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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　接着性のある薄いバンドを切断する切断装置であって、
　上カッタ及び下カッタと、
　切断すべきバンド区分を引き通す引張り装置と、
　バンドを固定するための、磁石条片を有する、バンドの上側に載着可能な押えと、
を備え、
　前記磁石条片は、直接、バンド内に含まれる金属要素か、又はバンドの下に配置され、
前記下カッタに上方から係合する、鉛直方向に移動可能な締付け条片と協働して、バンド
の先行縁部を前記引張り装置の把持区分による把持のために持ち上げ可能とし、前記磁石
条片は、バンドを押える位置でバンドを上方から直接前記下カッタ又は前記締付け条片に
圧着するようになっている、切断装置において、
　前記押え（７）に、前記引張り装置（４）に向かう方向で前記磁石条片（８）の先に配
置される押え条片（２０）が設けられており、該押え条片（２０）に対して相対的に、前
記磁石条片（８）は鉛直方向に移動可能であり、
　前記押え条片（２０）は、前記押え（７）の下降時にバンド（６）に向かって先行して
バンド（６）を圧下し、その後で初めて前記磁石条片（８）は、バンド（６）に向かって
移動し、
　前記押え（７）は、駆動要素（１５）を有する駆動装置（９）を介して鉛直方向に停止
位置から、前記押え条片（２０）、場合によっては両方の前記押え条片（２０，２１）が
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バンド（６）に載着する作業位置へと移動可能であり、
　前記駆動装置（９）は、前記押え（７）が、縁部（３１）を持ち上げるための持上げ及
び前記引張り装置（４）の前記把持区分（５）の接近がなされた後、縁部（３１）を前記
把持区分（５）のクランプアーム（３２）上に載置するために再び下降可能であるように
形成されている、
ことを特徴とする、接着性のある薄いバンドを切断する切断装置。
【請求項２】
　前記磁石条片（８）の他方の側にも第２の押え条片（２１）が設けられており、該第２
の押え条片（２１）も先行して、第１の前記押え条片（２０）とともにバンド（６）に作
用する、請求項１記載の切断装置。
【請求項３】
　前記押え条片（２０）は、及び場合によっては前記第２の押え条片（２１）も、バンド
（６）の全幅にわたってバンド（６）上に載着するか、又はバンド（６）に部分的にのみ
載着する、請求項１又は２記載の切断装置。
【請求項４】
　前記駆動装置（９）は、複数のローラ（１２，１３）を介して作動する少なくとも１つ
のベルト（１１）又はチェーンと、前記ローラ（１２，１３）の１つ（１２）を駆動する
少なくとも１つの駆動要素（１４）とを有するベルトドライブ又はチェーンドライブ（１
０）を有し、
　前記押え（７）は、リニアガイド（１７）を介して鉛直方向に移動可能に支持され、前
記ベルト（１０）又はチェーンに連結されている、請求項１記載の切断装置。
【請求項５】
　前記押え（７）の両側に配置されている２つの前記ベルトドライブ又はチェーンドライ
ブ（１０）を備え、両方の前記ベルトドライブ又はチェーンドライブ（１０）の２つのロ
ーラ（１２）は、軸（１６）を介して互いに結合されており、互いに結合された前記ロー
ラ（１２）のうちの一方のみが、前記駆動要素（１４）に連結されている、請求項４記載
の切断装置。
【請求項６】
　前記駆動装置（９）は、少なくとも１つのねじ山付きスピンドルドライブを有し、該ね
じ山付きスピンドルドライブは、前記駆動要素を介して駆動可能なねじ山付きスピンドル
と、該ねじ山付きスピンドルに沿って鉛直方向に作動するナットとを有し、
　前記押えは、リニアガイドを介して鉛直方向に移動可能に支持され、前記ナットに連結
されている、請求項１記載の切断装置。
【請求項７】
　前記押え（７）の両側に配置されている２つの前記ねじ山付きスピンドルドライブを備
え、前記ねじ山付きスピンドルの各々は、個別の駆動要素を介して駆動可能であり、両方
の前記駆動要素は同期化されている、請求項６記載の切断装置。
【請求項８】
　前記駆動要素（１４）又は前記駆動要素の各々はサーボモータ（１５）である、請求項
４から７までのいずれか１項記載の切断装置。
【請求項９】
　前記押え条片（２０）、場合によっては両方の前記押え条片（２０，２１）のバンド（
６）上への載着を検出する検出手段を備える、請求項１から８までのいずれか１項記載の
切断装置。
【請求項１０】
　前記検出手段として前記サーボモータ（１５）又は前記サーボモータの各々（１５）が
用いられ、前記押え条片（２０，２１）の位置は、前記サーボモータ（１５）又は前記サ
ーボモータ（１５）の各々の消費電流から導き出される、請求項８を引用する請求項９記
載の切断装置。
【請求項１１】
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　前記押え（７）に、バンド（６）への載着を検出可能な少なくとも１つのセンサが設け
られている、請求項９記載の切断装置。
【請求項１２】
　前記押え条片（２０，２１）に、バンド（６）への載着を検出可能な少なくとも１つの
センサが設けられている、請求項９記載の切断装置。
【請求項１３】
　前記磁石条片（８）は、相並んで配置される複数のブロック磁石（２６）からなり、１
つの連続した磁石ユニットを形成する、請求項１から１２までのいずれか１項記載の切断
装置。
【請求項１４】
　前記ブロック磁石（２６）は、ハウジング内に収容されている、請求項１３記載の切断
装置。
【請求項１５】
　前記磁石条片（８）は、１つの押えビームに配置されている複数の作動シリンダ（１９
）に結合されている、請求項１から１４までのいずれか１項記載の切断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、接着性のある薄いバンド、特にコードバンドを切断する切断装置であって、
上カッタ及び下カッタと、切断すべきバンド区分を引き通す引張り装置と、バンドを固定
する磁石条片を有する、バンドの上側に載着可能な押えと、を備え、磁石条片は、直接、
バンド内に含まれる金属要素か、又はバンドの下に配置され、下カッタに上方から係合す
る、鉛直方向に移動可能な締付け条片と協働して、バンドの先行縁部を引張り装置の把持
区分による把持のために持ち上げ可能とし、磁石条片は、バンドを押える位置でバンドを
上方から直接下カッタ又は締付け条片に圧着するようになっている、切断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の切断装置は、例えば特許文献１において公知である。この公知の切断装置は、
繰出しロールから引き出される無端のバンド（帯材）から所定の長さに正確に寸法設定さ
