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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数個の金属板が高さ方向に積載されたスタック（ｓｔａｃｋ）を提供するローディン
グユニットと、
　前記ローディングユニットに配置される金属板と結合してあらかじめ設定される第１目
標位置に金属板を移動させた後、前記第１目標位置から落下させる第１ロボットと、
　前記第１目標位置の下側に配置され、いずれか一方向に傾いた上板部によって金属板を
あらかじめ設定される第２目標位置に移動させ、金属板が１枚であるかどうかを検出する
テーブルユニットと、
　前記テーブルユニットに位置する金属板の上面を真空吸着してあらかじめ設定される第
３目標位置に金属板を移動させた後、前記第３目標位置から落下させる第２ロボット、お
よび
　前記第３目標位置の鉛直下側に配置されて金属板が載置される下部金型と、前記下部金
型の上側で昇降される上部金型からなるプレス金型部を含む、オートロボットを利用した
金属板のプレス工程自動化システム。
【請求項２】
　前記ローディングユニットは、
　ベース部と、
　前記ベース部の上面に鉛直上方に延長形成されるスティック型マグネチック部、および
　前記スティック型マグネチック部の一側に並んで配置され、複数個の第１噴射孔が形成
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されてエアが噴射されるスティック型噴射部を含む、請求項１に記載のオートロボットを
利用した金属板のプレス工程自動化システム。
【請求項３】
　前記ローディングユニットは
　前記ベース部の前方に配置され、前後方向に複数個のローラーが配置されて金属板を転
動させる移送ベルト部をさらに含む、請求項２記載のオートロボットを利用した金属板の
プレス工程自動化システム。
【請求項４】
　前記第１ロボットは複数個のリンク部が連結されて多軸回動し、
　前記第１ロボットは前記金属板の上面の一部を押圧しながら加圧する吸着動作が発生す
ると、前記金属板を真空吸着させる真空吸着ユニットをさらに含む、請求項１に記載のオ
ートロボットを利用した金属板のプレス工程自動化システム。
【請求項５】
　前記真空吸着ユニットは
　前記第１ロボットのアーム（ａｒｍ）の端部に結合されるパイプ状のフィンガーフレー
ム部と、
　前記フィンガーフレーム部の下側に離隔配置される複数個の固定ブラケットと、
　上部が前記固定ブラケットに貫通結合され、前記フィンガーフレーム部の鉛直下側に配
置され、吸着動作が発生すると内部に配置されるエアバルブがオープンになる吸着パッド
部、および
　一端がエアヘッド部と連結され、他端が前記吸着パッド部の上端に連通して吸入空気が
移動するノズルを含む、請求項４に記載のオートロボットを利用した金属板のプレス工程
自動化システム。
【請求項６】
　テーブルユニットは
　四角形の上板部と、
　下端が地面に固定設置され、上部に４個の互いに異なる長さの上部レッグを含むレッグ
フレーム部、および
　前記上板部の下面と前記上部レッグの間にそれぞれ配置されて前記上板部の傾斜角度を
調整する角度調整部を含む、請求項１に記載のオートロボットを利用した金属板のプレス
工程自動化システム。
【請求項７】
　前記上板部は４個の角のうちいずれか一つである第１角が最低高さに位置するように傾
き、
　前記第１角と隣接するｘ軸縁およびｙ軸縁それぞれには側壁プレートが結合される、請
求項６に記載のオートロボットを利用した金属板のプレス工程自動化システム。
【請求項８】
　前記上板部の下側の空間には前記ｘ軸縁および前記ｙ軸縁とそれぞれ並んでフォトセン
サ部が形成され、
　前記フォトセンサ部は上板部と側壁プレートの間の隙間に露出する、請求項７に記載の
オートロボットを利用した金属板のプレス工程自動化システム。
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は金属板をプレス加工して各種の製品、部品に成形する過程を自動化した金属板
