
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　整列状態にして順次移送する複数の区分けポケットを有し、前記区分けポケットを移動
させながら用紙などの丁合物を受け入れる搬送ラインと、
　前記搬送ラインを移動する区分けポケットに、宛先毎に必要な用紙からなる単位用紙を
供給する単位用紙供給部と、
　前記搬送ラインを移動する区分けポケットに、連続状態であらかじめ宛先順に正規の宛
先単位の情報が印字された用紙部分である正規データ領域と予めダミーの宛先情報が記載
された用紙部分であるダミーデータ領域とからなる連続用紙を宛先単位に切断してそれぞ
れ識別コードを有する切断用紙を供給可能な切断用紙供給部と、
　前記区分けポケットの丁合物を所要時に回収する二つのイジェクトユニットと、
　前記搬送ラインを移動する区分けポケット毎に該区分けポケットの単位用紙と切断用紙
とからなる丁合物を丁合又は、袋綴じする集合処理部とが配置されるとともに、
　宛先単位ごとに単位用紙と切断用紙との供給可否情報が関連付けられているデータベー
スと、
　前記データベースに基づいて、宛先順に移動する前記区分けポケットへ単位用紙と切断
用紙の供給タイミングをコントロールして丁合又は袋綴じするように搬送ラインと単位用
紙供給部と切断用紙供給部と集合処理部とを制御する制御部とからなる封書作成装置であ
って、
　前記搬送ラインと単位用紙供給部と切断用紙供給部と集合処理部とに設けられて用紙が
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適正に供給される可の状態と用紙がジャミングする不可の状態とを検出するジャムセンサ
ーと、
　前記切断用紙供給部に設けられて切断用紙供給部の用紙供給位置に対応する区分けポケ
ットに供給された切断用紙の前記識別コードを読み取る識別コード読取装置とを備え、
　前記制御部は、前記単位用紙供給部での前記ジャムセンサーの不可の状態の検出時に、
不可の状態として対応付けした区分けポケットへの切断用紙供給部における切断用紙の供
給と集合処理部における前記丁合物に対する前記処理とを停止して、不可の状態として対
応付けした前記区分けポケットの丁合物を一方のイジェクトユニットにより回収し、

前記単位用紙供給部以外での前記ジャムセンサ
ーの不可の状態の検出時に、不可の状態として対応付けした区分けポケットの丁合物を前
記一方のイジェクトユニットにより回収し、

前記切断用紙供給部での前記識別
コード読取装置が前記正規データ領域の切断用紙から読み取った識別コードと前記データ
ベース上の情報とに基づいて、前記正規データ領域の切断用紙が不正順位で供給される不
可の状態と判定した時に、不可の状態として対応付けした区分けポケットの丁合物を前記
一方のイジェクトユニットにより回収し、

前記切断用紙供給部での前記識別コード読取装置が前記ダミ
ーデータ領域の切断用紙から識別コードを読み取った時に、該ダミーデータ領域の切断用
紙を伴なう丁合物がある区分けポケットの前記丁合物を他方のイジェクトユニットにより
回収して、前記不可の状態とされた丁合物と前記ダミーデータ領域の切断用紙を伴なう丁
合物とを区別回収し、前記ジャムセンサーにより可の状態と検出され、かつ前記切断用紙
供給部での前記識別コード読取装置が前記正規データ領域の切断用紙から読み取った識別
コードと前記データベース上の情報とに基づいて、前記正規データ領域の切断用紙が適正
順位で供給される可の状態と判定した丁合物を、前記イジェクトユニットにおいて非回収
とする制御構成とされているものであることを特徴とする封書作成装置。
【請求項２】
　整列状態にして順次移送する複数の区分けポケットを有し、区分けポケットを移動させ
ながら用紙などの丁合物を受け入れる搬送ラインにおける区分けポケット移動方向上流側
の前記区分けポケットに、宛先毎に必要な用紙からなる単位用紙を供給する単位用紙の供
給工程と、
　前記搬送ラインにおいて前記単位用紙の供給工程から区分けポケット移動方向下流側と
なる前記区分けポケットに、連続状態であらかじめ宛先順に正規の宛先単位の情報が印字
された用紙部分である正規データ領域と予めダミーの宛先情報が記載された用紙部分であ
るダミーデータ領域とからなる連続用紙を宛先単位に切断してそれぞれ識別コードを有す
る切断用紙を供給する切断用紙の供給工程と、
　前記搬送ラインにおいて前記切断用紙の供給工程から区分けポケット移動方向下流側へ
移動する区分けポケット毎に該区分けポケットの単位用紙と切断用紙とからなる丁合物を
丁合又は、袋綴じする集合処理の工程と、
　前記搬送ラインにおいて前記集合処理の工程から区分けポケット移動方向下流側の区分
けポケットの丁合物を所要時に二つのイジェクトユニットにより前記搬送ラインから回収
する工程とを備え、
　宛先単位ごとに単位用紙と切断用紙との供給可否情報が関連付けられているデータベー
スに基づいて、宛先順に移動する前記区分けポケットへの前記単位用紙の供給工程からの
単位用紙の供給タイミングを制御し、前記区分けポケットへの前記切断用紙の供給工程か
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単位
用紙供給部での前記不可の状態の検出が停止した後には、不可の状態とされた宛先単位の
情報に対応する単位用紙の組み合せをデータベースから再度引き出し、この宛先単位に応
じる単位用紙の供給を単位用紙供給部で開始させるとともに、単位用紙の供給を開始した
前記単位用紙供給部で可の状態とされた区分けポケットが下流の切断用紙供給部に移動し
てきた時点で切断用紙の供給を再開させ、

