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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　配電制御ボックス（１）を含み、前記配電制御ボックス（１）には製品（２１）に連係
した搬送溝（２）が設置され、前記搬送溝（２）の中央部は中空溝であり、且つその中央
部には製品（２１）に連係した供給装置（３）が連係され、前記搬送溝（２）の後側には
右から左まで順次搬送溝（２）内の製品（２１）に連係したシート挿入装置（４）、シー
ト押圧機構（５）及び折り曲げ装置（６）が設置され、且つそれらはいずれも配電制御ボ
ックス（１）に接続され、前記供給装置（３）は配電制御ボックス（１）に設置された供
給台（１２）を含み、前記供給台（１２）に供給エアシリンダー（１３）が設置され、前
記供給エアシリンダー（１３）には供給用連結ブロック（１４）を介して供給用可動台（
１５）が連結され、前記供給用可動台（１５）は供給用スライドレール（１９）に設置さ
れ、且つ供給用可動台（１５）に供給用可動ブロック（１６）が設置され、前記供給用可
動ブロック（１６）に押さえブロック昇降エアシリンダー（１８）が均一に設置され、前
記供給エアシリンダー（１３）及び押さえブロック昇降エアシリンダー（１８）は配電制
御ボックス（１）に接続されること、を特徴とするＵＳＢインターフェースの自動組み立
て装置。
【請求項２】
　前記搬送溝（２）には製品（２１）に連係した位置決め電磁石（２０）が均一に嵌め込
まれ、前記位置決め電磁石（２０）は配電制御ボックス（１）に接続されること、を特徴
とする請求項１に記載のＵＳＢインターフェースの自動組み立て装置。
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【請求項３】
　前記搬送溝（２）の右側に材料供給溝（９）が設置され、前記材料供給溝（９）が振動
式材料供給盤に連結され、前記材料供給溝（９）と搬送溝（２）とが前後にずれて設置さ
れ、且つ第一中継搬送装置（１０）により連係され、前記搬送溝（２）の左端に材料排出
溝（８）が連結され、前記搬送溝（２）は前後にずれた二部分に分けられ、且つ第二中継
搬送装置（１１）により連係され、前記振動式材料供給盤、第一中継搬送装置（１０）及
び第二中継搬送装置（１１）は配電制御ボックス（１）に接続されること、を特徴とする
請求項２に記載のＵＳＢインターフェースの自動組み立て装置。
【請求項４】
　前記シート挿入装置（４）が配電制御ボックス（１）に設置された銅シート搬送台（３
１）及びシート挿入台（３４）を含み、前記銅シート搬送台（３１）には銅シートリール
に連係した銅シート搬送溝（３２）が設置され、前記銅シート搬送溝（３２）の下方に銅
シート昇降エアシリンダー（３３）が設置され、前記シート挿入台（３４）にシート挿入
エアシリンダー（３５）が設置され、前記シート挿入エアシリンダー（３５）には銅シー
ト搬送溝（３２）の出口側に連係したシート挿入ブロック（３６）が連結され、前記シー
ト挿入エアシリンダー（３５）、銅シート搬送溝（３２）、銅シート昇降エアシリンダー
（３３）は配電制御ボックス（１）に接続されること、を特徴とする請求項１に記載のＵ
ＳＢインターフェースの自動組み立て装置。
【請求項５】
　前記シート挿入台（３４）の上方にシート押圧エアシリンダー（３７）が設置され、前
記シート押圧エアシリンダー（３７）にシート押圧用昇降ブロック（３８）が連結され、
前記シート押圧用昇降ブロック（３８）の下方には銅シート搬送溝（３２）の出口部の銅
シートに連係したシート押圧ブロック（３９）が設置され、前記シート押圧エアシリンダ
ー（３７）は配電制御ボックス（１）に接続されること、を特徴とする請求項４に記載の
ＵＳＢインターフェースの自動組み立て装置。
【請求項６】
　前記シート押圧機構（５）が右から左まで順次設置された切断装置及びシート押圧装置
を含み、前記切断装置は切断台（４１）を含み、前記切断台（４１）に切断プッシュエア
シリンダー（４２）が設置され、前記切断プッシュエアシリンダー（４２）に切断用昇降
