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(57)【要約】
包装機（Ｍ）のラインに沿って前進させ製品（２）をコ
ンテナ要素（３、３Ａ）に供給して挿入するためのユニ
ットは、貫通スリット（１０）を備えた平坦な要素（８
）と、貫通孔（６）を提供するディスク（４）とを含む
。ユニット（１）は、スリット（１０）がコンテナ要素
（３、３ａ）の上に配置されるように包装機（Ｍ）のラ
インに関して位置決め可能である。製品（２）は、製品
（２）がコンテナ要素（３、３ａ）に挿入されるディス
ク（４）上へ供給され、各々の貫通孔（６）は、その内
部で製品（２）を受容し収容することができるサイズで
ある。ディスク（４）は、貫通孔（６）において収容さ
れる製品（２）が平坦な要素（８）上に載置されるよう
に平坦な要素（８）の上に取付けられる。ディスク（４
）はまた、製品（２）がコンテナ要素（３、３ａ）の直
接内部に落下するように、スリット（１０）下でのコン
テナ要素（３、３ａ）の移動と同時に、製品（２）をス
リット（１０）上で貫通孔（６）において受け取られる
ようにするため、平坦な要素（８）に関して、および、
ラインに沿って前進するコンテナ要素（３、３ａ）に関
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
包装機（Ｍ）に製品（２）を供給するためのユニットであって、該包装機（Ｍ）は該製品
（２）が挿入されて包装されるコンテナ要素（３、３Ａ）がそれに沿って前進方向（Ａ）
において前進するラインを含み、次の構成：貫通スリット（１０）を備えた平坦な要素（
８）であって、該スリット（１０）が該ラインで前進する該コンテナ要素（３、３ａ）よ
り上に配置されるように、該ユニット（１）が該包装機（Ｍ）の該ラインに関して位置決
め可能である平坦な要素（８）と；
貫通孔（６）を提供するディスク（４）であって、該コンテナ要素（３、３ａ）に挿入さ
れる該製品（２）がディスク（４）で供給され、該貫通孔（６）の各々の貫通孔（６）は
、その内部でそれぞれの製品（２）を受容し収容することができるようなサイズであり、
該ディスク（４）は、該製品（２）が該平坦な要素（８）上に載置される該貫通孔（６）
において収容されるように該平坦な要素（８）の上に取付けられ、該ディスク（４）は、
該製品（２）が該コンテナ要素（３、３ａ）の直接内部に落下するように、該スリット（
１０）下での該コンテナ要素（３、３ａ）の移動と同時に、該製品（２）を該スリット（
１０）上で該貫通孔（６）において受け取られるようにするため、該平坦な要素（８）に
関して、および、該ラインに沿って前進する該コンテナ要素（３、３ａ）に関して回転す
るように作動可能であるようなディスク（４）と；を含むことにおいて特徴付けられるユ
ニット（１）。
【請求項２】
前記貫通孔（６）への前記製品（２）の挿入を容易にするため、前記ディスク（４）の上
側表面（１５）に沿って均等に該ディスク（４）上へ供給された該製品（２）を分配する
ため、該ディスク（４）上に配置された、該製品（２）を分配するための手段（１１、１
２、１３、１７）を含むことにおいて特徴付けられる、請求項１のユニット。
【請求項３】
前記製品（２）を分配するための前記手段（１１、１２、１３、１７）が、垂直軸におい
て回転または振動する複数のブラシ（１３）を支持するため前記ディスク（４）の上側表
面（１５）の一部の上に位置する支持要素（１２）を含み、該ブラシ（１３）は、放射状
の垂直のとげ（１４）を下方に備えていることにおいて特徴付けられる、請求項２のユニ
ット。
【請求項４】
前記製品（２）を分配するための前記手段（１１、１２、１３、１７）が、垂直軸におい
て回転または振動する少なくともブラシ（１７）を支持するため前記ディスク（４）の上
側表面（１５）の一部の上に位置する支持要素（１２）を含むことにおいて特徴付けられ
る、請求項２のユニット。
【請求項５】
前記貫通孔（６）に収容され、前記平坦な要素（８）によって支持される前記製品（３）
が前記ディスク（４）の上側表面（１５）を越えて突出しないような距離で該ディスク（
４）が該平坦な要素（８）の上に取付けられることにおいて特徴付けられる、請求項１の
ユニット。
【請求項６】
前記ディスク（４）が、異なる大きさの内部の前記貫通孔（６）の製品（２）を受容する
ため、該ディスク（４）と前記平坦な要素（８）との間の距離が調整可能であるように該
平坦な要素（８）より上に取付けられることにおいて特徴付けられる、請求項５のユニッ
ト。
【請求項７】