前記単位用紙供給部以外での前記ジャムセン
サーで不可の状態とされた区分けポケットの切断用紙に対応する宛先単位の情報を切断用
紙供給部の用紙供給不良データとしてファイル出力し、

前記識別コード読取装置で不可の状態とされた
区分けポケットの切断用紙に対応する宛先単位の情報を切断用紙供給部の用紙供給不良デ
ータとしてファイル出力し、



らの切断用紙の供給タイミングを制御し、前記区分けポケットの丁合物に対する前記集合
処理の工程での丁合又は袋綴じを制御する制御部と、前記搬送ラインと単位用紙の供給工
程と切断用紙の供給工程と集合処理の工程とに設けられて用紙が適正に供給される可の状
態と用紙がジャミングする不可の状態とを検出するジャムセンサーと、前記切断用紙の供
給工程に設けられて切断用紙の供給工程の用紙供給位置に対応する区分けポケットに供給
された切断用紙の前記識別コードを読み取る識別コード読取装置とを備えていて、
　前記制御部により、前記単位用紙の供給工程での前記ジャムセンサーの不可の状態の検
出時に、不可の状態として対応付けした区分けポケットへの切断用紙の供給工程における
切断用紙の供給と集合処理の工程における前記丁合物に対する前記処理とを停止して、不
可の状態として対応付けした前記区分けポケットの丁合物を一方のイジェクトユニットに
より搬送ラインから回収し、

前記単位用紙
の供給工程以降での前記ジャムセンサーの不可の状態の検出時に、不可の状態として対応
付けした区分けポケットの丁合物を前記一方のイジェクトユニットにより搬送ラインから
回収し、

前記切断用紙の供給工程での前記識別コード読取装置が前記正規デー
タ領域の切断用紙から読み取った識別コードと前記データベース上の情報とに基づいて、
前記正規データ領域の切断用紙が不正順位で供給される不可の状態の時に、不可の状態と
して対応付けした区分けポケットの丁合物を前記一方のイジェクトユニットにより搬送ラ
インから回収し、

前記切断用紙の供給工程での前記識別コード読取装置が前記ダミーデータ領域の切断
用紙から識別コードを読み取った時に、該ダミーデータ領域の切断用紙を伴なう丁合物が
ある区分けポケットの前記丁合物を他方のイジェクトユニットにより搬送ラインから回収
して、前記不可の状態とされた丁合物と前記ダミーデータ領域の切断用紙を伴なう丁合物
とを区別回収することを特徴とする封書作成に際しての丁合物回収方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は移動する区分けポケットに単位用紙と切断用紙とからなる丁合物を丁合や袋綴
じして封書とする 封書作成装置と

に関するものである。
【０００２】
【発明が解決しようとする課題】
　従来からデパート業や通信販売業、そして各種金融機関などにおいて顧客に定期的に、
或いは不定期にして新規商品、新規サービスなどの紹介を行なう上でパンフレット、カタ
ログなどをその顧客向けに送付するようにしており、送付先が多いなどの場合には連続的
な作成処理が行なえるようにするために、搬送ラインを移動できる区分けポケットに対し
てカタログやパンフレットなどのように枚葉物や冊子などの単位用紙を供給するとともに
、送付先を記載した送付票や案内状、請求書など宛先に応じて予め作成されている切断用
紙を供給し、これらの丁合物を区分けポケットごとにまとめて封書（袋形態のものも含ま
れている）として作成できるシステムが採用され、効率の向上が図られるようになってき
ている。
　ところで、上述した封書作成装置において予め通知内容が記載されている単位用紙や宛
先情報が記載されている切断用紙は、その用紙供給位置それぞれに用紙供給タイミングに
応じて移動してきた区分けポケットへ予め記録されているデータベース（例えば何れの単
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単位用紙供給部での前記不可の状態の検出が停止した後には
、不可の状態とされた宛先単位の情報に対応する単位用紙の組み合せをデータベースから
再度引き出し、この宛先単位に応じる単位用紙の供給を単位用紙供給部で開始させるとと
もに、単位用紙の供給を開始した前記単位用紙供給部で可の状態とされた区分けポケット
が下流の切断用紙供給部に移動してきた時点で切断用紙の供給を再開させ、

前記単位用紙供給部以外での前記ジャムセンサーで不可の状態とされた区分けポ
ケットの切断用紙に対応する宛先単位の情報を切断用紙供給部の用紙供給不良データとし
てファイル出力し、