のプレス工程自動化システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　プレス工程を通じて製品、部品を生産する場合、その種類によって異なるが、大抵数回
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の工程を経ることになる。ここで、工程の各段階間には移送過程が必要である。一方、こ
のような工程は所定厚さを有する一定の形状、大きさの金属板を繰り返して金型に供給す
る過程を含む。
【０００３】
　従来のプレス加工は多くの作業者を投入して金属板を移送するなどの方法が使われた。
しかし、このような作業方式は安全事故を発生させる問題点があった。また、従来の加工
プロセスは作業者による手作業、目視による検査などを含んでいたが、これは作業者のミ
スなどによって高い不良率を起こし、生産性を低下させる問題点があった。
【０００４】
　したがって、多様な製品、部品を生産するためのプレス工程において、工程時間を短縮
し、費用を節減し、生産性と製品競争力を向上させることができる設備に対する技術的ニ
ーズとともに、自動化工程に対するシステムの開発が切実に要求されているのが実情であ
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】大韓民国公開特許第１０－２０１９－００１４３２５号（２０１９．０２
．０７．公開）
【特許文献２】大韓民国公開特許第１０－２０１８－０１７０９４９号（２０１８．１２
．２７．公開）
【特許文献３】大韓民国公開特許第１０－２０２０－００１９６５５号（２０２０．０２
．１８．公開）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の実施例は前記のような問題点を解決するために案出されたものであって、プレ
ス加工で成形される製品、部品において、自動化に最適化された各種要素技術を導入して
金属板のプレス工程自動化システムを構築することを目的とする。
【０００７】
　また、作業者の投入を最小化して作業者のミスなどによる安全事故の発生および製品に
対する不良率を減少させることを他の目的とする。これを通じて、プレス工程に対する運
営信頼性を確保し、生産性を全体的に向上させることができる。また、製品の原価を節減
して経営上の利益を改善することができる。
【０００８】
　また、本システムの各構成要素間の結合関係を容易にして各構成要素に対する維持、管
理を便利にすることをさらに他の目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の実施例は前記のような課題を解決するために、複数個の金属板が高さ方向に積
載されたスタック（ｓｔａｃｋ）を提供するローディングユニット；前記ローディングユ
ニットに配置される金属板と結合してあらかじめ設定される第１目標位置に金属板を移動
させた後、前記第１目標位置から落下させる第１ロボット；前記第１目標位置の下側に配
置され、いずれか一方向に傾いた上板部によって金属板をあらかじめ設定される第２目標
位置に移動させ、金属板が１枚であるかどうかを検出するテーブルユニット；前記テーブ
ルユニットに位置する金属板の上面を真空吸着してあらかじめ設定される第３目標位置に
金属板を移動させた後、前記第３目標位置から落下させる第２ロボット、および前記第３
目標位置の鉛直下側に配置されて金属板が載置される下部金型と、前記下部金型の上側で
昇降される上部金型からなるプレス金型部を含む、オートロボットを利用した金属板のプ
レス工程自動化システムを提供する。
【００１０】
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　前記ローディングユニットは、ベース部；前記ベース部の上面に鉛直上方に延長形成さ
れるスティック型マグネチック部、および前記スティック型マグネチック部の一側に並ん
で配置され、複数個の第１噴射孔が形成されてエアが噴射されるスティック型噴射部を含
むことができる。
【００１１】
　前記ローディングユニットは前記ベース部の前方に配置され、前後方向に複数個のロー
ラーが配置されて金属板を転動させる移送ベルト部をさらに含むことができる。
【００１２】