前記貫通孔（６）が同心の円形の列（７）において前記ディスク（４）に配置され、該列
（７）の間の距離は、方向（Ａ）に沿って前進する満たされる前記コンテナ要素（３、３
ａ）の間の距離に対応することにおいて特徴付けられる、請求項１のユニット。
【請求項８】
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前記ディスク（４）がその上側表面で（１５）一連の溝（６０）を呈し、前記貫通孔（６
０）は該溝（６０）の内部で提供され、溝（６０）は、該貫通孔（６）の内部で該製品（
２）の落下および挿入を容易にすることにおいて特徴付けられる、請求項７のユニット。
【請求項９】
前記溝（６０）が、前記ディスク（４）の前記上側表面（１５）に放射状に配置されるこ
とにおいて特徴付けられる、請求項８のユニット。
【請求項１０】
前記溝（６０）が、前記ディスク（４）の前記上側表面（１５）上の円形の進行に配置さ
れ、相互に同心であることにおいて特徴付けられる、請求項８のユニット。
【請求項１１】
前記貫通孔（６）が円形または楕円形の形状を有している横の部分を呈することにおいて
特徴付けられる、請求項１のユニット。
【請求項１２】
前記平坦な要素（８）が前記ディスク（４）を作動させる位置決め手段のための中央の貫
通孔（９）を呈することにおいて特徴付けられる、請求項１のユニット。
【請求項１３】
ブリスター包装するためのブリスター包装機（Ｍ）の分割されたストリップ（３）のセル
（３ａ）によって構成される前記コンテナ要素の前進ラインより上に位置決め可能である
ことにおいて特徴付けられる、請求項１～１２のいずれかに記載のユニット。
【請求項１４】
前記平坦な要素（８）の前記スリット（１０）が、前記分割されたストリップ（３）の前
記前進ラインの移動の領域より上にあるように、該分割されたストリップ（３）上で位置
決め可能であり、該スリット（１０）と該分割されたストリップ（３）との間で該ストリ
ップ（３）の前進方向のレベル（Ｈ）の進行性の裂け目が存在するように、その領域で該
分割されたストリップ（３）が水平な前進構成（Ａ）から該平坦な要素（８）から遠ざか
る方向の傾斜した前進構成（Ｖ）に通過することにおいて特徴付けられる、請求項１のユ
ニット。
【請求項１５】
ボトル充填機（Ｍ）のボトルによって構成される前記コンテナ要素の前進ラインより上に
位置決め可能であることにおいて特徴付けられる、１から１２のいずれかの請求項のユニ
ット。
【請求項１６】
分割されたストリップ（３）のセル（３ａ）の内部で製品を包装するブリスター包装機で
あって、該分割されたストリップ（３）は水平な前進ライン（Ａ）によって前進し、請求
項１から１２に記載の製品（２）を供給するためのユニット（１）を含むブリスター包装
機において、ユニット（１）は、前記平坦な要素（８）の前記スリット（１０）が該分割
されたストリップ（３）の該前進ラインの移動領域より上にあるように配置され、該スリ
ット（１０）と該分割されたストリップ（３）との間で該ストリップ（３）の前進方向の
レベル（Ｈ）の進行性の裂け目が存在するように、その領域で該分割されたストリップ（
３）が水平な前進構成（Ａ）から、該平坦な要素（８）から遠ざかる方向の傾斜した前進
構成（Ｖ）に通過するブリスター包装機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、製品、特に医薬品を供給するためのユニットに関するものである。特に、本
発明は、以下の記載により本発明の一般的な用途を損なうことなく明確に参照される製品
自体を含むブリスター包装を実現させるブリスター包装機に、または、計数してボトルな
どの容器に製品を挿入するカウンタおよび包装機に好ましくは錠剤または丸剤のような医
薬品を供給する際に好都合に適用される。
【背景技術】
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【０００２】
一般にブリスター包装を実現させる公知のタイプのブリスター包装機は、連続して配置さ
れる複数のワークステーションを含むタイプのものであり、少なくとも、例えばプラスチ
ックまたはアルミニウムのような熱形成可能な材料で作成され、その後の熱溶着によって
、セルは分割されたストリップを定めるために作られ第１のストリップを解く（ほどく）
ステーションと、供給ユニットが、供給ユニットの下で前進している分割されたストリッ
プのセルに収容されるのを可能にするように制御して製品を放出する供給ステーションと
、製品自体の存在および完全性を確認するための制御ステーションと、を含む。次は、製
品で満たされたセルで分割されたストリップを密封し閉鎖するために使われる熱溶着可能
