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(57)【要約】
【課題】　本発明の課題は、最終的な長さの繊維から成
る、たばこ加工産業の品物のための連続体を製造するた
めに、この連続体の安定性のある巻き付けをこの被覆紙
材料条片によって保証し、且つ更に、品質的に高価値の
品物を保証する糊付けを、この連続体の被覆紙材料条片
のために行なうことである。
【解決手段】　本発明は、連続体５９を製造するための
装置内における、最終的な長さの繊維から成る、たばこ
加工産業の連続体５９、特にフィルター連続体またはた
ばこ連続体の被覆紙材料条片２１の上に、第１および第
２の糊跡を塗布するための、この第１の糊跡を供給する
第１の糊付け器具５１、および、この第２の糊跡を供給
する第２の糊付け器具７１を備えている糊付け装置６０
に関する。有利には、第１の糊跡が常温硬化性糊跡であ
り、且つ、第２の糊跡がホットメルト糊跡である。
【選択図】　　　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　最終的な長さの繊維から成る、たばこ加工産業の連続体（５９）、特にフィルター連続
体またはたばこ連続体を製造するための装置であって、この装置が、
そのガーニチュア装置を用いて、被覆紙材料条片（２１）が繊維の周囲に湾曲される、該
ガーニチュア装置（２６）を有し、および、この被覆紙材料条片（２１）の上に糊を塗布
するための糊付け装置（６０）を有する様式の上記装置において、
糊付け装置（６０）が、第１の糊跡をこの被覆紙材料条片（２１）の上に塗布する第１の
糊付け器具（５１）、および、第２の糊跡をこの被覆紙材料条片（２１）の上に塗布する
第２の糊付け器具（７１）を備えていることを特徴とする装置。
【請求項２】
　第１および第２の糊付け器具（５１、７１）は、第１および第２の糊跡が、互いに平行
に、および、被覆紙材料条片（２１）の外側の紙エッジ部（５６）の近傍において塗布さ
れるように設けられていることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　糊付け器具（５１、７１）は、特に旋回可能な、共通の固定装置（９２）の上に装着さ
れていることを特徴とする請求項１または２に記載の装置。
【請求項４】
　第１の糊付け器具（５１）および第２の糊付け器具（７１）の位置、特に、これら糊付
け器具（５１、７１）の流出開口部（５５、７５）の位置は、互いに位置調節可能である
ように構成されていることを特徴とする請求項１から３のいずれか一つに記載の装置。
【請求項５】
　流出開口部（５５、７５）の間隔は、被覆紙材料条片の搬送方向において、２ｃｍ以下
、特に１ｃｍ以下であることを特徴とする請求項４に記載の装置。
【請求項６】
　糊付け器具（５１、７１）は、ガーニチュア装置（２６）の領域内において設けられて
いることを特徴とする請求項１から５のいずれか一つに記載の装置。
【請求項７】
　第１の糊付け器具（５１）は、常温硬化性糊の塗布のために形成されていることを特徴
とする請求項１から６のいずれか一つに記載の装置。
【請求項８】
　第２の糊付け器具（７１）は、ホットメルト接着剤の塗布のために形成されていること
を特徴とする請求項１から７のいずれか一つに記載の装置。
【請求項９】
　被覆紙材料条片（２１）の搬送方向に見て、冷却ウェブは、第２の糊付け器具（７１）
の後ろに設けられていることを特徴とする請求項１から８のいずれか一つに記載の装置。
【請求項１０】
　被覆紙材料条片（２１）の方向に繊維を搬送するための装置（１７）は、吸着コンベヤ
として形成されていることを特徴とする請求項１から９のいずれか一つに記載の装置。
【請求項１１】
　連続体（５９）を製造するための装置内における、
最終的な長さの繊維から成る、たばこ加工産業の連続体（５９）、特にフィルター連続体
またはたばこ連続体の被覆紙材料条片（２１）の上に、第１および第２の糊跡を塗布する
ための、この第１の糊跡を供給する第１の糊付け器具（５１）、および、この第２の糊跡
を供給する第２の糊付け器具（７１）を備えている糊付け装置（６０）の使用。
【請求項１２】
　最終的な長さの繊維から成る、たばこ加工産業の連続体、特にフィルター連続体または
たばこ連続体を製造するための方法において、以下の多数の工程：即ち、
－　被覆紙材料条片（２１）が、ガーニチュア装置（２６）を用いて繊維の周囲に湾曲さ
れ、
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－　第１の糊跡が、第１の糊付け器具（５１）を用いて、この被覆紙材料条片（２１）の
上に塗布され、
－　第２の糊跡が、第２の糊付け器具（７１）を用いて、この被覆紙材料条片（２１）の
上に塗布される、
ことを特徴とする方法。
【請求項１３】
　第１および第２の糊跡は、互いに平行に、且つ、被覆紙材料条片（２１）の外側の紙エ
