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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　搬送されてきた帯状の光学シートを光学レーザにより枚葉体の光学フィルムに切断する
光学レーザユニットと上記光学フィルムを一定速度で搬送する定速搬送装置との間に設け
られ、上記光学レーザユニットから送り出された上記光学フィルムを上記定速搬送装置に
受け渡すようにした光学フィルムの中間搬送装置であって、
　上記光学レーザユニットからの光学フィルムを中間搬送装置本体で受け取る際には上記
光学レーザユニットからの送り出し速度よりも若干速い第１の搬送速度で上記光学フィル
ムが受け取られるように調速されているとともに、
　上記光学フィルムを上記中間搬送装置本体から上記定速搬送装置に受け渡す際には上記
定速搬送装置による搬送速度よりも若干遅い第２の搬送速度に調速されており、
　上記光学レーザユニット及び上記中間搬送装置本体は、上記光学レーザによる光学フィ
ルムの切断長さに応じて当該光学フィルムの搬送方向長さを変更する変更手段をそれぞれ
備え、
　上記中間搬送装置本体の変更手段は、上記光学レーザユニット及び上記中間搬送装置本
体による光学フィルムの搬送方向長さの和が一定に保たれるように、上記光学レーザユニ
ットの変更手段により変更された光学フィルムの搬送方向長さに応じて上記中間搬送装置
本体による光学フィルムの搬送方向長さを相対的に変更していることを特徴とする光学フ
ィルムの中間搬送装置。
【請求項２】
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　上記中間搬送装置本体は、上記光学レーザユニットから受け取った光学フィルムの搬送
方向全長を載置可能とする搬送方向長さを有し、かつ上記光学フィルムを受け取って載置
し終えた際に上記第１の搬送速度から上記第２の搬送速度まで調速させるに必要な搬送方
向長さを有している請求項１に記載の光学フィルムの中間搬送装置。
【請求項３】
　上記中間搬送装置本体は、上記光学レーザユニットから送り出された光学フィルムを受
け取って搬送する上流側装置本体部と、この上流側装置本体部で搬送された光学フィルム
を受け取って上記定速搬送装置に受け渡す下流側装置本体部とを備え、
　上記上流側装置本体部及び上記下流側装置本体部は、上記光学レーザユニットから送り
出された光学フィルムの搬送方向全長を載置可能な搬送方向長さをそれぞれ有し、かつ上
記光学フィルムを受け取って載置し終えた際に上記第１の搬送速度から上記第２の搬送速
度まで調速させるに必要な搬送方向長さをそれぞれ有している請求項１又は請求項２に記
載の光学フィルムの中間搬送装置。
【請求項４】
　上記中間搬送装置本体は、上記光学レーザユニットから送り出された光学フィルムを受
け取って搬送する上流側装置本体部と、この上流側装置本体部で搬送された光学フィルム
を受け取って上記定速搬送装置に受け渡す下流側装置本体部とを備え、
　上記上流側装置本体部及び上記下流側装置本体部は、その両本体部を合わせて、上記光
学レーザユニットから送り出された光学フィルムの搬送方向全長を載置可能な搬送方向長
さを有し、かつ上記光学フィルムを受け取って載置し終えた際に上記第１の搬送速度から
上記第２の搬送速度まで調速させるに必要な搬送方向長さを有している請求項１又は請求
項２に記載の光学フィルムの中間搬送装置。
【請求項５】
　上記光学レーザユニットは、その光学シートの搬送方向に複数の光学レーザを備えてい
る請求項１～請求項４のいずれか１つに記載の光学フィルムの中間搬送装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶パネルなどの基板に貼り合わせる偏光フィルム、輝度向上フィルム、及
び位相差フィルムなどの光学フィルムを上流側と下流側との搬送装置の間において円滑に
受け渡すようにした光学フィルムの中間搬送装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、この種中間搬送装置としては、搬送されてきた帯状の光学シートを光学レー
ザにより枚葉体の光学フィルムに切断する上流側の搬送装置としての光学レーザユニット
に連設され、かつこの光学レーザユニットから送り出された上記光学フィルムを一定速度
で連続的に搬送する下流側の搬送装置としての定速搬送装置に受け渡すようにしたものが
知られている（例えば、特許文献１参照）。この場合、中間搬送装置は、この間欠的に搬
送された光学フィルムを定速搬送装置に受け渡している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】ＷＯ２０１０／０２１０２６ Ａ１ 公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところが、上記従来の中間搬送装置では、光学レーザユニットから送り出された光学フ
ィルムを間欠的に搬送しているため、光学フィルムの生産性の向上を図る上で不利なもの
となる。
【０００５】
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　そこで、中間搬送装置を、光学レーザユニットから送り出された光学フィルムを停止さ
せることなく連続的に搬送させるようにすることが考えられる。
【０００６】
　その場合、中間搬送装置による光学フィルムの搬送速度が光学レーザユニットからの光
学フィルムの送り出し速度よりも遅いと、光学レーザユニットからの受け取り時に光学フ
ィルムに弛みが生じてしまう。
　かかる点から、中間搬送装置による光学フィルムの搬送速度を光学レーザユニットから
の光学フィルムの送り出し速度よりも速い速度に増速させる必要がある。
【０００７】
　このとき、定速搬送装置による光学フィルムの搬送速度が中間搬送装置による光学フィ
ルムの搬送速度よりも遅いと、定速搬送装置への受け渡し時にも光学フィルムに同様に弛
みが生じてしまう。このため、定速搬送装置による光学フィルムの搬送速度を、光学レー
ザユニットからの光学フィルムの送り出し速度よりも増速させた中間搬送装置による光学
フィルムの搬送速度よりもさらに速い速度に増速させる必要がある。
【０００８】
　しかし、これでは、定速搬送装置による光学フィルムの搬送速度が速くなりすぎてしま
い、定速搬送装置による光学フィルムの搬送精度が悪化したり、その下流側において最終
的に回収される光学フィルムの回収時に過度の衝撃が光学フィルムに作用するおそれがあ
る。
【０００９】
