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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
第１のモータの駆動により搬送方向と直交する方向に移動する、用紙の搬送方向に延びる
給紙定規と、前記給紙定規に沿って搬送された用紙を停止する、搬送方向と直交する方向
に延びる第１ストッパと、第２のモータの回転駆動により搬送方向と直交する方向に移動
する、前記給紙定規に沿って搬送された用紙の搬送方向に延びる第１ガイドと、前記第１
ガイドと対向し第３のモータの回転駆動により搬送方向と直交する方向に移動する第２ガ
イドと、前記第１ストッパと前記第１および第２ガイドにより位置決された用紙を折り曲
げる搬送方向に延びる折ナイフと折りローラとを有する第１の折部を備えた紙折装置であ
って、前記第１のモータの駆動と同時に前記第２および第３のモータが駆動され、前記第
１のモータによる前記給紙定規の移動分前記第１および第２ガイドを前記給紙定規の移動
方向と同方向に移動させることを特徴とする紙折装置。
【請求項２】
第１のモータの駆動により搬送方向と直交する方向に移動する、用紙の搬送方向に延びる
給紙定規と、前記給紙定規に沿って搬送された用紙を停止する、搬送方向と直交する方向
に延び、第４のモータの駆動により搬送方向と直交する方向に移動する第１ストッパと、
前記給紙定規に沿って搬送された用紙の搬送方向に延びる前記第１ストッパに位置決め固
定された第１ガイドと、前記第１ガイドと対向し前記給紙定規に沿って搬送された用紙の
搬送方向に延びる前記ストッパに位置決め固定された第２ガイドと、前記ストッパと前記
第１および第２ガイドにより位置決めされた用紙を折り曲げる搬送方向に延びる折ナイフ
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と折りローラとを有する第１の折部を備えた紙折装置であって、前記第１のモータの駆動
と同時に前記第４のモータが駆動され、前記第１のモータによる前記給紙定規の移動分前
記第１ストッパを前記給紙定規の移動方向と同方向に移動させることを特徴とする紙折装
置。
【請求項３】
前記第１ストッパを用紙の搬送方向に移動させる第５のモータを設けたことを特徴とする
請求項１又は請求項２に記載の紙折装置。
【請求項４】
第６のモータの駆動により用紙の搬送方向と直交する方向に移動する第２ストッパと、用
紙の搬送方向に延びる前記第２ストッパに位置決め固定された第３ガイドと、前記第３ガ
イドと対向し用紙の搬送方向に延びる前記第２ストッパに位置決め固定された第４ガイド
と、前記第２ストッパと前記第３および第４ガイドにより位置決めされた用紙を折り曲げ
る搬送方向に延びる折ナイフと折りローラとを有する第２の折部を備え、前記第５のモー
タの駆動と同時に前記第６のモータが駆動され、前記第５のモータによる前記第１ストッ
パの移動分前記第２ストッパを前記第１ストッパの移動方向と同方向に移動させることを
特徴とする請求項３に記載の紙折装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、紙折装置、詳しくは紙折り部における用紙位置決めガイドの位置調整に関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　用紙を搬送する一連の搬送過程で、搬送方向と同方向に折り曲げ、ついで搬送方向と直
角方向に折り曲げる折り曲げ部を配置した紙折り機は周知である。
【特許文献１】特開平１０－３２９４４６号公報
【０００３】
図３はこのような紙折り機の一例を示す図である。この図３において、Ａは給紙部、Ｂは
搬送部、Ｃは搬送方向と直交する方向で折り曲げる折部、Ｄは搬送方向と同方向で折り曲
げる折部、Ｅは搬送方向と同方向で折り曲げる折部である。給紙部Ａは、用紙を載置する
昇降可能の用紙載置台１と用紙載置台１上に集積した最上部の用紙Ｐを送り出す給紙ロー
ラ２を有し、最上部の用紙Ｐを搬送部Ｂに送り出す。搬送部Ｂは、給紙部Ａから送り出さ
れた用紙Ｐを折部Ｃへ搬送する搬送ベルト３と搬送する用紙Ｐの位置を揃える給紙定規４