前記識別コード読取装置で不可の状態とされた区分けポケットの切断用
紙に対応する宛先単位の情報を切断用紙供給部の用紙供給不良データとしてファイル出力
し、

とともに丁合が不可の状態の丁合物を回収できる この装
置による封書作成に際しての丁合物回収方法



位用紙を供給するか、そして、何れの切断用紙を供給するかの情報を記録したデータベー
ス）に基づいて供給するものとなっていることから、供給中に用紙が脱落したりジャミン
グしたり、さらには用紙自体の情報に作成ミスがあるなどして不良の用紙供給となる不可
の状態が生じた場合でも区分けポケットの丁合物が不可の状態となったまま移送されるこ
とになる。その場合の対応として、装置の各所に配置した検出手段により不可の状態を検
出したときに装置全体を停止させ、不可の状態を発生させる原因を解消した後に再稼動さ
せることが考えられるが、一般的には早期に解消できる些細な原因で不可の状態が検出さ
れる場合が多く、その都度、装置全体を停止させていては封書の作成効率が著しく低下す
るようになる。また、装置における機械調整や各種検出手段の機能を確認するために検査
稼動を通常稼動の前後、そして稼働中に定期的に、或いは不定期に行なう必要があるが、
検査稼動と通常稼動とが変るたびに装置を停止させることはやはり封書の作成効率を低下
させるものとなる。そのため、不可の状態が検出された場合や検査稼動と通常稼動とを切
り替える場合でも装置を停止させることなく極力連続的に稼動させ続けるようにしている
。
　しかしながら、用紙脱落やジャミングで用紙供給不良である丁合物や検査を目的として
丁合された丁合物が適正な丁合物と同じように搬送行程の下流側につぎつぎと送り出され
てくるため、これらが交じり合わないように区分けする作業が非常に煩雑になるという問
題があった。
　そこで、本発明は上記事情に鑑み、不可の状態とされた丁合物と適正な丁合物との搬送
行程の下流側で交じり合わないように不可の状態とされた丁合物を搬送行程から外すよう
にすることを課題とし、装置を稼動させつつ不可の状態の丁合物を取り除いて封書作成の
効率を低下させないことを目的とするものである。
【０００３】
【課題を解決するための手段】
　本発明は上記課題を考慮してなされたもので、整列状態にして順次移送する複数の区分
けポケットを有し、前記区分けポケットを移動させながら用紙などの丁合物を受け入れる
搬送ラインと、前記搬送ラインを移動する区分けポケットに、宛先毎に必要な用紙からな
る単位用紙を供給する単位用紙供給部と、前記搬送ラインを移動する区分けポケットに、
連続状態であらかじめ宛先順に正規の宛先単位の情報が印字された用紙部分である正規デ
ータ領域と予めダミーの宛先情報が記載された用紙部分であるダミーデータ領域とからな
る連続用紙を宛先単位に切断してそれぞれ識別コードを有する切断用紙を供給可能な切断
用紙供給部と、前記区分けポケットの丁合物を所要時に回収する二つのイジェクトユニッ
トと、前記搬送ラインを移動する区分けポケット毎に該区分けポケットの単位用紙と切断
用紙とからなる丁合物を丁合又は、袋綴じする集合処理部とが配置されるとともに、宛先
単位ごとに単位用紙と切断用紙との供給可否情報が関連付けられているデータベースと、
前記データベースに基づいて、宛先順に移動する前記区分けポケットへ単位用紙と切断用
紙の供給タイミングをコントロールして丁合又は袋綴じするように搬送ラインと単位用紙
供給部と切断用紙供給部と集合処理部とを制御する制御部とからなる封書作成装置であっ
て、前記搬送ラインと単位用紙供給部と切断用紙供給部と集合処理部とに設けられて用紙
が適正に供給される可の状態と用紙がジャミングする不可の状態とを検出するジャムセン
サーと、前記切断用紙供給部に設けられて切断用紙供給部の用紙供給位置に対応する区分
けポケットに供給された切断用紙の前記識別コードを読み取る識別コード読取装置とを備
え、前記制御部は、前記単位用紙供給部での前記ジャムセンサーの不可の状態の検出時に
、不可の状態として対応付けした区分けポケットへの切断用紙供給部における切断用紙の
供給と集合処理部における前記丁合物に対する前記処理とを停止して、不可の状態として
対応付けした前記区分けポケットの丁合物を一方のイジェクトユニットにより回収し、
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単
位用紙供給部での前記不可の状態の検出が停止した後には、不可の状態とされた宛先単位
の情報に対応する単位用紙の組み合せをデータベースから再度引き出し、この宛先単位に
応じる単位用紙の供給を単位用紙供給部で開始させるとともに、単位用紙の供給を開始し
た前記単位用紙供給部で可の状態とされた区分けポケットが下流の切断用紙供給部に移動



前記単位用紙供給部以外での前記ジャムセン
サーの不可の状態の検出時に、不可の状態として対応付けした区分けポケットの丁合物を
前記一方のイジェクトユニットにより回収し、

前記切断用紙供給部での前記識
別コード読取装置が前記正規データ領域の切断用紙から読み取った識別コードと前記デー
タベース上の情報とに基づいて、前記正規データ領域の切断用紙が不正順位で供給される
不可の状態と判定した時に、不可の状態として対応付けした区分けポケットの丁合物を前
記一方のイジェクトユニットにより回収し、

