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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】切断加工装置や切込み加工装置等がワークの同
じ搬送ライン上に並んでいて連続して加工処理できるよ
うにしてある木材等の加工機において、ひとつのワーク
の加工処理を行っているときに、後続のワークが次の工
程に搬送可能であればその搬送処理を実行し、効率向上
を図る。
【解決手段】加工材の搬入を行う自動投入装置１０と、
この投入装置から搬送された加工材を加工する加工装置
である切断装置２０と、この加工材に印字する印字装置
３０と、この印字装置から搬送された加工材を排出する
自動排出装置４０とを加工材の搬送路に沿って配置して
なり、前記切断装置２０、印字装置３０、自動排出装置
４０の搬送路の高さを相対的に変化する装置を設けて、
前記搬送路を相互に干渉しない高さに移動できるように
した。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　搬入された羽柄材等のワークが、その加工工程で、停止または搬送速度より低速で処理
されている状態で、後続のワークが次の工程に通常の搬送速度で搬送できる場合には、そ
の後続のワークの搬送路の高さと、前記処理中のワークの搬送路の高さとを相対的に変化
して後続のワークの搬送路を確保し、その後続のワークを次の工程に搬送できるようにし
たことを特徴とする木材等の加工機。
【請求項２】
　搬入された羽柄材等のワークを搬送する搬送装置と、この搬送装置によって搬送される
前記ワークの搬送路内でワークを切断加工する切断装置と、この切断装置による切断を終
了したワークの搬送路を、前記搬送路を干渉しない位置に移動して後続のワークの搬送に
備える移動装置と、その移動位置で前記ワークに印字する印字装置と、この印字後のワー
ク排出する排出装置とを有することを特徴とする木材等の加工機。
【請求項３】
　前記移動装置は、前記搬送路において加工後搬送されるワークを受けて、下方に移動す
る受台を有することを特徴とする前記請求項２記載の木材等の加工機。
【請求項４】
　搬入された羽柄材等のワークが、その加工工程で、停止または搬送速度より低速で処理
されている状態で、後続のワークが次の工程に通常の搬送速度で搬送できる場合には、そ
の後続のワークの搬送路の高さと、前記処理中のワークの搬送路の高さとを相対的に変化
して、後続のワークの搬送路を確保して次の工程に搬送できるようにしたことを特徴とす
る木材等の加工方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、羽柄材等のワークの加工に好適な加工機に係り、特に、搬入された羽柄材
等のワークが、その加工工程で、停止または搬送速度より低速で処理されている状態で、
後続のワークが次の工程に通常の搬送速度で搬送できる場合には、その後続のワークの搬
送路の高さと、前記処理中のワークの搬送路の高さとを相対的に変化して後続のワークの
搬送路を確保し、その後続のワークを次の工程に搬送できるようにした木材等の加工機お
よびその方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　木造住宅においては、その柱材やその間に使用される横架材等の構造材については、そ
の切断や組立部分の加工に工数がかかることから、従来から、工場生産により、いわゆる
プレカット加工することが普及してきている。さらに、この横架材は、通常１本毎にその
加工形状が異なるために、組立位置を示す番号等の符号付与が行われ、その印字工程にも
一定の時間を要していた。
【０００３】
　一方、木造住宅のさらなるコストダウンの要請の高まり等によって、従来は建築現場で
加工され、取付けられていた比較的処理の簡便な羽柄材等についても、工場生産する必要
性が高まってきている。このような羽柄材等は、その必要とする数量が多く、その加工の
ための羽柄材の搬送速度や加工速度の改善が望まれているところである。
【０００４】
　主として木造住宅の補助部材である羽柄材の加工に好適な加工機においては、加工され
る羽柄材用の木材、すなわちワークは、予め、そのワークの垂木・筋交い等の用途、長さ
