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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前後に長い基台（11）と、
　該基台（11）の上部に上下移動可能に取り付けられた紙載置台（12）と、
　前記基台（11）の後端部に起立した支持壁（13）に上下移動可能に設けられると共に、
下端部に刃受板(20)を有する昇降体（14）と、
　該昇降体（14）を上下移動させる操作ハンドル（15）と、
　下端が前記基台(11)に固設され、前記紙載置台(12)を貫通して配された上端刃先部にお
いて、紙載置台（12）上の紙を穿孔するパイプ状の穿孔刃(30)と、
　前記基台（11）の後端部側に設けられた静止対偶点で回動自在に枢支されると共に前記
載置台（12）の前端部側に設けられた長孔（12d）に摺動自在に支持された第１のリンク
（51）と、前記載置台（12）の後端部側に設けられた静止対偶点で回動自在に枢支される
と共に前記基台（11）の前端部側に設けられた長孔（11a）に摺動自在に支持された第２
のリンク（51）とを、中間部において交差させてピン結合した平行リンク機構（50）と、
　前記刃受板（20）が上昇した際に、前記紙載置台（12）を上昇させる戻りバネ手段(53)
と、を有し、
　操作ハンドル(15)を操作することで、前記刃受板（20）が下降し、該刃受板（20）との
間で紙を挟持した状態で前記紙載置台を水平状態で下降させ、前記穿孔刃（30）によって
紙に孔を形成するように構成されたことを特徴とする紙の孔明け装置。
【請求項２】
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　前記平行リンク機構（50）は、前記基台（11）と紙載置台（12）との間に並列して複数
設けられており、前記第１及び第２のリンクの動対偶点同士を共通の支持ロッド（52,52
）で固設し、該支持ロッド（52、52）の両側端部を前記長孔（11a,12d）に摺動自在に支
持させたことを特徴とする請求項１に記載の紙の孔明け装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、刃受板とパイプ状の穿孔刃との間で１枚以上の紙に文書の閉じ孔を確実に、
しかも安定して明けることのできる紙の孔明け装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から樹脂製円盤状の刃受板と金属製パイプ状に形成した穿孔刃との間で１枚以上の
文書紙等を挟み、同文書紙等に閉じ孔を明けることのできる各種形式の紙の孔明け装置が
用いられている。この種の孔明け装置の一つとして強力パンチ（例えば特許文献１参照。
）が提案されている。
【０００３】
　特許文献１に記載された紙の孔明け装置は、操作ハンドルを介して基台上に上下移動可
能に昇降体を支承し、同昇降体に穿孔刃を固定支持している。前記基台上に不動状態で載
置固定された紙載置台には嵌入凹部が形成されており、前記穿孔刃の垂直線に対して偏位
させた状態で前記嵌入凹部内に刃受板を回転可能に嵌入支持している。前記穿孔刃の刃先
部が前記刃受板に接近・離間動作する位置関係に両者を配置している。
【０００４】
　また、前記刃受板の周縁にはラチェット歯が形成されており、同ラチェット歯に係合す
る作動爪は、操作ハンドルによる昇降体の下降時には、操作ハンドルの回動と連動する連
動機構を介して前記ラチェット歯の回転方向とは反対方向に進み、操作ハンドルによる昇
降体の上昇時には、前記連動機構を介して作動爪が前記ラチェット歯に噛合して前記刃受
板を１ピッチ分だけ回転させるように構成されている。
【０００５】
　この紙の孔明け装置では、操作ハンドルを作動させる毎に前記刃受板と前記穿孔刃との
接触位置を変更することができる。このため、穿孔刃が常に刃受板の同一箇所に当接して
環状抜き溝を刃受板に生じさせてしまうのを防止することができ、多数枚の紙に文書の閉
じ孔を形成する上で、最下位の紙が前記穿孔刃の刃先部によって前記刃受板に生じた環状
抜き溝内に食い込んでしまい、最下位の紙の取出しができなくなるという不具合を解消す
ることができるというものである。
【特許文献１】特開平９－１０９０９８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記特許文献１に開示されたような従来の紙の孔明け装置においては、昇降体の上下動
に連動して、刃受板が紙載置台に形成した嵌入凹部内で間欠的に自動回転可能に嵌入支持
されており、また、パイプ状の穿孔刃が昇降体に固定支持されて昇降体とともに昇降動す
る構成となっている。この構成で操作ハンドルの回動操作によって昇降体を下降動させ、
前記穿孔刃の刃先部を紙載置台上に載置した任意の枚数の紙に対して一気に押し当てるこ
とで孔明け作業が行われる。
【０００７】
　このため穿孔時に切断した紙穿孔屑は、前記穿孔刃のパイプ状の内部に侵入することに
なる。穿孔操作を繰り返すことにより前記穿孔刃内に溜まった紙穿孔屑が順次押し上げら
れ、押し上げられた紙穿孔屑は、孔明け装置本体の内部に形成した排出路を介して、孔明
け装置本体に配した屑収集容器内に導かれ収納される。
【０００８】
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　しかしながら、この従来から行われている紙の孔明け装置では、前記穿孔刃の昇降時や
穿孔時、孔を明ける紙の交換時或いは孔明け装置の運搬時等において、同穿孔刃の内部に
侵入しきれなかった紙穿孔屑や、穿孔刃内に滞留していた紙穿孔屑が穿孔刃の刃先部から
外部に落下して周囲に飛散するという問題点を有している。
【０００９】
　特に、多量の紙穿孔屑が紙載置台又はその周辺部分に散乱すると、紙載置台や作業台を
汚すことになり、紙穿孔屑がギア等の周辺機構に付着してしまうとその作動性を悪化させ
てしまう原因ともなっていた。これを防止するため、紙穿孔屑は色々な形で、紙のパンチ
作業に支障を起こす原因となるため、紙穿孔屑を飛散させないようにするために清掃作業
を頻繁に行わなければならなくなっていた。このため、紙の穿孔作業が煩雑になり、パン
チ作業を簡単に速やかに行うことができないという問題があった。
【００１０】
　上記従来の紙の孔明け装置では、上述したように操作ハンドルの回動操作によって昇降
体を下降動させることで、パイプ状穿孔刃を基台上に配した刃受板に向けて接近動作させ
る動作を行わせなければならず、パイプ状穿孔刃の刃先部を紙載置台上に載置した紙束に
近接させた後に、一気に押し付けることによって孔明け作業が行われる。この穿孔時には
、紙載置台上に載置された紙束を不動な状態に保持し、その状態を維持させながら紙束に
対して前記穿孔刃の刃先部を押し込むことが肝要である。紙束を不動な状態に保持できな
い場合は、各紙がずれて各紙の穿孔位置や孔形態などが不均等になりやすいという問題点
を有している。
【００１１】
　紙の孔明け装置として従来から用いられている他の一例として、例えば円盤状の刃受板
が昇降体に固定支持され、パイプ状の穿孔刃が基台上に不動に立設された孔明け装置があ
る。この孔明け装置では、紙載置台がその基端部を中心として上下方向に揺動するように
構成され、操作ハンドルによる昇降体の下降時に、刃受板と紙載置台間で紙束を把持しな
がら、紙載置台を基台上に立設した前記穿孔刃に向けて揺動回動させ、刃受板と紙載置台
間で把持した紙束に穿孔を形成している。
【００１２】
　この種の紙載置台を揺動回動させる孔明け装置では、紙載置台の揺動時に紙束が動きや
すくなり、また穿孔刃に対する紙の穿孔位置がずれたり、パイプ状穿孔刃に対する紙束の
摩擦抵抗が大きくなるという問題を有している。
【００１３】