　本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、定速搬送
装置による光学フィルムの搬送速度の増速を抑え、定速搬送装置による光学フィルムの搬
送精度の悪化、及び光学フィルムに対する回収時の過度の衝撃の作用を防止することがで
きる光学フィルムの中間搬送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、本発明が講じた解決手段は、搬送されてきた帯状の光学シー
トを光学レーザにより枚葉体の光学フィルムに切断する光学レーザユニットと上記光学フ
ィルムを一定速度で搬送する定速搬送装置との間に設けられ、上記光学レーザユニットか
ら送り出された上記光学フィルムを上記定速搬送装置に受け渡すようにした光学フィルム
の中間搬送装置を前提とする。そして、上記光学レーザユニットからの光学フィルムを中
間搬送装置本体で受け取る際に上記光学レーザユニットからの送り出し速度よりも若干速
い第１の搬送速度で上記光学フィルムが受け取られるように調速されているとともに、上
記光学フィルムを上記中間搬送装置本体から上記定速搬送装置に受け渡す際には上記定速
搬送装置による搬送速度よりも若干遅い第２の搬送速度に調速されている。更に、上記光
学レーザユニット及び上記中間搬送装置本体は、上記光学レーザによる光学フィルムの切
断長さに応じて当該光学フィルムの搬送方向長さを変更する変更手段をそれぞれ備える。
そして、上記中間搬送装置本体の変更手段は、上記光学レーザユニット及び上記中間搬送
装置本体による光学フィルムの搬送方向長さの和が一定に保たれるように、上記光学レー
ザユニットの変更手段により変更された光学フィルムの搬送方向長さに応じて上記中間搬
送装置本体による光学フィルムの搬送方向長さを相対的に変更している。
【００１１】
　この特定事項により、中間搬送装置は、光学レーザユニットからの光学フィルムを中間
搬送装置本体で受け取る際に光学レーザユニットからの送り出し速度よりも若干速い第１
の搬送速度で上記光学フィルムが受け取られるように調速され、光学レーザユニットから
の受け取り時に光学フィルムに弛みを生じさせることがない。
　その場合、中間搬送装置は、光学フィルムを中間搬送装置本体から定速搬送装置に受け
渡す際に上記定速搬送装置による搬送速度よりも若干遅い第２の搬送速度に調速されるの
で、定速搬送装置への受け渡し時にも光学フィルムに弛みを生じさせることがない。この
ため、定速搬送装置による光学フィルムの搬送速度を、光学レーザユニットからの光学フ
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ィルムの送り出し速度よりも増速させた中間搬送装置による光学フィルムの搬送速度より
もさらに速い速度に増速させる必要がない。これにより、定速搬送装置による光学フィル
ムの搬送速度の増速が抑えられ、定速搬送装置による光学フィルムの搬送精度が悪化する
ことがない上、その下流側において最終的に回収される光学フィルムの回収時に過度の衝
撃が光学フィルムに作用することもない。
　しかも、中間搬送装置の中間搬送装置本体の変更手段により、光学レーザユニットの変
更手段により変更された光学フィルムの搬送方向長さに応じて中間搬送装置本体による光
学フィルムの搬送方向長さが相対的に変更されるので、光学レーザによる光学フィルムの
切断長さが変更されても光学レーザユニット及び中間搬送装置本体による光学フィルムの
搬送方向長さの和が常に一定に保たれ、光学レーザユニット及び中間搬送装置本体の搬送
方向長さの増大化を抑制することができる。
【００１２】
　また、上記中間搬送装置本体は、上記光学レーザユニットから受け取った光学フィルム
の搬送方向全長を載置可能とする搬送方向長さを有し、かつ上記光学フィルムを受け取っ
て載置し終えた際に上記第１の搬送速度から上記第２の搬送速度まで調速させるに必要な
搬送方向長さを有していることが好ましい。
【００１３】
　この場合には、光学レーザユニットから光学フィルムを受け取る際にその光学フィルム
の搬送方向全長が載置されて、光学レーザユニットからの光学フィルムを円滑に受け取る
ことができる。しかも、中間搬送装置の中間搬送装置本体は、光学フィルムを受け取って
載置し終えた際に第１の搬送速度から第２の搬送速度まで調速させるに必要な搬送方向長
さを有しているので、光学フィルムを受け取って載置し終えてから第２の搬送速度に円滑
に調速することができる。
【００１６】
　また、上記中間搬送装置本体は、上記光学レーザユニットから送り出された光学フィル
ムを受け取って搬送する上流側装置本体部と、この上流側装置本体部で搬送された光学フ
ィルムを受け取って上記定速搬送装置に受け渡す下流側装置本体部とを備えており、上記
上流側装置本体部及び上記下流側装置本体部は、上記光学レーザユニットから送り出され
た光学フィルムの搬送方向全長を載置可能な搬送方向長さをそれぞれ有し、かつ上記光学
フィルムを受け取って載置し終えた際に上記第１の搬送速度から上記第２の搬送速度まで
調速させるに必要な搬送方向長さをそれぞれ有していることが好ましい。
【００１７】
　この場合には、上流側装置本体部は、光学レーザユニットから光学フィルムを受け取る
際に上記光学レーザユニットによる搬送速度よりも若干速い第１の搬送速度に調速されて
いるので、光学レーザユニットからの受け取り時に光学フィルムに弛みを生じさせること
なく円滑に受け取ることができる。また、下流側装置本体部は、第２の搬送速度に調速さ
れた上流側装置本体部から光学フィルムを受け取る際にその上流側装置本体部により調速
された第２の搬送速度よりも若干速い第１の搬送速度に調速されているので、上流側装置
本体部からの受け渡し時に光学フィルムに弛みを生じさせることなく円滑に受け取ること
ができる。しかも、下流側装置本体部は、定速搬送装置に光学フィルムを受け渡す際にそ
の定速搬送装置による搬送速度よりも若干遅い第２の搬送速度に調速されているので、定
速搬送装置への受け渡し時に光学フィルムに弛みを生じさせることなく円滑に受け渡すこ
とができる。
【００１８】
　これに対し、上記中間搬送装置本体は、上記光学レーザユニットから送り出された光学
フィルムを受け取って搬送する上流側装置本体部と、この上流側装置本体部で搬送された
光学フィルムを受け取って上記定速搬送装置に受け渡す下流側装置本体部とを備えており
、上記上流側装置本体部及び上記下流側装置本体部は、その両本体部を合わせて、上記光
学レーザユニットから送り出された光学フィルムの搬送方向全長を載置可能な搬送方向長
