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(57)【要約】
　吐出領域（１６）にある、場合によっては移動する担
持体（１５）上にポンプ圧送可能な生地（１）の計量さ
れた吐出を行うための装置であって、
　吐出筐体（６）内に設けられ、および第一の筐体（４
）に対する位置決めによって閉鎖可能である吐出開口部
（５）を通して生地（１）を搬送するためのポンプ装置
（２）を有する装置であり、
　その際、吐出筐体（６）が、内部空間（７）を含み、
および内部空間（７）内にポンプ装置（２）が設けられ
ている装置。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ポンプ圧送可能な生地（１）を、吐出領域（１６）にあり、場合によっては移動する担
持体（１５）上に計量されて吐出する為の装置であって、吐出筐体（６）内に設けられ、
および第一の筐体（４）に対する位置決めによって閉鎖可能である吐出開口部（５）を通
して生地（１）を搬送する為のポンプ装置（２）を有する装置において、
吐出筐体（６）が内部空間（７）を有すること、および内部空間（７）内にポンプ装置（
２）が設けられることを特徴とする装置。
【請求項２】
　吐出筐体（６）内に、少なくとも一つの吐出開口部（５）が設けられること、および吐
出領域（１６）にある担持体（１５）に生地を吐出するために、第一の開口部（３）およ
び吐出開口部（５）が互いに重ね合わされて、または互いに重なり合って配置されること
を特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　吐出筐体（６）が、基本的に中空シリンダー形状のベース形状を有し、このベース形状
が内部空間（７）を少なくとも部分的に取り囲んで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】
　吐出筐体（６）が、第一の筐体（４）およびポンプ装置（２）の周りを回転するよう配
置されていることを特徴とする請求項１から３のいずれか一項に記載の装置。
【請求項５】
　回転軸が、基本的に吐出筐体（６）及び／又は内部空間（７）の対称軸に一致すること
を特徴とする請求項１から４のいずれか一項に記載の装置。
【請求項６】
　吐出筐体（６）が、周囲円環にそって複数の吐出開口部（５）を設けられていることを
特徴とする請求項１から５のいずれか一項に記載の装置。
【請求項７】
　吐出筐体（６）が、その外側に接線方向速度を有し、この接線方向速度が、基本的に担
持体（１５）の移動速度に一致することを特徴とする請求項１から６のいずれか一項に記
載の装置。
【請求項８】
　第一の筐体（４）が、基本的に、中空シリンダー形状の吐出筐体（６）の内部空間（７
）の内側に合うよう形成されていることを特徴とする請求項１から７のいずれか一項に記
載の装置。
【請求項９】
　吐出開口部（５）が、吐出領域（１６）の外側で第一の筐体（４）により閉じられるこ
とを特徴とする請求項１から８のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１０】
　吐出領域（１６）ごとに、一つのグループの吐出開口部（５）が配置され、その際、一
つのグループの各吐出開口部（５）が、吐出筐体（６）の移動によって吐出領域（１６）
へと逐次移動可能であることを特徴とする請求項１から９のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１１】
　一つのグループの吐出開口部（５）が、夫々、吐出筐体（６）の周囲円環に沿って配置
されていることを特徴とする請求項１から１０のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１２】
　複数の吐出領域（１６）が設けられること、周囲円環が基本的に互いに平行に推移する
こと、および周囲円環が少なくとも部分的に各一つの吐出領域（１６）を通り抜けること
を特徴とする請求項１から１１のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１３】
　吐出領域（１６）ごと、吐出開口部（５）のグループごと、及び／又は周囲円環ごとに
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、一つのポンプ装置（２）が設けられることを特徴とする請求項１から１２のいずれか一
項に記載の装置。
【請求項１４】
　吐出筐体（６）が複数のグループの吐出開口部（５）と、一つのシリンダー形状の内部
空間（７）を有すること、
　一つのグループの吐出開口部（５）が、吐出筐体（６）の周囲円環（２６）に沿って配
置されること、
　内部空間（７）内に吐出開口部（５）のグループごとに、一つのポンプ装置（２）が設
けられ、このポンプ装置が、生地（１）を生地供給部（１０）から第一の開口部（３）へ
と搬送すること、
　吐出筐体（６）が、ポンプ装置（２）の周り、および第一の筐体（４）の周りを回転可
能に配置されていること、
　第一の開口部（３）および吐出開口部（５）が互いに少なくとも重なり合うとき、吐出
領域（１６）への生地（１）の搬送が行われること、
　及び／又は、吐出開口部が、第一の筐体により閉じられるとき、当該吐出開口部（５）
を通じての搬送が停止されることを特徴とする請求項１から１３のいずれか一項に記載の
装置。
【請求項１５】
　ポンプ装置（２）が、駆動される搬送手段（１７）を含むこと、および搬送手段が、場
合によっては軸（１８）を介してポンプ駆動部（１２）によって駆動されることを特徴と
する請求項１から１４のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１６】
　少なくとも二つのポンプ装置（２）、好ましくは全てのポンプ装置（２）が、同一のポ
ンプ駆動部（１２）及び／又は同一の軸（１８）によって駆動されることを特徴とする請
求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
　吐出筐体の回転の為に、吐出筐体駆動部が設けられることを特徴とする請求項１から１
６のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１８】
　ポンプ装置の駆動および吐出筐体の駆動が別々に行われる、または別々に制御可能に行
われることを特徴とする請求項１から１７のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１９】
　各二つの吐出開口部（５）に対し、及び／又は二つの吐出領域（１６）に対して、各一
つのポンプ装置が設けられることを特徴とする請求項１から１８のいずれか一項に記載の
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、特に食料品、および食用の製品の為の、例えばクリーム、チョコレートクリ
ーム、生地等といった、粘性があり、強粘度で、泡立てられた、及び／又はペースト状の
生地のような、ポンプ圧送可能な生地の計量および搬送の為の装置、並びに、吐出領域に
ある、場合によっては移動する担持体にポンプ圧送可能な生地の計量された吐出を行うた
めの装置であって、吐出筐体中に設けられ、および第一の筐体に対する位置決めによって
閉鎖可能である吐出開口部を通して生地を搬送するためのポンプ装置を有する装置に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　同様な装置は、特に食料品の領域において長年公知であり、様々な実施形で公開されて
いる。
【０００３】
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　当該方式の装置は、例えば、チョコレートクリーム等のような粘性の生地を、クッキー
のような食用の担持体上に載せるため、および場合によって第二の担持体によってカバー
するために使用される。これらのような、専門家内では「サンドイッチクッキー」として
称され、公知である食用の製品は、長い間、大量に製造されてきた。これら多くの数量を
効率よく製造することができるためには、粘性の生地を担持体上に迅速かつ正確に置くこ
とが必要である。
【０００４】
　このため例えば、ポンプが生地を供給部を介してシリンダー形状の筐体に供給する装置
が公知である。この中には、チャネルが存在しており、これらチャネルを通じて生地が外
に向かって担持体上へと導かれる。シリンダー形状の筐体の外側の領域には、中空シリン
ダーが設けられている。この中空シリンダーは、シリンダー形状の筐体を基本的に取り囲
み、そしてこの周りを回転可能に配置されている。中空シリンダーは、さらに開口部を有
している。この開口部を通してクリームが流出可能である。開口部は、例えば周囲に一様
に分配されているが、しかし中空シリンダー形状の筐体により規則的な間隔で中断されて
いる。ポンプ装置によって生地がシリンダー形状の筐体内へと導かれると、この生地は、