　前述の特許文献１に開示された孔明け装置では、基台に対して上下移動するパイプ状穿
孔刃を基台上に不動に配された刃受板に向けて接近・離間動作させており、パイプ状穿孔
刃内に残存している紙穿孔屑を合理的に排出させることが難しいという問題や、パイプ状
穿孔刃内に残存している紙穿孔屑が飛散してしまうという問題、更には紙の穿孔位置の位
置ずれや穿孔不良等が発生しやすいという問題などがあった。
【００１４】
　上述の紙載置台を揺動回動させる孔明け装置にあっても、紙の穿孔位置の位置ずれや穿
孔不良等が発生しやすいという問題などがあった。このため、簡単な構造でありながら、
紙穿孔屑の穿孔機能や排出機能などを円滑に安定して確保することが強く要求されており
、この要求に応えられれば、紙の孔明け装置の高品質化や低コスト化が実現できるように
なる。
【００１５】
　本発明は、上記課題に対してなされたものであり、構造が簡単なうえ安価に製造するこ
とができ、また紙穿孔屑を飛散させることなく円滑に且つ安定して確実に排出することが
でき、しかも安定した良好な穿孔機能や排出機能などを確保しながら、高品質化や低コス
ト化を実現可能とした紙の孔明け装置を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
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　本件請求項１に係る発明は、前後に長い基台と、該基台の上部に上下移動可能に取り付
けられた紙載置台と、前記基台の後端部に起立した支持壁に上下移動可能に設けられると
共に下端部に刃受板を有する昇降体と、該昇降体を上下移動させる操作ハンドルと、下端
が前記基台に固設され前記紙載置台を貫通して配された上端刃先部において紙載置台上の
紙を穿孔するパイプ状の穿孔刃と、前記基台の後端部側に設けられた静止対偶点で回動自
在に枢支されると共に前記載置台の前端部側に設けられた長孔に摺動自在に支持された第
１のリンクと、前記載置台の後端部側に設けられた静止対偶点で回動自在に枢支されると
共に前記基台の前端部側に設けられた長孔に摺動自在に支持された第２のリンクとを、中
間部において交差させてピン結合した平行リンク機構と、前記刃受板が上昇した際に、前
記紙載置台を上昇させる戻りバネ手段と、を有し、操作ハンドル(15)を操作することで、
前記刃受板が下降し、該刃受板との間で紙を挟持した状態で前記紙載置台を水平状態で下
降させ、前記穿孔刃によって紙に孔を形成するように構成されたことを特徴とする紙の孔
明け装置にある。
【００１７】
　本件請求項２に係る発明は、前記請求項１に係る発明にあって、前記平行リンク機構は
、前記基台と紙載置台との間に並列して複数設けられており、前記第１及び第２のリンク
の動対偶点同士を共通の支持ロッドで固設し、該支持ロッドの両側端部を前記長孔に摺動
自在に支持させたことを特徴としている。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明の紙の孔明け装置は、パイプ状の穿孔刃が基台に対して不動に配されるとともに
、刃受板が前記穿孔刃の上端刃先部に向けて離接可能に配されていること、紙載置台が前
記刃受板の接近動作と協動して同一方向にしかも水平な平行状態を維持しながら上下移動
する本発明に特有の移動手段を備えていることを特長としており、この点で従来の紙の孔
明け装置と大きく異なる構成となっている。
【００２１】
　上記特許文献１に開示された従来の技術は、上述のように刃受板が不動の紙載置台に固
定支持されるとともに、穿孔刃が昇降体に設けられて前記刃受板に対して離接可能に配さ
れているため、穿孔時に前記穿孔刃の内部には円形の紙穿孔屑が侵入して、穿孔操作を繰
り返すことにより前記穿孔刃内に溜まった紙穿孔屑が順次押し上げられることとなる。
【００２２】
　このため、前記穿孔刃の昇降時や穿孔時、穿孔を行う紙束の交換時或いは装置本体の運
搬時等において、同穿孔刃の内部に紙穿孔屑が侵入しきれなかったり、或いは穿孔刃内に
滞留している紙穿孔屑が、穿孔刃の下端刃先部から紙載置台に向けて散乱しながら落下す
るという不具合があった。
【００２３】
　本発明によれば、パイプ状の穿孔刃が基台に対して不動に配されているため、基台に収
容された屑収集容器内に、前記穿孔刃内に滞留している紙穿孔屑を順次下方向に向かって
押し込みながら落下させて収納することができる。したがって、紙穿孔屑が紙載置台やそ
の周辺部に落下して散乱することはなくなり、紙載置台やその周辺部を汚したり、紙穿孔
屑が周辺機構に付着して操作性を悪化させることを防止することができる、このため、紙
の清掃作業を行うことも少なくて済み、一枚以上の紙に対する穿孔作業を迅速に、しかも
円滑に且つ容易に行うことができるようになる。
【００２４】
　また、紙載置台が基部回動中心をもつ従来の孔明け装置では、紙載置台の揺動端の揺動
に伴い紙束の穿孔位置がずれたり、或いはパイプ状穿孔刃に対する紙束の摩擦抵抗が大き
くなるという不具合がある。
【００２５】
　これに対して本発明にあっては、前記移動手段による前記刃受板の接近時に、紙載置台
上に載置された穿孔すべき紙に当接した前記刃受板からの押圧力によって、穿孔すべき紙
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は紙載置台と刃受板間に把持された状態のままで、前記紙載置台が水平な平行状態を維持
しながら下降を行い、前記穿孔刃と協動して穿孔すべき紙に穿孔を形成することができる
構成となっている。
【００２６】
　このため、前記紙載置台上に載置された任意の枚数の紙を前記穿孔刃の上端刃先部に対
して常に平行状態を維持しながら、安定して移動することができるようになる。穿孔すべ
き紙は前記刃受板と前記紙載置台との間で上下に強固に挟持されながら、紙載置台ととも
に水平な平行状態を維持しながら下降を行い、前記穿孔刃によって穿孔されることとなる
。
【００２７】
　その結果、紙の穿孔位置の位置ずれを防止することができるとともに、積み重ねられた
多数枚の紙だけではなく一枚の紙であっても、前記穿孔刃に対する紙の摩擦抵抗を低減で
き、正確な穿孔位置で紙をしっかりと確実に且つ同時に連続して穿孔することができるよ
うになる。
【００２８】
　上記刃受板を前記穿孔刃の上端刃先部に向けて離接可能とする接離手段としては、前記
刃受板を前記穿孔刃に接近及び離間させることのできる構造であればよく、例えばラック
とピニオンの組合わせ、ラックとウォームの組合わせ、ボールネジとナットとの組合わせ
、リンク機構などから構成される機械的な駆動機構を、ハンドルの操作に連動させた連動
機構として接離手段を構成することができる。或いは油圧、空気圧、電気によるアクチュ
エータなどの各種の駆動機構を接離手段として使用することもできる。
【００２９】
　本発明の前記平行リンク機構として、第１及び第２の平行リンクにより構成される機構
を採用することができる。各平行リンク機構の一例として、例えば第１及び第２のリンク
の中間部をピン結合させて、各リンクが互いに交差してＸ字形をなす平行リンクを採用し
、前記紙載置台の上下方向への移動を基台に対して常に水平な平行状態を維持した状態で
行うことができる。
【００３０】
　前記第１及び第２のリンクにおける上下に隣接する端部の二点を静止対偶点として基台
及び紙載置台にそれぞれ枢支させ、他の二点を動対偶点として、それぞれ紙載置台及び基
台の長さ方向に摺動自在に支持するように構成することができる。平行リンク機構の他の
例としては、例えば第１及び第２リンクの動対偶点同士を連結して屈曲させた２リンクを
２個直列に用いた平行リンク機構などを採用することができる。
【００３１】
　各リンクの戻りバネ手段としては、例えば引っ張りバネ又は圧縮バネを使用することが
できる。平行リンク機構の形態や構造などに応じて戻りバネの設置位置などを適宜に設定