れた区分を切断するために用いられる。このようなバンドは、例えば繊維コードバンド又
はスチールコードバンドであり、これらは例えばタイヤ製造の枠内にて加工される。
【０００３】
　上述の従来技術において公知の切断装置は、上カッタ及び下カッタを有している。上カ
ッタは、固定の下カッタに対して相対的に鉛直方向に移動可能である。さらに引張り装置
が設けられており、引張り装置は、下カッタの切れ刃の近傍に存在するバンドの先行縁部
を把持し、バンドを所望の長さのバンド区分の分だけ、開放したカッタの間を引き出す把
持区分を有している。さらに、磁石条片を有する押えが設けられており、磁石条片は、一
方では切断中にバンドを固定するために用いられ、他方では、把持区分をバンドの先行縁
部の下に潜り込ませて、これを把持し、続いてバンドを引き出すことができるように、バ
ンドを若干持ち上げるために用いられる。
【０００４】
　特許文献１において公知の切断装置の場合、磁石条片は、下カッタの上方に存在してお
り、その結果、バンドを押える位置でバンドを上から直接下カッタに圧着することが保証
されているように、押えビームに配置されている。こうして、バンドが切断中に本来の切
れ刃の比較的近傍において固定されることが達成される。バンドが磁石条片により直接上
カッタに圧着されるこの構成は、磁石条片と相互作用する金属要素、つまり磁石条片によ
り吸着される金属要素を含むバンド材料が処理される場合に、使用される。バンドは、磁
力により磁石条片に拘束されており、切断後、押え、ひいては磁石条片を単純に上昇させ
ることで縁部側を持ち上げることが可能であり、その結果、把持区分を潜り込ませること
が可能となる。このような金属粒子を有しないバンドが処理される場合には、特許文献１
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によれば、磁化可能な材料、つまり磁石条片と磁気的に協働する材料からなる締付け条片
が、バンドの下に、下カッタに少なくとも部分的に上方から係合するように設けられてい
る。バンドに向かって下降された磁石条片は、切断中、バンドをこの締付け条片に圧着す
る。次にバンドを縁部側において持ち上げるために、磁石条片は、再び上方に移動する。
バンドは、この磁石条片と、それ自体は鉛直方向に移動可能であり、上方に移動する磁石
条片により磁気連結に基づいて連行される締付け条片との間に固定され、持ち上げられる
。
【０００５】
　特許文献１において公知の切断装置の場合、押えと、これとともに磁石条片とが、バン
ドに向かって下降される際、まだ磁石条片がバンドを押圧する前に、磁石条片と、バンド
内の金属粒子、例えばスチールコード線材との間か、又は磁石条片と、バンドの下に存在
する締付け条片との間に磁気的な相互作用が発生してしまう。バンド、あるいは締付け条
片を含めたバンドが、まだバンド上に磁石条片を載着する前に、磁気的な相互作用に基づ
いて既に若干持ち上げられてしまう場合があることが確認された。実験から、この磁力に
起因する早期の持上げ運動の結果、押えを最終的な押え位置に移動させても、特に下カッ
タの切れ刃の領域にバンドの軽微な歪みあるいは捩れが発生してしまうことが判明した。
この軽微な歪みでも、後続の切断にとっては不都合に働く。それというのも、この歪みに
より場合によっては材料縁部が僅かに非平行に切断されてしまい、すなわち切断したコー
ドバンドストリップの寸法精度がこれにより場合によっては悪影響を受ける場合があるか
らである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】独国特許出願公開第１０２００９０３７５０６号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　したがって本発明の課題は、従来技術に対して改善されており、磁石条片を使用しても
精緻な切断を可能にする切断装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明に係る切断装置では、押えに、引張り装置に向かう
方向で磁石条片の先に配置される押え条片が設けられており、押え条片に対して相対的に
、磁石条片は鉛直方向に移動可能であり、押え条片は、押えの下降時にバンドに向かって
先行してバンドを圧下し、その後で初めて磁石条片は、バンドに向かって移動するように
した。
【０００９】
　本発明に係る切断装置の好ましい態様は、従属請求項に係る発明である。
【００１０】
　好ましい態様において、磁石条片の他方の側にも第２の押え条片が設けられており、第
２の押え条片も先行して、第１の押え条片とともにバンドに作用する。
【００１１】
　好ましい態様において、押え条片は、及び場合によっては第２の押え条片も、バンドの
全幅にわたってバンド上に載着するか、又はバンドに部分的にのみ載着する。
【００１２】
　好ましい態様において、押えは、駆動要素を有する駆動装置を介して鉛直方向に停止位
置から、押え条片、場合によっては両方の押え条片がバンドに載着する作業位置へと移動
可能である。
【００１３】
　好ましい態様において、駆動装置は、複数のローラを介して作動する少なくとも１つの
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ベルト又はチェーンと、ローラの１つを駆動する少なくとも１つの駆動要素とを有するベ
ルトドライブ又はチェーンドライブを有し、押えは、リニアガイドを介して鉛直方向に移
動可能に支持され、ベルト又はチェーンに連結されている。
【００１４】
　好ましい態様において、押えの両側に配置されている２つのベルトドライブ又はチェー
ンドライブを備え、両方のベルトドライブ又はチェーンドライブの２つのローラは、軸、
特にトーション軸を介して互いに結合されており、互いに結合されたローラのうちの一方
のみが、駆動要素を介して駆動可能である。
【００１５】
　好ましい態様において、駆動装置は、少なくとも１つのねじ山付きスピンドルドライブ
を有し、ねじ山付きスピンドルドライブは、駆動要素を介して駆動可能なねじ山付きスピ
ンドルと、ねじ山付きスピンドルに沿って鉛直方向に作動するナットとを有し、押えは、
リニアガイドを介して鉛直方向に移動可能に支持され、ナットに連結されている。
【００１６】
　好ましい態様において、押えの両側に配置されている２つのねじ山付きスピンドルドラ
イブを備え、ねじ山付きスピンドルの各々は、個別の駆動要素を介して駆動可能であり、
両方の駆動要素は同期化されている。
【００１７】
　好ましい態様において、駆動要素又は駆動要素の各々はサーボモータである。
【００１８】
　好ましい態様において、押え条片、場合によっては両方の押え条片のバンド上への載着
を検出する検出手段を備える。
【００１９】
　好ましい態様において、検出手段としてサーボモータ又はサーボモータの各々が用いら
れ、押え条片の位置は、サーボモータ又はサーボモータの各々の消費電流から導き出され
