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(57)【要約】
【課題】本発明は、シート状の段ボール類又は紙製品類
等の印刷面（表面）を傷付けることなく印刷面、非印刷
面（裏面）、周囲及び打ち抜き部分の各側面全体の紙粉
除去を行う段ボール類又は紙製品類等の紙粉除去装置を
提供する。
【解決手段】本発明の紙粉除去装置は、裁断されたシー
ト状の段ボール類又は紙製品類Ｃ等を搬送路の途中に間
隙を有する搬送コンベア群４により搬送し、間隙に搬送
方向に対してＶ形形状を呈する斜め方向に配置した一対
の紙粉除去用の棒状回転ブラシ体８Ａ、８Ｂにより段ボ
ール類又は紙製品類Ｃ等の他面側（非印刷面／裏面）の
紙粉を除去し、段ボール類又は紙製品類Ｃ等の一面側（
印刷面／表面）にエアーノズル１４からエアーを吹き付
け、一対の棒状回転ブラシ体８Ａ、８Ｂにより除去され
るとともにエアー吹き付けにより吹き飛ばされる印刷面
、非印刷面（裏面）、周囲及び打ち抜き部分の各側面の
紙粉を吸引除去するようにしたものである。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
一面に文字等の印刷面（表面）を有しこれを上面とし、他面が非印刷面（裏面）である
裁断されたシート状の段ボール類又は紙製品類等を搬送するとともに、搬送路の途中に搬
送方向に対して斜め方向の間隙を有する複数条構成の搬送コンベア群と、この搬送コンベ
ア群の搬送面に臨ませた押さえローラ群とを有する搬送手段と、
前記搬送コンベア群が形成する間隙に搬送方向に対して斜め方向に配置され前記搬送さ
れてくる段ボール類又は紙製品類等の他面（裏面）側に接触して紙粉を除去する紙粉除去
用のブラシ体と、
前記段ボール類又は紙製品類等の一面（表面）側にエアーを吹き付けるエアー吹き付け
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手段と、
前記ブラシ体により除去されるとともに前記エアー吹き付け手段により吹き飛ばされる
段ボール類又は紙製品類等の両面、周囲及び打ち抜き部分の各側面の紙粉を吸引除去する
吸引手段と、
を有することを特徴とする段ボール類又は紙製品類等の紙粉除去装置。
【請求項２】
一面に文字等の印刷面（表面）を有しこれを上面とし、他面が非印刷面（裏面）である
裁断されたシート状の段ボール類又は紙製品類等を搬送するとともに、搬送路の途中に搬
送方向に対して斜め方向の間隙を各々有する複数条構成の前段搬送コンベア群及び複数条
構成の後段搬送コンベア群からなる搬送コンベア群と、前記前段搬送コンベア群、後段搬
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送コンベア群の各搬送面に臨ませた押さえローラ群とを有する搬送手段と、
前記前段搬送コンベア群、後段搬送コンベア群が形成する各間隙に搬送方向に対して平
面Ｖ状を呈するような斜め方向に配置され、前記搬送されてくる段ボール類又は紙製品類
等の他面（裏面）側に各々接触して紙粉を除去する一対の紙粉除去用の棒状回転ブラシ体
と、
前記棒状回転ブラシ体を回転させる駆動手段と、
前記搬送手段にて搬送される段ボール類又は紙製品類等の一面（表面）側にエアーを吹
き付けるエアー吹き付け手段と、
前記一対の棒状回転ブラシ体の下部に沿って斜め方向に配置された一対の吸引ダクトを
備え、前記一対の棒状回転ブラシ体により除去されるとともに前記エアー吹き付け手段に

