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(57)【要約】
【課題】　積層体形成装置を提供する。
【解決手段】　積層体形成領域１２と、偏平部材２８に
よって形成される積層体３０を積層体形成領域１２内で
支持するための支持装置とを備えた、搬送方向Ａに運ば
れて来る多数の偏平部材２８、特にフィルムカットシー
トまたは紙カットシートによって積層体３０を形成する
ための積層体形成装置、特に紙を加工する産業の設備内
の積層体形成装置について記載されている。本発明の特
徴は、支持装置が独立した多数の支持要素２２を備え、
この支持要素が偏平部材２８の搬送方向Ａにおいて少な
くとも相前後して配置され、かつ偏平部材２８の搬送方
向Ａに対して角度をなして、特に偏平部材２８の搬送方
向Ａに対してほぼ直角に配置され、および／またはほぼ
垂直方向に移動可能に支承されていることにある。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　積層体形成領域（１２）と、偏平部材（２８）によって形成される積層体（３０）を前
記積層体形成領域（１２）内で支持するための支持装置とを備えた、搬送方向（Ａ）に運
ばれて来る多数の前記偏平部材（２８）、特にフィルムカットシートまたは紙カットシー
トによって前記積層体（３０）を形成するための積層体形成装置、特に紙を加工する産業
の設備内の積層体形成装置において、
　前記支持装置が独立した多数の支持要素（２２）を備え、この支持要素が前記偏平部材
（２８）の搬送方向（Ａ）において少なくとも相前後して配置され、かつ前記偏平部材（
２８）の搬送方向（Ａ）に対して角度をなして、特に前記偏平部材（２８）の搬送方向（
Ａ）に対してほぼ直角に配置され、および／または下側位置と上側位置との間でほぼ垂直
方向に移動可能に支承されていることを特徴とする積層体形成装置。
【請求項２】
　少なくとも若干の前記支持要素（２２）が棒状またはピン状の物体を有し、その棒状ま
たはピン状の物体のほぼ長手方向に移動可能に支承さ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】
　少なくとも若干の前記支持要素が残りの部分よりも幅広の頭部、特に偏平な頭部を有し
、この頭部によってこの支持要素が前記積層体の最も下側の前記偏平部材の下面に支持接
触可能であ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】
　前記支持要素（２２）が上側位置と下側位置との間で移動可能であり、この上側位置と
下側位置の間隔が、前記偏平部材（２８）によって形成される積層体（３０）の所定の最
大高さに依存して決定されるかまたは調節可能であることを特徴とする請求項１～３のい
ずれか一項に記載の装置。
【請求項５】
　完成した積層体（３０）を積層体形成領域（１２）からほぼ前記偏平部材（２８）の延
在平面の方向に移動させることによって、前記積層体を取り出すための搬出装置（２６）
を備えた、請求項１～４のいずれか一項に記載の装置において、
　前記支持要素（２２）が、前記積層体（３０）を取り出す間に前記積層体（３０）の後
ろに生じる隙間をその上側位置への移動によって埋めるように、移動可能に支承されてい
ることを特徴とする装置。
【請求項６】
　前記支持要素（２２）が前記偏平部材（２８）の搬送方向（Ａ）に並べて配置されてい
ることを特徴とする請求項１～５のいずれか一項に記載の装置。
【請求項７】
　前記積層体形成領域（１２）がフォーマット調節のために適当に調節可能に配置された
少なくとも１個の側方ストッパ（３４）によって画成されている、請求項６に記載の装置
において、少なくとも１個の前記側方ストッパ（３４）が、その都度のその位置の領域内
にある支持要素（２２）を下側位置に保持するように形成されていることを特徴とする装
置。
【請求項８】
　少なくとも若干の前記支持要素（２２）が好ましくは電動式、電磁式、空気圧式または
油圧式に運転される昇降装置によって移動可能であることを特徴とする請求項１～７のい
ずれか一項に記載の装置。
【請求項９】
　前記積層体（３０）の上面がほぼ定置されたままになるよう、前記積層体（３０）の形
成中に前記支持要素（２２）を下降させるように、前記昇降装置が形成されおよび／また
は制御可能であることを特徴とする請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
