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(57)【要約】
【課題】切断されたサンドイッチを袋内にきれいに収容
する。
【解決手段】フィルム袋Ｒの上面と当接するプレート５
７と、プレートに形成されフィルム袋Ｒの上面を吸引す
る上側吸引部５８と、開口台５４に形成されフィルム袋
Ｒの下面を吸引する下側吸引部５９と、それら吸引部５
８，５９がフィルム袋Ｒの外表面を吸引している状態で
プレート５７を開口台５４に対して傾斜させる開口用シ
リンダ５６と、フィルム袋Ｒの開口端上側部分を挟み込
む上側チャック部６２と、フィルム袋Ｒの開口端下側部
分を挟み込む下側チャック部６１とを備え、それらチャ
ック部６１，６２は、開口用シリンダ５６がプレート５
７を所定の傾斜角度まで傾斜された状態でフィルム袋Ｒ
の開口端を挟み込むように構成されている。
【選択図】図２５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　開口部の形成された袋がシート状に閉じた状態で載置される開口台と、
　前記開口台上に載置された前記袋の上面と当接するプレートと、
　前記プレートに形成された吸引口を有し、前記袋の上面を吸引する上側吸引部と、
　前記開口台に形成された吸引口を有し、前記袋の下面を吸引する下側吸引部と、
　前記上側吸引部および前記下側吸引部が前記袋の外表面を吸引している状態で前記プレ
ートを前記開口台に対して傾斜させる傾斜手段と、
　前記袋の開口端のうち上側部分を前記プレートとの間に挟み込む上側チャック部と、
　前記袋の開口端のうち下側部分を前記開口台との間に挟み込む下側チャック部とを備え
、
　前記上側チャック部および前記下側チャック部は、前記傾斜手段が前記プレートを所定
の傾斜角度まで傾斜された状態で、前記袋の開口端を挟み込み、
　傾斜した前記プレートは、前記開口された袋内に収容されたサンドイッチにおける切断
面部分と当接するように構成されている
ことを特徴とするサンドイッチ製造装置。
【請求項２】
　前記上側チャック部および前記下側チャック部はそれぞれに、回転軸を回転駆動させる
ロータリシリンダと、前記回転軸と一体的に回転するチャック部材とを備え、
　前記上側チャック部は、前記ロータリシリンダが前記チャック部材を回転させて、当該
チャック部材と前記プレートとの間に前記開口端の上側部分を挟み込み、またその挟み込
みを解放するように構成され、
　前記下側チャック部は、前記ロータリシリンダが前記チャック部材を回転させて、当該
チャック部材と前記開口台との間に前記開口端の下側部分を挟み込み、またその挟み込み
を解放するように構成され、
　前記傾斜手段は、前記上側チャック部および前記下側チャック部が前記開口端を挟み込
んだ状態で、前記プレートにおける傾斜角度を増大させるように構成されている
ことを特徴とする請求項１に記載のサンドイッチ製造装置。
【請求項３】
　略直角三角形状に形成され、かつ垂直方向に配置され、前記サンドイッチの右側面と当
接する右パネルと、前記サンドイッチの左側面と当接する左パネルとが水平方向に対向し
て前記サンドイッチを挟み込み把持する一対の把持用パネル部と、
　前記一対の把持用パネル部が前記サンドイッチを挟み込み把持し、あるいは当該一対の
把持用パネル部が当該サンドイッチを離すように、前記パネルを作動させ前記水平方向に
対向している間隔を変化させるシリンダと、
　前記一対の把持用パネル部を支持する先端部分が設けられたピストンロッドを有し、当
該ピストンロッドが水平方向に伸縮動するロッドシリンダとをさらに備え、
　前記ロッドシリンダは、前記ピストンロッドを水平方向に伸長動させ、
　前記サンドイッチを挟み込み把持している前記一対の把持用パネル部を水平方向に前進
させて、当該サンドイッチを前記袋の内部に挿入するように構成されている
ことを特徴とする請求項１または２に記載のサンドイッチ製造装置。
【請求項４】
　スライドテーブルを有するロッドレスシリンダをさらに備え、
　前記ロッドシリンダのシリンダチューブは、前記スライドテーブルと一体的に前後動す
るように構成され、
　前記一対の把持用パネル部は、前記袋の内部に前記サンドイッチを挿入させた状態で、
前記水平方向の間隔を拡大させて当該サンドイッチを離すとともに、前記ロッドレスシリ
ンダが前記スライドテーブルを後退させた状態で、前記水平方向の間隔を縮小させ、当該
サンドイッチを再度挟み込むように構成され、
　前記ロッドレスシリンダは、前記一対の把持用パネル部が前記サンドイッチを離した状
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態で前記スライドテーブルを後退させ、前記一対の把持用パネル部が前記サンドイッチを
再度挟み込んだ状態で当該後退させたスライドテーブルを前進させるように構成されてい
る
ことを特徴とする請求項３に記載のサンドイッチ製造装置。
【請求項５】
　前記傾斜手段は、先端部が前記プレートに連結されたピストンロッドを有するロッドシ
リンダを含むことを特徴とする請求項１ないし４のいずれかに記載のサンドイッチ製造装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、食パンに具材を挟んだサンドイッチを販売の形態に袋詰めするためのサン
ドイッチ製造装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　人手によるサンドイッチの製造工程を自動化するための装置が種々開発されている。例
えば、特許文献１には、搬送コンベア上を搬送中のサンドイッチを、その搬送方向の左右
両側から挟み込むセンタリング機構を備え、センタリング機構が搬送コンベアによる搬送
速度に同期して移動するように構成されていることが記載されている。さらに、センタリ
ング機構で位置決めした状態のサンドイッチを搬送コンベアに載置させたまま超音波カッ
タで切断するように構成されている。
【０００３】
　また、特許文献２には、第１のコンベアとその第１のコンベアの上部に配置されたバイ
パスコンベアとを備え、第１のコンベア上を搬送中のサンドイッチパンには具が載置され
ており、第１のコンベアを迂回するようにバイパスコンベアで搬送したサンドイッチパン
を、第１のコンベア上を搬送中のサンドイッチパンの上に落下させて積み重ねることが記
載されている。
【０００４】
　特許文献３には、キャタピラにより移動する載送台に載置されたサンドイッチを搬送中
に、その搬送方向の前方側に配置された円盤状のカッターにより切断するとともに、その
切断時にサンドイッチを上方から押さえつける加圧帯をコンベアの移動方向に作動させる
ことが記載されている。
【０００５】
　さらに、特許文献４には、袋引き出しカセット内に挿入されている袋に圧気口が空気を
吹きつけて開口可能にし、吸気アームの先端に設けられた吸気口が上面シートを吸引して
袋を開口させる構成が記載されている。また、人手により直立させたサンドイッチが挿入
される薄板保持板と、その薄板保持板をストロークさせることにより上板に載置されたサ
ンドイッチを袋内に押し込むことが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特許第３５９２６１２号公報
【特許文献２】特許第２８５５１９４号公報
【特許文献３】特公平２－２０３９９号公報
【特許文献４】実開平５－３１０３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、商品として店頭に陳列されているサンドイッチは、複数段に積み重ねたサン
ドイッチの具材が見えるように切断面を前面にして透明の袋に包装されている。その切断
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面が整った状態、すなわち切断された複数段のサンドイッチが揃った状態で袋内に包装さ
れていることが好ましい。
【０００８】
　そのため、開口部が閉じたシート状の袋を確実に開口させるとともに、その袋内に切断
されたサンドイッチの切断面および積み重なり位置が揃ったきれいな状態で袋内にサンド
イッチを収容させる装置に改良する余地が残されていた。
【０００９】
　この発明は、上記技術的課題に着目してなされたものであって、開口部が閉じた状態の
シート状の袋を確実に開口させるとともに、その袋内にサンドイッチをきれいに収容させ
ることができるサンドイッチ製造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】
【００１０】
　上記従来技術の課題を解決するために、請求項１に係る発明は、開口部の形成された袋
がシート状に閉じた状態で載置される開口台と、前記開口台上に載置された前記袋の上面
と当接するプレートと、前記プレートに形成された吸引口を有し、前記袋の上面を吸引す
る上側吸引部と、前記開口台に形成された吸引口を有し、前記袋の下面を吸引する下側吸
引部と、前記上側吸引部および前記下側吸引部が前記袋の外表面を吸引している状態で前
記プレートを前記開口台に対して傾斜させる傾斜手段と、前記袋の開口端のうち上側部分
を前記プレートとの間に挟み込む上側チャック部と、前記袋の開口端のうち下側部分を前
記開口台との間に挟み込む下側チャック部とを備え、前記上側チャック部および前記下側
チャック部は、前記傾斜手段が前記プレートを所定の傾斜角度まで傾斜された状態で、前
記袋の開口端を挟み込み、傾斜した前記プレートは、前記開口された袋内に収容されたサ
ンドイッチにおける切断面部分と当接するように構成されていることを特徴とするもので
ある。
【００１１】
　請求項２に係る発明は、請求項１の発明において、前記上側チャック部および前記下側
チャック部はそれぞれに、回転軸を回転駆動させるロータリシリンダと、前記回転軸と一
体的に回転するチャック部材とを備え、前記上側チャック部は、前記ロータリシリンダが
前記チャック部材を回転させて、当該チャック部材と前記プレートとの間に前記開口端の
上側部分を挟み込み、またその挟み込みを解放するように構成され、前記下側チャック部
は、前記ロータリシリンダが前記チャック部材を回転させて、当該チャック部材と前記開
口台との間に前記開口端の下側部分を挟み込み、またその挟み込みを解放するように構成
され、前記傾斜手段は、前記上側チャック部および前記下側チャック部が前記開口端を挟
み込んだ状態で、前記プレートにおける傾斜角度を増大させるように構成されていること
を特徴とするサンドイッチ製造装置である。
【００１２】