ッジ部（５６）の近傍において塗布されることを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　糊跡は、被覆紙材料条片（２１）の閉鎖の直前に塗布されることを特徴とする請求項１
２または１３に記載の方法。
【請求項１５】
　先ず第一に、繊維に近くに設けられている糊跡が塗布され、引き続いて、この繊維から
離れて設けられている糊跡が塗布されることを特徴とする請求項１２から１４のいずれか
一つに記載の方法。
【請求項１６】
　第１の糊跡は、常温硬化性糊であることを特徴とする請求項１２から１５のいずれか一
つに記載の方法。
【請求項１７】
　第２の糊跡は、ホットメルト糊であることを特徴とする請求項１２から１６のいずれか
一つに記載の方法。
【請求項１８】
　更に別の工程において、糊跡を備える被覆紙材料条片（２１）は接着されることを特徴
とする請求項１２から１７のいずれか一つに記載の方法。
【請求項１９】
　引き続いての工程において、接着された被覆紙材料条片（２１）を備える連続体（５９
）は、熱の作用によって硬化されることを特徴とする請求項１２から１８のいずれか一つ
に記載の方法。
【請求項２０】
　常温硬化性糊跡の塗布の後、この常温硬化性糊跡から、被覆紙材料条片（２１）の貼付
け継ぎ目が、乾燥によって形成されることを特徴とする請求項１２から１９のいずれか一
つに記載の方法。
【請求項２１】
　貼付け継ぎ目は、接着された被覆紙材料条片（２１）を備える連続体の硬化の、引き続
いての工程の前に、乾燥によって形成されることを特徴とする請求項１９または２０に記
載の方法。
【請求項２２】
　ホットメルト糊跡の塗布の後、このホットメルト糊跡から、被覆紙材料条片（２１）の
貼付け継ぎ目が形成され、その際、このホットメルト糊跡は、冷却ウェブの下で貫通案内
されることを特徴とする請求項１７から２１のいずれか一つに記載の方法。
【請求項２３】
　最終的な長さの繊維から成る、たばこ加工産業の連続体（５９）、特にフィルター連続
体またはたばこ連続体であって、この連続体が被覆紙材料条片（２１）を有している様式
の上記連続体において、
被覆紙材料条片（２１）は、第１および第２の貼付け継ぎ目を有していることを特徴とす
る連続体。
【請求項２４】
　第１および第２の貼付け継ぎ目は、互いに平行に、および、被覆紙材料条片（２１）の
外側の紙エッジ部（５６）の近傍において指向することを特徴とする請求項２３に記載の
連続体（５９）。
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【請求項２５】
　第１の貼付け継ぎ目は、常温硬化性糊貼付け継ぎ目であり、及び／または、第２の貼付
け継ぎ目がホットメルト糊貼付け継ぎ目であることを特徴とする請求項２３または２４に
記載の装置。
【請求項２６】
　常温硬化性糊貼付け継ぎ目は、被覆紙材料条片（２１）の外側の紙エッジ部（５６）に
面した状態で指向し、および、ホットメルト糊貼付け継ぎ目が、この被覆紙材料条片（２
１）の紙エッジ部（５６）から離れた状態で指向することを特徴とする請求項２３から２
５のいずれか一つに記載の装置。
【請求項２７】
　そのオーバラップ領域内において２つの貼付け継ぎ目が指向する、被覆紙材料条片（２
１）の該オーバラップ領域は、少なくとも２ｍｍ、特にほぼ３ｍｍの幅であることを特徴
とする請求項２３から２６のいずれか一つに記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、最終的な長さの繊維から成る、たばこ加工産業の連続体、特にフィルター連
続体またはたばこ連続体を製造するための装置であって、この装置が、
そのガーニチュア装置を用いて、被覆紙材料条片が繊維の周囲に湾曲される、ガーニチュ
ア装置を有し、および、この被覆紙材料条片の上に糊を塗布するための糊付け装置を有す
る様式の上記装置に関する。
更に、本発明は、連続体を製造するためのこのような装置内における、糊付け装置の使用
に関し、および、最終的な長さの繊維から成る、たばこ加工産業の連続体、特にフィルタ
ー連続体またはたばこ連続体を製造するための方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最終的な長さの繊維という概念は、本発明の領域内において、特に、連続体から製造さ
れるたばこ加工産業の品物の長さよりも短い長さを有する繊維を意味する。
【０００３】
　最終的な長さの繊維から成る繊維フィルター製造の際に、接着された被覆紙材料条片に
よって囲繞されているフィルターロッドは、硬化、即ち接着剤での固着のために互いに加
熱される。この硬化のために必要な加熱の際に、温度は、ホットメルト糊（高温硬化性糊
）を液化する領域内において存在し、このことは、ホットメルト糊を有する、この被覆紙
材料条片の継ぎ目接着部が、このようなフィルターロッドの場合、このフィルターロッド
の硬化のあいだ撓み、且つこれらフィルターロッドがこれに伴って損傷されることを意味