エアシリンダー（４３）が連結され、前記切断用昇降エアシリンダー（４３）の下部には
銅シート結合部に連係した切断カッター（４４）が連結され、前記切断プッシュエアシリ
ンダー（４２）、切断用昇降エアシリンダー（４３）及びシート押圧装置は配電制御ボッ
クス（１）に接続されること、を特徴とする請求項１に記載のＵＳＢインターフェースの
自動組み立て装置。
【請求項７】
　前記シート押圧装置が配電制御ボックス（１）に設置され且つそれに接続されたシート
押圧エアシリンダーを含み、前記シート押圧エアシリンダーは前後に向かい、且つシート
押圧エアシリンダーの前部にシート押圧ブロック（４５）が連結され、前記シート押圧ブ
ロック（４５）には銅シートに連係したシート押圧溝が均一に開けられること、を特徴と
する請求項６に記載のＵＳＢインターフェースの自動組み立て装置。
【請求項８】
　前記シート押圧装置の左側に検査測定装置が設置され、前記検査測定装置は配電制御ボ
ックス（１）に設置された検査測定台（４６）を含み、前記検査測定台（４６）には互い
に連係した検査測定用昇降エアシリンダー（４７）及び検査測定用昇降台（４８）が設置
され、且つ検査測定用昇降台（４８）は検査測定台（４６）における検査測定用昇降スラ
イドレールに連係し、前記検査測定用昇降台（４８）にはシート挿入後の製品（２１）に
連係した検査測定プローブ（４９）が設置され、前記検査測定用昇降エアシリンダー（４
７）及び検査測定プローブ（４９）は配電制御ボックス（１）に接続されること、を特徴
とする請求項６又は７に記載のＵＳＢインターフェースの自動組み立て装置。
【請求項９】
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　前記折り曲げ装置（６）が配電制御ボックス（１）に設置された折り曲げ台（５１）を
含み、前記折り曲げ台（５１）に環状シュート（５２）が設置され、前記環状シュート（
５２）に折り曲げ用スライドブロック（５３）が連係され、前記折り曲げ用スライドブロ
ック（５３）には搬送溝（２）内の製品（２１）における銅シートに連係した折り曲げ用
押圧ブロック（５４）が設置され、且つ折り曲げ用スライドブロック（５３）に折り曲げ
エアシリンダー（５５）が連結され、折り曲げエアシリンダー（５５）の他端は折り曲げ
台（５１）にヒンジ連結され、前記折り曲げエアシリンダー（５５）の中央部に折り曲げ
用位置制限ブロック（５６）が設置され、前記折り曲げエアシリンダー（５５）は配電制
御ボックス（１）に接続されること、を特徴とする請求項１に記載のＵＳＢインターフェ
ースの自動組み立て装置。
【請求項１０】
　前記折り曲げ装置（６）の左側に二次折り曲げ装置（７）が設置され、前記二次折り曲
げ装置（７）は配電制御ボックス（１）に設置された二次折り曲げ台（６１）を含み、前
記二次折り曲げ台（６１）に二次折り曲げ用供給エアシリンダー（６２）が設置され、前
記二次折り曲げ用供給エアシリンダー（６２）に二次折り曲げ用供給ブロック（６３）が
連結され、且つ二次折り曲げ用供給ブロック（６３）は二次折り曲げ台（６１）に設置さ
れた二次折り曲げ用供給スライドレール（６４）に連係し、前記二次折り曲げ用供給ブロ
ック（６３）に互いに連係した二次折り曲げ用押圧台（６５）及び二次折り曲げ用接合台
（６８）が設置され、前記二次折り曲げ用接合台（６８）には垂直バネを介して搬送溝（
２）内の製品（２１）における銅シートに連係した二次折り曲げ用突き上げブロック（６
９）が連結され、前記二次折り曲げ用押圧台（６５）に二次折り曲げ用押圧エアシリンダ
ー（６６）が設置され、前記二次折り曲げ用押圧エアシリンダー（６６）の下方には二次
折り曲げ用突き上げブロック（６９）に連係した二次折り曲げ用押圧ブロック（６７）が
設置され、前記二次折り曲げ用供給エアシリンダー（６２）及び二次折り曲げ用押圧エア
シリンダー（６６）は配電制御ボックス（１）に接続されること、を特徴とする請求項９
に記載のＵＳＢインターフェースの自動組み立て装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は電子製品の組み立て装置分野に関し、特にそれはＵＳＢインターフェースの自