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　少なくとも若干の前記支持要素（２２）が可撓的に支承されていることを特徴とする請
求項１～９のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１１】
　搬送平面がその中を前記偏平部材（２８）が搬送されて来ることができるように形成さ
れている、請求項１～１０のいずれか一項に記載の装置において、前記支持要素（２２）
が好ましくは空気圧式装置および／または機械式ばね装置によって前記搬送平面の方へ弾
性的に付勢されていることを特徴とする装置。
【請求項１２】
　前記積層体（３０）の形成中にこの積層体の上面がほぼ定置されたままになるように、
前記弾性付勢が決定されているかまたは調節可能であることを特徴とする請求項１１に記
載の装置。
【請求項１３】
　前記積層体形成領域（１２）内に設けられた底（１８）を備えている、請求項１～１２
のいずれか一項に記載の装置において、前記支持要素（２２）が前記底（１８）から外に
および前記底（１８）内に移動可能に支承されていることを特等とする装置。
【請求項１４】
　押え具（３２）を備え、この押え具が前記偏平部材（２８）の前記搬送方向（Ａ）にお
いて上流側から、前記積層体形成領域（１２）内に挿入可能に配置および形成され、そこ
にある支持要素（２２）が下側位置に保持され、かつそれによって前記偏平部材（２８）
の前記搬送方向（Ａ）の上流側にある搬送装置（２）のフレキシブルなフォーマット調節
のためのスペースが形成されるように、押え具が配置および形成されていることを特徴と
する請求項１～１３のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１５】
　前記押え具（３２）が少なくとも１個の板状要素を備え、この板状要素が前記支持要素
（２２）の運動方向に対して角度をなして、好ましくは前記支持要素（２２）の移動方向
に対してほぼ直角におよび／またはほぼ水平に延在し、前記偏平部材（２８）の前記搬送
方向（Ａ）の下流側にある板状要素の端部（３２ａ）が前記支持要素（２２）の上側位置
の方へ上方に傾斜していることを特徴とする請求項１４に記載の装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、積層体形成領域と、偏平部材によって形成される積層体を積層体形成領域内
で支持するための支持装置とを備えた、搬送方向に運ばれて来る多数の偏平部材、特にフ
ィルムカットシートまたは紙カットシートによって積層体を形成するための積層体形成装
置、特に紙を加工する産業の設備内の積層体形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の慣用の装置の場合には、紙ウェブを縦方向裁断および横方向裁断することによ
って生じる紙カットシートが、フォーマットに依存した集積箱内に集積され、この集積箱
は、例えば、薄板製のほぼ全面が滑らかな底を有する。従って、従来技術ではこれまでは
、各々の個別保管のために必要な個々の集積箱を、いろいろなフォーマットのために適切
に交換しなければならない。これはいろいろな集積箱のために比較的に大きなスペースを
必要とすることになり、集積箱の交換はさらに作業コストの増大を生じる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明の課題は、フォーマット調節が少ないコストで実現可能であるように、冒頭に述
べた種類の装置を改良することである。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
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　この課題は、積層体形成領域と、偏平部材によって形成される積層体を積層体形成領域
内で支持するための支持装置とを備えた、搬送方向に運ばれて来る多数の偏平部材、特に
フィルムカットシートまたは紙カットシートによって積層体を形成するための積層体形成
装置、特に紙を加工する産業の設備内の積層体形成装置において、支持装置が独立した多
数の支持要素を備え、この支持要素が偏平部材の搬送方向において少なくとも相前後して
配置され、かつ偏平部材の搬送方向に対して角度をなして、特に偏平部材の搬送方向に対
してほぼ直角に配置され、および／または下側位置と上側位置との間でほぼ垂直方向に移
動可能に支承されていることを特徴とする装置によって解決される。
【０００５】
　本発明により、従来技術で使用されたほぼ全面が滑らかな集積箱底が、出し入れ可能な