を有し、搬送ベルト３は搬送する用紙Ｐを給紙定規４に沿わせるように搬送方向に対して
僅かに傾斜しており、また、給紙定規４には搬送方向に対して直角方向に移動させるモー
タ５を備えた送りネジ６と螺合している。
【０００４】
折部Ｃは、図示しない折りバックルと折りローラ７郡が備えられ、搬送された用紙の先端
から折り位置までを折りバックルに挿入し、残りを下方に、搬送方向に対して直角方向に
配置された２個対の折りローラ７間に挿入して用紙Ｐを搬送方向と直交する方向で折り曲
げ、ミシン目筋（折り筋の場合もある）を付けるミシン目歯車８を介して折部Ｄに送る。
【０００５】
折部Ｄには、ミシン目歯車８の延長線上で用紙Ｐの搬送方向と同方向に延びる折りナイフ
９とこの折りナイフ９の直下の両側に２個対の折りローラ１０が配置され、また、折りナ
イフ９と平行する両側に、一方を位置基準とするガイド１１ａと他方に用紙Ｐの側縁をガ
イド板１１ａに当接させる押しバネガイド１１ｂと、搬送される用紙Ｐを停止させる搬送
方向に対して直角方向に延びるストッパ１２が配置されており、折部Ｃからミシン目筋を
付けて送られた用紙Ｐをストッパ１２に当て、ガイド１１ａとガイド１１ｂとによりミシ
ン目筋が折りナイフ９の刃先筋と一致するように位置決めし、その後用紙Ｐの上方から折
りナイフ９を下降して２個対の折りローラ１０間に挿入してその用紙Ｐを折り曲げて、搬
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送方向に対して直角方向に位置する折部Ｅに送る。
なお、ストッパ１２は搬送方向に対して位置調整するモータ１３に連結したベルト１４に
固定され、ガイド１１ａとガイド１１ｂはストッパ１２に着脱自在に取り付けられている
。
【０００６】
折部Ｅには、折部Ｄと同様に構成され、用紙Ｐの搬送方向（先の搬送方向とは直角方向）
と同方向に延びる折りナイフ１５とこの折り刃１５の直下の両側に２個対の折りローラ１
６が配置され、また、折りナイフ１５と平行する両側に、一方を位置基準とするガイド１
７ａと他方に用紙Ｐの側縁をガイド１７ａに当接させる押しバネガイド１７ｂと、搬送さ
れる用紙Ｐを停止させる搬送方向に対して直角方向に延びるストッパ１８が配置されてお
り、折部Ｄから送られた用紙Ｐをストッパ１８に当て、ガイド１７ａとガイド１７ｂとに
より位置決めし、その後、用紙Ｐの上方から折りナイフ１５を下降して２個対の折りロー
ラ１６間に挿入してその用紙Ｐを折り曲げて排出する。
なお、ストッパ１８は搬送方向に対して位置調整するモータ１９に連結したベルト２０に
固定され、ガイド１１ａとガイド１１ｂはストッパ１８に着脱自在に取り付けられている
。
【０００７】
　紙折を行なうとき、ミシン目歯車８、折部Ｄの折りナイフ９と折りローラ１０および第
３折部Ｅの折りナイフ１５と折りローラ１６の配置位置が固定されているため、搬送する
用紙の搬送方向と直角方向の寸法に合わせ、その用紙の折り位置がミシン目歯車８や折り
ナイフ９に位置するように、搬送部Ｂの給紙定規４の位置を、モータ５を回転して設定す
る。
【０００８】
　つぎに、折部Ｄのガイド１１ａを、設定した給紙定規４の延長線上に合わせてストッパ
１２に取り付け、ガイド１１ｂをガイド１１ａから搬送する用紙の搬送方向と直角方向の
寸法分離してストッパ１２に取り付ける。つぎに、折部Ｅのガイド１７ａを折部Ｄから搬
送される用紙の折位置が折りナイフ１５に位置するようにストッパ１８に取り付け、ガイ
ド１７ｂをその用紙の搬送方向と直角方向の寸法分離してストッパ１８に取り付ける。そ
して、折部Ｄのモータ１３を回転してストッパ１２の搬送方向に対する位置を折部Ｅのガ
イド１７ａの延長線上に位置する位置に設定する。
【０００９】
　これらの各部の位置決めによって、給紙部Ａから搬出された用紙Ｐは給紙定規４に沿っ
て移動し、折部Ｃで搬送方向にたとえば二つ折りされ、折部Ｄで二つ折りされた用紙Ｐは
搬送方向に対して直角方向に二つ折りされ、さらに第３折部Ｅで二つ折りされ、この場合
、一連の用紙の流れで８枚分折り重ねた折丁が作成される。
【００１０】