動組み立て装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子製品の広範な応用に伴い、様々な電子製品インターフェースの需要量も益々大きく
なり、特に、USBインターフェースは、コンピュータや携帯電話などのデータ伝送装置内
に広く応用される。また、USBインターフェースを生産加工する過程において、銅シート
を挿入する必要があるため、シート挿入装置を使用する必要がある。
【０００３】
　従来のシート挿入装置は、ほとんど半自動化操作であり、人手で製品を出し入れする必
要があり、更には一部の装置は銅シートを人手で配置する必要があるため、大量の人手に
よる労力がかかり、多くの生産時間を消費し、シート挿入効率が低く、更に製品に対して
中継搬送を行わなければならず、シート挿入プロセス全体にかかる工程時間を更に増加さ
せることになる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的はＵＳＢインターフェースの自動組み立て装置を提供することであり、供
給装置により搬送溝内の製品の規則的な移動を実現し、且つ搬送溝の後側にはそれに連係
したシート挿入装置、シート押圧装置及び折り曲げ装置が設置され、自動化されたシート
挿入を実現し、シート挿入効率を向上させ、生産工程時間を短縮することができ、更に製
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品に対して中継搬送を行う必要がなく、ＵＳＢインターフェース全体の組み立て効率を更
に向上させる。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　以上の目的を実現するため、本発明が用いる技術的解決手段は以下のとおりである：Ｕ
ＳＢインターフェースの自動組み立て装置であって、それは配電制御ボックス（１）を含
み、前記配電制御ボックス（１）には製品（２１）に連係した搬送溝（２）が設置され、
前記搬送溝（２）の中央部は中空溝であり、且つその中央部には製品（２１）に連係した
供給装置（３）が連係され、前記搬送溝（２）の後側には右から左まで順次搬送溝（２）
内の製品（２１）に連係したシート挿入装置（４）、シート押圧機構（５）及び折り曲げ
装置（６）が設置され、且つそれらはいずれも配電制御ボックス（１）に接続され、前記
供給装置（３）は配電制御ボックス（１）に設置された供給台（１２）を含み、前記供給
台（１２）に供給エアシリンダー（１３）が設置され、前記供給エアシリンダー（１３）
には供給用連結ブロック（１４）を介して供給用可動台（１５）が連結され、前記供給用
可動台は供給用スライドレール（１９）に設置され、且つ供給用可動台（１５）に供給用
可動ブロック（１６）が設置され、前記供給用可動ブロック（１６）に押さえブロック昇
降エアシリンダー（１８）が均一に設置され、前記供給エアシリンダー（１３）及び押さ
えブロック昇降エアシリンダー（１８）は配電制御ボックス（１）に接続される。
【０００６】
　更に、前記搬送溝（２）には製品（２１）に連係した位置決め電磁石（２０）が均一に
嵌め込まれ、前記位置決め電磁石（２０）は配電制御ボックス（１）に接続される。
【０００７】
　更に、前記搬送溝（２）の右側に材料供給溝（９）が設置され、前記材料供給溝（９）
が振動式材料供給盤に連結され、前記材料供給溝（９）と搬送溝（２）とが前後にずれて
設置され、且つ第一中継搬送装置（１０）により連係され、前記搬送溝（２）の左端に材
料排出溝（８）が連結され、前記搬送溝（２）は前後にずれた二部分に分けられ、且つ第
二中継搬送装置（１１）により連係され、前記振動式材料供給盤、第一中継搬送装置（１
０）及び第二中継搬送装置（１１）は配電制御ボックス（１）に接続される。
【０００８】
　更に、前記シート挿入装置（４）は配電制御ボックス（１）に設置された銅シート搬送
台（３１）及びシート挿入台（３４）を含み、前記銅シート搬送台（３１）には銅シート