支持要素によって置き換えられ、この支持要素は集積箱の底の代わりに、カットシートま
たはカットシートによって形成される積層体を支持し、それによってカットシートまたは
積層体を支持または保管するための支持装置の役目を果たす。それによって、積層体領域
がカットシートによって形成される積層体の高さに適合するだけでなく、積層体形成領域
の底がフォーマットに対してフレキシブルになる。なぜなら、積層体を支持するために、
実際に必要な支持要素だけを使用すればよいからである。これは特に、側方ストッパを使
用する場合に有利である。本発明の他の効果は、完成した積層体を積層体形成領域から取
り出す際に、この積層体の後ろに生じる隙間が、上端位置への支持要素の繰り出しによっ
て再び埋められるからである。それによって、新たに形成される次の積層体の最初のカッ
トシートが支持され、搬送平面または集積平面に対してほぼ平行のままである。従って、
本発明により、ほぼ自動的に格納する積層体保管装置が提案される。この積層体保管装置
は場合によっては多数使用できるように形成され、使用あたりまたは個々の集積箱あたり
１個の支持装置を備えている。この支持装置は上端位置と下端位置との間で移動可能に支
承された多数の支持要素によって形成されている。
【０００６】
　本発明の有利な実施形および発展形は、従属請求項に記載されている。
【０００７】
　少なくとも若干の支持要素が棒状またはピン状の物体を有し、その棒状またはピン状の
物体のほぼ長手方向に移動可能に支承されていると有利である。
【０００８】
　少なくとも若干の支持要素が残りの部分よりも幅広の頭部、特に偏平な頭部を有し、こ
の頭部によってこの支持要素が積層体の最も下側の偏平部材の下面に特に面で接触可能で
あると合目的である。
【０００９】
　支持要素が上側位置と下側位置との間で移動可能であり、この上側位置と下側位置との
間隔が、偏平部材によって形成される積層体の所定の最大高さに依存して決定されるかま
たは調節可能であると有利である。
【００１０】
　完成した積層体を積層体形成領域からほぼ偏平部材の延在平面の方向に移動させること
によって、積層体を取り出すための搬出装置を備えた本発明のきわめて有利な実施形は、
支持要素が、積層体を取り出す間に積層体の後ろに生じる隙間をその上側位置への移動に
よって埋めるように、移動可能に支承されていることを特徴とする。この実施形でも本発
明の効果が生じる。というのは、次の新しい積層体の最初のカットシートが、できるだけ
直ちに再び繰り出される支持要素上に問題なく支持され、その際、集積平面に対してほぼ
平行に位置したままであるからである。
【００１１】
　支持要素が偏平部材の搬送方向に並べて配置されていると有利である。それによって特
に、支持要素からなるマトリックスが生じ得る。
【００１２】
　支持要素がその運動に関してグループ毎にまとめることができると合目的である。一列
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の支持要素が一緒に動き、この支持要素の列が、特にその都度の運転状態に依存して、搬
送方向と搬送方向に対して横方向のどちらも選択可能であると有利である。
【００１３】
　積層体形成領域がフォーマット調節のために適当に調節可能に配置された少なくとも１
個の側方ストッパによって画成されている、他の有利な実施形は、少なくとも１個の側方
ストッパが、その都度のその位置の領域内にある支持要素を下側位置に保持するように形
成されていることを特徴とする。それによって、積層体形成領域の底はフォーマットに対
してフレキシブルである。というのは、側方ストッパが不要な支持要素だけしか覆ってい
ないからである。
【００１４】
　少なくとも若干の支持要素は好ましくは電動式、電磁式、空気圧式または油圧式に運転
される昇降装置によって移動可能である。好ましくは、積層体の上面がほぼ定置されたま
まになるよう、積層体の形成中に支持要素を下降させるように、この昇降装置は形成され
および／または制御可能である。絶えず成長する積層体の上面がほぼ所定の位置にとどま
ることによって、手前に接続された搬送装置からの摩擦を生じない受け取りを実現するこ
とができる。
【００１５】
　その代わりにまたはそれに加えて、少なくとも若干の支持要素を可撓的に支承すること
ができる。そのために、支持要素は好ましくは空気圧式装置および／または機械式ばね装
置によって偏平部材を搬送して来る搬送平面の方へ弾性的に付勢可能である。その際、積
層体の形成中にこの積層体の上面がほぼ定置されたままになるように、すなわちほぼ同じ