　請求項３に係る発明は、請求項１または２の発明において、略直角三角形状に形成され
、かつ垂直方向に配置され、前記サンドイッチの右側面と当接する右パネルと、前記サン
ドイッチの左側面と当接する左パネルとが水平方向に対向して前記サンドイッチを挟み込
み把持する一対の把持用パネル部と、前記一対の把持用パネル部が前記サンドイッチを挟
み込み把持し、あるいは当該一対の把持用パネル部が当該サンドイッチを離すように、前
記パネルを作動させ前記水平方向に対向している間隔を変化させるシリンダと、前記一対
の把持用パネル部を支持する先端部分が設けられたピストンロッドを有し、当該ピストン
ロッドが水平方向に伸縮動するロッドシリンダとをさらに備え、前記ロッドシリンダは、
前記ピストンロッドを水平方向に伸長動させ、前記サンドイッチを挟み込み把持している
前記一対の把持用パネル部を水平方向に前進させて、当該サンドイッチを前記袋の内部に
挿入するように構成されていることを特徴とするサンドイッチ製造装置である。
【００１３】
　請求項４に係る発明は、請求項３の発明において、スライドテーブルを有するロッドレ
スシリンダをさらに備え、前記ロッドシリンダのシリンダチューブは、前記スライドテー
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ブルと一体的に前後動するように構成され、前記一対の把持用パネル部は、前記袋の内部
に前記サンドイッチを挿入させた状態で、前記水平方向の間隔を拡大させて当該サンドイ
ッチを離すとともに、前記ロッドレスシリンダが前記スライドテーブルを後退させた状態
で、前記水平方向の間隔を縮小させ、当該サンドイッチを再度挟み込むように構成され、
前記ロッドレスシリンダは、前記一対の把持用パネル部が前記サンドイッチを離した状態
で前記スライドテーブルを後退させ、前記一対の把持用パネル部が前記サンドイッチを再
度挟み込んだ状態で当該後退させたスライドテーブルを前進させるように構成されている
ことを特徴とするサンドイッチ製造装置である。
【００１４】
　請求項５に係る発明は、請求項１ないし４のいずれかの発明において、前記傾斜手段は
、先端部が前記プレートに連結されたピストンロッドを有するロッドシリンダを含むこと
を特徴とするサンドイッチ製造装置である。
【発明の効果】
【００１５】
　請求項１の発明によれば、開口台にセットされた袋の開口部を上下方向に確実に開口す
ることができる。また、下側チャック部と上側チャック部とで袋の開口端を挟み込んでい
るので、開口状態で袋の姿勢を乱すことがなく、その袋内にきれいにサンドイッチを収容
することができる。さらに、袋内に挿入されたサンドイッチの切断面とプレートとが当接
するので、サンドイッチをきれいに直立させた状態で袋内に収容することができる。
【００１６】
　請求項２の発明によれば、回転力により袋の開口端を挟み込むことができるので、確実
に開口端をチャックすることができ、袋を確実に開口させることができる。さらに、ロー
タリシリンダによりチャック部材を作動させるように構成されているので、チャック部材
の作動範囲を大きく確保する必要がなく、サンドイッチ製造装置の大型化を防止できる。
また、チャック部が袋の開口端をチャックしていない状態であっても、そのチャック部材
を待機させるためのスペースを大きく確保する必要もない。
【００１７】
　請求項３の発明によれば、一対の把持用パネル部により挟み込まれ把持されたサンドイ
ッチを水平方向から開口された袋の内部に収容することができる。そのため、サンドイッ
チを垂直方向に立てた姿勢のまま袋内に挿入することができ、サンドイッチをきれいに袋
内に収容することができる。
【００１８】
　請求項４の発明によれば、開口された袋内に水平方向からサンドイッチを挿入するとと
もに、その挿入したサンドイッチの後部を持ち直して再度押し込むことにより、確実かつ
きれいに袋内にサンドイッチを収容することができる。
【００１９】
　請求項５の発明によれば、ロッドシリンダを制御することによりプレートの傾斜角度を
制御することができるようになり、袋を確実に開口させることができ、その開口程度を制
御することもできる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】この発明に係るサンドイッチ製造装置を模式的に示した斜視図である。
【図２】積み重ね装置を模式的に示した斜視図である。
【図３】積み重ね装置に含まれる上下用シリンダおよび左右用シリンダのうちローラコン
ベアの左方に配置されたシリンダの構成を示し、（ａ）～（ｃ）にはその動作を示した模
式図である。
【図４】積み重ね装置に含まれる上下用シリンダおよび左右用シリンダのうちローラコン
ベアの右方に配置されたシリンダの構成を示し、（ａ）～（ｄ）にはその動作を示した模
式図である。
【図５】積み重ね装置に含まれる前後用シリンダの構成および前後フォークの開閉ストロ
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ークを模式的に示し、（ａ）は前後フォークが開いた状態を示し、（ｂ）は前後フォーク
が閉じた状態および開閉ストロークを示した模式図である。
【図６】（ａ）～（ｈ）には、積み重ね装置がローラコンベア上のサンドイッチをすくい
上げるとともに積み重ね、その後に積み重ねたサンドイッチをローラコンベアに戻す動作
を示した説明図である。
【図７】積み上げられたサンドイッチをローラコンベア上から切断台に移送するための移
載装置を模式的に示した斜視図である。
【図８】図７に示した移載装置の右側面図である。
【図９】移載装置に含まれる移載用シリンダの構成を模式的に示し、（ａ）～（ｄ）には
その動作を示した模式図である。
【図１０】移載装置に含まれる前後位置決め装置の構成を模式的に示し、（ａ）～（ｃ）
にはその動作を示した模式図である。
【図１１】アーム機構の先端に設けられた一対の把持用パネル部およびそれを作動させる
各シリンダの構成を模式的に示し、（ａ）にはパネルの形状を、（ｂ）には一対のパネル
が対向する間隔を示した模式図である。
【図１２】（ａ）は切断装置における切断台を構成するまた板および刃物の配置を示す斜
視図であり、（ｂ）はまな板の側面図である。
【図１３】切断台においてサンドイッチを把持する一対の把持用パネル部とそのパネルを
下方から押し上げるまな板および上下用シリンダとの動作を示し、（ａ）はパネル部の下
パネルにサンドイッチが載置された状態を示し、（ｂ）は一対の把持用パネル部がサンド
イッチを把持した状態を示し、（ｃ）は（ｂ）の状態から上下用シリンダにより作動され
たまな板が一対の把持用パネル部を押し上げた状態を示す模式図である。
【図１４】切断台を構成する部材の説明およびその動作を説明するための図面であり、（
ａ）切断台の平面図であるとともに把持用パネル部の左右動作およびサンドイッチを前後
方向から押圧する前後フォークの前後動作を説明するための説明図であり、（ｂ）はサン
ドイッチを切断台にセットした状態の背面図もしくは正面図である。
【図１５】移載装置によりサンドイッチを切断装置に移載する動作を説明するための右側
面図であり、（ａ）～（ｆ）にその動作を示した模式図である。
【図１６】切断装置を模式的に示した斜視図である。
【図１７】超音波カッタを上下動させるロッドシリンダを示し、（ａ）はそのピストンロ
ッドを短縮させた状態を示し、（ｂ）はロッドシリンダのピストンロッドを伸長させた状
態を示す模式図である。
【図１８】超音波カッタを水平方向に揺動させるロッドレスシリンダを示し、（ａ），（
ｂ）にはロッドレスシリンダのスライドテーブルを水平方向に往復動させた状態を模式的
に示した説明図である。
【図１９】（ａ）は水平方向で左右両側に所定の間隔で配置されたパネル部を降下しまな
板の溝部に刃先が到達した状態の刃物の配置を示した斜視図であり、（ｂ）は（ａ）に示
す状態でサンドイッチを切断した際の切断台を模式的に示した側面図である。
【図２０】先端部に一対の把持用パネル部が設けられたアーム機構を一組備えた回転装置
を模式的に示した斜視図である。
【図２１】切断装置および開口装置と回転装置との配置関係を説明するための平面図であ
る。
【図２２】回転装置を模式的に示した右側面図である。
【図２３】回転装置におけるアーム機構が備える各シリンダの構成およびその動作を説明
するための側面図であり、（ａ）はロッドシリンダのピストンロッドを短縮させかつ一対
の把持用パネル部を水平に配置し上下方向に対向させた状態を示し、（ｂ）は（ａ）に示
す状態から一対の把持用パネル部を回転させて垂直に配置し水平方向に対向させた状態を
示し、（ｃ）は（ｂ）に示す状態からロッドシリンダのピストンロッドを伸長させた状態
を示し、（ｄ）は（ｃ）に示す状態からロッドレスシリンダのスライドテーブルを後退さ
せた状態を示した側面図である。
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【図２４】（ａ）～（ｅ）は回転装置が備える回転軸を回転駆動させて一組のアーム機構
を回転させ際の配置およびアーム機構が備えるシリンダを作動させて一対の把持用パネル
部を移動させた状態を示す説明図である。
【図２５】サンドイッチを包む包装袋を開口する開口装置と、貯留してあるフィルム袋を
開口装置に供給する袋供給装置とを模式的に示した斜視図である。
【図２６】開口装置がフィルム袋を開口する動作を示し、（ａ）は開口台に開口部が閉じ
たフィルム袋をセットした状態を示し、（ｂ）は（ａ）に示す状態からフィルム袋の開口
部を上方向に開口させ始めた状態を示し、（ｃ）は（ｂ）に示す状態からフィルム袋の開
口部を開口させきった状態を示し、それらの左図が正面図であり、右図が右側面図である
。
【図２７】開口装置により開口部を上方向に開口されたフィルム袋の内部に一対の把持用
パネル部が把持するサンドイッチを挿入する動作を説明するための説明図であり、（ａ）
は一対の把持用パネル部がサンドイッチを把持した状態でロッドシリンダを伸長させ水平
方向からフィルム袋の内部にサンドイッチを挿入した状態を示し、（ｂ）は（ａ）に示す
状態から一対の把持用パネル部がサンドイッチを離してロッドレスシリンダによりその一
対の把持用パネル部を後退させてから再度一対の把持用パネル部がサンドイッチを把持し
た状態を示し、（ｃ）は（ｂ）に示す状態からロッドレスシリンダによりその一対の把持
用パネル部を前進させてサンドイッチをフィルム袋の内部に押し込んだ状態を模式的に示
し、それらの左図が右側面図であり、右図が平面図である。
【図２８】上下用シリンダにより開口装置を上昇させる動作を説明するための説明図であ
