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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ペーパーログを切断する機械であって、
　隣り合って配置される１つ又は複数のログ（３）を支持する支持手段と、
　前記支持手段上で前記ログ（３）を前進させる手段と、
　前記ログ（３）の横断方向切断のための手段と、
　前記ログ（３）の切断中に該ログ（３）を抑止する手段と、を備え、
　前記切断手段は、環状帯刃（４）であって、その両縁にベベル（４００、４０１）を有
し、前記ログ（３）が切断される切断ステーション（Ｔ）に対応して設けられ、対応する
案内手段と作動手段とに接続され、前記ログ（３）の長手方向軸に対して直交した向きの
対応する切断面を画定する部分（４０）を特徴とし、且つそのベベル（４００、４０１）
に対して連続的に働く刃研ぎ装置（１００）が設けられる、環状帯刃（４）を備えること
を特徴とし、且つ該機械は、前記ログ（３）の、前記帯刃（４）に対する前記切断面に沿
った相対的な移動のための手段を備え、前記帯刃（４）は、一回に付き１つの前記ログ（
３）に対して働くことをさらに特徴とし、　前記ログ（３）は、同じ平面（ＰＧ）に位置
する各前記軸を有して配置され、前記ログ用の支持手段は、前記帯刃（４）の前記切断面
（Ｃ－Ｃ）に平行に可動である水平プラットフォーム（２）を備え、プラットフォーム（
２）は、水平且つログ（３）の長手方向軸を横切って移動することができるようにされて
なり、
前記プラットフォーム（２）は、該プラットフォーム（２）の下に配置される軸（２６）
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を回転させる電気モータ（２９）によって移動し、前記ログ（３）に平行な向きであり、
前記軸（２６）の２つの地点には、前記プラットフォーム（２）によって与えられる対応
するラック（２８）と噛み合う歯車（２７）が設けられ、
前記ログ用の支持手段は水平プラットフォーム（２）を備え、前記ログ（３）を前進させ
る手段は、ポータル（２３）から前方へ突出する同一の長さの平行拡張部から成るプッシ
ャー（２２）から成り、前記ポータル（２３）は、前記プラットフォーム（２）に沿って
摺動する往復台（２４）上に取り付けられ、前記プラットフォーム（２）の両側に設けら
れる電動式の環状ベルト（２５）上に固定され、前記ログ（３）が沿って摺動するチャネ
ルの後方にある、すなわち、前記帯刃（４）が働くステーション（Ｔ）とは反対の前記端
にあり、前記プッシャー（２２）は、前記ログ（３）の前記長手方向軸に平行な向きであ
ると共に、前記プラットフォーム（２）に対して所定の高さにあり、
前記ログ用の支持手段は、前記切断ステーション（Ｔ）に対応して、前記帯刃による切断
面（Ｃ－Ｃ）に従って延びる開口（２０１）を挟んでいる２つの横棒（２１０）を有する
上部構造を特徴とするプラットフォーム（２）を備え、前記棒（２１０）の底面には、対
応する垂直軸を有するアクチュエータ（２０３）に接続される複数対のプレッサー（２０
２）が設けられ、該複数対のプレッサー（２０２）は、前記ログ（３）の数に対応する数
であり、該ログそれぞれに対して一対のプレッサー（２０２）となっており、各対のプレ
ッサーは、前記開口（２０１）に対して対向する両側に、したがって、前記帯刃（４）
の前記作用面に対して対向する両側に位置決めされる２つの要素から成り、それによって
、２つの要素から成る一対のプレッサー（２０２）であって、該一対のプレッサー（２０
２）の一方は、前記帯刃（４）の前記作用面（Ｃ－Ｃ）の上流に、他方はその下流に位置
決めされる、一対のプレッサー（２０２）が前記切断ステーション（Ｔ）に対応して前記
ログ（３）のそれぞれに設けられることを特徴とする、ペーパーログを切断する機械。
【請求項２】
　前記帯刃（４）は、上に前記ログ（３）が配置されるプラットフォーム（２）の上下に
延びることを特徴とする請求項１に記載の機械。
【請求項３】
　前記棒（２１０）、そして前記プレッサー（２０２）は、前記プラットフォーム（２）
に対して高さ調節可能であることを特徴とする請求項１に記載の機械。
【請求項４】
　前記ログ（３）の切断中に該ログ（３）を抑止する手段は、前記ログ（３）の直径に関
して、該ログ（３）に対して離間及び接近することができる複数のサイドプレッサー（２
０４、２０５）を備え、該サイドプレッサー（２０４、２０５）は、単一アクチュエータ
（２１９）に接続されることを特徴とする請求項１に記載の機械。
【請求項５】
　前記ログ（３）の切断中に該ログ（３）を抑止する手段は、各該ログ（３）用の二対の
サイドプレッサー（２０４、２０５）であって、該二対のサイドプレッサー（２０４、２
０５）は、前記帯刃（４）の前記作用面の上流及び下流にそれぞれ位置決めされ、第１の