30

より吹き飛ばされる段ボール類又は紙製品類等の両面、周囲及び打ち抜き部分の各側面の
紙粉を、夫々同時に又は個別に吸引除去する吸引手段と、
を有することを特徴とする段ボール類又は紙製品類等の紙粉除去装置。
【請求項３】
一面に文字等の印刷面（表面）を有しこれを上面とし、他面が非印刷面（裏面）である
裁断されたシート状の段ボール類又は紙製品類等を搬送するとともに、搬送路の途中に搬
送方向に対して斜め方向の間隙を各々有する複数条構成の前段搬送コンベア群及び複数条
構成の後段搬送コンベア群からなる搬送コンベア群と、前記前段搬送コンベア群、後段搬
送コンベア群の各搬送面に臨ませた押さえローラ群とを有する搬送手段と、
前記前段搬送コンベア群、後段搬送コンベア群が形成する各間隙に搬送方向に対して平
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面Ｖ状を呈するような斜め方向に配置され、前記段ボール類又は紙製品類等の他面（裏面
）側に各々接触して紙粉を除去する一対の無端ベルト状の回転ブラシ体と、
一対の無端ベルト状の回転ブラシ体を各々駆動する一対の駆動手段と、
前記搬送手段にて搬送される段ボール類又は紙製品類等の一面（表面）側にエアーを吹
き付けるエアー吹き付け手段と、
前記一対の無端ベルト状の回転ブラシ体の下部に沿って斜め方向に配置された一対の吸
引ダクトを備え、前記一対の無端ベルト状の回転ブラシ体により除去されるとともに前記
エアー吹き付け手段により吹き飛ばされる段ボール類又は紙製品類等の両面、周囲及び打
ち抜き部分の各側面の紙粉を、夫々同時に又は個別に吸引除去する吸引手段と、
を有することを特徴とする段ボール類又は紙製品類等の紙粉除去装置。
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【請求項４】
一面に文字等の印刷面（表面）を有し、他面が非印刷面（裏面）である裁断されたシー
ト状の段ボール類又は紙製品類等を、上記印刷面（表面）である一面を上にし、上記非印
刷面（裏面）である他面を下にして搬送路上を搬送する過程と、
この搬送路に対して斜めに配置した紙粉除去用のブラシ体を前記段ボール類又は紙製品
類等の他面（裏面）側に接触させて紙粉を除去する過程と、
前記段ボール類又は紙製品類等の一面（表面）側にエアーを吹き付ける過程と、
前記ブラシ体により除去されるとともに前記エアーにより吹き飛ばされる段ボール類又
は紙製品類等の両面、周囲及び打ち抜き部分の各側面の紙粉を、夫々同時の又は個別の吸
引手段により吸引除去する過程と、
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を含むことを特徴とする段ボール類又は紙製品類等の紙粉除去方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、シート状の段ボール類又は紙製品類等の印刷面を傷付けることなくシート状
の段ボール類又は紙製品類等の両面、周囲及び打ち抜き部分の各側面に付着している紙粉
の除去を的確に行うことができる段ボール類又は紙製品類等の紙粉除去装置及び紙粉除去
方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
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従来、段ボール製造装置により、所定の形状に裁断され、積層状態で積み上げられる組
み立て前のシート状の段ボール類又は紙製品類等には、段ボール製造装置による製造段階
で行われるカス取りだけでは除去し得ない紙粉が残存、付着している。
【０００３】
ところで、シート状の段ボール類又は紙製品類等の一面には製品名、会社名等の所要の
文字等が印刷されているため、この印刷面を傷つけることなく段ボール類又は紙製品類等
の全体から紙粉を確実に除去することが要請される。
【０００４】
このような紙粉を除去するため、従来においても段ボール類又は紙製品類等の紙粉除去
装置が種々提案されている。
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特許文献１には、段ボール板のブロック（多数の段ボール板を積層状態にしたもの）を
搬送し、紙粉除去ブラシによりブロックの上面、側面に付着している紙粉を除去するとと
もに、空気噴出ノズルからブロックに空気を吹き付けて紙粉を吹き飛ばし、空気吸引装置
により吸引除去する構成の紙粉除去装置が提案されている。
【０００５】
しかし、この特許文献１の紙粉除去装置の場合、段ボール板を積層状態としたブロック
に対する紙粉除去を行うものであるから、個々の段ボール板、特に内部に積層される段ボ
ール板の印刷面やその裏側の非印刷面に付着している紙粉を完全に除去することは難しい
という問題がある。
【特許文献１】特開２００３−１６４８１２号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