る。
【００２０】
　好ましい態様において、押え、好ましくは押え条片に、バンドへの載着を検出可能な少
なくとも１つのセンサが設けられている。
【００２１】
　好ましい態様において、駆動装置は、押えが、縁部を持ち上げるための持上げ及び引張
り装置の把持区分の接近がなされた後、縁部を把持区分のクランプアーム上に載置するた
めに再び下降可能であるように形成されている。
【００２２】
　好ましい態様において、磁石条片は、相並んで配置される複数のブロック磁石からなり
、１つの連続した磁石ユニットを形成する。
【００２３】
　好ましい態様において、ブロック磁石は、ハウジング、特に金属薄板ジャケット内に収
容されている。
【００２４】
　好ましい態様において、磁石条片は、１つの押えビームに配置されている複数の作動シ
リンダに結合されている。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明に係る切断装置では、磁石条片の先に押え条片が配置されている。この押え条片
は、押えの下降時に先行し、磁石条片が、バンドに含まれる金属要素又は締付け条片と磁
気的な相互作用に至る程バンドに接近する前に、既にバンドに接触し、バンドを下カッタ
又は締付け条片に圧着する。したがって、この押え条片によりバンドは、磁石条片の相互
作用が生じるか、あるいは磁石条片がバンドを押えることなく、既に早期に下カッタの切
れ刃の領域で固定される。
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【００２６】
　このことから結果として、バンドが引張り装置による引き通しの際に占めた位置を維持
すること、すなわち、本来の切断前にバンドの歪みが発生しないことが達成される。
【００２７】
　押え条片と磁石条片とによる時間的にずらされた載着、ひいてはバンドの固定を実現す
るために、磁石条片は、本発明により押え条片に対して相対的に可動である。すなわち、
最初の締付けは、押え条片により可能であり、この押え条片による締付けの後でも、押え
条片と磁石条片とは、依然として互いに相対的に可動であり、その結果、磁石条片は、時
間的にずらされてバンド上に載着される。
【００２８】
　この相対可動性は、１つの可能性として、押え条片が押えに固定に、つまり不動に配置
されている一方、磁石条片が単数又は複数の適当な作動要素を介して可動に押えに配置さ
れていることにより実現可能である。択一的には、先行して行われる締付けの目的のみを
果たす押え条片を可動に押えに支持、例えば複数のばね要素の戻し力に抗して支持する一
方、磁石条片を固定かつ不動に押えに配置することも可能である。この場合、押え条片は
、バンドに突き当てられ、次に押えは、磁石条片をバンドに当接させるべく、さらに下降
される。このとき、押え、あるいは締付け条片が配置されている対応する押えビームは、
持上げ後に押え条片を再び初期位置に押し戻すばね要素に抗して働く締付け条片に対して
相対的に移動する。このようなばねを介した支持又はこれに類する支持の代わりに、押え
条片を適当な作動要素、例えば制御可能な作動シリンダを介して可動に配置し、載着後、
差動をこの作動要素を介して実施することも、もちろん可能である。
【００２９】
　押え条片が下カッタの切れ刃に向かって磁石条片の先に配置されているので、特に好ま
しくは、押え条片を本来の切れ刃の極めて近傍に位置決めする可能性が得られる。すなわ
ち、このバンドの締付けは、したがって本来の切れ刃の可及的近傍でなされる。このこと
は、後続の切断に対して有利に働く。
【００３０】
　さらに磁石条片の他方の側にも第２の押え条片が設けられており、第２の押え条片も先
行して、第１の押え条片とともにバンドに作用すると、有利である。磁石条片が下降され
る際、この第２の押え条片を使用することで、バンドは、磁石条片の他方の側においても
固定される。磁石条片と金属要素若しくはコード線材又は締付け条片との間の相互作用は
、この磁石条片の他方の側でもバンドに対して一切の影響を有しない。これは、バンドが
この他方の側でも固定されているからである。つまり、他方の側でも、磁気的な相互作用
に基づいて場合によっては起こり得る歪み等は、発生し得ない。
【００３１】
　一方又は両方の押え条片は、上述のように、歪みを防止するためにバンドを軽く締め付
ける締付け機能を担う。このために押え条片は、及び場合によっては第２の押え条片も、
バンドの全幅にわたって載着するので、バンドには均等な力が加えられる。しかし、それ
ぞれの押え条片がバンドに部分的にのみ載着するようになっていてもよい。つまり、した
がって押え条片は、互いに間隔を置いた複数の個々の条片区分により形成されている。
【００３２】
　上述のように、押えは、駆動要素を有する駆動装置を介して鉛直方向に停止位置から、
押え条片、場合によっては両方の押え条片がバンドに載着する作業位置へと移動可能であ
る。駆動装置は、好適なリニアガイドを介して装置フレームに支持されている押えが、適
当な鉛直方向運動を正確に実施可能であるように設計されている。これに関して、駆動装
置の様々な態様が可能である。
【００３３】
　本発明の第１の態様において、駆動装置は、複数のローラを介して作動する少なくとも
１つのベルトと、ローラの１つを駆動する少なくとも１つの駆動要素とを有するベルトド
ライブを有し、押えは、リニアガイドを介して鉛直方向に移動可能に支持され、ベルトに
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連結されている。この態様においては、循環するベルトと、ベルトに取り付けられ、押え
が結合されている連結要素とが設けられている。ベルトは、上下のローラであって、その
うちの１つが駆動されているローラを介して作動する。回転方向に応じて、必然的に、ベ
ルト側に結合された押えは、リニアガイド内で鉛直方向に昇降する。この場合、１つの適
当なモータ式の駆動要素を介した１つのローラの駆動で十分である。ベルトドライブの使
用に対して択一的に、チェーンドライブももちろん使用可能である。この場合、必然的に
押えはチェーンに連結されている。
【００３４】
　片側に配置された１つのベルトドライブ又はチェーンドライブで、直動案内される押え
を正確に変位させるには十分であるが、本発明の別の態様では、押えの他方の側に配置さ
れている第２のベルトドライブ又はチェーンドライブが設けられている。両ベルトドライ
ブ又はチェーンドライブのそれぞれのローラは、同じ高さ位置にある。このことは、両方
のベルトドライブの２つのローラを、軸、特にトーション軸を介して互いに結合し、互い
に結合したローラのうちの一方のみを、モータ式の駆動要素を介して駆動することを可能
にする。軸は、十分な剛性を有するローラ同士の連結を実現するので、一方のローラにモ
ータ式の駆動要素を介して導入されたトルクは、略損失なしに他方のベルトドライブのロ