しておくことにより、戻りバネ手段のバネ力によって各リンクの円滑な回動を保証するこ
とができる。
【００３２】
　このような構成のリンク機構を用いることにより、前記刃受板の接近時には、同刃受板
から紙束を介した押圧力によって前記紙載置台全体が水平な平行状態を維持して下降する
ことができる。前記紙載置台上に載置された紙又は紙束は、刃受板の下降に伴って紙載置
台と共に紙載置台上における載置位置を変えずに、基台に対して常に水平な平行状態を維
持しながら下方向に移動することができる。紙載置台上に載置した紙は、穿孔刃と当接し
刃受板からの押圧力により穿孔されることになる。
【００３３】
　このため、紙の穿孔位置の位置ずれを発生することなく、所望の穿孔位置で紙に対して
真っ直ぐな穿孔を形成することができる。前記平行リンク機構は簡単な構造でありながら
、前記紙載置台上に積み重ねられた紙の枚数にかかわらず、紙載置台上に載置された紙を
介して刃受板の押下げ力によって、前記穿孔刃に対して安定した位置で確実に穿孔するこ
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とができる。このため、穿孔を行う十分な力を与えることができ、一枚以上の紙を正確に
穿孔することができる。これによって、紙の孔明け装置の高品質化と低コスト化を実現す
ることができる。
【００３４】
なお、本発明において、前記穿孔刃の基台支持側の開口端部に、同穿孔刃の筒内に滞留す
る穿孔屑の落下を抑制する落下抑制機構を更に設けてもよい。好適な落下抑制機構の一例
として、例えば前記基台を長さ方向の端部が開口するケース状に形成して、同ケース内に
屑収集容器を取り出し自在に収納し、基台に固定した前記穿孔刃の下方部位に形成した基
台の開口と屑収集容器に形成した紙穿孔屑を落下させる開口との開口位置が重ね合わされ
た構成となして、前記基台の開口と前記穿孔刃の下端における基端側開口との間に板バネ
材の自由端部を望ませる構成とすることで、同板バネ材でもって落下抑制機構を構成する
ことができる。このとき、前記板バネ材の自由端部は下方に屈曲して基台に介装されてい
ることが望ましい。
【００３５】
　上記構成を備えることにより、前記穿孔刃内に押し込まれて落下しようとする紙穿孔屑
は、前記落下抑制機構である板バネ材の上面に積載貯留されることになり、同板バネ材の
バネ力によって紙穿孔屑の落下を抑えることができる。紙の穿孔操作を繰り返すことによ
り所定量の紙穿孔屑が前記穿孔刃内に溜まり、前記穿孔刃内に積載貯留されている紙穿孔
屑が前記板バネ材のばね力に打ち勝ちバネ材の自由端部を下方向に撓ませると、紙穿孔屑
は同板バネ材を下方に撓ませながら前記穿孔刃の基端側開口端から下方へと落下すること
となる。落下した紙穿孔屑は、基端側開口端の下方に開口を配した前記屑収集容器内に直
接収容することができる。
【００３６】
　上記落下抑制機構は、前記穿孔刃が前記基台に不動に固設され、紙載置台が水平な平行
状態を維持して昇降動することができる構成のうえで初めてその機能が充分に発揮される
ものである。穿孔刃内に滞留する穿孔屑の落下を前記板バネ材を介して抑制することがで
きることによって、前記穿孔刃の穿孔時や交換時、或いは前記屑収集容器の引き出し時な
どに、同穿孔刃内に滞留している紙穿孔屑が穿孔刃から外部に落下して飛散することを確
実に防止することができる。更には、同時に装置の周辺機構に付着して操作性を悪化させ
ることも防止することができるようになる。
【００３７】
　従って、紙載置台や作業台及びその周辺を常に綺麗な状態に維持することができ、紙の
孔明け装置の操作性や紙穿孔作業の効率性を高めることができるようになる。また、前記
穿孔刃の基台支持側の開口端部と前記屑収集容器とを近接した状態で上下に配することが
できるようになり、装置全体の小型化や縮小化を確実に実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３８】
　以下、本発明の好適な実施形態を添付図面に基づいて具体的に説明する。
　図１は本発明の代表的な実施形態を示す紙の孔明け装置の要部を縦方向に切り欠いて概
略的に示す全体側面図、図２は同孔明け装置の一部を構成する部品の分離した状態を示す
斜視図、図３は同孔明け装置の背面を概略的に示す背面図である。なお、本実施形態にあ
っては、一対の刃受板が、それぞれ穿孔刃の上端刃先部に対して相対移動可能に設けられ
た紙の孔明け装置を例に挙げて説明するが、本発明はこれに限定されるものではなく、例
えば１以上の刃受板が、対向する穿孔刃の上端刃先部に対して相対移動可能に設けられた
紙の孔明け装置にも使用できるものである。
【００３９】
　図１に示す装置は、円盤状の刃受板２０とパイプ状の穿孔刃３０との間で１枚以上の紙
に文書の閉じ孔を形成する孔明け装置１０を示している。同孔明け装置１０は、前後に長
い直方体形をなす基台１１と、同基台１１の上部に上下移動可能に取り付けられた紙載置
台１２と、同基台１１の後端部（図１の左側）に起立した左右両側一対の支持壁１３，１
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３と、各支持壁１３の対向面に上下移動可能に案内支持された昇降体１４と、同昇降体１
４を上下移動させる略逆Ｕ字形の操作ハンドル１５とを備えている。
【００４０】
　前記刃受板２０（２１～２３）は、前記昇降体１４の下端部における左右両側壁部、す
なわち図１の紙面に直交する方向の下端部に配された左右両側壁部にそれぞれ形成された
挿入開口２４ａ（図１０）に挿入して配されている。前記穿孔刃３０の下端は前記基台１
１に固設されるとともに、その上端刃先部が前記紙載置台１２を貫通して配されている。
【００４１】
　前記紙載置台１２は、図２に示すように、平面状の上壁部１２ａの長さ方向に沿った両
側部の一部に同じ方向に多段に折り曲げられた略Ｕ字状をなす左右両側一対の側壁部１２
ｂ，１２ｂを有している。この紙載置台１２は、その縦断面が略Ω字状をなす金属製板体
からなり、その上壁部１２ａには、略横Ｃ字断面形状の金属製カバー体１６が長さ方向の
前後に移動自在に配される。前記紙載置台１２の各側壁部１２ｂの対抗面間は、前記カバ
ー体１６の左右側壁部を誘導案内する案内レール部を構成している。
【００４２】
　この紙載置台１２の長さ方向に沿った後部寄りの両側端面には、前記穿孔刃３０との干
渉を避けるための凹状切欠部１２ｃ，１２ｃが内方に向かい凹陥状の段差をもって形成さ
れている。一方、前記カバー体１６の前記凹状切欠部１２ｃに対応する位置には直線状の
円弧状長孔１６ａが形成されている。この円弧状長孔１６ａは、前記凹状切欠部１２ｃと
同様に、カバー体１６が紙載置台１２の長さ方向に移動するときに前記穿孔刃３０との干
渉を避けるための誘導案内空間を構成している。
【００４３】
　本発明の最も主要な特徴部とするところは、前記穿孔刃３０の下端が前記基台１１に不
動に配されること、前記刃受板２０が穿孔刃３０の上端刃先部に向けて接近・離間可能に
配されること、前記紙載置台１２が基台１１に対して常に水平な平行状態を維持して昇降
動する移動手段を備えていることにある。
【００４４】
　前記穿孔刃３０は、大径円筒状の構造をもつ基端部３０ａと、同基端部３０ａに中心軸
線に沿って延設された小径円筒状のロッド部３０ｂとにより構成されている。前記基端部
３０ａの内径は前記ロッド部３０ｂの内径よりも大きく設定されている。同ロッド部３０
ｂの上端内周面は外側に上傾斜するテーパ面によって先端が尖った刃面を形成している。
この上端刃先部は紙載置台１２の前記凹状切欠部１２ｃ及びカバー体１６の前記円弧状長
孔１６ａを貫通して配されている。
【００４５】
　一方の前記刃受板２０は、大径の円盤状本体２１と、同本体２１の中心軸線に沿って延