、好ましくは水平な平面内にとどまるように、弾性付勢が決定されているかまたは調節可
能である。
【００１６】
　積層体形成領域が底を備え、支持要素がこの底から外におよび底内に移動可能に支承さ
れていると有利である。それによって、このような底は、支持要素が底内に完全に入って
下降する場合の、完成した積層体のための保管装置を提供する。
【００１７】
　他の実施形の場合には、いわゆる押え具を使用することができる。この押え具は偏平部
材の搬送方向において上流側から、積層体形成領域内に挿入可能に配置および形成され、
そこにある支持要素が下側位置に保持され、かつそれによって偏平部材の搬送方向の上流
側にある搬送装置のフレキシブルなフォーマット調節のためのスペースが形成されるよう
に、押え具が配置および形成されている。この実施形の発展形では、押え具が少なくとも
１個の板状要素を備え、この板状要素が支持要素の運動方向に対して角度をなして、好ま
しくは支持要素の移動方向に対してほぼ直角におよび／またはほぼ水平に延在し、偏平部
材の搬送方向の下流側にある板状要素の端部が支持要素の上側位置の方へ上方に傾斜して
いる。それによって、一種の斜面が形成され、この斜面が支持要素に接触し、押え具の進
行する移動に基づいて支持要素を下方に押し下げることができる。
【００１８】
　次に、添付の図に基づいて本発明の有利な実施形態を詳しく説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】下流側にある搬送装置の端区間と、後続配置された、本発明の有利な第１の実施
形態に係る集積ステーションとを有する紙加工設備の端範囲の概略的な側面図である。
【図２】図１の装置の概略的な平面図である。
【図３】９つのいろいろな運転状態（ａ～ｉ）にある図１の装置の概略的な縮小側面図で
ある。
【図４】下流側にある搬送装置の端区間と、後続配置された、本発明の有利な第２の実施
形態に係る集積ステーションとを有する紙加工設備の端範囲の概略的な側面図である。
【図５】２個の側方ストッパを付加的に略示する、図２と同様な平面図である。
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【発明を実施するための形態】
【００２０】
　図１と図２には、紙加工設備のうち、無端コンベヤベルト４を備えた搬送装置２の端領
域が例示的に略示されている。この端領域は矢印Ａで示す処理方向において下流側にある
。コンベヤベルトはその下流側端部で方向変換プーリを介して方向変換される。この方向
変換プーリ６の上方にはいわゆる叩き落とし具８が回転可能に支承されている。この叩き
落とし具は短縮して叩き具と呼ぶ。図示していないこの叩き具の回転軸は方向変換プーリ
６の回転軸に対して平行に延在している。叩き具８を省略した図２から分かるように、搬
送装置２は図示した実施形態では並べて設けられた多数のコンベヤベルト４を備えている
。このコンベヤベルトは共に、方向変換プーリ６を介して方向変換される。図１からさら
に分かるように、コンベヤベルト４の上側半部、すなわち張り側４ａは、カットシートを
搬送して来るので搬送面とも呼ぶことができる図示していない平面を形成する。搬送装置
２のコンベヤベルト４と叩き具８によって、カットシートは下流側にある集積ステーショ
ン１０に運ばれる。この集積ステーションは積層体形成装置または積層体保管装置とも呼
ばれる。その際、搬送装置２によって案内されて来るカットシートは矢印Ａ方向に搬送さ
れる。従って、この矢印はカットシートの処理方向だけでなく、搬送方向も示している。
集積ステーション１０は同様に、紙加工設備の一部であり、搬送装置２によって供給され
たカットシートからなる積層体を形成するための積層体保管装置としての働きをする。
【００２１】
　上述の紙加工設備のその他の部分は図示されていない。この紙加工設備では慣用の巻取
り紙が使用される。この巻取り紙は巻き取られた無端の紙ウェブからなり、この紙ウェブ
は後続の加工のために巻取り紙から巻き戻される。このような設備において後続の加工ス
テップは所定の大きさのカットシートへの紙ウェブの縦方向裁断および横方向裁断を含ん
でいる。そのために、適当な縦方向裁断ステーションと横方向裁断ステーションが設けら
れている。出来上がったカットシートは加工プロセスの終わりに積層される。そのために
、既に前述した集積ステーション１０が設けられている。必要な場合には、裁断されたカ
ットシートを集積ステーション１０へのその通路でうろこ状にオーバーラップさせること