リールに連係した銅シート搬送溝（３２）が設置され、前記銅シート搬送溝（３２）の下
方に銅シート昇降エアシリンダー（３３）が設置され、前記シート挿入台（３４）にシー
ト挿入エアシリンダー（３５）が設置され、前記シート挿入エアシリンダー（３５）には
銅シート搬送溝（３２）の出口端に連係したシート挿入ブロック（３６）が連結され、前
記シート挿入エアシリンダー（３５）、銅シート搬送溝（３２）、銅シート昇降エアシリ
ンダー（３３）は配電制御ボックス（１）に接続される。
【０００９】
　更に、前記シート挿入台（３４）の上方にシート押圧エアシリンダー（３７）が設置さ
れ、前記シート押圧エアシリンダー（３７）にシート押圧用昇降ブロック（３８）が連結
され、前記シート押圧用昇降ブロック（３８）の下方には銅シート搬送溝（３２）の出口
箇所の銅シートに連係したシート押圧ブロック（３９）が設置され、前記シート押圧エア
シリンダー（３７）は配電制御ボックス（１）に接続される。
【００１０】
　更に、前記シート押圧機構（５）は右から左まで順次設置された切断装置及びシート押
圧装置を含み、前記切断装置は切断台（４１）を含み、前記切断台（４１）に切断プッシ
ュエアシリンダー（４２）が設置され、前記切断プッシュエアシリンダー（４２）に切断
用昇降エアシリンダー（４３）が連結され、前記切断用昇降エアシリンダー（４３）の下
部には銅シート結合部に連係した切断カッター（４４）が連結され、前記切断プッシュエ
アシリンダー（４２）、切断用昇降エアシリンダー（４３）及びシート押圧装置は配電制



(5) JP 6743295 B2 2020.8.19

10

20

30

40

50

御ボックス（１）に接続される。
【００１１】
　更に、前記シート押圧装置は配電制御ボックス（１）に設置され且つそれに接続された
シート押圧エアシリンダーを含み、前記シート押圧エアシリンダーは前後に向かって動き
、且つシート押圧エアシリンダーの前部にシート押圧ブロック（４５）が連結され、前記
シート押圧ブロック（４５）には銅シートに連係したシート押圧溝が均一に開けられる。
【００１２】
　更に、前記シート押圧装置の左側に検査測定装置が設置され、前記検査測定装置は配電
制御ボックス（１）に設置された検査測定台（４６）を含み、前記検査測定台（４６）に
は互いに連係した検査測定用昇降エアシリンダー（４７）及び検査測定用昇降台（４８）
が設置され、且つ検査測定用昇降台（４８）は検査測定台（４６）における検査測定用昇
降スライドレールに連係し、前記検査測定用昇降台（４８）にはシート挿入後の製品（２
１）に連係した検査測定プローブ（４９）が設置され、前記検査測定用昇降エアシリンダ
ー（４７）及び検査測定プローブ（４９）は配電制御ボックス（１）に接続される。
【００１３】
　更に、前記折り曲げ装置（６）は配電制御ボックス（１）に設置された折り曲げ台（５
１）を含み、前記折り曲げ台（５１）に環状シュート（５２）が設置され、前記環状シュ
ート（５２）に折り曲げ用スライドブロック（５３）が連係され、前記折り曲げ用スライ
ドブロック（５３）には搬送溝（２）内の製品（２１）における銅シートに連係した折り
曲げ用押圧ブロック（５４）が設置され、且つ折り曲げ用スライドブロック（５３）に折
り曲げエアシリンダー（５５）が連結され、折り曲げエアシリンダー（５５）の他端は折
り曲げ台（５１）にヒンジ連結され、前記折り曲げエアシリンダー（５５）の中央部に折
り曲げ用位置制限ブロック（５６）が設置され、前記折り曲げエアシリンダー（５５）は
配電制御ボックス（１）に接続される。
【００１４】
　更に、前記折り曲げ装置（６）の左側に二次折り曲げ装置（７）が設置され、前記二次
折り曲げ装置（７）は配電制御ボックス（１）に設置された二次折り曲げ台（６１）を含
み、前記二次折り曲げ台（６１）に二次折り曲げ用供給エアシリンダー（６２）が設置さ
れ、前記二次折り曲げ用供給エアシリンダー（６２）に二次折り曲げ用供給ブロック（６
３）が連結され、且つ二次折り曲げ用供給ブロック（６３）は二次折り曲げ台（６１）に
設置された二次折り曲げ用供給スライドレール（６４）に連係し、前記二次折り曲げ用供