、先端・後端の形状、したがってその加工の種類と長さ・屋根勾配角度等がＣＡＤデータ
として蓄積されて、そのデータに基づいて各工程の装置が制御され、かつワークの搬送が
制御されるようになっている。また、加工された木材の組立位置等を示す番号等の符号印
字や、垂木を取付ける基準線をマークするマーキングについても同様にＣＡＤデータに基



(3) JP 2008-194907 A 2008.8.28

10

20

30

40

50

づいて制御される。
【０００５】
　すなわち、通常、そのワークは、投入領域に投入された後、前記ＣＡＤデータに基づい
て、通常は、１本ずつワークの長手方向に搬送され、加工工程において一時的に固定され
て、丸鋸等による切断加工によって、その先端の形状や長さが整えられる。さらにその次
の工程、すなわち必要に応じて、所定の穴あけや切込み加工によって、それぞれ組立部が
形成される。さらに、マーキング工程や印字工程では、そのワークの必要部位の表面位置
に、データに基づくコンピュータ制御によって特定されたマーキングが施され、また同様
に組立番号等の符号が印字されて、その後、排出装置を経て、自動的に排出されるように
構成されている。
【０００６】
　このように所定の加工が施され、マーキングや符号印字がなされた木材は、建設現場に
運搬されて、マーキングや符号にしたがって、住宅として組立てられる。
【０００７】
　しかしながら、このような従来の加工機においては、その構成上、前記切断加工装置や
切込み加工装置等がワークの同じ搬送ライン上に並んでいて、連続して加工処理できるよ
うに構成してある一方で、ひとつのワークの加工処理を行っている間に、前後の加工装置
が空いていて加工可能になっているにもかかわらず、そのワークが搬送路にあってその搬
送路を干渉しているため、後続のワークの切断加工等を行うための位置決め搬送の開始を
行うことができなかった。この加工処理が前述した印字工程であっても、さらには、排出
工程であっても、同様の支障となる可能性があった。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　羽柄材のような比較的数量を多く要求されるこの種材料の加工機においては、一層効率
のよい加工が要求される。
【０００９】
　したがって、搬入された羽柄材等の木材、すなわちワークが、その加工工程で、停止ま
たは搬送速度より低速で処理されている状態で、後続のワークが次の工程に通常の搬送速
度で搬送できる場合には、その後続のワークの搬送路を確保して、その後続のワークを次
の工程に搬送できるようにしたものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　したがって、請求項１記載の発明は、搬入された羽柄材等のワークが、その加工工程で
、停止または搬送速度より低速で処理されている状態で、後続のワークが次の工程に通常
の搬送速度で搬送できる場合には、その後続のワークの搬送路の高さと、前記処理中のワ
ークの搬送路の高さとを相対的に変化して後続のワークの搬送路を確保し、その後続のワ
ークを次の工程に搬送できるようにした木材等の加工機である。
【００１１】
　請求項２記載の発明は、搬入された羽柄材等のワークを搬送する搬送装置と、この搬送
装置によって搬送される前記ワークの搬送路内でワークを切断加工する切断装置と、この
切断装置による切断を終了したワークの搬送路を、前記搬送路を干渉しない位置に移動し
て後続のワークの搬送に備える移動装置と、その移動位置で前記ワークに印字する印字装
置と、この印字後のワーク排出する排出装置とを有する木材等の加工機である。
【００１２】
　請求項３記載の発明は、「前記移動装置は、前記搬送路において加工後搬送されるワー
クを受けて、下方に移動する受台を有する、前記請求項２記載の木材等の加工機である。
【００１３】
　請求項４記載の発明は、搬入された羽柄材等のワークが、その加工工程で、停止または
搬送速度より低速で処理されている状態で、後続のワークが次の工程に通常の搬送速度で
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搬送できる場合には、その後続のワークの搬送路の高さと、前記処理中のワークの搬送路