する。この理由から、このフィルターロッドの被覆紙材料条片の継ぎ目接着部のために、
常温硬化性糊を使用することは広く行き渡っている。この常温硬化性糊は、連続体閉鎖の
直後、いわゆる継ぎ目接合板を用いて硬化される。この被覆紙材料条片の貼付け継ぎ目の
上への、継ぎ目接合板による硬化のために熱が付与された場合、この熱の一部が、必然的
に、フィルター連続体内へと侵入し、且つ、そこに、小さな硬化された跡を後に残す。こ
の跡は、このフィルターロッドの引き続いての硬化の際に不利な影響を及ぼす。何故なら
ば、このフィルターロッドが、硬化のために必要な熱処理の間、形を歪めさせられるから
である。このフィルターロッドは、その場合にいわゆるバナナ形状を想定させる。更に、
硬化の間、この貼付け継ぎ目に上へのこの継ぎ目接着部による熱伝達のために、この貼付
け継ぎ目に上への押圧が必要である。このことによって、このフィルターロッドの円筒形
の形状は、不利な影響を及ぼされる。何故ならば、このフィルターロッドが、継ぎ目領域
内において、形状的に「平らにアイロンかけされる」からである。
【０００４】
　ホットメルト糊は、常温において、多少とも固い接着剤と理解されるべきであり、この
接着剤が、高温の状態において、接着面の上に塗布され、且つ、冷却の際に、結合状態を
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形成する。常温硬化性糊として、低温で処理可能で水性の、接着剤の溶液が称され、この
接着剤は、特に乾燥によって硬化し、且つ接着剤での固着を行なう。
【０００５】
　ドイツ連邦共和国特許出願公開第２４　５２　７４９号明細書（特許文献１）から、異
なる構成要素のフィルターロッドから成るフィルター連続体を製造するための装置が公知
であり、この装置の場合、被覆紙材料条片の上に載置されたフィルターロッドと、この被
覆紙材料条片との間の相対的な運動が阻止される。このことは、この被覆紙材料条片に、
第１および第２の糊付け器具が、内側糊付け、および継ぎ目糊付けを塗布するために設け
られていることによって行なわれる。この内側糊付けは、例えば、常温硬化性糊であり、
且つ、継ぎ目糊付けが、例えば、ホットメルト接着剤である。ただ１つの作業工程内にお
いて、同時に、この内側糊付けのための常温硬化性糊の凝結硬化、および、継ぎ目糊付け
のためのホットメルト接着剤の活性化を生起するために、加熱装置が設けられている。
【０００６】
　ドイツ連邦共和国特許出願公開第４４　２１　１２４号明細書（特許文献２）内におい
て、シガレット製造機械が記載されており、このシガレット製造機械の場合、接着剤が、
シガレットのための被覆紙帯状体の上に塗布され、その際、２つのノズルが設けられてお
り、これらノズルのそれぞれのノズルが、被覆紙帯状体との当接し、且つ、この被覆紙帯
状体から離脱運動可能である。この方法で、これらノズルの位置を、所定の時点において
、一方のノズルが、この被覆紙帯状体との接触状態にあり、且つ、他方のノズルが、洗浄
の目的のために、引き戻された位置内において存在するように制御することは可能である
。引き続いて、この洗浄されたノズルは、この被覆紙帯状体との接触状態にされ、且つ、
この先に作動していたノズルが、洗浄のために引き戻された位置内へと運ばれることは可
能である。
【特許文献１】ドイツ連邦共和国特許出願公開第２４　５２　７４９号明細書
【特許文献２】ドイツ連邦共和国特許出願公開第４４　２１　１２４号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　従って、本発明の課題は、最終的な長さの繊維から成る、たばこ加工産業の品物のため
の連続体を製造するために、
この連続体の安定性のある巻き付けをこの被覆紙材料条片によって保証し、且つ更に、
品質的に高価値の品物を保証する糊付けを、この連続体の被覆紙材料条片のために行なう
ことである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この課題は本発明に従い、最終的な長さの繊維から成る、たばこ加工産業の連続体、特
にフィルター連続体またはたばこ連続体を製造するための装置であって、この装置が、そ
のガーニチュア装置を用いて、被覆紙材料条片が繊維の周囲に湾曲される、該ガーニチュ
ア装置を有し、および、この被覆紙材料条片の上に糊を塗布するための糊付け装置を有し
ており、および、この装置が、糊付け装置が第１の糊跡（Leimspur）をこの被覆紙材料条
片の上に塗布する第１の糊付け器具および第２の糊跡をこの被覆紙材料条片の上に塗布す
る第２の糊付け器具を備えていることによって特徴付けられている、上記装置のよって解
決される。その際、この糊付け装置が、２つ以上の糊付け器具を備えていることは可能で
あり、これら糊付け器具は、これら糊付け器具自体で、同様にそれぞれに、１つの糊跡よ