　前記第１ロボットは複数個のリンク部が連結されて多軸回動し、前記第１ロボットは前
記金属板の上面の一部を押圧しながら加圧する吸着動作が発生すると、前記金属板を真空
吸着させる真空吸着ユニットをさらに含むことができる。
【００１３】
　前記真空吸着ユニットは前記第１ロボットのアーム（ａｒｍ）の端部に結合されるパイ
プ状のフィンガーフレーム部；前記フィンガーフレーム部の下側に離隔配置される複数個
の固定ブラケット；上部が前記固定ブラケットに貫通結合され、前記フィンガーフレーム
部の鉛直下側に配置され、吸着動作が発生すると内部に配置されるエアバルブがオープン
になる吸着パッド部、および一端がエアヘッド部と連結され、他端が前記吸着パッド部の
上端に連通して吸入空気が移動するノズルを含むことができる。
【００１４】
　テーブルユニットは四角形の上板部；下端が地面に固定設置され、上部に４個の互いに
異なる長さの上部レッグを含むレッグフレーム部、および前記上板部の下面と前記上部レ
ッグの間にそれぞれ配置されて前記上板部の傾斜角度を調整する角度調整部を含むことが
できる。
【００１５】
　前記上板部は４個の角のうちいずれか一つである第１角が最低高さに位置するように傾
き、前記第１角と隣接するｘ軸縁およびｙ軸縁それぞれには側壁プレートが結合され得る
。
【００１６】
　前記上板部の下側の空間には前記ｘ軸縁および前記ｙ軸縁とそれぞれ並んでフォトセン
サ部が形成され、前記フォトセンサ部は上板部と側壁プレートの間の隙間に露出され得る
。
【発明の効果】
【００１７】
　以上で詳察した本発明の課題解決手段によると、次のような事項を含む多様な効果を期
待することができる。ただし、本発明は下記のような効果をすべて発揮しないと成立され
ないものではない。
【００１８】
　本発明の一実施例に係る金属板のプレス工程自動化システムは、プレス加工で成形され
る製品、部品において、自動化に最適化された各種要素技術を導入することができる。
【００１９】
　また、作業者の投入を最小化して、作業者のミスなどによる安全事故の発生および製品
に対する不良率を減少させることができる。これを通じて、プレス工程に対する運営信頼
性を確保し、生産性を全体的に向上させることができる。また、製品の原価を節減して経
営上の利益を改善することができる。また、本システムの各構成要素間の結合関係を容易
にして各構成要素に対する維持、管理を便利にすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】一実施例に係る金属板のプレス工程自動化システムの概略図である。
【図２】図１のローディングユニットに対する斜視図である。
【図３】図２のＡ部分拡大図である。
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【図４】図１の真空吸着ユニットを示す斜視図である。
【図５】図１のテーブルユニットに対する斜視図である。
【図６】図５の底面斜視図である。
【図７】図５の平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明を説明するにおいて、関連した公知の機能に対してこの分野の技術者に自
明な事項であって、本発明の要旨を不要に曖昧にさせ得る恐れがあると判断される場合に
はその詳細な説明を省略する。本出願で使った用語は単に特定の実施例を説明するために
使われたものであって、本発明を限定しようとする意図ではない。単数の表現は文脈上明
白に異なることを意味しない限り、複数の表現を含む。
【００２２】
　本出願で、「含む」または「有する」等の用語は、明細書上に記載された特徴、数字、
段階、動作、構成要素、部品またはこれらを組み合わせたものが存在することを指定しよ
うとするものであって、一つまたはそれ以上の他の特徴や数字、段階、動作、構成要素、
部品またはこれらを組み合わせたものなどの存在または付加の可能性をあらかじめ排除し
ないものと理解されるべきである。
【００２３】
　以下、図面を参照して本発明の具体的な実施例を詳細に説明する。
【００２４】
　図１は一実施例に係る金属板のプレス工程自動化システムの概略図であり、図２は図１