な材料の第２のストリップを解くステーションであり、最後に、単一のブリスター包装の
形成が製品で満たされた分割されたストリップの連続した切断により得られる切断ステー
ションに続く。
【０００３】
　現在、上記のタイプのブリスター包装機の最も決定的な点の１つは、分割されたストリ
ップのセルの内部に進む製品からの製品の解放のステージにおいて供給ステーションで発
生する。
【０００４】
例えば欧州特許第７９７，５２５号Ｂ１において図と共に記載されるユニット、または、
米国特許第６，３１１，７４３号に記載されるユニットのように、各々のセルが正しく関
係した製品で満たされるように最適に作動する製品供給および解放ユニットは公知である
けれども、特に速い生産速度で、または、供給ユニット下で前進する分割されたストリッ
プの動きが非常に動き場合、これらの供給ユニットの作動効率は、かなり減弱してしまう
。
【０００５】
さらに供給ユニットは多くの場合、構造的に複雑かつ大きく、交換・構成ステージの間そ
の迅速な取換えが可能でない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】欧州特許第７９７，５２５号Ｂ１
【特許文献２】米国特許第６，３１１，７４３号
【発明の概要】
【０００７】
本発明の目的は、引用した問題および欠点を取り除くことである。
【０００８】
　特に本発明の目的は、速い生産速度で達成される製品の最適な供給を可能にする製品の
供給ユニットを包装機に提供することである。
【０００９】
　本発明によると、製品が挿入されて包装されるコンテナ要素が前進方向にそれに沿って
前進するラインを含む包装機への製品の供給ユニットは、次の構成：貫通スリットを備え
た平坦な要素であって、スリットがラインに沿って前進するコンテナ要素より上に配置さ
れるように、ユニットが包装機ラインに関して位置決め可能であるような要素と；
貫通孔を提供するディスクであって、その上へコンテナ要素に挿入されるディスク製品が
供給され、貫通孔における各々の貫通孔は、製品を内側で受容して収容することが可能な
サイズであり、貫通孔に収容される製品が要素上に載置されるように平坦な要素の上に取
付けられ、製品がコンテナ要素の直接内部に落下するようにコンテナ要素の輸送の際にス
リットより下へもたらすのと同時に、貫通孔において受容される製品をスリットより上に
もたらすため、平坦な要素に関して、および、ラインに沿って前進するコンテナ要素に関
して、回転するようにさらに作動可能であるディスクと；を含むことにおいて特徴付けら
れる。
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【００１０】
　本発明のさらに好都合な特徴は、従属請求項において説明される。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
上に述べた目的による本発明の技術的な特徴および利点は、単に製品供給ユニットの例と
して好適であるが非制限的な実施態様を示す添付の図に関して作成される以下の記載から
明らかになる：図において、
【図１】図１は、明確さの理由で部分的に切断され、いくつかの部品が取り除かれた、本
発明の製品供給ユニットの第１実施例の概略斜視図である；
【図２】図２は、図１のユニットを構成する構造要素の分解斜視図である；
【図３】図３は、本発明の製品供給ユニットの可能な第２の実施態様の概略斜視図である
；
【図３Ａ】図３Ａは、第１の可能な相互構成の本発明のユニットのディスクおよび平坦な
要素の部分的な断面図である；
【図３Ｂ】図３Ｂは、さらに可能な相互の構成の図３Ａと同じ要素をまた部分的な断面図
で示す；
【図３Ｃ】図３Ｃは、ブリスター包装機の分割されたストリップの前進ラインにおける本
発明のユニットの好ましい実施態様の部分的な断面図である；
【図４】図４は、平坦な要素のスリットの位置の前進ラインにおけるディスクおよびコン
テナ要素の孔の間の相対的な配置の上から見た部分投影図である；
【図５】図５は、コンテナ要素が分割されたストリップによって構成される場合の図４に
示される配置の横の部分の部分投影図である；
【図６】図６は、供給ユニットのディスクの可能な実施態様の上から見た部分投影図であ
る；
【図７】図７は、図６の切断線Ｘ－Ｘによる図を表す；
【図８】図８は、供給ユニットのディスクのさらに可能な実施態様の上から見た部分投影
図である；
【図９】図９は、図８の部分的な平面Ｙ－Ｙに沿った図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　添付の図に関して、特に図１、２および３において、１は、一般の錠剤および丸剤であ