の高さとを相対的に変化して、後続のワークの搬送路を確保して次の工程に搬送できるよ
うにした木材等の加工方法である。
【発明の効果】
【００１４】
　この発明は、搬入された羽柄材等の加工材、すなわちワークが、その加工工程で、停止
または搬送速度より低速で処理されている状態で、後続のワークが次の工程に通常の搬送
速度で搬送できる場合には、後続のワークの搬送路を確保できるので、後続のワークの搬
送を開始でき、加工能率が向上する。
【００１５】
　換言すれば、後続するワークの搬送に対する干渉を避け、処理サイクル時間を短縮する
ことができるから、通常の後端部の端材が落下する場合でも効果的であるが、次加工のな
い長い端材の排出を行う場合、また垂木で後端切断後にマーキングを行うワークが連続し
て加工される場合には、後続するワークの先端部の加工がないか、あるいは先行ワーク搬
送中に加工が終了しているため、ワークプラーの動作が途切れることなく連続するため、
特に有効である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、この発明について、図示された実施態様にしたがって、説明する。
【００１７】
（全体レイアウト）
　図１および２は、この発明の加工機の一実施例を示す平面図および側面図で、加工材、
すなわち羽柄材等のワークＷに対応して、ほぼ水平である直線的な搬送路Ｔに沿って、右
側から、それぞれ後述する自動投入装置１０、切断装置２０、印字装置３０、自動排出装
置４０、位置決めプラー５０が順次連続して配置されている。
【００１８】
　以下に、ワークＷの搬送流れ（矢印方向）にしたがって、それぞれの装置および各装置
との関連について説明する。
【００１９】
（自動投入装置１０）
　ワークＷの自動投入装置１０は、搬送路Ｔのワーク投入側（図示では右側）に位置して
、前記搬送路Ｔと直交する方向に複数本のチェーンコンベア１２がワークＷの長さに対応
して安定保持できるように広狭２種の間隔を有して並行して配置されるとともに、コンベ
アテーブルをなすローラコンベア１４が、その搬送中心を前記搬送路Ｔと一致する位置に
配置される。したがって、チェーンコンベア１２上に投入したワークＷは、そのチェーン
コンベア１２の送り動作によって、搬送路Ｔ側に移動されるようになっている。
【００２０】
　なお、投入時ワ－クＷは、チェーンコンベア１２の加工装置すなわち切断装置側の側縁
に設けられた側面ガイド１３にその先端を突き合わせて、チェーンコンベア上に投入され
るものである。
【００２１】
　また、各チェーンコンベア１２の搬送方向先端側に位置して、搬送路Ｔの近傍には、そ
れぞれチェーンコンベア１２の搬送面に対して上方下方に昇降可能でローラコンベア１４
と並列に設けられた複数のストッパ１６が設けられ、チェーンコンベア１２によって送ら
れたワークＷは、この上方に位置したストッパ１６に突き当たるまで搬送される。
【００２２】
　このストッパ１６の搬送路Ｔにおける最下流側の１つの近傍には、ワークＷの到着を検
知するに到着センサ１７が配置される。この到着センサ１７により、ワークＷがストッパ
１６まで搬送されたことを確認する。この時、チェーンコンベア１２を、センサ１７によ
る検出から所定時間駆動させてから停止させることにより、複数のストッパ１６にワーク
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Ｗが突き当たって、ワークＷは、ローラコンベア１４と平行になるように位置決めされる
。
【００２３】
　また、前記搬送路Ｔを挟んでチェーンコンベア１２とは反対側には、複数の引込みチャ
ック１８ａを有するチャック１８が配置されている。このチャック１８は、全体は図示し
ていないが、レールに載置されて、シリンダにより移動可能なバーに複数の引込みチャッ
ク１８aが設置されており、この引込みチャック１８aは、上下方向に自由に動くスライダ
に固定された下部グリッパと、スライダに設けられたレール構造でシリンダにより上下方
向に動く上部グリッパとにより構成されている。したがって、後述する制御信号に基づい
て、前記ストッパ１６によって位置決めされているワークＷを上下から把持し、１本毎に