のローディングユニットに対する斜視図であり、図３は図２のＡ部分拡大図であり、図４
は図１の真空吸着ユニットを示す斜視図であり、図５は図１のテーブルユニットに対する
斜視図であり、図６は図５の底面斜視図であり、図７は図５の平面図である。
【００２５】
　図１～図７を参照すると、本発明の一実施例に係るオートロボットを利用した金属板の
プレス工程自動化システムは、ローディングユニット１００、第１ロボット２００、テー
ブルユニット３００、第２ロボット４００、プレス金型部５００、制御部６００等を含む
ことができる。本自動化システムは工場などの特定ゾーン（ｚｏｎｅ）内に導入され得る
。本システムは各構成要素を密集するように配置して作業工程間の距離を短くすることが
できるため、タクトタイムを向上させることができる。
【００２６】
　ローディングユニット１００は複数個の金属板７１０が高さ方向に積載されたスタック
７００（ｓｔａｃｋ）を提供する。ここで、金属板７１０は例えば、自動車用車体やサッ
シなどの部品として使われ得る。金属板７１０は所定の大きさで切断加工された後、高さ
方向に複数個が積載されてスタック７００の形態をなす。この時、金属板７１０の上面お
よび下面のうち少なくともいずれか一面にはオイル（ｏｉｌ）が塗布されている。その結
果、スタック７００形態を構成する金属板７１０と金属板７１０の間には油膜が形成され
得る。
【００２７】
　一実施例に係るローディングユニット１００は、ベース部１１０、スティック型マグネ
チック部１２０、スティック型噴射部１３０、移送ベルト部１４０等を含むことができる
。ベース部１１０は地面に固定されるプレートである。スティック型マグネチック部１２
０はベース部１１０の上面に鉛直上方に延長形成される。スティック型マグネチック部１
２０は周辺に磁場を形成し、金属であるスタック７００に引っ張る力を提供する。ただし
、スタック７００は自らの重さによってスティック型マグネチック部１２０の磁力のみで
は移動することはできない。スタック７００はローディングユニット１００を通じて本シ
ステムに提供される時、移送ベルト部１４０を通じて移動され、スティック型マグネチッ
ク部１２０と接触するまで移動する。一方、スティック型マグネチック部１２０はスタッ
ク７００に磁力を加えてスタック７００を構成する金属板７１０と金属板７１０の間に微
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細な隙間が発生するようにする。
【００２８】
　スティック型マグネチック部１２０は鉛直上方に長く延びる。このような、スティック
型マグネチック部１２０はケースなどに内蔵され得る。スティック型マグネチック部１２
０はローディングユニット１００に配置されるスタック７００の高さより高く形成される
ことが好ましい。その結果、スティック型マグネチック部１２０はスタック７００の側面
の全領域に磁力を提供することができる。
【００２９】
　スティック型噴射部１３０はスティック型マグネチック部１２０の一側に並んで配置さ
れ、複数個の第１噴射孔１３２が形成され、これを通じてエアが噴射されるようにする。
スティック型噴射部１３０はスティック型マグネチック部１２０と一定の間隔で結合され
、スティック型マグネチック部１２０と平行するように延長形成される。スティック型噴
射部１３０はスタック７００が配置される方向にエアが噴射されるように第１噴射孔１３
２が形成される。第１噴射孔１３２はスティック型噴射部１３０の長さ方向に沿って一列
で整列配置されることが好ましい。
【００３０】
　一方、スティック型噴射部１３０の下端には高圧のエアを注入するホースなどが連結さ
れている。一実施例に係るスティック型噴射部１３０はすべての第１噴射孔１３２から同
時にエアが噴射されるように制御されることが好ましい。また、一実施例に係るスティッ
ク型噴射部１３０は本システムを通じてのプレス工程が進行される間エアが噴射されるよ
うに制御されることが好ましい。
【００３１】
　高圧のエアはすでにスティック型マグネチック部１２０により形成された微細な隙間の
間に注入される。これによって、金属板７１０と金属板７１０の間の隙間はさらに広がり
得、その状態が持続され得る。その結果、複数個の金属板７１０が積載されたスタック７