り、好ましくは本質的に円柱形、球面または丸い形態に全体に限られていない医薬品の供
給ユニット２を全体として示す。
【００１３】
　ユニット１は、例えばブリスター包装機Ｍ、または、ボトルを満たすための計数機Ｍの
ような包装機Ｍの一体の部品を構成する。
【００１４】
包装機Ｍは、医薬品２が挿入されて包装されるコンテナ要素が前進方向Ａにおいてそれに
沿って前進するラインを備える。
【００１５】
ブリスター包装機の場合、コンテナ要素は、最終的なブリスター包装を作るために進む分
割されたストリップのセルによって構成され、一方で他の場合ではそれらはボトルによっ
て直接構成される。
【００１６】
以下の説明では、一般的な適応性の観点を損なわずに参照が作成される機械Ｍは、熱で形
成されたセル３ａで分割されたストリップ３の方へ製品２を供給する（公知のタイプの）
ブリスター包装機であり、ストリップ３はユニット１の下にすぐ配置され、機械Ｍ（公知
のタイプの、図示せず）の部品であるストリップ３の牽引手段を経て水平方向Ａに前進す
る。
【００１７】
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　図１および２によると、ユニット１は、モーター手段５によって電力を供給されて、円
形および同心のいくつかの列７（その３つのみが図２、３、８において部分的に示され、
その４つのみが図６において部分的に示される）に配置される円形の貫通孔６の均一の分
配によってその平坦表面に提供されて回転する（逆時計回り方向Ｚに、図１および３参照
）平坦なセレクタ・ディスク４を含む。
【００１８】
　貫通孔６は、それらが方向Ａに包装機Ｍのラインに向かって前進すると、様々な同心の
円形の列間の半径方向距離が満たされるコンテナ要素間の距離に対応するように同心－円
形列７のディスク４において提供される。
【００１９】
ディスク４は、水平方向Ａにおいて前進するストリップ３の上で小さな所定の距離で機械
Ｍの構造に特別に固定された平坦な円形の要素８によって取付けられて支持されて、回転
するようにされる。
【００２０】
　特に平坦な要素８は、ストリップ３の水平な前進方向Ａの上の水平面に置かれるように
機械Ｍの構造に固定される。
【００２１】
　ディスク４は、交替でそれぞれの水平面に配置され、垂直軸の周りで平坦な要素８の周
囲を回転可能であるように、平坦な要素８の上に取付けられる。
【００２２】
好ましくは、ディスク４はまた、平坦な要素８に関する回転および振動動作において作動
可能である。
【００２３】
　図２においてよりよく示されているように、要素８は中央環状部９がなく、したがって
、ディスク４の動作伝達手段での組立を可能にするために中空であり、本質的に三角形の
形態を有する中空の貫通スリット１０をさらに呈する。
【００２４】
　ユニット１は、垂直軸を有し、軟質ゴムまたは類似した材料でできている放射状のとげ
１４を備え、直接製品２に作用する一様に分配された複数の回転または発振ブラシ１３を
支持する環状部分を有する支持要素１２を交替で含む分配群１１をさらに含む。
【００２５】
回転ブラシ１３は、使用中に、ユニット１の部品である導管１６（図１）を経て、ディス
ク４に連続的に供給される大量の製品２の最適かつ連続的な動的分配を与え、したがって
セレクタ・ディスク４に提供される円形穴６の内部への製品２の挿入を容易にする。
【００２６】
ユニット１は、孔６への製品２の挿入にさらに貢献する水平軸を有する回転ブラシ１７を
さらに含み、過剰な量を取り除き、その過剰な量はチャネル１９を経て導管１６でディス
ク４上に戻され、様々な引用された構造要素、特に群１１および関連したブラシ１３のデ
ィスク４の位置の調整および制御手段２０に最終的に戻される。
【００２７】
図３において示される可能な代替の実施態様において、関連したブラシ１３、１７を有す
るディスク４、分配群１１のような様々な構造要素は、垂直に動くことができるフレーム
４０によって支えられる。これは、そこからの距離を調整することによってディスク４の
位置が平坦な要素８の上で調整でき、変化できることを意味する。
【００２８】
　例えば、図３Ａおよび３Ｂにおいてより詳細に図示したように、ディスク４と下にある
平坦な要素８との間の距離は、分割されたストリップ３のセル３ａの内部で動かされる医
薬品２の様々な可能な大きさによって変化され、調整されることができる。
【００２９】
　いずれにせよ、ディスク４と平坦な要素８との間の距離は、貫通孔６に挿入された製品
