しかも生産効率や歩留りを大幅に向上させてブラ
ンク材を加工することができる。また、レーザ切断することで、切断する材料の板厚の制
限がなく、必要最小の剛性でもって極めてコンパクトな設備とすることができる。また、
多品種少量生産部品のブランク材を集約して加工・納入することができる。さらに、海外
生産部品向けのブランク材を集約して加工・梱包・輸出することができ、海外工場でその
ブランク材を利用することができる。以上より、プレスを中心とした需要家に対して大い
に貢献でき、またコイル材加工の新分野を提供することができる。
　また、前記レベラ装置と前記レーザ切断装置との間に配設され、且つ、前記レベラ装置
で平坦に伸ばされた前記材料にループ部を形成するためのループ形成装置を備える場合は
、レベラ装置とレーザ切断装置との間の材料送り量の差を吸収することができる。
　さらに、前記前記レーザ切断装置の下流側に配設され、且つ、切断済みの部品である製
品部品及びスクラップ部品を分離して回収する分離回収装置を備える場合は、製品部品及
びスクラップ部品を容易に分離して回収することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　発明の開示
　本発明について以下に詳しく説明する。
（レーザ切断システム）
　本実施形態に係るレーザ切断システムは、以下に述べるコイル材支持装置、レベラ装置
及びレーザ切断装置を備えて構成される。
　このレーザ切断システムは、例えば、以下に述べるループ形成装置、分離回収装置及び
レーザ溶接装置のうちの少なくとも一方を備えることができる。
【００２１】
　上記「コイル材支持装置」は、コイル材から板状の材料を巻き出し可能にコイル材を支
持し得る限り、その構造、大きさ等は特に問わない。
　上記「レベラ装置」は、上記コイル材支持装置の下流側に配設され、且つ、コイル材か
ら巻き出された材料を平坦に延ばし得る限り、その構造、大きさ等は特に問わない。
　上記「ループ形成装置」は、上記レベラ装置と後述するレーザ切断装置との間に配設さ
れ、且つ、レベラ装置で平坦に伸ばされた材料にループ部を形成させ得る限り、その構造
、大きさ等は特に問わない。
【００２２】
　尚、上記レーザ切断システムは、例えば、ループ形成装置を備えないことができる。即
ち、上記レベラ装置で平坦に延ばされた材料を、ループ部を形成することなく、後述する
レーザ切断装置に送り込むことができる。これにより、レーザ切断システムを極めてコン
パクト化することができる。
　上記「分離回収装置」は、後述するレーザ切断装置の下流側に配設され、且つ、切断済
みの部品である製品部品とスクラップ部品とを分離して回収し得る限り、その構造、大き
さ等は特に問わない。
【００２３】
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　この分離回収装置としては、例えば、以下に示す（１）形態、（２）形態、（３）形態
のうちの１つの形態又は２以上を組み合わせてなる形態等を挙げることができる。
　（１）後述する下流側支持手段により送り出される製品部品を案内するガイド手段と、
このガイド手段により案内される製品部品を集積して回収する集積回収手段と、後述する
下流側支持手段により送り出されるスクラップ部品を回収する回収手段とを備える形態（
図７参照。）。（２）搬送手段（例えば、搬送ロボット等）と、この搬送手段により搬送
される移載部材と、この移載部材に設けられ且つ製品部材を吸着するための吸着手段と、
この移載部材に設けられ且つスクラップ部品を下方に押圧するための押圧手段と、上記吸
着手段の吸着・解除を制御する制御手段と、を備える形態｛図６（ａ）参照。｝。（３）
搬送手段（例えば、搬送ロボット等）と、この搬送手段により搬送される移載部材と、こ
の移載部材に設けられ且つ製品部品を吸着するための第１吸着手段と、この移載部材に設
けられ且つスクラップ部品を吸着するための第２吸着手段と、これら第１及び第２吸着手
段の吸着・解除を制御する制御手段と、を備える形態｛図６（ｂ）参照。｝。
【００２４】
　尚、上記移載部材は、通常、搬送ロボットの可動アームの先端部に取着されている。ま
た、（１）形態は、通常、切断済みの部品の形状・方向が同じ場合に使用される。さらに
、（２）形態及び（３）形態は、通常、切断済みの部品の形状や方向が異なる場合に使用
される。
【００２５】
　上記レーザ溶接装置は、例えば、後述するレーザ切断装置の下流側に配設されることが
できる。これにより、従来のようにブランキングプレスを用いるシステムに比べ、型保管
・保全に係る問題を解決できると共に、歩留り、生産効率を飛躍的に向上させてテーラー
ド・ブランク材を得ることができる。
【００２６】
（レーザ切断装置）
　本実施形態に係るレーザ切断装置は、以下に述べる材料移送手段、加工ヘッド、ヘッド
移動手段、上流側支持手段及び下流側支持手段を備える。
　このレーザ切断装置は、例えば、以下に述べる集塵手段及び材料切断手段のうちの少な
くとも一方を備えることができる。
【００２７】
　上記「材料移送手段」は、板状の材料を送り方向に移送し得る限り、その移送形態、構
造、大きさ等は特に問わない。この材料移送手段の移送形態としては、例えば、（１）レ
ーザ切断時に材料を移送しない形態、（２）レーザ切断時に材料を一定速度で移送する形
態、（３）レーザ切断時に材料を変速移送する形態等を挙げることができる。特に、（１
）形態の場合には、材料移送手段が、材料を間欠移送可能であると共に材料を位置決め固
定可能であることが好ましい。これにより、レーザ切断の際に、材料移送手段によって位
置決め固定された状態の材料をレーザ切断することができ、レーザ切断時に材料移送手段