００から１枚の単位で金属板７１０を分離させることができる。
【００３２】
　移送ベルト部１４０はベース部１１０の前方に配置され、複数個のローラーを通じてス
タック７００を前後方向に転動させる役割をする。移送ベルト部１４０は、一側にアンロ
ーディング（ｕｎｌｏａｄｉｎｇ）されるスタック７００をベース部１１０方向に転動さ
せてスタック７００の側面がスティック型マグネチック部１２０と接触できるようにスタ
ック７００を移送する。このような、移送ベルト部１４０は少なくとも２個以上設置され
ることが好ましい。
【００３３】
　一方、移送ベルト部１４０は左右方向に移動可能に配置され得る。このために、ローデ
ィングユニット１００は移送ベルト部１４０の下側に配置され、左右方向にガイドホール
１５２が形成されるマウント部１５０をさらに含むことができる。この時、移送ベルト部
１４０の下面にはガイドホール１５２に挿入結合されるガイドロッド（図示されず）がさ
らに形成され得る。その結果、移送ベルト部１４０はマウント部１５０の上面で移動され
得る。これに反し、スティック型マグネチック部１２０とスティック型噴射部１３０はベ
ース部１１０に固定設置される。
【００３４】
　一方、ローディングユニット１００はベース部１１０の上面に固定設置されるスティッ
ク型ストッパー部１６０をさらに含むことができる。スティック型ストッパー部１６０は
スタック７００がスティック型マグネチック部１２０と接触する位置まで移動すると、そ
れ以上転動することを遮断してスタック７００の最終的な配置位置を拘束する。また、ス
ティック型ストッパー部１６０はスタック７００によりスティック型マグネチック部１２
０等が破損することを防止することができる。
【００３５】
　ローディングユニット１００はプレス工程に使われるスタック７００が円滑にローディ
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ングされ得るようにし、１枚の単位で金属板７１０が分離され得るようにして本システム
の全体的な生産性を向上させ、作業の便宜性を大きく増大させる。
【００３６】
　第１ロボット２００はローディングユニット１００に配置される金属板７１０と結合し
てあらかじめ設定される第１目標位置に金属板７１０を移動させた後、第１目標位置から
落下させる機能をする。第１ロボット２００は複数個のリンク部が連結されて多軸回動を
する。第１ロボット２００は各回転軸ごとに駆動モータを使って多軸回動による作業自由
度を向上させることができる。第１ロボット２００は関節部による屈曲能力、回転軸によ
る方向転換能力等を通じていずれか一位置から他の位置に金属板７１０を移動させること
ができる。
【００３７】
　第１ロボット２００はローディングユニット１００に配置される金属板７１０を第１目
標位置に移動させた後、その位置から落下させる作業を繰り返し遂行する。このために、
第１ロボット２００は金属板７１０の上面の一部を押圧しながら加圧する吸着動作が発生
すると、金属板７１０を真空吸着させる真空吸着ユニット２１０をさらに含むことができ
る。このような、真空吸着ユニット２１０は第１ロボット２００のアーム（ａｒｍ）の端
部に結合され得る。一方、スタック７００を構成する金属板７１０は最上に位置するもの
から順次第１ロボット２００により移動される。これによって、スタック７００の高さは
次第に低くなる。
【００３８】
　第１ロボット２００が真空吸着ユニット２１０を通じて金属板７１０と結合する地点を
原点位置とすると、原点位置は毎度変わり得る。その結果、第１ロボット２００はスタッ
ク７００の高さを認識して吸着動作を遂行することになる。このために、第１ロボット２
００はローディングユニット１００に配置されるスタック７００に応じて作業回数を異な
るように制御され得る。また、スタック７００は金属板７１０の重さ、厚さ、個数（数量
）、形などを基準として区分され得る。
【００３９】
　一方、第１ロボット２００は金属板７１０をあらかじめ設定される第１目標位置に移動
させた後、その位置から落下させる。この時、第１目標位置は作業空間内のいずれか一空
間座標に該当するものであって、第１目標位置はスタック７００の種類によって変わり得