対のサイドプレッサー（２０４）が、前記帯刃（４）の前記作用面（Ｃ－Ｃ）の上流にあ
る前記対応するログの２つの側に対して働くようになっており、第２の一対のサイドプレ
ッサー（２０５）が、前記作用面の下流にある前記ログの２つの側に対して働くようにな
っている、サイドプレッサー（２０４、２０５）を備えることを特徴とする請求項４に記
載の機械。
【請求項６】
　前記アクチュエータ（２１９）は、前記ログ（３）の前記軸に対して直交した向きの２
つの平行軸（２１１）を移動させ、且つ回転させ、該軸（２１１）は、伝動ベルト（２１
５）によって接続され、それによって、前記アクチュエータが両方の前記軸（２１１）の
前記回転を同時に制御し、該軸（２１１）のそれぞれは、一連のねじ山付き部分（ｄ、ｓ
）を特徴とし、該一連のねじ山付き部分（ｄ、ｓ）のそれぞれは、前記サイドプレッサー
（２０４、２０５）の底部で対応するブシュ（２１３）に設けられる対応する雌ねじと噛
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み合い、前記軸（２１１）の前記部分（ｄ、ｓ）の前記ねじ山が交互に時計回り（ｄ）及
び反時計回り（ｓ）であることを特徴とする請求項４に記載の機械。
【請求項７】
　前記側方プレッサー（２０４、２０５）のそれぞれは、前記ログ（３）の前記切断ステ
ップ中に表面が該ログ（３）と接触するようになっている部分（Ｃ）と、各前記ブシュ（
２１３）上に取り外し可能に固定されるようになっている底部（Ｄ）とを有する板から成
ることを特徴とする請求項６に記載の機械。
【請求項８】
　前記サイドプレッサー（２０４、２０５）のそれぞれは、前記底部（Ｄ）上の下側拡張
部（Ｆ）を特徴とし、該下側拡張部（Ｆ）は、前記ブシュ（２１３）によって与えられる
対応する座部（Ｓ）内に固定されることができることを特徴とする請求項４又は７に記載
の機械。
【請求項９】
　前記ログ（３）用の支持手段は、前記ログ（３）の後ろ側を保持する複数のサイド保持
面（２１）を備え、該複数のサイド保持面（２１）の往復距離は、単一アクチュエータに
よって調節可能であることを特徴とする請求項１に記載の機械。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ペーパーログを切断する機械に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ログは、ペーパーウェブを筒状紙芯の周りに巻き付ける巻き付け機によって製造される
ペーパーロールであることが既知である。そして、各ログは分割されて、短い長さを有す
ると共に標準的な商業形態に対応する種々のロールになる。分割は、ログの長手方向軸に
直交する平面に沿って実行される一連の切断によってなされる。この目的のために、「切
断機」と呼ばれる機械が使用される。
【０００３】
　ペーパーログ用の切断機は、一般的に、水平プラットフォームを有する構造を特徴とし
、これには、切断されるログ用の複数の給送チャネルと、各給送チャネルに沿ってログを
移動させる手段と、上記のようにログを切断する切断手段とが設けられる。周期的に、各
ログは、切断手段に隣接して位置決めされ、そして切断され、最終的に、後続の切断を実
行するために前方へ移動される。
【０００４】
　特許文献１は、ペーパーログ用の切断機を記載しており、該切断機においては切断手段
がダブルベベル式環状刃であって、この環状刃は水平方向に位置決めされてログの切断の
際に垂直方向に動くように構成されている。より正確には、刃は帯形状になっており、そ
の上側及び下側両方にあるベベルを特徴とし、各ベベルが水平の環を画定するように当該
刃は２つの垂直軸を有するプーリ上に巻き付けられている。ログは、刃に直交した向きの
２つの重なり合った平面が設けられているコンベヤ上に位置決めされる。刃が巻き付けら
れているプーリは、各下降手段及び上昇手段に接続される構造体によって支持される。ロ
グは、周期的に切断位置に配置され、刃が下降し、そしてログは再び前方に押され、刃が
上昇する。刃の下降移動及び上昇移動の際にログは切断される。図１Ａ及び図１Ｂは、２
つの切断ステップを示す。図１Ａは、下降及びログ（Ｌ）の切断中の、プーリ（Ｐ）に巻
き付けられている刃（Ｂ）を示し、図１Ｂは、切断位置に再配置されているログ（Ｌ）を
上昇段階中に切断している刃（Ｂ）を示す。
【０００５】
　同じ地点の上側及び下側両方のベベルが研がれる前に、切断されるログ材料全てと接触
するということに起因する欠点が存在する。図１Ｃに示した説明図は、任意の地点のベベ
ルが占有している位置（Ｐ１、Ｐ２…Ｐｎ）が、種々のログの切断位置であることを示す
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。換言すると、刃（Ｂ）は水平であるため、使用中の同じ地点のベベルは、切断領域を出