ローラコンベア１４側に、したがって搬送路Ｔ内に引込んだ後、開放するように構成され
ている。
【００２４】
　またローラコンベア１４の搬送方向先端側には、先端切断送りローラ１９およびワーク
確認センサ１９Ａがその順序で配置されている。この送りローラ１９は、図２から分かる
ように搬送路Ｔの上方に上下動可能に位置しており、搬送駆動時に下降するとともに、ワ
ークＷをその送りローラ１９の駆動によって、その長手方向に沿って切断装置２０側に搬
送するものである。
【００２５】
　この送りローラ１９は、サーボモータ（図示せず）により駆動されて、ワークＷをその
搬送路Ｔ方向において、位置決めすることが可能であり、ワークＷの上方から下降して、
所定の圧力でワークＷと接触した後、回転駆動して、ワークＷ先端を切断装置２０内の所
定位置に搬送するようになっている。
【００２６】
　すなわち、この送られたワークＷの先端が、前記ワーク確認センサ１９Ａによって検出
された後、計測が開始されて、送りローラ１９は、加工データにより与えられた位置まで
切断装置２０内にワークＷを搬送して位置決めするように構成される。
【００２７】
（切断装置２０）
　次に、切断装置２０は、図２に明示されているように、ワークＷの搬送路Ｔを横断する
ように丸鋸２２が、上下動可能に配置され、さらにその角度を垂直面内および水平面内に
おいて変更可能に構成されている。すなわち、５軸制御された丸鋸２２のθ１θ２の水平
垂直角が位置決めされ、ＸＹＺの３次元方向に丸鋸２２が動作してワークＷ先端部が所定
の形状に切断加工される。丸鋸２２は、切断動作をしないときは、搬送路Ｔから下方に待
避してワークＷの移動を妨げないように構成されている。
【００２８】
　そしてこの切断装置２０の搬送路Ｔ方向の前後位置には、入口側および出口側切断用ク
ランプ２４、２６が配置され、先端切断加工時、それぞれ後述する後端切断加工時、およ
び必要に応じて中間部の切断加工時に、それぞれ制御信号によりワークＷをその前後にお
いて選択的にクランプするようになっている。切断用クランプ２４、２６は、それぞれ横
クランプ２４Ａおよび上クランプ２４Ｂ、横クランプ２６Ａおよび上クランプ２６Ｂで構
成され、各クランプの作動によって、ワークＷを横方向には求心的に、さらに上方向から
は堅固に押圧してクランプし、適切に切断加工ができるようになっている。すなわち、前
述したように、同時に与えられた加工データにより、５軸制御された丸鋸２２の水平垂直
角が位置決めされ、３次元方向に丸鋸２２が動作してワークＷ先端部が所定の形状に加工
される。
【００２９】
　すなわち、ワークＷが垂木の場合には、ＣＡＤデータに基づいて、先端部・後端部が所
定角度に傾斜して切断され、また、筋交いの場合には、両端がほぼ直角の剣先状に切断さ
れるように構成される。
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【００３０】
　また、搬送路Ｔの最終端には、その進行方向に対面して、位置決めプラー５０が配置さ
れ、この位置決めプラー５０は、その先端にワークＷの先端を把持するプラーチャック５
２を有するとともに搬送路Ｔに沿うガイド５４によって、ＣＡＤデータに基づく制御信号
にしたがってその移動位置で選択的にワークＷを位置決め固定できるようにされている。
そして、さらに制御信号に基づいてこのプラーチャック５２によってワークＷの前端を把
持して搬送路Ｔに沿って移動するとともに、また固定することができるように構成される
。
【００３１】
　したがって、前述したように、自動投入されたワークＷは、その前端切断加工から後端
切断加工まで、同一のパスライン、すなわち搬送路Ｔ上で加工処理されるものである。そ
して、ワークＷの前端加工終了後、丸鋸２２が待避位置まで移動した後、位置決めプラー
５０が、与えられた加工データにより加工装置２０内のワーク先端把持位置まで位置決め
送りされる。　
　そして、そのワークＷの先端を把持した後、切断用クランプ２４が開放され、後端切断
加工位置まで移動するとともに、その後に後端の切断加工を完了したワークＷは、その後
端が後述のワーク後端ガイドを越えるまで、位置決めプラー５０のチャック５２に把持さ
れながら搬送され、その位置でチャック５２が開放して、ワークＷを後述の印字テーブル