さを有し、かつ上記光学フィルムを受け取って載置し終えた際に上記第１の搬送速度から
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上記第２の搬送速度まで調速させるに必要な搬送方向長さを有していることが好ましい。
【００１９】
　この場合には、上流側装置本体部及び下流側装置本体部は、定速搬送装置に光学フィル
ムを受け渡す際にその定速搬送装置による搬送速度よりも若干遅い第２の搬送速度に調速
されているので、定速搬送装置への受け渡し時に光学フィルムに弛みを生じさせることな
く円滑に受け渡すことができる。
【００２０】
　更に、上記光学レーザユニットは、その光学シートの搬送方向に複数の光学レーザを備
えていてもよい。
【００２１】
　この場合には、搬送されてきた光学シートが光学レーザによって複数の枚葉体の光学フ
ィルムに切断され、光学フィルムの生産性を向上させることができる。
【発明の効果】
【００２２】
　以上、要するに、中間搬送装置を、光学レーザユニットからの光学フィルムを中間搬送
装置本体で受け取る際に光学レーザユニットからの送り出し速度よりも若干速い第１の搬
送速度で上記光学フィルムが受け取られるように調速した中間搬送装置を、光学フィルム
を中間搬送装置本体から定速搬送装置に受け渡す際に上記定速搬送装置による搬送速度よ
りも若干遅い第２の搬送速度に調速することで、光学レーザユニットからの受け取り時及
び定速搬送装置への受け渡し時に光学フィルムに弛みを生じさせることがなく、定速搬送
装置による光学フィルムの搬送速度を中間搬送装置による光学フィルムの搬送速度よりも
さらに速い速度に増速させる必要がない。これにより、定速搬送装置による光学フィルム
の搬送速度の増速を抑えて、定速搬送装置による光学フィルムの搬送精度の悪化を防止す
ることができる上、その下流側での回収時に光学フィルムに作用する過度の衝撃を防止す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の実施の形態に係る中間搬送装置及び光学レーザユニットにより小サイズ
の光学フィルムを搬送する場合の側面図である。
【図２】図１の光学レーザユニットに巻出装置から巻き出した光学シートを搬送するフィ
ード装置の側面図である。
【図３】図１の中間搬送装置及び光学レーザユニットにより中サイズの光学フィルムを搬
送する場合の側面図である。
【図４】図１の中間搬送装置及び光学レーザユニットにより大サイズの光学フィルムを搬
送する場合の側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、添付図面を参照しながら、本発明の実施の形態について説明し、本発明の理解に
供する。尚、以下の実施の形態は、本発明を具体化した一例であって、本発明の技術的範
囲を限定する性格のものではない。
　まず、図１を用いて、本発明の実施の形態に係る光学フィルムの中間搬送装置１につい
て説明する。
【００２５】
　図１に示すように、上記中間搬送装置１は、後述するフィード装置４から搬送されてき
た帯状の光学シートＳを切断する光学レーザユニット２と、この光学レーザユニット２に
より切断された光学フィルムＳ１を一定速度で連続的に搬送する定速搬送装置３との間に
設けられている。この場合、光学フィルムＳ１は、小サイズ（例えばワイドタイプの３２
インチサイズ）の液晶モニタ用のものとされている。
【００２６】
　上記光学レーザユニット２は、図示しない筺体フレームを備えている。また、上記光学
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レーザユニット２は、図示しないサーボモータの駆動軸に回転一体に連結された単一の駆
動ロール２１ａと、８つの第１～第８従動ロール２１ｂ～２１ｉと、これらのロール２１
ａ～２１ｉに巻き掛けられたベルト２２とを備えている。そして、上記光学レーザユニッ
ト２は、第２及び第３従動ロール２１ｃ，２１ｄ間、並びに第６及び第７従動ロール２１
ｇ，２１ｈ間に巻き掛けられたベルト２２の第１及び第２搬送領域Ａ１，Ａ２において光
学シートＳ及び光学フィルムＳ１を搬送させるようにしている。また、上記光学レーザユ
ニット２は、上記光学シートＳの搬送方向に２つ並設された光学レーザ装置２３，２４（
光学レーザ）を備えている。上記各光学レーザ装置２３，２４のうち、搬送方向上流側（
図１では右側）に位置する第１光学レーザ装置２３は、上記第６及び第７従動ロール２１
ｇ，２１ｈ間におけるベルト２２の第２搬送領域Ａ２の搬送方向直上流側に配置されてい
る。一方、搬送方向下流側に位置する第２光学レーザ装置２４は、上記第２及び第３従動
ロール２１ｃ，２１ｄ間におけるベルト２２の第１搬送領域Ａ１と上記第６及び第７従動
ロール２１ｇ，２１ｈ間におけるベルト２２の第２搬送領域Ａ２との間に配置されている
。そして、上記第４従動ロール２１ｅが第３従動ロール２１ｄの下方に、上記第５従動ロ
ーラ２１ｆが第６従動ロール２１ｇの下方にそれぞれ配置され、これらの従動ローラ２１
ｅ，２１ｆに第３従動ロール２１ｄと第６従動ロール２１ｇとの間のベルト２２を巻き掛
けることによって、第３従動ロール２１ｄと第６従動ロール２１ｇとの間つまりベルト２
２の第１及び第２搬送領域Ａ１，Ａ２間に第２光学レーザ装置２４の収容空間を形成して
いる。
【００２７】
　上記各光学レーザ装置２３，２４は、上記光学シートＳの下方に配置され、光学シート
Ｓの幅方向（図１では紙面手前奥方向）にレーザを走査させるように水平移動し、上方を
通過する光学シートＳをその搬送方向に切断する。また、各光学レーザ装置２３，２４の
上方には、切断部位から発生したガス（煙）を集煙する第１及び第２集煙ダクト２３１，
２４１が光学シートＳを挟んで当該各光学レーザ装置２３，２４と対向するように配置さ
れている。更に、各光学レーザ装置２３，２４は、その搬送方向両側に光学シートＳの搬
送を案内する案内面を有する薄箱状のテーブル部２３２，２４２を備えている。このテー
ブル部２３２，２４２は、その案内面の全域に亘って開口する多数の孔部（図示せず）を
有し、図示しない切替手段を介してエア吸引手段（図示せず）及びエア吹出手段（図示せ
ず）に連結されている。
【００２８】
　上記光学レーザユニット２と上記中間搬送装置１との間には、光学シートＳ及び光学フ
ィルムＳ１の搬送を案内する案内面を有する薄箱状のテーブル部２８が設けられている。
このテーブル部２８は、その案内面の全域に亘って開口する多数の孔部（図示せず）を有
し、図示しない切替手段を介して上記エア吸引手段及びエア吹出手段に連結されている。
