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(57)【要約】
【課題】
　本発明は、プレス部からの熱負荷等の影響により成形
部と成形部の間の間欠部および隣接する成形面に発生す
るシワを抑制できる間欠式フィルム成形装置を提供する
ことを目的とする。
【解決手段】
　本発明の間欠式フィルム成形装置は、金型と、該金型
の表面にフィルムを押圧するプレス装置と、該金型の表
面からフィルムを離型し、次に成形するフィルムを金型
表面に供給するための搬送装置と、を少なくとも含む間
欠式フィルム成形装置であって、成形面より搬送方向下
流側において、前記金型端辺近傍でフィルム幅方向にわ
たって前記フィルムを把持する把持手段を備えたもので
ある。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
  金型表面の近傍に間欠的にフィルムを供給する供給工程と、
　該金型に該フィルムを接触させ押圧することによりフィルム表面に該金型表面の形状に
対応する形状を成形する成形工程と、
　成形後の金型表面に貼り付いたフィルムを離型して搬送する離型工程と、を少なくとも
含む間欠式フィルム成形方法であって、
　前記成形工程において、成形中の領域より搬送方向下流側において、成形中の領域と１
サイクル前に成形した領域との間で、フィルム幅方向にわたって前記フィルムを把持する
間欠式フィルム成形方法。
【請求項２】
  金型表面の近傍に間欠的にフィルムを供給する供給工程と、
　該金型に該フィルムを接触させ押圧することによりフィルム表面に該金型表面の形状に
対応する形状を成形する成形工程と、
　成形後の金型表面に貼り付いたフィルムを離型して搬送する離型工程と、を少なくとも
含む間欠式フィルム成形方法であって、
　前記成形工程において、成形中の領域より搬送方向下流側において、１サイクル前に成
形した領域の搬送方向上流側端辺を含むように、フィルム幅方向にわたって前記フィルム
を把持する間欠式フィルム成形方法。
【請求項３】
　前記把持が、前記フィルムの前記金型側の面とは逆側の面を吸着保持することである請
求項１または２に記載の間欠式フィルム成形方法。
【請求項４】
　前記把持が、前記フィルムの両側の面を挟むことである請求項１または２に記載の間欠
式フィルム成形方法。
【請求項５】
　前記成形工程において、前記把持された領域を前記金型に近接させる方向に移動させる
請求項１～４のいずれかに記載の間欠式フィルム成型方法。
【請求項６】
　前記成形工程において、前記把持する領域のフィルムを冷却する請求項１～５のいずれ
かに記載の間欠式フィルム成形方法。
【請求項７】
　前記１～６のいずれかに記載の成形方法によって前記金型表面の形状に対応する形状が
成形されたフィルム。
【請求項８】
　金型と、
　該金型の表面にフィルムを押圧するプレス装置と、
　該金型の表面からフィルムを離型し、次に成形するフィルムを金型表面に供給するため
の搬送装置と、を少なくとも含む間欠式フィルム成形装置であって、
　前記金型表面より搬送方向下流側において、前記金型端辺近傍でフィルム幅方向にわた
って前記フィルムを把持する把持手段を備えた間欠式フィルム成形装置。
【請求項９】
　前記把持手段が、前記フィルムのパスラインを挟んで前記金型側とは逆側の該金型表面
より搬送方向下流側の位置で前記フィルムを減圧することにより吸着保持する吸着保持手
段である請求項８に記載の間欠式フィルム成形装置。
【請求項１０】
　前記吸着保持手段が、多孔質体と減圧手段とを少なくとも含むものである請求項９に記
載の間欠式フィルム成形装置。
【請求項１１】
　前記把持手段が、前記金型表面より搬送方向下流側の位置に、前記フィルムのパスライ
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ンを挟んで対向に配された複数のロールにより構成されたものである請求項８に記載の間
欠式フィルム成形装置。
【請求項１２】
　前記把持手段を前記金型に近接させる方向に移動させる駆動機構を有する請求項８～１
１のいずれかに記載の間欠式フィルム成型装置。
【請求項１３】
　前記把持手段が、その内部に流体を循環する構造を有する請求項８～１２のいずれかに
記載の間欠式フィルム成形装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
  本発明は、例えばロール状に巻かれている状態の連続したフィルムを順次に巻き戻しな
がら成形装置に供給して、該フィルム表面に微細凹凸形状を間欠的にプレス成形をする成
形方法と成形装置に関する。
【０００２】
  特に、プレス成形後のフィルムにおいて、成形部と成形部の間の間欠部でシワの少ない
平面性の良好な状態を得ることのできる間欠式フィルム成型方法と間欠式フィルム成形装
置に関する。
【背景技術】
【０００３】
  導光板、光拡散板、レンズ等の光学フィルムを製造する手段として、フィルムに表面に
微細凹凸パターンを転写する方法が従来から知られており、例えば、ロール状の長尺のフ
ィルムに対して、間欠的に微細凹凸パターンを形成する装置及び方法が提案されている（
特許文献１、特許文献２）。
【０００４】
　これらの装置および方法では、巻出ロールからプレス装置内へと供給したフィルムを微
細凹凸パターン付き金型にプレス転写することにより、フィルム表面に凹凸パターンを形
成する。プレス転写するときは、金型をフィルムのガラス転移点以上の温度まで加熱して
おく。転写完了後は、プレスを継続しながら、金型を一定条件下で冷却する。フィルムの
ガラス転移点以下まで冷却が進めば、プレス圧力を開放するとともに、フィルムに一定の
張力を付加するだけで金型より離型する。その後、フィルムを下流側へ送り、次に成形す
るフィルム成形面を金型表面に供給し、プレス転写を繰り返す。
【０００５】
　また、金型からフィルムを離型して供給する方法として、平行に配された剥離ロールと
補助ロールとを転写後の金型表面で、フィルムを抱きつかせた状態で回転させながら、搬
送下流側から上流側に、または上流側から下流側に直動させる装置・方法が提案されてい
る（特許文献３、特許文献４）。
【特許文献１】特開２００５－１９９４５５号公報
【特許文献２】特開２００５－３１０２８６号公報
【特許文献３】特開２００８－１０５４０７号公報