　ところで、折丁を作成する運転中に折部Ｄや折部Ｅのナイフ折部で折位置がずれる場合
がある。この場合、給紙定規４の位置、ガイド１１ａ、１１ｂの位置、ガイド１７ａ、１
７ｂならびにストッパ１２の位置を微調整する必要がある。上記のような紙折装置では、
この微調整を、紙折運転を継続したまま行なうと、損紙が発生する場合があるために多く
の場合一旦紙折装置を停止してガイドを取り外し、その位置を微調整することにより行な
っており、その調整に手間がかかり、かつ停止するために紙折装置の稼動効率が劣るとい
う問題があった。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明が解決しようとする課題は、用紙が搬送される過程のなかでその搬送方向に延び
るナイフによりナイフ折りされる用紙を位置決めするガイドの位置調整を、紙折装置を運
転継続したまま簡単に行なえるようにし、斯かる問題を解消する点にある。
【課題を解決するための手段】
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【００１２】
　請求項１に係る本発明は、第１のモータの駆動により搬送方向と直交する方向に移動す
る、用紙の搬送方向に延びる給紙定規と、前記給紙定規に沿って搬送された用紙を停止す
る、搬送方向と直交する方向に延びる第１ストッパと、第２のモータの回転駆動により搬
送方向と直交する方向に移動する、前記給紙定規に沿って搬送された用紙の搬送方向に延
びる第１ガイドと、前記第１ガイドと対向し第３のモータの回転駆動により搬送方向と直
交する方向に移動する第２ガイドと、前記第１ストッパと前記第１および第２ガイドによ
り位置決された用紙を折り曲げる搬送方向に延びる折ナイフと折りローラとを有する第１
の折部を備えた紙折装置であって、前記第１のモータの駆動と同時に前記第２および第３
のモータが駆動され、前記第１のモータによる前記給紙定規の移動分前記第１および第２
ガイドを前記給紙定規の移動方向と同方向に移動させることを特徴とする。
【００１３】
　請求項２に係る本発明は、第１のモータの駆動により搬送方向と直交する方向に移動す
る、用紙の搬送方向に延びる給紙定規と、前記給紙定規に沿って搬送された用紙を停止す
る、搬送方向と直交する方向に延び、第４のモータの駆動により搬送方向と直交する方向
に移動する第１ストッパと、前記給紙定規に沿って搬送された用紙の搬送方向に延びる前
記第１ストッパに位置決め固定された第１ガイドと、前記第１ガイドと対向し前記給紙定
規に沿って搬送された用紙の搬送方向に延びる前記ストッパに位置決め固定された第２ガ
イドと、前記ストッパと前記第１および第２ガイドにより位置決めされた用紙を折り曲げ
る搬送方向に延びる折ナイフと折りローラとを有する第１の折部を備えた紙折装置であっ
て、前記第１のモータの駆動と同時に前記第４のモータが駆動され、前記第１のモータに
よる前記給紙定規の移動分前記第１ストッパを前記給紙定規の移動方向と同方向に移動さ
せることを特徴とする。
【００１４】
　請求項３に係る本発明は、請求項１又は請求項２に記載の発明において、第１ストッパ
を用紙の搬送方向に移動させる第５のモータを設けたことを特徴とする。請求項４に係る
本発明は、請求項３に記載の発明において、第６のモータの駆動により用紙の搬送方向と
直交する方向に移動する第２ストッパと、用紙の搬送方向に延びる前記第２ストッパに位
置決め固定された第３ガイドと、前記第３ガイドと対向し用紙の搬送方向に延びる前記第
２ストッパに位置決め固定された第４ガイドと、前記第２ストッパと前記第３および第４
ガイドにより位置決めされた用紙を折り曲げる搬送方向に延びる折ナイフと折りローラと
を有する第２の折部を備え、前記第５のモータの駆動と同時に前記第６のモータが駆動さ
れ、前記第５のモータによる前記第１ストッパの移動分前記第２ストッパを前記第１スト
ッパの移動方向と同方向に移動させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明では、ナイフ折部で折位置がずれると給紙定規の位置をずれ分その位置を調整す