る。第１ロボット２００はあらかじめ設定される作業アルゴリズムによって、金属板７１
０を原点位置から第１目標位置に移動させる過程を精密に繰り返し遂行できる。
【００４０】
　真空吸着ユニット２１０は真空ポンプ部、フィンガーフレーム部２１１、固定ブラケッ
ト２１２、吸着パッド部２１３、ノズル２１４等を含むことができる。真空ポンプ部は第
１ロボット２００の外部に設置され得る。フィンガーフレーム部２１１は第１ロボット２
００のアームの端部に結合されるパイプ状を有する。フィンガーフレーム部２１１は例え
ば、対向配置される一対で構成され得る。フィンガーフレーム部２１１は断面が四角形、
円形などの多様な形に形成され得る。
【００４１】
　固定ブラケット２１２はフィンガーフレーム部２１１の下側に離隔配置される複数個で
構成され得る。固定ブラケット２１２はＬ字状に一端がフィンガーフレーム部２１１に固
定される。
【００４２】
　吸着パッド部２１３は上部が固定ブラケット２１２に貫通結合され、フィンガーフレー
ム部２１１の鉛直下側に配置され、吸着動作が発生すると内部に配置されるエアバルブ（
図示されず）がオープンになるように形成される。具体的には、吸着パッド部２１３は上
部胴体２５１、下部胴体２５２、弾性連結部２５３、吸着パッド２５４等を含むことがで
きる。上部胴体２５１は固定ブラケット２１２に貫通結合される部分で、内部には空気が
移動する上部チャネルが形成される。下部胴体２５２は吸着パッド２５４が固定設置され
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る部分で、内部には空気が移動する下部チャネルが形成される。
【００４３】
　弾性連結部２５３は上部胴体２５１と下部胴体２５２の間を連結しつつ、上部チャネル
と下部チャネルは連通させる。また、弾性連結部２５３には弾性スプリングが配置されて
上下方向にその長さが圧縮されたり伸長可能である。
【００４４】
　ノズル２１４は一端がエアヘッド部２１５と連結され、他端が吸着パッド部２１３の上
端に連通し、吸入空気が移動する通路の役割をする。また、エアヘッド部２１５は空気を
吸入する真空ポンプ部（図示されず）と連結され、空気を吸入する役割をする。エアヘッ
ド部２１５は第１ロボット２００のアームの端部に結合され得る。
【００４５】
　一方、下部胴体２５２の内部にはエアバルブが配置されて吸着動作が発生すると、弾性
連結部２５３が圧縮されながらエアバルブがオープンになる。この時、吸着パッド部２１
３はノズル２１４による空気の吸入によって金属板７１０を真空吸着することになる。
【００４６】
　テーブルユニット３００は第１目標位置の下側に配置され、いずれか一方向に傾いた上
板部３１０により金属板７１０をあらかじめ設定される第２目標位置に移動させ、金属板
７１０が１枚であるかどうかを検出する。テーブルユニット３００はプレス工程自動化の
ために第１ロボット２００と第２ロボット４００に補助的役割をする。テーブルユニット
３００は金属板７１０がプレス金型部５００に移動される直前に金属板７１０をチェック
することができる。すなわち、第２ロボット４００が動作するためには、その前提条件と
してテーブルユニット３００で金属板７１０に対する大きさ、形、重さおよび位置などが
すべてチェックされなければならない。このために、本システムはテーブルユニット３０
０と第２ロボット４００の間で直接データが互いに交換されるように電気的に連結され得
る。それだけでなく、本システムのすべての構成要素は互いに電気的に連結され得る。
【００４７】
　テーブルユニット３００は上板部３１０、レッグフレーム部３２０、角度調整部３３０
、側壁プレート３４０、フォトセンサ部３５０、重さセンサ部（図示されず）等を含むこ
とができる。上板部３１０は例えば、四角形の形状であり、内部には空いた空間が形成さ
れ得る。一方、上板部３１０の上面には第１ロボット２００から落下される金属板７１０
が配置される。
【００４８】
　レッグフレーム部３２０は下端が地面に固定設置され、上部に４個の互いに異なる長さ
の上部レッグを含むことができる。上板部３１０の傾斜角度はレッグフレーム部３２０に