の材料移送制御を全く必要としない。
【００２８】
　また、上記材料移送手段は、例えば、材料の側縁部等を把持可能で且つ送り方向に沿っ
て移動可能なグリップ機構を有することができる。より簡易・安価な構造とし得るといっ
た観点から、材料移送手段が、材料を表裏方向から挟持可能な一対の移送ローラと、一方
の移送ローラを駆動させる駆動源と、を有することが好ましい。また、この材料移送手段
は、例えば、上記レベラ装置により構成されることができる。これにより、レベラ装置で
送り方向に移送される材料をレーザ切断することができ、システム全体をより簡易・安価
な構造とすることができる。
【００２９】
　上記「加工ヘッド」は、材料に向けてレーザ光を照射し得る限り、そのレーザ種類、構
造、大きさ等は特に問わない。このレーザ光の種類としては、例えば、ＹＡＧ（イットリ
ウム－アルミニウム－ガーネット）レーザ光、ルビーレーザ光、ＣＯ２レーザ光、Ａｒレ
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ーザ光等を挙げることができる。また、この加工ヘッドは、例えば、レーザ光を照射する
ノズル部材を有することができる。そして、このノズル部材のノズルの外径は、通常、２
～１０ｍｍ程度である。さらに、この加工ヘッドは、例えば、材料との対向間隔を検出す
る検出手段（例えば、近接スイッチ、静電容量センサ等）を有することができる。これに
より、加工ヘッドの先端側と材料との隙間を一定に保ちさらに両者の衝突を防止すること
ができる。
　通常、上記コイル材の寸法精度は正方向に許容されるので、上記加工ヘッドが、材料の
幅方向の中心を原点位置とすることが好ましい。
　また、ＹＡＧレーザ光を使用する場合、例えば、出力分岐やタイムシェアによって、複
数の加工ヘッドでレーザ切断を行うことができる。これにより、材料の巾方向の端部のス
リット加工と異形材の加工とを同時に行うことができ、生産性を大幅に向上させることが
できる。
【００３０】
　上記「ヘッド移動手段」は、上記加工ヘッドを、少なくとも材料の送り方向及び幅方向
に移動させ得る限り、その移動形態、構造、大きさ等は特に問わない。このヘッド移送手
段は、例えば、固定側の支持フレームに設けられた案内部（例えば、ガイドレール等）に
送り方向に沿って移動自在に支持されるスライド部材と、このスライド部材に支持され且
つ上記加工ヘッドを固定状態に支持する伸縮アーム具と、スライド部材を移動させる駆動
源と、を有することができる。また、このヘッド移送手段は、例えば、固定側の支持フレ
ームに設けられた案内部（例えば、ガイドレール等）に送り方向に沿って移動自在に支持
される第１スライド部材と、この第１スライド部材に設けられた案内部（例えば、ガイド
レール等）に材料の幅方向に沿って移動自在に支持される第２スライド部材と、この第２
スライド部材に設けられた案内部（例えば、ガイドレール等）に上下方向に沿って移動自
在に支持され且つ上記加工ヘッドを固定状態に支持する第３スライド部材と、これら第１
，第２及び第３スライド部材を移動させるための各駆動源（例えば、各駆動モータ等）と
、を有することができる。ここで、上記各スライド部材と各駆動源との間には、通常、適
宜動力伝達機構（例えば、ボールネジ機構等）が介在されている。
　尚、上記ヘッド移動手段は、例えば、ＮＣデータに基づいて制御されることができる。
このＮＣデータは、通常、ＣＡＤデータから変換されたデータである。従って、段取り替
え等の際にデータ交換するだけで簡易にこれに対応することができ、従来のようにブラン
キングプレスを用いるものに比べ、型保管、型保全のための広大なスペースを必要としな
い。
【００３１】
　上記「上流側支持手段」は、上記材料移送手段により移送される材料を支持し、且つ、
上記加工ヘッドの送り方向への移動に同期して材料の支持領域を送り方向に伸縮し得る限
り、その伸縮量、構造、大きさ等は特に問わない。この上流側支持手段としては、例えば
、伸縮コンベア機構、伸縮テーブル機構、伸縮シャッタ機構等を挙げることができる。こ
の伸縮コンベア機構としては、例えば、ベルトコンベア機構、ローラコンベア機構、キャ
タピタコンベア機構、剣山コンベア機構等を挙げることができる。材料を確実に支持でき
ると共に、簡易・安価な構造にできるといった観点から、上流側支持手段がベルトコンベ
ア機構又はローラコンベア機構であることが好ましい。また、この上流側支持手段は、通
常、加工ヘッドの下方部の上流側で材料を支持している。さらに、この上流側支持手段は
、通常、加工ヘッドの送り方向への移動量と同じ伸縮量でもって、材料の支持領域を送り
方向に伸縮する。
【００３２】
　上記「下流側支持手段」は、上記加工ヘッドにより材料をレーザ切断して得られる切断
済みの部品（製品部品、スクラップ部品等）を支持し、且つ、上記加工ヘッドの送り方向
への移動に同期して切断済みの部品の支持領域を送り方向に伸縮し得る限り、その伸縮量
、構造、大きさ等は特に問わない。この下流側支持手段としては、例えば、伸縮コンベア
機構、伸縮テーブル機構、伸縮シャッタ機構等を挙げることができる。この伸縮コンベア
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機構としては、例えば、ベルトコンベア機構、ローラコンベア機構、キャタピラコンベア
機構、剣山コンベア機構等を挙げることができる。切断済みの部品を確実に支持できると
共に、簡易・安価な構造にできるといった観点から、この下流側支持手段がベルトコンベ
ア機構であることが好ましい。また、上記下流側支持手段は、通常、加工ヘッドの下方部
の下流側で主に切断済みの部品を支持している。さらに、この下流側支持手段は、通常、