り、（ａ）はサンドイッチを収容したフィルム袋の開口端の下側部分を下側チャック部が
解放した状態を示し、（ｂ）は（ａ）の状態から上下用シリンダにより支持部材を上昇さ
せた状態を模式的に示し、それらの上図が正面図であり、下図が右側面図である。
【図２９】袋供給装置に含まれる吸引部および上下用シリンダの動作を模式的に示し、（
ａ）は上下用シリンダが吸引部を上昇させた状態を示し、（ｂ）は（ａ）に示す状態から
上下用シリンダにより吸引部を支持する支持部材が降下されて吸引パッドがフィルム袋の
当接した状態を示し、（ｃ）は（ｂ）に示す状態から吸引部がさらに降下されスプリング
が上下方向に弾性変形した状態を示した側面図である。
【図３０】開口装置および袋供給装置が水平方向で左右にスライドする際の動作を説明す
るための説明図であり、（ａ）は開口装置が開口台の上部かつ袋供給装置が袋貯留部の上
部に配置された状態を示し、（ｂ）は開口装置が排出用コンベアの上部かつ袋供給装置が
開口台の上部に配置された状態を模式的に示した正面図である。
【図３１】フィルム袋内に収容されたサンドイッチを排出する排出装置を模式的に示した
斜視図である。
【図３２】（ａ）は排出装置の平面図であり、（ｂ）は排出装置の正面図である。
【図３３】排出装置が第１排出用コンベア上を搬送されているサンドイッチを第２排出用
コンベアに移す動作を模式的に示し、（ａ）は第１排出用コンベア上のサンドイッチをカ
ゴで捕捉している状態を示し、（ｂ）は（ａ）に示す状態からカゴに水平方向に移動させ
押し出されたサンドイッチが第２排出用コンベア上に移った際の状態を示し、（ｃ）およ
び（ｄ）は（ｂ）に示す状態から第２排出用コンベア上を搬送されているサンドイッチを
回避するようにしてカゴを回転させた状態を示した右側面図である。
【図３４】この発明におけるサンドイッチ製造装置の平面図を模式的に示したスケルトン
図である。
【図３５】一対の把持用パネル部を構成するパネル形状の変形例を模式的に示し、（ａ）
はパネルに形成された貫通孔を示し、（ｂ）はその貫通孔が形成されたパネルを互いに対
向させた状態を模式的に示した説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、図面を参照して、この発明に係るサンドイッチ製造装置を具体的に説明する。図
１には、この発明におけるサンドイッチ製造装置の一例を示してある。サンドイッチ製造
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装置１は、複数の装置を含み、ローラコンベア２上に並列に載置されたサンドイッチを積
み重ねる積み重ね装置３と、積み重ねられたサンドイッチをローラコンベア２から切断装
置５に移す移載装置４と、切断台に載置されたサンドイッチを切断する切断装置５と、一
組のアーム機構を有し切断されたサンドイッチをフィルム袋内に移す回転装置６と、フィ
ルム袋の開口部を開口する開口装置７と、貯留されているフィルム袋を開口装置７に供給
する袋供給装置８と、フィルム袋内に収容されたサンドイッチを排出する排出装置９とを
備えている。なお、以下の説明において、コンベアによる搬送方向の下流側を前方、その
上流側を後方とする。また、上流側から下流側を見た場合に相対的に左側を左方、右側を
右方として説明する場合がある。さらに、サンドイッチについて、食パンと具材とが交互
に形成されているサンドイッチをサンドイッチＳ１、サンドイッチＳ１が複数段に積み重
なったサンドイッチをサンドイッチＳ２、切断されたサンドイッチをサンドイッチＳ３と
記載する。加えて、そのサンドイッチＳ１，Ｓ２のうち最も外側の層を形成する食パンの
上面あるいは下面をスライス面と記載して説明する場合がある。すなわち、サンドイッチ
Ｓ１，Ｓ２のスライス面は略四角形状に形成され、サンドイッチＳ３のスライス面は略直
角三角形状に形成されている。
【００２２】
　まず、積み重ね装置３について説明する。図２に示すように、積み重ね装置３は、ロー
ラコンベア２により並列に搬送されているサンドイッチＳ１をローラコンベア２からすく
い上げて、複数段に積み重ねるように構成されている。さらに、複数段のサンドイッチＳ

２における積み重なり位置を揃えてローラコンベア２上に戻すように構成されている。こ
の具体例における積み重ね装置３は、一方向に突出し同一平面を形成するフォークを複数
備え、それらのフォークが、ローラコンベア２における搬送経路の所定位置を囲むように
配置されている。なお、ローラコンベア２上で並列に搬送されているサンドイッチＳ１に
ついて、左列のサンドイッチＳ１Ｌあるいは右列のサンドイッチＳ１Ｒと記載して説明す
る場合がある。
【００２３】
　具体的には、積み重ね装置３は、一方向に突出し同一平面を形成するフォークを複数備
え、それらのフォークが、ローラコンベア２における搬送経路の所定位置を囲むように配
置されている。具体的には、その所定位置に対して、下方に配置された左下フォーク１１
Ｆと、下方に配置されかつ相対的に左下フォークの右方に配置された右下フォーク１２Ｆ
と、左方に配置された左フォーク１３Ｆと、右方の配置された右フォーク１４Ｆと、前方
に配置された前フォーク１５Ｆ１と、後方に配置された後フォーク１５Ｆ２と備えている
。また、左下フォーク１１Ｆおよび右下フォーク１２Ｆは水平方向に配置され、左右フォ
ーク１３Ｆ，１４Ｆと前後フォーク１５Ｆ１，１５Ｆ２とは垂直方向に配置されている。
その左下フォーク１１Ｆおよび右下フォーク１２Ｆが載置部に相当し、それら左右フォー
ク１３Ｆ，１４Ｆおよび前後フォーク１５Ｆ１，１５Ｆ２が当接部に相当する。
【００２４】
　上下用シリンダ１１は、図３に示すように、シリンダチューブ１１ａから上下方向に突
出し伸縮動するピストンロッド１１ｄを備えている。そのピストンロッド１１ｄの先端部
１１ｂに左下フォーク１１Ｆを支持する支持部材１１ｃが設けられている。さらに、その
先端部１１ｂには、左右用シリンダ１３が設けられている。その左右用シリンダ１３は、
シリンダチューブ１３ａにより左右方向に往復動するスライドテーブル１３ｂに支持部材
１３ｃが設けられており、左フォーク１３Ｆが支持部材１３ｃによりスライドテーブル１
３ｂに支持されている。
【００２５】
　例えば、図３（ａ），（ｂ）に示すように、上下用シリンダ１１のピストンロッド１１
ｄを短縮させ、かつ左右用シリンダ１３のスライドテーブル１３ｂを後退させている状態
から、そのピストンロッド１１ｄを伸長させると、左下フォーク１１Ｆおよび左フォーク
１３Ｆが上昇する。さらに、図３（ｃ）に示すように、左右用シリンダ１３のスライドテ
ーブル１３ｂを前進させると、左フォーク１３Ｆが右方向に移動する。したがって、左下
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フォーク１１Ｆは垂直方向で上下動し、左フォーク１３Ｆは垂直方向で上下動するととも
に水平方向で左右動する。　
【００２６】
　上下用シリンダ１２Ａは、図４に示すように、シリンダチューブ１２ａから上下方向に
突出し伸縮動するピストンロッド１２ｃを備え、ピストンロッド１２ｃの先端部１２ｂに
は、左右用シリンダ１２Ｂが設けられている。左右用シリンダ１２Ｂは、シリンダチュー
ブ１２ｄから左右方向に突出し伸縮動するピストンロッド１２ｆを備えている。そのピス
トンロッド１２ｆの先端部１２ｅには右下フォーク１２Ｆが設けられている。また、左右
用シリンダ１４は、シリンダ１２の上方に配置され、シリンダチューブ１４ａから左右方
向に突出し伸縮動するピストンロッド１４ｃを備え、ピストンロッド１４ｃの先端部１４
ｂには、右フォーク１４Ｆが設けられている。
【００２７】
　例えば、図４（ａ），（ｂ）に示すように、上下用シリンダ１２Ａのピストンロッド１
２ｃを伸長動させ右下フォーク１２Ｆを上昇させると、右下フォーク１２Ｆと右フォーク
１４Ｆとは、噛み合うようにして交差する。その交差状態において、図４（ｃ）に示すよ
うに、左右用シリンダ１２Ｂおよび左右用シリンダ１４のピストンロッド１２ｆ，１４ｃ
を伸長動させ、右下フォーク１２Ｆおよび右フォーク１４Ｆを左方向に移動させる。そし
て、図４（ｄ）に示すように、左右用シリンダ１２Ｂのピストンロッド１２ｆを短縮動さ
せ右下フォーク１２Ｆのみ右方向に移動させ、交差状態にあった右フォーク１４Ｆから右
下フォーク１２Ｆを引き抜くように作動させることができる。
【００２８】
　前後用シリンダ１５は、図５に示すように、シリンダチューブ１５ａから前方向に突出
し伸縮動する前ピストンロッド１５ｃ１と、後方向に突出し伸縮動する後ピストンロッド
１５ｃ２とを備えている。前ピストンロッド１５ｃ１の先端部１５ｂ１には連結部材１５
ｄ１が設けられており、連結部材１５ｄ１を介して支持部材１５ｅ１に支持された前フォ
ーク１５Ｆ１が設けられている。同様に、後ピストンロッド１５ｃ２の先端部１５ｂ２に
は連結部材１５ｄ２が設けられており、連結部材１５ｄ２を介して支持部材１５ｅ２に支
持された後フォーク１５Ｆ２が設けられている。したがって、前後用シリンダ１５は、図
５（ａ），（ｂ）に示すように、前フォーク１５Ｆ１および後フォーク１５Ｆ２を所定の
開閉ストロークに作動させることができる。また、前後用シリンダ１５は、前フォーク１
５Ｆ１と後フォーク１５Ｆ２とを独立して作動させることができるように構成されている
。したがって、前フォーク１５Ｆ１と後フォーク１５Ｆ２とは、それぞれに前後動するよ
うに構成されている。
【００２９】
　ここで、図６を参照して、積み重ね装置３の動作について説明する。なお、図６は、積
み重ね装置３の正面図を模式的に示し、左下フォーク１１Ｆ，右下フォーク１２Ｆ，左フ
ォーク１３Ｆ，右フォーク１４Ｆ，後フォーク１５Ｆ２を記載し、それらを作動させる各
シリンダは省略している。図６（ａ）に示すように、左下フォーク１１Ｆおよび右下フォ
ーク１２Ｆは、ローラコンベア２のローラ間に配置され、かつその載置面２Ａより下方に
配置されている。また、ローラコンベア２に設けられた図示しない積み重ね位置用ストッ
パが、左右列のサンドイッチＳ１Ｌ，Ｓ１Ｒを並列に停止させる。なお、ローラコンベア
２における搬送経路中において、積み重ね位置用ストッパによりサンドイッチＳ１が停止
される位置を積み重ね位置として説明する。
【００３０】
　その状態から、図６（ｂ）に示すように、左下フォーク１１Ｆと右下フォーク１２Ｆと
は同時に上昇し、サンドイッチＳ１の下面と当接し、ローラコンベア２の載置面２Ａから
サンドイッチＳ１をすくい上げる。また、図６（ｃ）に示すように、左下フォーク１１Ｆ