りも多くの糊跡を、被覆紙材料条片の上に塗布可能である。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の有利な実施形態において、第１および第２の糊付け器具は、
第１および第２の糊跡が、互いに平行に、および、被覆紙材料条片の外側の紙エッジ部の
近傍において塗布されるように設けられている。



(6) JP 2008-48734 A 2008.3.6

10

20

30

40

50

【００１０】
　有利には、これら糊付け器具は、特に旋回可能な、共通の固定装置の上に装着されてい
る。この固定装置は、ベースプレートの様式であることは可能であり、このベースプレー
トが旋回可能に軸受けされている。この固定装置は、この目的で、水平方向の回転軸線を
有している。従って、これら糊付け器具、即ち糊付け装置は、および従って、同様に例え
ば糊付けノズルは、作動領域から上方へと離脱傾倒、即ち旋回され得る。この実施形態の
利点は、位置調節、即ち、これら糊付け器具、即ちこれら糊付け器具内における糊流出開
口部の相対的な位置が、互いに一定に留まることが可能であること、詳しく言うとつまり
、再び糊を塗布可能とするために、同様に糊付けの中断の際にも、および同様にこれら糊
付け器具の旋回の際、およびこれら糊付け器具の旋回戻しの際にも、互いに一定に留まる
ことが可能であることにある。
【００１１】
　有利には、第１の糊付け器具および第２の糊付け器具の位置、特に、これら糊付け器具
の流出開口部の位置は、互いに位置調節可能である。このことによって、これら糊付け器
具の、即ち、これら糊付け器具の流出開口部の、相対的な位置は、互いに精確に、且つ簡
単に調節可能である。有利には、少なくとも１つの流出開口部が、回転可能に軸受けされ
ており、その際、特にこの糊付け器具の流出開口部の位置の簡単な位置調節のために、こ
の流出開口部は、この糊付け器具の回転軸線に対して中心に無い状態で設けられている。
【００１２】
　糊跡における汚染を防止するために、有利には、流出開口部の間隔は、被覆紙材料条片
の搬送方向において、２ｃｍ以下、特に１ｃｍ以下である。糊継ぎ目の開いた領域を可能
な限り小さく保持するために、このように配置された、特に水平方向のこれらノズルの間
隔は、即ち、可能な限り小さく、従って、可能な限り僅かの汚染しか、糊継ぎ目の閉鎖、
即ちこの被覆紙材料条片の完全な閉鎖の以前には生じない。
【００１３】
　有利には、糊付け器具は、ガーニチュア装置の領域内において設けられている。糊跡は
、従って、有利には、被覆紙材料条片の閉鎖、即ち、被覆紙材料条片でもっての繊維の完
全な被覆の直前に、即ち、この被覆紙材料条片の完全な接着の直前に塗布される。有利な
場所は、示されているように、ガーニチュア装置の領域内において、即ち、特に吸着コン
ベヤと、その貼付けチャンバー内において糊跡が閉鎖される該貼付けチャンバーとの間で
ある。この貼付けチャンバーは、このガーニチュア装置の構成要素であることは可能であ
る。
【００１４】
　本発明の１つの有利な実施形態において、第１の糊付け器具は、常温硬化性糊の塗布の
ために、および、更に別の有利な実施形態において、第２の糊付け器具が、ホットメルト
接着剤の塗布のために形成されている。
【００１５】
　両方の糊跡、即ち常温硬化性糊跡およびホットメルト糊跡は、例えば、平行に、被覆紙
材料条片の外側のエッジ部、特に紙エッジ部の近傍において、塗布される。
【００１６】
　更に別の有利な実施形態において、被覆紙材料条片の搬送方向に見て、冷却ウェブは、
第２の糊付け器具の後ろに設けられており、従って、ホットメルト糊跡が硬化し、且つこ
のことによって形成されるホットメルト糊継ぎ目が閉鎖される。第２の糊付け器具から流
出した常温硬化性糊跡は、被覆紙材料条片が、この被覆紙材料条片内において存在する連
続体と共に装置を通って搬送される間、自体で乾燥する。
【００１７】
　この方法で、ここで、フィルター連続体またはたばこ連続体が引き続いて硬化炉内へと
到達する場合、常温硬化性糊継ぎ目が硬化されており、従って、この連行体のロッド、も
しくはこの連行体が、この硬化炉内において実施される熱処理の際に損傷されないことは
利点である。
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【００１８】
　有利には、最終的な長さの繊維から成る、たばこ加工産業の連続体を製造するための装
置は、被覆紙材料条片の方向に繊維を搬送するために、吸着コンベヤを備えている。
【００１９】
　本発明の課題は、更に、連続体を製造するための装置内における、最終的な長さの繊維
から成る、たばこ加工産業の連続体、特にフィルター連続体またはたばこ連続体の被覆紙
材料条片の上に、第１および第２の糊跡を塗布するための、この第１の糊跡を供給する第
１の糊付け器具、および、この第２の糊跡を供給する第２の糊付け器具を備えている糊付
け装置の使用によって解決される。
【００２０】
　更に、この課題は、本発明により、
最終的な長さの繊維から成る、たばこ加工産業の連続体、特にフィルター連続体またはた