解決しようとする問題点は、シート状の段ボール類又は紙製品類等の印刷面を傷付ける
ことなく印刷面、非印刷面全体、すなわちシート状の段ボール類又は紙製品類等の両面、
周囲及び打ち抜き部分の各側面の紙粉除去を行うことが困難である点である。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本発明の段ボール類又は紙製品類等の紙粉除去装置は、一面に文字等の印刷面（表面）
を有し、他面が非印刷面（裏面）である裁断されたシート状の段ボール類又は紙製品類等
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を搬送するとともに、搬送路の途中に搬送方向に対して斜め方向の間隙を有する複数条構
成の搬送コンベア群と、この搬送コンベア群の搬送面に臨ませた押さえローラ群とを有す
る搬送手段と、前記搬送コンベア群が形成する間隙に搬送方向に対して斜め方向に配置さ
れ前記段ボール類又は紙製品類等の他面側に接触して紙粉を除去する紙粉除去用のブラシ
体と、前記段ボール類又は紙製品類等の一面側にエアーを吹き付けるエアー吹き付け手段
と、前記ブラシ体により除去されるとともに前記エアー吹き付け手段により吹き飛ばされ
る段ボール類又は紙製品類等の両面、周囲及び打ち抜き部分の各側面の紙粉を吸引除去す
る吸引手段とを有することを最も主要な特徴とする。
【０００８】
また、本発明の段ボール類又は紙製品類等の紙粉除去方法は、一面に文字等の印刷面（
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表面）を有し、他面が非印刷面（裏面）である裁断されたシート状の段ボール類又は紙製
品類等を、一面を上に、他面を下にして搬送路上を搬送する過程と、搬送路に対して斜め
に配置した紙粉除去用のブラシ体を前記段ボール類又は紙製品類等の他面側に接触させて
紙粉を除去する過程と、前記段ボール類又は紙製品類等の一面側にエアーを吹き付ける過
程と、前記ブラシ体により除去されるとともに前記エアーにより吹き飛ばされる前記段ボ
ール類又は紙製品類等の両面、周囲及び打ち抜き部分の各側面の紙粉を吸引手段により吸
引除去する過程とを含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
本発明によれば、シート状の段ボール類又は紙製品類等を組み立てた場合の表面である
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当該シート状の段ボール類又は紙製品類等の印刷面を傷付けることなく印刷面、非印刷面
、周囲及び打ち抜き部分の各側面の全体に付着している紙粉の除去を的確に行うことがで
きる紙粉除去装置及び紙粉除去方法を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
シート状の段ボール類又は紙製品類等の印刷面を傷付けることなく印刷面（表面）、非
印刷面（裏面）、周囲及び打ち抜き部分の各側面の全体の紙粉除去を行うという目的を下
記の構成で実現した。
すなわち、一面に文字等の印刷面を有し、他面が非印刷面である裁断されたシート状の
段ボール類又は紙製品類等を搬送するとともに、搬送路の途中に搬送方向に対して斜め方
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向の間隙を各々有する複数条構成の前段搬送コンベア群及び複数条構成の後段搬送コンベ
ア群からなる搬送コンベア群と、前記前段搬送コンベア群、後段搬送コンベア群の各搬送
面に臨ませた押さえローラ群とを有する搬送手段と、前記前段搬送コンベア群、後段搬送
コンベア群が形成する各間隙に搬送方向に対して平面Ｖ状を呈するような斜め方向に配置
され、前記段ボール類又は紙製品類等の他面（裏面）側に各々接触して紙粉を除去する例
えば連動機構部で連結された一対の紙粉除去用の棒状回転ブラシ体と、一方の棒状回転ブ
ラシ体を駆動し、両棒状回転ブラシ体を例えば連動して回転させる駆動手段と、前記搬送
手段にて搬送される段ボール類又は紙製品類等の一面（表面）側にエアーを吹き付けるエ
アー吹き付け手段と、前記一対の棒状回転ブラシ体の下部に沿って斜め方向に配置された
一対の吸引ダクトを備え、前記一対の棒状回転ブラシ体により除去されるとともに前記エ
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アー吹き付け手段により吹き飛ばされる段ボール類又は紙製品類等の両面、周囲及び打ち
抜き部分の各側面の紙粉を吸引除去する吸引手段とを有し、回転する一対の紙粉除去用の
棒状回転ブラシ体による非印刷面に対する２段階のブラシ処理と、エアー吹き付け手段に
よる印刷面に対するエアー吹き付け処理とにより、段ボール類又は紙製品類等の印刷面を
傷付けることなく印刷面、非印刷面、周囲及び打ち抜き部分の各側面の全体の紙粉除去を
行うものである。
【００１１】
前記一対の棒状回転ブラシ体に替えて、一対の無端ベルト状の回転ブラシ体と、これら