中空シリンダーの供給チャネルと開口部が重ね合わされている、または少なくとも部分的
に互いに重なり合っているときのみシリンダーから流出することが可能である。担持体、
例えばクッキーは、搬送装置上で装置の下方を通りすぎる。クッキーの速度は、その際基
本的に、回転するシリンダー形状の筐体の外側速度に一致する。
【０００５】
　生地を載せる速度と搬送性能は、その際特に、載せるべき生地の可塑性と粘性によって
定められる。処理すべきクッキーの時間単位ごとの数量およびスループットを向上させる
ために、シリンダー形状の筐体内に複数の開口部が相並んで設けられている。その際、中
央の供給部は、載せるべき生地を個々のクリーム吐出開口部に供給する。この先行技術に
相当する構造の短所は、分配システムおよび中央の供給部から分岐するクリーム配管に基
づいて、載置および生地の分配が不均等となるということである。これら不均等性は、多
くの不良品を生む結果となり、このことはその結果、製造工程の効率に悪影響を有する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の課題は、例えばクリーム、チョコレートクリーム、生地等といった、粘性のあ
る、強粘性の、泡立てられた、及び／又はペースト状の生地の計量のためおよび搬送の為
の装置であって、可能な限り高い生地スループットを、精密かつ正確な計量のもと担持体
上へと搬送する装置であり、簡単かつコスト面で安価に構築され、メンテナンスが容易で
あり、洗浄性が容易であり、柔軟に適用でき、及び／又は、特に粘性の生地を載せるため
の開口部の選択が柔軟である装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　発明に係る課題は、吐出筐体が一つの内部空間を含んでおり、及び／又は有しているこ
と、および内部空間内にポンプ装置が設けられていることによって解決される。
【０００８】
　発明に係る別の特徴は、吐出筐体内に、少なくとも一つの吐出開口部が設けられている
こと、および生地を吐出領域にある担持体上へと吐出するために、第一の開口部および吐
出開口部が重ね合わされた、または互いに重なり合って配置されていること、吐出筐体が
一つの基本的に中空シリンダー形状のベース形状を有し、このベース形状が、内部空間を
少なくとも部分的に取り囲んでいること、吐出筐体が第一の筐体の周りおよびポンプ装置
の周りを回転するよう配置されていること、及び／又は、回転軸が、吐出筐体及び／又は
内部空間の対称軸に基本的に一致することである。
【０００９】
　さらに本発明に係る装置は、吐出筐体内に周囲円環に沿って複数の吐出開口部が設けら
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れていること、吐出筐体のその外側における接線方向速度が、担持体の移動速度に基本的
に一致すること、第一の筐体が、中空シリンダー形状の吐出筐体の内部空間の内側に基本
的に合うよう形成されていること、及び／又は吐出開口部が、吐出領域の外側で第一の筐
体により閉じられることにおいて際立っている。
【００１０】
　更に発明に従い、複数の吐出領域が平行に配置されること、吐出領域ごとに一つのグル
ープの吐出開口部が配置されること、その際一つのグループの各吐出開口部が、吐出筐体
の移動によって各吐出領域内へと逐次移動可能であること、一つのグループの吐出開口部
が夫々吐出筐体の一つの周囲円環に沿って配置されていること、複数の吐出領域が設けら
れていること、周囲円環が基本的に互いに平行に推移すること、および周囲円環が少なく
とも部分的に各一つの吐出領域を通り抜けること、及び／又は、吐出領域ごと、吐出開口
部のグループごと、及び／又は周囲円環ごとに、一つのポンプ装置が設けられることが意
図され得る。
【００１１】
　発明に係る特徴は、吐出筐体が複数のグループの吐出開口部と一つのシリンダー形状の
内部空間を有すること、一つのグループの吐出開口部が、吐出筐体の周囲円環に沿って配
置されていること、内部空間内に、吐出開口部のグループごとに一つのポンプ装置が設け
られており、このポンプ装置が生地を生地供給部から第一の開口部へと搬送すること、吐
出筐体が、ポンプ装置の周りおよび第一の筐体の周りを回転可能に配置されていること、
第一の開口部と吐出開口部が互いに少なくとも重なり合っているときに、吐出領域内への
生地の搬送が行なわれること、及び／又は、当該吐出開口部（５）を通しての搬送が、こ
れが第一の筐体によって閉じられるとき、停止されることでもある。
【００１２】
　その上、ポンプ装置が、駆動される供給手段を含んでいること、および供給手段が、場
合によって軸を介してポンプ駆動部によって駆動されること、少なくとも二つのポンプ装
置、好ましくは全てのポンプ装置が同一のポンプ駆動部によって、及び／又は同一の軸に
よって駆動されること、吐出筐体の回転の為に一つの吐出筐体駆動部が設けられているこ
と、及び／又は、ポンプ装置の駆動と、吐出筐体の駆動が別々に行われる、または別々に
制御可能に行われることが、意図され得る。
【００１３】
　本発明において、各個々の吐出箇所への生地の供給が、一つの独自のポンプ装置により
実施されることは有利である。これによって、吐出箇所における生地のスループットは一
定となり、場合によっては起こり得る分配チャネルの流れ挙動の影響を大幅に受けないこ
ととなる。好ましくは平行に接続されている個々のポンプ装置が、唯一の駆動部により駆
動可能である、及び／又は駆動されると有利である。
【００１４】
　その際、第一の開口部は、各適用形に応じてさまざまに形成される。例えば克服しなけ
ればならない抵抗をできる限り低くするために、第一の開口部によって形成されるチャネ
ルを短く形成することは、有利であり得る。さらには、例えば生地の一様な流れプロフィ
ルを達成するために、開口部によって形成されるチャネルが、所定の長さおよび所定の形
状を有することが可能である。
【００１５】
　生地を担持体上に迅速かつ正確に載せる為に、本発明に従い、生地の載置が、担持体が
動いている際にも行われることは有利である。特に、薄壁の焼いた食品類等のような、も
ろいまたは壊れやすい担持体においては、担持体の迅速な停止および発進は、限られた状
況でのみ可能である。本発明に係る装置は、移動する担持体、同様に移動する担持体、不
規則に移動する担持体への載置を可能とし、そして停止している担持体へも載置を可能と
する。単位時間ごとの処理可能な担持体のスループットを向上させるために、本発明に係
る装置は更に、生地を複数の担持体上へ同時に搬送するのに適している。吐出領域ごと各
一つのポンプ装置の配置によって、相並んで平行に配置される吐出領域の数量は柔軟に選
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択可能である。
【００１６】
　吐出開口部を有する吐出筐体は、本発明に係る装置において複数の機能を充足する。こ
れら機能は有利には相互作用する。
【００１７】
　吐出筐体は、吐出領域の回転平面内に、少なくとも一つ、好ましくは複数の吐出開口部
を有している。生地が、吐出開口部を通って搬送されることができるよう、これらは少な
くとも重なり合うか、しかしまたは、第一の筐体の第一の開口部によりカバーされて配置
される必要がある。吐出開口部の移動の際、よって生地は、少なくとも第一の開口部との
重なり合いが存在する限り、吐出開口部を通って搬送され、そして、第一の開口部との重
なり合いがもはや存在しなくなるとすぐに停止される。これによって、各吐出開口部は、
第一の開口部と重なり合ったときのみ、生地が通過する。吐出開口部のエッジ部または縁
部は、切断エッジ部として作用する。この切断エッジ部は、搬送される生地流を切断する
。その際、第一の開口部の縁部は、吐出開口部の切断動作の対向カッターとして作用する
。
【００１８】
　吐出筐体により実施される別の機能は、吐出領域における生地の移動である。特に、移
動する担持体において生地は正確に担持体上に配置される必要がある。担持体の移動方向
に対して基本的に平行に推移する移動成分は、少なくとも部分的に、好ましくは完全に吐
出筐体によって生じさせられる。よって本発明の好ましい実施形に従い、吐出筐体の周囲
速度は、吐出領域における担持体の移送速度に基本的に一致する。
【００１９】
　好ましい適用形および実施形において、発明に係る装置はサンドイッチクッキーの工業
的製造に適している。これは、装置が機械制御部によって制御可能であること、および装
置が生産ライン中で「インライン」に使用されることを含む。さらにこの実施形に従い、
装置は食用の製品の搬送および製造に適している。この適用形は、本発明のすべての開示
された実施形に対して有効である。
【００２０】
　内部空間という名称は、装置自身が中空の空間を有しているということを必ずしも意味
しない点、注意されたい。むしろ吐出筐体が内部空間を有しており、この内部空間内に好
ましくは、本発明に係る装置の別のコンポーネントが設けられる。よって、組み立てられ