加工ヘッドの送り方向への移動量と同じ伸縮量でもって、切断済みの部品の支持領域を送
り方向に伸縮する。
　尚、上記下流側支持手段には、切断済みの部品の他に、切断前の材料の送り方向の先端
部が支持されることとなる。
【００３３】
　ここで、上記加工ヘッドの送り方向への移動に伴って、通常、上記上流側支持手段が材
料の支持領域を送り方向に拡大（又は縮小）すると共に、上記下流側支持手段が切断済み
の部品の支持領域を送り方向に縮小（又は拡大）するようになっている。即ち、材料の支
持領域及び切断済みの部品の支持領域が送り方向に拡縮しても、材料の支持領域と切断済
みの部品の支持領域との和が所定値となる。これにより、上流側支持手段及び下流側支持
手段の夫々の支持領域を必要最小限に抑制してスペース効率を向上させることができる。
　また、上記上流側支持手段及び下流側支持手段は、例えば、上記ヘッド移動手段を構成
し且つ送り方向に移動可能なスライド部材に連繋され、このスライド部材の送り方向への
移動によって、夫々の支持領域が送り方向に拡縮されることができる。即ち、上記上流側
支持手段及び下流側支持手段は、例えば、上記ヘッド移動手段を構成する駆動源により夫
々の支持領域が送り方向に拡縮されることができる。これにより、加工ヘッドの送り方向
への移動動作と、上流側支持手段及び下流側支持手段の拡縮動作とをより確実に同期させ
ることができる。さらに、上流側支持手段及び下流側支持手段の専用の駆動源を必要とせ
ず、装置全体として簡易・安価な構造とすることができる。
【００３４】
　上記「ベルトコンベア機構」は、例えば、送り方向に沿って対向して配設される変位ロ
ーラ及び基準ローラと、これらの変位ローラ及び基準ローラの間に巻き回される無端状ベ
ルトと、この無端状ベルトの張力を調整する張力調整手段と、を有することができる。
　この変位ローラ及び／又は基準ローラは、例えば、駆動源（例えば、駆動モータ等）に
より回転駆動されることができる。また、この変位ローラは、例えば、専用の駆動源（例
えば、流体シリンダ等）により変位可能であることができる。より簡易・安価な構造にで
きるといった観点から、この変位ローラが、上述のヘッド移動手段を構成するスライド部
材に回転自在に支持されることが好ましい。また、上記無端状ベルトは、例えば、ゴム材
（好ましくはウレタンゴム材）よりなることができる。さらに、この無端状ベルトには、
例えば、その表面側にシリコン層を設けることができる。
【００３５】
　また、上記張力調整手段は、例えば、送り方向を含む平面内で変位自在で且つ上記無端
状ベルトを押圧する押圧部材を有することができる。より簡易に張力を調整できるといっ
た観点から、張力調整手段が、送り方向を含む平面内で変位自在で且つ無端状ベルトに巻
き回される張力調整用ローラを有することが好ましい。この張力調整用ローラは、例えば
、専用の駆動源（例えば、流体シリンダ等）によって変位可能であることができる。さら
に、上下方向のスペース効率を向上させ得るといった観点から、この張力調整ローラが送
り方向に変位可能であることが好ましい。
【００３６】
　また、上記ベルトコンベア機構は、例えば、上記無端状ベルトの表面に接触する清掃手
段（例えば、ブラシ部材等）を有することができる。これにより、無端状ベルトの表面を
清掃して、ベルト表面に飛散し付着した粉塵やゴミ等を除去し、製品部品への付着を防止
することができる。
　さらに、上記ベルトコンベア機構は、例えば、上記無端状ベルトの上側周回部の裏面を
支持する支持部材（例えば、支持板材等）を有することができる。これにより無端状ベル
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トの上側周回部の弛み等を防止することができる。この支持部材は、例えば、材料の幅方
向に沿って設けられることができる。また、支持部材は、例えば、上述のヘッド移動手段
を構成する上記スライド部材に設けられることができる。
【００３７】
　上記「ローラコンベア機構」は、例えば、後述する実施例で説明するように、送り方向
に沿って移動自在でかつ収納位置に収納可能なシャッタ部材と、このシャッタ部材に回転
自在に支持される複数の支持ローラと、を有することができる（図１３及び図１４参照。
）。また、このローラコンベア機構は、例えば、周回可能な無端状ベルトと、この無端状
ベルトに回転自在に支持される複数の支持ローラと、を有することができる（図１５参照
。）。
　さらに、上記ローラコンベア機構は、例えば、送り方向に沿って伸縮可能な伸縮具と、
この伸縮具に送り方向に沿って設けられる複数の支持部と、複数の支持部に回転自在に支
持される複数の支持ローラと、を有することができる。
【００３８】
　上記「集塵手段」は、上記加工ヘッドの下方部で粉塵等を回収し得る限り、その集塵形
態、構造、大きさ等は特に問わない。この集塵手段は、例えば、送り方向に沿って移動自
在で且つ材料の幅方向に沿う上端開口部を形成してなる集塵箱を有することができる。ま
た、集塵手段は、例えば、集塵箱に気密に連なる吸気手段（例えば、吸引ブロア等）を有
することができる。また、上記集塵箱は、専用の駆動源（例えば、流体シリンダ等）によ
り移動可能であることができる。より簡易・安価な構造にできるといった観点から、この
集塵箱が、上述のヘッド移動手段を構成する上記スライド部材に固定されることが好まし
い。さらに、この集塵箱は、例えば、傾斜状の底面部を有することができる。これにより
、集塵箱内に回収された粉塵等の撒きあがりを抑制することができる。
【００３９】
　上記「材料切断手段」は、材料をせん断により切断し得る限り、その切断形態、構造、