は、前後フォーク１５Ｆ１，１５Ｆ２が設けられた所定の高さまで上昇して停止し、右下
フォーク１２Ｆは、左下フォーク１１Ｆよりも高く上昇して停止する。すなわち、サンド
イッチＳ１を載置する下フォーク１１Ｆ，１２Ｆはそれぞれ異なる高さに移動するように
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構成されている。さらに、図６（ｃ）に示す右下フォーク１２Ｆと右フォーク１４Ｆとは
、右下フォーク１２Ｆが右列のサンドイッチＳ１Ｒを載置した状態で噛み合うように交差
している。なお、ここでは、左下フォーク１１Ｆと右下フォーク１２Ｆとが同時に上昇す
る具体例について説明したが、この発明は左下フォーク１１Ｆと右下フォーク１２Ｆとが
同時に上昇する構成に限定されない。つまり、左下フォーク１１Ｆが上昇し始めてから右
下フォーク１２Ｆが上昇してもよく、右下フォーク１２Ｆが上昇し始めてから左下フォー
ク１１Ｆが上昇してもよい。
【００３１】
　その右下フォーク１２Ｆおよび右フォーク１４Ｆは、図６（ｄ）に示すように、交差し
たまま左方向に移動して、右下フォーク１２Ｆが左列のサンドイッチＳ１Ｌを載置してい
る左下フォーク１１Ｆの上部に配置して停止する。この場合、右下フォーク１２Ｆの先端
は、左フォーク１３Ｆより左方に突出し、すなわち右下フォーク１２Ｆと左フォーク１３
Ｆとが噛み合うように交差している。したがって、左フォーク１３Ｆは、左下フォーク１
１Ｆが載置するサンドイッチＳ１Ｌおよび右下フォーク１２Ｆが載置するサンドイッチＳ

１Ｒの左側面と当接し、かつ右フォーク１４Ｆは、そのサンドイッチＳ１Ｌおよびサンド
イッチＳ１Ｒの右側面と当接する。
【００３２】
　また、上下方向で左下フォーク１１Ｆと右下フォーク１２Ｆとが重なるように配置され
ると、前後フォーク１５Ｆ１，１５Ｆ２は、前後方向で閉じるように作動し、サンドイッ
チＳ１の前面および後面と当接する。したがって、サンドイッチＳ１Ｌおよびサンドイッ
チＳ１Ｒにおける四側面が、左右フォーク１３Ｆ，１４Ｆおよび前後フォーク１５Ｆ１，
１５Ｆ２に囲まれ、かつ当接されて積み重なり位置が揃えられる。さらに、図６（ｄ）に
示す上下用シリンダ１６は、押圧部１６Ｐを降下させて、右下フォーク１２Ｆが載置して
いるサンドイッチＳ１Ｒの上面と当接し下方向に押圧する。
【００３３】
　その押圧部１６ＰがサンドイッチＳ１Ｒの上面を押圧している状態で、右下フォーク１
２Ｆが右方向に移動し、右フォーク１４Ｆとの交差状態を解除する。したがって、図６（
ｅ）に示すように、その右フォーク１４Ｆが停止したまま右下フォーク１２Ｆが右方向に
移動することにより、右下フォーク１２Ｆに載置されていたサンドイッチＳ１Ｒは、その
右側面を右フォーク１４Ｆに当接されているため右方向には動かされず、左下フォーク１
１Ｆが載置しているサンドイッチＳ１Ｌの上面に移される。すなわち、左列のサンドイッ
チＳ１Ｌの上に右列のサンドイッチＳ１Ｒが積み上げられる。
【００３４】
　また、サンドイッチＳ１が複数段に積み上げられた状態、すなわち複数段のサンドイッ
チＳ２が形成された状態で、図６（ｆ）に示すように、右フォーク１４Ｆは、右方向に移
動しサンドイッチＳ２から離隔する。さらに、左下フォーク１１Ｆは、図１６（ｇ）に示
すように、複数段に積み重なったサンドイッチＳ２を載置したまま左フォーク１３Ｆと共
に降下し、ローラコンベア２の載置面２Ａより下方まで降下して停止する。したがって、
複数段に積み重ねられたサンドイッチＳ２がローラコンベア２上に載置された状態で、図
６（ｈ）に示すように、左フォーク１３Ｆは、そのサンドイッチＳ２の左側面を押圧しな
がら右方向に移動し、サンドイッチＳ２をローラコンベア２の中央部分に配置させる。な
お、図６（ｇ）に示すように、上下用シリンダ１６の押圧部は、左下フォーク１１Ｆが降
下する前、もしくは左下フォーク１１Ｆが降下し始めた後に上方向へ移動するように構成
されてもよい。
【００３５】
　つぎに、移載装置４について説明する。移載装置４は、積み重ね装置３により積み重ね
られたサンドイッチＳ２を、ローラコンベア２上から切断台３４に移す装置である。図７
に示す移載装置４では、移載用シリンダ２５により前後方向に移動する移載フォーク２５
Ｆが、ローラコンベア２の停止台２１上で停止されたサンドイッチＳ２を載置し、水平方
向に移動して切断台３４上で停止するように構成されている。また、移載装置４の右側面
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図を図８に示し、移載装置４は、切断台３４の上方に前後方向でサンドイッチＳ２の位置
を決める前フォーク２８Ｆを備えた前位置決め装置２８と、後フォーク２９Ｆを備えた後
位置決め装置２９とが設けられている。
【００３６】
　移載用シリンダ２５は、図８に示すように、水平方向に突出する移載フォーク２５Ｆを
前後動させるものであり、ロッドシリンダ２６とロッドレスシリンダ２７とを備えている
。ロッドシリンダ２６は、シリンダチューブ２６ａから前後方向に突出し伸縮動するピス
トンロッド２６ｃを備え、そのピストンロッド２６ｃの先端部２６ｂに移載フォーク２５
Ｆを支持する支持部材２６ｃが設けられている。ロッドレスシリンダ２７は、シリンダチ
ューブ２７ａにより前後方向にスライドするスライドテーブル２７ｂを備え、そのロッド
シリンダ２６のシリンダチューブ２６ａをスライドテーブル２７ｂと一体的に前後動させ
るように構成されている。
【００３７】
　ここで図９を参照して、その移載用シリンダ２５の動作を説明する。図９（ａ），（ｂ
）に示すように、ロッドレスシリンダ２７のスライドテーブル２７ｂを後退させた状態か
ら、シリンダチューブ２７ａに対してスライドテーブル２７ｂを前進（伸長動）させると
ともに、ロッドシリンダ２６のピストンロッド２６ｃをシリンダチューブ２６ａから伸長
動させる。また、図９（ｃ），（ｄ）に示すように、ピストンロッド２６ｃをシリンダチ
ューブ２６ａに進入（短縮動）させて、移載フォーク２５Ｆを切断台３４の上部に配置さ
せる。その後、スライドテーブル２７ｂを後退させ、移載フォーク２５Ｆを切断台３４の
上部から離脱させる。
【００３８】
　また、前位置決め装置２８は、図１０に示すように、シリンダチューブ２８ａから上下
方向に突出もしくは進入するピストンロッド２８ｃを備えた上下用シリンダ２８Ａと、そ
のピストンロッド２８ｃの先端部２８ｂに設けられたシリンダチューブ２８ｄから水平方
向で後方向に突出もしくは進入するピストンロッド２８ｆを備えた前後用シリンダ２８Ｂ
とを備えている。その前後用シリンダ２８Ｂのピストンロッド２８ｆの先端部２８ｅには
、上下方向に形成された前位置決めフォーク２８Ｆが設けられている。したがって、前位
置決め用フォーク２８Ｆが、図１０（ａ）～（ｃ）に示すように、降下して後方に移動す
ることによりサンドイッチＳ２の前方側面と当接するように構成されている。
【００３９】
　さらに、前位置決め装置２９は、図１０に示すように、シリンダチューブ２９ａから上
下方向に突出もしくは進入するピストンロッド２９ｃを備えた上下用シリンダ２９Ａと、
そのピストンロッド２９ｃの先端部２９ｂに設けられたシリンダチューブ２９ｄから水平
方向で前方向に突出もしくは進入するピストンロッド２９ｆを備えた前後用シリンダ２９
Ｂとを備えている。その前後用シリンダ２９Ｂのピストンロッド２９ｆの先端部２９ｅに
は、上下方向に形成された後位置決めフォーク２９Ｆが設けられている。したがって、後
位置決め用フォーク２９ｆが、図１０（ａ）～（ｃ）に示すように、降下して前方に移動
することによりサンドイッチＳ２の後方側面と当接するように構成されている。
【００４０】
　切断台３４は、積み重ねられたサンドイッチＳ２を載置するように構成され、図７に示
すように、略長方形状に形成されたまな板３５と、そのまな板３５の左右両側に配置され
、把持装置４０が備える一対の把持用パネル部４２とにより構成されている。図１１に示
すように、把持用パネル部４２は、略直角三角形状に形成され、かつ板状に形成されたパ
ネルを一対有し、その一対のパネル４２Ａ，４２Ｂが対向するように構成されている。そ
れらパネル４２Ａ，４２Ｂが、食パンのスライス面と当接する。また、把持用パネル部４
２は、後述するアーム機構６Ａ，６Ｂの先端部分を構成している。したがって、把持装置
４０は、二本のアーム機構６Ａ，６Ｂにそれぞれ設けられ、二組設けられている。さらに
、把持装置４０は、所定の開閉ストロークに把持用パネル部４２を作動させて，一対のパ
ネル４２Ａ，４２Ｂが対向する間隔を拡大あるいは縮小させる把持用シリンダ４１を備え
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ている。
【００４１】
　把持用シリンダ４１は、シリンダチューブ４１ａから両側に突出し伸縮動するピストン
ロッド４１ｂの先端部にいずれか一方のパネル４２Ａ，４２Ｂが設けられている。したが
って、把持用シリンダ４１のピストンロッド４１ｂは、ピストンロッド４１ｂの先端部が
パネル４２Ａ，４２Ｂと直交する壁部と一体的に構成されていてもよい。そのシリンダチ
ューブ４１ａのシリンダ圧を制御することにより、一対のパネル４２Ａ，４２Ｂの開閉ス
トロークを制御するとともに、サンドイッチＳ２を把持する際の掴み圧（把持力）を制御
するように構成されている。
【００４２】
　また、把持用シリンダ４１のシリンダチューブ４１ａは、支持部材４４に支持されてい
る。その支持部材４４は、ロータリシリンダ４３の回転テーブル４３ｂと一体的に回転す
るように構成されている。さらに、ロータリシリンダ４３のシリンダチューブ４３ａは、
支持部材４５により、後述するロッドシリンダ４６におけるシリンダチューブ４６ａの先
端部４６ｂに支持されている。
【００４３】
　また、把持用パネル部４２におけるサンドイッチＳ２と当接する側の面（当接面）には
、略直角三角状に形成された平坦部４２ｂと、その平坦部４２ｂの周りに形成され、かつ
平坦部４２ｂよりも隆起している隆起部４２ａとが設けられている。その隆起部４２ａは
、略直角三角形状に形成された把持用パネル部４２の当接面のうち、斜辺部分を避けるよ
うに配置され、直角を形成する短辺部分および長辺部分、あるいは二等辺部分に沿うよう
に形成されている。一対の把持用パネル部４２が水平方向に平行かつ上下方向で対向する
ように配置されている場合、上下方向で下側に配置された把持用パネル部４２の当接面は
、まな板３５とともに、切断台３４における載置面３４Ａを形成するように構成されてい
る。
【００４４】