【特許文献４】特開２００８－１０５４０９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、これらの方法でフィルムの間欠成形、離型搬送を行った場合でも、成形
面と成形面の間に間欠部が存在することは避けられず、成形部より受ける熱負荷等の影響
で、間欠部にシワが入ることがある。特に厚みが薄いフィルムではこのシワが顕著となり
、フィルムの特性や成形条件にも依存するが、一般的に厚みが０．０５ｍｍ以下のフィル
ムでは外観上明らかに問題となる場合が多い。また、このシワは隣接する成形完了済みの
領域の平面性を悪化させたり、巻き取りまでの搬送過程で搬送シワを発生させたりするこ
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とがあり、製品品質を下げる要因となる。
【０００７】
  本発明は、上記の問題点を解決するために鋭意検討した結果、得られたものであって、
連続したフィルムを順次に巻き戻しながら成形装置に供給して、該フィルム表面に金型表
面の形状を間欠的にプレス成形する成形方法と成形装置に関するものであって、プレス部
からの熱負荷等の影響により成形部と成形部の間の間欠部に発生するシワを抑制できる間
欠式フィルム成形装置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】
【０００８】
　上記課題を解決する本発明の間欠式フィルム成形方法は、下記（１）、（２）の方法か
らなるものである。
（１）金型表面の近傍に間欠的にフィルムを供給する供給工程と、該金型に該フィルムを
接触させ押圧することによりフィルム表面に該金型表面の形状に対応する形状を成形する
成形工程と、さらに、成形後の金型表面に貼り付いたフィルムを離型して搬送する離型工
程とを少なくとも含む間欠式フィルム成形方法であって、前記成形工程において、成形中
の領域より搬送方向下流側において、成形中の領域と１サイクル前に成形した領域との間
で、フィルム幅方向にわたって前記フィルムを把持する間欠式フィルム成形方法。
（２）金型表面の近傍に間欠的にフィルムを供給する供給工程と、該金型に該フィルムを
接触させ押圧することによりフィルム表面に該金型表面の形状に対応する形状を成形する
成形工程と、さらに、成形後の金型表面に貼り付いたフィルムを離型して搬送する離型工
程とを少なくとも含む間欠式フィルム成形方法であって、前記成形工程において、成形中
の領域より搬送方向下流側において、１サイクル前に成形した領域の搬送方向上流側端辺
を含むように、フィルム幅方向にわたって前記フィルムを把持する間欠式フィルム成形方
法。
【０００９】
　また、上記（１）、（２）の本発明の間欠式フィルム成形方法において、好ましくは、
下記（３）～（６）の具体的方法を含むものである。
（３）前記把持が、前記フィルムの前記金型側の面とは逆側の面を吸着保持することであ
る間欠式フィルム成形方法。
（４）前記把持が、前記フィルムの両側の面を挟むことである間欠式フィルム成形方法。
（５）前記成形工程において、前記把持された領域を前記金型に近接させる方向に移動さ
せる間欠式フィルム成型方法。
（６）前記成形工程において、前記把持する領域のフィルムを冷却する間欠式フィルム成
形方法。
【００１０】
　また、上記課題を解決する本発明の間欠式フィルム成形装置は、下記（７）の装置から
なるものである。
（７）金型と、該金型の表面にフィルムを押圧するプレス装置と、該金型の表面からフィ
ルムを離型し、次に成形するフィルムを金型表面に供給するための搬送装置とを、少なく
とも含む間欠式フィルム成形装置であって、金型表面より搬送方向下流側において、前記
金型端辺近傍でフィルム幅方向にわたって前記フィルムを把持する把持手段を備えた間欠
式フィルム成形装置。
【００１１】
　また、上記（７）の本発明の間欠式フィルム成形装置において、好ましくは、下記（８
）～（１２）の具体的手段を備えたものである。
（８）前記把持手段が、前記フィルムのパスラインを挟んで前記金型側とは逆側の前記金
型表面より搬送方向下流側の位置で前記フィルムを減圧することにより吸着保持する吸着
保持手段である間欠式フィルム成形装置。
（９）前記吸着保持手段が、多孔質体と減圧手段とを少なくとも含むものである間欠式フ
ィルム成形装置。
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（１０）前記把持手段が、前記金型表面より搬送方向下流側の位置に、前記フィルムのパ
スラインを挟んで対向に配された複数のロールにより構成されたものである間欠式フィル
ム成形装置。
（１１）前記把持手段を前記金型に近接させる方向に移動させる駆動機構を有する間欠式
フィルム成型装置。
（１２）前記把持手段が、その内部に流体を循環する構造を有する間欠式フィルム成形装
置。
【発明の効果】
【００１２】
  本発明の間欠式フィルム成形装置と成形方法によれば、下記とおり良好な成形面を得る
ことができる。
（ｉ）上記（１）（２）（７）に記載の本発明の間欠式フィルム成形方法および装置によ
れば、幅方向にわたって把持して、フィルムの変形を防止することにより、プレス加圧中
に成形面からの熱負荷によって発生しやすい間欠部および隣接する１サイクル前に成形完
了済みの領域でのシワを抑制する。特に、シワの入りやすい厚みが０．０５ｍｍ以下のフ
ィルムを適用する場合において効果が大きい。
（ii）特に、上記（３）（８）に記載の本発明の間欠式フィルム成形方法および装置によ
れば、賦形面と逆側の面を把持するので製品面への傷、把持跡を防止する。
（iii）特に、上記（９）に記載の本発明の間欠式フィルム成形装置によれば、吸着孔の
跡を抑制しつつ確実に間欠部でフィルムを把持してシワを抑制できる。
（iv）特に、上記（４）（１０）に記載の本発明の間欠式フィルム成形方法および装置に
よれば、吸着レスの状態で、確実に間欠部でフィルムを把持するので吸着孔跡が発生する
ことが全くない。
（ｖ）特に、上記（５）、（１１）に記載の本発明の間欠式フィルム成形方法および装置
によれば、成形中で熱収縮による張力がかかるのを緩和することができ、間欠部および隣
接する１サイクル前に成形完了済みの領域でのシワを防止できる。
（vi）特に、上記（６）、（１２）に記載の本発明の間欠式フィルム成形方法および装置