る。この調節でナイフ折部の位置決め基準となる第１ガイドの位置が即座に調整されるの
で、紙折運転を継続したままその調整を給紙定規の位置を調整するだけで簡単に行なうこ
とができ、また、その調整のために折り装置を停止することがなく、紙折装置の稼動効率
を高めることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　用紙が搬送される過程のなかでその搬送方向に延びるナイフによりナイフ折りされる用
紙を位置決めするガイドの位置調整を、紙折装置を運転継続したまま簡単に行なえるよう
にする目的を、搬送される用紙の搬送方向と直交する方向の位置を決める給紙定規の調整
移動と連携してナイフ折り部のナイフに対する用紙の位置決め基準となるガイドを移動さ
せることにより実現した。
【実施例１】
【００１７】
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　以下、本発明に係る実施例について図を参照して説明する。図１は実施例に係る紙折装
置の平面図である。なお、図３に示す紙折装置と対応する部分には同一の符号を付してい
る。図１に示す紙折装置は、図３に示す紙折装置から折部Ｅを除いたものである。図１に
おいて、Ａは給紙部、Ｂは搬送部、Ｃは搬送方向と直交する方向で折り曲げる折部、Ｄは
搬送方向と同方向で折り曲げる折部であり、用紙載置台１に集積した最上部の用紙Ｐを給
紙ローラ２により給紙部Ａから搬送部Ｂに送り出す。搬送部Ｂは、給紙部Ａから送り出さ
れた用紙Ｐを折部Ｃへ搬送する搬送ベルト３と搬送する用紙Ｐの搬送方向に対して直交す
る方向の位置を揃える給紙定規４を有し、給紙定規４は搬送方向に対して直交する方向の
位置をモータ５により調節する送りネジ６と螺合している。
【００１８】
折部Ｃは、図示しない折りバックルと折りローラ７郡が備えられ、搬送された用紙の先端
から折り位置までを折りバックルに挿入し、残りを下方に、搬送方向に対して直角方向に
配置された２個対の折りローラ７間に挿入して用紙Ｐを搬送方向と直交する方向で折り曲
げ、ミシン目筋（折り筋の場合もある）を付けるミシン目歯車８を介して折部Ｄに送る。
【００１９】
折部Ｄには、ミシン目歯車８の延長線上で用紙Ｐの搬送方向と同方向に延びる折りナイフ
９とこの折りナイフ９の直下の両側に２個対の折りローラ１０が配置され、また、折りナ
イフ９と平行する両側に、一方を位置基準とするガイド１１ａと他方に用紙Ｐの側縁をガ
イド板１１ａに当接させる押しバネガイド１１ｂと、搬送される用紙Ｐを停止させる搬送
方向に対して直角方向に延びるストッパ１２が配置されており、折部Ｃからミシン目筋を
付けて送られた用紙Ｐをストッパ１２に当て、ガイド１１ａとガイド１１ｂとによりミシ
ン目筋が折りナイフ９の刃先筋と一致するように位置決めし、その後用紙Ｐの上方から折
りナイフ９を下降して２個対の折りローラ１０間に挿入してその用紙Ｐを折り曲げる。
【００２０】
ストッパ１２は搬送方向にモータ１３により移動するベルト１４に固定され搬送方向の位
置を調整可能とされている。ガイド１１ａはモータ２１により回転する送りねじ２２と螺
合し、モータ２１の回転により搬送方向と直交する方向の位置を調整可能とされ、また、
ガイド１１ｂはモータ２３により回転する送りねじ２４と螺合し、モータ２３の回転によ
り搬送方向と直交する方向の位置を調整可能とされている。
【００２１】
そして、搬送部Ｂの給紙定規４を、モータ５を駆動して搬送方向に対して直交する方向に
移動すると、折部Ｄのモータ２１と２３がモータ５と同時に駆動され、ガイド１１ａは給
紙定規４と連携して移動し、給紙定規４の移動分の給紙定規４の移動方向と同方向に移動
する。また、ガイド１１ｂはガイド１１ａとの間隔を維持するように移動する。給紙定規
４を移動せず、すなわちモータ５を駆動せずモータ２１を駆動しガイド１１ａを搬送方向
に対して直交する方向に移動すると、同時にモータ２３が駆動され、ガイド１１ｂはガイ
ド１１ａとの間隔を維持するように移動する。モータ５およびモータ２１を駆動せず、モ
ータ２３を駆動すると、ガイド１１ｂが単独で搬送方向に対して直交する方向に移動する
。
【００２２】