　まな板３５は、図１２（ａ）に示すように、サンドイッチＳ２を切断するための刃物３
３ｃの下部に配置され、その刃物３３ｃの刃先３３ｄが進入するための溝部３５ｅを備え
ている。具体的には、図１２（ｂ）に示すように、まな板３５は、樹脂製であり、板状の
まな板部３５ａと、そのまな板部３５ａよりも上方に突出する突出部３５ｂとを備えてい
る。突出部３５ｂは、長方形状に形成され、その中央部分に平坦部３５ｃを備え、その平
坦部３５ｃの両側部分に平坦部３５ｃよりも隆起する隆起部３５ｄを備えている。それら
突出部３５ｂにおける平坦部３５ｃおよび隆起部３５ｄの上面が、サンドイッチＳ２の下
面と当接する当接面を形成するとともに、切断台３４における載置面３４Ａを形成する。
さらに、その突出部３５ｂにおける平坦部３５ｃおよび隆起部３５ｄを縦断するようにし
て、隆起部３５ｄによる載置面３４Ａより下方に窪んだ形状に形成された溝部３５ｅを備
えている。この具体例では、その溝部３５ｅにおける底面がまな板部３５ａの上面と同じ
高さとなるように形成されている。
【００４５】
　また、まな板３５は、上下用シリンダ３６により上下動するように構成されている。上
下用シリンダ３６は、シリンダチューブ３６ａから上下方向に突出もしくは進入するピス
トンロッド３６ｃの先端部３６ｂにまな板部３５ａが設けられている。したがって、図１
３（ａ），（ｂ）に示すように、上下用シリンダ３６によりまな板３５が上昇することに
より、把持用パネル部４２のうち下パネル４２Ｂの下面とまな板部３５ａの上面とが当接
する。さらに、図１３（ｃ）に示すように、その当接状態において、まな板３５を上昇さ
せることにより、まな板部３５ａがサンドイッチＳ２を把持した状態における一対の把持
用パネル部４２を上方に押し上げるように構成されている。なお、把持用パネル部４２は
、図１３（ａ）に示す状態から図１３（ｂ）に示す状態に移行する際、上側に配置された
上パネル４２Ａと下側に配置された下パネル４２Ｂとが対向する間隔を狭めるように動作
する。具体的には、上パネル４２Ａが下方に作動し、かつ下パネル４２Ｂが上方に作動す
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るように構成されている。
【００４６】
　さらに、まな板部３５ａは、長手方向で中間部分に設けられた図示しないピンによりピ
ストンロッド３６ｃの先端部３６ｂと連結されているとともに、そのピンを挟むように長
手方向の両側に設けられ、かつ上下方向に弾性変形する図示しないバネによりピストンロ
ッド３６ｃの先端部３６ｂに支持されている。すなわち、まな板３５ａは、それらのバネ
により二点で支持されており、刃物３３ｃから下方向の荷重を作用されることによりピン
を支点としてまな板３５における載置面３４Ａが水平方向に対して傾斜できるように構成
されている。そのため、刃物３３ｃがまな板３５に片当たりすることを防止できる。
【００４７】
　それら切断台３４を構成する部材の相対的な配置関係について説明する。図１４（ａ）
には切断台３４の平面図を模式的に示し、切断台３４においてサンドイッチＳ２を載置す
る載置面３４Ａは、まな板３５と、まな板３５に対して左右両側に配置された二つ把持装
置４０におけるそれぞれの下パネル４２Ｂとにより略四角形状に形成されている。また、
その略四角形状に形成された載置面３４Ａのうち、中央部分が、下パネル４２Ｂの平坦部
４２ｂとまな板３５の平坦部３５ｃとにより同じ高さの面に形成され、その中央部分を囲
む外周部分が、下パネル４２Ｂの隆起部４２ａとまな板３５の隆起部３５ｄとより形成さ
れ、かつ中央部分よりもサンドイッチＳ２側に隆起するように構成されている。また、切
断台３４に載置されているサンドイッチＳ２の前方側面および後方側面と当接している前
後位置決め用フォーク２８Ｆ，２９Ｆは、まな板３５の溝部３５ｅを避けるようにして配
置されているとともに、図１４（ｂ）に示すように、その上方向の一部がまな板３５の隆
起部３５ｄと当接しないように欠損部２８ｈを備えた形状に形成されている。
【００４８】
　ここで、ローラコンベア２から切断台３４にサンドイッチＳ２を移す際の移載装置４の
動作について説明する。図１５（ａ）に示すように、サンドイッチＳ２を停止台２１によ
り停止させ、かつローラコンベア２の載置面２Ａ上に載置された状態で、停止台２１にお
ける停止フォーク２２Ｆがローラコンベア２の載置面２Ａより下方に配置され、かつ移載
シリンダ２５の移載フォーク２５Ｆが前後方向で停止台２１および切断台３４から離脱し
ているように配置されている。停止フォーク２２Ｆは、垂直方向に形成された壁部と、そ
の壁部から水平方向で前方に形成されたツメ部とを有する形状に形成され、複数本のツメ
部を備えるように構成されている。したがって、各壁部同士は水平方向で所定の間隔を空
けて配置されている。言い換えれば、停止フォーク２２Ｆは、水平方向で前方に突出する
ツメ部を、水平方向で左右方向に等間隔に配置させた構成を備えている。
【００４９】
　その状態から、図１５（ｂ）に示すように、上下用シリンダ２２により停止フォーク２
２Ｆにおけるツメ部が上昇しサンドイッチＳ２を載置するととともに、ローラコンベア２
の載置面２Ａよりも上方に上昇する。この状態で、移載フォーク２５Ｆが水平方向で後方
に移動し、停止フォーク２２Ｆにおける壁部の間隔に噛み合うように進入するとともに、
停止フォーク２２Ｆの水平部分の間隔に進入する。この場合、移載フォーク２５Ｆにおけ
る載置面は、停止フォーク２２Ｆにおける載置面より下方に配置されている。
【００５０】
　そして、上下用シリンダ２２により停止フォーク２２Ｆが下方に降下することにより、
停止フォーク２２Ｆに載置されていたサンドイッチＳ２は、移載フォーク２５Ｆの載置面
上に載置される。すなわち、サンドイッチＳ２がローラコンベア２から移載装置４に移載
される。また、サンドイッチＳ２を載置している移載フォーク２５Ｆは、図１５（ｃ）に
示すように、移載シリンダ２５により後退させられて切断台３４の上部で停止する。さら
に、切断台３４の上部に移載フォーク２５Ｆが配置されると、前後位置決め用フォーク２
８Ｆ，２９Ｆは、それらの先端部がサンドイッチＳ２における最も下層の食パンと当接す
る高さにまで降下する。この状態から、図１５（ｄ）に示すように、前位置決めフォーク
２８Ｆが後方に移動しサンドイッチＳ２の前方側面と当接し、かつ後位置決めフォーク２
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９Ｆが前方に移動しサンドイッチＳ２の後方側面を当接して、切断台３４上のサンドイッ
チＳ２における側面の前後方向位置を決める。
【００５１】
　さらに、図１５（ｅ）に示すように、移載フォーク２５Ｆをさらに後退させることで、
切断台３４の上部から移載フォーク２５Ｆが抜き取られるとともに、移載フォーク２５Ｆ
に載置されていたサンドイッチＳ２は、前位置決めフォーク２８Ｆにより停止されている
ので、把持用パネル部４２における下パネル４２Ｂに載置される。すなわち、移載装置４
から把持用パネル部４２にサンドイッチＳ２が移載される。そして、サンドイッチＳ２を
下パネル４２Ｂに載置した把持用パネル部４２は、下パネル４２Ｂが上昇すると共に上パ
ネル４２Ａが降下し、その把持用パネル部４２における対向する間隔を短縮させるととも
に、所定の把持力でサンドイッチＳ２を把持するように構成されている。さらに、上下用
シリンダ３６によりまな板３５が上昇され、サンドイッチＳ２を把持している把持用パネ
ル部４２における下パネル部４２Ｂの下面と当接するとともに、その把持用パネル部４２
を上方に押し上げるように構成されている。
【００５２】
　つぎに、切断装置５について説明する。切断装置５は、切断台３４に載置された複数段
に積み重ねられたサンドイッチＳ２を切断する装置であり、把持用パネル部４２により上
下方向から挟み込まれているサンドイッチＳ２をまな板３５上に載置するとともに、まな
板３５の上方に配置された刃物３３ｃを降下させてサンドイッチＳ２を切断するように構
成されている。具体的は、図１６に示すように、切断装置５は、切断台３４の上方に配置
され、かつ直線状に形成された刃先３３ｄを備える刃物３３ｃを超音波振動させる超音波
カッタ３３と、その超音波カッタ３３を水平方向において往復動させて揺動させる揺動用
シリンダ３２と、刃物３３ｃを上下方向に移動させる刃物用シリンダ３１とを備えている
。
【００５３】
　図１７（ａ），（ｂ）に示すように、刃物用シリンダ３１は、シリンダチューブ３１ａ
から上下方向に突出もしくは進入するピストンロッド３１ｃの先端部３１ｂに支持部材３
１ｄが設けられている。また先端部３１ｂには、ピストンロッド３１ｃの両側に配置され
たサイドロッド３１ｇが設けられており、そのサイドロッド３１ｇはシリンダチューブ３
１ａのヘッドカバー３１ｆと一体化された筒部材３１ｈにより支持されている。このサイ
ドロッド３１ｇにより、揺動用シリンダ３２を作動させた際にピストンロッド３１ｃの先
端部３１ｂが水平方向に振動することを防ぐことができる。
【００５４】
　図１８（ａ），（ｂ）に示すように、揺動用シリンダ３２は、支持部材３１ｄと一体化
された連結部材３１ｅにシリンダチューブ３２ａが設けられ、そのシリンダチューブ３２
ａにより水平方向において往復動するスライドテーブル３２ｂに超音波カッタ３３のホー
ン３３ｂを支持する支持部材３２ｃが設けられている。
【００５５】
　超音波カッタ３３は、圧電素子を有し超音波振動を発生させる振動子３３ａと、振動子
３３ａにより発生させた超音波振動を増幅するホーン３３ｂと、刃物３３ｃとを備えてい
る。また、図１９（ａ）に示すように、超音波カッタ３３は、刃物用シリンダ３１により
切断台３４に向けて降下し、まな板３５の突出部３５ｂを避けるように配置された把持用
パネル部４２の水平方向の間隔に進入するとともに、まな板３５の溝部３５ｅに進入する
。このように、刃先３３ｄがまな板３５の溝部３５ｅの底面に当接し、サンドイッチＳ２

を切断した状態、すなわち切断されたサンドイッチＳ３を含む状態を図１９（ｂ）に示し
てある。
【００５６】
　つぎに、回転装置６について説明する。回転装置６は、一組（二本）のアーム機構６Ａ
，６Ｂを備え、切断されたサンドイッチＳ３を把持する把持用パネル部４２を水平方向に
移動させるとともに回転させて、そのサンドイッチＳ３を切断装置５から開口装置７へ移
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動させるように構成された装置である。図２０には回転装置６の斜視図を示し、その回転