る前に複数のログ（Ｌ）を通過しなければならない。結果として、刃（Ｂ）の巻き付き方
向（Ｄ）に対してより下流にあるログに対する切断は、複数のログを通過するにつれて徐
々に切れ味が悪くなるために最適な状態で作用しないベベルによって実行される。さらに
換言すると、刃は水平方向に向けられるため、上記方向（Ｄ）に対して下流にあるログの
切断は、むしろ摩耗したベベルによって実行される。結果的に切断の質は低下する。
【０００６】
　ログ（Ｌ）の前部、すなわち商業形態のロールを構成する部分（Ｒ）が拘束されていな
いことに起因してさらなる欠点がある。そして、ログ（Ｌ）の上記部分（Ｒ）は、下降及
び上昇する刃（Ｂ）によってそれらに加えられるスラストに起因して切断中に動く傾向に
ある。これによって、切断の質が同様に悪化する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平１０－５８３８２
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の主な目的は、上記欠点をなくすか、又は少なくとも著しく緩和させることであ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　これらの効果は、本発明によれば、請求項１に記載される特徴を有する機械を提供する
ことによって達成される。本発明のさらなる特徴は、従属請求項の主題である。
【００１０】
　請求項１記載の機械は、
ペーパーログを切断する機械であって、
　隣り合って配置される１つ又は複数のログ（３）を支持する支持手段と、
　前記支持手段上で前記ログ（３）を前進させる手段と、
　前記ログ（３）の横断方向切断のための手段と、
　前記ログ（３）の切断中に該ログ（３）を抑止する手段と、を備え、
　前記切断手段は、環状帯刃（４）であって、その両縁にベベル（４００、４０１）を有
し、前記ログ（３）が切断される切断ステーション（Ｔ）に対応して設けられ、対応する
案内手段と作動手段とに接続され、前記ログ（３）の長手方向軸に対して直交した向きの
対応する切断面を画定する部分（４０）を特徴とし、且つそのベベル（４００、４０１）
に対して連続的に働く刃研ぎ装置（１００）が設けられる、環状帯刃（４）を備えること
を特徴とし、且つ該機械は、前記ログ（３）の、前記帯刃（４）に対する前記切断面に沿
った相対的な移動のための手段を備え、前記帯刃（４）は、一回に付き１つの前記ログ（
３）に対して働くことをさらに特徴とし、　前記ログ（３）は、同じ平面（ＰＧ）に位置
する各前記軸を有して配置され、前記ログ用の支持手段は、前記帯刃（４）の前記切断面
（Ｃ－Ｃ）に平行に可動である水平プラットフォーム（２）を備え、プラットフォーム（
２）は、水平且つログ（３）の長手方向軸を横切って移動することができるようにされて
なり、
前記プラットフォーム（２）は、該プラットフォーム（２）の下に配置される軸（２６）
を回転させる電気モータ（２９）によって移動し、前記ログ（３）に平行な向きであり、
前記軸（２６）の２つの地点には、前記プラットフォーム（２）によって与えられる対応
するラック（２８）と噛み合う歯車（２７）が設けられ、
前記ログ用の支持手段は水平プラットフォーム（２）を備え、前記ログ（３）を前進させ
る手段は、ポータル（２３）から前方へ突出する同一の長さの平行拡張部から成るプッシ
ャー（２２）から成り、前記ポータル（２３）は、前記プラットフォーム（２）に沿って
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摺動する往復台（２４）上に取り付けられ、前記プラットフォーム（２）の両側に設けら
れる電動式の環状ベルト（２５）上に固定され、前記ログ（３）が沿って摺動するチャネ
ルの後方にある、すなわち、前記帯刃（４）が働くステーション（Ｔ）とは反対の前記端
にあり、前記プッシャー（２２）は、前記ログ（３）の前記長手方向軸に平行な向きであ
ると共に、前記プラットフォーム（２）に対して所定の高さにあり、
前記ログ用の支持手段は、前記切断ステーション（Ｔ）に対応して、前記帯刃による切断
面（Ｃ－Ｃ）に従って延びる開口（２０１）を挟んでいる２つの横棒（２１０）を有する
上部構造を特徴とするプラットフォーム（２）を備え、前記棒（２１０）の底面には、対
応する垂直軸を有するアクチュエータ（２０３）に接続される複数対のプレッサー（２０
２）が設けられ、該複数対のプレッサー（２０２）は、前記ログ（３）の数に対応する数
であり、該ログそれぞれに対して一対のプレッサー（２０２）となっており、各対のプレ
ッサーは、前記開口（２０１）に対して対向する両側に、したがって、前記帯刃（４）
の前記作用面に対して対向する両側に位置決めされる２つの要素から成り、それによって
、２つの要素から成る一対のプレッサー（２０２）であって、該一対のプレッサー（２０
２）の一方は、前記帯刃（４）の前記作用面（Ｃ－Ｃ）の上流に、他方はその下流に位置