、使用の準備ができた状態において、内部空間は、例えばポンプ装置や、ポンプ圧送可能
な生地といった別のコンポーネントによって少なくとも部分的に満たされている。
【００２１】
　以下に、発明に係る装置を具体的実施例に基づきさらに説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】発明に係る装置の重要な部分の簡略斜視図。
【図２】発明に係る装置の一つの実施形の簡略長手方向断面図
【図３】発明に係る装置の回転面または放射方向面に沿った簡略断面図。
【図４】発明に係る装置の回転面または放射方向面に沿った簡略断面図。
【図５】発明に係る装置の回転面または放射方向面に沿った簡略断面図。
【図６】ポンプ装置の部分の詳細図。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　図１は、発明に係る装置の重要な部分の簡略斜視図を示す。その際、吐出筐体６はベー
スフレーム１１に回転可能に支承され、そして吐出筐体駆動部１３および吐出筐体ギア１
４によって駆動可能である及び／又は駆動される。吐出筐体６中には、吐出開口部５が設
けられている。更に吐出筐体６は、一つのベース筐体８および一または複数の型抜き筐体
９を含んでいる。型抜き筐体９とベース筐体８は、一体式に形成されているか、または、
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本実施形におけるように、別体式であるが互いに接続された筐体として形成されているこ
とが可能である。さらに、ポンプ装置及び／又はポンプ装置２の可動部分を駆動するため
のポンプ駆動部１２が設けられている。ポンプ装置は、当該実施形においては、吐出筐体
６の内部空間７内に位置する。ポンプ装置２は、生地１を生地供給部１０から吐出開口部
５へと供給し、引き続いて一または複数の担持体１５へと供給する。開口部５を介して放
出される生地を収容するために、担持体は、（ここでは図示されていないが）発明に係る
装置の脇を通過する。
【００２４】
　型抜き筐体９は、吐出開口部５を含んでいる。吐出開口部５は、様々な形状を有するこ
とが可能である。本実施形においては、吐出開口部５は、複数の部分開口部を含んでいる
。これらは、星形に配置され、そしてその中央に十字形上のウェブを有している。生地が
通過することにより、流出開口部５の形状の形態に応じて生地流は分割される、または吐
出領域において再び合流されることが可能である。例えば流体状の生地においては、流体
の担持体上への合流が可能である。
【００２５】
　このため、本実施形においては、シリンダー形状の筐体として形成される吐出筐体６が
回転する。定義された位置において、特に、定義された回転位置において、吐出筐体６の
吐出開口部が、第一の筐体４の第一の開口部３の領域または上に位置する。装置のこの位
置において、ポンプ圧送された生地が互いに重なり合う開口部３，５を通って流れ出すこ
とができる。有利には、吐出領域に存在する吐出開口部を除いて吐出筐体の全ての吐出開
口部を第一の筐体が閉じる。
【００２６】
　ポンプ装置２は、その際、生地供給部と吐出領域の間に配置される。その際、生地がポ
ンプ装置２と担持体１５の間で進む経路は短く保たれている。
【００２７】
　吐出筐体に沿って、吐出開口部５のグループが複数設けられている。これらは、互いに
平行に配置された、吐出筐体の周囲円環に沿って配置されている。本実施形においては、
吐出開口部５の４つのグループが４つの周囲円環２６に沿って設けられている。
【００２８】
　図２は、本発明に係る装置の一つの実施形の長手方向断面図を示す。生地１は、ポンプ
装置２によって生地提供部１０から吐出領域１６へと、および場合によっては担持体１５
へと搬送される。本実施形においては４つのポンプ装置が設けられている。これらは、そ
れぞれ、生地供給部１０への接続チャネルを有している。接続チャネルを通じて、生地が
ポンプ装置２によって吸引され、そして吐出開口部５を通って搬送される。有利には、す
べての実施例において生地１が、図示されていない供給ポンプによって生地供給部１０へ
とポンプ圧送される。さらに中央の生地供給部１０が設けられている。この生地供給部は
、すべてのポンプ装置２を供給する。その際、ポンプ装置は、流れ技術上、生地供給部１
０と吐出領域の間に配置されている。ポンプ装置ごとに一つの部分生地流が、各第一の開
口部３または各吐出開口部５を通って搬送される。４つの平行な吐出領域１６が、これに
よってスループット（処理量）の四倍化を可能とする。中央の生地供給部１０の有利な配
置と、吐出領域１６ごとに各一つのポンプ装置２を設けることによって、生地流は、各吐
出領域１６内で基本的に同じになるように定められる、または各ポンプ装置によって定め
られる。短い経路、特に生地供給部１０とポンプ装置２と吐出領域１６または各吐出開口
部５の間の短い経路によって、流れの抵抗が最小とされる。インレットの特別な形状によ
って、特に第一の開口部３の造形によって、ポンプ装置２と吐出開口部５の間の生地の流
れプロフィルが影響を受けることが可能である。図３から５におけるポンプ装置２は、夫
々搬送手段１７を含んでいる。この搬送手段は、本実施形においては、互いにかみ合う表
面を有するローラー形状の筐体として形成されている。搬送手段１７、特にローラーは、
軸１８により駆動される。本実施形においては、一つの軸１８により各四つの搬送手段が
駆動される。各他の軸と反対の方向に回転する第二の軸１８が、同様に四つの搬送手段１
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７を設けられている。両軸は、ポンプ駆動部１２により駆動される。駆動部の回転動作を
複数の軸に伝達するために、場合によっては、ポンプギア２２が設けられる。しかし発明
にしたがい、他のポンプ装置を選択することによって、互いに隣接して配置される複数の
吐出領域に生地１を供給するのに唯一の軸で十分であるということも意図され得る。
【００２９】
　第一の筐体４、生地供給部１０およびポンプ室１９は基本的に位置を固定して配置され
、及び／又は、少なくとも間接的にベースフレーム１１と接続される。吐出筐体６は、上
述した部材４，１０および１９を中心として回転するよう配置されており、および吐出筐
体駆動部１３によって駆動される。吐出筐体６の回転の回転軸は、シリンダー形状の吐出
筐体の主延在軸に基本的に一致する。特に、シリンダー形状の内部空間７回転軸と、吐出
筐体６の回転軸は一致する。これによって吐出筐体６の回転の際、第一の筐体４と吐出筐
体６の間の接触面２３に沿って滑るような接触がある。
【００３０】
　図３は、発明に係る装置の回転軸に沿った、及び／又はシリンダー形状の吐出筐体６の
周囲円環に沿った断面図の簡略図を示す。その際、ベースフレーム１１には、吐出開口部
５の１つのグループを有する吐出筐体６が可動式に配置されている。吐出筐体６は、一つ
のベース筐体８と一つの型抜き筐体９を含んでいる。本実施形においては、ベース筐体８
と型抜き筐体９は、同軸に配置された中空シリンダーとして形成されている。吐出開口部
は、吐出筐体６の内部空間７から外側に向かって略放射方向に延びている。その際、本実
施形におけるように、吐出開口部の断面の変更が可能である。例えば、型抜き筐体９にお
ける開口部は、ベース筐体８におけるものと異なる断面を有する。型抜き筐体９の交換に
よって、その結果、流出速度、流出量、流出する生地流の形状、およびさらなるパラメー
ターといった流出パラメーターが決定され、および変更されることができる。吐出筐体６
の内側の領域内、特に内部空間７内には、第一の筐体４が設けられている。これは、一ま
たは複数の第一の開口部３を含む。表されている位置において、吐出領域１６内には、第
一の開口部３および吐出開口部５が、互いに隣接して位置しているので、生地１が両方の
開口部を通って通過搬送されることが可能である。第一の筐体４は、ベースフレーム１１
に対して相対的に、基本的に位置を固定して配置されている。吐出筐体６の運動及び／又
は回転の際に、第一の筐体４は基本的に静止したままである。第一の開口部３もまた、基
本的に動かないままであり、及び／又は吐出領域１６の近くに留まる。ポンプ装置２は、
生地１を生地供給部１０から第一の開口部３の方向へと搬送する。本実施形においては、
ポンプはギアポンプとしてまたはギアローラーポンプとして実施されている。その作用方
式は基本的に外歯ギアポンプに相当する。発明に従い、生地を担持体に搬送するのに適し
ている他のポンプもまた意図され得る。例は、ロータリーポンプ、ロータリーピストンポ
ンプ、偏心スクリューポンプ、渦巻きポンプ、フィードスクリュー、ピストンポンプ、ラ
ジアルピストンポンプ、スクリューポンプ、ベーンタイプロータリーポンプ、プロフィー
ルローラーポンプ等である。
【００３１】
　本実施形においては、ミラー反転的に回転する二つの軸１８に設けられた、二つの互い
にかみ合う搬送手段１７が設けられている。これらは、ローラー形状に実施されており、