ばこ連続体を製造するための方法によって解決され、
その際、この方法が、以下の工程：即ち、
－　被覆紙材料条片が、ガーニチュア装置を用いて繊維の周囲に湾曲され、
－　第１の糊跡が、第１の糊付け器具を用いて、この被覆紙材料条片の上に塗布され、
－　第２の糊跡が、第２の糊付け器具を用いて、この被覆紙材料条片の上に塗布される、
工程を有している。
【００２１】
　方法の有利な実施形態において、第１および第２の糊跡は、互いに平行に、且つ、被覆
紙材料条片の外側の紙エッジ部の近傍において塗布される。
【００２２】
　有利には、糊跡は、これら糊跡の汚染を回避するために、被覆紙材料条片の閉鎖の直前
に塗布される。これら糊跡の汚染は、同様に、有利には、まず第一に、繊維に近くに設け
られている糊跡が塗布され、引き続いて、この繊維から離れて設けられている糊跡が塗布
されることによっても回避される。この繊維から離れて設けられている糊跡は、その場合
に、この糊跡の塗布の時点で未だに開いている被覆紙材料条片のエッジ部のより近く、お
よび、これら繊維に近く設けられた糊跡が、他方に糊跡と比較して、このエッジ部に対し
てより離れている。
【００２３】
　相応して、同様に本発明による方法の場合にも、第１の糊跡が常温硬化性糊であり、且
つ、第２の糊跡がホットメルト糊であることは有利である。
【００２４】
　方法の有利な実施形態において、糊跡を備える被覆紙材料条片は、更に別の工程におい
て接着される。
【００２５】
　方法の更に有利な実施形態において、接着された被覆紙材料条片を備える連続体は、引
き続いての工程において、熱の作用によって硬化される。この場合、繊維の間の結合は、
バインダー繊維に対する更に別のバインダー繊維でもって、または、充填繊維でもっての
、融着、および付着によって、もしくは、これら繊維の結合を可能にするバインダー粒状
物質の配置によって行なわれる。この目的のために、十分広範囲にわたり、ドイツ連邦共
和国特許出願公開第１０２　１７４１０号明細書（特許文献３）、および、ドイツ連邦共
和国特許出願明細書ＤＥ１０　２００５　００９　６０８．５（特許文献４）を参照して
戴きたい。これらバインダー繊維は、この場合、複合繊維（Bikomponentenfasern）、マ
ルチ成分繊維（Mehrfachkomponentenfasern）、単成分繊維（Monokomponentenfasern）で
あることは可能である。この熱の作用は、これらバインダー繊維の表面の軟化を誘起し、
このことによって、バインダー繊維に沿っての、および、冷却の後の繊維もしくは成分の
強固な複合体に対する、例えば充填繊維、粒状物質等のような、更に別の成分の付着を可
能にする。この硬化工程は、有利には、フィルター連続体の場合に実施される。
【特許文献３】ドイツ連邦共和国特許出願公開第１０２　１７４１０号明細書
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【特許文献４】ドイツ連邦共和国特許出願明細書ＤＥ１０　２００５　００９　６０８．
５
【００２６】
　有利には、常温硬化性糊跡の塗布の後、被覆紙材料条片の貼付け継ぎ目は、この常温硬
化性糊跡が乾燥することによって形成される。
【００２７】
　有利には、常温硬化性糊跡の塗布の後、被覆紙材料条片の貼付け継ぎ目は、接着された
被覆紙材料条片を備える連続体の硬化の、引き続いての工程の前に、乾燥によって形成さ
れる。
【００２８】
　本発明による方法の更に有利な実施形態において、ホットメルト糊跡の塗布の後、この
ホットメルト糊跡から、被覆紙材料条片の貼付け継ぎ目が形成され、その際、このホット
メルト糊跡は、冷却ウェブを横切って案内される。
【００２９】
　この課題は、更に、最終的な長さの繊維から成る、たばこ加工産業の連続体、特にフィ
ルター連続体またはたばこ連続体であって、この連続体が被覆紙材料条片を有している様
式の上記連続体によって解決され、この連続体は、この被覆紙材料条片が第１および第２
の貼付け継ぎ目を有していることによって特徴付けられている。
【００３０】
　連続体の有利な実施形態において、第１および第２の貼付け継ぎ目は、互いに平行に、
および、被覆紙材料条片の外側の紙エッジ部の近傍において指向する。
【００３１】
　特に、第１の貼付け継ぎ目は、有利には常温硬化性糊貼付け継ぎ目として、および、第
２の貼付け継ぎ目がホットメルト糊貼付け継ぎ目として形成されている。
【００３２】
　２つの糊跡を互いに並列して配置することを可能とするために、有利には、被覆紙材料
条片のオーバラップ領域は、少なくとも２ｍｍ、特にほぼ３ｍｍの幅を有している。有利
には、被覆紙材料条片は、本発明により講ぜられるような２つの糊跡の塗布の際に、１つ
の糊跡の従来の塗布とは異なり、特に有利にはほぼ０．５ｍｍの付加的な幅を有している
。
【００３３】
　連続体の更に有利な実施形態において、常温硬化性糊貼付け継ぎ目は、被覆紙材料条片