設された支持軸２２と、同支持軸２２の軸端部に固設されたフランジ部２３とにより構成
されている。このフランジ部２３の先端は略裁頭円錐状をなしている。フランジ部２３の
外周にはギア２３ａが形成されている。前記本体２１、支持軸２２及びフランジ部２３の
各中心軸線は同一垂直線上に配されている。前記刃受板２０は、前記穿孔刃３０の上端刃
先部に対して偏心位置に対向して配されており、垂直軸線周りに回転可能に配されている
。
【００４６】
　前記刃受板２０を前記穿孔刃３０の上端刃先部に向けて接近・離間動作させる接離手段
として、前記昇降体１４と操作部とが備えられている。操作部として、例えばラックとウ
ォーム機構、ボールネジとナット機構、リンク機構などの機械的な駆動機構を操作ハンド
ル１５の操作に連動させた連動機構として使用することができる。これら以外にも、油圧
、空気圧、電気による各種のアクチュエータを使用して構成することもできる。このよう
に、操作部としては、前記刃受板２０の接近力を前記穿孔刃３０に伝達できる構造であれ
ばよく、本発明は本実施形態に特に限定されるものではない。
【００４７】
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　本実施形態では、操作部の一部を構成する操作ハンドル１５が各支持壁１３間に回転自
在に横架支持された回転軸１５ａの露呈端部に固定支持されており、各支持壁１３の対向
面間に延在する回転軸１５ａの両側部には、図３に示すように一対のピニオンギア１５ｂ
，１５ｂが固着されている。前記昇降体１４には、各ピニオンギア１５ｂと噛合する左右
一対の直線状のラックギア１４ａ，１４ａが固設されている。従って、操作ハンドル１５
を図１における時計回りに回動させると、前記昇降体１４が各支持壁１３の対向面間に沿
って下降し、操作ハンドル１５を図１における反時計回りに回動させると、前記昇降体１
４が各支持壁１３の対向面間に沿って上昇する。
【００４８】
　本発明の典型的な実施形態による移動手段は、図１及び図２に示すように、基台１１及
び紙載置台１２の間に並列して配された左右両側に配した２組からなる一対の第１及び第
２の平行リンク機構５０，５０により構成されており、２組の平行リンク機構５０はとも
に同様の構造からなり、一方の組の平行リンク機構５０について説明を行い、他方の組の
平行リンク機構については同一の部材符号を用いることでその説明を省略する。
【００４９】
　各組の平行リンク機構５０は、第１及び第２のリンク５１，５１の中間部をピン結合さ
せて、各組のリンク５１が互いに交差してＸ字形をなす平行リンクから構成されている。
これによって、紙載置台１２の上下方向への移動を基台１１に対して常に水平な平行状態
に維持できるように構成されている。
【００５０】
　各組のリンク５１における上下に隣接する端部の二点は、それぞれ静止対偶点として基
台１１及び紙載置台１２に回動自在に枢支されている。従って、他の自由端部の二点は動
対偶点となる。各組のリンク５１の動対偶点同士はそれぞれ共通の支持ロッド５２，５２
に固設され、基台１１及び紙載置台１２の長さ方向に沿った左右側壁部には横長の円弧状
長孔１１ａ，１２ｄが形成され、各組の支持ロッド５２の両側端部がそれぞれ前記横長の
円弧状長孔１１ａ，１２ｄに長さ方向に沿って前後に摺動自在に支持されている。
【００５１】
　更に、各支持壁１３間に延びる直線状のバー部材１７と紙載置台１２の後端とには、平
行リンク機構５０を立ち上げる戻りバネ手段として引っ張りバネ５３が介装されている。
平行リンク機構５０の形態や構造などに応じて戻りバネ手段の設置位置、設置数などを適
宜に設定することができ、各組のリンクの円滑な回動を保証させることができる。各組の
リンクの戻りバネ手段として、例えば圧縮バネを使用することもでき、圧縮バネと引っ張
りバネを個別に使用することもできる。
【００５２】
　図４は平行リンク機構の変形例を模式的に示している。平行リンク機構５０の他の好ま
しい一例として、図４に示すように、第１及び第２リンク５４ａ，５４ｂの動対偶点同士
を連結して屈曲させた２リンクを前後に２個直列に用いた平行リンク機構が使用できる。
この変形例にあっても、左右２組のともに同様の構造からなる。各組の平行リンク機構５
０は、第１及び第２リンク５４ａ，５４ｂの一端を静止対偶点として基台１１及び紙載置
台１２に回動自在に枢支され、その自由端を動対偶点として互いに交差して逆向きに傾斜
された２リンクに対して、それぞれ平行に向かい合う他の第３及び第４リンク５４ｃ，５
４ｄを同一垂直面上に配した構成となっている。各動対偶点はとともに上下方向に平行に
移動するように構成されている。前記戻りバネ手段に関しては、上述したように所望数を
適宜の設置位置に設定すればよい。
【００５３】
　なお、平行リンク機構５０を２組用いた実施形態について、説明を行うが、平行リンク
機構は２組に限定されるものではなく、少なくとも１組以上の平行リンク機構を用いるこ
とで本願発明を実施できるものである。
【００５４】
　これらの平行リンク機構５０は前記刃受板２０の接近時に、昇降体１４の下降に伴って
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生じる刃受板２０からの押圧力によって前記紙載置台１２を下降させると、紙載置台１２
は同紙載置台１２に載置した図示せぬ任意の数の穿孔すべき紙とともに基台１１に対して
平行状態を維持して下降する。紙載置台１２の下降時において、同紙載置台１２に載置し
た図示せぬ穿孔すべき紙は、紙載置台１２の一部を構成するカバー体１６と刃受板２０と
の間で上下に強固に挟持されながら、前記穿孔刃３０によって穿孔されることになる。
【００５５】
　紙は穿孔刃３０の軸方向に対して真っ直ぐに当接していくことができるため、紙の穿孔
位置の位置ずれを発生することなく、所望の穿孔位置で紙を真っ直ぐに、しかも確実に穿
孔することができる。平行リンク機構５０が簡単な構造でありながら、刃受板２０の押圧
力によって前記カバー体１６上に載置された紙を穿孔刃３０に対して真っ直ぐに、しかも
確実に安定して押圧することができるため、任意の枚数の紙を正確に且つ綺麗に穿孔する
ことができる。なお、移動手段として、紙載置台１２を上下方向に平行に移動する構造で
あればよく、本発明は上記実施形態や変形例に限定されるものではないことは勿論である
。
【００５６】
　前記紙載置台１２の下面における前部寄りには、図１に示すように、前記基台１１に形
成された突部１１ｂに対応する位置に、摺動案内孔１２ｅ－１を有する矩形板状の垂直壁
部１２ｅが下方向に向けて直角に屈曲して形成されている。紙載置台１２の前記凹状切欠
部１２ｃに隣接して同じ方向に折り曲げられて相対向する左右側壁部には、案内バー１２
ｆが架橋して固設され、同案内バー１２ｆの両側の露呈端部が、前記基台１１の支持壁１
３の対向面に形成された縦長凹状の案内凹状部１３ａに摺動案内されるようにしている。
【００５７】
　前記紙載置台１２の後部上面には、略逆Ｌ字状をなす左右一対のストッパー部材１８，
１８が立設されており、各ストッパー部材１８の屈曲先端部が前記昇降体１４の中間部に
形成された左右一対の縦長のスリット状開口１４ｂ，１４ｂに差し込まれている。スリッ
ト状開口１４ｂの上下側の各開口端は、それぞれ前記昇降体１４の移動を阻止する上昇限
位置と下降限位置とに対応して形成され、昇降体１４が必要以上に昇降するのを規制する
昇降規制部としての機能を備えている。これらの構成により、紙載置台１２は刃受板２０
の接近動作と協動して左右方向にぶれることなく昇降動することができる。この実施形態
では、別体に形成された２個のストッパー部材１８を並列して配する構成を例示している
が、例えば各ストッパー部材１８の屈曲先端部間に連結板を有する枠体形状に形成しても