装置６は、電動モータ４９により駆動する回転軸５０と、その回転軸５０と一体的に回転
するように構成された一組（二本）のアーム機構６Ａ，６Ｂとを備えている。そのアーム
機構６Ａ，６Ｂは、シリンダチューブ４６ａから突出し伸縮動するピストンロッド４６ｃ
の先端部４６ｂに一対の把持用パネル部４２が設けられたロッドシリンダ４６と、回転軸
５０と一体回転する支持部材４８に設けられたシリンダチューブ４７ａによりスライドさ
せられるスライドテーブル４７ｂを有するロッドレスシリンダ４７とを備えている。さら
に、スライドテーブル４７ｂにロッドシリンダ４６のシリンダチューブ４６ａが設けられ
ている。なお、回転軸５０は、軸線方向で支持部材４８の両側に配置された軸受５１，５
２により支持されている。
【００５７】
　また、図２１には回転装置６の平面図を示し、アーム機構６Ａに含まれるロッドシリン
ダ４６Ａとアーム機構６Ｂに含まれるロッドシリンダ４６Ｂとが直交するように配置され
ている。すなわち、二本のアーム機構が直交するように構成されている。したがって、一
方のアーム機構が図中に破線で示した切断装置５側を向いている状態では、他方のアーム
機構が図中に実線で示した開口装置７側を向くように構成されている。また、それら一組
のロッドシリンダ４６Ａ，４６Ｂは、図２２に示すように、回転軸５０の回転中心に対し
て対称に配置さているとともに、水平方向と平行に配置されている。
【００５８】
　ロッドシリンダ４６は、図２３（ａ）に示すように、ピストンロッド４６ａの先端部４
６ｂに連結された把持用パネル部４２が水平方向に配置され、かつ一対の把持用パネル部
４２の間隔が上下方向に形成されている状態と、図２３（ｂ）に示すように、その把持用
パネル部４２が垂直方向に配置され、一対の把持用パネル部４２が水平方向に形成されて
いる状態とに作動させることができる。
【００５９】
　具体的には、回転軸５０に固定された支持部材４８によりロッドレスシリンダ４７のシ
リンダチューブ４７ａが支持されており、そのロッドレスシリンダ４７のスライドテーブ
ル４７ａと一体的に前後動（往復動）するようにしてロッドシリンダ４６のシリンダチュ
ーブ４６ａが設けられている。そのロッドシリンダ４６におけるピストンロッド４６ｃの
先端部４６ｂに一体化された支持部材４４によりロータリシリンダ４３のシリンダチュー
ブ４３ａが支持されている。さらに、ロータリシリンダ４３の回転テーブル４３ａと一体
的に回転するように構成された支持部材４５により把持用シリンダ４１のシリンダチュー
ブ４１ａが支持されている。したがって、ロータリシリンダ４３の回転テーブル４３ｂを
回転駆動させることにより、把持用シリンダ４１のシリンダチューブ４１ａがロータリシ
リンダ４３のシリンダチューブ４３ａに対して回転するように構成されている。この具体
例では、ロータリシリンダ４３は、その揺動範囲が把持用パネル部４２を９０°回転させ
るように構成されている。
【００６０】
　さらに、ロッドシリンダ４６のピストンロッド４６ｃを伸長させた状態を図２３（ｃ）
に示してあり、そのロッドシリンダ４６を伸長させた状態でロッドレスシリンダ４７のス
ライドテーブル４７ｂを後退させた状態を図２３（ｄ）に示してある。したがって、アー
ム機構は、ロッドシリンダ４６およびロッドレスシリンダ４７により、水平方向で把持用
パネル部４２を異なる位置に配置させることができるように構成されている。また、図２
３（ｄ）に示す状態から、ロッドシリンダ４６のピストンロッド４６ｃをシリンダチュー
ブ４６ａに進入させるよう短縮動させることで把持用パネル部４２を後退させるように構
成されている。
【００６１】
　ここで、図２４を参照して、回転装置６の動作について説明する。また、この説明では
、説明の便宜上、回転軸に連結された一組のアーム機構について、一方をアーム機構Ａ、
他方をアーム機構Ｂとして説明する。なお、図２４では、図２１に示す切断装置５および
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開口装置７を省略している。図２４（ａ）に示すように、アーム機構Ａが相対的に回転軸
５０の下側に配置され、かつ把持用パネル部４２が切断装置５側を向いた状態、かつアー
ム機構Ｂが相対的に回転軸５０の上側に配置され、かつ把持用パネル部４２が開口装置７
側を向いた状態となっている。
【００６２】
　さらに、アーム機構Ａにおけるロッドシリンダ４６Ａは、シリンダチューブ４６ａに対
して伸長した状態のピストンロッド４６ｃに設けられた一対の把持用パネル部４２が水平
方向に平行に配置されて、対向する面が上下方向で所定の間隔を形成するように配置され
ている。したがって、図２４（ａ）に示すアーム機構Ａは、切断台３４を構成している状
態である。一方、アーム機構Ｂにおけるロッドシリンダ４６Ｂは、シリンダチューブ４６
ａに対して短縮した状態のピストンロッド４６ｃに設けられた一対の把持用パネル部４２
が水平方向に平行に配置されて、対向する面が上下方向で所定の間隔を形成するように配
置されている。
【００６３】
　図２４（ｂ）に示す回転装置６は、図２４（ａ）に示すアーム機構Ａにおけるロッドシ
リンダ４６Ａのピストンロッド４６ｃをシリンダチューブ４６ａに短縮させた状態である
。すなわち、アーム機構Ａにおける一対の把持用パネル部４２は、切断装置５により切断
されたサンドイッチＳ３を把持している状態である。この状態で回転軸５０が１８０°回
転して、図２４（ｃ）に示す状態となる。したがって、図２４（ｃ）に示す回転装置６は
、アーム機構Ａが相対的に回転軸５０の上側に配置され、かつ一対の把持用パネル部４２
が開口装置７側を向いた状態、かつアーム機構Ｂが相対的に回転軸５０の下側に配置され
、かつ把持用パネル部４２が切断装置５側を向いた状態となっている。
【００６４】
　さらに、回転装置６は、図２４（ｄ）に示すように、アーム機構Ａにおけるロータリシ
リンダ４３が９０°回転して、把持用パネル部４２を垂直方向に平行に配置させる。一方
、アーム機構Ｂは、ロッドシリンダ４６のピストンロッド４６ｃをシリンダチューブ４６
ａに対して伸長させて把持用パネル部４２を切断装置５側に移動させる。したがって、図
２４（ｄ）に示すアーム機構Ｂは、図７などに示すように、その把持用パネル部４２が切
断台３４を構成している状態となり、移載装置４によりサンドイッチＳ３が移載されるこ
とを待機している状態となる。なお、アーム機構Ａにおいて把持用パネル部４２を９０°
回転させている最中にアーム機構Ｂにおけるロッドシリンダ４６Ｂを伸長動させるように
構成されてもよい。すなわち、この発明における回転装置６は、一方のアーム機構に含ま
れる把持用パネル部４２が９０°回転する動作と、他方のアーム機構に含まれる把持用パ
ネル部４２が水平方向に伸長動する動作とが同時に行われているか否かは、特に限定され
ない。
【００６５】
　そして、回転装置６は、図２４（ｅ）に示すように、アーム機構Ａにおけるロッドシリ
ンダ４６Ａのピストンロッド４６ｃを伸長動させて、その先端部４６ｂに設けられている
一対の把持用パネル部４２が開口装置７へ向けて移動する。したがって、回転装置６は、
切断されたサンドイッチＳ３の切断面を前方に向けた状態、かつサンドイッチＳ３を直立
させた状態で開口装置７に移動させるように構成されている。
【００６６】
　つぎに、開口装置７と袋供給装置８とについて説明する。開口装置７は、開口部ＲＯが
閉じた状態で開口台５４に載置されたフィルム袋Ｒを上方向に開口させるとともに、その
開口部ＲＯが水平方向を向くように構成されている。袋供給装置８は、開口部ＲＯが閉じ
た状態のフィルム袋Ｒを複数貯留する袋貯留部７０から、一枚のフィルム袋Ｒを開口台５
４に供給する装置である。図２５に示すように、この具体例における開口装置７と袋供給
装置８とは、固定部６７に対して水平方向に往復動するスライド部材６８に設置され、左
右方向に移動するように構成されている。
【００６７】
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　開口装置７は、上下方向にスライドテーブル５５ｂを作動させるロッドレスシリンダ５
５のシリンダチューブ５５ａがスライド部材６８に設置され、そのスライドテーブル５５
ｂには支持部材５５ｃが設けられ、その支持部材５５ｃが開口台５４に対して上下動する
ように構成されている。その支持部材５５ｃは、枠形状に形成され、その下枠部分に設け
られたヒンジ５５ｄを介してプレート５７と連結され、そのプレート５７を開口台５４に
対して傾斜させるように作動させるロッドシリンダ５６のシリンダチューブ５６ａが、そ
の上枠部分に設けられている。また、ロッドシリンダ５６のシリンダチューブ５６ａから
突出もしくは進入するピストンロッド５６ｃの先端部５６ｂは、連結部材５６ｄを介して
プレート５７に連結されている。したがって、ロッドシリンダ５６のピストンロッド５６
ｃを伸縮動させることにより、ヒンジ５５ｄを支点としてプレート５７を傾斜させるよう
に構成されている。
【００６８】
　そのプレート５７には、図示しない貫通孔が形成され、その貫通孔に上側吸引部５８が
設けられている。上側吸引部５８は、プレート５７における開口台５４側の面（下面）に
開口する吸引口を備えている。さらに、フィルム袋Ｒが載置される開口台５４には、フィ
ルム袋Ｒが載置される載置面すなわちプレート５７と対向する面に開口する吸引口を有す
る下側吸引部５９が設けられている。これらの吸引部５８，５９は、図示しないアクチュ
エータによりそれぞれの吸引口から吸気するように構成されている。また、それら吸引口
は、開口台５４に載置されたフィルム袋Ｒに対して、閉口しているヘッダよりも開口部Ｒ
Ｏ側に配置されている。
【００６９】
　また、開口装置７は、開口台５４に載置されたフィルム袋Ｒの端部を構成部材との間に
挟み込むチャック装置を備えている。この具体例では、フィルム袋Ｒの開口端下側を挟み
込む下側チャック部６１が開口台５４に設けられ、フィルム袋Ｒの開口端上側を挟み込む
上側チャック部６２がプレート５７に設けられ、フィルム袋Ｒのヘッダを挟み込むヘッダ
チャック部６３が支持部材５５ｃの下枠部分に設けられている。
【００７０】
　下側チャック部６１は、ロータリシリンダ６１ａのシリンダチューブが開口台５４に設
けられ、シリンダチューブから水平方向で左右方向に突出する回転軸６１ｃが軸受６１ｂ
により支持されているとともに、その回転軸６１ｃと一体的に回転しフィルム袋Ｒの開口
端下側をチャックするチャック部材６１ｄを備えている。上側チャック部６２は、ロータ