給ブロック（６３）には、互いに連係した二次折り曲げ用押圧台（６５）及び二次折り曲
げ用接合台（６８）が設置され、前記二次折り曲げ用接合台（６８）には垂直バネを介し
て搬送溝（２）内の製品（２１）における銅シートに連係した二次折り曲げ用突き上げブ
ロック（６９）が連結され、前記二次折り曲げ用押押圧台（６５）に二次折り曲げ用押圧
エアシリンダー（６６）が設置され、前記二次折り曲げ用押圧エアシリンダー（６６）の
下方には二次折り曲げ用突き上げブロック（６９）に連係した二次折り曲げ用押圧ブロッ
ク（６７）が設置され、前記二次折り曲げ用供給エアシリンダー（６２）及び二次折り曲
げ用押圧エアシリンダー（６６）は配電制御ボックス（１）に接続される。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の有益な効果は以下のとおりである：
１、供給装置により搬送溝内の製品の規則的な移動を実現し、且つ搬送溝の後側にはそれ
に連係したシート挿入装置、シート押圧機構及び折り曲げ装置が設置され、自動化された
シート挿入を実現し、シート挿入効率を向上させ、生産時間を短縮することができ、更に
製品に対して中継搬送を行う必要がなく、ＵＳＢインターフェース全体の組み立て効率を
更に向上させる。
【００１６】
２、位置決め電磁石を設計することにより、搬送溝内の製品の定距離搬送を実現すること
ができ、更に製品とシート挿入装置、シート押圧機構及び折り曲げ装置との連係精度を確
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実に保証することもできる。
【００１７】
３、材料供給溝と材料排出溝を設計することにより、製品の材料供給及び加工済み製品の
排出を更に容易にし、搬送溝は二部分に分けられ、二つの供給装置に連係し、更にスムー
ズな供給を実現することができる。
【００１８】
４、シート挿入装置は構造がシンプルであり、操作しやすく、巻いた銅シートを順次シー
ト挿入ブロックの前方までスムーズに搬送し、更に良好なシート挿入効果を実現すること
ができる。
【００１９】
５、シート挿入ブロックを設計することにより、シート押圧と同時に後続の銅シートを押
圧し、それが引かれることを防止し、更に後続の銅シートの搬送及びシート挿入時の正確
な接続を確実に保証することができる。
【００２０】
６、シート押圧機構は切断装置とシート押圧装置との結合を用い、切断装置で巻いた銅シ
ート後側の連結部を切除し、銅シートを単一のシートにすることができ、更に後続にシー
ト押圧装置はシートを容易に挿入することができ、且つそれは構造がシンプルであり、操
作しやすい。
【００２１】
７、シート押圧装置は構造がシンプルであり、且つシート挿入ブロックには単一の銅シー
トに連係したシート押圧溝が開けられ、更に銅シートをそれぞれ分離させ、且つ製品の中
に押圧することができ、正確なシート押圧効果を実現することができる。
【００２２】
８、検査測定装置を設計することにより、プローブで銅シートが所定の位置に押圧された
か否かをテストすることができ、シート押圧の良品率を更に向上させることができる。
【００２３】
９、折り曲げ装置は方向転換シュートにより折り曲げ用スライドブロックに連係し、折り
曲げ用スライドブロックを異なる位置にすることにより折り曲げ用スライドブロックで銅
シートを折り曲げ、設計が巧妙であり、占有する空間が少なく、且つ動力としてエアシリ
ンダーを用いるために操作しやすく、折り曲げ用位置制限ブロックを設置することにより
折り曲げ用スライドブロックの動作幅を確保し、幅が大きすぎることを防止することがで
きる。
【００２４】
１０、二次折り曲げ装置で折り曲げ装置により折り曲げられた銅シートに対して二次折り
曲げを行うことができ、銅シート折り曲げの安全性を更に確保し、組み立て全体の効果を
向上させ、更に組み立ての良品率を向上させる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】ＵＳＢインターフェースの自動組み立て装置の立体概略図である。
【図２】供給装置及び搬送溝の立体概略図である。