によれば、把持部で冷却しながら保持することにより、フィルムの熱収縮を抑制してシワ
を防止する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　本発明について、図面を参照しながら、好ましい実施の形態を詳細に説明する。
本発明の間欠式フィルム成形装置は、金型と、該金型の表面にフィルムを押圧するプレス
装置と、該金型の表面からフィルムを離型し、次に成形するフィルムを金型表面に供給す
るため搬送装置と、を少なくとも含む間欠式フィルム成形装置において、金型表面より搬
送方向下流側において、前記金型端辺近傍でフィルム幅方向にわたって前記フィルムを把
持する把持手段を備えたことを特徴とする間欠式フィルム成形装置、である。
【００１４】
  図１に、かかる本発明の間欠式フィルム成形装置１をフィルム幅方向から見た概略断面
図を示す。なお以下においては、金型３の表面３ａに微細凹凸形状が加工されている場合
について説明するが、それ以外の形状が加工されている場合においても同様である。
【００１５】
  図１に示すように、本発明の第１の間欠式フィルム成形装置１は、上記のプレス装置た
るプレスユニット１０と、上記の搬送装置たる巻出ユニット５０と巻取ユニット６０と、
表面に微細凹凸形状が形成された金型３に密着したフィルムを離型し、次に成形するフィ
ルムを供給するための離型供給ユニット２０と、金型を加熱、冷却するためのヒーターユ
ニット３０と、冷却ユニット４０とを備えて、さらに、成形面より搬送方向下流側におい
て、前記金型端辺近傍でフィルム幅方向にわたって前記フィルムを把持する把持手段１０
０を有している。
【００１６】
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　間欠式フィルム成形装置１の動作としては、巻出ユニット５０でロール状に巻き取られ
たフィルム２が、巻き出されて、プレスユニット１０で金型３の微細凹凸形状が加工され
た表面３ａに押しつけられて、フィルムの成形面２ａに金型３の表面の形状に対応する形
状、つまり金型３の微細凹凸形状とは逆パターンの微細凹凸形状が転写成形され、巻取ユ
ニット６０によりロール状に巻き取られつつ、次に転写成形されるフィルム２が巻出ユニ
ット５０から巻き出される。この動作を１サイクルとして、巻き出し、転写成形加工及び
巻き取りが間欠的に順次に繰り返されて行われる。なお、成形加工は、加熱成形方式だけ
に限定されず、例えば、光を利用した成形方式によっても行うことができる。加熱成形方
式によらない場合には、本発明の装置・方法において、温調装置たる加熱ユニット３０や
冷却ユニット４０は必要ではない。
【００１７】
　本発明の特徴部分である把持手段１００の一例について図面を用いて説明する。
図２にフィルム走行方向（巻取り側）から見た把持手段１００を含む構成の概略断面図を
示し、図３にフィルム幅方向から見た把持手段１００を含む構成の概略断面図を示す。
【００１８】
　把持手段１００は吸着板１０１とこれに連結された空圧ユニット２００から構成される
。吸着板１０１はフィルム側の表面に複数の孔１０４が形成されている。孔１０４は吸着
板１０１の内部に加工された穴１０２を介して、図１に示すように空圧ユニット２００に
連絡されている。空圧ユニット２００は切換弁１０８ａ～ｃを介して、コンプレッサ１０
６、真空ポンプ１０７、リークライン１０５に連結されて、切換弁１０８ａ～ｃの開閉を
制御してそれぞれ経路を切り替えられるものである。また、吸着板１０１のフィルム幅方
向の端部にシリンダー１０３ａ、１０３ｂと連結されて、金型表面と離間する方向に吸着
板１０１を移動させるようにしておくことが好ましい。なお、上記では吸着保持する機構
の例を示したが、フィルムを幅方向に把持できるものであれば良く、上記機構に限られる
ものではない。
【００１９】
　フィルムを把持する時は、吸着孔１０４を真空ポンプ１０７と連通されてフィルムを吸
引して保持する。この時、前記フィルムのパスライン（押圧成形時にフィルムが存在する
場所）を挟んで前記金型側とは逆側で、金型表面より搬送方向下流側の位置でフィルムを
吸着保持することが、成形面に対して非接触で保持でき、傷などにより成形面の品位を低
下させることが無くなるので好ましい。
【００２０】
　フィルムがプレス成形される場合、成形面およびその近傍でフィルムは熱負荷を受ける
ことが多い。フィルムの受ける熱負荷は通常、金型の加熱により発生するものであるが、
紫外光等の光を利用した成形方式ではフィルムやその表面の樹脂層の光吸収による影響も
ありえる。一般的に熱負荷を受けたフィルムは収縮してシワが入りやすい。成形面と成形
面の間の間欠部は、成形領域端辺での熱負荷および収縮の影響を受け、シワが入ることが
多い。さらに、間欠部の領域が狭い場合、既に１サイクル前に成形完了済みの領域にもシ
ワが入り、外観品位の低下を招く。本発明の把持手段１００を備えた成形装置を適用すれ
ば、成形中において、間欠部を金型と接する逆側の面から把持してフィルムの変形を防止
することにより、成形領域端辺からの熱負荷による該間欠部でのシワを抑制できる。
【００２１】
　なお、フィルムの把持を解除する時は、コンプレッサ１０６と吸着孔１０４を連通させ
て、エアー等のガスを吹き出し、その後、コンプレッサと遮断し、リークラインと連通さ
せ大気圧状態にする。
【００２２】
　また、フィルムを離型したり、供給するために離型供給ユニット２０を金型表面で平行
移動させる時等は、必要に応じて、シリンダー１０３ａ、１０３ｂを駆動して吸着板１０
１を金型３と離間する方向へ移動させれば良い。
【００２３】
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　また、前記吸着保持手段は、吸着板１０１を多孔質体とし、減圧手段たる真空ポンプ１
０７を接続して構成しても良い。多孔質体を適用することにより、吸引部がフィルムの幅
方向にわたって分散されるために孔の跡が抑制され、品質上好ましい。多孔質体としては
金属、セラミックス、樹脂のいずれでも良く、フィルム材質や製品用途等によって使い分
けると良い。例えば、傷つきやすいフィルム材質であれば、多孔質体を樹脂製にすること
がフィルムの傷防止の観点から好ましい。また、多孔質体の摩耗による製品への汚染が懸
念される場合は、金属やセラミックスで構成するのが好ましい。なお、金属ではステンレ