ができる。これを例えば搬送装置２内で行ってもよいし、または固有のオーバーラップス
テーションを設けてもよい。カットシートには所望な印刷像が印刷される。これは特に、
設備において本の冊子が製造される場合であり、適当な印刷ステーションが設けられる。
この印刷ステーションは好ましくは縦方向裁断ステーションと横方向裁断ステーションの
上流に設けられている。
【００２２】
　いわゆる切抜き、連、本冊子または紙葉積層体であってもよい完成した積層体を形成し
た後で、積層体は集積ステーション１０から取り出され、その他の加工部に供給される。
従って、集積ステーション１０は受取りステーションの機能も有する。
【００２３】
　図１からさらに分かるように、集積ステーション１０は集積箱を形成する積層体形成領
域１２を備えている。並べられた多数の列のカットシートが形成される多数使用の用途の
場合には、積層体形成領域１２が並べられた適当な数の個々の集積箱を備えている。これ
は図示していない。矢印Ａに沿った前方への搬送方向において、積層体形成領域１２は前
方のストッパ１４によって画成される。このストッパは前側揃え具とも呼ばれる。図示し
た実施形態では、前方のストッパ１４は垂直に配置された板状要素からなっている。この
板状要素は垂直方向に動くことができるように、それによってその垂直方向の高さを調節
できるように配置されている。図１からさらに分かるように、積層体形成領域１２はその
後側で、すなわち矢印Ａで示す搬送方向においてその下流側で、後方のストッパ１６によ
って画成されている。図示した実施形態では、後方のストッパ１６は、垂直に向けて定置
された板状要素からなっている。後方のストッパ１６の上端は図示した実施形態では搬送
装置２の方向変換プーリ６に隣接し、かつコンベヤベルト４の上側半部、すなわち張り側
４ａによって形成された搬送面の下方に位置している。それにより、搬送装置２によって
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搬送されて来たカットシートは、後方のストッパ１６を越えて集積ステーション１０の積
層体形成領域１２に達し得る。上方が開放した積層体形成領域１２はその下側が底１８に
よって画成されている。この底は図示した実施形態では同時に箱状ケーシング２０の上面
を形成している。
【００２４】
　ケーシング２０内には多数のピン２２が支承されている。このピンは垂直方向に向いて
いて、底１８の図示していない穴を通って案内され、そしてコンベヤベルト４の張り側４
ａによって形成された搬送面の方へ上方に向けて延在している。特に図２から分かるよう
に、ピン２２は図示した実施形態では矢印Ａで示す搬送方向において相前後してかつ並べ
てマトリックスのように積層体形成領域１２の底１８のほぼ全体にわたって配置されてい
る。
【００２５】
　ピン２２は、搬送装置２によって到着するカットシートを受け取る働きをし、それによ
って積層体形成のためのカットシートを降ろすための支持機能を受け持つ。従って、ピン
２２は支持要素とも呼ばれる。図に示したピン２２は棒状またはピン状の物体だけからな
っているが、その代わりに例えば、ピンがカットシートのための大きな面の載置部を形成
するための、棒状またはピン状物体と比べて幅の広い、好ましくは偏平な頭部またはプラ
ンジャを備えていてもよい。しかしながら、これは図示していない。
【００２６】
　ピン２２は上端位置と下端位置との間で垂直方向に移動可能に支承されている。上端位
置ではピン２２は最も繰り出している。図１に示したピン２２はその上端位置にある。そ
れに対して、下端位置ではピンは引っ込んでいる。図示した実施形態ではピン２２はその
下端位置でその端面側の上端または頭部が底１８の高さ位置にあり、この底と一直線上に
並んでおり、それによってケーシング２０内へほぼ完全に下方へ後退しているかまたはケ
ーシングから消えている。特に、ピン２２が下側位置で底１８の下方までケーシング２０
内に引っ込むように、ピンがケーシング２０内を移動可能に支承されているときには、有
効な下端位置が底１８によって代替的に形成される。
【００２７】
　図示した実施形態において、完成した積層体を形成した後で搬送装置２によって案内さ
れて来る後続のカットシートを積層体から分離保持するために、集積ステーション１０は
さらに分離フィンガ２４を備えている。そのために、分離フィンガ２４は矢印Ａで示す搬
送方向の下流に位置する積層体形成領域１２の前方側において、前方のストッパ１４の上
方に配置され、このストッパと一直線に並んでいる。理解しやすくするために注釈を加え