ーラへと伝達される。つまり、こうして、両側における押えの能動的な移動が可能である
。
【００３５】
　１つ又は２つのベルトドライブ又はチェーンドライブの使用に対して択一的に、少なく
とも１つのねじ山付きスピンドルドライブを有する駆動装置を使用することも可能である
。ねじ山付きスピンドルドライブは、モータ式の駆動要素を介して駆動可能なねじ山付き
スピンドルと、ねじ山付きスピンドルに沿って鉛直方向に作動するナットとを有する。こ
の場合、押えは、リニアガイドを介して鉛直方向に移動可能に支持され、ナットに連結さ
れている。本態様において、対応する駆動モータは、位置固定のねじ山付きスピンドルを
回転させる。回転方向に応じて、転動体、例えば玉を介して支持されたナットは、鉛直方
向に昇降する。このナットに押えが連結されているため、ナットの移動の度に必然的に押
えの鉛直運動が生じる。本態様においても、押えの両側に配置されている２つのねじ山付
きスピンドルドライブを設けてもよく、この場合、ねじ山付きスピンドルの各々は、個別
のモータ式の駆動要素を介して駆動可能である。両方の駆動要素は、もちろん同期化され
ている。その結果、両スピンドルドライブの同期運転は、保証されている。
【００３６】
　駆動装置の上述の態様に対して択一的に、駆動装置として、液圧式又は空気圧式に作動
する適当な作動シリンダ又は機械的なリンク機構若しくはナックルジョイント等を使用す
ることも可能である。
【００３７】
　本発明の好ましい態様では、モータ式の駆動要素としてサーボモータが使用される。サ
ーボモータは、極めて正確な押えの運動を可能にする。
【００３８】
　特に不動に押え又は対応する押えビームに配置されている１つ又は２つの押え条片が設
けられている場合、押え条片、場合によっては両方の押え条片のバンド上への載着を検出
する検出手段が設けられていると、有利である。実際、駆動装置を介して、押え、ひいて
は一方又は両方の押え条片が占める終端位置を極めて正確に調整することができる。した
がって、押え条片の鉛直運動を、厚さが既知のバンドに押え条片が載着する瞬間にちょう
ど終了させることが可能である。しかし、供給されるバンドが常に同じ厚さを有している
とは限らないので、又は駆動装置を適当にプログラミングすることなく、より厚いバンド
材料又はより薄いバンド材料の加工を簡単に可能にするために、単数又は複数の押え条片
の位置決めが適当な検出手段を介して監視されるようになっていると、有利である。こう
することで、結局、実際のバンド厚さにかかわらず、一方又は両方の押え条片がバンドに
当接し、バンドを固定する瞬間の検出が可能である。この瞬間が検出されると、駆動装置
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は相応に停止される。その結果、次に磁石条片を下降させることができる。したがって、
バンドは、単数又は複数の押え条片の過度に強い押圧による変形を受けない。
【００３９】
　特に有利には、このような検出手段として１つのサーボモータ又は各々のサーボモータ
が用いられ、単数又は複数の押え条片の位置は、サーボモータの消費電流から導き出され
る。押えが接触せずに下降している間は、単数又は複数のサーボモータの消費電流は、始
動後一定である。しかし、一方又は両方の押え条片がバンドに当接し、したがって一種の
過負荷状態が生じると直ちに、サーボモータの消費電流は、増加する。消費電流の傾きの
増大は、駆動装置あるいは駆動要素、本態様ではサーボモータ自体の運転を直接停止する
トリガとして使用される。したがって、これにより様々な厚さのバンド材料を何ら問題な
く加工することが可能である。
【００４０】
　単数又は複数のサーボモータの消費電流から条片位置を推定するのに対して択一的に、
押え、好ましくは押え条片に、バンドへのそれぞれの条片の載着を検出可能な少なくとも
１つのセンサが設けられていてもよい。このようなセンサは、サーボモータが設けられて
いるときであっても使用可能である。使用可能なセンサの例は、接触センサである。接触
センサは、押え条片がバンドに作用する瞬間にセンサ信号を出力する。この信号に基づい
て、さらなる押えの移動は、停止され、磁石条片だけが、対応する作動要素を介して下降
される。
【００４１】
　引張り装置は、把持区分、通常、トング状の把持区分を有している。トング状の把持区
分は、固定のトング下辺と可動のトング上辺とを有している。把持区分は、口を開けた状
態でバンドの縁部を越えて移動するので、下側のトング区分は、縁部の下に差し込まれ、
上側のトング区分は、縁部の上に差し込まれる。縁部を把持するために、把持区分は閉鎖
される。すなわち、可動の上側のトング区分が下方に移動される。この把持動作は、把持
区分がバンドを磁石条片から「叩き落とす」又は「剥ぎ落とす」ように実施される。つま
り、したがって、磁石条片とバンドとの間あるいは磁石条片と締付け条片との間の磁気連
結は、解消する。このことは、把持の時点におけるさらなる不正確性を引き起こす場合が
ある。この不正確性を防止するため、本発明の好ましい態様では、駆動装置は、押えが、
縁部を持ち上げるための持上げ及び引張り装置の把持区分の接近がなされた後、縁部を把
持区分のクランプアーム上に載置するために再び下降可能であるように形成されている。
すなわち、本発明において、切断後、押えは、切断した縁部を下カッタから持ち上げるた
めに、若干持ち上げられる。その結果、把持区分は、接近して、縁部を収容することがで
きる。次に、押えと、切断した縁部とは、再び若干下降される。その結果、バンドの縁部
は、グリッパの下側のクランプアーム、つまり下側のトング区分上に載置される。次に、
把持区分は閉鎖動作を行う。すなわち、上側のクランプアームは、下方に移動され、縁部
は、両クランプアーム間に締め付けられる。実際には、依然として磁気連結はまだ存在し
ている。しかし、縁部は確実に把持区分内に挟持されているので、磁石条片は何ら問題な
く再び上方に移動され、磁気連結は解除され得る。
【００４２】
　好ましくは、磁石条片自体は、相並んで配置される複数のブロック磁石からなり、１つ
の連続した磁石ユニットを形成している。このことは、スリムな構造形態と同時に、極め
て良好な保持力を実現する。好ましくは、ブロック磁石自体は、ハウジング、特に金属薄
板ジャケット内に収容されている。このことは、磁石の保護を提供し、単数又は複数の作
動要素への簡単な結合を可能にする。この結合を介して、磁石条片は、例えば可動に１つ
の押えビームに配置されている。このような作動要素として、好ましくは、液圧式又は空
気圧式に制御される作動シリンダが使用可能である。作動シリンダは、押えビームへの可
動の配置に用いられる。
【００４３】
　本発明のその他の利点、特徴及び詳細は、以下に説明する実施の形態及び図面から看取