よい。
【００５８】
　なお、本実施形態では、紙載置台１２の前記摺動案内孔１２ｅ－１及び前記案内バー１
２ｆと基台１１の前記突部１１ｂ及び前記案内凹状部１３ａとの間で紙載置台１２が昇降
する一例を例示したが、本発明は図示例に限定されるものではなく、例えば基台１１及び
紙載置台１２のいずれか一方に形成された切欠きや凹部、孔部、筒部と、紙載置台１２及
び基台１１のいずれか他方に形成された突部や嵌入ピン、ロッドとにより構成することが
できるものである。
【００５９】
　この構成は、紙載置台１２を正確に且つ安定して誘導案内することができる。その結果
、各リンクのこじれや変形等を防止することができるとともに、左右のぶれを防止しなが
ら、円滑に回転することができるようになり、リンク機構５０の品質を長期間にわたり確
保している。また、これらの部材の設置位置や設置数などは、図示例に限定されるもので
はないことは勿論である。
【００６０】
　更に、本実施形態による紙の孔明け装置１０は、前記刃受板２０が孔明け装置本体の一
部を構成する昇降体１４の下端部における左右両側壁部に嵌脱自在に配されている。図５
は同昇降体の要部を縦方向に切り欠いて示す要部縦断面図であり、図６は図５のＶＩ－Ｖ
Ｉ線の矢視断面図である。
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【００６１】
　これらの図において、前記昇降体１４は縦長の直方体形をなすブロック体により構成さ
れている。その昇降体１４の下端部における両側壁部（図１に直交する方向の前後面）に
は、前記刃受板２０の支持軸２２を前記円盤状本体２１とフランジ部２３との間で嵌挿支
持する嵌脱部を構成する支持板２４が、その板面を前記昇降体１４の下部底面と平行に且
つ所定の間隔をおいて延設されている。また、昇降体１４と支持板２４との間には前記フ
ランジ部２３を収容する収容空間１４ｃが形成されている。
【００６２】
　前記支持板２４には、前記刃受板２０の支持軸２２を挿入する矩形をなす挿入開口２４
ａ（図１０）が形成され、同挿入開口２４ａと同一平面上で連通して前記支持軸２２を支
持するスリット状開口２４ｂ（図１０）が形成されている。前記フランジ２３の頂部には
係脱凹部２２ａが形成されている。前記刃受板２０と支持板２４との係脱に前記収容空間
１４ｃ内で前記係脱凹部２２ａと係脱する刃受板係脱部が使われている。
【００６３】
　この刃受板係脱部は、刃受板２０を案内板２４に位置決め支持する係脱部材２５と、同
係脱部材２５を上下方向に移動させる係脱部材操作部とを有している。同係脱部材操作部
は、操作ノブ２６と、前記係脱部材２５と刃受板２０とを係脱する短冊状の揺動片２７と
を有している。前記昇降体１４の下端部における両側壁部（図１に直交する方向の前後面
）には、前記収容空間１４ｃの周面と一致する縦長のスリット状孔１４ｄが形成されてお
り、同スリット状孔１４ｄに前記操作ノブ２６が上下動自在に固設されるとともに、前記
揺動片２７の自由端部の上面に弾性的に支持されている。
【００６４】
　このように、昇降体１４の下端部における両側壁部には前記収容空間１４ｃと支持板２
４とを有し、前記収容空間１４ｃには前記刃受板２０のフランジ部２３の頂部と係脱する
係脱部材２５を有している。このため、刃受板２０を前記収容空間１４ｃに向けて平行に
一直線上に沿って挿脱することができるようになり、刃受板２０の挿脱を常に安定して確
実に行うことができる。
【００６５】
　前記係脱部材２５は大径の円筒部２５ａと小径のロッド部２５ｂとにより構成されてい
る。前記ロッド部２５ｂは段差面を介して前記円筒部２５ａと同一中心軸線上に形成され
ている。前記ロッド部２５ｂのロッド端には、前記刃受板２０の係脱凹部２２ａに脱着可
能な同一形状をもち、下方向に突出するボール状係脱突起２５ｂ－１を有している。前記
昇降体１４の下端部には、前記係脱部材２５を上下移動自在に支持する縦長の支持空間部
１４ｅが貫通して形成されている。
【００６６】
　前記支持空間部１４ｅは、前記係脱部材２５の段差面に当接して上下移動を規制する円
形支持面を有する段部をもつ階段形状をなしている。前記係脱部材２５の段差面は、前記
支持空間部１４ｅの円形支持面に圧縮バネ２８のばね力に抗して上下方向に移動自在に弾
性的に位置決め支持される。また、前記係脱部材２５の係脱突起２５ｂ－１は、前記刃受
板２０の係脱凹部２２ａに嵌入されている。
【００６７】
　前記揺動片２７は、前記支持空間部１４ｅを横切って前記収容空間１４ｃと平行に形成
された横貫通孔１４ｆから前記収容空間１４ｃに対して垂直面上で直交して合流する縦長
の操作空間部１４ｇにわたり挿入されており、前記横貫通孔１４ｆの中間位置を揺動支点
として前記係脱凹部２２ａに向けて弾性的に揺動する。
【００６８】
　前記係脱部材２５は、前記圧縮バネ２８のばね力により常に下方に向けて付勢されてい
る。この圧縮バネ２８の押下げ力は、前記係脱部材２５の円筒部２５ａが前記揺動片２７
を介して前記支持空間部１４ｅの円形支持面に係止することにより受け止められ、揺動片
２７の自由端部が前記操作ノブ２６を定位置に静止させている。操作ノブ２６を上下に摺
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動操作することにより、揺動片２７の中間位置を揺動支点として揺動し、前記刃受板２０
の係脱凹部２２ａと前記係脱部材２５の係脱突起２５ｂ－１との係脱がなされる。
【００６９】
　このように、前記係脱部材２５を刃受板２０の挿脱方向に直交する方向に揺動可能に支
持して刃受板２０を弾性的に係脱するようにしているため、操作ノブ２６を刃受板２０の
挿脱方向と直交する下方向に操作することにより、前記刃受板２０の係脱凹部２２ａと前
記係脱部材２５の係脱突起２５ｂ－１との係脱が解除できる。
【００７０】
　簡単な構造でありながら、前記刃受板２０を常に円滑に且つ安定して確実に操作するこ
とができ、その取扱性も極めて容易であり、刃受板２０の挿脱を容易に行うことができる
。なお、前記係脱部材２５を下方に付勢する前記圧縮バネ２８のばね力を予め設定してお
いて、前記刃受板２０の係脱凹部２２ａと前記係脱部材２５のボール状係脱突起２５ｂ－
１とを係着支持することで、前記刃受板２０を水平回転可能に支持することができること
は勿論である。
【００７１】
　更に、本孔明け装置１０は、前記穿孔刃３０を不動に支持する穿孔刃支持体３１を前記
基台１１に脱着自在に配している。図７～図９に穿孔刃支持体３１の構造例を示している
。図７は紙の孔明け装置の一部を構成する穿孔刃支持体の要部を示す要部縦断面図であり
、図８は同穿孔刃支持体の平面図、図９は同穿孔刃支持体の裏面図である。なお、図７は
図８のＶＩＩ－ＶＩＩ線の矢視断面を示している。
【００７２】
　これらの図において、穿孔刃支持体３１はダイキャスト製の成形品からなり、偏平な上
面部の前後及び左右に形成された壁部を有する下面を開放した長い矩形殻体により構成さ
れている。この穿孔刃支持体３１の挿脱ガイド部として、図８に示すように前記基台１１
の左右方向（図１に直交する方向）の両側部に前記穿孔刃支持体３１の幅と略同一寸法を
有する前後一対の略逆Ｌ字状ガイド片１１ｃ，１１ｃが、それぞれ基台１１の左右方向に
わたり間欠的に形成される。また、穿孔刃支持体３１の係着部としては、図７に示すよう
に、基台１１の前記ガイド片１１ｃ間に上下に貫通する係脱孔部１１ｄが穿設されている
。　
【００７３】
　前記穿孔刃支持体３１の左右壁部の下端縁には、前記ガイド片１１ｃに脱着するフラン
ジ３１ａ，３１ａが形成されている。この穿孔刃支持体３１の内部には穿孔刃支持部３２
が形成され、同穿孔刃支持部３２は前記穿孔刃３０の基端部３０ａを下方から差し込んで
嵌着支持するための差込開口を有する円筒状の構造に形成されている。また、基台１１の