大きさ等は特に問わない。この材料切断手段は、例えば、上記材料移送手段と上記上流側
支持手段との間に配設されることができる。また、この材料切断手段は、例えば、互いに
近接・離反する上下一対の切断刃を有することができる。
　尚、上記「板状の材料」としては、例えば、コイル材から巻き出された連続的な板材、
コイル材から巻き出され予め切断された所定の大きさの板材等を挙げることができる。
　また、上記レーザ切断システムによる加工形態としては、例えば、切断済みの部品とし
ての製品部品を連続的に加工する形態｛例えば、図１０（ｂ）参照。｝、切断済みの部品
として製品部品及びスクラップ部品を連続的に加工する形態｛例えば、図２及び図１０（
ａ）参照。｝等を挙げることができる。上記「製品部品」とは、通常、プレス部品の素材
となるものを意味する。上記「スクラップ部品」とは、通常、再利用又は廃棄される残材
を意味する。
【００４０】
（レーザ切断方法）
　本実施形態に係るレーザ切断方法は、材料をレーザ切断する際、上記加工ヘッドの送り
方向への移動に伴って、上記上流側支持手段の材料の支持領域を送り方向に拡大（又は縮
小）させると共に、上記下流側支持手段の切断済みの部品の支持領域を送り方向に縮小（
又は拡大）させる。ここで、通常、材料の支持領域及び切断済みの部品の支持領域が送り
方向に拡縮しても、材料の支持領域と切断済みの部品の支持領域との和が所定値となって
いる。
　このレーザ切断方法では、例えば、位置決め固定された状態の材料をレーザ切断するこ
とができる。また、このレーザ切断方法では、例えば、加工ヘッドの下方部で粉塵等を回
収しつつ材料をレーザ切断することができる。さらに、このレーザ切断方法では、例えば
、レーザ切断及びせん断による切断を選択的に組み合わせて材料を切断することができる
。
【００４１】
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　参考までに、本実施形態におけるレーザ光を照射可能な加工ヘッドを、プラズマを照射
可能な加工ヘッドに置換してプラズマ切断装置を構成することができる。
【実施例】
【００４２】
　発明を実施するための最良の形態
　以下、図面を参照して実施例により本発明を具体的に説明する。
　尚、以下の実施例では、「左」「右」とは、板状の材料（以下、単に板材と記載する。
）１１の幅方向Ｙを示し、「前」「後」とは、板材の送り方向Ｘを示すものとする。
【００４３】
１．レーザ切断システムの構成
　本実施例に係るレーザ切断システム１は、図１に示すように、最上流側に配設されるコ
イル材支持装置２、このコイル材支持装置２の下流側に配設されるレベラ装置３、このレ
ベラ装置３の下流側に配設されるループ形成部４、このループ形成部４の下流側に配設さ
れるレーザ切断装置５及びこのレーザ切断装置５の下流側に配設される分離回収装置６を
備えて基本的に構成される。
　尚、図２に示すように、分離回収装置６を構成する搬送ロボット８の搬送範囲内には、
製品部品を集積回収する２箇所の集積回収部７ａ，７ｂが設定されている。
【００４４】
　上記コイル材支持装置２は、コイル材１０の中空部に挿入可能な適宜挿入具（図示せず
。）を有している。この挿入具によって、板材１１を連続的に巻き出し得るようにコイル
材１０が支持されている。また、上記レベラ装置３は、千鳥状に配置された上下ローラ１
５ａ，１５ｂを有している。これらの上下ローラ１５ａ，１５ｂによって、コイル材１０
から巻き出される板材１１が平坦に伸ばされ、くせ取りされる。また、上記ループ形成部
４は、レベラ装置３でくせ取りされた板材１１にループ部を形成するための複数の上流側
及び下流側の支持ローラ１６ａ，１６ｂを有している。
【００４５】
　次に、上記レーザ切断装置５について説明する。このレーザ切断装置５は、図３及び図
４に示すように、材料移送手段Ａ、加工ヘッドＢ、ヘッド移動手段Ｃ、集塵手段Ｄ、ベル
トコンベア機構Ｅ（下流側支持手段として例示する。）及びベルトコンベア機構Ｆ（上流
側支持手段として例示する。）を備えて基本的に構成される。
　先ず、材料移送手段Ａについて説明する。支持フレーム１７には、上下一対の移送ロー
ラ１８ａ，１８ｂが配設されている。これら一対の移送ローラ１８ａ，１８ｂは、駆動モ
ータＭ１（図２参照。）によって間欠的に回転駆動され、移送ローラ１８ａ，１８ｂ間に
挟持される板材１１を送り方向Ｘに沿って間欠的に移送し得るようになっている。また、
各移送ローラ１８ａ，１８ｂは、板材１１の段取り替え等のために、駆動シリンダ（図示
せず。）により互いに近接・離反可能とされている。さらに、これら一対の移送ローラ１
８ａ，１８ｂの上流側には、板材１１の下面側を案内支持する縦案内ローラ（図示せず。
）、及び板材１１の側面側を案内支持する横案内ローラ（図示せず。）が配設されている
。
【００４６】
　次に、上記ヘッド移動手段Ｃについて説明する。支持フレーム１９には一側部に、送り
方向Ｘに沿って延びるガイドレール２０が配設されている。このガイドレール２０には、
スライド部材２１が移動自在に支持されている。そして、このスライド部材２１は、適宜
駆動モータ（図示せず。）に連結されるボールネジ機構（図示せず。）によって送り方向
にスライドするようになっている。
　上記スライド部材２１には、可動アーム具２２の基端側が支持されている。この可動ア
ーム具２２の先端側には、板材１１にＹＡＧレーザ光を照射可能な上記加工ヘッドＢが固
定されている。従って、この加工ヘッドＢは、送り方向Ｘ、板材幅方向Ｙ及び上下方向Ｚ
に３次元移動するようになっている。尚、上記加工ヘッドＢに対するレーザ発振器（図示
せず。）からのＹＡＧレーザの伝送には光ファイバ２３が使用されている。