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２が常に平坦な要素８の上に載置され、好ましくは、ディスク４の上側表面１５を越えて
突出しないように調整される。
【００３０】
　ディスク４と平坦な要素８との間の相互の距離の調節は、製品を内部で有する孔６が製
品の落下するスリット１０の位置に到着する前に、孔６のそばのディスク４に蓄積する過
剰な製品の一種の掃き出し動作を実行するブラシ、特に水平軸ブラシ１７による製品２の
分配動作を容易にする。
【００３１】
平坦な要素８からディスク４の距離を変化させる、特に平坦な要素８からディスク４を遠
ざける可能性により、平坦な要素８の表面に直接洗浄動作を実行し；残余の断片も取り除
くことができるための十分なスペースを形成する例えばパッキング周期の中断のような利
点が提供される。
【００３２】
　これは、特に医薬品のタイプを変える場合における疑いの余地がない利点を構成する。
【００３３】
　さらなる実施態様において、ディスク４は、その相対的な上側表面１５上に一連の溝６
０を呈することができ、そこで貫通孔６は、孔６内部への上側表面１５からの製品２の転
送および落下を容易にするために提供される。
【００３４】
　例えば、図６および７で示されるディスク４の可能な実施態様において、溝６０は、円
形の進行を呈して、相互に同心であるようにディスク４の上側表面１５で実現される。
【００３５】
　さらに、図８および９で示されるディスク４の可能な他の実施態様において、溝６０は
、例えば放射状に配置されるようにディスク４の上側表面１５に実現される。
【００３６】
　ディスク４の厚み、および、ディスク４の貫通孔６の垂直の展開により、各々の貫通孔
６が制約なしで単一の医薬品を自由に受容および収容するようになる。
【００３７】
貫通孔６は、横に円形に成形された、すなわち楕円形の部分を呈するまたは医薬品の形状
および大きさに対応することができる。
【００３８】
使用において、導管１６経由で回転ディスク４上へホッパー（図示せず）によって連続的
に供給される製品２は、ブラシ１３によって、ディスク４に効率的に分配され、したがっ
て、孔６によって定められる関係した台座へ、および、平坦な要素８による孔６の底での
製品２の挿入が生じる。
【００３９】
ディスク４も作動できる振動動作により、関連する孔６内部での製品２のより良くより速
い挿入が可能になる。
【００４０】
　ディスク４の進行性の回転で、孔６における製品２は中空のスリット１０に届き、平坦
な要素８によってもはや保持されず、下にある分割されたストリップ３上へ落下し、セル
３ａから出るいかなる可能性もなく、ストリップ３の関係するセル３ａの各々への製品２
の挿入を引き起こす。
【００４１】
モーター手段５は、スリット１０の下のセル３ａの列の移動と同時に、スリット１０上に
貫通孔６の内部に含まれる製品２を導くため、平坦な要素８に関して、および、方向Ａに
沿って前進する分割されたストリップ３に関してディスク４を回転させる。
【００４２】
図３および３ｃにおいて示される好都合な変形例で、ブリスター包装機Ｍにおいて本発明
のユニット１を使用する場合、平坦な要素８と分割されたストリップ３との間に、製品の
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落下のためにスリット１０の位置で、セル３ａへの製品の落下を容易にするストリップ３
の前進方向においてレベルＨの進行性の裂け目があるように、ユニットは分割されたスト
リップ３に関して位置決め可能である。
【００４３】
　特にユニット１は、分割されたストリップ３が水平な前進構成Ａから、平坦な要素から
８を遠ざかる傾斜した前進構成Ｖに通過する位置で、平坦な要素８のスリット１０は、分
割されたストリップ３の前進ラインの移動の領域より上にあるように、ブリスター包装機
Ｍにおいて好都合にも位置決め可能である。
【００４４】
　本発明は、以下の利点：高速生産体制、したがって分割されたストリップの高速前進を
含む、包装機への製品の最適かつ有効な供給と；本発明のユニットの構造上の構成要素の
取り外しの容易性および迅速性、それに伴う交換・構成動作の間の調節の容易性および迅
速性と；ユニットを従来の供給ユニットとの置き換え、より用途が広い包装機の作成に貢
献する可能性と；を提供する。

【図１】 【図２】
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【選択図】図１


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