前記係脱孔部１１ｄに対応する位置には、矩形筒状の構造をもつ挿脱空間部３３が形成さ
れている。前記穿孔刃支持部３２内には、図９に示すように、穿孔刃３０の抜けを防止す
るための押さえ板バネ３４の一端が固設されており、その自由端が前記穿孔刃３０の基端
部３０ａに対して弾性的に当接して支持するように配されている。
【００７４】
　前記挿脱空間部３３内には、略Ｌ字状断面の揺動部材３５が屈曲部を回動中心として水
平軸線周りに回動自在に固定支持されている。この揺動部材３５は、揺動支点側に配され
た矩形板状の操作片３５ａと、同操作片３５ａに直交して揺動方向に延設された係脱部材
３５ｂとを有している。同係脱部材３５ｂの上面と前記穿孔刃支持体３１の内部上面とに
対向して形成された円形状断面をもつ上下一対の凹部間には、圧縮バネ３６が介装されて
おり、この係脱部材３５ｂは前記圧縮バネ３６のばね力により常に下方に向けて付勢され
ている。
【００７５】
　前記係脱部材３５ｂの揺動端の下面には、基台１１の前記係脱孔部１１ｄに嵌入可能な
高さをもって係脱突起３５ｂ－１が突設されている。穿孔刃支持体３１が基台１１の差込
限位置にあるとき、前記係脱孔部１１ｄには前記係脱突起３５ｂ－１が弾性的に嵌入して
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係着される。穿孔刃支持体３１を基台１１から引き出すときには、その引き出し方向と同
一方向に前記操作片３５ａを押すことにより、前記係脱孔部１１ｄと前記係脱突起３５ｂ
－１との係合が弾性的に解除されるように構成している。
【００７６】
　このような構成は、前記穿孔刃支持体３１の挿脱方向に直交する方向に揺動可能に支持
された係脱部材３５ｂの係脱突起３５ｂ－１を、前記係脱孔部１１ｄに弾性的に係脱する
ようにしている。このため、前記操作片３５ａを前記穿孔刃支持体３１の抜脱方向と同一
方向に操作することにより、前記係脱孔部１１ｄと前記係脱突起３５ｂ－１との係合が容
易に解除でき、その交換作業を速やかに行うことができる。
【００７７】
　このように、前記穿孔刃支持体３１の構造はコンパクトに形成することができるため、
装置全体の小型化や縮小化が確実に達成できる。また、穿孔刃支持体３１の引き出し方向
と同一方向に前記操作片３５ａを押すことにより、前記係脱孔部１１ｄと前記係脱突起３
５ｂ－１との係合が自動的に解除される。これによって、簡単な構造でありながら、基台
１１に対して穿孔刃支持体３１を常に円滑に且つ安定して確実に操作することができ、そ
の取扱性も極めて容易である。
【００７８】
　更に、本実施形態に係る紙の孔明け装置１０は、前記穿孔刃３０の内部に滞留する図示
せぬ円形の紙穿孔屑の落下を抑制する、本発明の他の特徴部をなす落下抑制機構が使われ
ている。本実施形態に係る紙の孔明け装置１０の主要な機構の一つである落下抑制機構は
、図７に示すように板バネ材４０を有している。前記基台１１の一部は、図１に示すよう
に長さ方向の端部が開口するケース状に形成されており、その空間部を屑収集容器６０の
収容空間部としている。前記基台１１における穿孔刃３０の基端部３０ａの固設位置には
、前記屑収集容器６０の収容空間部に貫通した紙穿孔屑落下用の開口１１ｅが形成されて
いる。前記板バネ材４０の本体側は、基台１１上に取付ビスにて締付固定されており、そ
の自由端部は下方に屈曲して、基台１１の開口１１ｅと穿孔刃３０の基台支持側の開口端
部６６ａとの間に介装されている。
【００７９】
　前記穿孔刃３０内を押し込まれて落下しようとする紙穿孔屑は、前記板バネ材４０の上
面に積載貯留され、板バネ材４０のバネ力によって紙穿孔屑の落下を抑えることができる
。紙の穿孔操作を繰り返して所定量の紙穿孔屑が前記穿孔刃３０内に溜まると、穿孔刃３
０内に積載貯留されている紙穿孔屑が、前記板バネ材４０のバネ力に打ち勝ち板バネ材４
０の自由端部を下方向に撓ませる。紙穿孔屑は前記板バネ材４０を撓ませながら下方に押
し下げて、前記穿孔刃３０の基端部側の開口から落下する。落下した紙穿孔屑は前記屑収
集容器６０内に直接収容される。
【００８０】
　前記穿孔刃３０は、基台１１に固設されるとともに、前記板バネ材４０を介して同穿孔
刃３０内に滞留する穿孔屑の落下を抑制できるため、穿孔刃３０の穿孔時や交換時、或い
は前記屑収集容器６０の引き出し時などに、穿孔刃３０内に滞留している紙穿孔屑が穿孔
刃３０の基端部側の開口から外部に落下して飛散することを防止することができる。
【００８１】
　これによって、穿孔刃３０内に滞留している紙穿孔屑が外部に飛散したり、或いは上記
接離手段などの周辺機構に付着して操作性を悪化させることを防止することができ、紙載
置台１２や図示せぬ作業台を常に綺麗な状態に保つことができる。また、装置の操作性を
高めて紙の穿孔作業を速やかに且つ容易に行うことができる。
【００８２】
　更に、本実施形態に係る紙の孔明け装置１０は、前記昇降体１４の上下移動に連動して
前記刃受板２０を所定の角度回転させる自動回転機構７０を、前記支持板２４と昇降体１
４との間に形成された前記収容空間１４ｃに配している。図１０は刃受板２０の自動回転
機構７０の要部に関して横方向に切り欠いた要部横断面図であり、同自動回転機構の内部
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構造を概略的に示している。
【００８３】
　同図において、前記刃受板２０の自動回転機構７０は、前記支持板２４に各刃受板２０
のフランジ部２３と同一平面上に配された左右一対の矩形板状の係脱部材７１，７１と、
同係脱部材７１と直交する方向に配された刃受板２０用の戻り止め部材７２，７２とを有
している。前記係脱部材７１には長孔７１ｂが形成されており、同長孔７１ｂと前記支持
板２４の上面に突設された突出ピン２４ｃとが係合されている。
【００８４】
　前記刃受板２０のフランジ部２３の外周に形成されたギア２３ａと対向する前記係脱部
材７１の側面には、ギア２３ａの回転方向に延出する弾性係合爪７１ａを有しており、同
弾性係合爪７１ａの先端係合面が前記ギア２３ａと係合している。この係脱部材７１は、
各支持壁１３の対向面間に固設された図１及び図３に示すカム板１９のカム面によって、
昇降体１４に向けて弾性的に押圧されるように構成されている。
【００８５】
　従って、昇降体１４の上下移動と連動して前記弾性係合爪７１ａの先端係合面が前記ギ
ア２３ａに係合する方向に移動し、同先端係合面とギア２３ａとが係合する。また、前記
弾性係合爪７１ａがカム板１９のカム面により押圧されて図１０の下方向に移動し、ギア
２３ａを１ピッチ回転させ、同ギア２３ａを介して刃受板２０を１ピッチ分回転させるこ
とができる。
【００８６】
　一方の前記戻り止め部材７２の前記ギア２３ａと対向する側面には、ギア回転方向と反
対側に延出する弾性係合爪７２ａを有しており、同弾性係合爪７２ａの先端係合面が前記
ギア２３ａの逆回転を阻止すべくギア２３ａと係合している。　前記係脱部材７１には、
前記支持板２４との間に張設された圧縮バネ７３が介装されており、同圧縮バネ７３のば
ね力により常に昇降体１４の外方に向けて付勢されている。前記圧縮バネ７３のばね力は
、係脱部材７１の前記長孔７１ｂに受け止められ、前記ギア２３ａが静止している。
【００８７】
　いま、前記昇降体１４が下降すると、前記係脱部材７１は、各支持壁１３の対向面間に
固設されたカム板１９から離れて前記圧縮バネ７３のばね力によって外方に向けて付勢さ
れる。このときも、前記戻り止め部材７２の弾性係合爪７２ａは、前記ギア２３ａに係合
されている。このため、前記係脱部材７１の弾性係合爪７１ａを前記ギア２３ａとの係合
を解除する拡開方向に弾性変形させながら、前記ギア２３ａが前記係脱部材７１の弾性係