(15) JP 4705139 B2 2011.6.22

10

20

30

40

50

【００４７】
　次に、上記集塵手段Ｄについて説明する。図４に示すように、左右の支持フレーム２５
ａ，２５ｂには、送り方向Ｘに沿って延びる左右のガイドレール２６ａ，２６ｂが配設さ
れている。これら左右のガイドレール２６ａ，２６ｂには、左右のスライドブロック２７
ａ，２７ｂが移動自在に支持されている。一方のスライドブロック２７ｂには、連結部２
８を介して上述のスライド部材２１が連結されている。また、各スライドブロック２７ａ
，２７ｂには、連結部２９を介して集塵箱３０の両側部が固定されている。従って、各ス
ライドブロック２７ａ，２７ｂは、スライド部材２１及び加工ヘッドＢの送り方向Ｘへの
移動に伴って、送り方向Ｘにスライドするようになっている。
　上記集塵箱３０は、板材幅方向Ｙの左右の側壁３１ａ，３１ｂ、送り方向Ｘの前後の側
壁３２ａ，３２ｂ、及び底壁３３より形成されている。一方の側壁３１ｂに形成された連
結パイプ部３４には適宜吸引源（例えば、吸引ブロア等）が接続され、集塵箱３０内に適
当な吸引気流を発生させ、レーザ切断時に発生するスパッタや粉塵等が吸引回収されるよ
うになっている。
　尚、上記加工ヘッドＢの原点位置は、送り方向Ｘの最上流側で、且つ、板材幅方向Ｙの
中央で、さらに、上下方向Ｚの最上方側に設定されている。
【００４８】
　次に、上記ベルトコンベア機構Ｅについて説明する。支持フレーム（図示せず。）には
、図３及び図４に示すように、基準ローラ３６及び複数（図中２つ）の案内ローラ３７が
回転自在に支持されている。この基準ローラ３６の回転軸には駆動モータＭ２の駆動軸（
図２参照。）が連結されている。また、上述の左右のスライドブロック２７ａ，２７ｂの
間には、変位ローラ３８が回転自在に支持されている。また、上下方向に沿って配設され
る駆動シリンダＳ１のピストンロッドＳ１ａの先端側には張力調整ローラ３９が回転自在
に支持されている。さらに、基準ローラ３６、各案内ローラ３７、変位ローラ３８及び張
力調整用ローラ３９には、ウレタンゴム製の無端状ベルト４０が巻き回されている。従っ
て、駆動モータＭ２の駆動によって無端状ベルト４０が所定方向に周回移動されるように
なっている。
　そして、図５に示すように、スライド部材２１の送り方向Ｘへの移動に伴って、変位ロ
ーラ３８が送り方向Ｘに沿って移動すると共に、駆動シリンダＳ１の作用によって張力調
整ローラ３９が上下方向に移動する。その結果、加工ヘッドＢの所定の加工範囲Ｈ（例え
ば、１０００ｍｍ）内での送り方向Ｘへの移動に伴って、ベルトコンベア機構Ｅによる切
断済みの部品の支持領域Ｒ１が拡縮されるようになっている。
【００４９】
　次に、上記ベルトコンベア機構Ｆについて説明する。支持フレーム（図示せず。）には
、図３及び図４に示すように、基準ローラ４６及び複数（図中２つ）の案内ローラ４７が
回転自在に支持されている。この基準ローラ４６の回転軸には駆動モータＭ３の駆動軸（
図２参照。）が連結されている。また、上述の左右のスライドブロック２７ａ，２７ｂの
間には、変位ローラ４８が回転自在に支持されている。また、上下方向に沿って配設され
る駆動シリンダＳ２のピストンロッドＳ２ａの先端側には張力調整ローラ４９が回転自在
に支持されている。さらに、基準ローラ４６、各案内ローラ４７、変位ローラ４８及び張
力調整用ローラ４９には、ウレタンゴム製の無端状ベルト５０が巻き回されている。従っ
て、駆動モータＭ３の駆動によって無端状ベルト５０が所定方向に周回移動されるように
なっている。
　そして、図５に示すように、スライド部材２１の送り方向Ｘへの移動に伴って、変位ロ
ーラ４８が送り方向Ｘに沿って移動すると共に、駆動シリンダＳ２の作用によって張力調
整ローラ４９が上下方向に移動する。その結果、加工ヘッドＢの所定の加工範囲Ｈ（例え
ば、１０００ｍｍ）内での送り方向Ｘへの移動に伴って、ベルトコンベア機構Ｆによる材
料の支持領域Ｒ２が拡縮される。
【００５０】
　尚、図３に示すように、各無端状ベルト４０，５０の下側周回部には、各ベルトの表面
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に接触するブラシ部材４１，４２が配設されている。また、各無端状ベルト５０の上側周
回部の裏面には、板材幅方向Ｙに沿って延びる弛み防止板４３，４４が配設されている。
これら弛み防止板４３，４４は、上述の左右のスライドブロック２７ａ，２７ｂに固着さ
れている。従って、スライド部材２１及び加工ヘッドＢの送り方向Ｘへの移動に伴って、
弛み防止板４３，４４が送り方向Ｘに移動するようになっている。
【００５１】
　次に、上記分離回収装置６について説明する。この分離回収装置６は、複数の可動アー
ム９ａ，９ｂを有する搬送ロボット８を備えている（図１参照。）。この搬送ロボット８
の可動アーム９ａの先端側には、移載部材５２が支持されている。この移載部材５２の下
面側には、図６（ａ）に示すように、切断済みの部品のうち製品部品１２に対向する位置
に、バキューム部材５３がバネを介して上下動自在に支持されている。また、移載部材５
２の下面側には、切断済みの部品のうちのスクラップ部品１３に対向する位置に、押圧部
材５４がバネを介して上下動自在に支持されている。この押圧部材５４のストローク長さ
は、上記バキューム部材５３のストーク長さより大きな値に設定されている。
　従って、搬送ロボット８の作用で、無端状ベルト４０の下流側に対向した状態の移載部
材５２を下降させると、押圧部材５４でスクラップ部品１３が無端状ベルト４０の表面に