上に載置するように構成されている。
【００３２】
　この位置決めプラー５０およびチャック５２の移動・停止/把持・解放動作は、前述し
たとおり、その搬送対象のワークＷに関する全てのＣＡＤデータにより与えられた数値か
ら計算された位置データに基づいてなされるもので、プラー５０および切断装置２０が動
作し、これによって与えられた条件によってプラーチャック５２を駆動する動作確認セン
サ付きのシリンダ（図示せず）が設けられている。　　
（印字装置３０）
　切断装置２０の搬送路Ｔに沿う後段には、図３に拡大して示されるように、印字装置３
０が配置され、その前段にはマーキング装置３２（図２）、後部側方には印字ヘッド３４
が設けられる。
【００３３】
　このマーキング装置３２は、詳細には図示していないが、周知のように、木材すなわち
ワークＷの表面に対して加熱により線状のマーキング（焼き印）を付すために、通常は鋭
角をなす上縁を有し、内部にヒータを装備した金属製のマーキングバーと、このバーをワ
ークＷすなわち、木材に押しつけるためのシリンダと、屋根勾配に合せた角度にバーを旋
回させるための角度位置決めテーブルとを備えたマーキング装置である。このマーキング
は、屋根部材である垂木を取付ける際に使用する基準線である。
【００３４】
　また、印字装置３０には、切断加工後に切断装置２０から搬送されてくるワークＷを受
ける受け台、すなわち印字テーブル３６が搬送路Ｔに沿って配置されている。
【００３５】
　この印字テーブル３６は、図４および５に、それぞれその載置面の上昇位置および下降
位置が図示されているとおり、後述の排出テーブルとともに搬送路Ｔと並行な状態で上下
方向にそれぞれ昇降位置を変化できるように移動装置であるシリンダ等の昇降装置３６Ａ
によって支持されている。そして、その上昇位置で、加工装置２０を通過してきたワーク
Ｗを載置するようになっている。
【００３６】
　そして、印字装置３０は、図３に示すように、ワークＷを載置した印字テーブル３６が
下降した位置において、ワークＷに対して、印字データに基づく印字ヘッド３４による印
字が行われるように構成されている。すなわち、印字テーブル３６の最下位置に対応する
搬送路Ｔｄに臨んで、印字押付プッシャ３７およびこれに対向する印字基準ガイド３８が
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配置されるとともに、印字送りモータＭによって印字送りバー３９が送り動作して、ワー
クＷを基準ガイド３８に沿って送りながら、印字ヘッド３４による組立番号等の印字を行
うようになっている。
【００３７】
　また、搬送路Ｔにおけるマーキング装置３２の後段には、図５に示すように、板状のワ
ーク後端ガイド５６が傾斜するガイド部を有してほぼ垂直に設けられ、制御データに基づ
いて、プラー５０がワークＷを開放し、印字テーブル３６に載置した後下降するが、ワー
クＷ後端が印字テーブル３６から外れないようにガイドするように構成されている。この
後端ガイド５６は必須の構成ではないが、木材であるワークＷの若干の変形がある場合で
も、安定してワークＷを移動可能なテーブル等の所定位置にガイドできるようにしたもの
である。
【００３８】
　そして、前記制御データに基づいて、前記位置決めプラー５０によって搬送されるワー
クＷの後端がこのワーク後端ガイド５６を越えるタイミングで、前記位置決めプラー５０
がそのチャック５２を開放すると、そのワークＷは、その後端をガイド５６によって案内
されて、前端および後端を切断加工処理したワークＷを印字テーブル３６および後述の排
出テーブル上に載置するように構成されている。
【００３９】
　一方、既に入力されているデータに基づいて、先行するワークＷがその搬送路Ｔを搬送
路Ｔｄに変更することによって後続のワークＷ´の搬送を干渉しないことが判断されれば
、後続のワークＷ´の搬送を開始するように構成されている。
【００４０】
　すなわち、図５に示す、印字テーブル３６の下降位置では、そのテーブル３６上の搬送
路Ｔｄは、前記上昇位置における搬送路Ｔに対してこれに沿って搬送される後続のワーク
Ｗ´の移動を干渉しない位置にその高さが変更されており、この状態、すなわちワークＷ
が停止または搬送速度より低速で搬送している状態において、後続するワークＷ´がロー