ス、アルミ、チタン、銅、ニッケル、アルミニウム等や、もしくはこれらを含む合金を適
用できる。また、セラミックスではアルミナ、ジルコニア、炭化珪素、窒化アルミニウム
、窒化珪素等を適用できる。樹脂ではポリエチレン、ポリプロピレン等を適用できる。但
し、材質は上記にあげた材質に限られるものではなく、多孔質体に加工できるものであれ
ば良い。
【００２４】
　また、吸着板１０１は必ずしも板形状に限られるものではない。円筒形状や円柱形状で
も良く、表面で幅方向にわたって吸着保持できる機構であれば良い。
【００２５】
　上記の構成において、製品面に吸着跡が残る場合は、別の把持手段として、図４に示す
とおり、金型表面より搬送方向下流側において、フィルムのパスラインを挟んで対向に配
された複数のロールにより構成される把持手段を用いるのが好ましい。
【００２６】
　把持手段１１０はフィルムを挟んで対向するように並行に配された把持ロールＡ１１１
、把持ロールＢ１１２から構成される。把持ロールＡ１１１はフィルム幅方向両端で保持
されている。さらに、幅方向端部でシリンダー１１３ａ、１１３ｂと連結されて、把持ロ
ールＡ１１１を金型表面と離間する方向に移動させる構成が好ましい。また、把持ロール
Ｂ１１２はブレーキを自在に制御できるよう電磁ブレーキ１１４が片端に接続されている
。
【００２７】
　フィルムを把持する時は、把持ロールＡ１１１と把持ロールＢ１１２でフィルムをニッ
プして、ほぼ線接触で保持する。吸着保持機構を用いないので吸着跡が問題となることは
無い。なお、把持ロールＢ１１２はブレーキをかけて回転しないように保持することが好
ましい。また、フィルムを離型したり、供給するために離型供給ユニット２０を金型表面
で平行移動させる時などは、必要に応じて、シリンダー１１３ａ、１１３ｂを駆動して把
持ロールＡ１１１を金型表面と離間する方向へ移動させれば良い。
【００２８】
　また、把持手段を自動で前記金型に近接させる方向に移動させる駆動機構を有するもの
であることが好ましい。
【００２９】
　図５は、把持手段１００がブラケット１２０、ボールネジ１２１を介してモーター駆動
部１２２と連結された状態をフィルム幅方向からみた概略断面図である。
【００３０】
　プレス成形中では、熱負荷等により成形面およびその近傍でフィルムが収縮して、把持
部と金型との間でフィルムに張力がかかる。フィルムの熱特性、弾性特性にもよるがこの
張力によりフィルムが歪んでシワを誘発することがある。このフィルムに張力がかかるタ
イミングで、上記の移動機構を駆動して把持部を金型側へ近接させてフィルムを弛ませる
ことにより、張力を緩和し、歪みを防止する。
【００３１】
　上記の把持手段の移動機構としてボールネジとモーターを組み合わせたものを例示した
が、空圧シリンダーや電磁シリンダー等、直動できる機構を有していれば良い。但し、収
縮率の異なる複数のフィルムを適用する場合では、移動量を制御できる組み合わせが好ま
しい。
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【００３２】
　さらに、把持手段の内部に流体を循環する構造を有することが好ましい。
【００３３】
　図６は、冷媒流路を備えた吸着板１３１の構造をフィルム走行方向から見た断面図で例
示したものである。冷媒の循環装置は図示していないが、吸着板１３１の内部に加工され
た冷媒流路１３２と連通した構造となっている。冷媒流路を追加した以外は、上記の図２
で示した吸着板の構造と同じである。フィルムは成形面より受ける熱負荷に対抗して、把
持部で冷却しながら保持することにより、フィルムの収縮を抑制してシワを防止する。
【００３４】
　冷媒としては伝熱効率及び取扱いの観点から、水が好ましく、フィルムの成形温度条件
にもよるが２０℃～３０℃の範囲で制御するのが良い。２０℃以下では構造部材が結露す
る可能性があり、また、３０℃以上では冷却の効果が発現しにくい。また、冷媒循環以外
の方式として、冷却したガスを吹き付ける等の方法もあり、フィルムを冷却できる機構で
あればいかなるものでも良い。
【００３５】
　以下に、把持手段以外の装置構造について図１を用いて説明する。
【００３６】
  プレスユニット１０は、加圧プレート（上）１４ａが支柱１１をガイドにして昇降移動
できるように、プレスシリンダー１２に連結されている。支柱１１はフレーム（上）１６
ａとフレーム（下）１６ｂに挟まれるように配設されている。加圧プレート（上）１４ａ
の下面には温調プレート（上）１５ａが取り付けられている。一方、加圧プレート（下）
１４ｂの上面には温調プレート（下）１５ｂが取り付けられている。各温調プレートには
、それぞれ、加熱ユニット３０、冷却ユニット４０が配管、配線等を介して接続されてい
る。そして、金型３は温調プレート（下）１５ｂの上側表面に取り付けられて、下側温調
プレートを介して、加熱、冷却制御される。なお、金型３は温調プレート（上）１５ａの
下面に取り付けられてもよい。
【００３７】
  プレスシリンダーは、図示していない油圧ポンプとオイルタンクに接続されており、油
圧ポンプにより加圧プレート（上）１４ａの昇降動作および、加圧力の制御を行う。また
、本実施形態では油圧方式のプレスシリンダーを適用しているが、加圧力を制御できる機
構であれば、いかなるものでもよい。
【００３８】
  圧力範囲は０．１ＭＰａ～２０ＭＰａの範囲で制御できることが好ましく、さらに好ま
しくは、１ＭＰａで～１０ＭＰａの範囲で制御できることが好ましい。２０ＭＰａ以上で
は金型を破損、変形させる可能性がある。０．１ＭＰａ以下では十分に樹脂が流動せず、
パターン形状どおりの賦形ができない可能性がある。
【００３９】
  プレスシリンダーの昇圧速度は０．０１ＭＰａ／ｓ～１０ＭＰａ／ｓの範囲で制御でき
ることが好ましく、さらに好ましくは、０．０５ＭＰａ／ｓ～５ＭＰａ／ｓの範囲で制御
できることが好ましい。１０ＭＰａ／ｓ以上の速い昇圧時は樹脂の変形が追従せず、パタ
ーン形状どおりの賦形ができない可能性がある。また、０．０１Ｐａ／ｓ以下の遅い昇圧
では成形に時間がかかり、生産性が極端に低下する。
【００４０】
  また、フィルムにある程度の厚みムラがあっても全面でムラなく成形できるように、温
調プレートを用いる場合には、温調プレート（上）１５ａとフィルム２の間に１３０℃以