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可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本発明に係る切断装置の側面図である。
【図２】図１に示した本発明に係る切断装置の正面図である。
【図３】切断プロセスの過程を説明する詳細図である。
【図４】切断プロセスの過程を説明する詳細図である。
【図５】切断プロセスの過程を説明する詳細図である。
【図６】切断プロセスの過程を説明する詳細図である。
【図７】切断プロセスの過程を説明する詳細図である。
【図８】切断プロセスの過程を説明する詳細図である。
【図９】切断プロセスの過程を説明する詳細図である。
【図１０】切断プロセスの過程を説明する詳細図である。
【図１１】切断プロセスの過程を説明する詳細図である。
【図１２】切断プロセスの過程を説明する詳細図である。
【図１３】切断プロセスの過程を説明する詳細図である。
【図１４】切断プロセスの過程を説明する詳細図である。
【図１５】切断プロセスの過程を説明する詳細図である。
【図１６】締付け条片を備える本発明に係る切断装置を一作業位置において示す詳細図で
ある。
【図１７】締付け条片を備える本発明に係る切断装置を別の作業位置において示す詳細図
である。
【図１８】締付け条片を備える本発明に係る切断装置をさらに別の作業位置において示す
詳細図である。
【図１９】バンド材料を切断する本発明に係る切断装置を有するカーカスプラントの原理
図である。
【図２０】付加的なスリッタを有するカーカスプラントの原理図である。
【図２１】バンド材料を切断する本発明に係る切断装置を有するベルトプラントの原理図
である。
【図２２】付加的なスリッタを有するベルトプラントの原理図である。
【発明を実施するための形態】
【００４５】
　図１及び図２は、本発明に係る切断装置１の原理図である。切断装置１は、接着性のあ
る薄いバンド、例えばタイヤ製造用のコードバンドを切断するために用いられる。切断装
置１は、双方向矢印Ｐ１に示すように鉛直方向に変位可能な上カッタ２と、位置固定の下
カッタ３とを有している。さらに引張り装置４が設けられており、引張り装置４は、バン
ド６の切断すべきバンド区分を引っ張って、切断装置あるいは両カッタ２，３間を通す把
持区分５を有している。
【００４６】
　さらに押え７が設けられており、押え７は、バンドを固定する磁石条片８を有している
。押え７は、双方向矢印Ｐ２に示すように鉛直方向に変位可能である。このために駆動装
置９が設けられている。この駆動装置９は、図示の実施の形態では、押え７の両側に配置
されている２つのベルトドライブ１０を有している。ベルトドライブ１０は、それぞれ１
つのベルト１１を有している。ベルト１１には押え７が結合されている。両ベルト１１は
、２つのローラ１２，１３を介して作動する。１つのローラ１２は、モータ式の駆動要素
１４、本実施の形態ではサーボモータ１５に連結されており、つまり駆動要素１４あるい
はサーボモータ１５を介して駆動される。ローラ１２の両方は、軸１６、好ましくはトー
ション軸を介して互いに結合されている。これにより、サーボモータ１５を介して駆動さ
れるローラ１２の回転は、必然的に軸１６を介して第２のローラ１２を駆動せしめる。し
たがって両ベルトドライブ１０は、同時に駆動される。
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【００４７】
　押え７自体は、装置フレーム１８あるいはカッタビームに設けられた複数のリニアガイ
ド１７を介して鉛直方向に移動可能に配置されている。押え７は、駆動装置９、つまり両
ベルトドライブ１０を介して鉛直方向に移動される際、これらのリニアガイド１７内を走
行する。
【００４８】
　磁石条片８自体は、一連の作動要素、本実施の形態では作動シリンダ１９を介して鉛直
方向に移動可能に押え７に配置されている。すなわち、磁石条片８は、双方向矢印Ｐ３に
示すように押え７に対して相対的に鉛直方向に変位可能である。
【００４９】
　本発明にとって重要な押え７の詳細な構造は、特に図３に看取可能である。この詳細図
は、上カッタ２及び下カッタ３の他、押え７を側面図で示している。前述のように押え７
は、装置フレーム１８又はカッタビームに設けられたリニアガイド１７を介して鉛直方向
に移動可能に配置されている。駆動装置９は、図３では、見通しを確保するために図示を
省略した。
【００５０】
　図示の磁石条片８は、好ましくは相並んで配置された複数のブロック磁石からなってい
る。これについては後述する。前述のように磁石条片８は、作動シリンダ１９を介して鉛
直方向に移動可能である。看取可能であるように磁石条片８は、鉛直方向で下カッタ３の
上方に存在するので、後述するように下降した際には、バンド６を上から下カッタ３に押
し付ける。
【００５１】
　バンドの搬送方向（図１に示した矢印Ｐ１６）で磁石条片８の先には、第１の押え条片
２０が配置されており、第１の押え条片２０は、図２で見て、押え７の略全幅にわたって
、しかしいずれにしても磁石条片８の全幅にわたって延在している。磁石条片８の他方の
側には、第２の押え条片２１が配置されている。締付け条片２０，２１の下縁２３，２４
は、同じ高さに位置している。両押え条片２０，２１あるいはそれぞれの下縁２３，２４
は、図３に示す初期位置、つまり磁石条片８が上方に移動した位置で、磁石条片８に対し
て先行しているように配置されている。つまり、両押え条片２０，２１あるいはそれぞれ
の下縁２３，２４は、鉛直方向で磁石条片８よりも下に位置している。看取可能であるよ
うに第１の押え条片２０も、下カッタ３の上方に、下カッタ３の本来の切れ刃２２の直接
的近傍に存在している。
【００５２】
　図３から始まり、図１５で終わる複数の詳細図は、１回の切断動作を示している。
【００５３】
　図３は、引張り装置４がバンド６を両カッタ２，３間に引き通した状態を示している。
バンド６は、依然として把持区分５内に把持され、固定されている。看取可能であるよう
に上カッタ２は、上方に移動した停止位置にあり、押え７も、上方に移動している。次に
切断を開始する。
【００５４】
　このために押え７を駆動装置９、本実施の形態ではつまり両ベルトドライブ１０を介し
て鉛直方向下方に、図４に矢印Ｐ５により略示するように移動させる。この下降運動は、
両押え条片２０，２１がそれぞれの下縁２３，２４でバンド６に載着するまで、したがっ
て、つまり押え条片２０の場合は、バンド６を下カッタ３に押し付けるまで、そして押え
条片２１の場合は、バンド６を下カッタ３の手前に配置された締付け板２５に押し付ける
まで、実施される。これによりバンド６は、固定されている。つまりバンド６は、下カッ
タ３あるいは締付け板２５から解離不能である。
【００５５】
　矢印Ｐ５に示す下降運動は、両締付け条片２０，２１がバンド６に載着するまで実施さ
れる。この締付け時点は、サーボモータ１５の消費電流を介して検出される。載着し、結