の外側の紙エッジ部に面した状態で指向し、および、ホットメルト糊貼付け継ぎ目が、こ
の被覆紙材料条片の外側の紙エッジ部から離れた状態で指向する。この方法で、二重継ぎ
目が、硬化工程の間、この被覆紙材料条片の縁部領域内において開かないことが保証され
る。何故ならば、この二重継ぎ目が、被覆紙材料条片の外側の紙エッジ部の近傍において
、如何なる場合でも、常温硬化性糊継ぎ目によって保持されるからである。
【００３４】
　外側の紙エッジ部は、その際、連続体に対して長手軸線方向に指向する、被覆紙材料条
片の紙エッジ部であり、この紙エッジ部が、外側から目視可能である。
【００３５】
　次に、本発明を、概括的な発明の思想の限定無しに、実施例に基づいて、図に関連して
説明する。全ての本明細書内において詳細には説明されていない本発明による詳細事項に
関して、明確に、これら図を参照して戴きたい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３６】
　以下の図において、それぞれに、同じ、または同種の要素、もしくは相応する部材が、
同一の参照符号でもって示されており、従って、更新された観念は、それぞれ問題にされ
ない。
【００３７】
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　図１内において、シガレット連続体２８を製造するための装置の構造が、概略的に図示
されている。この装置において、堰１から、予分配器２は、単位量毎にたばこを供給され
る。この予分配器２の取出しドラム３は、貯留槽４をたばこでもって補充し、この貯留槽
から、急傾斜コンベヤ５がたばこを取出し、且つ堰止めシュート６に供給する。
【００３８】
　堰止めシュート６から、ピン付きロール７が一様なたばこ流を取出し、このたばこ流は
、振出しロール８によって、このピン付きロール７のピンから叩いて落とされ、且つ、一
定の速度でもって回転する振撒き布９の上に放り出される。この振撒き布９の上で形成さ
れたたばこフリースは、基本的にエアーカーテンから成るふるい装置１１内へと放り出さ
れ、このエアーカーテンを、比較的に大きな、もしくは比較的に重いたばこ部片が通過し
、これに対して、全ての他のたばこ小片が、空気によって、ピン付きロール１２と壁部１
３とによって形成されたホッパ１４内へと誘導される。
【００３９】
　ピン付きロール１２によって、たばこは、たばこチャネル１６内へと連続体コンベヤ１
７に向かって放り出され、この連続体コンベヤに、このたばこが、負圧チャンバー１８内
へと吸い込まれた空気を用いて保持され、且つ、図１内において描かれていないたばこ連
続体５９がシャワーのように降り掛けられる。均整装置１９が、過剰のたばこをたばこ連
続体から除去し、このたばこ連続体は、次いで、同期作動の状態で案内される被覆紙材料
条片２１の上に配置される。
【００４０】
　被覆紙材料条片２１は、ボビン２２から引出され、印刷機構２３を通って案内され、且
つ、駆動されているガーニチュアベルト２４の上に配置される。
【００４１】
　ガーニチュアベルト２４は、たばこ連続体５９および被覆紙材料条片２１を、ガーニチ
ュア装置２６によって移送し、このガーニチュアベルト内において、この被覆紙材料条片
２１が、このたばこ連続体５９の周囲に巻き付けられ、即ち湾曲され、従って、未だに、
図１内において描かれていない紙エッジ部５６が外へ突出しており、この紙エッジ部が、
その糊付け装置の外側のケーシングが図１内において図示されている該糊付け装置６０を
用いて糊付けされる。更に、糊跡を備えるこの被覆紙材料条片２１の貼付け継ぎ目は閉鎖
される。この目的で、貼付けチャンバー２０が設けられており、この貼付けチャンバーは
、ガーニチュア装置２６内において一体にまとめられていることは可能である。
【００４２】
　このようにして形成されたシガレット連続体２８は、均整装置１９を制御する連続体密
度測定装置２９を通過し、且つ、カッタ装置３１によって、２倍の使用長さのシガレット
３２に切断される。これら２倍の使用長さのシガレット３２は、制御されたアーム３３を
有する、引渡し装置３４によって、フィルター装着機械の受取りドラム３６に引渡され、
このフィルター装着機械の切断ドラム３８の上で、これら２倍の使用長さのシガレットが
、ロータリー刃でもって単個のシガレットに分割される。
【００４３】
　シガレット連続体２８の代わりに、同様に相応して、フィルター連続体も製造され得る
。この目的で、特に、その明細書内においてフィルター連続体の製造が記載されているヨ
ーロッパ特許出願公開第１　４６４　２３９号明細書（特許文献５）を参照して頂きたい
。
【特許文献５】ヨーロッパ特許出願公開第１　４６４　２３９号明細書
【００４４】
　図２は、概略的に、本発明による糊付け装置を示しており、その際、縦断面図において
、例示的に、たばこ連続体５９を巻回する被覆紙材料条片２１の紙エッジ部５６を糊付け
するための第１の糊付け器具５１、および、第２の糊付け器具７１が図示されている。選