押圧されると共に、バキューム部材５３で製品部品１２が吸着される。その後、移載部材
５２を上昇させれば、バキューム部材５３で吸着された製品部品１２も上昇され、この移
載部材５２を搬送して集積回収部７ａ（７ｂ）に製品部品１２が集積される。一方、無端
状ベルト４０の周回によって、このベルト４０の表面に残されたスクラップ部品１３が搬
送され、回収箱８０（図１参照。）に回収される。
【００５２】
　尚、上記実施例では、移載部材５２にバキューム部材５３及び押圧部材５４を設けるよ
うにしたが、これに限定されず、例えば、図６（ｂ）に示すように、移載部材５６にバキ
ューム部材５７ａ，５７ｂを設けることができる。この場合、無端状ベルト４０の表面の
製品部品１２をバキューム部材５７ａで吸着すると共に、スクラップ部品１３をバキュー
ム部材５７ｂで吸着して、適宜制御手段により移載部材５６の搬送及び各バキューム部材
５７ａ，５７ｂの吸着・解除を制御して、製品部品１２を集積回収部７ａ（７ｂ）に集積
させると共に、スクラップ部品１３を回収箱８０に回収させる。
【００５３】
　また、図７に示すように、無端状ベルト４０の製品部品１２の排出側に、製品部品１２
を集積回収部７に案内して流し込むためのガイド部材５９を設けて分離回収装置６０を構
成してもよい。これにより、同じ形状で同じ向きの製品部品１２｛図１０（ｂ）参照。｝
を効率良く回収することができる。さらに、このようなガイド部材５９及び集積回収部７
からなる分離回収装置６０に加えて、上述の移載部材５２（５６）及び搬送ロボット８か
らなる分離回収装置６を備え、製品部品１２の形状・向き等によって、これら分離回収装
置６０，６を選択的に使い分けることもできる。
【００５４】
２．レーザ切断システムの作用
　次に、以上のように構成されたレーザ切断システム１の作用について説明する。先ず、
図１に示すように、コイル材支持装置２で支持されるコイル材１０から連続的に板材１１
が巻き出される。そのコイル材１０から巻き出された板材１１は、レベラ装置３でくせ取
りされた後、ループ形成部４でループ部が形成され、一対の移送ローラ１８ａ，１８ｂ間
に送り込まれている。ここで、図３に示すように、上記加工ヘッドＢは原点位置に位置し
ている。従って、ベルトコンベア機構Ｆによる板材の支持領域Ｒ２が最縮小状態であり、
且つ、ベルトコンベア機構Ｅによる切断済みの部品の支持領域Ｒ１が最拡大状態である。
この状態より、一対の移送ローラ１８ａ，１８ｂで板材１１が間欠的に送り方向Ｘに送り
出されると、その板材１１は、ベルトコンベア機構Ｆの無端状ベルト５０の上側表面で支
持される。さらに、その板材１１の先端縁部は、ベルトコンベア機構Ｅの無端状ベルト４
０の上側表面に支持される。そして、一対の移送ローラ１８ａ，１８ｂ間で板材１１が位
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置決め固定される。
【００５５】
　その後、スライド部材２１をスライドさせると共に可動アーム具２２を作動させて、加
工ヘッドＢを送り方向Ｘ、板材幅方向Ｙ及び上下方向Ｚへ３次元移動させる。そして、こ
の加工ヘッドＢから照射されるＹＡＧレーザ光で板材１１がレーザ切断され、製品部品１
２及びスクラップ部品１３が得られることとなる（図２参照。）。このレーザ切断の際に
、図５に示すように、加工ヘッドＢの送り方向Ｘへの移動に伴って、ベルトコンベア機構
Ｆによる板材１１の支持領域Ｒ２が拡大（又は縮小）されると共に、ベルトコンベア機構
Ｅによる切断済みの部品の支持領域Ｒ１が縮小（又は拡大）される。さらに、加工ヘッド
Ｂと共に送り方向Ｘに移動する集塵箱３０によって、レーザ切断時に発生するスパッタや
粉塵等が吸引回収される。
　その後、一連のレーザ切断作用が終了すると、加工ヘッドＢを再び原点位置に戻した状
態で、切断済み部品１２，１３の搬送作用及び板材の送出作用が行われることとなる。即
ち、無端状ベルト４０の周回駆動によって切断済みの部品１２，１３が送り方向Ｘに所定
量送り出されると共に、この無端状ベルト４０の周回駆動と同調して、無端状ベルト５０
が周回駆動されると共に、上述のように一対の移送ローラ１８ａ，１８ｂにより板材１１
が間欠的に送り方向Ｘへ所定量送り出される。
【００５６】
　次いで、搬送ロボット８の作用で移載部材５２｛図６（ａ）参照。｝を、無端状ベルト
４０の最下流側の表面に支持された切断済みの部品１２，１３と対向させ、その対向状態
より下降させる。そして、バキューム部材５３で製品部品１２を吸着保持させる一方、押
圧部材５４によりスクラップ部品１３を無端状ベルト４０の表面に押圧する。その後、移
載部材５２の搬送及びバキューム部材５３の吸着・解除を適宜制御して、製品部品１２が
集積回収部７ａ（７ｂ）に集積回収される。一方、無端状ベルト４０の表面に残されたス
クラップ部品１２は、次回の板材１１の搬送作用で排出され、回収箱８０で回収されるこ
ととなる。
【００５７】
３．実施例の効果
　以上のように本実施例では、ベルトコンベア機構Ｅ，Ｆを有するレーザ切断装置５を用
いてレーザ切断システム１を構成したので、コイル材１０から巻き出された板材１１を連
続的に高速・高精度にレーザ切断することができる。従って、従来のブランキングプレス
による材料切断のように専用型の保管及び保全のための広大なスペースや人員を必要とし
ない。また、１つの板巾の材料より多品種のブランク材を加工することができる。その結
果、板巾の異なる多数のコイル材を持つ必要がなく、コイル材の在庫数やスペースと共に
巻き戻し数等を極力低減させることができ、しかも生産効率や歩留りを大幅に向上させて