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果的に抵抗が生じると、必然的にサーボモータ１５の消費電流が大きな傾きで急上昇する
。このことは、サーボモータ１５、ひいては駆動装置９を即時停止するトリガとして用い
られる。したがって押え７は、図４に示した位置よりも鉛直方向に下降することはない。
【００５６】
　図５は、図４に示した状態の拡大詳細図である。図５は、カッタの領域だけを示してい
る。看取可能であるように締付け条片２０，２１は、それぞれの下縁２３，２４でバンド
６を押圧し、バンド６を下カッタ３あるいは締付け板２５に対して固定している。押え条
片２０は、バンド６を下カッタ３の切れ刃２２の至近に固定している。磁石条片８は、ま
だ持ち上げられた位置にあり、この位置においてはまだ金属要素、本実施の形態ではバン
ド６内に存在する金属要素（例えばスチールコード線材）と相互作用していない。さらに
図５には、磁石条片８の構造の概略が看取可能である。磁石条片８の構造は、相並んで配
置された複数の個々のブロック磁石２６からなっており、ブロック磁石２６は、ハウジン
グ内、本実施の形態では金属薄板ジャケット２７内に収容されている。ブロック磁石２６
は、条片状の磁石ホルダ２８に固定されている。磁石ホルダ２８自体は、作動シリンダ１
９に結合されている。
【００５７】
　次の工程（図６参照）で、矢印Ｐ６に示すように磁石条片８を下降させる。その結果、
磁石条片８は、バンド６を押圧し、バンド６を下カッタ３に押し付ける（図７参照）。図
７も、図５と同様の拡大詳細図である。磁石条片８の下降運動中、バンド６は、両押え条
片２０，２１を介して確実に固定されているので、下カッタ３あるいは締付け板２５の領
域において完全に歪みあるいは捩れなしに静止している。
【００５８】
　次に、上カッタ３を下方に移動させ、上カッタ３の切れ刃２９を下カッタ３の切れ刃２
２に沿って移動させることで、切断が実施可能である（図８参照）。このとき、バンドは
切断され、裁断片としてのバンド区分３０を形成する。上カッタの運動は、矢印Ｐ６によ
り示してある。バンド区分３０は、引張り装置４がバンド６を図６に示すように既に解放
した後、片持ち状態である。このために、磁石条片８の下降後、把持区分５は開放され、
引張り装置は、矢印Ｐ７に示すように側方に移動される。切断したバンド区分３０は、図
示しない搬送装置を介して搬出される。
【００５９】
　図９に示す次の工程で、上カッタ２を再び上方に、矢印Ｐ８に示すように移動させる。
同時に押え７も僅かに鉛直方向上方に、矢印Ｐ９に示すように移動させる。このときバン
ド６の縁部３１は上昇する。バンド６は、バンド６内に存在する金属要素、つまりスチー
ルコード線材との磁石条片８の相互作用に基づいて、磁力により磁石条片８に固定されて
いる。したがってバンド６は、押え７の鉛直方向の上昇時に必然的に連行され、上方に移
動する。
【００６０】
　図１０に示す次の工程で、引張り装置４は、開放した把持区分５を、矢印Ｐ１０に示す
ように上カッタ２の下に差し込ませ、バンドの縁部３１を収容する。図１０に示すように
、バンドの縁部３１は、この時点ではまだ把持区分５の下側のクランプアーム３２から離
間している。
【００６１】
　図１１に示す次の工程で、駆動装置９を介して押え７を再度僅かに鉛直方向下方に、矢
印Ｐ１１に示すように移動させる。このことで、バンドの縁部３１は把持区分５のクラン
プアーム３２上に載せられる。この下降運動は、載置時点を検出する図示しないセンサを
介して制御してもよいし、押えの位置及び把持区分の位置あるいはクランプアーム３２の
位置が正確に判っているのであれば、固定に設定してもよい。
【００６２】
　次の工程（図１２参照）で、上側のクランプアーム３３を、矢印Ｐ１２に示すように適
当な作動手段３４を介して下方に移動させ、締付け位置に移行させる。その結果、バンド
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の縁部３１は、両クランプアーム３２，３３間に締め付けられて固定されている。
【００６３】
　次の工程（図１３参照）で、作動シリンダ１９を介して磁石条片８をその停止位置へ鉛
直方向上方に、矢印Ｐ１３により示すように移動させる。バンド６は、縁部３１がクラン
プアーム３２，３３間に固定されているとともに、上方に向かって実施される磁石条片８
の鉛直運動についても両押え条片２０，２１を介して支持されているので、磁石条片８と
バンド６の磁気要素との間の磁気連結が強制的に解消されるこの解除運動中においても、
バンドの歪みは発生しない。
【００６４】
　次に、図１４に矢印Ｐ１４により示すように、押え７を上方に移動させる。押え条片２
０，２１は、バンド６に当接した状態から脱し、バンド６を完全に解放する。バンドの縁
部３１は、引張り装置４内に固定されているのみである。
【００６５】
　次に引張り装置４を、図１５に示すように、再び左方（矢印Ｐ１５参照）に移動させる
。このとき、バンド６は、再び両カッタ２，３間を通して引き出される。次に、図３から
始まるサイクルが冒頭から開始され、次の切断が実施可能である。
【００６６】
　前述の実施の形態は、バンド側に組み込まれた金属要素、例えばスチールコード線材を
有するバンドの切断を可能にする切断装置を示している。これは、バンドを縁部領域で持
ち上げることを可能にする、バンド内に埋設された金属要素と、磁石条片８との直接的な
相互作用が成立するからである。図１６～図１８は、本発明に係る切断装置の第２の実施
の形態を示している。第２の実施の形態は、下カッタ３の手前に締付け条片３５が配設さ
れ、条片区分３６が下カッタ３に上方から係合するようになっている点を除いて、前述の
実施の形態と同一である。締付け条片３５は、磁化可能な材料からなっており、その結果
、磁石条片８によってか、あるいは磁石条片８に存在するブロック磁石２６によって吸着
される。
【００６７】
　図１６は、図５と同様の図である。図１６でも、押え７は下降している。この運動は、
両押え条片２０，２１がバンド６に載着した直後に停止される。この時点は、やはりサー
ボモータ１５の消費電流により検出可能である。択一的には、前述の実施の形態でも同様
であるが、載着の時点を検出する適当な位置センサ又は接触センサを設けてもよい。
【００６８】
　バンド６は、本実施の形態では金属要素を有しない。つまり、バンド６は、磁石条片８
と相互作用することができない。このため締付け条片３５が設けられている。しかし、磁
石条片８は、この状態ではまだ締付け条片３５から離間しているので、磁気的な相互作用
はまだ存在していない。しかし、バンドの固定は、両押え条片２０，２１を介して提供さ
れている。
【００６９】
　図７と同様の図である次の図１７では、磁石条片８が下降されている。磁石条片８は、
締付け条片３５の、下カッタ３に上方から係合する条片区分３６にバンド６を押し付けて
