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(57)【要約】
　本発明は、下降されるべき枚葉紙に吹き付け空気を供
給するための、少なくとも１つの縦長の空気導管（１５
）を有する、加工機、特に印刷機の枚葉紙排紙装置のた
めの空気吹き付け装置（１）に関する。前記空気導管（
１５）は、前記加工機の作業サイクルにおいて、吹き付
け空気の供給を調整するように形成され、前記枚葉紙排
紙装置内の中央領域に配置されている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下降されるべき枚葉紙（Ｂ）に吹き付け空気を供給するための、複数の縦長の空気導管
（１０）を有する、加工機、特に印刷機の枚葉紙排紙装置のための空気吹き付け装置にお
いて、
　少なくとも１つの前記空気導管（１０）は、その吹き付け空気の供給を、前記加工機の
作業サイクルに関して調整するように形成されていること、および、
　前記空気導管（１０）は、前記枚葉紙排紙装置内の枚葉紙パイル（２）上方の、枚葉紙
排出面において、中央領域に配設されていること、
　を特徴とする空気吹き付け装置。
【請求項２】
　前記１つの空気導管（１０）または各空気導管（１０）は、空気ガイドのオンオフおよ
び／または空気の体積流量の調整のために、切換装置（１３、１４）および／または制御
装置（１３、１４）を有していることを特徴とする請求項１に記載の空気吹き付け装置。
【請求項３】
　前記１つの空気導管（１０）または空気導管（１０）のグループのための空気供給部は
、空気ガイドのオンオフおよび／または空気の体積流量の調整のために、切換装置（１３
、１４）および／または制御装置（１３、１４）を有していることを特徴とする請求項１
に記載の空気吹き付け装置。
【請求項４】
　表面に配置された吹き付け開口部（１１）を有する少なくとも１つの吹き付け管（１０
）と、端部に吹き付け開口部を有する少なくとも１つの屈曲可能な空気導管との組み合わ
せを特徴とする請求項１から３のいずれか一項に記載の空気吹き付け装置。
【請求項５】
　１つまたはグループまたは各空気導管および／または吹き付け管（１０）のために、吹
き付け空気の供給が制御され、前記空気導管および／前記吹き付け管（１０）への吹き付
け空気の供給が、前記加工機の作業サイクルに応じて制御可能であ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空気吹き付け装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、下降させるべき枚葉紙に吹き付け空気を供給するための、請求項１のプリア
ンブルに記載された印刷機の枚葉紙排紙装置のための吹き付け装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　冒頭に記載した種類の空気吹き付け装置は、特許文献１から知られている。当該空気吹
き付け装置は、互いに結合された吹き付け管のアセンブリを備えており、当該吹き付け管
の表面にはそれぞれ吹き付け空気開口部が設けられており、当該開口部から吹き付け空気
が排出され、当該吹き付け空気は排紙パイルを支持する。従来の空気吹き付け装置は有効
性が実証されている。それでもやはり、時折紙詰まりが発生する。特に、軽量な枚葉紙の
排出は難しい。軽量な枚葉紙の落下運動は、落下している枚葉紙の下方に存在するエアク
ッションによって不規則になるからである。枚葉紙はしばしば、チェーンコンベヤを通過
して解放された後、パラシュートのように縁が下に向かって垂れ下がって、排紙パイル上
に落下する。エアクッションは、枚葉紙の中央領域において比較的ゆっくりと分解される
からである。当該枚葉紙は不揃いになるか、または折れ曲がって排出されるか、または後
続の枚葉紙の障害となる。従来の装置では、この欠点を取り除くことができない。吹き付
け管が結合されているので、排紙パイルの面上方での吹き付け空気の作用は、多かれ少な
かれ均等になるからである。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００３】
【特許文献１】独国特許発明第１９６３１８１４号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の課題は、冒頭に記載した種類の空気吹き付け装置であって、枚葉紙の排出を改
善する空気吹き付け装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明によると、この課題は請求項１に記載の特徴によって解決される。有利なさらな