以上のように構成することによって、折部Ｄのナイフ折部で折位置にずれが発生し、その
ずれが給紙定規４の位置を調整する必要がある場合には、モータ５を駆動して給紙定規４
の位置を調整する。この調整で直ちにガイド１１ａ、１１ｂの位置が調整されるので装置
の運転を継続したままその調整ができる。また、ガイド１１ａの位置を調整すれば足りる
場合には、モータ２１を駆動してガイド１１ａの位置を調整する。この調整で直ちにガイ
ド１１ｂの位置が調整され、ガイド１１ｂの位置を調整する必要がある場合、モータ２３
を駆動してガイド１１ｂの位置を調整する。これらの調整も装置の運転を継続したままで
きる。
【実施例２】
【００２３】
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図２は、他の実施例に係る紙折装置の平面図である。なお、図３に示す紙折装置と対応す
る部分には同一の符号を付している。図１に示す実施例はナイフ折部を１箇所としたもの
であるが、本実施例は図３に示す紙折装置と同様にナイフ折部を２箇所としたものである
。
【００２４】
図２において、Ａは給紙部、Ｂは搬送部、Ｃは搬送方向と直交する方向で折り曲げる折部
、Ｄは搬送方向と同方向でナイフ折りする折部（以下、第１の折り部という。）、Ｅは搬
送方向と同方向でナイフ折りする折部（以下、第２の折り部という。）であり、用紙載置
台１に集積した最上部の用紙Ｐを給紙ローラ２により給紙部Ａから搬送部Ｂに送り出す。
搬送部Ｂは、給紙部Ａから送り出された用紙Ｐを折部Ｃへ搬送する搬送ベルト３と搬送す
る用紙Ｐの搬送方向に対して直交する方向の位置を揃える給紙定規４を有し、給紙定規４
は搬送方向に対して直交する方向の位置をモータ５により調節する送りネジ６と螺合して
いる。
【００２５】
折り部Ｃは、図示しない折りバックルと折りローラ７郡が備えられ、搬送された用紙の先
端から折り位置までを折りバックルに挿入し、残りを下方に、搬送方向に対して直角方向
に配置された２個対の折りローラ７間に挿入して用紙Ｐを搬送方向と直交する方向で折り
曲げ、ミシン目筋（折り筋の場合もある）を付けるミシン目歯車８を介して第１の折部Ｄ
に送る。
【００２６】
第１の折部Ｄには、ミシン目歯車８の延長線上で用紙Ｐの搬送方向と同方向に延びる折り
ナイフ９とこの折りナイフ９の直下の両側に２個対の折りローラ１０が配置され、また、
折りナイフ９と平行する両側に、一方を位置基準とするガイド１１ａと他方に用紙Ｐの側
縁をガイド板１１ａに当接させる押しバネガイド１１ｂと、搬送される用紙Ｐを停止させ
る搬送方向に対して直角方向に延びるストッパ１２が配置されており、折部Ｃからミシン
目筋を付けて送られた用紙Ｐをストッパ１２に当て、ガイド１１ａとガイド１１ｂとによ
りミシン目筋が折りナイフ９の刃先筋と一致するように位置決めし、その後用紙Ｐの上方
から折りナイフ９を下降して２個対の折りローラ１０間に挿入してその用紙Ｐを折り曲げ
て、搬送方向に対して直角方向に位置する第２の折部Ｅに送る。
【００２７】
第１の折部Ｄのストッパ１２はモータ１３の回転により搬送方向に移動するベルト１４に
固定されるとともに、モータ２５の回転で回転する送りねじ２６と螺合し、モータ１３の
回転駆動により搬送方向の位置が調整され、モータ２５の回転駆動により搬送方向と直交
する方向の位置が調整される。ガイド１１ａとガイド１１ｂはストッパ１２に着脱自在に
取り付けられている。
【００２８】
第２の折部Ｅには、第１の折部Ｄと同様に構成され、用紙Ｐの搬送方向（先の搬送方向と
は直角方向）と同方向に延びる折りナイフ１５とこの折り刃１５の直下の両側に２個対の
折りローラ１６が配置され、また、折りナイフ１５と平行する両側に、一方を位置基準と
するガイド１７ａと他方に用紙Ｐの側縁をガイド１７ａに当接させる押しバネガイド１７
ｂと、搬送される用紙Ｐを停止させる搬送方向に対して直角方向に延びるストッパ１８が
配置されており、第１の折部Ｄから送られた用紙Ｐをストッパ１８に当て、ガイド１７ａ
とガイド１７ｂとにより位置決めし、その後、用紙Ｐの上方から折りナイフ１５を下降し
て２個対の折りローラ１６間に挿入してその用紙Ｐを折り曲げて排出する。