合爪７１ａの先端係合面を通過する。この弾性係合爪７１ａの弾性に抗した変形がリング
ギア間に弾性復帰し、ギア２３ａと弾性係合爪７１ａとの係合がなされる。この噛合状態
で、それ以上の回転が阻止されることになり、前記刃受板２０の回転が自動的に阻止され
る。
【００８８】
　これとは逆に昇降体１４が上昇すると、前記係脱部材７１は前記カム板１９のカム面に
よって昇降体１４の内部に向けて弾性的に押圧される。このとき、前記戻り止め部材７２
の弾性係合爪７２ａが、前記ギア２３ａから離れて戻り止め部材７２及びギア２３ａの係
合状態が解除される。この解除時に、前記係脱部材７１の弾性係合爪７１ａが前記ギア２
３ａを押して、刃受板２０が所定の回転角度をもって１ピッチ分だけ自動的に回転する。
【００８９】
　上記特許文献１に開示された従来の技術では、上述のように操作ハンドルから下方に離
れた刃受板が紙載置台上に載置支持されるため、その構造上、操作ハンドルの回動操作に
伴い刃受板を所定の角度回転させるにあたり、操作ハンドルと刃受板とを連動する複雑な
連動機構を設ける必要がある。これに対して、本願実施形態によれば、前記刃受板２０の
上下移動に連動して、同刃受板２０を所定の角度で回転させる構成を備えているため、従
来のように複雑な連動機構を排除することが可能となり、前記刃受板２０と同一平面上に
簡単な構造の自動回転機構７０を集約化してコンパクト化することができる。
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【００９０】
　なお、上記実施形態では、前記ギア２３ａと弾性係合爪７１ａとを配した自動回転機構
７０の構造例を挙げているが、上記図示例に限定されるものではなく、前記刃受板２０を
回転させることができ、且つ刃受板２０に係脱する構造であればよく、その構造や形態等
は特に限定されるものではない。
【００９１】
　係脱部材として、例えば弾性係合爪と同様にラチェット爪などの爪部を有する各種の構
造を採用することができる。また、前記ギア２３ａは、刃受板２０の周縁に形成すること
ができる。前記係脱部材７１として、例えばラチェット歯と弾性的に係合・解除する一般
的な作動爪を使用することができる。
【００９２】
　従って、前記係脱部材７１は単純な矩形板片に近い構造でよく、複雑な構造に形成する
ことがなくなる。複雑な連動機構を排除することができるため、自動回転機構の構成部品
の削減と相まって組立費、製作費や材料費の低コスト化が実現できる。また、装置全体の
小型化、縮小化、軽量化や薄型化を確実に達成することができる。更に、上記自動回転機
構を採用すると、簡単な構造でありながら、紙の穿孔位置、穿孔の大きさや形態などを常
に正確に且つ安定して保証することができるようになる。これによって、刃受板や穿孔刃
の品質を高め、その使用時の安全性や信頼性等を著しく向上させることができ、更にはそ
の取扱性も容易にすることができる。
【００９３】
　本実施形態に係る紙の孔明け装置１０は、前記穿孔刃３０の基端部の筒内から排出され
る紙穿孔屑を収集する合成樹脂製の屑収集容器６０を、基台１１の容器収容空間内に脱着
自在に収容している。図１１及び図１２は屑収集容器を示している。
【００９４】
　これらの図において、屑収集容器６０は、円弧状に湾曲する凹面状の円弧面６１ａの前
後に引き出し側及び差し込み側の平坦な上壁面を有し、天井壁部６１に前後側壁部６２，
６３、左右側壁部６４，６４及び底壁部６５を備えている。この屑収集容器６０の前記前
側壁部６２及び左右側壁部６４の隅角部分には、前記底壁部６５の底面に向けて円弧面状
に湾曲した断面をもつ左右一対の膨出部６６，６６が突設されている。その膨出部６６の
上面が矩形をなす紙穿孔屑の導入口６６ａとされている。
【００９５】
　容器装着時にはこの導入口６６ａは、前記穿孔刃３０の基端部３０ａの開口端部に対応
して形成された基台１１の上記開口１１ｅの直下に配される。従って、前記屑収集容器６
０内に、穿孔刃３０内に滞留している紙穿孔屑を押し込みながら直接落下させることがで
き、紙穿孔屑が紙載置台１２の周辺部に落下して散乱することはなくなり、紙載置台１２
や作業台を汚したり、周辺機構に付着して操作性を悪化させることはない。
【００９６】
　前記天井壁部６１の引き出し側の上壁面は、上下方向に開閉する開閉蓋体６７からなる
。この開閉蓋体６７は、前記天井壁部６１の凹面状上壁面６１ａの頂点に隣接する左右側
壁部６４にヒンジ部６７ａを介して回動自在に支持されるとともに、係合部６７ｂを介し
て開閉自在に固定されている。この係合部６７ｂは、前記開閉蓋体６７又は前記左右側壁
部６４のいずれか一方に形成された係合凹部と、前記左右側壁部６４又は前記開閉蓋体６
７のいずれか他方に形成された突部とから構成されている。
【００９７】
　前後側壁部６２，６３、左右側壁部６４及び底壁部６５の隅角部分６８と前記円弧面状
の上壁面６１ａとは、凹状に湾曲する曲面に形成されている。屑収集容器６０の内部は、
前記紙穿孔屑導入口６６ａ側から前記開閉蓋体６７側に向けて次第に拡開するように形成
されている。
【００９８】
　屑収集容器６０の内部は、紙穿孔屑の導入口６６ａを除いて天井壁部６１にて完全に隠
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蔽して外部に露呈しないように構成されている。このため、装置の運搬時、屑収集容器６
０の引き出し時に、屑収集容器６０内に収容されている紙穿孔屑が散乱して作業台及び作
業台周辺を汚したり、各機構に付着して操作性を悪化させることを防止することができる
。　
【００９９】
　また、屑収集容器６０の内部は、上述のように前記開閉蓋体６７側に向けて湾曲する曲
面に形成されているため、前記穿孔刃３０の基端部３０ａの下面開口端から屑収集容器６
０に収集された紙穿孔屑を紙穿孔屑導入口６６ａ側から開閉蓋体６７側に向けて円滑に、
容易に且つ確実に移動させることができるようになる。その結果、屑収集容器６０が満杯
になると、紙穿孔屑の塊が前記ヒンジ部６７ａを回動中心として開閉蓋体６７を上方に押
し上げることによって、前記穿孔刃３０内に紙穿孔屑が詰まることを防止することができ
、穿孔刃３０の変形や破損などが防止できる。
【０１００】
　更に、本実施形態に係る紙の孔明け装置１０は、前記紙載置台１２に紙の穿孔位置を任
意に変更できる紙当て部材８０を備えている。図１３～図１５に紙当て部材８０の一例を
示している。図１３は同紙当て部材を概略的に示す横断面図であり、図１４は同紙当て部
材の起立した状態を概略的に示す要部縦断面図、図１５は同紙当て部材の倒伏した状態を
概略的に示す要部縦断面図である。
【０１０１】
　これらの図において、前記紙載置台１２の左右両側端部には、共通の図示せぬピニオン
と噛合する前後一対のサイドゲージラック８１が、基台１１の左右方向に向けて互いに反
対側に移動可能に配されている。各サイドゲージラック８１の先端面には、紙当て部材８
０が、支持軸８０ａを介してサイドゲージラック８１に対して直交する方向に回動自在に
支持されている。
【０１０２】
　前記紙当て部材８０には、サイドゲージラック８１の先端を収容する凹状の嵌着開口８
０ｂが形成されるとともに、同嵌着開口８０ｂの一面からサイドゲージラック８１の長さ
方向の軸線上に向けて連通する平面視矩形空間部８０ｃが形成されている。この矩形空間
部８０ｃ内には、サイドゲージラック８１の先端面に弾性的に当接させ、サイドゲージラ
ック８１に対して直交する起立位置とその長さ方向の軸線上にある倒伏位置との２位置に
、前記紙当て部材８０を位置決めするストッパー部材８２が圧縮バネ８３を介して収容さ
れている。
【０１０３】
　前記サイドゲージラック８１の先端部下端側の隅角部は、図１４及び図１５に示すよう
に、紙当て部材８０の第１の回動案内面８１ａを有するとともに、前記紙当て部材８０は