ラコンベア１４によって搬送を開始しても、このワークＷ´は、本来の搬送路Ｔを搬送さ
れ、下降した搬送路Ｔｄ上の先行ワークＷには何ら干渉されることなく進行して、切断装
置２０による切断処理工程を受けることができ、その後のステップで上昇復帰している印
字テーブル３６および後述の排出テーブル上に載置されることになるものである。この低
速で搬送している状態は、後述の排出テーブルに関連する排出チェーンコンベアについて
も同様の状態に該当する。
【００４１】
　そして、ワークＷの後端が前記ワーク後端ガイド５６を通り過ぎる位置まで進んだ場合
には、後続のワークＷ´が前述と同様にローラコンベア１４に引込まれるように構成され
ている。
【００４２】
　なお、ワークＷの加工データによって、その先端、後端、さらには中間の加工処理の有
無または処理内容にしたがう制御信号が、ＣＡＤデータとして図示していない制御装置か
ら発生されることによって、先行するワークＷと後続するワークＷ´との処理内容が予め
判明していることから、その搬送順序にしたがって、搬送路Ｔに対してこれを干渉しない
搬送路Ｔｄの設定を手配できるものである。
【００４３】
（自動排出装置４０）
　そして、図３に明示されるように、前記自動排出装置４０には、前述したように前記印
字テーブル３６と同様に、排出テーブル４２が、搬送路Ｔに沿って配置されるとともに、
制御信号に基づいて、印字テーブル３６と同一高さでそれと一体的に、移動装置であるシ
リンダ等の昇降装置４０Ａによって上下方向に昇降位置を変化できるように昇降可能に支
持されている。
【００４４】
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　この排出テーブル４２が、図５に示すように、下降して形成されるワークＷの搬送路は
、印字テーブル３６のそれと一致する搬送路Ｔｄであり、それと直交する複数本の排出チ
ェーンコンベア４４が平行に、かつ、搬送路Ｔｄに臨んで配置される。そして、下降した
テーブル３６の側方には、排出プッシャ４６（図３参照）が配置される。この排出プッシ
ャ４６は、制御信号によって駆動され、加工処理が終了して印字テーブル３６および排出
テーブル４２に載置されて下降した位置にあるワークＷを側面から押圧して、搬送路Ｔｄ
から排出チェーンコンベア４４側に排出するようになっている。排出されたワークＷは、
排出チェーンコンベア４４によって自動的に図３において紙面と平行に、前方に排出され
るように構成されている。
【００４５】
（動作説明）
　以上のように構成されたこの発明の実施例の一連の動作について以下に説明する。
【００４６】
　まず、加工されるべき羽柄材、すなわちワークＷは、１本ずつ、複数本、自動投入装置
１０に投入される。この場合、投入されるワークＷは、例えば、垂木であればそれを集中
的に加工するのが効率的であるから、定尺物を投入して、必要に応じて所定同一長さに分
断し、同様の切断加工を実行することが多い。すなわち、ワークＷは、その長手方向をチ
ェーンコンベア１２と直交し、かつ、その先端を側面ガイド１３に突き合わせて、チェー
ンコンベア上に投入して載置すると、チェーンコンベア１２によって搬送路Ｔ方向に順次
移動され、１本ずつローラコンベア１４方向に送られて、ストッパ１６まで搬送される。
【００４７】
　このワークＷは、到着センサ１７によって検知され、複数の引込みチャック１８aが作
動して、把持され、コンベアテーブル、すなわちローラコンベア１４上に引込まれる。そ
してワークＷは、１本ずつローラコンベア１４によって図中左方、すなわち切断装置２０
の方向に搬送される。
【００４８】
　そして、先ず先端切断送りローラ１９が、ＣＡＤデータに基づく制御信号によって上方
から下降して、ワークＷと接触し、回転駆動することによって、ワークＷの先端を切断装
置２０内の所定位置まで搬送する。このとき、ワークＷの先端がワーク確認センサ１９Ａ
によって検出されてから、データにより与えられた先端切断長に相当する回転を行った後
、送りローラ１９の送りが停止して、切断装置２０内の所定位置に、ワークＷの先端が位
置決め搬送される。
【００４９】
　このクランプ２４によってワークＷが固定された状態で、丸鋸２２が加工データに基づ