いる。押え条片２０も、この条片区分３６を押圧している。今や磁石条片８と締付け条片
３５との間に磁気連結が形成されている。この磁気連結は、図１８に示すように、押え７
が持ち上げられると、鉛直方向に移動可能に支持された締付け条片３５も一緒に持ち上げ
られることを可能にする。バンドは、確実に固定されており、磁石条片８と締付け条片３
５との間に締め付けられている。締付け条片３５は、押え条片２０，２１の下縁２３，２
４に対しても締め付けられている。図１８の図示は、図９の図示に対応しており、つまり
切断後であって、バンドの縁部３１を把持するために引張り装置４を接近させる前の状態
を示している。
【００７０】
　図１９～図２２は、プラント全体の様々なレイアウトを示している。プラントの同じ構
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成要素には、これらの図面でも同じ符号を付してある。プラントの個々の構成要素の機能
についての説明は、１つの図面についてのみ詳細になされたものであっても、これらの図
面に示した他のすべてのレイアウト例にも当てはまる。
【００７１】
　図１９は、スリッタを有しないカーカスプラントのレイアウトの一例を示している。
【００７２】
　加工すべきコードバンドが引き出される繰出しステーション３７が設けられている。繰
出しステーション３７には、適当なフレーム内に、加工すべき材料ロールが掛着され、繰
り出される。このとき、加工すべきゴム被覆されたコードウェブは、中間層（フィルム、
クロス又はこれに類するもの）により隔離されている。この中間層は、ゴム被覆された材
料ウェブの接着を防止するために使用される。様々な切断角度を実現するために、本レイ
アウトにおいてなされているように、繰出し機３７は旋回可能になっていてもよい。しか
し、このことは、必須ではない。なお、このような繰出し機に関して様々な態様が存在す
る。公知であるのは、１つの材料ロールを掛着可能なシングルタイプの繰出し機である。
ターンテーブルを有するツインタイプの繰出し機の場合、２つの材料ロールが掛着されて
おり、そのうちの一方が加工され、もう一方が交換される。その他、２つの材料ロールを
掛着するシャトルフレームを有するツインタイプの繰出し機が公知であり、一方が加工さ
れ、もう一方が交換される。さらに、材料ロールをカセット内に掛着し、カセットを次に
繰出し機内に搬送するカセットタイプの繰出し機も公知である。これらの列挙は、限定列
挙ではない。繰出し機は、旋回可能である。
【００７３】
　繰出しステーション３７には、繰出しステーション３７から来るコードバンドを切断す
るために用いられる本発明に係る切断装置１が続く。切断装置１は、所定の幅及び所定の
角度でコードバンドストリップを切り出すために用いられる。
【００７４】
　材料サポート３８として働く裁断機テーブルが、繰出しステーション３７に接続され、
必要な場合に繰出しステーション３７と一緒に旋回する。加工すべき材料は、裁断機テー
ブル上に位置し、この裁断機テーブル上に支持された状態で切断装置１内に引き込まれる
。テーブルの始端又はテーブルの上には、しばしば、材料始端を裁断機内に搬送する搬送
装置、例えば駆動される搬送ローラが存在する。搬送装置は、機械が完全に空になってお
り、新しい材料ロールの始端を切断装置１内に送らなければならないときや、繰出し機の
旋回のために材料を少し切断装置１から引き戻した場合に、常に必要である。
【００７５】
　切断装置の構造形態にとって重要であるのは、切断後の経過である。切断した材料を僅
かな加工工程で後続のプロセスに供給するために、さらなる機械構成要素（ベルト、昇降
ホルダ、スプライサ等）が使用される。このためには、これらの構成要素を下カッタので
きる限り近傍において機械フレーム内に組み付けることが必要である。加えて、材料の移
動は、できる限り僅かであることが望ましく（例えば落下高度）、材料は、切断した排出
位置でさらに加工され得る。
【００７６】
　切断装置１を通して材料を搬送するために、引張り装置４が使用される。
【００７７】
　切断装置１の一部としての引張り装置４は、前述のように、材料ウェブを切断装置１内
に搬送するために用いられるか、あるいは把持したバンドを引っ張って両カッタ２，３の
間を通す。さらに切断装置１は、搬送ベルトを有している。搬送ベルトは、切断したコー
ドバンドストリップを受け取り、切断装置１から搬出する。このようなコンベヤは、複数
のベルトの形態の個々のベルトとしてか、又は昇降装置を間に介在させた複数のベルトの
形態の個々のベルトとして構成することができる。
【００７８】
　次にコードバンドストリップは、スプライス装置、本実施の形態ではオーバラップ方式
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のスプライサ４０のベルト３９の形態の第１の搬送装置に提供され、本来のスプライスユ
ニットに供給される。この第１の搬送装置３９は、原則、切断装置１に配設されている搬
送装置にまとめられてもよい。すなわち、本来のオーバラップ方式のスプライサ４０と切
断装置１との間には、唯一の、オーバラップ方式のスプライサ４０に関して最初の搬送装
置のみが存在する。オーバラップ方式のスプライサ４０は、前に切断したバンドストリッ
プの（純粋に機械的な、付加材を用いない）結節のために用いられる。オーバラップ方式
のスプライサ４０は、バンド材料を様々な角度で加工することができるように、所定の角
度範囲で旋回可能である。
【００７９】
　任意選択的には、バット方式のスプライサ４１の形態の別のスプライス装置が設けられ
ている。このバット方式のスプライサ４１は、バット方式のスプライスが必要であるとき
に、オーバラップ方式のスプライサ４０の代わりに使用可能である。
【００８０】
　オーバラップ方式のスプライサ４０若しくはその第２の搬送装置（又は択一的なバット
方式のスプライス装置４１）の後には、任意選択的に設けられていてもよいアイドルロー
ラ（Ｂｅｒｕｈｉｇｕｎｇｓｒｏｌｌｅ）４２が配置されている。アイドルローラ４２は
、スプライス装置４０／４１から来る材料を次の構成要素に搬送する被駆動ローラにすぎ
ない。その際、材料は、このローラを介した搬送により逆曲げを受け、この逆曲げにより
材料は長手方向で収縮する。背景は、これにより本発明によるスプライス装置４０／４１
における加工時の長手方向での材料の伸びを低減することである。しかし、このローラは
、必ずしも設けられていなくてもよい。搬出中、裁断機３８内では、既に次のバンドスト
リップが切断される。
【００８１】
　図１９に示すように、次に、やはり任意選択的な積層装置４３が続く。このステーショ
ンでは、形成された材料ウェブ上に、１～１２枚のさらに別のゴムストリップが積層され
る。積層は、上及び／又は下から実施可能である。さらに材料ウェブの外縁の縁取りがな