ると、分離フィンガ２４は図示していないホルダに可動に保持されている。
【００２８】
　完成した積層体を取り出すために、図示の集積ステーション１０はさらに挟み具２６を
備えている。この挟み具は矢印Ａによって示す搬送方向に見て積層体形成領域１２の下流
に配置されている。この挟み具２６も、同様に図示していないホルダに可動に保持されて
いる。
【００２９】
　図１に示す運転状態では、搬送装置２によってカットシート２８が集積ステーション１
０の積層体形成領域１２内に運ばれ、矢印Ａで示す搬送方向に見て上流側に位置するカッ
トシートの後側部分が完全に繰り出したピン２２上に載り、そして矢印Ａで示す搬送方向
に見て下流側に位置するカットシートの前側エッジの下に、分離フィンガ２４のフィンガ
部分２４ａが係合している。このフィンガ部分はほぼ水平に向き、積層体形成領域１２の
方に延在している。図１にはさらに、完成した積層体３０が示してある。この積層体は挟
み具２６によってその大部分が既に集積ステーション１０の積層体形成領域１２から引き
出されており、その上流側部分だけが底１８に載っている。図１に略示するように、挟み
具２６は図示した実施形態では上側ジョー２６ａと下側ジョー２６ｂを備えている。この
両ジョーの間で、完成した積層体３０の、矢印Ａで示す搬送方向に見て上流側のエッジが
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挟持され、それによって挟み具２６が積層体３０のこのエッジを掴んで、図示した実施形
態では集積ステーション１０の積層体形成領域１２から矢印Ａで示す搬送方向と同じ方向
に引き出す。
【００３０】
　積層体３０の上流側部分がまだ底１８に載っている領域では、ピン２２が完全に引っ込
んでいる。これは図２において、積層体３０の領域のピンが概略的に破線で示されている
ことによって分かる。これに対して、積層体３０の背面３０ａの後側に生じる隙間は、図
１から分かるように、完全に繰り出したピン２２で埋められている。ピン２２が積層体３
０と搬送装置２との間の積層体形成領域１２の範囲内で繰り出していることは、図２の実
線の円によって分かる。図２では、既にこのピンの上にあるカットシート２８（図１）の
図示は見やすくするために省略されている。
【００３１】
　図示した実施形態において、ピン２２の上端位置と下端位置との間隔は、カットシート
によって形成される積層体３０の所定の最大高さに依存して定められるかまたは調節可能
である。
【００３２】
　ピン２２の上端位置と下端位置との間でのピンの運動のために、昇降装置が設けられて
いる。この昇降装置はケーシング２０内に配置され、図に示していない。このような昇降
装置は好ましくはピン２２を繰り出すためあるいは降下させるためまたは引っ込めるため
に、電動式、電磁式、空気圧式または油圧式に運転可能である。昇降装置は好ましくは、
ピン２２が積層体３０の形成中に連続的に案内されてくるカットシート２８によって降下
されるように、制御装置によって制御される。その際、このピンの降下は、徐々に高くな
る積層体３０の上面がほぼ同じ水平平面内にほとんど定置されてとどまり、好ましくはコ
ンベヤベルト４の張り側４ａによって形成された平面の幾分下方に位置するように行われ
る。積層体３０の形成が終了し、それによってピン２２がその下端位置に完全に引っ込ん
だ後で、挟み具２６によって積層体３０を引き出す間に、制御装置は昇降装置を次のよう
に制御する。すなわち、積層体３０の背後に生じる隙間が下端位置から上端位置へのピン
２２のできるだけ迅速な運動によって直ちにピンで埋められるように制御する。この最後
の手段は、次の積層体のための新しいカットシート２８がピン２２によって直ちに支持さ
れ、その際先ず最初は分離フィンガ２４との協働作用によって十分に平行に位置するよう
になるので、きわめて有利である。上述の制御装置が同様にケーシング２０内に収納され
ていると有利である。
【００３３】
　昇降装置と制御装置は好ましくは、ピン２２を個々にあるいは少なくとも列毎に個別的
に調節できるように形成されている。
【００３４】
　特に制御可能な電動機、作動部材またはその他のアクチュエータによってピン２２の調
節を積極的に行う上述の昇降装置による、ピン２２の積極的な可撓支承の代わりにあるい
はこの支承に加えて、ピン２２のために可撓支承部を設けることができる。このような受
動的な可撓支承は、ピン２２がその上端位置の方へ弾性的に付勢され、しかも好ましくは
空気圧装置によっておよび／または機械的ばね装置によって弾性的に付勢されるように、