上の耐熱温度を有した弾性板１７を設置することが好ましい。該弾性板１７としては、例
えば、厚みが０．３ｍｍ～１．０ｍｍのエチレン・プロピレン・ジエンゴム（ＥＰＤＭ）
、シリコーンゴム、あるいはフッ素ゴム等を好ましく用いることができ、さらに好ましく
は表面に易滑処理を施したものがよい。ここで、耐熱温度とはその温度で２４時間放置し
たときの引張り強さの変化率が１０％を超えるときの温度をいう。
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【００４１】
　本発明に用いられる金型３について説明する。金型の転写面は、微細なパターンを有す
るものであり、金型に該パターンを形成する方法としては、機械加工、レーザー加工、フ
ォトリソグラフィ、電子線描画方法等がある。ここで、金型に形成される「微細凹凸形状
」とは、高さ１０ｎｍ～１ｍｍ、周期１０ｎｍ～１ｍｍで周期的に繰り返された凸形状で
ある。凸形状の高さはより好ましくは１μｍ～１００μｍであり、周期はより好ましくは
１μｍ～１００μｍである。また、凸形状の例としては、三角錐、円錐、四角柱、レンズ
形状等に代表される任意の形状の突起物が離散状、ドット状で配されたものや、断面が三
角、四角、台形、半円、楕円等に代表される任意の形状の突起物がストライプ状に配され
たもの等がある。金型の材質としては、所望のプレス時の強度、パターン加工精度、フィ
ルムの離型性が得られるものであればよく、例えば、ステンレス、ニッケル、銅等を含ん
だ金属材料、シリコーン、ガラス、セラミックス、樹脂、もしくは、これらの表面に離型
性を向上させるための有機膜を被覆させたものが好ましく用いられる。該金型の微細なパ
ターンは、フィルム表面に付与したい微細な凹凸パターンに対応して形成されているもの
である。
【００４２】
　離型供給ユニット２０は、金型表面近傍をフィルムを抱きつかせるように把持しながら
搬送方向に往復移動して、成形後に金型に貼り付いたフィルムを離型し、次に成形するフ
ィルムを供給するものである。フィルムの特性や金型表面のパターン形状によっては必ず
しも必要ではないが、金型表面の破損防止、フィルムへの離型跡防止の観点で備えたほう
が好ましい。
【００４３】
　図７に、離型供給ユニット２０をフィルム搬送方向の巻き取り側から見た概略断面図を
示す。離型ユニットは金型表面近傍をフィルムを抱きつかせるように把持しながら搬送方
向に往復移動する剥離ロール２１と補助ロール２２が連結されたユニットから構成される
。そして、剥離ロール２１は成形後に金型に貼りついたフィルムを剥離するだけのもので
はなく、金型表面に供給されたるフィルムの表面を回転しながらフィルム搬送方向に移動
することによりフィルムのしわ伸ばしを行う機能も有する。ここで、剥離ロール２１には
剥離ロール回転手段２３が接続されている。そして、図示しない上位制御器からの指令に
より正回転／逆回転のどちらの方向にも指定の回転数で動作できるように回転制御器２８
が接続されている。例えば、剥離ロール回転手段としてサーボモーターを、回転制御器と
してサーボアンプを組み合わせた構成が好ましい。また、剥離ロール２１が回転しながら
、金型３の表面に略平行にスムーズに移動できるように、図示しない直動ガイドが加圧プ
レート（下）１４ｂの上面に取り付けられている。
【００４４】
  一方、補助ロール２２は図３（ａ）に示す剥離ロール２１の外表面に沿うように旋回で
きる構造をなっている。補助ロールを旋回させる手段としては、電磁モーター、空圧を利
用したアクチュエータ等、補助ロールを剥離ロールの周辺でその外周に沿って昇降移動さ
せうるものであればいかなるものでもよい。そして、補助ロールの両端はロール軸心を中
心に自在に回転できるように取り付けられている。
【００４５】
　また、剥離ロールと補助ロールのユニットにリニア駆動モーター等のユニット直動手段
２９が連結されている。ユニット直動手段は剥離ロール回転駆動手段と動作の同期を取れ
るものがスムーズな動作を得る上で好ましく、サーボモーター駆動が適しているが、電磁
アクチュエータや空圧アクチュエータ等でも良い。フィルムを剥離する場合は、剥離ロー
ルを回転させながら、ユニット直動手段を駆動して、離型ユニットを巻出側へ移動させな
がら剥離を行う。なお、フィルムと剥離ロールとの摩擦力が十分に高い場合等は、摩擦力
とフィルム張力のみで離型ユニットの直進力が得られるのでユニット直動手段２９が無く
ても良い。
【００４６】



(10) JP 2010-105314 A 2010.5.13

10

20

30

40

50

  さらにまた、金型の表面凹凸パターンが極めて微細である等、剥離ロールとの接触によ
り損傷しやすい場合には、図２に示す剥離ロールと金型表面の距離（クリアランス）Ｈは
０．１ｍｍ～５ｍｍが良く、より好ましくは０．１ｍｍ～１ｍｍである。
【００４７】
  また、剥離ロール、補助ロールに冷却水循環機構等を付加して、各ロールを一定温度に
温調しても良い。フィルムは離型直後では温度が高いため、直後に接する剥離ロール、補
助ロールを一定に温調しておくことが好ましい。また、離型時および離型直後のフィルム
の温度を下げる効果もあり、プレス成形後の安定した搬送、巻取りにも有効である。
【００４８】
　一方、補助ロールのフィルム接触部は、上記の剥離ロールと同じ表面材質のものでも良
いが、特に、用いるフィルムとの摩擦抵抗が高い場合はロール表面上でしわを誘発する可
能性があるので、表面をすべり性の高いフッ素樹脂や金属を適用することが好ましい。
【００４９】
  次に、加熱ユニット３０について説明する。加熱ユニット３０は、温調プレート（上）
、（下）１５ａ、１５ｂをアルミ合金とし、プレート内に鋳込んだ電熱ヒーターにより制
御するものが良い。また、温調プレート内に鋳込んだ銅あるいはステンレス配管、もしく
は、機械加工により加工した穴の内部に温調された熱媒体を流すことにより加熱制御する
ものでも良い。さらには両者を組み合わせた装置構成でもよい。
【００５０】
  熱媒体としては、バーレルサーム（松村石油（株））、ＮｅｏＳＫ－ＯＩＬ（綜研テク
ニックス（株））等が良く、また、１００℃以上に加熱された水を循環させてもよい。そ
して、効率良く伝熱できるように、配管内部のレイノズル数が１．０×１０４～１２×１
０４の範囲になることが好ましい。
【００５１】