ブランク材を加工することができる。また、レーザ切断することで、切断する材料の板厚
の制限がなく、必要最小の剛性でもって極めてコンパクトな設備とすることができる。ま
た、多品種少量生産部品のブランク材を集約して加工・納入することができる。さらに、
海外生産部品向けのブランク材を集約して加工し、それらブランク材を、コンテナの平面
形状に基づいてモジュール化されたパレット（特許第２７３２２１６号公報参照。）に積
載し、そのブランク材積載パレットを適宜搬送手段（フォークリフト等）によってコンテ
ナ内でのラッシング作業等を必要とせずコンテナ内に搭載し、そのコンテナを適宜輸送手
段（船舶等）で海外へ輸出することができ、海外工場でそのブランク材を利用することが
できる。以上より、プレスを中心とした需要家に対して大いに貢献でき、またコイル材加
工の新分野を提供することができる。
【００５８】
　また、本実施例のレーザ切断装置５では、加工ヘッドＢを送り方向Ｘ、板材幅方向Ｙへ
移動させつつ板材１１をレーザ切断するようにしたので、レーザ切断の際に移送ローラ１
８ａ，１８ｂを駆動制御して板材１１を送り出す必要がない。従って、複雑な形状の部品
であっても、簡易な制御でレーザ切断することができる。
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　また、レーザ切断の際に、加工ヘッドＢの送り方向Ｘへの移動に伴って、ベルトコンベ
ア機構Ｅによる切断済み部品の支持領域Ｒ１、及びベルトコンベア機構Ｆによる板材の支
持領域Ｒ２を送り方向Ｘに拡縮するようにしたので、各ベルトコンベア機構Ｅ，Ｆの間で
あって加工ヘッドＢの直下部には常に空間（空洞）を形成することができる。その結果、
加工ヘッドＢから照射され板材を透過したレーザ光が各ベルトコンベア機構Ｅ，Ｆに直接
当たることがなく、これらのベルトコンベア機構Ｅ，Ｆを定期的に交換する必要がなく、
ランニングコストを必要最小限に抑えることができる。
【００５９】
　また、上記空間を利用して集塵箱３０を設けるようにしたので、レーザ切断の際に発生
するスパッタや粉塵等を強制的に吸引回収することができ、切断済みの製品１２，１３の
裏面に粉塵等が付着することがない。従って、従来のように製品部品１２の裏面を一枚ず
つ拭き取る必要がなく、効率良く且つ低コストで生産することができる。
　また、板材１１をベルトコンベア機構Ｆで支持すると共に、製品部品１２をベルトコン
ベア機構Ｅで支持するようにしたので、板材１１及び製品部品１２を疵付けることなく確
実に支持して送り出すことができる。また、切断済みの部品１２，１３の形状・大きさに
拘わらず、特に、切断済みの部品１２，１３がどんな小物であっても、これをベルトコン
ベア機構Ｆで確実に支持して送り出すことができる。更に、製品部品１２を搬送ロボット
８及び移載部材５２を用いて吸着保持する場合、無端状ベルト４０の表面に押し付けられ
る製品部品１２の裏面に疵が付くことがない。
【００６０】
　また、本実施例のレーザ切断装置５では、左右のスライドブロック２７ａ，２７ｂに、
各ベルトコンベア機構Ｅ，Ｆを構成する夫々の変位ローラ３８，４８を回転自在に支持し
、スライド部材２１と一体的に変位ローラ３８，４８が送り方向Ｘに変位するようにした
ので、加工ヘッドＢの送り方向Ｘへの移動に正確に同調させて、各ベルトコンベア機構Ｅ
，Ｆの夫々の支持領域Ｒ１，Ｒ２を拡縮することができる。さらに、各変位ローラ３８，
４８の変位のための専用の駆動源を必要とせず簡易・安価な構造とすることができる。
　さらに、左右のスライドブロック２７ａ，２７ｂに集塵箱３０を取着し、スライド部材
２１と一体的に集塵箱３０が送り方向Ｘに変位するようにしたので、加工ヘッドＢの送り
方向Ｘへの移動に正確に同調させて、集塵箱３０を移動させることができ、しかも、集塵
箱３０の移動のための専用の駆動源を必要とせず簡易・安価な構造とすることができる。
【００６１】
　尚、本発明においては、上記実施例に限られず、目的、用途に応じて本発明の範囲内で
種々変更した実施例とすることができる。即ち、上記実施例では、レベラ装置３とレーザ
切断装置５との間にループ形成部４を配設してレーザ切断システム１を構成したが、これ
に限定されず、例えば、図８に示すように、ループ形成部を省略してレーザ切断システム
１００を構成し、レベラ装置３でくせ取りされた板材１１を直接的に一対の移送ローラ１
８ａ，１８ｂ間に送り込むようにしてもよい。このような構成であっても、上記実施例と
同様の作用・効果を奏でることができると共に、システム全体の更なるコンパクト化を図
ることができる。
【００６２】
　また、上記実施例では、３次元移動可能な１つの加工ヘッドＢにＹＡＧレーザ光を供給
して、その加工ヘッドＢのみで板材１１をレーザ切断するようにしたが、これに限定され
ず、例えば、図９に示すように、３次元移動可能な加工ヘッドＢに加えて、一対の移送ロ
ーラ１８ａ，１８ｂより上流側の所定位置に別の加工ヘッド６１を位置決め固定して設け
、出力分岐又はタイムシェアによって、レーザ発振器６２からのＹＡＧレーザ光をこれら
の加工ヘッドＢ，６１に供給して、これらの加工ヘッドＢ，６１で板材１１をレーザ切断
するようにしてもよい。このような構成によると、図１０（ａ）に示すように、加工ヘッ
ド６１によって板材１１の側縁部６４をトリミングすると共に、加工ヘッドＢによって製
品部品１２を切断することができ、極めて効率良く製品部品１２を得ることができる。因
みに、従来一般的なブランキングラインでは、専用母材加工が前提となりトリム装置が無