る構成は、従属請求項によって明らかになる。
【０００６】
　空気吹き付け装置は空気導管を有している。当該空気導管は、目標を定めて制御するこ
とができる。それによって、特に枚葉紙を下降させる際に枚葉紙材料内に形成される起伏
を、領域ごとに、かつ、一時的により強く押さえつけることが回避される。すなわち、枚
葉紙材料内にこのような起伏が形成される危険がある場合に、個別に調整可能な空気導管
がこのような起伏に個別に空気を吹き付けるので、結果として起伏は形成されず、本発明
に係る装置では、枚葉紙材料の下降を改善することができる。
　自明のことながら本発明は、１つ以上の空気導管が設けられているので、下降させるべ
き枚葉紙の、対応する数の好ましくは概ねより強く吹き付けることができる領域には、そ
れぞれ少なくとも１つの吹きつけ空気流が吹き付けられるという可能性を有する。したが
って、特許文献１による位置を固定した吹き付け、または対応する固定した吹き付けが実
施されることが好ましい。
　さらに、表面に少なくとも１つの排気開口部を有する少なくとも１つの吹き付け管が設
けられていると有利である。当該吹き付け管は、少なくとも１つの本発明に係る空気導管
と組み合わせて用いられる。表面に少なくとも１つの排気開口部を有する吹き付け管は硬
質であるとともに、固定的または位置調節可能に配置されているが、同時にその吹き付け
空気のガイドに関して目標を定めた制御が可能である。
【０００７】
　図は、実施例に基づいて本発明を具体的に示している。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】空気吹き付け装置を有する枚葉紙排紙装置の上面図である。
【図２】図１の枚葉紙排紙装置の正面図である。
【発明を実施するための形態】
【実施例１】
【０００９】
　図１は空気吹き付け装置１を示している。空気吹き付け装置１は、詳細には図示されて
いない加工機、特に印刷機の、これ以上は図示されていない枚葉紙排紙装置の、概略的に
描かれた枚葉紙パイル２の領域に配置されており、下降されるべき枚葉紙には上から吹き
付け空気が供給されるので、枚葉紙は素早く、再現可能に、したがって停滞せずに枚葉紙
パイル２上に下降する。枚葉紙は、ここには図示されていない搬送装置を用いて、スタッ
カに搬送される。枚葉紙は連続的に、側面の枚葉紙ガイド３の間に達し、当該領域におい
て空気吹き付け装置１によってその上面に空気を吹き付けられる。空気吹き付け装置１は
、通風要素６を有する、概ね面的に作用する、それ自身知られた吹き付け装置５を備えて
いる。通風要素６は、複数の互いに連結されたユニットとして形成されても良い。通風要
素６は、枚葉紙パイル２上に落下する枚葉紙Ｂに、吹き付け空気流を面的に供給するため
に用いられる。
【００１０】
　吹き付け装置５は、さらにガイド７、８を有している。吹き付け管１０は、保持装置９
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によって、ガイド７、８に保持されている。ガイド７、８は、枚葉紙パイル２の積み重ね
面上方の平行な面において、互いに離間して延在している。吹き付け管１０を吹き付け装
置５の間に配置することができるので、吹き付け管１０と吹き付け装置５とが交互になる
。それによって、吹き付け装置５の面的な吹き付け空気流を、吹き付け管１０の目標を定
めた吹き付け空気流によって補うことができる。
【００１１】
　吹き付け管１０は、その表面に吹き付け開口部１１を有している。各吹き付け管１０に
は、軸方向に互いに離間して配置された多数の空気吹き付け開口部１１が設けられている
ので、対応する数の吹き付け空気流１２が下に向かって流れ出る。簡略化のために、図２
にはいくつかの吹き付け空気流１２のみを図示している。図１からわかるように、吹き付
け開口部１１は必要に応じて、移動可能なクリップ１３で閉じることができる。クリップ
１３は、吹きつけ管１０の上に留められている。吹き付け管１０の各吹き付け開口部１１
は、クリップが形成する覆いによって封止することが可能であり、各吹き付け管１０は全
て、管の軸を中心として左右に回転することができる。吹き付け管１０は、横および／ま
たは長手方向に摺動し、選択した位置で固定することもできる。吹き付け管１０への吹き
付け空気の供給は、吸気開口部および場合によっては制御可能な弁を通じて行われる。当
該弁は、ここには図示されていない圧縮空気源に接続されている。
【００１２】