および、別の第二の搬送手段１７の外形とかみ合せられることが可能である外形を有する
。表された実施形においては、よって、右側の軸１８と右側の搬送手段１７が時計回りに
回転し、生地はポンプ室１９に沿って第一の開口部３の方向へ搬送される。左側の軸は、
反対の方向へと回転し、生地を左側の第一の開口部の方向へと搬送する。そこでこの生地
は、右側の生地流と合流する。搬送手段の回転の際、両方のローラー形状の搬送手段は互
いにかみ合い、これによって搬送手段の間の領域のすき間をふさぐ。
【００３２】
　その結果、生地１は、第一の開口部３から吐出開口部５へと搬送され、その後流出し、
場合によっては担持体１５に到達する。この流出は、しかし、第一の開口部３と吐出開口
部５が隣接して配置されている、及び／又は互いに重なり合うときのみ行われる。第一の
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開口部３が、吐出筐体６によって閉じられている位置では、この開口部を通しての生地１
の搬送及び／又は流出は中断される。吐出筐体を意図的に動かし及び／又は回転させるこ
とによって、および吐出筐体内での吐出開口部の配置によって、生地１を吐出領域１６内
および場合によっては担持体１５へと定期的に搬送し及び／又は吐出させることが可能で
ある。第一の開口部３と吐出開口部５の大きさの選択によって、および移動速度の選択に
よって、特に吐出開口部５が配置されている吐出筐体６の回転速度の選択によって、吐出
時間および吐出速度および別のパラメーターが変更されることが可能である。
【００３３】
　本実施形に従い、生地１はポンプ装置２から第一の筐体を通って搬送される。その際、
第一の筐体は、少なくとも部分的には吐出筐体６の内面に従って形成されており、および
接触面２３に沿ってこれに接触する。技術的背景は、第一の筐体４と吐出筐体６の間の間
隙はふさがれているので、生地はこれを通過することができないことである。開口部の領
域においてのみ、ポンプ装置２によって生地は吐出領域１６内へと搬送されることが可能
である。しかし、吐出開口部５が第一の開口部３の領域中にないという回転位置に吐出筐
体があるとき、吐出開口部５は閉じられ、そして更なる生地がこの開口部を通って搬送さ
れることはない。本実施形に従い、吐出開口部５の一グループが、シリンダー形状の吐出
筐体６の周囲円環に沿って配置されている。その際、形状は、特にこの周囲円環内の開口
部の幅が、各回転位置において少なくとも吐出開口部５の一つのと第一の開口部３とが重
なり合って配置されるように選択される。これは、生地流が完全に中断されるという状況
に至ることなく、ポンプ装置２によって常に生地１が搬送されることが可能であるという
結果を有する。しかし、吐出開口部５のより広い間隔によって、または吐出開口部５の他
の形状によって、生地１の搬送を一時的に完全に停止するということは、本発明思想に一
致する。本実施形においては更に、ポンプ室１９は第一の筐体４によって取り囲まれてい
る。これは多部品式に実施され、上部品２０および下部品２１を有している。ここで上部
品２０および下部品２１が接触する第一の筐体４の分割線２４は、基本的にポンプ室１９
の最も幅の広い領域に延びている。メンテナンスおよび組み立てのため、上部品２０は、
ポンプ装置２の構成に到達するために第一の筐体４から吐出筐体６を分離した後取り外さ
れる。発明に従い、複数の吐出開口部５が、複数の平行に推移する周囲円環に沿って配置
されることが可能である。
【００３４】
　図４は図３同様の断面図を別の回転位置図として表す。装置は、生地１をポンプ装置２
に供給するための生地供給部１０を含んでいる。吐出筐体６は少なくとも一つの吐出開口
部５と共に、好ましくは複数の吐出開口部５と共に可動に配置されている。図４の回転位
置において、第一の筐体４の第一の開口部３は、吐出筐体６により閉じられている。この
位置において、生地は供給部１０から、吐出領域１６中の担持体１５に搬送されない。発
明に従い、生地の搬送が中断されることが意図され得る。
【００３５】
　更に、この図には二つの担持体１５が簡略的に表されている。これらは、搬送面２５に
沿って発明に係る装置を通過し、およびその際吐出領域１６を通り抜ける。担持体１５の
移動方向は、表された実施形においては、左から右に向かって行われる。これによって吐
出筐体６の回転方向は、反時計回りとなる。右側に図示された担持体１５は、吐出領域１
６の後方の位置にある。担持体１５上には、生地１の一部が存在する。この生地は、吐出
領域において発明に係る装置から担持体上へと搬送されたものである。左に配置された担
持体１５は、移動方向において吐出領域１６の前にある。この担持体上には、未だ生地１
は存在しない。
【００３６】
　図５は、発明に係る装置の別の図を示す。その際、第一の開口部３および吐出開口部５
は、これらが互いに重なり合うよう、お互いに位置決めされている。開口部が互いに重な
り合うと、吐出領域１６方向でのポンプ装置２による生地１の搬送が可能である。発明に
従い、吐出筐体６の各回転位置中において少なくとも一つの吐出開口部５が第一の開口部
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３と重なり合うよう配置されているということが意図され得る。これによって生地１が常
に吐出領域の方向に搬送され、その際、吐出領域１６中にある、及び／又は第一の開口部
３の領域にある各吐出開口部を通してのみ搬送が行われる。他の吐出開口部５は第一の筐
体４により閉じられている。それゆえ、互いに平行に設けられる複数の吐出領域の配置に
おいて、吐出領域に存在する全ての吐出開口部５を生地１が通過する。吐出筐体６の回転
によって、個々の吐出開口部の周期的な開口および閉鎖が行われる。吐出筐体６の回転す
る配置によって与えられる別の長所は、生地が吐出領域において基本的に吐出筐体６の接
線方向速度に相当する速度でもって付勢されることである。よって吐出筐体の連続的回転
の際、生地１は一方では搬送による流れ速度で、そして他方では吐出筐体の回転速度でも
って付勢される。特に、移動する担持体１５への生地を載せる際、担持体１５の速度は、
吐出筐体６の速度と、そしてその結果、吐出筐体駆動部１３の制御と同期される及び／又
は合わせられることが可能である。
【００３７】
　図６は、発明に係る装置内で使用するのに適したポンプ装置２の部分の簡略図を示す。
ポンプ装置２は、駆動される軸１８により回転可能である及び／又は駆動される搬送手段
１７を有している。搬送手段１７は、それぞれ対として配置されている。両方の対として
配置される搬送手段１７は、それぞれ一つの軸を中心として反対の方向に回転する。その
際、両方の軸は、互いに平行に推移する。回転運動の際、対として配置される搬送手段１
７は互いにかみ合っている。この為、各搬送手段はコーム部（Ｋａｅｍｍｅ）２７および
除外部（Ｆｒｅｉｓｔｅｌｌｕｎｇｅｎ）２８を有している。コーム部２７および除外部
２８は、一方の搬送手段１７のコーム部２７が他方の搬送手段１７の除外部２８内へとか
み込むよう実施されている。好ましくは、対として配置された搬送手段１７が、二つの歯
車のように、互いに接して回転する。対として配置された搬送手段１７の密なかみ合いに
より、両方の供給手段１７の接触領域は基本的にすき間をふさがれた状態である。搬送す
べき生地の搬送は、図示されていないポンプ室の外側で行われる。この為、上述したよう
に、生地はポンプ室内へと入る。これは除外部２８へと至り、そして搬送手段の回転運動
によってさらに吐出領域の方へと搬送される。本実施形においては、コーム部２７と除外
部２８は、Ｖ字のプロフィル形状に実施されている。しかし、例えばヘリカルギア、平歯
車、波形歯車等の他の実施形もまた本発明思想に一致する。ポンプ装置２の機能方式にと
って重要なのは、対として配置された搬送手段１７の両方のプロフィルが、接触領域のす
き間をふさぎ、かつポンプ室の外側での搬送が可能であるよう互いにかみ合うことである
。
【００３８】
　好ましくはコーム部２７および除外部２８は、丸められた推移を有している。これによ
って搬送すべき生地内のせん断力が低く保たれる。
【００３９】
　更に別の図示されていない実施形においては、それぞれ二つの吐出開口部５及び／又は
二つの吐出領域１６に対して一つのポンプ装置が設けられる。十分な搬送能力のもと、ポ
ンプ装置２から流出する生地流は複数の吐出開口部を通って吐出されることが可能である
。その際、ポンプ装置と吐出領域の間のチャネルは、生地の一様でない分配という先行技
術に相当する短所を克服するために、生地の一様な分配が行われるよう実施されているべ
きである。これは特に、同様な長さおよび形態のチャネルを設けることにより行われる。
この実施形の他の構成は、図１から６の構成に一致する。
【００４０】
　本発明の機能方式は、例えば以下のようである。担持体１５が搬送面２５に沿って互い
に所定の間隔で発明に係る装置に供給される。その際、搬送面は、装置の外側に対して所
定の間隔で推移する。吐出筐体の回転軸は、搬送面２５に対して基本的に平行であり、担