有利に実現可能である。さらに、昇降装置の上記制御に類似して、積層体３０の形成中に
積層体の上面がほぼ定置されたままであるように、弾性付勢を決定または調節することが
できる。
【００３５】
　可撓支承を上記の昇降装置によって積極的に行うかあるいは弾性付勢によって受動的に
行うかに関係なく、昇降装置または弾性付勢を作用しないようにすることにより、ピン２
２は少なくとも運転を終了するためにその自重に基づいて下端位置に移動可能である。
【００３６】
　進行中の運転の間、すなわち積層体３０がピン２２上で形成されるときに、積層体の増



(9) JP 2012-214297 A 2012.11.8

10

20

30

40

50

大する重量を利用して、ピン２２をその下端位置に降下させることができる。しかしなが
ら、積層体３０の形成中、積層体の上面がほぼ定置されたままになるように、降下速度を
選定すべきである。それによって、連続供給されるカットシート２８によって摩擦のない
積層が保証される。これは、降下速度が所望な速度よりも速い場合には、言わば上記昇降
装置の適当な制御によってあるいは弾性付勢の適当な決定によって、制動作用する反力を
発生しなければならないことを意味する。
【００３７】
　図３には、上述の装置の機能を示すための９つのいろいろな運転状態（ａ）～（ｉ）が
、図１と同じ概略側面図で示してある。
【００３８】
　図３ａは積層体３０が既に完成した運転状態を示している。この積層体は集積ステーシ
ョン１０の積層体形成領域内にあり、その前方エッジは挟み具２６によって既に掴まれて
いる。挟み具２６が集積ステーション１０の積層体形成領域から積層体３０を引き出すこ
とができるようにするために、前方ストッパ１４は、同様に図３ａから分かるように、下
側位置に移動している。分離フィンガ２４は、コンベヤベルト４から既に供給された次の
カットシート２８が集積ステーション１０の積層体形成領域に到達した後で、図３ｂに示
すように、このカットシートに下から係合するために、積層体３０のすぐ上の下側位置に
移動する。図３ｂにさらに示すように、集積ステーション１０の積層体形成領域内で分離
フィンガ２４によって保持されたカットシート２８の下方で、その下にある完成した積層
体３０は、挟み具２６によって、矢印Ａで示す搬送方向と同じ方向に、集積ステーション
１０の積層体形成領域からゆっくりと引き出される。
【００３９】
　図３ａに示すように、完成した積層体３０が集積ステーション１０の積層体形成領域１
２の底１８に載っている限りは、ピンが完全に引っ込んで、その下端位置にあるが、挟み
具２６を用いて積層体３０を引き出す間は、積層体３０の後方に生じる隙間はピン２２の
上端位置へのできるだけ迅速な繰り出しによって直ちに埋められ、それによって新しい１
枚または複数枚のカットシート２８が図３ｂ～図３ｆから次々に明らかになるように分離
フィンガ２４と共に支持される。その際、図３ｅの図示は図１の図示に一致している。
【００４０】
　積層体３０が挟み具２６によって集積ステーション１０の積層体形成領域から完全に引
き出されて取り出され、それによってすべてのピン２２がその上端位置に繰り出した後で
、新しい積層体を形成するためにそのうちに搬送される新しいカットシート２８の支持は
完全にピン２２によって行われる。その結果、分離フィンガ２４は最も下側の新しいカッ
トシート２８との係合が解除され、上側静止位置に移動させられる。それまでは分離フィ
ンガ２４が新しい積層体の真っ直ぐな前面を形成するための前部整向機能を発揮してきた
が、この機能を維持するために、前方のストッパ１４が図１と図３ａ～図３ｆに示したそ
の下端位置から上側位置に移動して、この前部整向機能を引き受ける。この運転状態は図
３ｇに概略的に示してある。
【００４１】
　新しいカットシートが連続して供給されるにつれて、積層体３０がゆっくりと成長し、
ピン２２が徐々に下降する。これは、図３ｇ～図３ｉの連続図から分かるように、積層体
３０の完成時に、この積層体が集積ステーション１０の積層体形成領域１２の底１８に載
り、ピン２２が完全に入り込み、そしてケーシング２０内に消えるまで行われる。
【００４２】
　積層体３０が一杯になると、前方ストッパ１４がその下端位置に移動し、分離フィンガ
２４が積層体３０のすぐ上のその下側運転位置まで移動し、挟み具２６が積層体３０に係
合するので、図３ａの運転状態が再び達成される。
【００４３】
　図３に基づいて前述した運転経過のために、ピン２２が矢印Ａで示す搬送方向に対して
横方向に列毎にまとめることが有利であり、それによって各列のピンは同じ繰り出し運動