を各々駆動する一対の駆動手段とを採用した構成でも同様の作用効果を発揮させることが
できる。
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【実施例】
【００１２】
以下に、本発明の実施例を詳細に説明する。
図１乃至図３は、本実施例に係る段ボール類又は紙製品類Ｃ等の紙粉除去装置１を示す
ものであり、この紙粉除去装置１は、シート状の段ボール類又は紙製品類Ｃ等を搬送する
とともに、搬送路の途中に搬送方向に対して斜め方向の間隙２Ａ、３Ａを各々有する複数
条構成の前段搬送コンベア群２及び複数条構成の後段搬送コンベア群３からなる搬送コン
ベア群４と、前記前段搬送コンベア群２、後段搬送コンベア群３の各搬送面に搬送方向と
直交する配置で臨ませた所要個数の押さえローラ５からなる押さえローラ群６とを有する
搬送手段７と、前記前段搬送コンベア群２、後段搬送コンベア群３が形成する各間隙２Ａ
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、３Ａに搬送方向に対して例えば平面Ｖ状を呈するような斜め方向に配置され、前記段ボ
ール類又は紙製品類Ｃ等の他面側（非印刷面／裏面）に各々接触して紙粉を除去する一対
の紙粉除去用の棒状回転ブラシ体８Ａ、８Ｂとを有している。
上記段ボール類又は紙製品類Ｃ等の他面側とは、シート状の段ボール類又は紙製品類Ｃ
等の非印刷面のことであり、当該シート状の段ボール類又は紙製品類Ｃ等を箱状に組み立
てた際に箱の内面・裏面となる位置面のことである。
【００１３】
前記前段搬送コンベア群２は、図２に示すように、矢印で示す搬送方向に沿って配列し
た途中に間隙２Ａを形成した例えば６条構成の分割コンベア方式としている。
すなわち、前段搬送コンベア群２は、搬送方向に向かって右側から左側に順に配置され
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た長さが異なる（右側から左側に順に長さが大きくなる）第１乃至第６の無端ベルト４１
ａ乃至４１ｆと、間隙２Ａを挟んで対向する長さが異なる（右側から左側に順に長さが小
さくなる）第７乃至第１２の無端ベルト４２ａ乃至４２ｆとを備えている。
第１乃至第６の無端ベルト４１ａ乃至４１ｆの搬送方向手前側は共通のプーリ５１に架
け渡されている。また、搬送方向奥側（間隙２Ａ側）は個別のプーリ５２に各々架け渡さ
れている。第７乃至第１２の無端ベルト４２ａ乃至４２ｆの搬送方向手前側は個別のプー
リ５３に各々架け渡されている。また、搬送方向奥側は共通のプーリ５４に各々架け渡さ
れている。
そして、前記前段搬送コンベア群２は、全体として平面矩形状を呈するようになってい
る。なお、第１２の無端ベルト４２ｆは、寸法上の都合でローラのみとする場合もある。
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【００１４】
前記後段搬送コンベア群３は、図２に示すように、矢印で示す搬送方向に沿って配列し
た途中に間隙２Ｂを形成した例えば６条構成の分割コンベア方式としている。
すなわち、後段搬送コンベア群３は、前記前段搬送コンベア群２の後段において、搬送
方向に向かって右側から左側に順に配置された長さが異なる（右側から左側に順に長さが
小さくなる）第１３乃至第１８の無端ベルト４３ａ乃至４３ｆと、間隙３Ａを挟んで対向
する長さが異なる（右側から左側に順に長さが大きくなる）第１９乃至第２４の無端ベル
ト４４ａ乃至４４ｆとを備えている。
【００１５】
前記第１３乃至第１８の無端ベルト４３ａ乃至４３ｆの搬送方向手前側は共通のプーリ
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５５に架け渡されている。また、搬送方向奥側は個別のプーリ５６に各々架け渡されてい
る。また、第１９乃至第２４の無端ベルト４４ａ乃至４４ｆの搬送方向手前側は個別のプ
ーリ５７に各々架け渡されている。同じく搬送方向奥側は共通のプーリ５８に架け渡され
ている。そして、前記後段搬送コンベア群３は、全体として平面矩形状を呈するようにな
っている。なお、第１８の無端ベルト４３ｆは、寸法上の都合でローラのみとする場合も
ある。
【００１６】
前記一対の棒状回転ブラシ体８Ａ、８Ｂの互いに近接する端部側には、図２に示すよう
に、これらブラシ体を連動して回転させるための連動機構部１０を設けている。一対の棒
状回転ブラシ体８Ａ、８Ｂは、図示する連動機構部１０の構成ではなく、夫々個別の駆動
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源により個別に回転するように構成しても良い。
すなわち、連動機構部１０は、一方の棒状回転ブラシ体８Ａの端部にウォーム１１を、
他方の棒状回転ブラシ体８Ｂの端部にギヤ１２をウォーム１１と噛合させる状態で取り付
け、一方の棒状回転ブラシ体８Ａの回転をウォーム１１、ギヤ１２を介して他方の棒状回
転ブラシ体８Ｂに伝達し、これらを図２に示すように互いに逆方向に回転するように構成