また、上記テーブル部２８の上方には、上記光学レーザユニット２に搬送されてきた光学
シートＳの前端（図１では左端）を高精度に検出する高感度カメラ２９が設けられている
。
【００２９】
　そして、上記各テーブル部２８，２３２，２４２は、光学シートＳの先端が高感度カメ
ラ２９で検出されると、上記光学レーザユニット２のサーボモータの駆動停止に伴い駆動
ロール２１ａを停止させてベルト２２の搬送を停止し、それぞれ切替手段によりエアー吸
引手段に切り替えて光学シートＳを案内面に吸着させ、レーザ装置２３，２４による光学
シートＳの切断が円滑に行えるようにしている。一方、レーザ装置２３，２４による光学
シートＳの切断が完了すると、それぞれ切替手段によりエア吹出手段に切り替えて光学シ
ートＳ及び光学フィルムＳ１を各テーブル２８，２３２，２４２の案内面から浮かせ、ベ
ルト２２上での光学シートＳ及び光学フィルムＳ１の搬送が抵抗なく行えるようにしてい
る。この場合、ベルト２２は、光学シートＳの先端が高感度カメラ２９で検出された時点
から光学レーザ装置２３，２４による光学シートＳの切断が完了するまでの間、サーボモ
ータの駆動停止に伴い駆動ロール２１ａを停止させる一方、光学シートＳの切断が完了し
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てから光学シートＳの先端が高感度カメラ２９で検出されるまでの間、サーボモータを駆
動させて駆動ロール２１ａを回転させ、これによって間欠動作が行われるようになってい
る。
【００３０】
　また、図２に示すように、上記光学レーザユニット２の搬送方向上流側には、この光学
レーザユニット２に光学シートＳを搬送するフィード装置４が設けられている。このフィ
ード装置４は、巻出装置５の元コイル５１から繰り出される光学シートＳを導くメインフ
ィードロール４１と、光学シートＳを光学レーザユニット２に導くサブフィードロール４
３と、上記両フィードロール４１，４３間に配置されたアキューム装置４５とを備えてい
る。
【００３１】
　上記メインフィードロール４１は、これと対をなすバックアップロール４２を備え、巻
出装置５から光学シートＳを繰り出すようにサーボモータ（図示せず）に駆動連結されて
いる。そして、上記メインフィードロール４１は、バックアップロール４２とのニップ間
に光学シートＳを通し、サーボモータの作用下に所定の周速になるように速度制御される
とともに、図示しないエンコーダを介して光学シートＳの繰り出し長さを検出している。
このメインフィードロール４１のサーボモータとしては、出力が２ｋｗ、回転数が２００
０ｒｐｍ程度のものが適用されている。
【００３２】
　上記サブフィードロール４３は、これと対をなすバックアップロール４４を備え、上記
フィード装置４からの光学シートＳを上記光学レーザユニット２に送り出すようにサーボ
モータ（図示せず）の駆動軸に回転一体に連結されている。そして、上記サブフィードロ
ール４３は、バックアップロール４４とのニップ間に光学シートＳを通し、サーボモータ
の作用下に所定の周速になるように速度制御される。このサブフィードロール４３のサー
ボモータとしては、出力が１．７３ｋｗ、回転数が１５０ｒｐｍ程度の特殊低回転タイプ
のダイレクトドライブモータが適用されている。また、サブフィードロール４３のサーボ
モータは、光学レーザユニット２の駆動ロール２１ａのサーボモータと同期し、光学シー
トＳの先端が高感度カメラ２９で検出された時点から光学レーザ装置２３，２４による光
学シートＳの切断が完了するまでの間、停止する一方、光学シートＳの切断が完了してか
ら光学シートＳの先端が高感度カメラ２９で検出されるまでの間、駆動回転し、これによ
って光学シートＳの間欠動作（例えば、０～９０ｍ／ｍｉｎの搬送速度）を行わせるよう
にしている。この場合、光学レーザユニット２の駆動ロール２１ａのサーボモータは、光
学シートＳの切断が完了すると、光学シートＳ及び光学フィルムＳ１の搬送速度が最大搬
送速度（例えば９０ｍ／ｍｉｎ）となるまで加速する。また、サブフィードロール４３の
サーボモータも、光学シートＳの切断が完了すると、光学レーザユニット２の駆動ロール
２１ａのサーボモータと同期して駆動回転し、光学シートＳを同じ搬送速度（例えば９０
ｍ／ｍｉｎ）で光学レーザユニット２に送り出すように加速する。
【００３３】
　上記巻出装置５は、原コイル５１の制動トルクを調節する制動用モータ５２を備えてい
る。この制動用モータ５２は、例えばベクトル制御インバータによりトルク制御可能な公
知のモータであり、普通、巻出中は発電機のように負荷として働く。原コイル５１は、そ
の巻芯（図示せず）の両端部を、図示しない原コイル支持装置の一対の巻芯チャックに装
着することにより、巻芯を中心に回転可能に支持されている。この場合、制動用モータ５
２の回転は巻芯チャックに伝動装置（図示せず）を介して伝達され、巻芯チャックは巻芯
を固く保持できるようになっているので、制動用モータ５２の制動トルクを原コイル５１
に伝えることができる。
【００３４】
　そして、上記光学シートＳを原コイル５１から繰り出すには、サーボモータによりメイ
ンフィードロール４１を回転駆動するとともに、制動用モータ５２により原コイル５１に
制動トルクを与える。このとき、原コイル５１とメインフィードロール４１との間の光学
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シートＳには、原コイル５１の制動トルクを原コイル５１の半径で割り算して得た値に等
しい延伸力が生じるので、制動用モータ５２が出す制動トルクの大きさを調節することに
より、繰り出される光学シートＳにシワが生じないように最適の延伸力を付与する。そし
て、所要のシート延伸力の設定値と原コイル５１の半径とを掛け算することにより制動ト
ルクの目標値を演算し、光学シートＳに最適の延伸力が生じるように制動用モータ５２の
出力トルクが自動的に調節される。なお、制動用モータ５２は、必要に応じてパウダーブ
レーキ等の、制動トルクを調節可能な公知のブレーキ装置に替えてもよい。
【００３５】
　また、上記アキューム装置４５は、第１～第３ロール４５１～４５３を備えている。各
ロール４５１～４５３のうち、第１及び第３ロール４５１，４５３は、図示しないサーボ
モータの駆動軸４６１に基端が回転一体に連結された長尺アーム部材４６の先端にそれぞ
れ回転自在に支持されている。この長尺アーム部材４６の先端は、駆動軸４６１回りとな
る周方向で後前（図２では右左）に二分岐しており、それぞれの先端に第１及び第３ロー
ル４５１，４５３を支持している。そして、上記長尺アーム部材４６は、上記光学シート