決めされる、一対のプレッサー（２０２）が前記切断ステーション（Ｔ）に対応して前記
ログ（３）のそれぞれに設けられることを特徴とする。
【００１１】
　前記ログ（３）は、同じ平面（PG）に位置する各前記軸を有して配置されることを特徴
とする。
【００１２】
　前記ログ用の支持手段は、前記帯刃（４）の前記切断面（Ｃ－Ｃ）に平行に可動である
水平プラットフォーム（２）を備えることを特徴とする。
【００１３】
　請求項２記載の機械は、請求項１記載の機械において、
前記帯刃（４）は、上に前記ログ（３）が配置されるプラットフォーム（２）の上下に延
びることを特徴とする。
【００１４】
　請求項３記載の機械は、請求項１記載の機械において、
　前記棒（２１０）、そして前記プレッサー（２０２）は、前記プラットフォーム（２）
に対して高さ調節可能であることを特徴とする。
【００１５】
　請求項４記載の機械は、請求項１記載の機械において、
　前記ログ（３）の切断中に該ログ（３）を抑止する手段は、前記ログ（３）の直径に関
して、該ログ（３）に対して離間及び接近することができる複数のサイドプレッサー（２
０４、２０５）を備え、該サイドプレッサー（２０４、２０５）は、単一アクチュエータ
（２１９）に接続されることを特徴とする。
【００１６】
　請求項５記載の機械は、請求項４記載の機械において、
前記ログ（３）の切断中に該ログ（３）を抑止する手段は、各該ログ（３）用の二対のサ
イドプレッサー（２０４、２０５）であって、該二対のサイドプレッサー（２０４、２０
５）は、前記帯刃（４）の前記作用面の上流及び下流にそれぞれ位置決めされ、第１の対
のサイドプレッサー（２０４）が、前記帯刃（４）の前記作用面（Ｃ－Ｃ）の上流にある
前記対応するログの２つの側に対して働くようになっており、第２の一対のサイドプレッ
サー（２０５）が、前記作用面の下流にある前記ログの２つの側に対して働くようになっ
ている、サイドプレッサー（２０４、２０５）を備えることを特徴とする。
【００１７】
　請求項６記載の機械は、請求項４記載の機械において、
　前記アクチュエータ（２１９）は、前記ログ（３）の前記軸に対して直交した向きの２
つの平行軸（２１１）を移動させ、且つ回転させ、該軸（２１１）は、伝動ベルト（２１
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５）によって接続され、それによって、前記アクチュエータが両方の前記軸（２１１）の
前記回転を同時に制御し、該軸（２１１）のそれぞれは、一連のねじ山付き部分（ｄ、ｓ
）を特徴とし、該一連のねじ山付き部分（ｄ、ｓ）のそれぞれは、前記サイドプレッサー
（２０４、２０５）の底部で対応するブシュ（２１３）に設けられる対応する雌ねじと噛
み合い、前記軸（２１１）の前記部分（ｄ、ｓ）の前記ねじ山が交互に時計回り（ｄ）及
び反時計回り（ｓ）であることを特徴とする。
【００１８】
　請求項７記載の機械は、請求項６記載の機械において、
　前記側方プレッサー（２０４、２０５）のそれぞれは、前記ログ（３）の前記切断ステ
ップ中に表面が該ログ（３）と接触するようになっている部分（Ｃ）と、各前記ブシュ（
２１３）上に取り外し可能に固定されるようになっている底部（Ｄ）とを有する板から成
ることを特徴とする。
【００１９】
　請求項８記載の機械は、請求項４又は７記載の機械において、
　前記サイドプレッサー（２０４、２０５）のそれぞれは、前記底部（Ｄ）上の下側拡張
部（Ｆ）を特徴とし、該下側拡張部（Ｆ）は、前記ブシュ（２１３）によって与えられる
対応する座部（Ｓ）内に固定されることができることを特徴とする。
【００２０】
　請求項９記載の機械は、請求項１記載の機械において、
　前記ログ（３）用の支持手段は、前記ログ（３）の後ろ側を保持する複数のサイド保持
面（side holding surfaces）（２１）を備え、該複数のサイド保持面（２１）の往復距
離は、単一アクチュエータによって調節可能であることを特徴とする。
【００２１】
　本発明によれば、より巧妙な切断を実行することによって、ペーパーログを分割し、商
業形態のロールにすることが可能である。より巧妙な切断とは、すなわち、単一ログに対
して順次作用すると共に確実且つ完璧な研ぎを常に特徴とするベベルを有する刃を使用す
ることによるより確定的且つ正確な切断のことである。
【００２２】
　さらに、本発明による機械は、組み立てが比較的簡単で経済的であり、且つ長い動作期
間後でさえ信頼性が高く、最大の効率性及び単純さを有しながら切断中のログを抑止する
ことを可能にする。
【００２３】
　本発明のこれらの及びさらなる利点並びに特徴は、本発明の実践的な例示として与えら
れるが、限定的な意味で捉えられるべきではない以下の説明を添付の図面と合わせて読め
ば当業者には最良に理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１Ａ】ダブルベベル式帯刃を有する既知の切断機の作用の仕方を示す図である。