前記切断用紙供給部での前記識別コード読取装置が前記ダ
ミーデータ領域の切断用紙から識別コードを読み取った時に、該ダミーデータ領域の切断
用紙を伴なう丁合物がある区分けポケットの前記丁合物を他方のイジェクトユニットによ
り回収して、前記不可の状態とされた丁合物と前記ダミーデータ領域の切断用紙を伴なう
丁合物とを区別回収し、前記ジャムセンサーにより可の状態と検出され、かつ前記切断用
紙供給部での前記識別コード読取装置が前記正規データ領域の切断用紙から読み取った識
別コードと前記データベース上の情報とに基づいて、前記正規データ領域の切断用紙が適
正順位で供給される可の状態と判定した丁合物を、前記イジェクトユニットにおいて非回
収とする制御構成とされているものであることを特徴とする封書作成装置を提供して、上
記課題を解消するものである。
【０００４】
　また、もう一つの発明は、整列状態にして順次移送する複数の区分けポケットを有し、
区分けポケットを移動させながら用紙などの丁合物を受け入れる搬送ラインにおける区分
けポケット移動方向上流側の前記区分けポケットに、宛先毎に必要な用紙からなる単位用
紙を供給する単位用紙の供給工程と、前記搬送ラインにおいて前記単位用紙の供給工程か
ら区分けポケット移動方向下流側となる前記区分けポケットに、連続状態であらかじめ宛
先順に正規の宛先単位の情報が印字された用紙部分である正規データ領域と予めダミーの
宛先情報が記載された用紙部分であるダミーデータ領域とからなる連続用紙を宛先単位に
切断してそれぞれ識別コードを有する切断用紙を供給する切断用紙の供給工程と、前記搬
送ラインにおいて前記切断用紙の供給工程から区分けポケット移動方向下流側へ移動する
区分けポケット毎に該区分けポケットの単位用紙と切断用紙とからなる丁合物を丁合又は
、袋綴じする集合処理の工程と、前記搬送ラインにおいて前記集合処理の工程から区分け
ポケット移動方向下流側の区分けポケットの丁合物を所要時に二つのイジェクトユニット
により前記搬送ラインから回収する工程とを備え、宛先単位ごとに単位用紙と切断用紙と
の供給可否情報が関連付けられているデータベースに基づいて、宛先順に移動する前記区
分けポケットへの前記単位用紙の供給工程からの単位用紙の供給タイミングを制御し、前
記区分けポケットへの前記切断用紙の供給工程からの切断用紙の供給タイミングを制御し
、前記区分けポケットの丁合物に対する前記集合処理の工程での丁合又は袋綴じを制御す
る制御部と、前記搬送ラインと単位用紙の供給工程と切断用紙の供給工程と集合処理の工
程とに設けられて用紙が適正に供給される可の状態と用紙がジャミングする不可の状態と
を検出するジャムセンサーと、前記切断用紙の供給工程に設けられて切断用紙の供給工程
の用紙供給位置に対応する区分けポケットに供給された切断用紙の前記識別コードを読み
取る識別コード読取装置とを備えていて、前記制御部により、前記単位用紙の供給工程で
の前記ジャムセンサーの不可の状態の検出時に、不可の状態として対応付けした区分けポ
ケットへの切断用紙の供給工程における切断用紙の供給と集合処理の工程における前記丁
合物に対する前記処理とを停止して、不可の状態として対応付けした前記区分けポケット
の丁合物を一方のイジェクトユニットにより搬送ラインから回収し、
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してきた時点で切断用紙の供給を再開させ、

前記単位用紙供給部以外での前記ジャムセ
ンサーで不可の状態とされた区分けポケットの切断用紙に対応する宛先単位の情報を切断
用紙供給部の用紙供給不良データとしてファイル出力し、

前記識別コード読取装置で不可の状態とされ
た区分けポケットの切断用紙に対応する宛先単位の情報を切断用紙供給部の用紙供給不良
データとしてファイル出力し、

単位用紙供給部での
前記不可の状態の検出が停止した後には、不可の状態とされた宛先単位の情報に対応する
単位用紙の組み合せをデータベースから再度引き出し、この宛先単位に応じる単位用紙の
供給を単位用紙供給部で開始させるとともに、単位用紙の供給を開始した前記単位用紙供



前記単位用紙の供給工程以降での前記ジャムセンサーの不可の
状態の検出時に、不可の状態として対応付けした区分けポケットの丁合物を前記一方のイ
ジェクトユニットにより搬送ラインから回収し、

前記切断用紙の供給工程での
前記識別コード読取装置が前記正規データ領域の切断用紙から読み取った識別コードと前
記データベース上の情報とに基づいて、前記正規データ領域の切断用紙が不正順位で供給
される不可の状態の時に、不可の状態として対応付けした区分けポケットの丁合物を前記
一方のイジェクトユニットにより搬送ラインから回収し、