持体１５の搬送方向に対して直角である。その際、吐出筐体６は、第一の筐体４を中心と
して回転し、その際、外側での回転速度は、基本的に担持体１５の移動速度に一致する。
ポンプ装置ごとに、例えば一つの吐出領域１６が設けられる。担持体１５がこの吐出領域
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を通って動くと、吐出筐体駆動部１３の同期およびタイミングによって吐出開口部が担持
体の上に動かされる。担持体１５と吐出開口部５が第一の開口部３の領域にある、または
下にあるとき、生地１はポンプ装置２によって担持体１５上へと搬送される。担持体１５
の更なる前進移動および吐出筐体５の更なる回転の際に、生地流は吐出筐体の縁部によっ
て切断される、または刈り取られ、および吐出開口部５は第一の筐体４により閉じられる
。その際、第一の開口部の縁部は、吐出開口部の切断動作の対向カッターとして作用する
。当該吐出開口部５を通しての生地の搬送は停止され、そして生地１と接触させられた担
持体１５は搬送面２５に沿ってさらに移動させられる。その間、後続する担持体が吐出領
域に供給される。後続する担持体と、後続する吐出開口部が第一の開口部の領域にあると
き、後続する担持体上にも生地が搬送される。このようにして、移動方向において互いに
並んだ複数の担持体が生地を供給される。その際、担持体の間隔は、基本的に吐出筐体に
おける吐出開口部の間隔に一致する。
【００４１】
　処理すべき担持体のスループットを向上するために、担持体１５の搬送方向に沿って相
並んだ複数の吐出領域１６が配置される。担持体は、これら別の平行な吐出領域をも通過
し、そしてその際、生地１を塗布される。吐出領域ごとに、好ましくは、一つの独自のポ
ンプ装置２と一つの独自のグループの吐出開口部５が設けられる。
【００４２】
　ポンプ装置および全装置の発明に係る形態によって、吐出領域ごとに約６００から８０
０の担持体が毎分生地を塗布される、または供給されることが可能である。基本的に、本
発明は平行に配置された吐出領域の数量において制限を受けない。それでもやはり、好ま
しくは約４から１０の吐出領域が装置ごとに設けられることが可能である。その際、ポン
プ装置２の搬送手段１７は、各通過する軸によって駆動される。吐出筐体６及び／又は第
一の筐体４もまた、平行に配置された全ての吐出領域にわたって延在する。さらに、好ま
しくは、全装置に対して一つの中央の生地供給部１０が設けられる。
【符号の説明】
【００４３】
１．   生地
２．   ポンプ装置
３．   第一の開口部
４．   第一の筐体
５．   吐出開口部
６．   吐出筐体
７．   内部空間
８．   ベース筐体
９．   型抜き筐体
１０． 生地供給部
１１． ベースフレーム
１２． ポンプ駆動部
１３． 吐出筐体駆動部
１４． 第二のギア
１５． 担持体
１６． 吐出領域
１７． 搬送手段
１８． 軸
１９． ポンプ室
２０． 第一の筐体の上部品
２１． 第一の筐体の下部品
２２． ポンプギア
２３． 接触面
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２４． 分割線
２５． 搬送面
２６． 周囲円環
２７． コーム部
２８． 除外部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４－５】

【図６】
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【手続補正書】
【提出日】平成26年10月1日(2014.10.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、特に食料品、および食用の製品の為の、例えばクリーム、チョコレートクリ
ーム、生地等といった、粘性があり、強粘度で、泡立てられた、及び／又はペースト状の
生地のような、ポンプ圧送可能な生地の計量および搬送の為の装置、並びに、吐出領域に
ある、場合によっては移動する担持体にポンプ圧送可能な生地の計量された吐出を行うた
めの装置であって、吐出筐体中に設けられ、および第一の筐体に対する位置決めによって
閉鎖可能である吐出開口部を通して生地を搬送するためのポンプ装置を有する装置に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　同様な装置は、特に食料品の領域において長年公知であり、様々な実施形で公開されて
いる。
【０００３】
　当該方式の装置は、例えば、チョコレートクリーム等のような粘性の生地を、クッキー
のような食用の担持体上に載せるため、および場合によって第二の担持体によってカバー
するために使用される。これらのような、専門家内では「サンドイッチクッキー」として
称され、公知である食用の製品は、長い間、大量に製造されてきた。これら多くの数量を
効率よく製造することができるためには、粘性の生地を担持体上に迅速かつ正確に置くこ
とが必要である。
【０００４】
　このため例えば、ポンプが生地を供給部を介してシリンダー形状の筐体に供給する装置
が公知である。この中には、チャネルが存在しており、これらチャネルを通じて生地が外
に向かって担持体上へと導かれる。シリンダー形状の筐体の外側の領域には、中空シリン
ダーが設けられている。この中空シリンダーは、シリンダー形状の筐体を基本的に取り囲
み、そしてこの周りを回転可能に配置されている。中空シリンダーは、さらに開口部を有
している。この開口部を通してクリームが流出可能である。開口部は、例えば周囲に一様
に分配されているが、しかし中空シリンダー形状の筐体により規則的な間隔で中断されて
いる。ポンプ装置によって生地がシリンダー形状の筐体内へと導かれると、この生地は、
中空シリンダーの供給チャネルと開口部が重ね合わされている、または少なくとも部分的
に互いに重なり合っているときのみシリンダーから流出することが可能である。担持体、
例えばクッキーは、搬送装置上で装置の下方を通りすぎる。クッキーの速度は、その際基
本的に、回転するシリンダー形状の筐体の外側速度に一致する。
【０００５】
　生地を載せる速度と搬送性能は、その際特に、載せるべき生地の可塑性と粘性によって
定められる。処理すべきクッキーの時間単位ごとの数量およびスループット（処理量）を
向上させるために、シリンダー形状の筐体内に複数の開口部が相並んで設けられている。
その際、中央の供給部は、載せるべき生地を個々のクリーム吐出開口部に供給する。この
先行技術に相当する構造の短所は、分配システムおよび中央の供給部から分岐するクリー
ム配管に基づいて、載置および生地の分配が不均等となるということである。これら不均
等性は、多くの不良品を生む結果となり、このことはその結果、製造工程の効率に悪影響
を有する。
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の課題は、例えばクリーム、チョコレートクリーム、生地等といった、粘性のあ
る、強粘性の、泡立てられた、及び／又はペースト状の生地の計量のためおよび搬送の為
の装置であって、可能な限り高い生地スループットを、精密かつ正確な計量のもと担持体
上へと搬送する装置であり、簡単かつコスト面で安価に構築され、メンテナンスが容易で
あり、洗浄性が容易であり、柔軟に適用でき、及び／又は、特に粘性の生地を載せるため
の開口部の選択が柔軟である装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　発明に係る課題は、吐出筐体が一つの内部空間を含んでおり、及び／又は有しているこ
と、および内部空間内にポンプ装置が設けられていることによって解決される。
【０００８】
　発明に係る別の特徴は、吐出筐体内に、少なくとも一つの吐出開口部が設けられている
こと、および生地を吐出領域にある担持体上へと吐出するために、第一の開口部および吐
出開口部が重ね合わされた、または互いに重なり合って配置されていること、吐出筐体が
一つの基本的に中空シリンダー形状のベース形状を有し、このベース形状が、内部空間を
少なくとも部分的に取り囲んでいること、吐出筐体が第一の筐体の周りおよびポンプ装置
の周りを回転するよう配置されていること、及び／又は、回転軸が、吐出筐体及び／又は
内部空間の対称軸に基本的に一致することである。
【０００９】
　さらに本発明に係る装置は、吐出筐体内に周囲円環に沿って複数の吐出開口部が設けら
れていること、吐出筐体のその外側における接線方向速度が、担持体の移動速度に基本的
に一致すること、第一の筐体が、中空シリンダー形状の吐出筐体の内部空間の内側に基本
的に合うよう形成されていること、及び／又は吐出開口部が、吐出領域の外側で第一の筐
体により閉じられることにおいて際立っている。
【００１０】
　更に発明に従い、複数の吐出領域が平行に配置されること、吐出領域ごとに一つのグル
ープの吐出開口部が配置されること、その際一つのグループの各吐出開口部が、吐出筐体
の移動によって各吐出領域内へと逐次移動可能であること、一つのグループの吐出開口部