【図１Ｂ】ダブルベベル式帯刃を有する既知の切断機の作用の仕方を示す図である。
【図１Ｃ】ダブルベベル式帯刃を有する既知の切断機の作用の仕方を示す図である。
【図２】本発明による切断機の概略側面図である。
【図３】他の部品をより良く示すためにいくつかの部品を省いてある、図２の切断機の概
略正面図である。
【図４】破線で表されている部品が、短い直径を有するログが作用を受けている（切断さ
れている）ときにプレッサーが占有する位置を示す、切断中のログの前部を抑止するのに
使用するプレッサーの概略正面図である。
【図５】刃（４）がログの左右両方上に示されている、図４に示すユニットの概略平面図
である。
【図６】上部構造の上昇／下降機構（２００）が、電動式ではなく手動式である、図４の
同じユニットを示す図である。
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【図７】長い直径を有する単一ログを示す以外は、図６と同様の図である。
【図８】側方プレッサーのハンドリング機構の詳細を示す図である。
【図９】保持面（２１）のハンドリング機構の詳細を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　本発明のペーパーログ用の切断機は、１つ又は複数のペーパーログ（３）が各摺動チャ
ネルに沿って水平方向に隣り合って位置決めされ得る、プラットフォーム（２）が設けら
れる基部構造（１）を備える。
【００２６】
　図面に示される例では、上記チャネルは、プラットフォーム（２）の対応する凹面（２
０）によって下方に且つ正面に境界を定められており、プラットフォーム（２）上の位置
がログ（３）の直径に関して調節される、表面（２１）によって側方に且つ背面で境界を
定められている。
【００２７】
　さらに、本発明の切断機は、ログ（３）を切断する切断手段を備え、当該切断手段は、
２つの水平軸を有する把手車に環になって巻き付いている帯刃（４）を備え、当該刃（４
）によって画定される環は垂直であるようになっている。換言すると、刃（４）の、２つ
の把手車（５）間にある部分（４０、４１）が、プラットフォーム（２）上に配置される
ログ（３）の長手方向軸に垂直な向きになっている。
【００２８】
　上記切断手段は、構造体（１）の一端に切断ステーション（Ｔ）に対応して配置される
。
【００２９】
　さらに、切断機は、プラットフォーム（２）の各チャネルに沿ってログ（３）を前進さ
せる手段を備える。
【００３０】
　図面に示される例では、上記ログ（３）を前進させる手段は、ポータル（２３）から前
方に突出する同一の長さの平行拡張部から成るプッシャー（pusher：押し出し機）（２２
）を備える。ポータル（２３）は、プラットフォーム（２）に沿って摺動する往復台（２
４）上に取り付けられており、プラットフォーム（２）の両側に設けられる電動式環状ベ
ルト（２５）上に固定される。ポータル（２３）は、ログ（３）が摺動するチャネルの後
方にある、すなわち、刃（４）が働くステーション（Ｔ）とは反対の端にある。複数個の
プッシャー（２２）は、同一方向に向いており、すなわちログ（３）の長手方向軸に平行
な向きであり、プラットフォーム（２）に対して所定の高さにある。
【００３１】
　プラットフォーム（２）は、図３において双方向矢印「ＴＰ」によって示されているよ
うに、水平且つログ（３）の長手方向軸を横切って移動することができるように構造体（
１）上に取り付けられる。
【００３２】
　図面に示される例では、上記移動「ＴＰ」は、プラットフォーム（２）の下に設けられ
ている軸（２６）を回転させる電気モータ（２９）によって得られる。この軸は、構造体
（１）の２つのヘッド（１０Ａ、１０Ｐ）に直交した向きである、すなわちログ（３）が
上を前進するチャネルに平行な向きである。プラットフォーム（２）によって与えられる
対応するラック（２８）と噛み合う歯車（２７）が、構造体（１）の後部ヘッド（１０Ａ
）と前部ヘッド（１０Ａ）との両方に対応して上記軸（２６）に取り付けられる。実際に
は、双方向矢印「ＴＰ」によって示されているように、軸（２６）の時計回り及び反時計
回りの回転は、プラットフォーム（２）の水平移動をその回転に応じて確定する。
【００３３】
　上記切断手段は、構造体（１）の前部ヘッド（１０Ａ）に対応して設けられ、且つ上記
のように２つの把手車（５）に環状に巻き付いている帯刃（４）を備える。２つの把手車
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の軸は、水平且つログ（３）の前進方向に直交しており、それによって、帯刃（４）は把
手車（５）間の、ログの長手方向軸に直交した向きの２つの部分（４０、４１）を常に特
徴とする。
【００３４】