Ｓの切断時に光学レーザユニット２の駆動ロール２１ａが停止すると、巻出装置５から繰
り出される光学シートＳにシワが生じないようにサーボモータにより駆動軸４６１回りに
反光学レーザユニット２側（図２では時計回り）に連続的に揺動し、巻出装置５から繰り
出される光学シートＳの繰り出し量を吸収している。このとき、長尺アーム部材４６のサ
ーボモータは、その長尺アーム部材４６の揺動量つまり第１及び第３ロール４５１，４５
３の揺動位置を常に監視しており、当該各ロール４５１，４５３の位置制御に供される。
【００３６】
　更に、上記第２ロール４５２は、図示しないサーボモータの駆動軸４７１に基端が回転
一体に連結された短尺アーム部材４７の先端に回転自在に支持されている。この短尺アー
ム部材４７は、上記長尺アーム部材４６の揺動時に光学シートＳに作用する張力が最適と
なるように揺動する。つまり、短尺アーム部材４７は、長尺アーム部材４６の揺動によっ
て第１及び第３ロール４５１，４５３に位置ずれが生じているときに光学シートＳの張力
が最適となるようにサーボモータにより駆動軸４７１回りに揺動する。このとき、短尺ア
ーム部材４７のサーボモータは、その短尺アーム４７の揺動負荷つまり光学シートＳから
第２ロール４５２及び短尺アーム部材４７を介して駆動軸４７１に作用する張力を常に監
視しており、光学シートＳの張力制御に供される。
【００３７】
　上記定速搬送装置３は、図示しないサーボモータの駆動軸に回転一体に連結された単一
の駆動ロール（図示せず）と、複数の従動ロール３１ａ，３１ｂ（図１では２つのみ示す
）と、これらのロールに巻き掛けられたベルト３２とを備えている。そして、上記定速搬
送装置３の駆動ロールのサーボモータは、常時一定回転数で駆動回転し、これによってベ
ルト３２を一定の搬送速度（例えば、６０ｍ／ｍｉｎの搬送速度）で駆動させるようにし
ている。
【００３８】
　上記中間搬送装置１は、光学レーザユニット２側となる上流側装置本体部６と、定速搬
送装置３側となる下流側装置本体部７とに分割された中間搬送装置本体１０を備えている
。上記上流側装置本体部６は、図示しないサーボモータの駆動軸に回転一体に連結された
単一の駆動ロール６１ａと、５つの第１～第５従動ロール６１ｂ～６１ｆと、これらのロ
ール６１ａ～６１ｆに巻き掛けられたベルト６２とを備えている。そして、上記上流側装
置本体部６は、第３及び第４従動ロール６１ｄ，６１ｅ間に巻き掛けられたベルト６２の
搬送領域Ｂにおいて光学フィルムＳ１を搬送させるようにしている。このベルト６２の搬
送領域Ｂは、上記光学レーザ装置２３，２４により切断した２枚の光学フィルムＳ１，Ｓ
１の搬送方向全域を載置可能とする長さを有している。この場合、ベルト６２は、駆動ロ
ール６１ａを駆動回転させるサーボモータにより、４０～１０５ｍ／ｍｉｎの搬送速度の
範囲内で可変に搬送されるようになっている。
【００３９】
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　そして、上記上流側装置本体部６の駆動ロール６１ａのサーボモータは、上記光学レー
ザユニット２において光学シートＳの切断が完了した際に駆動回転する上記サブフィード
ロール４３のサーボモータ及び上記光学レーザユニット２の駆動ロール２１ａのサーボモ
ータと同じタイミングで加速する。このとき、ベルト６２は、駆動ロール６１ａのサーボ
モータの加速によって、光学レーザユニット２のベルト２２の搬送速度（９０ｍ／ｍｉｎ
）よりも若干速い第１の搬送速度（例えば１０５ｍ／ｍｉｎ）に調速（加速）される。こ
の場合、ベルト６２をベルト２２の搬送速度よりも若干速い第１の搬送速度で搬送させる
のは、ベルト２２からベルト６２に受け渡す際に光学フィルムＳ１に弛みを生じさせない
ためであり、ベルト６２に受け渡された際にベルト２２と光学フィルムＳ１との間で発生
する摩擦が許容範囲内となる３０％未満の搬送速度差であれば問題ない。
【００４０】
　また、上記上流側装置本体部６は、上記ベルト６２の搬送領域Ｂにおいて搬送されてき
た光学フィルムＳ１の先端位置（ここでは先頭の光学フィルムＳ１の前端位置）を検出す
る前端位置検出センサ６３を備えている。そして、上記上流側装置本体部６の駆動ロール
６１ａのサーボモータは、上記前端位置検出センサ６３によりベルト６２の搬送領域Ｂに
おいて先頭の光学フィルムＳ１の前端位置が検出されると、上記下流側装置本体部７のベ
ルト７２（後述する）の搬送速度（例えば６０ｍ／ｍｉｎ）よりも若干遅い搬送速度（例
えば４５ｍ／ｍｉｎ）に調速（減速）されるように減速される。このベルト６２の搬送領
域Ｂは、光学レーザユニット２から受け渡されて搬送方向全域が載置された２枚の光学フ
ィルムＳ１のうちの先頭の光学フィルムＳ１の前端位置が前端位置検出センサ６３により
検出された際に、下流側装置本体部７のベルト７２の搬送速度よりも若干遅い搬送速度ま
でベルト６２の搬送速度を調速（減速）させるに必要な長さを有している。この場合、ベ
ルト６２をベルト７２の搬送速度（６０ｍ／ｍｉｎ）よりも若干遅い搬送速度（例えば４
５ｍ／ｍｉｎ）に減速させるのは、ベルト６２からベルト７２に受け渡す際に光学フィル
ムＳ１に弛みを生じさせないためであり、ベルト７２に受け渡された際にベルト６２と光
学フィルムＳ１との間で発生する摩擦が許容範囲内となる３０％未満の搬送速度差であれ
ば問題ない。
【００４１】
　一方、上記下流側装置本体部７は、図示しないサーボモータの駆動軸に回転一体に連結
された単一の駆動ロール７１ａと、５つの第１～第５従動ロール７１ｂ～７１ｆと、これ
らのロール７１ａ～７１ｆに巻き掛けられたベルト７２とを備えている。そして、上記上
流側装置本体部７は、第３及び第４従動ロール７１ｄ，７１ｅ間に巻き掛けられたベルト
７２の搬送領域Ｃにおいて光学フィルムＳ１を搬送させるようにしている。このベルト７
２の搬送領域Ｃは、上記光学レーザ装置２３，２４により切断した２枚の光学フィルムＳ
１，Ｓ１の搬送方向全域を載置可能とする長さを有している。この場合、ベルト７２は、
駆動ロール７１ａを駆動回転させるサーボモータにより、４０～６０ｍ／ｍｉｎの搬送速
度の範囲内で可変に搬送されるようになっている。
【００４２】
　そして、上記下流側装置本体部７の駆動ロール７１ａのサーボモータは、通常時に６０
ｍ／ｍｉｎの搬送速度でベルト７２を搬送させるように駆動回転している。また、上記下
流側装置本体部７は、上記ベルト７２の搬送領域Ｃの上流側において２番目に搬送されて
きた光学フィルムＳ１の後端位置を検出する後端位置検出センサ７３と、上記ベルト７２