している。また、前記棒状回転ブラシ体８Ａ、８Ｂの外周には、例えば長さ１０ｍｍ程度
のブラシ毛８ｃを連続的に植設している。
【００１７】
本実施例に係る段ボール類又は紙製品類Ｃ等の紙粉除去装置１は、更に、一方の棒状回
転ブラシ体８Ａを駆動し、両棒状回転ブラシ体８Ａ、８Ｂを連動して回転させる駆動手段
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（駆動モータ）１３と、前記搬送手段７にて搬送される段ボール類又は紙製品類Ｃ等の一
面側（印刷面／表面）にエアーを吹き付けるエアー吹き付け手段を構成するエアーノズル
１４と、前記一対の棒状回転ブラシ体８Ａ、８Ｂの下部に沿って斜め方向に配置された一
対の吸引ダクト１５Ａ、１５Ｂを備え、前記一対の棒状回転ブラシ体８Ａ、８Ｂにより除
去される段ボール類又は紙製品類Ｃ等の他面側（非印刷面／裏面）の紙粉とともに、前記
エアーノズル１４からのエアーにより吹き飛ばされる段ボール類又は紙製品類Ｃ等の一面
側（印刷面／表面）、周囲及び打ち抜き部分の各側面の全体の紙粉を吸引除去するための
吸引手段１６とを有している。
上記段ボール類又は紙製品類Ｃ等の一面側とは、シート状の段ボール類又は紙製品類Ｃ
等の印刷面のことであり、当該シート状の段ボール類又は紙製品類Ｃ等を箱状に組み立て
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た際に箱の表面・外面となる位置面のことである。
前記エアーノズル１４からのエアーにより吹き飛ばされる段ボール類又は紙製品類Ｃ等
の一面側（印刷面／表面）の紙粉を吸引除去する手段としては、前記一対の吸引ダクト１
５Ａ、１５Ｂ、吸引手段１６の他に、それ専用の例えば吸引ダクト１５Ａ、１５Ｂ、吸引
手段１６と同様な吸引手段（図示せず）をエアーノズル１４の近傍等に設置するように構
成しても良い。
【００１８】
前記エアーノズル１４は、前記棒状回転ブラシ体８Ａ、８Ｂに臨む位置に各々２個ずつ
配置されている。なお、エアーノズル１４にエアーを供給するエアー源は図示省略してい
る。
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【００１９】
図１中、１７は吸引手段１６を構成する吸引ブロアー、１８は前記前段搬送コンベア群
２、後段搬送コンベア群３のベルト駆動モータである。また、図１、図３中、２５は押さ
えローラ群６の駆動用モータ、２６は伝達ローラ、２７は伝達ベルトである。
【００２０】
本実施例に係る段ボール類又は紙製品類Ｃ等の紙粉除去装置１は、更に、段ボール類又
は紙製品類Ｃ等の搬入系２１及び搬出系３１を備えている。
搬入系２１は、例えば図２に示すように、段ボール類又は紙製品類Ｃ等を例えば５００
枚積層した第１の積層ステーション２２、第２の積層ステーション２３を交互入れ替え方
式で紙粉除去装置１の前段に配置し、前段搬送コンベア群２に段ボール類又は紙製品類Ｃ
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等を毎分数百枚程度の速度をもって一枚ずつ順に送り込むようになっている。
【００２１】
前記搬出系３１は、紙粉除去処理を終えた段ボール類又は紙製品類Ｃ等を搬出する搬出
コンベア３２と、段ボール類又は紙製品類Ｃ等を受け取るバランスベッド構造の受け取り
ストッカー３３と、排出用ストッカー３４とを具備している。受け取りストッカー３３は
、例えば、紙粉除去処理を終えた段ボール類又は紙製品類Ｃ等を一枚ずつ順に受け取り上
から押さえ込むように構成している。
【００２２】
図４、図５は段ボール類又は紙製品類Ｃ等の一例を示すものであり、段ボール類又は紙
製品類Ｃ等の一面（表面）は図４に示すように梱包する商品名、会社名等からなる文字等
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（丸印、三角印で示す）の印刷面であり、他面（裏面）は図４に示すように非印刷面とな
っいてる。
なお、図４で点線で示すＣ１は折り込み線である。また、本実施例で処理する段ボール
類又は紙製品類Ｃ等の寸法例として、例えば、厚さ０．２ｍｍ乃至１．０ｍｍ、縦横寸法
は最大で５００×５００ｍｍ程度としている。
【００２３】
本実施例に係る段ボール類又は紙製品類Ｃ等の紙粉除去装置１によれば、交互入れ替え
方式の第１の積層ステーション２２又は第２の積層ステーション２３から印刷面を上にし
、非印刷面を下にした状態で送り込まれる段ボール類又は紙製品類Ｃ等は、押さえローラ
群６により押さえられつつ前段搬送コンベア群２、後段搬送コンベア群３により搬送され
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る。
このとき、各間隙２Ａ、３Ａに配置した斜め配置の一対の紙粉除去用の棒状回転ブラシ
体８Ａ、８Ｂの回転方向が逆の連動回転によって、ブラシ毛８ｃが段ボール類又は紙製品
類Ｃ等の非印刷面（裏面）を２段階でブラシ処理を行い、付着している紙粉を掻き落とす