　上記把手車（５）は、基部（１）の前部ヘッド（１０Ａ）に対応して位置決めされる構
造体（６）によって支持されると共に、構造体（６）自体の内部に位置決めされる電気モ
ータ（５０）と接続され、これによって、図２において矢印「ＭＮ」によって示されてい
るように帯刃（４）の移動が確定される。上記把手車（５）は、ログ（３）が摺動する平
面の上下に位置決めされる。このとき、帯刃（４）によって画定される切断する環が上記
平面の上下に延びる。
【００３５】
　プラットフォーム（２）は、切断ステーション（Ｔ）に対応して、長さが少なくともプ
ラットフォーム（２）の横断走行区間「ＴＰ」以上であり、幅が帯刃（４）の幅未満であ
る開口（２０１）を挟んでいる２つの横棒（２１０）が設けられている上部構造を特徴と
する。
【００３６】
　把手車（５）は、帯刃（４）の垂直部分（４０）が上記開口（２０１）を通過するよう
に構造体（６）上に位置決めされる。
【００３７】
　実際には、上記開口（２０１）は、ログ（３）が前進する方向に直交して延び、すなわ
ち、帯刃（４）の作用面（Ｃ－Ｃ）に沿って延び、帯刃の作用面は、それに沿って帯刃が
ログに対して働く平面である。
【００３８】
　複数対のプレッサー（２０２）が上記棒（２１０）の底面に取り付けられ、当該プレッ
サーは、対応する垂直軸アクチュエータ（２０３）に接続され、当該アクチュエータ（２
０３）は、下記のように、切断ステップ中にログを保持することに貢献する。複数対のプ
レッサー（２０２）は、ログ（３）が上を前進するチャネルの数に対応し、上記チャネル
のそれぞれに対して一対のプレッサーとなっている。各対のプレッサー（２０２）は、凹
部が下方に向いている凹面を特徴とする２つの要素から成り、当該２つの要素は、上記開
口（２０１）に対して対向する両側、すなわち帯刃（４）の作用面に対して対向する両側
に位置決めされる。実際には、上記チャネルのそれぞれのために、ステーション（Ｔ）に
対応して、２つの凹み要素から成る一対のプレッサー（２０２）であって、当該プレッサ
ーの一方は、帯刃（４）の作用面（Ｃ－Ｃ）の上流に、他方はその下流に位置決めされる
、一対のプレッサー（２０２）が設けられる。
【００３９】
　上記棒（２１０）は、ねじ山付き垂直ロッド（９）上に取り付けられ、当該ロッド（９
）は、同じ棒（２１０）の両端に設けられている対応する雌ねじ穴を通って延びる。ロッ
ド（９）を時計回り及び反時計回りの方向に回転させることによって、棒（２１０）を上
昇又は下降させることが可能である。上記回転は、例えば、図４に示すように、ロータリ
ーアクチュエータ（９０）によって得ることができる。代替形態として、ロッド（９）は
、図６及び図７に示すように、プラットフォーム（２）の下のロッドのうちの一方に取り
付けられる把手車（９１）によって回転させることができる。電動式又は手動式の単一ア
クチュエータを使用してこれらの回転を得ることができるように、ロッドは、各プーリの
周りに巻き付いているベルト（９２）による伝動によって相互接続してもよい。このよう
にして、棒（２１０）、したがってプレッサー（２０２）の高さをログ（３）の直径に応
じて調節することができる。
【００４０】
　ステーション（Ｔ）に対応して、プラットフォーム（２）は、ログ（３）が沿って前進
する各チャネルのための二対のサイドプレッサー（２０４、２０５）を特徴とし、当該二
対のサイドプレッサー（２０４、２０５）は、帯刃（４）の作用面の上流及び下流にそれ
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ぞれ位置決めされる。より詳細には、上記各チャネルに設けられている一対の側方プレッ
サー（２０４）が、帯刃（４）の作用面（Ｃ－Ｃ）の上流に位置決めされる対応するログ
の２つの側に対して働くようになっており、第２の一対の側方プレッサー（２０５）が、
上記作用面の下流にある同じログの２つの側に対して働くようになっている。以下にさら
に開示するように、サイドプレッサー（２０４、２０５）は、切断ステップ中にログを保
持することに貢献する。
【００４１】
　上記サイドプレッサー（２０４、２０５）は全て、単一アクチュエータ（２１９）に接
続され、当該単一アクチュエータ（２１９）は、当該サイドプレッサー（２０４、２０５
）の閉鎖及び開放、すなわち、切断中にログ（３）を保持するためにログ（３）へ接近す
ること、及びログを解放させてプラットフォーム（２）の各チャネルに沿ってログを前進
させるためにログから離間することをそれぞれ制御する。アクチュエータ（２１９）は、
互いに平行であると共にプラットフォーム（２）のチャネル（２０）に直交した、すなわ
ちログ（３）の軸に直交した向きの２つの軸（２１１）を回転させる。２つの軸（２１１
）は、伝動ベルト（２１５）によって接続されるため、アクチュエータ（２１９）が両方
の軸の回転を同時に制御する。
【００４２】
　上記軸（２１１）のそれぞれは、一連のねじ山付き部分（ｄ、ｓ）を特徴とし、一連の