  また、鋳込みヒーター、カートリッジヒーター等にする場合は、温調プレートを分割制
御できることが好ましい。
【００５２】
  温調プレートは昇温中、降温中、一定温調中のすべてにおいて、レンジで１０℃以内、
さらに好ましくは５℃以内の温度分布におさまることが好ましい。
【００５３】
  また、金型に直接、熱媒配管ラインを加工し、金型を直接温調するようにしてもよい。
【００５４】
  次に、冷却ユニット４０について説明する。冷却ユニットは温調プレート（上）（下）
１５ａ、１５ｂに鋳込んだ銅あるいはステンレス配管、もしくは機械加工により加工した
穴の内部に温調された冷媒体を流すことにより冷却制御する。
【００５５】
  冷媒体としては、水が最適であるが、エチレングリコール溶液などでもよい。温度は１
０℃～５０℃の範囲が好ましく、効率良く伝熱できるように、配管内でのレイノズル数が
１．０×１０４～１２×１０４の範囲になることが好ましい。
【００５６】
  上記のフィルム搬送装置たる巻出ユニット５０、巻取ユニット６０について説明する。
巻出ユニット５０は巻出ロール回転手段５１と、搬送ロール５２ａ～５２ｄと、引出バッ
ファ部５３と、フィルム固定部５４から構成される。巻取ユニット６０は巻取ロール回転
手段６１と、搬送ロール６２ａ～６２ｄと、巻取バッファ部６３と、搬送駆動ロール６４
と、フィルム固定部６５から構成される。
【００５７】
  引出バッファ部５３、巻取バッファ部６３はそれぞれボックス５５、６６とこれらに接
続された吸引排気手段５６、６７から構成される。吸引排気手段５６、６７は真空ポンプ
等、エアーを吸引、排気できるものであれば良く、ボックス内のエアーを排気することに
より、ボックス内に挿入されたフィルムの表裏面で圧力差を与えることにより、一定の張
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力を付与するとともにボックス内でフィルムを弛ませて保持する。ボックス内に挿入され
るフィルムの長さは、フィルムを成形する前後で間欠的に搬送するフィルム長さ分が適当
である。さらに、ボックス５５、６６内にはセンサー５７ａ、５７ｂ、６８ａ、６８ｂが
取り付けられている。センサーは所定位置でフィルムを検知できるものであればよい。上
記した離型ユニットによりフィルムが離型、搬送されて、ボックス内でセンサー検知位置
からフィルムが外れたときに、上下流の巻出ロール回転手段５１、あるいは巻取ロール回
転手段６１を駆動して、フィルムを巻き出し、あるいは巻き取り、常に、ボックス内で所
定位置にフィルムを弛ましておくことができる。
【００５８】
  また、フィルム固定部５４、６５は表面に吸引孔が形成された平板であることが好まし
いが、さらに、クリップでフィルムを挟む機構のもの、あるいは、これらを組み合わせた
ものでもよい。
【００５９】
  フィルム固定部５４、６５は、プレス動作を行うときは両方とも作動させる。そして、
フィルムを離型するときはフィルム固定部５４を作動させてフィルムを固定し、フィルム
固定部６５が開放させることが好ましい。また、フィルムを上流から下流に送るときは、
フィルム固定部５４、６５を両方とも開放する。
【００６０】
  搬送駆動ロール６４は図示しないがモーター等の回転駆動手段に連結されて、フィルム
搬送時にはニップロール６４ａが搬送駆動ロール６４に近接し、フィルムを挟み、搬送駆
動ロール６４にてトルク制御を行いながらフィルムを一定張力のもとで搬送する。
【００６１】
　次に、本発明の第１および第２の間欠式フィルム成形方法を説明する。
本発明の第１の間欠式フィルム成形方法は、金型表面の近傍に間欠的にフィルムを供給す
る供給工程と、該金型に該フィルムを接触させ押圧することによりフィルム表面に金型表
面の形状に対応する形状を成形する成形工程と、さらに、成形後の金型表面に貼り付いた
フィルムを離型して搬送する離型工程とを少なくとも含む間欠式フィルム成形方法であっ
て、前記成形工程において、成形中の領域より搬送方向下流側において、成形中の領域と
１サイクル前に成形した領域との間でフィルム幅方向にわたって、前記フィルムを把持す
るものである。
【００６２】
　本発明の第２の間欠式フィルム成形方法は、金型表面の近傍に間欠的にフィルムを供給
する供給工程と、該金型に該フィルムを接触させ押圧することによりフィルム表面に金型
表面の形状に対応する形状を成形する成形工程と、さらに、成形後の金型表面に貼り付い
たフィルムを離型して搬送する離型工程とを少なくとも含む間欠式フィルム成形方法であ
って、前記成形工程において、成形中の領域より搬送方向下流側において、１サイクル前
に成形した領域の搬送方向上流側端辺を含むようにフィルム幅方向にわたって、前記フィ
ルムを把持するものである。
【００６３】
　上記の第１および第２の一連のフィルム成形動作を、間欠式フィルム成形装置１を用い
て実施する形態を図８～１０を参照しながら説明する。図８～１０はプレス部の動作のみ
をフィルム幅方向から見た断面概略図であり、成形工程を図８に、離型工程を図９に、供
給工程を図１０に示す。一連の成形動作は以下のプロセス（Ａ）～（Ｈ）の流れで成形す
るものである。なお、あらかじめ、金型３をプレスユニット１０にセットした後、フィル
ム２を巻出ユニット５０にセットし、フィルム２の巻出部を引き出し、ガイドロールを経
由し、プレスユニット内の金型の表面に沿わせ、さらに、離型ユニット２０を経由して、
巻取ユニット６０で巻き取っている状態とする。また、加熱ユニットを作動させて、温調
プレート（上）１５ａ、温調プレート（下）１５ｂをともに成型温度まで上昇させておく
。なお、（Ａ）～（Ｃ）が成形工程、（Ｄ）（Ｅ）が離型工程、（Ｆ）～（Ｈ）が供給工
程である。
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【００６４】
　（Ａ）プレス部の動作を図８（ａ）に示す。プレスユニット１０を作動させて、温調プ
レート（上）１５ａを下降させて、金型３の表面と温調プレート（上）との間にフィルム
を挟むようにプレスを開始する。温度、プレス圧力、昇圧速度、加圧時間等の条件は、フ
ィルムの材質、転写形状、特に凹凸のアスペクト比等に依存する。概ね、成形温度は１０
０～１８０℃、プレス圧力は１～１０ＭＰａ、成形時間が１秒～６０秒、昇圧速度は０．