。また、同時に前記エアーノズル１４からのエアーにより段ボール類又は紙製品類Ｃ等の
印刷面側（表面）に付着している紙粉が吹き飛ばされ、いずれにしても段ボール類又は紙
製品類Ｃ等の両面、周囲及び打ち抜き部分の各側面の紙粉を除去することができる。
【００２４】
この結果、前記一対の棒状回転ブラシ体８Ａ、８Ｂにより２段階で除去されつつ、前記
エアーノズル１４からのエアーにより吹き飛ばされる紙粉は、前記一対の棒状回転ブラシ
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体８Ａ、８Ｂの下部に沿って斜め方向に配置された一対の吸引ダクト１５Ａ、１５Ｂを経
て吸引ブロアー１７により吸引除去される。
なお、エアーノズル１４からのエアーにより吹き飛ばされる段ボール類又は紙製品類Ｃ
等の一面側（印刷面／表面）の紙粉を吸引除去する手段としては、前記一対の吸引ダクト
１５Ａ、１５Ｂ、吸引手段１６の他に、それ専用の例えば吸引ダクト１５Ａ、１５Ｂ、吸
引手段１６と同様な吸引手段（図示せず）をエアーノズル１４の近傍等に設置するように
構成しても良いことは前述した通りである。
【００２５】
このようにして、本実施例に係る段ボール類又は紙製品類Ｃ等の紙粉除去装置１によれ
ば、連動して回転する一対の紙粉除去用の棒状回転ブラシ体８Ａ、８Ｂによる段ボール類
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又は紙製品類Ｃ等の非印刷面に対する２段階で、且つ、各々斜め接触の接触面積を大とし
たブラシ処理と、エアーノズル１４による印刷面を傷付けないエアー吹き付け処理とによ
り、段ボール類又は紙製品類Ｃ等の印刷面を傷付けることなく印刷面、非印刷面、周囲及
び打ち抜き部分の各側面全体の紙粉除去を的確に行うことができる。
【００２６】
次に、図６、図７を参照して上述した実施例に係る装置の変形例について説明する。な
お、図６に示す紙粉除去装置１Ａにおいて、図２に示す紙粉除去装置１と同一の要素には
同一の符号を付して示す。
【００２７】
図６に示す紙粉除去装置１Ａは、前記一対の棒状回転ブラシ体８Ａ、８Ｂに替えて、各
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間隙２Ａ、３Ａに対して平面Ｖ状を呈するような斜め方向に一対の無端ベルト状で表面全
体にブラシ毛６１ｃを植設した回転ブラシ体６１Ａ、６１Ｂを配置したこと、回転ブラシ
体６１Ａ、６１Ｂを各々駆動モータ６２Ａ、６２Ｂにより個別に駆動するようにしたこと
が特徴である。
【００２８】
図７は一方の回転ブラシ体６１Ａ、駆動モータ６２Ａを示すものであり、駆動モータ６
２Ａの回転を、源動プーリ６３、従動プーリ６４により支持された無端ベルト状の回転ブ
ラシ体６１Ａに伝達し、前記間隙２Ａの領域で段ボール類又は紙製品類Ｃ等の非印刷面に
斜め接触の接触面積を大としたブラシ処理を行うものである。
他方の回転ブラシ体６１Ｂ、駆動モータ６２Ｂも、同様な構成となっている。
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【００２９】
図６に示す構成の紙粉除去装置１Ａによっても、図２に示す紙粉除去装置１の場合と同
様にして各々回転する一対の無端ベルト状の回転ブラシ体６１Ａ、６１Ｂによる段ボール
類又は紙製品類Ｃ等の非印刷面（裏面）に対する２段階で、且つ、各々斜め接触の接触面
積を大としたブラシ処理と、前記エアーノズル１４による印刷面（表面）を傷付けないエ
アー吹き付け処理とにより、段ボール類又は紙製品類Ｃ等の印刷面を傷付けることなく印
刷面、非印刷面、周囲及び打ち抜き部分の各側面全体の紙粉除去を的確に行うことができ
る。
【産業上の利用可能性】
【００３０】
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本発明は、上述した段ボール類又は紙製品類等に適用する他、打ち抜き成形されるシー
ト状のプラスチック板等の塵埃等の除去用としても適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明の実施例に係る段ボール類又は紙製品類等の紙粉除去装置の概略断面図で
ある。
【図２】本発明の実施例に係る段ボール類又は紙製品類等の紙粉除去装置の一対の棒状回
転ブラシ体８Ａ、８Ｂの上面に配置される各部を除去した状態の概略平面図である。
【図３】本発明の実施例に係る段ボール類又は紙製品類等の紙粉除去装置の概略側面図で
ある。
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【図４】本発明の実施例に係る段ボール類又は紙製品類等を示す表面図である。
【図５】本発明の実施例に係る段ボール類又は紙製品類等を示す裏面図である。
【図６】本発明の変形例の段ボール類又は紙製品類等の紙粉除去装置の概略平面図である
。
【図７】変形例における無端ベルト状の回転ブラシ体を示す斜視図である。
【符号の説明】
【００３２】
１