より調整され得る。一方、角度調整部３３０は上板部３１０の下面と上部レッグの間にそ
れぞれ配置されて上板部３１０の傾斜角度をより小さい範囲で調整することができる。
【００４９】
　テーブルユニット３００はレッグフレーム部３２０、角度調整部３３０を通じて上板部
３１０の傾斜角度をあらかじめ設定される値に調整することができる。その結果、四角形
の上板部３１０は４個の角のうちいずれか一つである第１角３１２が最低高さに位置する
ように傾く。その結果、金属板７１０は落下後に第１角３１２が位置する方向に滑って移
動することができる。例えば、金属板７１０が四角形である場合、金属板７１０はその角
を利用してテーブルユニット３００上で第２目標位置に移動され得る。
【００５０】
　また、側壁プレート３４０は第１角３１２と隣接するｘ軸縁およびｙ軸縁それぞれに結
合される。この時、側壁プレート３４０はｘ軸縁およびｙ軸縁から一定の間隔離隔して（
その結果、スリット状の空いた隙間が形成される。）結合され得る。側壁プレート３４０
は金属板７１０がテーブルユニット３００から離脱することを遮断する。側壁プレート３
４０は特に、金属板７１０が四角形である場合、金属板７１０が第２目標位置に容易に配
置されるようにガイドする。
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【００５１】
　上板部３１０の下側の空間にはｘ軸縁およびｙ軸縁とそれぞれ並んでフォトセンサ部３
５０がさらに形成され得る。この時、フォトセンサ部３５０は上板部３１０と側壁プレー
ト３４０の間の隙間に露出され得る。このために、上板部３１０にはフォトセンサ部３５
０が配置されるセンサブラケット（図示されず）がさらに形成され得る。
【００５２】
　フォトセンサ部３５０はｘ軸縁およびｙ軸縁とそれぞれ並んで一列で配置される複数個
のセンサを含むことができる。例えば、フォトセンサ部３５０はｘ軸縁と並んで第ｘ１セ
ンサ、第ｘ２センサ、第ｘ３センサおよび第ｘ４センサが一列で配置され得る。また、フ
ォトセンサ部３５０はｙ軸縁と並んで第ｙ１センサ、第ｙ２センサおよび第ｙ３センサが
一列で配置され得る。金属板７１０がテーブルユニット３００から第２目標位置に移動す
ることになると、金属板７１０の大きさに対応して例えば、第ｘ１センサ、第ｘ２センサ
、第ｘ３センサ、第ｙ１センサおよび第ｙ２センサが検出信号を生成することができる。
【００５３】
　また、上板部３１０の上面にはｘ軸縁およびｙ軸縁と平行するように複数個のピンホー
ル３６０が行と列を備えて形成され得る。ピンホール３６０の位置は上板部３１０で座標
を示し得る。また、このようなピンホール３６０には金属板７１０の位置を固定させる固
定ピン３６２が挿入され得る。固定ピン３６２は金属板７１０が四角形でない場合、金属
板７１０を第２目標位置に配置させる役割をする。
【００５４】
　また、上板部３１０の上面には、鉛直上方に配置され、上側にエアを噴射させる第２噴
射孔が格子状に配置され得る。このために、上板部３１０の内部には第２噴射孔と連通す
る通路が形成されている。また、上板部３１０の下面には通路と連通するエア流入口３７
０が形成され得る。一方、テーブルユニット３００には外部から供給されるエアをエア流
入口３７０に伝達するホースが連結されている。
【００５５】
　また、テーブルユニット３００は金属板７１０の重さを測定する重さセンサ部をさらに
含むことができる。重さセンサ部を通じて測定される重さは、使用者がディスプレイ部を
通じて視覚的に認識することができる。重さセンサ部は金属板７１０が１枚であるかどう
かをチェックする手段となる。したがって、重さセンサ部の測定値があらかじめ設定され
た範囲を逸脱する場合、本システムは一時的にその動作が停止され得る。
【００５６】
　金属板７１０があらかじめ設定された範囲以内の重さを有する場合、第２ロボット４０
０はテーブルユニット３００に位置する金属板７１０の上面を加圧して真空吸着させる。
その後、第２ロボット４００はあらかじめ設定される第３目標位置に金属板７１０を移動
させた後、第３目標位置から落下させる。第２ロボット４００は第１ロボット２００と殆