が夫々吐出筐体の一つの周囲円環に沿って配置されていること、複数の吐出領域が設けら
れていること、周囲円環が基本的に互いに平行に推移すること、および周囲円環が少なく
とも部分的に各一つの吐出領域を通り抜けること、及び／又は、吐出領域ごと、吐出開口
部のグループごと、及び／又は周囲円環ごとに、一つのポンプ装置が設けられることが意
図され得る。
【００１１】
　発明に係る特徴は、吐出筐体が複数のグループの吐出開口部と一つのシリンダー形状の
内部空間を有すること、一つのグループの吐出開口部が、吐出筐体の周囲円環に沿って配
置されていること、内部空間内に、吐出開口部のグループごとに一つのポンプ装置が設け
られており、このポンプ装置が生地を生地供給部から第一の開口部へと搬送すること、吐
出筐体が、ポンプ装置の周りおよび第一の筐体の周りを回転可能に配置されていること、
第一の開口部と吐出開口部が互いに少なくとも重なり合っているときに、吐出領域内への
生地の搬送が行なわれること、及び／又は、当該吐出開口部（５）を通しての搬送が、こ
れが第一の筐体によって閉じられるとき、停止されることでもある。
【００１２】
　その上、ポンプ装置が、駆動される供給手段を含んでいること、および供給手段が、場
合によって軸を介してポンプ駆動部によって駆動されること、少なくとも二つのポンプ装
置、好ましくは全てのポンプ装置が同一のポンプ駆動部によって、及び／又は同一の軸に
よって駆動されること、吐出筐体の回転の為に一つの吐出筐体駆動部が設けられているこ
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と、及び／又は、ポンプ装置の駆動と、吐出筐体の駆動が別々に行われる、または別々に
制御可能に行われることが、意図され得る。
【００１３】
　本発明において、各個々の吐出箇所への生地の供給が、一つの独自のポンプ装置により
実施されることは有利である。これによって、吐出箇所における生地のスループットは一
定となり、場合によっては起こり得る分配チャネルの流れ挙動の影響を大幅に受けないこ
ととなる。好ましくは平行に接続されている個々のポンプ装置が、唯一の駆動部により駆
動可能である、及び／又は駆動されると有利である。
【００１４】
　その際、第一の開口部は、各適用形に応じてさまざまに形成される。例えば克服しなけ
ればならない抵抗をできる限り低くするために、第一の開口部によって形成されるチャネ
ルを短く形成することは、有利であり得る。さらには、例えば生地の一様な流れプロフィ
ルを達成するために、開口部によって形成されるチャネルが、所定の長さおよび所定の形
状を有することが可能である。
【００１５】
　生地を担持体上に迅速かつ正確に載せる為に、本発明に従い、生地の載置が、担持体が
動いている際にも行われることは有利である。特に、薄壁の焼いた食品類等のような、も
ろいまたは壊れやすい担持体においては、担持体の迅速な停止および発進は、限られた状
況でのみ可能である。本発明に係る装置は、移動する担持体、同様に移動する担持体、不
規則に移動する担持体への載置を可能とし、そして停止している担持体へも載置を可能と
する。単位時間ごとの処理可能な担持体のスループットを向上させるために、本発明に係
る装置は更に、生地を複数の担持体上へ同時に搬送するのに適している。吐出領域ごと各
一つのポンプ装置の配置によって、相並んで平行に配置される吐出領域の数量は柔軟に選
択可能である。
【００１６】
　吐出開口部を有する吐出筐体は、本発明に係る装置において複数の機能を充足する。こ
れら機能は有利には相互作用する。
【００１７】
　吐出筐体は、吐出領域の回転平面内に、少なくとも一つ、好ましくは複数の吐出開口部
を有している。生地が、吐出開口部を通って搬送されることができるよう、これらは少な
くとも重なり合うか、しかしまたは、第一の筐体の第一の開口部によりカバーされて配置
される必要がある。吐出開口部の移動の際、よって生地は、少なくとも第一の開口部との
重なり合いが存在する限り、吐出開口部を通って搬送され、そして、第一の開口部との重
なり合いがもはや存在しなくなるとすぐに停止される。これによって、各吐出開口部は、
第一の開口部と重なり合ったときのみ、生地が通過する。吐出開口部のエッジ部または縁
部は、切断エッジ部として作用する。この切断エッジ部は、搬送される生地流を切断する
。その際、第一の開口部の縁部は、吐出開口部の切断動作の対向カッターとして作用する
。
【００１８】
　吐出筐体により実施される別の機能は、吐出領域における生地の移動である。特に、移
動する担持体において生地は正確に担持体上に配置される必要がある。担持体の移動方向
に対して基本的に平行に推移する移動成分は、少なくとも部分的に、好ましくは完全に吐
出筐体によって生じさせられる。よって本発明の好ましい実施形に従い、吐出筐体の周囲
速度は、吐出領域における担持体の移送速度に基本的に一致する。
【００１９】
　好ましい適用形および実施形において、発明に係る装置はサンドイッチクッキーの工業
的製造に適している。これは、装置が機械制御部によって制御可能であること、および装
置が生産ライン中で「インライン」に使用されることを含む。さらにこの実施形に従い、
装置は食用の製品の搬送および製造に適している。この適用形は、本発明のすべての開示
された実施形に対して有効である。
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【００２０】
　内部空間という名称は、装置自身が中空の空間を有しているということを必ずしも意味
しない点、注意されたい。むしろ吐出筐体が内部空間を有しており、この内部空間内に好
ましくは、本発明に係る装置の別のコンポーネントが設けられる。よって、組み立てられ
、使用の準備ができた状態において、内部空間は、例えばポンプ装置や、ポンプ圧送可能
な生地といった別のコンポーネントによって少なくとも部分的に満たされている。
【００２１】
　以下に、発明に係る装置を具体的実施例に基づきさらに説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】発明に係る装置の重要な部分の簡略斜視図。
【図２】発明に係る装置の一つの実施形の簡略長手方向断面図
【図３】発明に係る装置の回転面または放射方向面に沿った簡略断面図。
【図４】発明に係る装置の回転面または放射方向面に沿った簡略断面図。
【図５】発明に係る装置の回転面または放射方向面に沿った簡略断面図。
【図６】ポンプ装置の部分の詳細図。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　図１は、発明に係る装置の重要な部分の簡略斜視図を示す。その際、吐出筐体６はベー
スフレーム１１に回転可能に支承され、そして吐出筐体駆動部１３および吐出筐体ギア１
４によって駆動可能である及び／又は駆動される。吐出筐体６中には、吐出開口部５が設
けられている。更に吐出筐体６は、一つのベース筐体８および一または複数の型抜き筐体
９を含んでいる。型抜き筐体９とベース筐体８は、一体式に形成されているか、または、
本実施形におけるように、別体式であるが互いに接続された筐体として形成されているこ
とが可能である。さらに、ポンプ装置及び／又はポンプ装置２の可動部分を駆動するため
のポンプ駆動部１２が設けられている。ポンプ装置は、当該実施形においては、吐出筐体
６の内部空間７内に位置する。ポンプ装置２は、生地１を生地供給部１０から吐出開口部
５へと供給し、引き続いて一または複数の担持体１５へと供給する。開口部５を介して放
出される生地を収容するために、担持体は、（ここでは図示されていないが）発明に係る
装置の脇を通過する。
【００２４】
　型抜き筐体９は、吐出開口部５を含んでいる。吐出開口部５は、様々な形状を有するこ
とが可能である。本実施形においては、吐出開口部５は、複数の部分開口部を含んでいる
。これらは、星形に配置され、そしてその中央に十字形上のウェブを有している。生地が
通過することにより、流出開口部５の形状の形態に応じて生地流は分割される、または吐
出領域において再び合流されることが可能である。例えば流体状の生地においては、流体
の担持体上への合流が可能である。
【００２５】
　このため、本実施形においては、シリンダー形状の筐体として形成される吐出筐体６が
回転する。定義された位置において、特に、定義された回転位置において、吐出筐体６の
吐出開口部が、第一の筐体４の第一の開口部３の領域または上に位置する。装置のこの位
置において、ポンプ圧送された生地が互いに重なり合う開口部３，５を通って流れ出すこ
とができる。有利には、吐出領域に存在する吐出開口部を除いて吐出筐体の全ての吐出開
口部を第一の筐体が閉じる。
【００２６】
　ポンプ装置２は、その際、生地供給部と吐出領域の間に配置される。その際、生地がポ
ンプ装置２と担持体１５の間で進む経路は短く保たれている。
【００２７】
　吐出筐体に沿って、吐出開口部５のグループが複数設けられている。これらは、互いに
平行に配置された、吐出筐体の周囲円環に沿って配置されている。本実施形においては、