択的に、同様にフィルター連続体も被覆され得る。フィルター連続体の場合、このフィル
ター連続体は、最終的な長さの繊維と並んで、熱によって活性化されるバインダーを含有
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可能であり、従って、これら繊維はこのバインダーによって互いに接着される。この目的
で、このフィルター連続体は、糊付けの後、硬化工程に被らせられる。このバインダーは
、バインダー繊維、及び／またはバインダー粒状物質から成ることは可能である。
【００４５】
　第１の糊付け器具５１は、図２内において図示されていない糊付け装置６０のケーシン
グ内において設けられている。
【００４６】
　被覆紙材料条片２１は、図示平面に対して垂直方向の平面内において案内され、且つ、
図２内において描かれていない適当な成形片、および適当な被覆片５７を用いて、円形の
断面へと形成される。同時に、この被覆紙材料条片２１の円形成形によって、たばこ連続
体５９が巻回される。この被覆紙材料条片２１の他方の糊付けされていない紙エッジ部８
０は、この第１の糊付け器具５１の下側に配設された被覆片５７の、上側の領域内に存在
している。
【００４７】
　第１の糊付け器具５１は、この第１の糊付け器具の第１のノズル尖端部５４でもって、
この第１の糊付け器具が、糊付け装置６０から下方へと突出するように設けられている。
相応して、第２の糊付け器具７１が設けられている。この第２の糊付け器具は、但し、図
２内において、多少、この糊付け器具５１の上側で、且つ、この図２の図示平面に対して
垂直方向に、この糊付け器具５１の後方に設けられている。
【００４８】
　　第１の糊付け器具５１によって糊跡を塗布するために、第１のノズル本体５２が設け
られており、この第１のノズル本体内において、糊５３が、搬送方向Ｆに、第１のノズル
尖端部５４へと搬送される。この第１のノズル尖端部５４は、この搬送方向Ｆに関して、
この第１のノズル尖端部のヘッド部において狭くされている。
【００４９】
　第１の流出開口部５５の領域内において、被覆紙材料条片２１の縁部領域５８は、第１
のノズル尖端部５４に、特にこの第１の流出開口部５５の領域内で密接しており、従って
、この縁部領域５８には糊５３が施される。第１の糊付け器具５１は、図示平面に対して
垂直方向に移送される被覆紙材料条片２１の、おおよそ閉鎖された継ぎ目オーバラップ部
の楔状部内において、たばこ連続体５９のために設けられている。
【００５０】
　相応して、
第２の流出開口部７５の領域内において、被覆紙材料条片２１の縁部領域５８は、第２の
ノズル尖端部７４に密接している。特に、この第２の流出開口部７５の領域内において、
この縁部領域５８には、図示されていない、この第２の流出開口部７５から流出する糊が
施される。この第２の糊付け器具７１は、第２のノズル本体７２、第２のノズル尖端部７
４、および第２の流出開口部７５を含めて、図２の図示平面に対して垂直方向に、第１の
糊付け器具５１、第１のノズル本体５２、第１のノズル尖端部５４、および第１の流出開
口部５５の後方に設けられている。更に、この第２の糊付け器具７１に所属するこれら対
象は、この第１の糊付け器具５１に所属する標識（Merkmale）の上方にある。紙エッジ部
５６は、図２内において、上方へと指向し、且つ、縁部領域５８に所属している紙エッジ
部である。縁部領域を、本発明の領域内において、その領域が、この被覆紙材料条片の被
覆の際に、連続体の周囲での、または被覆されるべき材料の周囲での未だに被覆に使用さ
れず、もしくは未だに自由に外から取り扱い可能であり、または突出している、特に被覆
紙材料条片の領域と理解すべきである。
【００５１】
　図３内において、被覆紙材料条片２１の糊付けの間の、覆いを外されたケーシング状態
での、糊付け装置６０の概略的な透視図が図示されている。この糊付け装置６０は、第１
のノズル本体５２を有する第１の糊付け器具５１を備えており、この第１のノズル本体が
、第１のノズル尖端部５４、および、この第１のノズル尖端部の端部において、第１の流
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出開口部５５を有している。更に、この糊付け装置６０は、第２のノズル本体７２を有す
る第２の糊付け器具７１を備えており、この第２のノズル本体が、第２の流出開口部７５
を有する第２のノズル尖端部７４を有している。
【００５２】
　第１の糊付け器具５１の第１の流出開口部５５から、図３内において図示されていない
、常温硬化性糊が流出する。相応して、第２の糊付け器具７１の第２の流出開口部７５か
ら、この図３内において同様に図示されていない、ホットメルト糊が流出する。より良好
な理解のために、それらノズル尖端部が被覆紙材料条片２１によって、本来ならば覆われ
ているべきであるにもかかわらず、これら両方のノズル尖端部５４、７４は、全部揃った