【図３】供給用可動ブロックと供給用押圧ブロックとの連係概略図である。
【図４】シート挿入装置の立体概略図である。
【図５】シート押圧装置の立体概略図である。
【図６】折り曲げ装置の立体概略図である。
【図７】二次折り曲げ装置の立体概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　当業者が本発明の技術的解決手段をより良く理解するため、次に、図面と併せて本発明
を詳しく説明する。この部分の説明は、実証性と解釈性のみであり、本発明の保護範囲は
何ら限定されない。
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【００２７】
　図１－図７に示すとおり、本発明の具体的な構造は以下のとおりである：ＵＳＢインタ
ーフェースの自動組み立て装置であって、それは配電制御ボックス１を含み、前記配電制
御ボックス１には製品２１に連係した搬送溝２が設置され、前記搬送溝２の中央部は中空
溝であり、且つその中央部には製品２１に連係した供給装置３が連係され、前記搬送溝２
の後側には右から左まで順次搬送溝２内の製品２１に連係したシート挿入装置４、シート
押圧機構５及び折り曲げ装置６が設置され、且つそれらはいずれも配電制御ボックス１に
接続され、前記供給装置３は配電制御ボックス１に設置された供給台１２を含み、前記供
給台１２に供給エアシリンダー１３が設置され、前記供給エアシリンダー１３には供給用
連結ブロック１４を介して供給用可動台１５が連結され、前記供給用可動台は供給用スラ
イドレール１９に設置され、且つ供給用可動台１５に供給用可動ブロック１６が設置され
、前記供給用可動ブロック１６に押圧ブロック昇降エアシリンダー１８が均一に設置され
、前記供給エアシリンダー１３及び押圧ブロック昇降エアシリンダー１８は配電制御ボッ
クス１に接続される。
【００２８】
　好ましくは、前記搬送溝２には製品２１に連係した位置決め電磁石２０が均一に嵌め込
まれ、前記位置決め電磁石２０は配電制御ボックス１に接続される。
【００２９】
　好ましくは、前記搬送溝２の右側に材料供給溝９が設置され、前記材料供給溝９が振動
式材料供給盤に連結され、前記材料供給溝９と搬送溝２とが前後にずれて設置され、且つ
第一中継搬送装置１０により連係され、前記搬送溝２の左端に材料排出溝８が連結され、
前記搬送溝２は前後にずれた二部分に分けられ、且つ第二中継搬送装置１１により連係さ
れ、前記振動式材料供給盤、第一中継搬送装置１０及び第二中継搬送装置１１は配電制御
ボックス１に接続される。
【００３０】
　好ましくは、前記シート挿入装置４は配電制御ボックス１に設置された銅シート搬送台
３１及びシート挿入台３４を含み、前記銅シート搬送台３１には銅シートリールに連係し
た銅シート搬送溝３２が設置され、前記銅シート搬送溝３２の下方に銅シート昇降エアシ
リンダー３３が設置され、前記シート挿入台３４にシート挿入エアシリンダー３５が設置
され、前記シート挿入エアシリンダー３５には銅シート搬送溝３２の出口側に連係したシ
ート挿入ブロック３６が連結され、前記シート挿入エアシリンダー３５、銅シート搬送溝
３２、銅シート昇降エアシリンダー３３は配電制御ボックス１に接続される。
【００３１】
　好ましくは、前記シート挿入台３４の上方にシート押圧エアシリンダー３７が設置され
、前記シート押圧エアシリンダー３７にシート押圧用昇降ブロック３８が連結され、前記
シート押圧用昇降ブロック３８の下方には銅シート搬送溝３２の出口部の銅シートに連係
したシート押圧ブロック３９が設置され、前記シート押圧エアシリンダー３７は配電制御
ボックス１に接続される。
【００３２】
　好ましくは、前記シート押圧機構５は右から左まで順次設置された切断装置及びシート
押圧装置を含み、前記切断装置は切断台４１を含み、前記切断台４１に切断プッシュエア
シリンダー４２が設置され、前記切断プッシュエアシリンダー４２に切断用昇降エアシリ
ンダー４３が連結され、前記切断用昇降エアシリンダー４３の下部には銅シート結合部分
に連係した切断カッター４４が連結され、前記切断プッシュエアシリンダー４２、切断用