前記切断用紙の供給工程での前記識別コード
読取装置が前記ダミーデータ領域の切断用紙から識別コードを読み取った時に、該ダミー
データ領域の切断用紙を伴なう丁合物がある区分けポケットの前記丁合物を他方のイジェ
クトユニットにより搬送ラインから回収して、前記不可の状態とされた丁合物と前記ダミ
ーデータ領域の切断用紙を伴なう丁合物とを区別回収することを特徴とする封書作成に際
しての丁合物回収方法を提供して上記課題を解消するものである。
【０００５】
【発明の実施の形態】
　まず、本発明を説明する前に本発明を実施するに際して基礎の技術として検討した例を
図１から図５に基づいて詳細に説明する。
　図１と図２は封書作成装置１の構成と形態とを概略的に示すものである。この封書作成
装置１は搬送ライン２と単位用紙供給部３と切断用紙供給部４と集合処理部５とイジェク
トユニット６とデータベース７と制御部８とからなるものであり、図２に示すように、前
記搬送ライン２は対となった搬送爪を搬送面上に突出させた状態にして一方向に移動させ
ることで整列状態にして順次移動する複数の区分けポケット９を有しており、この区分け
ポケット９が一方向に複数の位置で一時停止しながら移動することで用紙などの丁合物と
するための物品を受けるものである。即ち、区分けポケット９が搬送方向の上流側から移
動してくることで順次、或いは選択的に供給される用紙などが積み重ねられて下流方向に
移動するようにしているものである。
　単位用紙供給部３はカタログ、パンフレットなどの枚葉用紙や冊子（例えば、カタログ
やパンフレット）などの形態となる単位用紙ａを区分けポケット９に供給するための単位
用紙供給装置３ａが搬送ラインの方向に複数並んで設けられているものであり、例えばそ
の単位用紙の種類毎に供給装置３ａが分けられてそれぞれが搬送ライン２に沿って配置さ
れている。この単位用紙供給部３では前記供給装置の用紙供給位置に区分けポケットが位
置することで各供給装置から後述するように宛先ごとに応じて必要な単位用紙が選択的に
その区分けポケットへと供給されるものである。
【０００６】
　単位用紙供給部３の区分けポケット移動方向下流側に上記切断用紙供給部４が位置して
いる。この切断用紙供給部４は連続状態にして予め宛先順にその宛先に係る宛先名などの
情報が印字された連続用紙ｂを、例えばロール形態で備えている切断用紙供給装置４ａを
複数にして上記搬送ライン２に沿って配置してなるものであり、その切断用紙供給装置４
ａそれぞれは繰り出してきた連続用紙ｂを宛先単位ごとに切断した切断用紙ｃを、該供給
装置の用紙供給位置に到着した区分けポケット９に供給する。
　上記集合処理部５は切断用紙供給部４の区分けポケット移動方向下流側にあって、区分
けポケット９ごとに搬送されてきた単位用紙ａと切断用紙ｃとからなる丁合物を丁合、ま
たは透明な袋体を用いて袋綴じするものであり、その丁合物が区分けポケットにて下流側
へと送り出されるようにしている。
【０００７】
　集合処理部５の区分けポケット移動方向下流側にイジェクトユニット６が位置していて
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給部で可の状態とされた区分けポケットが下流の切断用紙供給部に移動してきた時点で切
断用紙の供給を再開させ、

前記単位用紙供給部以外での前記ジャム
センサーで不可の状態とされた区分けポケットの切断用紙に対応する宛先単位の情報を切
断用紙供給部の用紙供給不良データとしてファイル出力し、