(19) JP 4705139 B2 2011.6.22

10

20

30

40

50

く、異なる母材を同時に加工することができず、コイル材の巻き戻し、及び型の交換を頻
繁に行う必要があり生産性低下の要因となっていた。
【００６３】
　また、図１１に示すように、一対の移送ローラ１８ａ，１８ｂと上流側のベルトコンベ
ア機構Ｆとの間に、互いに近接・離反可能な上下の切断刃６５ａ，６５ｂを有する板材切
断装置６６を設けてレーザ切断装置を構成してもよい。この場合、板材幅方向Ｙに沿う直
線の切断には板材切断装置６６を使用すると共に、複雑な曲線や板材幅方向Ｙに交差する
直線の切断には加工ヘッドＢを使用して、効率良く製品部品を切断することができる。
【００６４】
　また、上記実施例では、張力調整ローラ３９，４９を上下方向Ｚに沿って変位させるよ
うにレーザ切断装置５を構成したが、これに限定されず、例えば、図１２に示すように、
張力調整ローラ３９，４９を送り方向Ｘに沿って変位させるようにレーザ切断装置を構成
してもよい。このような構成によれば、レーザ切断装置の上下方向のスペース効率を向上
させることができる。
【００６５】
　また、上記実施例では、上流側支持手段及び下流側支持手段としてベルトコンベア機構
Ｅ，Ｆを設けてレーザ切断装置５を構成したが、これに限定されず、例えば、図１３に示
すように、上流側支持手段としてローラコンベア機構６８を設けると共に、下流側支持手
段としてベルトコンベア機構６９を設けてレーザ切断装置を構成することができる。この
ローラコンベア機構６８は、収納位置に収納可能であると共に送り方向に沿って移動自在
なシャッタ部材７８を設け、これらシャッタ部材７８に複数の支持ローラ７９を回転自在
に支持して構成される。また、ベルトコンベア機構６９は、上述のベルトコンベア機構Ｅ
と同じ構成である。
【００６６】
　尚、上述とは逆に、上流側支持手段としてベルトコンベア機構を設けると共に、下流側
支持手段としてローラコンベア機構を設けてレーザ切断装置を構成することもできる。
　また、図１４に示すように、上流側支持手段及び下流側支持手段としてローラコンベア
機構７０，７１を設けてレーザ切断装置を構成することができる。具体的には、収納位置
に収納可能であると共に送り方向に沿って移動自在なシャッタ部材７２を設け、これらシ
ャッタ部材７２に複数の支持ローラ７３を回転自在に支持するようにしてもよい。さらに
、図１５に示すように、無端状ベルト７５に集塵箱３０を連結し、これら無端状ベルト７
５に複数の支持ローラ７６を回転自在に支持するようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００６７】
　図面の簡単な説明
【図１】本実施例に係るレーザ切断システムの全体構成を示す側面図である。
【図２】図１の一部を省略した平面図である。
【図３】本実施例に係るレーザ切断装置の側面図である。
【図４】図３のIV矢視図である。
【図５】各ベルトコンベア機構の各支持領域の拡縮動作を説明するための説明図である。
【図６】分離回収装置を説明するための説明図であり、（ａ）はバキューム部材及び押圧
部材を有する形態を示し、（ｂ）はバキューム部材のみを有する形態を示す。
【図７】他の形態の分離回収装置を説明するための説明図である。
【図８】他の形態のレーザ切断システムを示す側面図である。
【図９】さらに他の形態のレーザ切断システムを示す側面図である。
【図１０】他の材料の切断形態を示す平面図であり、（ａ）は板材の送り方向及び幅方向
に複数の部品を切断する形態を示し、（ｂ）は板材の送り方向に複数の部品を切断する形
態を示す。
【図１１】他の形態のレーザ切断装置を示す側面図である。
【図１２】さらに他の形態のレーザ切断装置を示す側面図である。



(20) JP 4705139 B2 2011.6.22

【図１３】さらに他の形態のレーザ切断装置を示す側面図である。
【図１４】さらに他の形態のレーザ切断装置を示す側面図である。
【図１５】さらに他の形態のレーザ切断装置を示す側面図である。

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】
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