０５ＭＰａ／ｓ～１ＭＰａ／ｓの範囲で設定される。同時に、吸着板１０１でフィルムを
幅方向にわたって把持する。成形面端辺からの熱負荷によりシワの入りやすい間欠部を把
持することにより、該間欠部でのシワを抑制できる。特に、フィルムの厚みが薄い場合は
、シワが入りやすいので、本発明の方法が効果的である。また、図示するように前記フィ
ルムを挟んで前記金型とは逆側の面からフィルムを吸着保持することにより、成形面に対
して非接触で保持でき、傷などにより成形面の品位を低下させることが無くなるので好ま
しい。さらに、図８（ａ）では金型と逆側の面から吸着保持する機構を例示したが、吸着
孔跡が顕著に発生する場合は、図４に示した両面からのロールニップ機構を用いることが
吸着孔跡を解消できるので好ましい。さらに、成形条件やフィルム特性にもよるが、間欠
部での熱負荷が大きい場合には、図５に示す機構を用いて、把持部を冷却しながら保持し
て、熱収縮によるシワを抑制することが好ましい。
【００６５】
　（Ｂ）次のプレス部の動作を図８（ｂ）に示す。熱負荷等により成形面およびその近傍
でフィルムが収縮して、吸着板１０１による把持領域と金型との間でフィルムに張力がか
かることがあるため、フィルム特性、成形条件によっては、ボールネジ１２１とモーター
１２２の組み合わせ等で構成される直動機構により金型３側に把持部を移動させることが
好ましい。フィルムの熱特性、弾性特性にもよるがこの張力によりフィルムが歪んでシワ
を誘発することがある。このフィルムに張力がかかるタイミングで、上記の移動機構を駆
動して把持部を金型側へ近接させてフィルムを弛ませることにより、張力を緩和し、歪み
を防止する。さらに、把持する領域のフィルムを強制的に冷却すれば、熱収縮によるフィ
ルム変形をさらに抑制できるので、シワ防止に効果がある。
【００６６】
　（Ｃ）次のプレス部の動作を図８（ｃ）に示す。プレス成形中において、冷却ユニット
を作動させて、温調プレート（上）１５ａ、温調プレート（下）１５ｂを降温させる。な
お、冷却中もプレス加圧を継続していることが好ましい。冷却温度は金型表面の温度がフ
ィルムを離型するのに十分に冷却されるように設定される。例えば、金型３の表面温度が
フィルムのガラス転移点以下まで冷却を行うのが良い。この間もフィルムの把持は継続し
ておく。
【００６７】
　（Ｄ）次のプレス部の動作を図９（ｄ）に示す。冷却完了後、プレス圧力を開放して、
温調プレート（上）１５ａを離型ユニット２０がプレス装置内を水平移動させるのに十分
なスペースを確保できるように上昇させる。また、吸着板１０１で真空ポンプと遮断し、
圧空ラインと接続することによりフィルム吸着状態を解除する。その後、大気圧に戻して
、離型ユニット２０が水平移動できるスペースを確保するために、吸着板１０１を上方へ
移動させる。同時に、補助ロール旋回手段を駆動して、補助ロール２２を剥離ロール２１
の上部まで旋回移動させて、フィルム２を剥離ロール２１、補助ロール２２に抱きつかせ
る。
【００６８】
　（Ｅ）次のプレス部の動作を図９（ｅ）に示す。剥離ロール回転手段により剥離ロール
２１を回転させると同時に、ユニット直動手段２９により剥離ロール２１、補助ロール２
２を相対位置を維持したまま搬送上流側（矢印Ａ方向）へ移動させてフィルムを離型する
。この時、フィルムが剥離ロール表面で滑らないように回転によるロール周速と直動速度
が同じとなるように同期を取ることが好ましい。
【００６９】
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　（Ｆ）次のプレス部の動作を図１０（ｆ）に示す。ユニット直動手段２９はブレーキを
かけてユニットが移動しないように保持した状態で、剥離ロール回転手段により剥離ロー
ル２１を回転し、間欠送り分、巻き取り側（搬送方向下流側）へフィルム送りを行う。こ
の間欠フィルム送りの動作は、剥離ロールの回転をフリーの状態にして、巻き取り側（搬
送方向下流側）にある搬送駆動ロールを回転することにより行うことも可能である。
【００７０】
　（Ｇ）次のプレス部の動作を図１０（ｇ）に示す。その後、剥離ロール回転手段２３に
より剥離ロール２１を上記離型の時と逆方向に回転させると同時に、ユニット直動手段２
９により剥離ロール２１、補助ロール２２を相対位置を維持したまま搬送下流側（矢印Ｂ
方向）へ直動させて金型表面にフィルムを供給する。この時、フィルムが剥離ロール表面
で滑らないように回転によるロール周速と直動速度が同じとなるように同期を取ることが
好ましい。
【００７１】
　（Ｉ）次のプレス部の動作を図１０（ｈ）に示す。フィルムの金型表面への供給が完了
し、剥離ロール２１、補助ロール２２のユニットが巻き取り側端部（搬送方向下流側）に
到達すると、吸着板１０１を下降させ、フィルムを吸着して幅方向に把持する。そして、
補助ロールを旋回して元の位置まで戻し、図８（ａ）からの動作を繰り返す。
【００７２】
　上記の一連のフィルム成形動作により、成形部端辺からの熱負荷に対して、間欠部の幅
方向を把持して変形を抑制しているので、該間欠部あるいは隣接する既に１サイクル前に
成形済みの領域における熱収縮起因のシワを防止できる。
【００７３】
　上記の間欠部を把持した状態を上面から見た概略図を図１１、１２に示す。成形工程に
おいては把持部１５０でフィルムを幅方向にわたって把持する。図１１は成形工程におい
て、成形面１５１より搬送方向下流側（矢印Ｂ）に外側において、成形面１５１と１サイ
クル前の成形面１５２の間（間欠部）でフィルム幅方向にわたって、前記フィルムを把持
するものである。間欠部での変形を防止し、シワ発生を抑制する。また、図１２は成形工
程において、成形面１５１より搬送方向下流側（矢印Ｂ）に外側において、１サイクル前
の成形面１５２の搬送方向上流側端辺を含むようにフィルム幅方向にわたって、前記フィ
ルムを把持するものである。いずれの方法にしても、間欠部及び１サイクル前の成形面１
５２の上流側端部での変形を防止して、シワ発生を抑制する。特に図１２に示す方法では
製品部を直接把持するので製品部でのシワよる品位低下を防止する効果が高い。
【００７４】
　本発明の方法、装置に適用されるシート状基材はガラス転移温度Ｔｇが好ましくは４０
～１８０℃のものであり、より好ましくは５０℃～１６０℃であり、最も好ましくは５０
℃～１２０℃である熱可塑性樹脂を主たる成分とするシートである。ガラス転移温度Ｔｇ