前記識別コード読取装置で不可
の状態とされた区分けポケットの切断用紙に対応する宛先単位の情報を切断用紙供給部の
用紙供給不良データとしてファイル出力し、



、このイジェクトユニット６では、上記制御部８の制御の下で区分けポケット９から丁合
物を搬送ライン２上から除外する回収動作をするものであり、例えば、後述するごとく用
紙供給が不良になって不可の状態とされた区分けポケット９が到着したときにその区分け
ポケット９から丁合物を回収し、下流に不可の状態の丁合物が搬送されないようにしてい
る。よって、このイジェクトユニット６からは適正な丁合物以外の丁合物が排出されるよ
うになる。
　上記データベース７は宛先単位で供給すべき単位用紙と切断用紙との対応関係を記録し
ているもので、図３にて表形態で示すように、コードにして表現された宛先情報に対して
、複数種の切断用紙ｃ１、ｃ２、ｃ３や単位用紙ａ１、ａ２、……のいずれを供給すべき
かの対応が記録されているものである。
　また、制御部８は上記各部を管理し、前記データベース７に基づいて、宛先順に移動す
る前記区分けポケット９へ単位用紙と切断用紙の供給タイミングをコントロールできるよ
うにするとともに、丁合又は袋綴じするようにすべく、搬送ライン２と単位用紙供給部３
と切断用紙供給部４と集合処理部５、イジェクトユニット６とを制御するものである。そ
して、この制御部８にあっては、図１に示されているように各部所の稼動状況を示すモニ
ターなどからなる表示部１０とキーボードなどの入力装置からなり各種の設定を入力でき
る入力部１１とが接続されており、これら制御部８、表示部１０、入力部１１、上記デー
タベース７とはコンピュータにて一体的に構成することができるものとしている。
【０００８】
　上記各切断用紙供給装置４ａにおいては、図４に示されているように識別コード付与装
置１２が設けられている。この識別コード付与装置１２は予め宛先順に印字された連続用
紙ｂに対して宛先単位毎に区分け識別するための識別コードを付与するもので、図５に示
されているように、連続用紙ｂの移送穴部に予め付与された識別コードｄを利用して切断
用紙となる部分ごとの所定位置に新たな識別コードｅを出力するようにしたものである。
そのため、識別コード付与装置１２では、連続用紙ｂが宛先単位に切断される際、切り落
とされる移送穴部の識別コードｄを読み取る識別コード読み取り装置１３と、この識別コ
ード読み取り装置１３で読み取ったコードデータに基づいて宛先単位に切断される用紙に
新たに前記識別コードｅを出力する識別コード印字装置１４とに構成が分けられている。
そして、前記識別コード印字装置１４にあっては識別コードｅをステルスインキにて印字
するもので、目視ではその識別コードｅを確認できないようにして切断用紙の外観を損な
わないものとしている。なお、識別コードｅはステルスインキが感知できる機器にて読み
取ることができるものである。
　図４に示されているように切断用紙供給装置４ａでは上記識別コード付与装置１２から
の用紙送り出し方向にカッター部１５と折り部１６とを配置しており、上述したように識
別コード付与装置１２で切断用紙となる部分に識別コードｅを付与してから、前記カッタ
ー部１５にて切断用紙ｃごとに切断して上記移送穴部も切除して切断用紙ｃを得て、その
後に折り部１６で略Ｚ状に折り畳んで用紙供給位置に送り出され、この用紙供給位置に区
分けポケットが位置したときに供給するようにしている。
　さらに切断用紙供給部４では、ステルスインキを用いて切断用紙ｃに付与された識別コ
ードｅを読み取るために用紙供給位置に第二の識別コード読み取り装置１７を配置してお
り、この第二の識別コード読み取り装置１７で切断用紙ｃの識別コードｅを読み取って上
記制御部８に情報を送ることにより、その情報を送出した切断用紙供給装置４ａから切断
用紙ｃが区分けポケットに供給されたとの判断がなされ、制御部８側では集合処理部５に
向けて移動する区分けポケット９と、宛先情報など宛先単位の管理情報とを対応付けして
管理を行なうようにしている。
【０００９】
　このように、切断用紙供給部４に識別コード付与装置１２を設け、宛先単位ごととされ
た切断用紙ｃを区分け識別できるようにしたため、切断用紙ｃが区分けポケット９に供給
されるとともにその切断用紙ｃから情報を得ることで、区分けポケット９ごとの丁合物や
集合処理部５を経た封書を、宛先順による対応関係を装置側で管理しながら搬送ライン２
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上で移動させることができるようになる。そして、人間の眼では確認できないステルスイ
ンキで切断用紙に識別コードを付与するようにすることで、最終のユーザー（封書受取人
）に気づかれずにその切断用紙を生産管理用の帳票などとして利用でき、デザインの制約
を受けることが無くなる。
【００１０】
　本封書作成装置１においては、単位用紙ａや切断用紙ｃの移動経路でジャミングが生じ
たときにこれを感知できるように設けられているものであって、単位用紙ａの送り出し時
のジャミングに応じ得るように上記単位用紙供給部３の各単位用紙供給装置３ａに、また
、切断用紙ｃの送り出し時のジャミングに応じ得るように上記切断用紙供給部４の各切断
用紙供給装置４ａに、そして、搬送ライン２上での移動時におけるジャミングに応じるこ
とができるようにその搬送ライン２の各所に、さらには、集合処理部５での丁合や袋綴じ
の際のジャミングに応じるようにその集合処理部５にそれぞれジャムセンサー１８が設け
られており、これらジャムセンサー１８からのジャム信号が上記制御部８に送られるよう
にして、何れかの個所でジャミングが生じた場合に制御部８は何れの区分けポケット９に
対して不可の状態とすべきかの判定がなされて、区分けポケット９に対する不可の状態の
対応付けがなされる。なお、所定時間以上ジャム信号が送出され続けるような場合には制
御部８の制御の下で稼動が停止するようにしている。また、この封書作成装置１を通常停
止させる場合にあってはその停止指示信号が前記制御部８に送り出され、その停止指示信
号を受けて制御部８の制御の下で封書作成装置１が停止するようにしている。
　特定の条件下のジャム信号（例えば、上述のように所定時間以上送出され続けた信号）
や上記停止指示信号を受けた上記制御部８は搬送ライン２上にある区分けポケット９の停
止位置を単位用紙供給装置３ａや切断用紙供給装置４ａの用紙供給位置となるように制御
しており、この制御部８の下で区分けポケット９が用紙供給位置で停止することで各停止
位置（用紙供給位置）での単位用紙ａや切断用紙ｃの供給の有無や宛名情報に応じて適正