ねじ山付き部分（ｄ、ｓ）のそれぞれは、プレッサー（２０４、２０５）の底部で対応す
るブシュ（２１３）に設けられている対応する雌ねじと噛み合う。軸（２１１）の上記部
分（ｄ、ｓ）のねじ山が交互に時計回り（ｄ）及び反時計回り（ｓ）であるため、軸（２
１１）が反時計回り方向に回転するときに各対のプレッサー（２０４、２０５）が各ログ
（３）から離れて移動し（又はその逆である）、軸（２１１）の反時計回り方向によって
サイドプレッサー（２０４、２０５）の閉鎖、すなわちこれらがログに接近することが確
定される。このようにして、単一アクチュエータによって、サイドプレッサー（２０４、
２０５）の閉鎖及び開放を実行することが可能である。
【００４３】
　サイドプレッサー（２０４、２０５）のそれぞれは、切断ステップ中に表面がログ（３
）と接触するようになっている部分（Ｃ）と、これらの組み立て及び分解を容易にするた
めにねじ手段（又は別の取り外し可能な接続システム）を使用して開閉メカニズムの各ブ
シュ（２１３）上に固定されるようになっている底部（Ｄ）とを含む板から成る。さらに
、上記サイドプレッサーのそれぞれは、底部（Ｄ）に対応する下側拡張部（Ｆ）を特徴と
することができ、当該下側拡張部（Ｆ）は、ブシュ（２１３）によって与えられる対応す
る座部（Ｓ）内に捕捉され得る。複数対の側方プレッサー（２０４、２０５）は、直径及
び作用を受けるログ（３）の数に関して様々であってもよい。
【００４４】
　より正確には、サイドプレッサー（２０４、２０５）は、システムのモジュール性を確
保するために、直径及び作用を受けるログの数に応じて様々な位置及び数でブシュ（２１
３）上に取り付けることができる。側方プレッサー（２０４、２０５）がブシュ（２１３
）上に取り外し可能に取り付けられるため、ログの形態を変更する必要がある場合、これ
らの取り外し及び機械に再適合させるためのこれらの組み立ては簡単且つ迅速な動作で済
む。
【００４５】
　同様に、上記表面（２１）は、ログ（３）に対して横切るように可動である。例えば、
図２及び図９に示すように、上記表面（２１）は、当該表面（２１）に対して横断する向
きの軸（９４）のねじ山付き部分（ｄｄ、ｓｓ）が係合する内部雌ねじを有するブシュ（
９３）上に固定される。上記ねじ山付き部分（ｄｄ、ｓｓ）は、交互に時計回り（ｄｄ）
及び反時計回り（ｓｓ）のねじ山を特徴とするため、上記サイドプレッサー（２０４、２
０５）の場合のように単一制御によって、これらをログに接近させること、及びこれらを
ログから離間させることがそれぞれ可能である。実際には、表面（２１）の開閉メカニズ
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ムは、側方プレッサー（２０４、２０５）の開閉メカニズムと同一である。図２は、接続
ベルト（９６）によって２つの平行軸（９４）上で動作する把手車（９５）を示す。実際
には、表面（２１）は、長手方向に離間している複数のブシュ（９３）上に取り付けられ
る。帯刃（４）は、各縁のベベル（４００、４０１）を特徴とするように、ダブルベベル
式になっている。帯刃が移動して把手車（５）の周りに巻き付いている間に帯刃の両方の
ベベルに対して連続的に働くと共に、構造体（６）に固定される支持アームによって支持
される複数の研磨車から成る刃研ぎ装置（１００）が設けられる。上記刃研ぎ装置は、帯
刃（４）の一時的に働いていない部分（４１）に隣接して配置されて働く。
【００４６】
　さらに、有利には、帯刃（４）が取り付けられる構造体（６）は、帯刃（４）用の案内
装置（８）（図３のみに示す）を特徴とし、当該案内装置は、帯刃の一時的に働く部分（
４０）の同時に垂直である部分の維持に貢献することを目的としている。この例では、上
記装置（８）は組になっており、一方の装置が、ログ（３）が沿って前進する平面上に設
けられると共に他方の装置が当該平面の下に設けられる、すなわち、一方の装置がプラッ
トフォーム（２）に対して上位高さにあると共に他方の装置が下位高さにある。図面に示
されている例によると、上記装置（８）は、一対の、すなわち帯刃（４）のそれぞれ右側
及び左側に対して一対の重なり合うプーリから成り、そのスロートにおいて帯刃のベベル
が摺動する。上記プーリ（８０）のそれぞれは、帯刃の部分（４０）に垂直な向きの軸を
特徴とし、対応する板（８１）によって支持され、そして、当該板（８１）は、構造体（
６）に対して固定されているアーム（８２）に固定される。
【００４７】
　通常状態では、上記切断機は以下のように作用する。
【００４８】
　第１のステップでは、側方プレッサー（２０４、２０５）が開放されており、且つ上側
プレッサー（２０２）が上昇しているとき、往復台（２４）は前方に移動する。結果とし
て、ログ（３）の後ろ側を押し、それによって、プラットフォーム（２）の各チャネルに