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吐出開口部５の４つのグループが４つの周囲円環２６に沿って設けられている。
【００２８】
　図２は、本発明に係る装置の一つの実施形の長手方向断面図を示す。生地１は、ポンプ
装置２によって生地提供部１０から吐出領域１６へと、および場合によっては担持体１５
へと搬送される。本実施形においては４つのポンプ装置が設けられている。これらは、そ
れぞれ、生地供給部１０への接続チャネルを有している。接続チャネルを通じて、生地が
ポンプ装置２によって吸引され、そして吐出開口部５を通って搬送される。有利には、す
べての実施例において生地１が、図示されていない供給ポンプによって生地供給部１０へ
とポンプ圧送される。さらに中央の生地供給部１０が設けられている。この生地供給部は
、すべてのポンプ装置２を供給する。その際、ポンプ装置は、流れ技術上、生地供給部１
０と吐出領域の間に配置されている。ポンプ装置ごとに一つの部分生地流が、各第一の開
口部３または各吐出開口部５を通って搬送される。４つの平行な吐出領域１６が、これに
よってスループット（処理量）の四倍化を可能とする。中央の生地供給部１０の有利な配
置と、吐出領域１６ごとに各一つのポンプ装置２を設けることによって、生地流は、各吐
出領域１６内で基本的に同じになる、または各ポンプ装置によって定められる。短い経路
、特に生地供給部１０とポンプ装置２と吐出領域１６または各吐出開口部５の間の短い経
路によって、流れの抵抗が最小とされる。インレットの特別な形状によって、特に第一の
開口部３の造形によって、ポンプ装置２と吐出開口部５の間の生地の流れプロフィルが影
響を受けることが可能である。図３から５におけるポンプ装置２は、夫々搬送手段１７を
含んでいる。この搬送手段は、本実施形においては、互いにかみ合う表面を有するローラ
ー形状の筐体として形成されている。搬送手段１７、特にローラーは、軸１８により駆動
される。本実施形においては、一つの軸１８により各四つの搬送手段が駆動される。各他
の軸と反対の方向に回転する第二の軸１８が、同様に四つの搬送手段１７を設けられてい
る。両軸は、ポンプ駆動部１２により駆動される。駆動部の回転動作を複数の軸に伝達す
るために、場合によっては、ポンプギア２２が設けられる。しかし発明にしたがい、他の
ポンプ装置を選択することによって、互いに隣接して配置される複数の吐出領域に生地１
を供給するのに唯一の軸で十分であるということも意図され得る。
【００２９】
　第一の筐体４、生地供給部１０およびポンプ室１９は基本的に位置を固定して配置され
、及び／又は、少なくとも間接的にベースフレーム１１と接続される。吐出筐体６は、上
述した部材４，１０および１９を中心として回転するよう配置されており、および吐出筐
体駆動部１３によって駆動される。吐出筐体６の回転の回転軸は、シリンダー形状の吐出
筐体の主延在軸に基本的に一致する。特に、シリンダー形状の内部空間７回転軸と、吐出
筐体６の回転軸は一致する。これによって吐出筐体６の回転の際、第一の筐体４と吐出筐
体６の間の接触面２３に沿って滑るような接触がある。
【００３０】
　図３は、発明に係る装置の回転軸に沿った、及び／又はシリンダー形状の吐出筐体６の
周囲円環に沿った断面図の簡略図を示す。その際、ベースフレーム１１には、吐出開口部
５の１つのグループを有する吐出筐体６が可動式に配置されている。吐出筐体６は、一つ
のベース筐体８と一つの型抜き筐体９を含んでいる。本実施形においては、ベース筐体８
と型抜き筐体９は、同軸に配置された中空シリンダーとして形成されている。吐出開口部
は、吐出筐体６の内部空間７から外側に向かって略放射方向に延びている。その際、本実
施形におけるように、吐出開口部の断面の変更が可能である。例えば、型抜き筐体９にお
ける開口部は、ベース筐体８におけるものと異なる断面を有する。型抜き筐体９の交換に
よって、その結果、流出速度、流出量、流出する生地流の形状、およびさらなるパラメー
ターといった流出パラメーターが決定され、および変更されることができる。吐出筐体６
の内側の領域内、特に内部空間７内には、第一の筐体４が設けられている。これは、一ま
たは複数の第一の開口部３を含む。表されている位置において、吐出領域１６内には、第
一の開口部３および吐出開口部５が、互いに隣接して位置しているので、生地１が両方の
開口部を通って通過搬送されることが可能である。第一の筐体４は、ベースフレーム１１
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に対して相対的に、基本的に位置を固定して配置されている。吐出筐体６の運動及び／又
は回転の際に、第一の筐体４は基本的に静止したままである。第一の開口部３もまた、基
本的に動かないままであり、及び／又は吐出領域１６の近くに留まる。ポンプ装置２は、
生地１を生地供給部１０から第一の開口部３の方向へと搬送する。本実施形においては、
ポンプはギアポンプとしてまたはギアローラーポンプとして実施されている。その作用方
式は基本的に外歯ギアポンプに相当する。発明に従い、生地を担持体に搬送するのに適し
ている他のポンプもまた意図され得る。例は、ロータリーポンプ、ロータリーピストンポ
ンプ、偏心スクリューポンプ、渦巻きポンプ、フィードスクリュー、ピストンポンプ、ラ
ジアルピストンポンプ、スクリューポンプ、ベーンタイプロータリーポンプ、プロフィー
ルローラーポンプ等である。
【００３１】
　本実施形においては、ミラー反転的に回転する二つの軸１８に設けられた、二つの互い
にかみ合う搬送手段１７が設けられている。これらは、ローラー形状に実施されており、
および、別の第二の搬送手段１７の外形とかみ合せられることが可能である外形を有する
。表された実施形においては、よって、右側の軸１８と右側の搬送手段１７が時計回りに
回転し、生地はポンプ室１９に沿って第一の開口部３の方向へ搬送される。左側の軸は、
反対の方向へと回転し、生地を左側の第一の開口部の方向へと搬送する。そこでこの生地
は、右側の生地流と合流する。搬送手段の回転の際、両方のローラー形状の搬送手段は互
いにかみ合い、これによって搬送手段の間の領域のすき間をふさぐ。
【００３２】
　その結果、生地１は、第一の開口部３から吐出開口部５へと搬送され、その後流出し、
場合によっては担持体１５に到達する。この流出は、しかし、第一の開口部３と吐出開口
部５が隣接して配置されている、及び／又は互いに重なり合うときのみ行われる。第一の
開口部３が、吐出筐体６によって閉じられている位置では、この開口部を通しての生地１
の搬送及び／又は流出は中断される。吐出筐体を意図的に動かし及び／又は回転させるこ
とによって、および吐出筐体内での吐出開口部の配置によって、生地１を吐出領域１６内
および場合によっては担持体１５へと定期的に搬送し及び／又は吐出させることが可能で
ある。第一の開口部３と吐出開口部５の大きさの選択によって、および移動速度の選択に
よって、特に吐出開口部５が配置されている吐出筐体６の回転速度の選択によって、吐出
時間および吐出速度および別のパラメーターが変更されることが可能である。
【００３３】
　本実施形に従い、生地１はポンプ装置２から第一の筐体を通って搬送される。その際、
第一の筐体は、少なくとも部分的には吐出筐体６の内面に従って形成されており、および
接触面２３に沿ってこれに接触する。技術的背景は、第一の筐体４と吐出筐体６の間の間
隙はふさがれているので、生地はこれを通過することができないことである。開口部の領
域においてのみ、ポンプ装置２によって生地は吐出領域１６内へと搬送されることが可能
である。しかし、吐出開口部５が第一の開口部３の領域中にないという回転位置に吐出筐
体があるとき、吐出開口部５は閉じられ、そして更なる生地がこの開口部を通って搬送さ
れることはない。本実施形に従い、吐出開口部５の一グループが、シリンダー形状の吐出
筐体６の周囲円環に沿って配置されている。その際、形状は、特にこの周囲円環内の開口
部の幅が、各回転位置において少なくとも吐出開口部５の一つのと第一の開口部３とが重
なり合って配置されるように選択される。これは、生地流が完全に中断されるという状況
に至ることなく、ポンプ装置２によって常に生地１が搬送されることが可能であるという
結果を有する。しかし、吐出開口部５のより広い間隔によって、または吐出開口部５の他
の形状によって、生地１の搬送を一時的に完全に停止するということは、本発明思想に一
致する。本実施形においては更に、ポンプ室１９は第一の筐体４によって取り囲まれてい
る。これは多部品式に実施され、上部品２０および下部品２１を有している。ここで上部
品２０および下部品２１が接触する第一の筐体４の分割線２４は、基本的にポンプ室１９
の最も幅の広い領域に延びている。メンテナンスおよび組み立てのため、上部品２０は、
ポンプ装置２の構成に到達するために第一の筐体４から吐出筐体６を分離した後取り外さ