昇降エアシリンダー４３及びシート押圧装置は配電制御ボックス１に接続される。
【００３３】
　好ましくは、前記シート押圧装置は配電制御ボックス１に設置され且つそれに接続され
たシート押圧エアシリンダーを含み、前記シート押圧エアシリンダーは前後方向に動き、
且つシート押圧エアシリンダーの前部にシート押圧ブロック４５が連結され、前記シート
押圧ブロック４５には銅シートに連係したシート押圧溝が均一に開けられる。
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【００３４】
　好ましくは、前記シート押圧装置の左側に検査測定装置が設置され、前記検査測定装置
は配電制御ボックス１に設置された検査測定台４６を含み、前記検査測定台４６には互い
に連係した検査測定用昇降エアシリンダー４７及び検査測定用昇降台４８が設置され、且
つ検査測定用昇降台４８は検査測定台４６における検査測定用昇降スライドレールに連係
し、前記検査測定用昇降台４８にはシート挿入後の製品２１に連係した検査測定プローブ
４９が設置され、前記検査測定用昇降エアシリンダー４７及び検査測定プローブ４９は配
電制御ボックス１に接続される。
【００３５】
　好ましくは、前記折り曲げ装置６は配電制御ボックス１に設置された折り曲げ台５１を
含み、前記折り曲げ台５１に環状シュート５２が設置され、前記環状シュート５２に折り
曲げ用スライドブロック５３が連係され、前記折り曲げ用スライドブロック５３には搬送
溝２内の製品２１における銅シートに連係した折り曲げ用押圧ブロック５４が設置され、
且つ折り曲げ用スライドブロック５３に折り曲げエアシリンダー５５が連結され、折り曲
げエアシリンダー５５の他端は折り曲げ台５１にヒンジ連結され、前記折り曲げエアシリ
ンダー５５の中央部に折り曲げ用位置制限ブロック５６が設置され、前記折り曲げエアシ
リンダー５５は配電制御ボックス１に接続される。
【００３６】
　好ましくは、前記折り曲げ装置６の左側に二次折り曲げ装置７が設置され、前記二次折
り曲げ装置７は配電制御ボックス１に設置された二次折り曲げ台６１を含み、前記二次折
り曲げ台６１に二次折り曲げ用供給エアシリンダー６２が設置され、前記二次折り曲げ用
供給エアシリンダー６２に二次折り曲げ用供給ブロック６３が連結され、且つ二次折り曲
げ用供給ブロック６３は二次折り曲げ台６１に設置された二次折り曲げ用供給スライドレ
ール６４に連係し、前記二次折り曲げ用供給ブロック６３には互いに連係した二次折り曲
げ用押圧台６５及び二次折り曲げ用接合台６８が設置され、前記二次折り曲げ用接合台６
８には垂直バネを介して搬送溝２内の製品２１における銅シートに連係した二次折り曲げ
用突き上げブロック６９が連結され、前記二次折り曲げ用押圧台６５に二次折り曲げ用押
圧エアシリンダー６６が設置され、前記二次折り曲げ用押圧エアシリンダー６６の下方に
は二次折り曲げ用突き上げブロック６９に連係した二次折り曲げ用押圧ブロック６７が設
置され、前記二次折り曲げ用供給エアシリンダー６２及び二次折り曲げ用押圧エアシリン
ダー６６は配電制御ボックス１に接続される。
【実施例】
【００３７】
　具体的に使用する時、まず配電制御ボックス１で振動式材料供給盤を制御して材料供給
溝９に材料を供給させ、同時に銅シート搬送溝３２を制御して搬送を開始させ、続いて第
一中継搬送装置１０で第一個のＵＳＢインターフェース製品２１を搬送溝２に送り込んだ
後に押圧ブロック昇降エアシリンダー１８で供給用押圧ブロックを下げ、続いて供給エア
シリンダー１３で供給用可動ブロック１６を駆動して適切な場所まで移動させ、更に供給
用押圧ブロック１７を上昇させ且つ製品２１の右側に連係させ、続いて供給エアシリンダ
ー１３で供給用押圧ブロック１７を駆動して製品を搬送溝２に一フレーム前進させるよう
に駆動し、このように繰り返し供給し、製品２１がシート挿入作業ステーションに位置す
ると、銅シート搬送溝３２で搬送し、対応する銅シートを排出し且つシート挿入ブロック
３６に連係させ、更にシート押圧エアシリンダー３７でシート押圧ブロック３９を駆動し
て銅シート搬送溝３２における銅シートを押圧し、続いてシート挿入エアシリンダー３５