な用紙の組み合わせが行われているかどうかなどを把握し易くして管理が容易となるよう
にしている。
【００１１】
　そして、本封書作成装置１を用いたシステムにおいて、上記ジャムセンサー１８によっ
てジャミングが検出された装置の用紙供給位置を移動してきた区分けポケットの丁合物は
、実際の用紙の組み合わせが正常であったとしてもその組み合わせなどに不具合が生じて
いるものとして処理するようにしており、各処理個所（単位用紙供給装置３ａ、切断用紙
供給装置４ａ、集合処理部５、イジェクトユニット６）においてこのような不可の状態と
適正な用紙供給動作が行われた可の状態とを表示できるように、また、移動する各区分け
ポケット９が可の状態のものであるか不可の状態のものであるかが表示できるようにして
いるものである。その具体的な例として、上記搬送ライン２において区分けポケット９が
停止する位置に対応した所定個所と各装置に表示装置１９が設けられている。この表示装
置１９は可の状態を青色点灯として表示し、不可の状態を赤色点灯として表示するように
青色灯と赤色灯とが対になっているが、必ずしも対になっている必要はなく、不可の状態
のみを点灯表示するものであってもよい。さらに、上記制御部８では、単位用紙供給装置
３ａ、切断用紙供給装置４ａ、集合処理部５、イジェクトユニット６の各ジャムセンサー
１８から入力されたジャム信号に基づいて前記表示装置１９を動作させるようにしており
、ジャム信号の送出がなくなるまでジャミングしている装置の表示装置１９で不可の状態
を表示させ、かつ、単位用紙供給部３や切断用紙供給部４において不可の状態とされた装
置の用紙供給位置を通ってきた区分けポケット９が表示装置１９を対応付けした搬送ライ
ン２上の位置に到着するごとに不可の状態を表示するようにしており、搬送ライン２上の
区分けポケット９の移動に伴って可、不可の表示を移動制御するようにし、区分けポケッ
ト９の移動を、即ち、封書作成装置１自体を停止させずに不可の状態とされた区分けポケ
ットを確認できるようにしている。
　このように区分けポケット９の移動に伴って可、不可の表示を移動制御することから、
操作者側で目視にて区分けポケットの丁合物の可、不可の状態が簡単に判断できるように
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なる。
【００１２】
　上述したように単位用紙供給部３や切断用紙供給部４、集合処理部５、イジェクトユニ
ット６などの部所にて不可とされた場合においてもこの封書作成装置１は停止されず、連
続稼動の状態が極力維持されるようにしている。しかし、上流である単位用紙供給部３の
段階でジャミングなどにより不可の状態とされた区分けポケット９がその下流の切断用紙
供給部４に到達したときに、その区分けポケット９に切断用紙を供給することは不経済な
ものとなる。
　そこで、この封書作成装置１では単位用紙供給部３で不可の状態が生じたと判定された
場合（不可の状態の検出時）には、その不可の状態となる区分けポケット９が対応する宛
先単位の情報が制御部８側に記録されるとともに、その制御部８の制御により切断用紙供
給部４における切断用紙ｃの供給を停止し、この切断用紙ｃの供給を受けなかった区分け
ポケット９が集合処理部５を通って（この集合処理部５においても丁合や袋綴じの動作は
行われないようにしている）イジェクトユニット６に到達した段階でその区分けポケット
９における丁合物が搬送ライン２上から排除されるようにしている。なお、可の状態とさ
れた区分けポケット９における丁合物は前記イジェクトユニット６での取り除きを受ける
ことなく搬送ライン２の最終端に接続されているデリバリコンベア２０に送り込まれ、こ
のデリバリコンベア２０にて次工程に送り出されるようにしている。さらに、前記制御部
８は単位用紙供給部３での不可の状態の検出が停止した後には、先に不可の状態とされた
宛先単位の情報に対応する単位用紙の組み合わせをデータベース７から再度引き出し、こ
の宛先単位に応じる単位用紙の供給をこの単位用紙供給部３で開始させるとともに、その
可の状態とされた区分けポケット９が下流の切断用紙供給部４に移動してきた時点で切断
用紙ｃの供給を再開するように設けられている。このようにすることで封書作成装置の連
続的な稼動が維持し易くなるように設けられている。
【００１３】
　また、一方、切断用紙供給部４での不可の状態が発生しても連続的な稼動を維持するよ
うに設けられている。上述したようにこの切断用紙供給部４における各切断用紙供給装置
４ａそれぞれでは連続用紙ｂを切断してなる切断用紙ｃから第二の識別コード読取装置１
７によって識別コードを読み取るようにしており、読み取られた識別コードとデータベー
ス上での宛先情報との対比を上記制御部８が常時行い、一致して適正な供給順である場合
に可の状態とし、連続用紙の作成時点での出力ミスなどで不一致とななり不適切な用紙供
給順の場合に不可の状態と判定するようにしている。さらに、これら切断用紙供給装置４
ａそれぞれに対応してその装置内、及び、用紙供給位置に、上述のようにジャミングを検
出するジャムセンサー１８が配置されており、このジャムセンサー１８にてジャム信号が
送出された場合にも前記制御部８は不可の状態と判定するようにしている。そして、不可
の状態とされた区分けポケット９の丁合物は上述のように集合処理部５での処理を受けず
にイジェクトユニット６にて搬送ライン２から取り除かれるようにしている。
　さらに、上記第二の識別コード読取装置１７や上記ジャムセンサー１８の検出手段によ
り不可の状態として検出されて取り除かれる丁合物中の切断用紙についてはこれを再度作
成する必要があることから、その不可の状態とされた切断用紙に対応する宛先単位の情報
が制御部８により切断用紙供給部の用紙供給不良データとしてファイル出力するように設
けられており、この出力されたファイルにて改めて連続用紙ｂを作成するようにしている
。
　このように第二の識別コード読取装置を用いたデータベースとの対比から、そして、装
置内や用紙供給位置でのジャム信号に基づいて制御部８が切断用紙供給部４での可、不可
の状態を判定し、その切断用紙供給部４において不可の状態とされた切断用紙に対応する
宛先単位の情報を別個にファイル出力するため、不可の状態となる区分けポケット９が生
じたとしても、不具合の解消作業中に封書作成装置１を稼動させ続けることができ、不具
合解消後の正常稼動状態に連続的に移行できるようにしている。
【００１４】
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　上記搬送ライン２にあっては上述したように所要個所に、上記用紙供給位置に対応する