が４０℃を下回ると成形品の耐熱性が低くなり、形状が経時変化するため好ましくない。
またＴｇが１８０℃を上回ると成形温度を高くせざるを得ないものとなり、エネルギー的
に非効率であり、またシートの加熱、冷却時の体積変動が大きくなり、シートがインプリ
ントモールドに噛み込んで離型できなくなったり、また離型できたとしてもパターンの転
写精度が低下したり、部分的にパターンが欠けて欠点となる場合がある等の理由により好
ましくない。
【００７５】
　本発明に適用される熱可塑性樹脂を主たる成分としたシート状基材は、具体的に好まし
くは、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレン－２、６－ナフタレート、ポリプロピ
レンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート等のポリエステル系樹脂、ポリエチレ
ン、ポリスチレン、ポリプロピレン、ポリイソブチレン、ポリブテン、ポリメチルペンテ
ン等のポリオレフィン系樹脂、ポリアミド系樹脂、ポリイミド系樹脂ポリエーテル系樹脂
、ポリエステルアミド系樹脂、ポリエーテルエステル系樹脂、アクリル系樹脂、ポリウレ
タン系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、あるいはポリ塩化ビニル系樹脂などからなるもの
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である。このなかで共重合するモノマー種が多様であり、かつそのことによって材料物性
の調整が容易であるなどの理由から特にポリエステル系樹脂、ポリオレフィン系樹脂、ポ
リアミド系樹脂、アクリル系樹脂またはこれらの混合物から選ばれる熱可塑性樹脂から主
として形成されていることが好ましく、上述の熱可塑性樹脂が５０重量％以上からなるこ
とがさらに好ましい。
【００７６】
　本発明に適用するシート状基材は上述の樹脂の単体からなるシートであっても構わない
し、複数の樹脂層からなる積層体であってもよい。この場合、単体シートと比べて、易滑
性や耐摩擦性などの表面特性や、機械的強度、耐熱性を付与することができる。このよう
に複数の樹脂層からなる積層体とした場合はシート全体が前述の用件を満たすことが好ま
しいが、シート全体としては前記要件を満たしていなくても、少なくとも前述の要件を満
たす層が表層に形成されていれば容易に表面を形成することができる。
【００７７】
　また、本発明に適用するシート状基材の好ましい厚さ（厚み、膜厚）としては、０．０
１～１ｍｍの範囲であることが好ましい。０．０１ｍｍ未満では成形するのに十分な厚み
がなく、また１ｍｍを越えるとシートの剛性により搬送が一般に難しい。なお、厚みが０
．０５ｍｍ以下のフィルムでは成形工程での成形面と成形面の間欠部でシワが入りやすく
、上記で説明した本発明の装置および方法がシワ抑制に有効である。
【００７８】
　以上では、フィルムを熱可塑性樹脂として説明したが、本発明は光硬化性樹脂を基材と
して適用した公知の間欠式成形装置及び方法にも適用することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００７９】
【図１】図１は、本発明の間欠式フィルム成形装置の一実施態様をフィルム幅方向から見
た概略図である。
【図２】図２は、本発明の間欠式フィルム成形装置の一実施態様において、吸着保持によ
りフィルムを把持する把持手段を含む構成をフィルム走行方向（巻取り側）から見た概略
図である。
【図３】図３は、本発明の間欠式フィルム成形装置の一実施態様において、吸着保持によ
りフィルムを把持する把持手段を含む構成をフィルム幅方向から見た概略図である。
【図４】図４は、本発明の間欠式フィルム成形装置の一実施態様において、ロールにより
フィルムを把持する把持手段を含む構成をフィルム走行方向（巻取り側）から見た概略図
である。
【図５】図５は、本発明の間欠式フィルム成形装置の一実施態様において、フィルム把持
手段を前記金型に近接させる方向に移動せしめる構成をフィルム幅方向から見た概略図で
ある。
【図６】図６は、本発明の間欠式フィルム成形装置の一実施態様において、流体循環機構
を備えたフィルム把持手段を含む構成をフィルム走行方向（巻取り側）から見た概略図で
ある。
【図７】図７は、本発明の間欠式フィルム成形装置の一実施態様において、フィルムの離
型供給機構をフィルム搬送方向の巻き取り側から見た概略図である。
【図８】図８は、本発明の間欠式フィルム成形方法の一実施態様において、成形工程のプ
レス部の動作をフィルム幅方向から見た概略図である。
【図９】図９は、本発明の間欠式フィルム成形方法の一実施態様において、離型工程のプ
レス部の動作をフィルム幅方向から見た概略図である。
【図１０】図１０は、本発明の間欠式フィルム成形方法の一実施態様において、供給工程
のプレス部の動作をフィルム幅方向から見た概略図である。
【図１１】図１１は、本発明の間欠式フィルム成形方法の一実施態様において、成形工程
で成形面間欠部を把持している状態をプレス部上面から見た概略図である。
【図１２】図１２は、本発明の間欠式フィルム成形方法の一実施態様において、成形工程
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で成形面間欠部を把持している状態をプレス部上面から見た概略図である。
【符号の説明】
【００８０】
１：本発明の間欠式フィルム成形装置
２：フィルム
３：金型
１０：プレスユニット
２０：離型供給ユニット
３０：ヒーターユニット
４０：冷却ユニット
５０：巻出ユニット
６０：巻取ユニット
１００：把持手段
１０１：吸着板
１０３ａ、ｂ：シリンダー
１０４：孔
１０５：リークライン
１０６：コンプレッサ
１０７：真空ポンプ
１０８ａ、ｂ、ｃ：切換弁
１１０：把持手段
１１１：把持ロールＡ
１１２：把持ロールＢ
１１３ａ、ｂ：シリンダー
１１４：電磁ブレーキ
１２０：ブラケット
１２１：ボールネジ
１２２：モーター駆動部
１３１：吸着板
１３２：冷媒流路
１５０：把持部
１５１、１５２：成形面
２００：空圧ユニット
Ａ：巻出側方向
Ｂ：巻取側方向
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