の搬送領域Ｃの下流側において先頭の光学フィルムＳ１の前端位置を検出する前端位置検
出センサ７４とを備えている。そして、上記下流側装置本体部７は、上記ベルト７２の搬
送領域Ｃにおいて２番目の光学フィルムＳ１の後端位置を上記後端位置検出センサ７３が
検出することで、当該ベルト７２上に２枚の光学フィルムＳ１の搬送方向全域が載置され
たことを検知している。
【００４３】
　また、上記下流側装置本体部７の駆動ロール７１ａのサーボモータは、上記前端位置検
出センサ７４によりベルト７２の搬送領域Ｃの下流側において先頭の光学フィルムＳ１の
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前端位置が検出されると、上記定速搬送装置３のベルト３２の搬送速度（例えば６０ｍ／
ｍｉｎ）よりも若干遅い第２の搬送速度（例えば４５ｍ／ｍｉｎ）に調速（減速）される
ように減速される。このベルト７２の搬送領域Ｃは、上流側装置本体部６から受け渡され
て搬送方向全域が載置された２枚の光学フィルムＳ１のうちの先頭の光学フィルムＳ１の
前端位置が前端位置検出センサ７４により検出された際に、定速搬送装置３のベルト３２
の搬送速度よりも若干遅い搬送速度までベルト７２の搬送速度を調速（減速）させるに必
要な長さを有している。この場合、ベルト７２をベルト３２の搬送速度よりも若干遅い第
２の搬送速度に減速させるのは、ベルト７２からベルト３２に受け渡す際に光学フィルム
Ｓ１に弛みを生じさせないためであり、ベルト３２に受け渡された際にベルト７２と光学
フィルムＳ１との間で発生する摩擦が許容範囲内となる３０％未満の搬送速度差であれば
問題ない。
【００４４】
　そして、上記光学レーザユニット２の駆動ロール２１ａ並びに第１及び第２従動ロール
２１ｂ，２１ｃは、上記筺体フレームに固定されている。これに対し、上記第３～第６従
動ロール２１ｄ～２１ｇ、第２光学レーザ装置２４及び第２集煙ダクト２４１は、光学フ
ィルムＳ１の搬送方向の長さつまりベルト２２の第１及び第２搬送領域Ａ１，Ａ２の長さ
を変更する第１及び第２変更手段２７Ａ，２７Ｂを介して上記筺体フレームにそれぞれ支
持されている。この第１変更手段２７Ａは、上記筺体フレームに対しレール（図示せず）
を介してベルト２２の搬送方向に移動可能に支持された第１支持フレーム（図示せず）を
備えている。この第１支持フレームには、上記第３～第６従動ロール２１ｄ～２１ｇ、第
２光学レーザ装置２４及び第２集煙ダクト２４１が取り付けられている。また、上記第２
変更手段２７Ｂは、上記筺体フレームに対しレール（図示せず）を介してベルト２２の搬
送方向に移動可能に支持された第２支持フレーム（図示せず）を備えている。この第２支
持フレームには、上記第７及び第８従動ロール２１ｈ，２１ｉ、並びにテーブル部２８及
び高感度カメラ２９が取り付けられている。そして、上記第１支持フレーム及び第２支持
フレームは、これらにそれぞれ固設されたピニオンギヤ（図示せず）と図示しないサーボ
モータが回転一体に連結されたラック（図示せず）との噛み合いによってベルト２２の搬
送方向に移動可能となっている。この場合、ピニオンギヤとラックとの噛み合いにより発
生するバックラッシは、２枚のピニオンギヤに挟まれたノーバックラッシュギアを用いる
などして殺している。
【００４５】
　このとき、第３～第６従動ロール２１ｄ～２１ｇ、第２光学レーザ装置２４及び第２集
煙ダクト２４１は、第１変更手段２７Ａによってそれぞれベルト２２の搬送方向へ一体的
に移動し、それぞれの移動量が同一となっている。また、第７及び第８従動ロール２１ｈ
，２１ｉ、並びにテーブル部２８及び高感度カメラ２９は、第２変更手段２７Ｂによって
それぞれベルト２２の搬送方向へ一体的に移動し、それぞれの移動量が同一となっている
。つまり、図３及び図４に示すように、第３～第６従動ロール２１ｄ～２１ｇ、第２光学
レーザ装置２４及び第２集煙ダクト２４１の移動量と、第７及び第８従動ロール２１ｈ，
２１ｉ、並びにテーブル部２８及び高感度カメラ２９の移動量とは、光学レーザユニット
２の各光学レーザ装置２３，２４により切断される光学フィルムＳ２，Ｓ３の大きさに応
じて変更される。具体的には、第７及び第８従動ロール２１ｈ，２１ｉ、並びにテーブル
部２８及び高感度カメラ２９は、各光学レーザ装置２３，２４により切断される中サイズ
（例えばワイドタイプの４０インチサイズ）の液晶モニタ用の光学フィルムＳ２又は大サ
イズ（例えばワイドタイプの４６インチサイズ）の液晶モニタ用の光学フィルムＳ３に応
じた光学シートＳの前端（図３及び図４では左端）の上方に高感度カメラ２９が対応する
位置まで第２支持フレームによってそれぞれベルト２２の搬送方向へ一体的に移動する。
一方、第３～第６従動ロール２１ｄ～２１ｇ、第２光学レーザ装置２４及び第２集煙ダク
ト２４１は、第２光学レーザ装置２４により切断される中サイズの光学フィルムＳ２又は
大サイズの光学フィルムＳ３の切断位置（２枚の光学フィルムＳ２，Ｓ２又はＳ３，Ｓ３
の間）の下方に第２光学レーザ装置２４が対応する位置まで第１支持フレームによってそ
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れぞれベルト２２の搬送方向へ一体的に移動する。このとき、第７及び第８従動ロール２
１ｈ，２１ｉ、並びにテーブル部２８及び高感度カメラ２９の移動量と、第３～第６従動
ロール２１ｄ～２１ｇ、第２光学レーザ装置２４及び第２集煙ダクト２４１の移動量とは
、各光学レーザ装置２３，２４により切断される光学フィルムＳ１～Ｓ３のサイズに応じ
て予め設定されている。この場合、ベルト２２の第１及び第２搬送領域Ａ１，Ａ２は、駆
動ロール２１ａと第８従動ロール２１ｉとの間でのベルト２２の掛け渡し量を増減させる
ことで、光学フィルムＳ１～Ｓ３のサイズに応じて変更される。
【００４６】
　また、上記上流側装置本体部６の駆動ロール６１ａ及び第１～第５従動ロール６１ｂ～
６１ｆは、第３支持フレーム（図示せず）に取り付けられている。この第３支持フレーム
は、上記筺体フレームに対しレール（図示せず）を介してベルト６２の搬送方向に移動可
能に支持されている。また、前端位置検出センサ６３も、第３支持フレームに取り付けら
れている。そして、上記第３支持フレームは、これに固設されたピニオンギヤ（図示せず
）と図示しないサーボモータが回転一体に連結されたラック（図示せず）との噛み合いに
よってベルト６２の搬送方向に移動可能となっている。この場合、ピニオンギヤとラック
との噛み合いにより発生するバックラッシは、２枚のピニオンギヤに挟まれたノーバック
ラッシュギアを用いるなどして殺している。