リシリンダ６２ａのシリンダチューブがプレート５７に設けられ、シリンダチューブ６２
ａから水平方向で左右方向に突出する回転軸６２ｃが軸受６２ｂにより支持されていると
ともに、その回転軸６２ｃと一体的に回転しフィルム袋Ｒの開口端上側をチャックするチ
ャック部材６２ｄを備えている。
【００７１】
　ヘッダチャック部６３は、ロータリシリンダ６３ａのシリンダチューブが支持部材５５
ｃの下枠部分に設けられ、シリンダチューブから水平方向で左右方向に突出する回転軸６
３ｃが図示しない軸受により支持されているとともに、その回転軸６３ｃと一体的に回転
しフィルム袋Ｒのヘッダをチャックするチャック部材６３ｄを備えている。なお、それら
の軸受は複数設けられ、チャック部材６１ｄ，６２ｄ，６３ｄの左右両側に配置され、例
えば一方の軸受がロータリシリンダ６１ａ，６２ａ，６３ａのシリンダチューブとチャッ
ク部材６１ｄ，６２ｄ，６３ｄとの間に設けられている。
【００７２】
　ここで、開口装置７の動作について説明する。図２６には、支持部材５５ｃを開口台５
４に降下させた状態、かつフィルム袋Ｒを開口台５４に載置させた状態を示してある。図
２６（ａ）には、開口部ＲＯを閉じた状態で開口台５４に載置されているフィルム袋Ｒを
、プレート５７と開口台５４で挟み込んだ状態を示す。具体的には、図２６（ａ）の右図
に示すように、開口用シリンダ５６のピストンロッド５６ｃを伸長させてプレート５７を
開口台５４と平行に配置させ、ヘッダチャック部６３によりフィルム袋Ｒのヘッダをチャ
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ックする。さらに、上面吸引部５８がフィルム袋Ｒの上面を吸引するとともに、下面吸引
部５９がフィルム袋Ｒの下面を吸引する。また、図２６（ａ）の左図および右図に示す状
態では、下側チャック部６１および上側チャック部６２はフィルム袋Ｒをチャックしてい
ない。
【００７３】
　図２６（ａ）に示す状態から、それら吸引部５８，５９によりフィルム袋Ｒの外表面を
吸引したまま開口用シリンダ５６のピストンロッド５６ｃを短縮動させることにより、開
口台５４に対してプレート５７を傾斜させ始め、フィルム袋Ｒの開口部ＲＯを開口させ始
める。図２６（ｂ）の右図に示すように、開口用シリンダ５６によりプレート５７を所定
の傾斜角度に傾斜させた状態となる。その図２６（ｂ）の左図に示すように、フィルム袋
Ｒの開口部ＲＯを上方向に開口させ、その開口部ＲＯがある程度開いた状態で上側チャッ
ク部６２および下側チャック部６１によりフィルム袋Ｒの開口端をチャックするように構
成されている。すなわち、開口装置７は、開口用シリンダ５６を駆動させてからロータリ
シリンダ６１ａ，６２ａを駆動させるように構成されている。
【００７４】
　そして、図２６（ｂ）に示す状態から、さらに開口用シリンダ５６のピストンロッド５
６ｃを短縮動させることによりフィルム袋Ｒをさらに開口させる。図２６（ｃ）には、開
口台５４に載置されたフィルム袋Ｒの開口部ＲＯを上方向に開口させて、切断されたサン
ドイッチＳ３を水平方向から挿入させる待機状態を示してある。図２６（ｃ）の右図に示
すように、開口用シリンダ５６は開口台５４に対して所定の傾斜角度にプレート５７を傾
斜させた状態でピストンロッド５６の伸縮動を停止させてプレート５７を所定の傾斜角度
で停止させる。さらに、この状態において、全てのチャック部６１，６２，６３はフィル
ム袋Ｒをチャックしているとともに、両吸引部５８，５９がフィルム袋Ｒの外表面を吸引
している。なお、図２６（ｃ）に示す待機状態では、プレート５７は、サンドイッチＳ３

の切断面の傾斜角度よりも小さい傾斜角度になるように構成されていてもよい。例えば、
プレート５７の傾斜角度が４５°以下となるように設定されている。
【００７５】
　したがって、開口台５４に載置されたフィルム袋Ｒは、まず外表面を上下両側に配置さ
れた吸引部５８，５９により吸引され、その吸引のみされている状態で閉じていた開口部
ＲＯが上方向に開かれる。そして、フィルム袋Ｒは、開口部ＲＯが上方向にある程度開い
た状態で、開口端の内表面とチャック部材６１ｄ，６２ｄとが当接してチャックされ、こ
の吸引状態かつチャック状態において、さらに上方向に開口させられて開口部ＲＯが水平
方向を向くように開口される。このように、開口装置７により待機状態となったフィルム
袋Ｒ内に、回転装置６により切断されたサンドイッチＳ３が挿入され、サンドイッチＳ３

を袋詰めするように構成されている。言い換えれば、回転装置６と開口装置７とにより袋
詰め装置が構成されている。
【００７６】
　ここでは、図２７を参照して、フィルム袋Ｒ内にサンドイッチＳ３を挿入する動作につ
いて説明する。なお、図２７に示す開口装置７は、図２６（ｃ）に示す待機状態である。
具体的には、図２７（ａ）の左図に示すように、回転装置６が備えるいずれか一方のアー
ム機構が把持用パネル部４２により切断されたサンドイッチＳ３を把持している状態で、
ロッドシリンダ４６のピストンロッド４６ｃを伸長動させて、サンドイッチＳ３を水平方
向からフィルム袋Ｒの開口端の内部に挿入する。また、図２７（ａ）の右図には、フィル
ム袋Ｒ内に挿入されたサンドイッチＳ３の前方先端部、すなわち先頭部の位置、およびそ
のサンドイッチＳ３を把持する把持用パネル部４２の配置を示した平面図を示してある。
【００７７】
　その図２７（ａ）に示す状態から、把持用シリンダ４１により把持用パネル部４２は対
向する間隔が開くように作動され、それまで把持していたサンドイッチＳ３を一旦離して
開口台５４上に載置する。そして、把持用パネル部４２における対向する間隔を拡大させ
た状態、かつロッドシリンダ４６のピストンロッド４６ｃを伸長させた状態のまま、図２
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７（ｂ）の左図に示すように、ロッドレスシリンダ４７のスライドテーブル４７ｂを後退
させる。さらに、この状態で、把持用シリンダ４１により把持用パネル部４２の対向する
間隔を縮小させて、開口台５４上に載置させたサンドイッチＳ３を把持するように構成さ
れている。具体的には、図２７（ｂ）の右図に示すように、把持用パネル部４２が、開口
台５４上に載置されたサンドイッチＳ３の相対的に後部と当接しかつ把持する。
【００７８】
　そして、図２７（ｂ）に示す状態から、図２７（ｃ）に示すように、ロッドレスシリン
ダ４７のスライドテーブル４７ｂを前進させて、フィルム袋Ｒの内部にサンドイッチＳ３

を押し込むように構成されている。この場合、フィルム袋Ｒを介して、プレート５７とサ
ンドイッチＳ３の切断面とが当接するように構成されている。また、図２７（ｃ）の右図
には、サンドイッチＳ３の後部を把持する把持用パネル部４２の配置、およびその状態で
フィルム袋Ｒ内に押し込まれたサンドイッチＳ３の先頭部の位置を示してある。したがっ
て、フィルム袋Ｒ内に挿入されたサンドイッチＳ３を再度挟み込みそのフィルム袋Ｒ内部
へ押し込むように構成されているので、サンドイッチＳ３の先頭部は、よりフィルム袋Ｒ
の内部に進入する。すなわち、回転装置６は、開口装置７により水平方向に開口させられ
たフィルム袋Ｒ内へ、切断されたサンドイッチＳ３を二度押しするように構成されている
。
【００７９】
　さらに、図２８に示すように、開口装置７は、フィルム袋Ｒの内部に収容されたサンド
イッチＳ４を開口台５４から持ち上げるように構成されている。図２７（ｃ）に示す状態
から、前述したアーム機構におけるロッドシリンダ４６のピストンロッド４６ｃを短縮動
させて、フィルム袋Ｒ内から把持用パネル部４２を離脱されて、下側チャック部６１のチ
ャック状態を解放する。この状態を図２８（ａ）の下図に示し、下側チャック部６１のロ
ータリシリンダ６１ａによりチャック部材６１ｄを回転させて、フィルム袋Ｒの開口端に
おける下側部分のチャック状態のみ解放させる。さらに、下側吸引部５９は、吸引口から
の吸引を停止する。すなわち、上側チャック部６２によるチャック状態およびヘッダチャ
ック部３によるチャック状態は維持され、かつ上側吸引部５８による吸引状態は維持され
ている。
【００８０】
　そして、図２８（ｂ）に示すように、スライド部材６８に載置されている上下用シリン
ダ５５のシリンダチューブ５５ａによりスライドテーブル５５ｂを上昇させて、そのスラ
イドテーブル５５ｂに支持されている支持部材５５ｃを上昇させる。したがって、支持部
材５５ｃに連結されているプレート５７とヘッダチャック部６３と開口用シリンダ５６と
は、スライドテーブル５５ｂと一体的に上下方向で上側に移動する。すなわち、フィルム
袋Ｒは、上側吸引部５８により上面を吸引され、上側チャック部６２により開口端の上側
部分をチャックされ、ヘッダチャック部６３によりヘッダ部をチャックされている状態の
まま、その内部にサンドイッチＳ４を収容し開口台５４から上方向に離隔する。
【００８１】
　また、図２５に示すように、袋供給装置８は、袋貯留部７０から開口台５４に閉じた状
態のフィルム袋Ｒを供給するように構成されている。具体的には、袋供給装置８は、ロッ
ドレスシリンダ６９のシリンダチューブ６９ａがスライド部材６８と一体的に左右動する
ように構成され、そのロッドレスシリンダ６９のスライドテーブル６９ｂに上下用シリン
ダ６４のシリンダチューブ６４ａが設置されている。その上下用シリンダ６４のシリンダ
チューブ６４ａから上下方向に突出もしくは進入するピストンロッド６４ｃの先端部６４
ｂには、水平方向に突出しパネル形状に形成された支持プレート６５が設けられている。
その支持プレート６５には、フィルム袋Ｒを吸引する複数の吸引部６６が設けられている
。
【００８２】
　図２９に示すように、吸引部６６は、支持プレート６５の下方に開口する吸引口を有す
る吸引パッド６６ａを備え、その吸引パッド６６ａがフィルム袋Ｒの上面と当接しかつ吸



(20) JP 2014-162531 A 2014.9.8

10

20

30

40

50

引するように構成されている。具体的には、吸引部６６は、上下方向に形成された円筒部
６６ｂを備え、その円筒部６６ｂの先端に吸引パッド６６ａが設けられている。また、円
筒部６６ｂは、支持プレート６５の貫通孔を貫通するように構成され、支持プレート６５
の上面側に形成された環状突部６５ａに嵌合し、支持プレート６５の下面側に設けられた
円筒状のストッパ部６６ｃを備えている。そのストッパ部６６ｃは、の円筒部６６ｂの外
周側に設けられたスプリング６６ｄを支持プレート６５の下方で上下方向で挟み込むよう