いて稼動し、先端について所定の加工を終了する。加工終了後、丸鋸２２が待避位置まで
移動した後、位置決めプラー５０が、与えられた加工データにより加工装置２０内のワー
ク先端把握位置まで位置決め送りされ、チャック５２によりワークＷの先端側面を把持す
る。この把持完了とともに、前記クランプ２４が開放され、位置決めプラー５０は、与え
られた加工データに基づいて、ワークＷを後端切断位置まで位置決め送りする。さらに、
把持されたワークＷは、次の加工処理位置まで搬送される。この時、制御データに基づい
て、ワークＷの後端が前記ワーク確認センサ１９Ａを通り過ぎる位置まで進んだタイミン
グで、後続のワークＷ´が、前述とワークＷと同様にローラコンベア１４に引込まれる。
【００５０】
　一方、上記位置決めプラー５０の位置決め完了により、ワークＷに対して、出口側の横
クランプ２６Ａ、上クランプ２６Ｂが作動し、先端加工と同様に丸鋸２２が作動して、与
えられた形状の後端加工を行う。この際、プラー５０のチャック５２は、把持を継続して
いる。また、後端部の残り部材は、ワークＷの素材長さと加工長さとの関係により、その
場で端材として下方に落下する場合、落下しない場合、また残り材からさらに製品をとる
場合とがあるが、いずれも基本動作は同様である。
【００５１】
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　後端部の加工が終了して、クランプ２６が開放されると、排出位置データを与えられて
いる位置決めプラー５０によって、ワークＷは、昇降可能な印字テーブル３６の排出位置
まで搬送される。この状態で、切断装置２０と印字装置３０とは、搬送路Ｔを一致して近
接して設置されている。
【００５２】
　ここで、前述したように、同時に後続のワークＷ´が切断装置２０内に送り込まれ、前
述と同様の動作で先端加工が行われる。
【００５３】
　以上のように、自動投入されたワークＷは、前端の切断、必要に応じて中間部の加工、
および後端の切断まで、制御データ、または加工データに基づいて同じ搬送路Ｔ、すなわ
ちパスライン上で加工される。ついで、その後端の切断を完了したワークＷは、プラーチ
ャック５２によってその前端を把持されながら搬送され、その後端が、ワーク後端ガイド
５６を越えるタイミングで、位置決めプラー５０が停止するとともに、プラーチャック５
２が開放される。
【００５４】
　一方、排出位置決めをされたワークＷは、排出テーブルとともに印字テーブル３６によ
り下降し、加工装置基準高さから印字高さまでその搬送路Ｔｄに位置する。
【００５５】
　このプラーチャック５２の開放に次ぐ印字テーブル３６の下降と同時に、位置決めプラ
ー５０は、直ちに切断装置２０に近接した待機位置、すなわち、ワークＷ先頭握持位置ま
で前進して送られ、後続ワークＷ´の先端加工が終了していれば、同時に加工装置２０内
に送り込まれてワークＷ´の先端を把持し、前述と同様に後退して、後端部切断位置へ位
置決め送りされる。
【００５６】
　すなわち、先行するワークＷが、その加工工程で、停止または搬送速度より低速で処理
されている状態で、後続のワークＷ´が次の工程に通常の搬送速度で移動できる場合には
、相互の搬送路の高さが相違して干渉しないので、後続のワークＷ´を次の工程に搬送で
きる。
【００５７】
　また、最下位置に下降された印字テーブル３６上のワークＷは、その側面を印字押付け
プッシャ３７により印字基準ガイド３８まで押しつけられ、プッシャ復旧後、印字送りバ
ー３９によってその後端部を押圧されて印字送りされながら、側面に印字されると同時に
排出位置まで搬送される。
【００５８】
　このとき、送り速度は約１０ｍ／分程度であり、送り長さは約１ｍ程度であることが好
ましい。この印字内容は、部材の検査ならびに梱包そして取り付け時に必要な部品名称（
垂木や筋交い）／部品番号／取付け位置情報／製品長などである。なお、プラー５０の送
り速度は、１００ｍ／分であり、印字速度は、１０ｍ／分であるのが好ましい。
【００５９】
　この印字が完了すると、それを信号によって検知して、ワーク排出プッシャ４６が作動
し、ワークＷを排出チェーンコンベア４４側に排出する。印字終了後のワークＷは、排出
チェーンコンベア４４によって自動排出される。