【００４７】
　このとき、駆動ロール６１ａ及び第１～第５従動ロール６１ｂ～６１ｆは、第３支持フ
レームによってそれぞれベルト６２の搬送方向へ一体的に移動し、それぞれの移動量が同
一となっている。つまり、図３及び図４に示すように、第３支持フレームの移動量（駆動
ロール６１ａ及び第１～第５従動ロール６１ｂ～６１ｆの移動量）は、光学レーザユニッ
ト２の各光学レーザ装置２３，２４により切断される光学フィルムＳ２，Ｓ３の大きさに
応じて変更された第１支持フレームの移動量に応じて変更される。具体的には、駆動ロー
ル６１ａ及び第１～第５従動ロール６１ｂ～６１ｆは、その移動量が第１支持フレームの
移動に追従して変更される。要するに、第３支持フレームの移動量つまり駆動ロール６１
ａ及び第１～第５従動ロール６１ｂ～６１ｆの移動量は、各光学レーザ装置２３，２４に
より切断される光学フィルムのサイズに応じて予め設定されている。この場合、ベルト６
２の搬送領域Ｂは、光学フィルムＳ１～Ｓ３のサイズに応じて変更されず、均一に保たれ
る。
【００４８】
　更に、上記下流側装置本体部７の駆動ロール７１ａは、上記筺体フレームに固定されて
いる。これに対し、上記下流側装置本体部７の第１～第３従動ロール７１ｂ～７１ｄは、
光学フィルムＳ１の搬送方向の長さつまりベルト７２の搬送領域Ｃの長さを変更する第３
変更手段７７を介して上記筺体フレームに支持されている。この第３変更手段７７は、上
記筺体フレームに対しレール（図示せず）を介してベルト７２の搬送方向に移動可能に支
持された第４支持フレーム（図示せず）を備えている。この第４支持フレームには、上記
下流側装置本体部７の第１～第３従動ロール７１ｂ～７１ｄが取り付けられている。また
、前端位置検出センサ７４が筺体フレームに取り付けられているのに対し、後端位置検出
センサ７３は第４支持フレームに取り付けられている。そして、上記第４支持フレームは
、これに固設されたピニオンギヤ（図示せず）と図示しないサーボモータが回転一体に連
結されたラック（図示せず）との噛み合いによってベルト７２の搬送方向に移動可能とな
っている。この場合、ピニオンギヤとラックとの噛み合いにより発生するバックラッシは
、２枚のピニオンギヤに挟まれたノーバックラッシュギアを用いるなどして殺している。
【００４９】
　このとき、下流側装置本体部７の第１～第３従動ロール７１ｂ～７１ｄは、第３変更手
段７７によってそれぞれベルト７２の搬送方向へ一体的に移動し、それぞれの移動量が同
一となっている。つまり、図３及び図４に示すように、第１～第３従動ロール７１ｂ～７
１ｄの移動量は、光学レーザユニット２の各光学レーザ装置２３，２４により切断される
光学フィルムＳ２，Ｓ３の大きさに応じて移動する上流側装置本体部６の第３支持フレー
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ムの移動量に応じて変更される。具体的には、駆動ロール６１ａ及び第１～第５従動ロー
ル６１ｂ～６１ｆは、第１支持フレームの移動に追従して移動量が変更される。このとき
、駆動ロール６１ａ及び第１～第５従動ロール６１ｂ～６１ｆの移動量は、各光学レーザ
装置２３，２４により切断される光学フィルムのサイズに応じて予め設定されている。こ
の場合、ベルト７２の搬送領域Ｃは、駆動ロール７１ａと第１従動ロール７１ｂとの間で
のベルト７２の掛け渡し量を増減させることで、光学フィルムＳ１～Ｓ３のサイズに応じ
て変更される。
【００５０】
　ところで、上流側装置本体部６の搬送領域Ｂ及び下流側装置本体部７の搬送領域Ｃは、
中サイズの光学フィルムＳ２であれば、双方それぞれにその中サイズの光学フィルムＳ２
の搬送方向全域を載置可能とする長さを有しているものの、大サイズの光学フィルムＳ３
であれば、双方それぞれにその大サイズの光学フィルムＳ３の搬送方向全域を載置可能と
する長さを有してはいない。そのため、大サイズの光学フィルムＳ３を搬送する場合には
、上流側装置本体部６の駆動ロール６１ａと下流側装置本体部７の駆動ロール７１ａとを
同期させて同じ搬送速度でベルト６２，７２を搬送し、上流側装置本体部６の搬送領域Ｂ
と下流側装置本体部７の搬送領域Ｃとを合わせた領域（Ｂ＋Ｃ）によって大サイズの光学
フィルムＳ３の搬送方向全域を載置可能としている。また、上流側装置本体部６の駆動ロ
ール６１ａのサーボモータと下流側装置本体部７の駆動ロール７１ａのサーボモータとは
、上記前端位置検出センサ７４によりベルト７２の搬送領域Ｃの下流側において先頭の光
学フィルムＳ３の前端位置が検出されると、定速搬送装置３のベルト３２の搬送速度（例
えば６０ｍ／ｍｉｎ）よりも若干遅い第２の搬送速度（例えば４５ｍ／ｍｉｎ）に調速さ
れるように同期して減速させている。この場合、上流側装置本体部６の搬送領域Ｂと下流
側装置本体部７の搬送領域Ｃとを合わせた領域（Ｂ＋Ｃ）は、光学レーザユニット２から
受け渡されて搬送方向全域が載置された２枚の光学フィルムＳ３のうちの先頭の光学フィ
ルムＳ３の前端位置が前端位置検出センサ７４により検出された際に、定速搬送装置３の
ベルト３２の搬送速度よりも若干遅い第２の搬送速度までベルト７２の搬送速度を調速（
減速）させるに必要な長さを有している。
【００５１】
　また、下流側装置本体部７の第３変更手段７７は、光学レーザユニット２の第１及び第
２搬送領域Ａ１，Ａ２の長さと下流側装置本体部７の搬送領域Ｃの長さとの和が一定に保
たれるように、光学レーザユニット２の第１及び第２変更手段２７Ａ，２７Ｂにより変更
された第１及び第２搬送領域Ａ１，Ａ２の長さに応じて下流側装置本体部７の搬送領域Ｃ
の長さを相対的に変更している。
【００５２】
　したがって、上記実施の形態では、中間搬送装置１は、光学レーザユニット２から小サ
イズ～大サイズの光学フィルムＳ１～Ｓ３を受け取る際に光学レーザユニット２のベルト
２２の搬送速度（例えば９０ｍ／ｍｉｎ）よりも若干速い第１の搬送速度（例えば１０５
ｍ／ｍｉｎ）に調速され、光学レーザユニット２からの受け取り時に光学フィルムＳ１～
Ｓ３に弛みを生じさせることがない。
　その場合、中間搬送装置１は、小サイズ及び中サイズの光学フィルムＳ１，Ｓ２を上流
側装置本体部６のベルト６２から下流側装置本体部７のベルト７２に受け渡す際にそのベ
ルト７２の搬送速度（例えば６０ｍ／ｍｉｎ）よりも若干遅い搬送速度（例えば４５ｍ／
ｍｉｎ）に、小サイズ～大サイズの光学フィルムＳ１～Ｓ３を下流側装置本体部７のベル
ト７２から定速搬送装置３のベルト３２に受け渡す際にそのベルト３２の搬送速度（例え
ば６０ｍ／ｍｉｎ）よりも若干遅い第２の搬送速度（例えば４５ｍ／ｍｉｎ）にそれぞれ