【００２９】
第２の折部Ｅのストッパ１８はモータ１９の回転により搬送方向に移動するベルト２０に
固定されるとともに、モータ２７の回転で回転する送りねじ２８と螺合し、モータ１９の
回転駆動により搬送方向の位置が調整され、モータ２７の回転駆動により搬送方向と直交
する方向の位置が調整される。ガイド１７ａとガイド１７ｂはストッパ１８に着脱自在に
取り付けられている。
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【００３０】
そして、搬送部Ｂの給紙定規４を、モータ５を駆動して搬送方向に対して直交する方向に
移動すると、第１の折部Ｄのモータ２５がモータ５と同時に駆動され、ストッパ１２は給
紙定規４と連携して搬送方向と直交する方向に給紙定規４の移動分移動する。ガイド１１
ａと１１ｂはストッパ１２の搬送方向と直交する方向の移動によって、給紙定規４の移動
分の給紙定規４の移動方向と同方向に移動する。モータ５を駆動せずモータ２５を駆動す
るとストッパ１２は単独で搬送方向と直交する方向に移動する。
【００３１】
また、第１の折部Ｄのモータ１３を駆動してストッパ１２を搬送方向に移動すると、第２
の折部Ｅのモータ２７がモータ１３と同時に駆動され、ストッパ１８は第１の折部Ｄのス
トッパ１２と連携して搬送方向と直交する方向（第１の折部Ｄの搬送方向）にストッパ１
２の移動分移動する。ガイド１７ａと１７ｂはストッパ１８の搬送方向と直交する方向の
移動によって、ストッパ１２の移動分のストッパ１２の移動方向と同方向に移動する。モ
ータ１３を駆動せずモータ２７を駆動するとストッパ１８は単独で搬送方向と直交する方
向に移動する。
【００３２】
以上のように構成することによって、第１の折部Ｄのナイフ折部で折位置にずれが発生し
、そのずれが給紙定規４の位置を調整する必要がある場合には、モータ５を駆動して給紙
定規４の位置を調整する。この調整で直ちに第１の折部Ｄのストッパ１２が移動し、これ
に固定されたガイド１１ａ、１１ｂの位置が調整されるので装置の運転を継続したままそ
の調整ができる。また、ガイド１１ａの位置を調整すれば足りる場合には、モータ２５を
駆動してストッパ１２を移動してガイド１１ａの位置を調整する。この調整で直ちにガイ
ド１１ｂの位置が調整され、この調整も装置の運転を継続したままできる。
【００３３】
第２の折部Ｅのナイフ折部で折位置にずれが発生した場合には、第１の折部Ｄのモータ１
３を駆動してストッパ１２の位置を調整する。この調整で直ちに第２の折部Ｅのストッパ
１２が移動し、これに固定されたガイド１７ａ、１７ｂの位置が調整されるので装置の運
転を継続したままその調整ができる。また、ガイド１７ａ、１７ｂの位置を調整すれば足
りる場合には、モータ２７を駆動してストッパ１８を移動してガイドガイド１７ａ、１７
ｂの位置を調整する。この調整で直ちにガイド１１ｂの位置が調整され、この調整も装置
の運転を継続したままできる。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明の実施例に係る紙折装置の平面図である。
【図２】本発明の他の実施例に係る紙折装置の平面図である。
【図３】従来の紙折装置の平面図である。
【符号の説明】
【００３５】
Ａ　給紙部
Ｂ　搬送部
Ｃ　折部
Ｄ　折部（ナイフによる第１の折部）
Ｅ　折部（ナイフによる第２の折部）
Ｐ　用紙
１　用紙載置台
２　給紙ローラ
３　搬送ベルト
４　給紙定規
５、１３、１９、２５，２７　モータ
６、２６、２８　送りネジ
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７　折りローラ
８　ミシン目歯車
９、１５　折りナイフ
１０、１６　折りローラ
１１ａ、１１ｂ　対のガイド
１２　ストッパ
１４、２０　ベルト
１７ａ、１７ｂ　対のガイド
１８　ストッパ

【図１】 【図２】
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【図３】
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