ど同じ機能を遂行する。したがって、前述した内容と重複する部分については具体的な説
明を省略する。
【００５７】
　第２ロボット４００は金属板７１０を移動させた後、その位置から落下させる作業を繰
り返し遂行する。このために、第２ロボット４００は金属板７１０の上面の一部を押圧し
ながら加圧する吸着動作が発生すると、金属板７１０を真空吸着させる真空吸着ユニット
２１０をさらに含むことができる。真空吸着ユニット２１０については前述の通りである
ため、以下具体的な説明を省略する。一方、真空吸着ユニット２１０は第２ロボット４０
０のアーム（ａｒｍ）の端部に結合され得る。第２ロボット４００は金属板７１０を第２
目標位置から第３目標位置に移動させる過程をあらかじめ設定されるアルゴリズムによっ
て精密に繰り返し遂行することができる。第２ロボット４００は金属板７１０が第３目標
位置に位置すると、真空吸着ユニット２１０の真空状態を解除して金属板７１０が落下さ
れるようにする。
【００５８】
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　一方、第２ロボット４００はテーブルユニット３００で金属板７１０が第２目標位置に
正常に位置するかどうかおよび金属板７１０が１枚であるかどうかをすべて満足する場合
、金属板７１０を第３目標位置に移動させるために作動する。このために、制御部６００
はフォトセンサ部３５０および重さセンサ部の検出信号をそれぞれ受信する。そして、制
御部６００は第２ロボット４００を制御する命令を生成する。
【００５９】
　プレス金型部５００は下部金型５１０、上部金型５２０等を含むことができる。下部金
型５１０は第３目標位置の鉛直下側に配置されて金属板７１０が載置されるようにする。
第３目標位置は上部金型５２０が上昇位置に位置すると、その間に形成される空間すなわ
ち、下部金型５１０と上部金型５２０の間の空間に位置する。上部金型５２０は下部金型
５１０の鉛直方向に昇降される。上部金型５２０には金属板７１０を加圧するための加圧
面が設けられている。上昇位置は下部金型５１０に金属板７１０が載置され得るように上
部金型５２０が鉛直方向に上昇した位置を意味する。
【００６０】
　制御部６００はローディングユニット１００、第１ロボット２００、テーブルユニット
３００、第２ロボット４００およびプレス金型部５００を制御する。制御部６００は本シ
ステムの各構成要素を個別的に制御することができる。一方、本システムの各構成要素間
は電気的に連結されている。また、制御部６００は各構成要素から伝送されるデータを処
理して本システムを統合的に制御することができる。その結果、構成要素のうちいずれか
一部分で故障、事故およびその他のエラーなどが発生すると、本システムは全体的に作動
が中止され得る。例えば、テーブルユニット３００で金属板７１０の重さがあらかじめ設
定される範囲を超過する場合、本システムは一時的に停止され得る。
【００６１】
　以上、本発明の好ましい実施例を例示的に説明したが、本発明の範囲はこのような特定
の実施例にのみ限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された範疇内で適切に変
更可能なものである。
　
【要約】　　　（修正有）
【課題】多様な製品、部品を生産するためのプレス工程において、工程時間を短縮し、費
用を節減し、生産性と製品競争力を向上させることができる設備に対する自動化工程に対
するシステムを提供する。
【解決手段】複数個の金属板が高さ方向に積載されたスタック（ｓｔａｃｋ）を提供する
ローディングユニット、第１目標位置から落下させる第１ロボット、いずれか一方向に傾
いた上板部によって金属板をあらかじめ設定される第２目標位置に移動させ、金属板が１
枚であるかどうかを検出するテーブルユニット、第３目標位置から落下させる第２ロボッ
ト、および前記第３目標位置の鉛直下側に配置されて金属板が載置される下部金型と、前
記下部金型の上側で昇降される上部金型からなるプレス金型部を含むオートロボットを利
用した金属板のプレス工程自動化システムである。
【選択図】図１
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