【００６０】
　そして、前記印字テーブル３６が下降された状態では、テーブル３６上の搬送路Ｔｄは
、前段のワークＷの搬送路Ｔを干渉しない高さに変更されているので、印字動作中に、後
続のワークＷ´の搬送、加工動作を開始することができるものである。
【００６１】
　排出位置まで搬送された印字後のワークＷは、排出プッシャ４６によって、印字テーブ
ル３６と直交する排出チェーンコンベア４４上に押し出されるが、この排出プッシャ４６
が戻ると、印字テーブル３６は、上昇して元の加工機基準高さに復帰する。
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　このとき、後続のワークＷ´は先端および後端の加工が終了し、位置決めプラー５０に
より先端を把握され、印字テーブル３６上の加工機基準高さにおいて位置決め搬送される
ことが可能であり、通常の運転ではその状態となる。
【００６３】
　また、ワークＷの中間部に他の加工を施す装置、特に前述したように垂木の取付け位置
を示すマーキング装置などが必要な場合には、それを前記切断装置と印字装置との間に加
工機基準高さで設置し、前記後端部加工位置までの位置決めとの間あるいは後端部加工後
の排出位置の位置決めとの間に中間加工を施すことができる。
【００６４】
　以上説明した実施例においては、搬送路の高さについて、下降上昇の順としたが、他の
実施例においては、相対的に、搬送路の高さを上昇下降の順として、逆に上昇することに
よって搬送路を干渉しないようにすることも可能であるが、構造の簡便性から、前述の実
施例の方が有利である。
【００６５】
　いずれにしても、その後続のワークの搬送路の高さと、前記処理中のワークの搬送路の
高さとを相対的に変化して後続のワークの搬送路を確保し、その後続のワークを次の工程
に搬送できる
　また、前記実施例においては、排出昇降テーブル４０を下降して、その搬送路Ｔｄを後
続するワークＷの搬送路Ｔを干渉しない位置に変更して印字装置も下降した搬送路に位置
して印字するようにしたが、これに限定されることなく、相対的に移動し、ワークＷの長
さが短いときは、印字装置、排出装置の少なくとも一方を下降してその搬送路を後続のワ
ークの搬送路を干渉しない位置に変更してワークを処理することにより、無駄な待機時間
なく、羽柄材等のワークの加工を効率よく実行することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】この発明の一実施例を示す平面図
【図２】同じく正面図
【図３】同じく図1に示される印字装置、排出装置の拡大平面図
【図４】同じく図３の印字装置、排出装置の通常状態を示す拡大正面図
【図５】同じく図３の印字装置、排出装置の下降状態を示す拡大正面図
【図６】同じく図３の印字装置の拡大側面図
【図７】同じく図３の排出装置の下降状態を示す拡大側面図
【符号の説明】
【００６７】
　１０：自動投入装置　　１２：チェーンコンベア　　１４：コンベアテーブル、ローラ
コンベア　　１６：ストッパ　　１７：到着センサ　　１８：チャック　　１８a：引込
みチャック　　１９：先端切断送りローラ　　１９Ａ：ワーク確認センサ　　２０：切断
装置　　２２：切断用丸鋸　　２４：入口側切断用クランプ、　　２６：出口側切断用ク
ランプ　　２４Ａ：入口側横クランプ　　２４Ｂ：入口側上クランプ　　　２６Ｂ：出口
側横クランプ　　２６Ｂ：出口側上クランプ　　２８：ワーク先端確認センサ　　３０：
印字装置　　３２：マーキング装置　　３４：印字ヘッド　　３６：印字テーブル　　３
６Ａ：昇降装置　　３７：印字押付プッシャ　　３８：印字基準ガイド　　３９：印字送
りレバー　　Ｍ：印字送りモータ　　４０：自動排出装置、　４０Ａ：昇降装置　　４２
：排出テーブル　　４４：排出チェーンコンベア　　４６：排出プッシャ　　５０：位置
決めプラー　　５２：プラーチャック　　５４：ガイド　　５６：ワーク後端ガイド　　
Ｔ：搬送路　　Ｔｄ：下降搬送路　　Ｗ：ワーク　　Ｗ´：後続ワーク　　　
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】
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