される。すなわち、ゴムストリップが外縁から突出分をもって積層され、外縁（＝切断縁
）において露出しているコード線材を被覆するために、ゴム縁の周りに巻き付けられる。
【００８２】
　いずれにしても１つの巻取りステーション４４が設けられている。このステーション４
４において、得られた材料ウェブは、再び接着を防止する中間層とともにスプールに巻き
取られる。巻取りステーション４４についても様々な態様が存在し、巻取りステーション
の態様は、材料を手動で切断し、新しいロールに巻き付けなければならない極単純な簡易
巻取り機から、材料の取り扱いのために一切の操作介入を必要としない全自動の巻取り機
まで及んでいる。
【００８３】
　図２０は、図１９に示したカーカスプラントに相当するカーカスプラントの第２のレイ
アウトを示しているが、図１９とは異なり、本発明によるスリッタ４５を有している。
【００８４】
　繰出しステーション３７、切断装置１、引張り装置４、搬送ベルト３９及びスプライス
装置４０／４１並びに任意選択的なアイドルローラ４２の他、本実施の形態ではスリッタ
４５が設けられている。スリッタ４５は、長手方向分割装置である。すなわち、スプライ
ス装置４０／４１で形成された長尺の材料ウェブは、２つのストリップに分割される。ス
リッタ４５は、機械の出力向上のために用いられる。それというのも、このような構成と
しておけば、１回の裁断工程で２つの完成したストリップが、本実施の形態において設け
られた両巻取りステーション４４に送られるからである。スリッタのカッタとして、特に
丸刃が使用される。
【００８５】
　スリッタ４５の後には、任意選択的に２つの積層装置４３が配置されている。いずれに
しても２つの巻取りステーション４４が配置されている。
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【００８６】
　図２１は、スリッタなしのベルトプラントのレイアウトの一例を示している。図１９及
び図２０に示したレイアウトにおいて既に説明した構成要素は、同じ符号が付されていれ
ば、設けられている。それらの機能は、図１９及び図２０で説明した機能と同一である。
【００８７】
　繰出しステーション３７が設けられている。しかし、この繰出しステーション３７は、
本実施の形態では明らかに大きな角度範囲で旋回可能である。繰出し機は、既に前述した
ように任意の形式のものであってよい。
【００８８】
　繰出しステーション３７には、本発明に係る切断装置１が続く。材料サポート３８とし
て働く裁断機テーブルは、繰出しステーション３７に接続され、必要な場合に繰出しステ
ーション３７と一緒に旋回する。
【００８９】
　切断装置１は、前述したように引張り装置４を有する。
【００９０】
　次に、コードバンドストリップは、オーバラップ方式のスプライサとして形成されてい
ても、バット方式のスプライサとして形成されていてもよいスプライス装置４０の第１の
搬送装置３９に提供され、本来のスプライス装置に供給される。スプライス装置は、必要
なスプライス角度を調整するためにかなり大きな角度範囲で旋回可能である。さらにスプ
ライス装置は、搬出ベルト４６を有している。搬出ベルト４６により、スプライスされた
バンドは、後続の構成要素に供給される。
【００９１】
　任意選択的には、スプライス装置４０の後に、手作業によるスプライス、つまりバンド
区分を手動で結節するためのベルト４７が配置されていてもよい。この手作業による加工
中、自動のスプライス装置４０は、作動停止している。このような手作業によるスプライ
スは、特定材料のコードバンドや、バンド区分幅が極めて細い場合、顧客の要望がある場
合に必要である。
【００９２】
　任意選択的には、本実施の形態でも、アイドルローラ４２が設けられていてもよい。さ
らに、やはり任意選択的に、補修用ベルト４８が設けられている。バンドに欠陥が発見さ
れた場合には、ここで補修可能である。
【００９３】
　図２１によれば、次に、既に前述したようにやはり任意選択的な積層装置４３が続く。
【００９４】
　いずれにしても、１つの巻取りステーション４４が設けられている。巻取りステーショ
ン４４は、前述のように様々に形成されていてよい。このステーションにおいて、得られ
た材料ウェブは、再び接着を防止する中間層とともにスプールに巻き取られる。
【００９５】
　最後に図２２は、図２１に示したベルトプラントに対応するベルトプラントのプラント
レイアウトを示しているが、本実施の形態では付加的にスリッタ４５が組み込まれている
。スプライスされた材料ウェブの、スリッタを介して実施される分割は、いずれにしても
２つの巻取りステーション４４を設けることにつながる。２つの巻取りステーション４４
の前には、それぞれ任意選択的に、それぞれ１つの積層装置４３及び／又は補修用ベルト
４８が配置されていてもよい。
【００９６】
　全図においてバンドは右から左に搬送されているが、レイアウトを正反対の鏡面対称の
構成で設計すること、つまりストリップを左から右に搬送することも、もちろん可能であ
る。任意選択的として記載されるすべての構成要素は、基本的な構成要素とともに様々な
組み合わせで設けられてもよい。それゆえ、上述のすべての構成要素から様々なレイアウ
トの作成が可能である。
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【符号の説明】
【００９７】
　１　切断装置、　２　上カッタ、　３　下カッタ、　４　引張り装置、　５　把持区分
、　６　バンド、　７　押え、　８　磁石条片、　９　駆動装置、　１０　ベルトドライ
ブ、　１１　ベルト、　１２，１３　ローラ、　１４　駆動要素、　１５　サーボモータ
、　１６　軸、　１７　リニアガイド、　１８　装置フレーム、　１９　作動シリンダ、
　２０　第１の押え条片、　２１　第２の押え条片、　２２　切れ刃、　２３，２４　下
縁、　２５　締付け板、　２６　ブロック磁石、　２７　金属薄板ジャケット、　２８　
磁石ホルダ、　２９　切れ刃、　３０　バンド区分、　３１　縁部、　３２　下側のクラ
ンプアーム、　３３　上側のクランプアーム、　３４　作動手段、　３５　締付け条片、
　３６　条片区分、　３７　繰出しステーション、　３８　材料サポート、　３９　ベル
ト、　４０　オーバラップ方式のスプライサ、　４１　バット方式のスプライサ、　４２
　アイドルローラ、　４３　積層装置、　４４　巻取りステーション、　４５　スリッタ
、　４６　搬出ベルト、　４７　ベルト、　４８　補修用ベルト

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】
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【図２１】 【図２２】
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