に、そのスプリング６６ｄの両側に設けられた上側ストッパ部と下側ストッパ部とを備え
ている。
【００８３】
　ここで、袋供給装置８の動作について説明する。図２９（ａ）に示す袋供給装置８は、
上下用シリンダ６４のピストンロッド６４ｃを短縮させた状態であり、上下方向で吸引パ
ッド６６ａが袋貯留部７０から離隔している。この状態から、上下用シリンダ６４のピス
トンロッド６４ｃを伸長動させて先端部６４ｂを降下させる。その先端部６４ｂをさらに
降下させて支持プレート６５を降下させることにより、図２９（ｂ）に示すように、吸引
部６６の吸引パッド６６ａが袋貯留部７０に貯留されているフィルム袋Ｒと当接する。
【００８４】
　そして、フィルム袋Ｒと吸引パッド６６ａとが当接した状態から、さらに上下用シリン
ダ６４のピストンロッド６４ｃを伸長動させて支持プレート６５を降下させると、図２９
（ｃ）に示すように、吸引部６６のスプリング６６ｄがストッパ部材６６ｃにより上下方
向で圧縮されて弾性変形する。また、吸引部６６の円筒部６６ｂは、その先端のボス部６
６ｅが環状突部６５ａから離隔して支持プレート６５の上方に突出する。さらに、この状
態で、吸引部６６は、吸引パッド６６ａの吸引口から吸気しフィルム袋Ｒの上面を吸引す
る。そして、図２９（ｃ）に示す状態から、上下用シリンダ６４のピストンロッド６４ｃ
を短縮動させることにより、図２９（ａ）に示す状態となり、吸引部６６の吸引パッド６
６ａがフィルム袋Ｒを吸引した状態でフィルム袋Ｒを袋貯留部７０から持ち上げる。
【００８５】
　さらに、開口装置７および袋供給装置８は、固定部６７に対して水平方向に前後するス
ライド部材６８により、左右方向に移動する。図３０（ａ）に示すように上下用シリンダ
５５が開口台５４の上部に配置され、かつ上下用シリンダ６４が袋貯留部７０の上部に配
置された状態から、スライド部材６８と共に上下用シリンダ５５および上下用シリンダ６
４が左方向に移動する。したがって、開口装置７における上下用シリンダ５５が支持部材
５５ｃを開口台５４から上昇させている状態、かつ袋供給装置８における上下用シリンダ
６４が吸引パッド６６ａを袋貯留部７０から上昇させている状態で、スライド部材６８は
水平方向で左右方向に往復動するように構成されている。
【００８６】
　また、図３０（ｂ）に示すように、スライド部材６８を左方向に移動させることにより
、上下用シリンダ５５が第１排出用コンベア７１の上部に配置され、かつ上下用シリンダ
６４が開口台５４の上部に配置される。この状態で、まずヘッダチャック部６３がチャッ
ク部材６３ｄを回転させてフィルム袋Ｒのヘッダに対するチャックを解除してから、上側
チャック部６２がチャック部材６２ｄを回転させてフィルム袋Ｒの開口端上側に対するチ
ャックを解除する。それにより、フィルム袋Ｒに収容されたサンドイッチＳ４は、開口装
置７から排出装置９の第１排出用コンベア７１に移される。このように、ヘッダチャック
部６３が上側チャック部６２よりも先にフィルム袋Ｒに対するチャックを解除するので、
サンドイッチＳ４がフィルム袋Ｒの開口部ＲＯから抜け落ちることを防止できる。また、
図３０（ｂ）に示す状態で、袋供給装置８における上下用シリンダ６４がピストンロッド
６４ｃを伸長させて支持プレート６５を開口台５４に向けて降下させて吸引パッド６６ａ
に吸引されているフィルム袋Ｒが開口台５４に載置されると、開口台５４の下側吸引部５
９がフィルム袋Ｒの下面を吸引するとともに袋供給装置８の吸引部６６はフィルム袋Ｒの
上面を吸引することを中止する。これにより、開口台５４にフィルム袋Ｒがセットされる
。なお、図３０（ｂ）に示す状態では、開口装置７の上側吸引部５８がフィルム袋Ｒの表
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面を吸引することを中止していてもよい。さらに、開口装置７は、上側チャック部６２が
ヘッダチャック部６３よりも先にフィルム袋Ｒに対するチャックを解除しないように構成
されていればよく、上側チャック部６２とヘッダチャック部６３とが同時にフィルム袋Ｒ
に対するチャックを解除するように構成されてもよい。
【００８７】
　つぎに、排出装置９について説明する。排出装置９は、フィルム袋Ｒ内に収容されたサ
ンドイッチＳ４を載置して搬送する装置であって、並列に配置された複数の排出用コンベ
アを備え、それぞれ高さの異なる載置面を形成するように構成されている。図３１に示す
ように、排出装置９は、相対的に高く配置された載置面７１Ａを備える第１排出用コンベ
ア７１が、相対的に低く配置された載置面７４Ａを備える第２排出用コンベア７４の左右
両側に設けられている。例えば、載置面７４Ａは、載置面７１Ａよりも３８ｍｍ低く設定
されている。また、排出装置９は、第１排出用コンベア７１上を搬送されているサンドイ
ッチＳ４を搬送方向の前方側から捕捉するカゴ７２ｃを有する押し出し装置７５を備えて
いる。なお、サンドイッチＳ４が搬送される搬送経路として、第１排出用コンベア７１が
上流側となり、第２排出用コンベア７４が下流側となる。
【００８８】
　図３２（ａ），（ｂ）に示すように、押し出し装置７５は、先端部７２ｂにカゴ７２ｃ
が設けられたピストンロッド７２ｄをシリンダチューブ７２ａから左右方向に突出させ伸
縮動させる押し出し用シリンダ７２と、そのピストンロッド７２ｄを回転させるロータリ
シリンダ７３とを備えている。そのピストンロッド７２ｄによりカゴ７２ｃは、第１排出
用コンベア７１の上部から第２排出用コンベア７４の上部に移動する。すなわち、押し出
し装置７５は、サンドイッチＳ４を第１排出用コンベア７１の載置面７１Ａ上から第２排
出用コンベア７４の載置面７４Ａ上に移す。そして、押し出し装置７５は、カゴ７２ｃを
第２排出用コンベア７４の上部に移動させてから、ロータリシリンダ７３によりピストン
ロッド７２ｄを回転させる。
【００８９】
　そのロータリシリンダ７３により回転するカゴ７２ｃの動作を図３３に示してある。図
３３（ａ）に示すように、カゴ７２ｃが第１排出用コンベア７１の上部でサンドイッチＳ

４を捕捉している状態から、押し出し用シリンダ７２によりカゴ７２ｃを第２排出用コン
ベア７４の上部に移動させると、図３３（ｂ）に示すように、サンドイッチＳ４が第２排
出用コンベア７４の載置面７４Ａ上に落下してカゴ７２ｃから離脱する。そして、図３３
（ｃ），（ｄ）に示すように、カゴ７２ｃは、ロータリシリンダ７３によりサンドイッチ
Ｓ４の切断面と対向していた面がサンドイッチＳ４を回避する方向に移動するように９０
°回転させられる。
【００９０】
　以上説明してきた具体例では、回転装置６と開口装置７と袋供給装置８とが、ローラコ
ンベア２と第１排出用コンベア７１の右方に配置された例について説明したが、この発明
に係るサンドイッチ製造装置１は、図３４に示すように、左右両側に、回転装置６と開口
装置７と袋供給装置８とを備えるように構成されていてもよい。したがって、サンドイッ
チ製造装置１は、切断装置５に対して左方側に配置された回転装置６と、右方側に配置さ
れた回転装置６とを含むように構成されている。つまり、左方側の回転装置６は一対の把
持用パネル部４２を二つ備え、右方側の回転装置６も一対の把持用パネル部４２を二つ備
えているので、サンドイッチ製造装置１全体としては一対の把持用パネル部４２を四つ備
えている。要するに、一つの回転装置６には、一組の把持装置４０と四枚のパネルが含ま
れる。
【００９１】
　なお、上述した具体例は、この発明に係るサンドイッチ製造装置の一例であって、この
発明はこれに限定されず、この発明の目的を逸脱しない範囲内で適宜変更が可能である。
【００９２】
　例えば、図３５に示すように、把持用パネル部４２の平坦部４２ｂには、貫通孔４２ｃ
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が設けられていてもよい。これにより、パネルを軽量化することができるとともに、サン
ドイッチとの当接面を減少させることができる。
【００９３】
　また、前述した説明では、左下フォーク１１Ｆ，右下フォーク１２Ｆ，移載フォーク２
５Ｆについて、水平方向に突出するツメ部分のみの形状について説明したが、それらフォ
ーク１１Ｆ，１２Ｆ，２５Ｆはいずれも、垂直方向に形成された根部を備え、根部からツ
メ部が水平方向に突出するように形成されていてもよい。
【００９４】
　さらに、前述した各シリンダは、アクチュエータであって、空圧シリンダや油圧シリン
ダや電動シリンダにより構成することができ、特に空圧によりピストンを作動させてピス
トンシリンダあるいはスライドテーブルを作動させるエアシリンダにより構成されている
ことが望ましい。また、各シリンダの動作を制御する電子制御装置を備えるように構成さ
れている。
【符号の説明】
【００９５】
　１…サンドイッチ製造装置、　２…ローラコンベア、　３…積み重ね装置、　４…移載
装置、　５…切断装置、　６…回転装置、　６Ａ，６Ｂ…アーム機構、　７…開口装置、
　８…袋供給装置、　９…排出装置、　１０…ストッパ、　１１…上下用シリンダ、　１
１Ｆ…左下フォーク、　１２…上下用シリンダ、　１２Ｆ…右下フォーク、　１３…左右
用シリンダ、　１３Ｆ…左フォーク、　１４…左右用シリンダ、　１４Ｆ…右フォーク、
　１５…前後用シリンダ、　１５Ｆ１…前フォーク、　１５Ｆ２…後フォーク、　１６…
上下用シリンダ、　１６Ｐ…押圧部材、　２１…停止台、　２５…移載用シリンダ、　２
５Ｆ…移載フォーク、　３１…刃物用シリンダ、　３２…揺動用シリンダ、　３３…超音
波カッタ、　３３ｃ…刃物、　３４…切断台、　３５…まな板、　３６…上下用シリンダ
、　４０…把持装置、　４１…把持用シリンダ、　４２…把持用パネル部、　４３…ロー
タリシリンダ、　４６…ロッドシリンダ、　４７…ロッドレスシリンダ、　５０…回転軸
、　５４…開口台、　５５…上下用シリンダ、　５６…開口用シリンダ、　５７…プレー
ト、　５８…上側吸引部、　５９…下側吸引部、　６１…下側チャック部、　６２…上側
チャック部、　６３…ヘッダチャック部、　６４…上下用シリンダ、　６５…支持プレー
ト、　６６…吸引部、　６７…固定部、　６８…スライド部材、　６９…左右用シリンダ
、　７０…袋貯留部、　７１…第１排出用コンベア、　７２…押し出し用シリンダ、　７
２ｃ…カゴ、　７３…ロータリシリンダ、　７４…第２排出用コンベア、　７５…押し出
し装置、　Ｓ１，Ｓ１Ｒ，Ｓ１Ｌ，Ｓ２，Ｓ３，Ｓ４…サンドイッチ、　Ｒ…フィルム袋
、　ＲＯ…開口部。
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