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れる。発明に従い、複数の吐出開口部５が、複数の平行に推移する周囲円環に沿って配置
されることが可能である。
【００３４】
　図４は図３同様の断面図を別の回転位置図として表す。装置は、生地１をポンプ装置２
に供給するための生地供給部１０を含んでいる。吐出筐体６は少なくとも一つの吐出開口
部５と共に、好ましくは複数の吐出開口部５と共に可動に配置されている。図４の回転位
置において、第一の筐体４の第一の開口部３は、吐出筐体６により閉じられている。この
位置において、生地は供給部１０から、吐出領域１６中の担持体１５に搬送されない。発
明に従い、生地の搬送が中断されることが意図され得る。
【００３５】
　更に、この図には二つの担持体１５が簡略的に表されている。これらは、搬送面２５に
沿って発明に係る装置を通過し、およびその際吐出領域１６を通り抜ける。担持体１５の
移動方向は、表された実施形においては、左から右に向かって行われる。これによって吐
出筐体６の回転方向は、反時計回りとなる。右側に図示された担持体１５は、吐出領域１
６の後方の位置にある。担持体１５上には、生地１の一部が存在する。この生地は、吐出
領域において発明に係る装置から担持体上へと搬送されたものである。左に配置された担
持体１５は、移動方向において吐出領域１６の前にある。この担持体上には、未だ生地１
は存在しない。
【００３６】
　図５は、発明に係る装置の別の回転位置を示す。その際、第一の開口部３および吐出開
口部５は、これらが互いに重なり合うよう、お互いに位置決めされている。開口部が互い
に重なり合うと、吐出領域１６方向でのポンプ装置２による生地１の搬送が可能である。
発明に従い、吐出筐体６の各回転位置中において少なくとも一つの吐出開口部５が第一の
開口部３と重なり合うよう配置されているということが意図され得る。これによって生地
１が常に吐出領域の方向に搬送され、その際、吐出領域１６中にある、及び／又は第一の
開口部３の領域にある各吐出開口部を通してのみ搬送が行われる。他の吐出開口部５は第
一の筐体４により閉じられている。それゆえ、互いに平行に設けられる複数の吐出領域の
配置において、吐出領域に存在する全ての吐出開口部５を生地１が通過する。吐出筐体６
の回転によって、個々の吐出開口部の周期的な開口および閉鎖が行われる。吐出筐体６の
回転する配置によって与えられる別の長所は、生地が吐出領域において基本的に吐出筐体
６の接線方向速度に相当する速度でもって付勢されることである。よって吐出筐体の連続
的回転の際、生地１は一方では搬送による流れ速度で、そして他方では吐出筐体の回転速
度でもって付勢される。特に、移動する担持体１５への生地を載せる際、担持体１５の速
度は、吐出筐体６の速度と、そしてその結果、吐出筐体駆動部１３の制御と同期される及
び／又は合わせられることが可能である。
【００３７】
　図６は、発明に係る装置内で使用するのに適したポンプ装置２の部分の簡略図を示す。
ポンプ装置２は、駆動される軸１８により回転可能である及び／又は駆動される搬送手段
１７を有している。搬送手段１７は、それぞれ対として配置されている。両方の対として
配置される搬送手段１７は、それぞれ一つの軸を中心として反対の方向に回転する。その
際、両方の軸は、互いに平行に推移する。回転運動の際、対として配置される搬送手段１
７は互いにかみ合っている。この為、各搬送手段はコーム部（Ｋａｅｍｍｅ）２７および
除外部（Ｆｒｅｉｓｔｅｌｌｕｎｇｅｎ）２８を有している。コーム部２７および除外部
２８は、一方の搬送手段１７のコーム部２７が他方の搬送手段１７の除外部２８内へとか
み込むよう実施されている。好ましくは、対として配置された搬送手段１７が、二つの歯
車のように、互いに接して回転する。対として配置された搬送手段１７の密なかみ合いに
より、両方の供給手段１７の接触領域は基本的にすき間をふさがれた状態である。搬送す
べき生地の搬送は、図示されていないポンプ室の外側で行われる。この為、上述したよう
に、生地はポンプ室内へと入る。これは除外部２８へと至り、そして搬送手段の回転運動
によってさらに吐出領域の方へと搬送される。本実施形においては、コーム部２７と除外
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部２８は、Ｖ字のプロフィル形状に実施されている。しかし、例えばヘリカルギア、平歯
車、波形歯車等の他の実施形もまた本発明思想に一致する。ポンプ装置２の機能方式にと
って重要なのは、対として配置された搬送手段１７の両方のプロフィルが、接触領域のす
き間をふさぎ、かつポンプ室の外側での搬送が可能であるよう互いにかみ合うことである
。
【００３８】
　好ましくはコーム部２７および除外部２８は、丸められた推移を有している。これによ
って搬送すべき生地内のせん断力が低く保たれる。
【００３９】
　更に別の図示されていない実施形においては、それぞれ二つの吐出開口部５及び／又は
二つの吐出領域１６に対して一つのポンプ装置が設けられる。十分な搬送能力のもと、ポ
ンプ装置２から流出する生地流は複数の吐出開口部を通って吐出されることが可能である
。その際、ポンプ装置と吐出領域の間のチャネルは、生地の一様でない分配という先行技
術に相当する短所を克服するために、生地の一様な分配が行われるよう実施されているべ
きである。これは特に、同様な長さおよび形態のチャネルを設けることにより行われる。
この実施形の他の構成は、図１から６の構成に一致する。
【００４０】
　本発明の機能方式は、例えば以下のようである。担持体１５が搬送面２５に沿って互い
に所定の間隔で発明に係る装置に供給される。その際、搬送面は、装置の外側に対して所
定の間隔で推移する。吐出筐体の回転軸は、搬送面２５に対して基本的に平行であり、担
持体１５の搬送方向に対して直角である。その際、吐出筐体６は、第一の筐体４を中心と
して回転し、その際、外側での回転速度は、基本的に担持体１５の移動速度に一致する。
ポンプ装置ごとに、例えば一つの吐出領域１６が設けられる。担持体１５がこの吐出領域
を通って動くと、吐出筐体駆動部１３の同期およびタイミングによって吐出開口部が担持
体の上に動かされる。担持体１５と吐出開口部５が第一の開口部３の領域にある、または
下にあるとき、生地１はポンプ装置２によって担持体１５上へと搬送される。担持体１５
の更なる前進移動および吐出筐体６の更なる回転の際に、生地流は吐出開口部の縁部によ
って切断される、または刈り取られ、および吐出開口部５は第一の筐体４により閉じられ
る。その際、第一の開口部の縁部は、吐出開口部の切断動作の対向カッターとして作用す
る。当該吐出開口部５を通しての生地の搬送は停止され、そして生地１と接触させられた
担持体１５は搬送面２５に沿ってさらに移動させられる。その間、後続する担持体が吐出
領域に供給される。後続する担持体と、後続する吐出開口部が第一の開口部の領域にある
とき、後続する担持体上にも生地が搬送される。このようにして、移動方向において互い
に並んだ複数の担持体が生地を供給される。その際、担持体の間隔は、基本的に吐出筐体
における吐出開口部の間隔に一致する。
【００４１】
　処理すべき担持体のスループットを向上するために、担持体１５の搬送方向に沿って相
並んだ複数の吐出領域１６が配置される。担持体は、これら別の平行な吐出領域をも通過
し、そしてその際、生地１を塗布される。吐出領域ごとに、好ましくは、一つの独自のポ
ンプ装置２と一つの独自のグループの吐出開口部５が設けられる。
【００４２】
　ポンプ装置および全装置の発明に係る形態によって、吐出領域ごとに約６００から８０
０の担持体が毎分生地を塗布される、または供給されることが可能である。基本的に、本
発明は平行に配置された吐出領域の数量において制限を受けない。それでもやはり、好ま
しくは約４から１０の吐出領域が装置ごとに設けられることが可能である。その際、ポン
プ装置２の搬送手段１７は、各通過する軸によって駆動される。吐出筐体６及び／又は第
一の筐体４もまた、平行に配置された全ての吐出領域にわたって延在する。さらに、好ま
しくは、全装置に対して一つの中央の生地供給部１０が設けられる。
【符号の説明】
【００４３】
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１．   生地
２．   ポンプ装置
３．   第一の開口部
４．   第一の筐体
５．   吐出開口部
６．   吐出筐体
７．   内部空間
８．   ベース筐体
９．   型抜き筐体
１０． 生地供給部
１１． ベースフレーム
１２． ポンプ駆動部
１３． 吐出筐体駆動部
１４． 第二のギア
１５． 担持体
１６． 吐出領域
１７． 搬送手段
１８． 軸
１９． ポンプ室
２０． 第一の筐体の上部品
２１． 第一の筐体の下部品
２２． ポンプギア
２３． 接触面
２４． 分割線
２５． 搬送面
２６． 周囲円環
２７． コーム部
２８． 除外部
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