沿った前方移動がもたらされる。ログ（３）は、所定の位置に到達するまで前方に移動し
、当該所定の位置において、ログ（３）のそれぞれの前部が帯刃（４）の作用面を越えて
突出する、すなわち、得るべき商業形態のロール（３０）の長さに対応する長さのために
上記開口（２０１）の平面を越えて突出する。この時点で、プレッサー（２０２）は下降
し、側方プレッサー（２０４、２０５）がログ（３）を締め付ける。このようにして、ロ
グ（３）の最前部がプレッサー（２０４、２０５）によって側方に抑止され、プレッサー
（２０２）によって上方に抑止される。さらに、ログ（３）が表面（２０）によって下方
に保持され、かつ保持面（２１）によって後部に対して保持される。そして、プラットフ
ォーム（２）が、動作中の帯刃（４）と共に（例えば左方向に）移動する。必要な切断は
結果的に、このようにして位置決めされて抑止されたログ（３）に対して実行される。こ
のステップ中、帯刃（４）の一時的に働く垂直位置（４０）は自由に、側方プレッサー及
び上側プレッサー間に設けられている空間を通過することができる。帯刃（４）が垂直環
形状であり、且つ定期的に研がれるため、切断中、すなわち、プラットフォーム（２）の
移動中、ログ（３）は鋭利なベベルの働きを受ける。換言すると、帯刃（４）が垂直方向
に環状に把手車（５）に巻き付いているため、ベベルは、プラットフォーム（２）が移動
している間、２つ以上のログ（３）の紙材料に対して働かないが、１つのログのみの紙材
料に対して働く。さらに、刃研ぎ装置が定期的に介入するため、２つのベベルのそれぞれ
が最大効率で作用する。後続のステップでは、プラットフォーム（２）がその走行位置の
端にあるときに、プレッサー（２０２）がログの前部を解放し、往復台（２４）が前方に
再移動し、それによって、商業形態のロール（３０）を、下流に配置されている排出コン
ベヤ（７）上に降ろすこと、及び同時に、ログ（３）を切断位置に再配置することが確定
される。この時点で、プレッサー（２０２、２０４、２０５）がログ抑止位置に再移動す
る。そして、プラットフォーム（２）が以前の方向に対して反対の方向（例えば右方向）
に移動し、ログの新たな切断がなされる。このサイクルは、所定の回数だけ繰り返される
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【００４９】
　実際には、ログ（３）は、プラットフォーム（２）の各走行時点で切断される。帯刃（
４）の右のベベル（４００）がプラットフォーム（２）の左方向の走行中に働き又はその
逆方向に働き、プラットフォーム（２）が右方向に移動しているときには左のベベル（４
０１）が働く。
【００５０】
　側方から見ると、帯刃（４）は、ログの長手方向軸によって画定される平面に垂直であ
る平面上に位置する環の形状を有する。図２の図を参照すると、ログの軸の平面が参照符
号「ＰＧ」によって示されており、図面から延びており、この場合、上記環の平面は図面
の平面である。ログの切断中に、上記平面の相対的な向きに起因して、ログ（２）と帯刃
（４）との間の相対的な移動が、上記帯刃の部分（４０）を一回に付き１つのログに対し
て働かせる。
【００５１】
　各切断ステップ中、帯刃（４）、特に一時的に働く部分（４０）は、上記開口（２０１
）内に収容され、且つ案内装置（８）によって案内されるため、その位置を著しく変更す
ることなく、完璧に垂直のままである。
【００５２】
　実際には、全ての構成の詳細は、形状、寸法、要素の配置、使用材料の性質に関する限
り、採用されている解決策の概念の範囲から逸脱せずに、それによって、本発明の特許に
授与される保護の限定内にありながら任意の均等な方法で様々であり得る。
【符号の説明】
【００５３】
１：構造体、２：プラットフォーム、３：ログ、４：帯刃、５，９１，９５：把手車、６
：構造体、７：排出コンベヤ、８：案内装置、９：ロッド、１０Ａ，１０Ｐ：ヘッド、２
０：チャネル、２１：保持面、２２：プッシャー、２３：ポータル、２４：往復台、２５
：環状ベルト、２６：軸、２７：歯車、２８：ラック、２９：電気モータ、３０：ロール
、４０：垂直部分、４１：一時的に働いていない部分、５０：電気モータ、８０：プーリ
、８１：板、８２：アーム、９０：ロータリーアクチュエータ、９２：ベルト、９３，２
１３：ブシュ、９４：軸、９６：接続ベルト、１００：刃研ぎ装置、２００：上昇／下降
機構、２０１：開口、２０２，２０４，２０５：プレッサー、２０３：アクチュエータ、
２１０：棒、２１１：平行軸、２１５：伝動ベルト、２１９：単一アクチュエータ、４０
０，４０１：ベベル、ｄ，ｄｄ，ｓ，ｓｓ：ねじ山付き部分、Ｂ：刃、Ｃ：接触するよう
になっている部分、Ｄ：底部、Ｆ：下側拡張部、Ｌ：ログ、Ｐ：プーリ、Ｒ：商業形態の
ロールを構成する部分、Ｓ：座部、Ｔ：ステーション。
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