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または降下運動を行う。
【００４４】
　図４は図１と図２に示した実施形態に対して、いわゆる押え具３２だけ拡張した変形実
施形態を示している。この押え具３２は矢印Ａで示す搬送方向において上流側にある、集
積ステーション１０の積層体形成領域１２の区間内に配置され、図示した実施形態ではほ
ぼ水平に設けられた板状要素からなっている。矢印Ａで示す搬送方向において下流側にあ
るこの板状要素の端部３２ａは上方へ傾斜し、それによってピン２２の上側位置に向いて
いる。押え具３２は積層体形成領域１２の上流側から積層体形成領域１２内に入ることが
できるように支持および形成されている。そこにあるピン２２は、図４からさらに分かる
ように、下降位置に保持される。このような押え具３２の使用は、搬送装置２がフレキシ
ブルなフォーマット調節装置を備えているときに有利であり、それによって少なくとも、
コンベヤベルト４、方向変換プーリ６および叩き具８からなる構造体が、矢印Ａで示すカ
ットシート２８の搬送方向に対して平行な両方向矢印Ｂで示すほぼ水平方向に往復調節可
能である。図４には、コンベヤベルト４、方向変換プーリ６および叩き具８からなる構造
体が、集積ステーション２の積層体形成領域１０の、搬送方向Ａの上流側にある隣接する
区間に入り込んでいる状態が示してある。この区間でピン２２が邪魔にならないようにす
るために、ピンは下降した位置に保持される。これは押え具３２によって行われ、それに
よって搬送装置２のフレキシブルなフォーマット調節のためのスペースを作ることができ
る。その際、押え具３２の上方へ傾斜した端区間３２ａは、矢印Ａで示す搬送方向と同じ
方向に押え具３２を調節する間、ピン２２に接触し、このピンを下方に押圧するように形
成可能である。
【００４５】
　搬送装置２のフォーマット調節のために押え具３２を両方向矢印Ｂの方へ適当に調節す
る必要があるので、コンベヤベルト４、方向変換プーリ６および叩き具８からなる構造体
に対して定置して押え具３２を設けることが考えられる。それによって、コンベヤベルト
４、方向変換プーリ６、叩き具８および押え具３２から共通の構造ユニットを形成するこ
とが考えられる。両方向矢印Ａの方向へのこのユニットの調節は、コンベヤベルト４、方
向変換プーリ６および叩き具８からなる構造体の調節だけでなく、これと同期した押え具
３２の調節も生じることになる。これにより、きわめて簡単で効果的な調節が可能となる
。
【００４６】
　図５は、図２と同じ平面図である。この場合、側方のフォーマット調節または幅調節の
ために２個の側方ストッパ３４が付加的に設けられている。この側方ストッパ３４は側方
整向装置を形成し、図示した実施形態では直立する壁または薄板からなっている。フォー
マット調節のために、側方ストッパ３４は積層体領域１２の底１８上で、矢印Ａで示す搬
送方向に対して横向きの両方向矢印の方向に往復摺動可能に配置されている。その際、側
方ストッパ３４の下面は、その各々の位置の領域内にあるピン２２がその下側位置に保持
されるように形成されている。これは図５において各ピン２２の、破線で示した概略的な
図示によって明らかである。それによって、積層体形成領域１２の底１８はフォーマット
がフレキシブルになる。というのは、側方ストッパ３４が不要なピンを単に覆っているだ
けであるからである。これに関連して、ピン２２を矢印Ａで示す搬送方向に延在する列に
まとめることが重要である。それによって、一列のピン２２は一緒に繰り出し運動または
下降運動を行うことができ、特に側方ストッパ３４がこのような列のピン２２の領域に入
れられるときに、一緒に下降可能である。
【００４７】
　側方ストッパ３４が図示していない駆動装置によって振動させられると有利である。こ
れは、積層体３０の真っ直ぐなエッジを形成するために有利である。これに関連して、少
なくとも、積層体３０を支持するピン２２を、同様に振動させることが付加的に考えられ
る。
【符号の説明】
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【００４８】
　１２　　　　積層体形成領域
　２２　　　　支持要素
　２８　　　　偏平部材
　３０　　　　積層体
　Ａ　　　　　搬送方向

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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