紙粉除去装置

１Ａ

紙粉除去装置

Ｃ

段ボール類又は紙製品類等

２

前段搬送コンベア群

３

後段搬送コンベア群

２Ａ、３Ａ

間隙

４

搬送コンベア群

５

押さえローラ

６

押さえローラ群

７

搬送手段

８Ａ、８Ｂ
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棒状回転ブラシ体

８ｃ

ブラシ毛

１０

連動機構部

１１

ウォーム

１２

ギヤ

１３

駆動手段

１４

エアーノズル

１５Ａ、１５Ｂ
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吸引ダクト

１６

吸引手段

１７

吸引ブロアー

１８

ベルト駆動モータ

２１

搬入系

２２

第１の積層ステーション
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２３

第２の積層ステーション

２５

駆動用モータ

２６

伝達ローラ

２７

伝達ベルト

３１

搬出系

３２

搬出コンベア

３３

受け取りストッカー

３４

排出用ストッカー

４１ａ乃至４１ｆ

第１乃至第６の無端ベルト

４２ａ乃至４２ｆ

第７乃至第１２の無端ベルト

６１Ａ、６１Ｂ
６１ｃ

回転ブラシ体

ブラシ毛

６２Ａ、６２Ｂ

駆動モータ

【図１】

【図３】

【図２】

【図４】
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