減速されるので、下流側装置本体部７及び定速搬送装置３への受け渡し時にも光学フィル
ムＳ１～Ｓ３に弛みを生じさせることがない。このため、定速搬送装置３による光学フィ
ルムＳ１～Ｓ３の搬送速度を、光学レーザユニット２からの光学フィルムＳ１～Ｓ３の搬
送速度よりも増速させた中間搬送装置１（上流側装置本体部６及び下流側装置本体部７）
による光学フィルムＳ１～Ｓ３の搬送速度よりもさらに速い速度に増速させる必要がない
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。これにより、定速搬送装置３による光学フィルムＳ１～Ｓ３の搬送速度の増速が抑えら
れ、定速搬送装置３による光学フィルムＳ１～Ｓ３の搬送精度の悪化を防止することがで
きる上、その下流側において最終的に回収される回収時に光学フィルムＳ１～Ｓ３に作用
する過度の衝撃を防止することができる。
【００５３】
　また、上流側装置本体部６及び下流側装置本体部７のベルト６２，７２の搬送領域Ｂ，
Ｃは、光学レーザユニット２から受け取った小サイズ及び中サイズの光学フィルムＳ１，
Ｓ２の搬送方向全長を載置可能とする搬送方向長さを有し、かつその光学フィルムＳ１，
Ｓ２を受け取って載置し終えた際に上記第１の搬送速度から上記第２の搬送速度まで調速
させるに必要な搬送方向長さを有している。また、上流側装置本体部６及び下流側装置本
体部７のベルト６２，７２の搬送領域Ｂ，Ｃを合わせた領域Ｂ＋Ｃは、光学レーザユニッ
ト２から受け取った大サイズの光学フィルムＳ３の搬送方向全長を載置可能とする搬送方
向長さを有し、かつその光学フィルムＳ３を受け取って載置し終えた際に上記第１の搬送
速度から上記第２の搬送速度まで減速させるに必要な搬送方向長さを有している。
　これにより、光学レーザユニット２から光学フィルムＳ１～Ｓ３を受け取る際にその光
学フィルムＳ１～Ｓ３の搬送方向全長が載置されて、光学レーザユニット２からの光学フ
ィルムＳ１～Ｓ３を円滑に受け取ることができる。しかも、中間搬送装置１の上流側装置
本体部６のベルト６２の搬送領域Ｂ、下流側装置本体部７のベルト７２の搬送領域Ｃ、及
び両装置本体部６,７のベルト６２，７２の搬送領域Ｂ，Ｃを合わせた搬送領域Ｂ＋Ｃは
、光学フィルムＳ１～Ｓ３を受け取って載置し終えた際に第１の搬送速度から第２の搬送
速度まで調速させるに必要な搬送方向長さを有しているので、光学フィルムＳ１～Ｓ３を
受け取って載置し終えてから第２の搬送速度まで円滑に減速することができる。
【００５４】
　また、下流側装置本体部７の第３変更手段７７によって、光学レーザユニット２の第１
及び第２搬送領域Ａ１，Ａ２の長さと両装置本体部６，７の搬送領域Ｂ，Ｃの長さとの和
が一定に保たれるように、光学レーザユニット２の第１及び第２変更手段２７Ａ，２７Ｂ
により変更された第１及び第２搬送領域Ａ１，Ａ２の長さに応じて下流側装置本体部７の
搬送領域Ｃの長さが相対的に変更されるので、光学レーザ２３，２４による光学フィルム
Ｓ１～Ｓ３の切断長さが変更されても光学レーザユニット２の第１及び第２搬送領域Ａ１
，Ａ２の長さと両装置本体部６，７の搬送領域Ｂ，Ｃの長さとの和が常に一定に保たれ、
光学レーザユニット２及び両装置本体部６，７の各搬送領域Ａ１，Ａ２，Ｂ，Ｃの長さの
増大化を抑制することができる。
【００５５】
　なお、本発明は、上記実施の形態に限定されるものではなく、その他種々の変形例を包
含している。例えば、上記実施の形態では、光学レーザ装置２３，２４を光学シートＳの
搬送方向に２つ並設したが、３つ以上の光学レーザ装置が光学シートの搬送方向に並設さ
れていてもよい。この場合には、搬送されてきた光学シートが光学レーザ装置によって３
枚以上の枚葉体の光学フィルムに切断され、光学フィルムの生産性を向上させることがで
きる。また、単一の光学レーザ装置が光学シートの搬送方向に設けられていてもよいのは
いうまでもない。
【００５６】
　また、上記実施の形態では、下流側装置本体７に第３変更手段７７を設けたが、下流側
装置本体部に代えて上流側装置本体部に、又は上流側装置本体部及び下流側装置本体部の
双方に変更手段が設けられていてもよい。
【００５７】
　また、上記実施の形態では、光学レーザユニット２のベルト２２の搬送速度（９０ｍ／
ｍｉｎ）よりも若干速い第１の搬送速度（例えば１０５ｍ／ｍｉｎ）にベルト６２が調速
（加速）されるように上流側装置本体部６のベルト６２を加速させ、下流側装置本体部７
のベルト７２の搬送速度（例えば６０ｍ／ｍｉｎ）よりも若干遅い搬送速度（例えば４５
ｍ／ｍｉｎ）にベルト６２が調速（減速）されるように上流側装置本体部６の駆動ロール
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６１ａのサーボモータを減速させ、さらに、定速搬送装置３のベルト３２の搬送速度（例
えば６０ｍ／ｍｉｎ）よりも若干遅い第２の搬送速度（例えば４５ｍ／ｍｉｎ）にベルト
７２が調速されるように下流側装置本体部７の駆動ロール７１ａのサーボモータを減速さ
せたが、いずれの場合においても、下流側のベルトに受け渡された際にその上流側となる
受け渡す側のベルトと光学フィルムとの間で発生する摩擦が許容範囲内となる３０％未満
の搬送速度差であれば、その上流側及び下流側のベルトの搬送速度は規定されるものでは
ない。
【００５８】
　更に、上記実施の形態では、第１～第４支持フレームを筺体フレームに対しレールを介
してベルト２２，６２，７２の搬送方向に移動可能に支持したが、各支持フレームに取り
付けられる駆動ロール、各従動ロール、第２光学レーザ装置、第２集煙ダクト、前端位置
検出センサ及び後端位置検出センサが、それぞれ個別に固設されたピニオンギヤとサーボ
モータが回転一体に連結されたラックとの噛み合いによってベルトの搬送方向に移動可能
となっていてもよい。
【符号の説明】
【００５９】
１　　　中間搬送装置
１０　　中間搬送装置本体
２　　　光学レーザユニット
２３，２４　光学レーザ装置（光学レーザ）
２７Ａ　第１変更手段（変更手段）
２７Ｂ　第２変更手段（変更手段）
３　　　定速搬送装置
６　　　上流側装置本体部
７　　　下流側装置本体部
７７　　第３変更手段（変更手段）
Ａ１，Ａ２　光学レーザユニットの第１及び第２搬送領域（光学レーザユニットの光学フ
ィルムの搬送方向長さ）
Ｃ　　　下流側装置本体部の搬送領域（中間搬送装置本体による光学フィルムの搬送方向
長さ）
Ｓ　　　光学シート
Ｓ１～Ｓ３　光学フィルム
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