前記サイドゲージラック８１に対する第２の回動案内面８０ｄを有している。各回動案内
面８０ｄ，８１ａは、それぞれ前記支持軸８０ａを中心とする円弧面状の断面をもち、前
記サイドゲージラック８１に対して紙当て部材８０が円滑に回動するように構成されてい
る。
【０１０４】
　前記紙当て部材８０が倒伏状態から、前記紙当て部材８０をサイドゲージラック８１に
対して直交する起立方向に回動操作すると、紙当て部材８０は、圧縮バネ８３のばね力に
抗して前記サイドゲージラック８１の先端面に押圧した状態で起立する。
【０１０５】
　つまり、前記ストッパー部材８２が前記サイドゲージラック８１の上端隅角部を乗り越
えると同時に、前記紙当て部材８０は圧縮バネ８３を介して前記サイドゲージラック８１
の先端部上面に係合される。この係合状態にあるとき、前記紙当て部材８０を更に回動操
作しようとしても、サイドゲージラック８１の先端部上面にストッパー部８２が当接して
、紙当て部材８０のそれ以上の回動が規制される。
【０１０６】
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　この紙当て部構造は、一対のサイドゲージラック８１が基台１１の左右方向に向けて、
互いに反対方向に移動可能に配されているため、穿孔すべき紙の中心を位置決めすること
ができる。また、前記ストッパー部材８２を介して各サイドゲージラック８１の紙当て部
材８０を、サイドゲージラック８１に対して直交する起立位置とその長さ方向の軸線上に
ある倒伏位置との２位置に独立して位置決めすることができる。
【０１０７】
　このため、穿孔すべき紙の大きさにかかわらず、紙の上端又は下端を基準として同一の
穿孔位置や穿孔数を任意に選択して孔を形成することができる。その結果、所望の整理形
態、例えばＡ４の紙の下端とＢ５の紙の下端とを揃えた形態、或いはＡ４の紙の上端とＢ
５の紙の上端とを揃えた形態をもってファイルに書類を整理してつづり込むことが可能と
なる。
【０１０８】
　以上の説明からも明らかなように、本実施形態に係る紙の孔明け装置１０は、紙載置台
移動手段である平行リンク機構５０の存在により、穿孔刃３０のに対する刃受板２０の接
近時には、同刃受板２０の押圧力によって紙載置台１２を同刃受板２０の移動方向と同一
方向に水平な平行状態で円滑に移動できるように構成されている。このため、前記紙載置
台１２上に載置された任意の枚数の紙を前記刃受板２０と前記紙載置台１２との間で上下
に強固に挟持しながら、穿孔刃３０の上端刃先部に対して真っ直ぐに当接させることがで
きる。
【０１０９】
　従って、紙の穿孔位置の位置ずれを防止することができるとともに、前記穿孔刃３０に
対する紙の抵抗を大幅に低減でき、真っ直ぐな閉じ孔を紙に形成することができる。
【０１１０】
　また、パイプ状の穿孔刃３０が基台１１に対して不動に配されるとともに、刃受板２０
が前記穿孔刃３０の上端刃先部に向けて接近・離間可能に配される紙の孔明け装置に上記
移動手段を備えたことによって、上記刃受板嵌脱機構、上記穿孔刃の脱着機構、上記紙穿
孔屑落下抑制機構、上記刃受板自動回転機構、上記屑収集容器、上記紙当て部材倒伏機構
などの性能を充分に確保しながら、それらの設計の自由度を高めることができる。
【０１１１】
　なお、本発明は上記実施形態や変形例に限定されるものではなく、それらの実施形態や
変形例から当業者が容易に変更可能な技術的な範囲をも当然に包含するものである。
【図面の簡単な説明】
【０１１２】
【図１】本発明の代表的な実施形態を示す紙の孔明け装置の要部を縦方向に切り欠いて概
略的に示す全体側面図である。
【図２】同孔明け装置の一部を構成する部品の分離した状態を示す斜視図である。
【図３】同孔明け装置の背面図である。
【図４】同平行リンク機構の変形例を模式的に示す説明図である。
【図５】同昇降体の要部を縦方向に切り欠いて示す要部縦断面図である。
【図６】図５のＶＩ－ＶＩ線の矢視断面図である。
【図７】同穿孔刃支持体の要部を縦方向に切り欠いて示す要部縦断面図である。
【図８】同穿孔刃支持体の平面図である。
【図９】同穿孔刃支持体の裏面図である。
【図１０】同刃受板の自動回転機構の要部を横方向に切り欠いて内部構造を概略的に示す
要部横断面図である。
【図１１】同屑収集容器の側面図である。
【図１２】同平面図である。
【図１３】同紙当て部材の倒伏状態を概略的に示す横断面図である。
【図１４】同紙当て部材の起立した状態を概略的に示す要部縦断面図である。
【図１５】同紙当て部材の倒伏した状態を概略的に示す要部縦断面図である。
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【符号の説明】
【０１１３】
１０　　　　　　孔明け装置
１１　　　　　　基台
１１ａ　　　　　円弧状長孔
１１ｂ　　　　　突部
１１ｃ　　　　　ガイド片
１１ｄ　　　　　係脱孔部
１１ｅ　　　　　開口
１２　　　　　　紙載置台
１２ａ　　　　　上壁部
１２ｂ　　　　　側壁部
１２ｃ　　　　　凹状切欠部
１２ｄ　　　　　円弧状長孔
１２ｅ　　　　　垂直壁部
１２ｅ－１　　　摺動案内孔
１２ｆ　　　　　案内バー
１３　　　　　　支持壁
１３ａ　　　　　案内凹状部
１４　　　　　　昇降体
１４ａ　　　　　ラックギア
１４ｂ　　　　　スリット状開口
１４ｃ　　　　　収容空間
１４ｄ　　　　　スリット状孔
１４ｅ　　　　　支持空間部
１４ｆ　　　　　横貫通孔
１４ｇ　　　　　操作空間部
１５　　　　　　操作ハンドル
１５ａ　　　　　回転軸
１５ｂ　　　　　ピニオンギア
１６　　　　　　カバー体
１６ａ　　　　　円弧状長孔
１７　　　　　　バー部材
１８　　　　　　ストッパー部材
１９　　　　　　カム板
２０　　　　　　刃受板
２１　　　　　　円盤状本体
２２　　　　　　支持軸
２２ａ　　　　　係脱凹部
２３　　　　　　フランジ部
２３ａ　　　　　ギア
２４　　　　　　支持板
２４ａ　　　　　挿入開口
２４ｂ　　　　　スリット状開口
２４ｃ　　　　　突出ピン
２５　　　　　　係脱部材
２５ａ　　　　　円筒部
２５ｂ　　　　　ロッド部
２５ｂ－１　　　係脱突起
２６　　　　　　操作ノブ
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２８　　　　　　圧縮バネ
３０　　　　　　穿孔刃
３０ａ　　　　　基端部
３０ｂ　　　　　ロッド部
３１　　　　　　穿孔刃支持体
３１ａ　　　　　フランジ
３２　　　　　　穿孔刃支持部
３３　　　　　　挿脱空間部
３４　　　　　　押さえ板バネ
３５　　　　　　揺動部材
３５ａ　　　　　操作片
３５ｂ　　　　　係脱部材
３５ｂ－１　　　係脱突起
３６　　　　　　圧縮バネ
４０　　　　　　板バネ材
５０　　　　　　平行リンク機構
５１　　　　　　リンク
５２　　　　　　支持ロッド
５３　　　　　　引っ張りバネ
５４ａ～５４ｄ　リンク
６０　　　　　　屑収集容器
６１　　　　　　天井壁部
６１ａ　　　　　円弧面
６２，６３　　　前後側壁部
６４　　　　　　左右側壁部
６５　　　　　　底壁部
６６　　　　　　膨出部
６６ａ　　　　　導入口
６７　　　　　　開閉蓋体
６７ａ　　　　　ヒンジ部
６７ｂ　　　　　係合部
６８　　　　　　隅角部分
７０　　　　　　自動回転機構
７１　　　　　　係脱部材
７１ａ　　　　　弾性係合爪
７１ｂ　　　　　長孔
７２　　　　　　戻り止め部材
７２ａ　　　　　弾性係合爪
８０　　　　　　紙当て部材
８０ａ　　　　　支持軸
８０ｂ　　　　　嵌着開口
８０ｃ　　　　　矩形空間部
８０ｄ，８１ａ　回動案内面
８１　　　　　　サイドゲージラック
８２　　　　　　ストッパー部材
８３　　　　　　圧縮バネ
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