状態で図示されている。この被覆紙材料条片２１は、巻回されたたばこ連続体５９から離
れて指向している、紙エッジ部５６を有している。この第１の糊付け器具５１によって塗
布される常温硬化性糊は、第１の流出開口部５５から流出し、この被覆紙材料条片２１の
紙エッジ部５６に面している糊跡を形成する。この第２の糊付け器具７１の第２の流出開
口部７５から流出するホットメルト糊は、この常温硬化性糊の糊跡に対して、この被覆紙
材料条片２１の紙エッジ部５６から離れた側で指向する糊跡を形成する。
【００５３】
　第１の糊付け器具５１、および第２の糊付け器具７１は、緊締め装置（固定装置）９２
の上で装着されている。この第２の糊付け器具７１が、この上記の場合に結合要素９３、
９３′によって強固にこの緊締め装置９２と結合されており、その際、この結合は、有利
には弛緩可能な結合である。この第２の糊付け器具７１に対するこの第１の糊付け器具５
１の相対的な調節は、この第１の糊付け器具５１が、特に、この緊締め装置９２によって
形成される保持開口部内において回転可能に軸受けされていることによって行なわれる。
この目的で、緊締めねじ９０を用いて、スリット９１との協働作用で、この第１の糊付け
器具５１の回転解除（Rotationsfreigabe）の固定および弛緩が可能とされる。
【００５４】
　緊締めねじ９０の適当な弛緩の際に、即ち、第１の糊付け器具５１が、回転軸線を中心
として回転され、従って、この回転軸線に対して中心に無く、もしくは平行に位置ずれさ
れた状態で設けられた第１のノズル本体５２が、円軌道の上で移動して旋回され、その際
、一方では、第２の流出開口部７５に対する第１の流出開口部５５の、垂直方向と同様に
水平方向の間隔も調節され得る。この第２の流出開口部７５に対する第１の流出開口部５
５の間隔の、適当な調節の後、この緊締めねじ９０は締付けられ、従って、調節解除が防
止される。
【００５５】
　その場合に、例えばメンテナンス作業を行なうために、第１の糊付け器具５１、および
第２の糊付け器具７１を、一緒に即ち共に、図３内において図示されている糊付け位置か
ら旋回離脱することは可能である。この場合、ノズルの相対的な位置は、相互に変化され
ない。
【００５６】
　参照符号９５でもって、更に、常温硬化性糊のための糊供給部９５が設けられており、
この糊供給部は、第１の糊付け器具５１に所属して設けられており、且つ、第１のノズル
本体、第１のノズル尖端部５４、および第１の流出開口部５５を介して通じている。第２
の糊付け器具７１の場合、加熱装置９６が設けられており、この加熱装置は、温度を例え
ば１５０°Ｃの領域で準備しており、従って、ホットメルト糊が相応して加熱される。こ
の第１の糊付け器具５１が加熱されることを防止するために、更に、断熱装置９４が設け
られており、この断熱装置は、緊締め装置９２と加熱装置９６との間に配設されている。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】シガレット連続体を製造するための装置の概略図である。
【図２】糊付け装置の一部分の縦断面の概略図である。
【図３】被覆紙材料条片の糊付けの際の、ケーシングの無い糊付け装置の概略的な透視図
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である。
【符号の説明】
【００５８】
　１　　堰
　２　　予分配器
　３　　取出しドラム
　４　　貯留槽
　５　　急傾斜コンベヤ
　６　　堰止めシュート
　７　　ピン付きロール
　８　　振出しロール
　９　　振撒き布
　１１　ふるい装置
　１２　ピン付きロール
　１３　壁部
　１４　ホッパ
　１６　たばこチャネル
　１７　連続体コンベヤ
　１８　負圧チャンバー
　１９　均整装置
　２０　貼付けチャンバー
　２１　被覆紙材料条片
　２２　ボビン
　２３　印刷機構
　２４　ガーニチュアベルト
　２６　ガーニチュア装置
　２８　シガレット連続体
　２９　連続体密度測定装置
　３１　カッタ装置
　３２　２倍の使用長さのシガレット
　３３　アーム
　３４　引渡し装置
　３６　受取りドラム
　３８　切断ドラム
　５１　第１の糊付け器具
　５２　第１のノズル本体
　５３　糊
　５４　第１のノズル尖端部
　５５　第１の流出開口部
　５６　紙エッジ部
　５７　被覆片
　５８　縁部領域
　５９　たばこ連続体
　６０　糊付け装置
　Ｆ　　搬送方向
　７１　第２の糊付け器具
　７２　第２のノズル本体
　７４　第２のノズル尖端部
　７５　第２の流出開口部
　８０　糊付けされていない紙エッジ部
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　９０　緊締めねじ
　９１　スリット
　９２　緊締め装置、　固定装置
　９３、９３′　結合要素
　９４　断熱装置
　９５　糊供給部
　９６　加熱装置

【図１】 【図２】
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