でシート挿入ブロック３６を駆動して銅シートを製品に挿入し、更に引き続き切断作業ス
テーションまで供給し、切断カッター４４で銅シートの連結部位を切断し、銅シートを単
一のシートにし、更に引き続きシート押圧作業ステーションまで供給し、シート押圧エア
シリンダーでシート押圧ブロック４５を駆動して銅シートを製品に押圧し、更に引き続き
検査測定位置まで供給し、検査測定プローブ４９で銅シートが所定の位置に押圧されたか
否かを検査測定し、続いて引き続き折り曲げ作業ステーションまで供給し、折り曲げエア
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シリンダー５５で折り曲げ用スライドブロック５３を駆動して環状シュート５２で回転さ
せ、更に折り曲げブロック５４を駆動して銅シートを折り曲げ、続いて引き続き二次折り
曲げ作業ステーションまで供給し、二次折り曲げブロック６９と折り曲げ動力部材との協
力により、銅シートを完全に折り曲げ、更に引き続き供給して材料排出溝８から排出する
。
【００３８】
　説明すべきなのは、本明細書において、専門用語の“含む”、“含有”またはそのいか
なる他の変化は、非排他的な含有を網羅することを意味する。従って、一連の要素を含む
過程、方法、物品または装置がそれらの要素を含むだけではなく、かつ明確に列挙されて
いないその他の要素をさらに含み、またはこの種類の過程、方法、物品または装置の固有
の要素をさらに含んでいる。
【００３９】
　本明細書に具体的な個別事例を応用して本発明の原理及び実施方式を説明したが、上記
の実例の説明は本発明の方法及びその基本理念に対する理解を手伝うだけに用いられる。
上記は本発明の好ましい実施方式のみであり、注意すべきなのは、文字表現の制限性のた
め、客観的には無限の具体的な構造が存在し、本技術分野の当業者にとって、本発明の原
理から逸脱しない前提において、さらにいくつかの改善、修正または変化を実施でき、さ
らに上記の技術的特徴を適切な方式で組み合わせることができる。これらの改善と修正、
変化または組み合わせ、または改善せずに発明の構想と技術的解決手段をその他の場合に
直接応用するものは、いずれも本発明の保護範囲とみなすべきである。
【符号の説明】
【００４０】
１　配電制御ボックス
２　搬送溝
３　供給装置
４　シート挿入装置
５　シート押圧機構
６　折り曲げ装置
７　二次折り曲げ装置
８　材料排出溝
９　材料供給溝
１０　第一中継搬送装置
１１　第二中継搬送装置
１２　供給台
１３　供給エアシリンダー
１４　供給用連結ブロック
１５　供給用可動台
１６　供給可動用ブロック
１７　供給用押圧ブロック
１８　押圧ブロック昇降エアシリンダー
１９　供給用スライドレール
２０　位置決め電磁石
２１　製品
３１　銅シート搬送台
３２　銅シート搬送溝
３３　銅シート昇降エアシリンダー
３４　シート挿入台
３５　シート挿入エアシリンダー
３６　シート挿入ブロック
３７　シート押圧エアシリンダー
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３８　シート押圧用昇降ブロック
３９　シート押圧ブロック
４１　切断台
４２　切断プッシュエアシリンダー
４３　切断用昇降エアシリンダー
４４　切断カッター
４５　シート押圧ブロック
４６　検査測定台
４７　検査測定用昇降エアシリンダー
４８　検査測定用昇降台
４９　検査測定プローブ
５１　折り曲げ台
５２　環状シュート
５３　折り曲げ用スライドブロック
５４　折り曲げ用押圧ブロック
５５　折り曲げエアシリンダー
５６　折り曲げ用位置制御ブロック
６１　二次折り曲げ台
６２　二次折り曲げ用供給エアシリンダー
６３　二次折り曲げ用供給ブロック
６４　二次折り曲げ用供給スライドレール
６５　二次折り曲げ用押圧台
６６　二次折り曲げ用押圧エアシリンダー
６７　二次折り曲げ用押圧ブロック
６８　二次折り曲げ用接合台
６９　二次折り曲げ用突き上げブロック
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