ようにしてジャムセンサー１８が配置されていて、このジャムセンサー１８からなる検出
手段は搬送ライン２の停止時においても区分けポケット９に送り出されている単位用紙や
切断用紙に対するセンシングを行なって存在するときには可の状態とし存在しないときに
は不可の状態として検出する働きをもなすものとしており、搬送ライン２の停止時に検査
のために単位用紙や切断用紙の丁合物を取り出すことでその区分けポケット９に対して不
可の状態との判定を対応付けるようにするとともに、不可の状態とされた区分けポケット
に対応する宛先単位の情報を別個にファイル出力し、封書作成装置１の稼動を再開したと
きには、上述の不可の状態と判定された区分けポケットに対する対処と同様に上記イジェ
クトユニット６にて丁合物を搬送ライン２から取り除くようにしている。
　このように操作者が検査などのために丁合物を取り除いた時点で不可の状態との判定を
対応付けるようにしているため、操作者による戻し間違い（用紙欠落）を有したまま適正
な丁合物として移動することを未然に防止することができる。
【００１５】
　上記例では、搬送ライン２の下流側に一つのイジェクトユニット６により、不可の状態
の判定がなされている区分けポケット９の丁合物をその搬送ライン２から取り除いて回収
するものとしている。
【００１６】
　本発明は上記基礎の技術に基づいて検討してなるものである。図６は本発明の実施の形
態の要部を示しているものであって、図６に示された封書作成装置１では、この装置１の
機械調整用としてや判定機能チェック用として作成された切断用紙を伴う丁合物と上述の
不可の状態と判定付けられた丁合物との両者を区別した状態で搬送ライン２から取り除き
回収できるようにするために、イジェクトユニット６を 設けている。そして、機械調
整用や判定機能チェック用として作成された切断用紙から所要の情報（識別コード）を上
記識別コード読取装置１３や第二の識別コード読取装置１７を介して制御部８側に送り込
み、その制御部８の制御の下でその切断用紙を伴う丁合物を所定のイジェクトユニット６
にて搬送ライン２から回収するようにし、他の不可の状態とされた区分けポケットの丁合
物は他のイジェクトユニット６から回収するようにしている。
　このように機械調整用や判定機能チェック用として作成された切断用紙を有する丁合物
を通常稼動時に不可の状態と判定付けされた丁合物と区別して搬送ラインから取り除くよ
うにしているため、その取り除かれた二種の丁合物の管理や取り扱いを区別ごとに変える
ことが極めて容易になる。
【００１７】
　機械調整用の切断用紙には、連続用紙の形態の時点で機械調整用としてダミーの宛先情
報が予め記載されており、また、判定機能のチェック用の切断用紙には、連続用紙の形態
の時点で上記識別コード読取装置１３、第二の識別コード読取装置１７による可の状態や
不可の状態の判定機能をチェックするためのダミーの宛先情報が予め記載されていて、こ
の用途の切断用紙となる用紙部分２１が、図７に示すように連続用紙ｂの前後の個所や間
に配置されている。この図７では（イ）にその連続用紙ｂの先頭部分が、（ロ）ではデー
タ領域部分が、（ハ）では連続用紙ｂの終了部分が示され、矢印Ｘは連続用紙ｂの送り出
し方向を示し、（イ）（ロ）（ハ）において連続用紙ｂ中の各枠が最小単位の用紙を示し
ている。
　図７（イ）で示すように、連続用紙ｂの先頭部分では白紙領域Ａのつぎに、機械調整用
としてのダミーの宛先情報を記載して切断用紙となる前記用紙部分２１が連続して先頭ダ
ミーデータ領域Ｂが形成され、以降に正規データが続くことを制御部側に知らせるための
ヘッダー領域Ｃが前記先頭ダミーデータ領域Ｂに連続し、さらにこのヘッダー領域Ｃに正
規データ領域Ｄが連続している。
　図７（ロ）に示すように、連続用紙ｂのデータ領域部分では、前記正規データ領域Ｄを
分断する形で複数箇所にダミーデータ領域Ｅがあり、このダミーデータ領域Ｅは、識別コ
ード読取装置１３、第二の識別コード読取装置１７による可の状態や不可の状態の判定機
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能をチェックするためのダミーの宛先情報を記載した切断用紙となる前記用紙部分２１か
ら形成されている。
　図７（ハ）に示すように、連続用紙ｂの終了部分では、正規データが終了したことを制
御部側に知らせるフッター領域Ｆがあり、これに、機械調整用としてのダミーの宛先情報
を記載して切断用紙となる前記用紙部分２１よりなる終了ダミーデータ領域Ｇが形成され
て連続し、その後に白紙領域Ｈが連続している。このように正規の宛先単位の情報を有す
る連続用紙ｂ中に機械調整用や判定機能チェック用のダミーとしての用紙部分２１を設け
ているため、上記切断用紙供給部４の各切断用紙供給装置４ａそれぞれにおいて、本稼動
のための連続用紙と調整やダミー用の連続用紙とを付け換える必要がなくなる。
【００１８】
【発明の効果】
　以上説明したように、本発明によれば、機械調整用や判定機能チェック用として作成さ
れた切断用紙を検出してその切断用紙を有する丁合物を通常稼動時に不可の状態と判定付
けされた丁合物と区別して搬送ラインから取り除くようにしているため、その取り除かれ
た二種の丁合物（チェック用のものと通常可能時の不可の状態のもの）の管理や取り扱い
を区別し易くな 。
【図面の簡単な説明】
【図１】　封書作成装置の一例における構成を概略的に示す説明図である。
【図２】　図１の例の形態を概略的に示す説明図である。
【図３】　データベースを示す説明図である。
【図４】　切断用紙供給装置を示す説明図である。
【図５】　連続用紙における切断用紙となる一単位を示す説明図である。
【図６】　本発明の実施の例を示す説明図である。
【図７】　連続用紙を示す説明図である。
【符号の説明】
　１…封書作成装置　２…搬送ライン
　３…単位用紙供給部　４…切断用紙供給部
　５…集合処理部　６…イジェクトユニット
　７…データベース　８…制御部
　９…区分けポケット　１２…識別コード付与装置
　１３…識別コード読み取り装置　１４…識別コード印字装置
　１７…第二の識別コード読取装置　１８…ジャムセンサー
　１９…表示装置　２１…チェック用の用紙部分
　ａ…単位用紙　ｂ…連続用紙
　ｃ…切断用紙　ｄ…識別コード
　ｅ…識別コード
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】
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