　吹き付け装置としては、空気導管も適している。各空気導管は、その管の延び具合を、
方向転換可能であるように調整するように形成されているので、支持を必要としない、位
置を保持する剛性が存在する。さらに各空気導管は、複数の、列を成して配置された各管
部分を有しても良い。各管部分は、互いに同じく構成されたモジュールとして形成され、
互いに柔軟に連結されているので、管の延び具合を、対応して、例えば弓状に設定するこ
とができる。各空気導管は、一方の端部に排気開口部を有し、他方の端部に吸気開口部を
有している。排気開口部は、丸ノズルまたは平ノズルとして形成された吹き付けノズルで
あっても良い。
【００１３】
　本発明によると、このような装置はさらに、装置の吹き付け作用が、枚葉紙パイル２上
に落下しようとしている枚葉紙の中央領域に、目標を定めて働くように構成されている。
これは、印刷機から枚葉紙が到着するタイミングで行われることが好ましい。
【００１４】
　図１および図２に係る装置では、枚葉紙の搬送方向において互いに平行に配置された５
つの吹き付け管１０が設けられている。本発明に基づく配置では、吹き付け管１０は圧縮
空気によってガイド７に連結される。吹き付け管１０への空気の供給は、ガイド７と吹き
付け管１０との間の各連結区間に配置された各制御弁を用いて、影響を与えられるように
構成されている。特に、中央の吹き付け管１０または中央の３つの吹き付け管１０は、吹
き付け空気を供給できるように、目標を定めて制御される。
　吹き付け空気の供給は、共同の吹き付け空気供給部によって、全ての吹き付け管１０と
、各吹き付け管１０のための各制御弁１３とに関して行われる。吹き付け管１０のグルー
プに関して、吹き付け空気供給部をグループ毎に集約すること、および、グループを成す
吹き付け空気供給装置１４を通じて、吹き付け空気の供給を制御することも可能である。
　吹き付け空気供給装置１４によって、空気発生装置による吹き付け管１０への空気の供
給が制御される。このとき、好ましくは全ての吹き付け管１０が共に吹き付け空気を供給
し、吹き付け管１０ではさらに、制御弁１３によって、吹き付け空気の消費が個別に調整
可能である。
【００１５】
　吹き付け管１０をグループ単位で、または個別に制御することも可能である。当該制御
は、枚葉紙の中心から枚葉紙搬送方向Ｒに対して左右対称に行われることが好ましいが、
非対称に行われても良い。
【００１６】
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　吹き付け空気の供給は、選択された領域において、好ましくは、下降されるべき枚葉紙
Ｂがまさに枚葉紙ガイド装置から開放される時間領域において行われる。
　枚葉紙が、排紙パイル上に下降させるために、チェーンコンベヤシステムのグリッパバ
ーから、いわゆる枚葉紙ブレーキを介して、排紙パイル上方までガイドされることが知ら
れている。枚葉紙を下降させる際、枚葉紙は排紙パイル上方で、下降する直前にグリッパ
によって前縁を保持され、枚葉紙ブレーキにその後縁領域においてガイドされる。
【００１７】
　本発明によると、枚葉紙Ｂを解放する際には、中央の吹き付け管１０の１つまたは複数
に、吹き付け枠（空気吹き付け装置１）において、圧縮空気が供給されるので、解放され
た枚葉紙Ｂ（図２の実線）は落下中、その中央領域において、枚葉紙搬送方向Ｒと平行に
、下に向かって動き、変形される（図２の破線）。それによって、枚葉紙の縁が、枚葉紙
の中央よりも先に下降することが不可能になり、枚葉紙中央領域におけるエアクッション
からの空気の流出が防止される。枚葉紙Ｂは、枚葉紙排紙装置内で枚葉紙パイル２上に一
様に落下する。
【００１８】
　吹き付け空気は、印刷機の中心軸に対して左右対称に、かつ枚葉紙搬送方向Ｒに対して
平行に制御されることが好ましい。枚葉紙Ｂの印刷が不規則である場合、吹き付け管１０
での吹き付け空気の制御を非対称に行っても良い。
【００１９】
　さらに、枚葉紙Ｂへの成形作用を強めるために、吹き付け空気を、制御弁１３を用いて
、枚葉紙排紙装置内の枚葉紙パイル上方において、外側から中央に向かって段階的に強め
ることもできる（図２の破線を参照）。さらに、機械の速度および枚葉紙材料のパラメー
タに基づいて、制御を変更することもできる。速度がより大きい場合には、圧縮空気をよ
り早く、および／またはより強く供給しても良い。安定した被印刷材料の場合は、圧縮空
気を供給せず、非常に薄い被印刷材料の場合は圧縮空気を強めても良い。
【００２０】
　当該装置は、枚葉紙排紙装置における従来の吹き付け装置に容易に統合することができ
る。また、吹き付け空気の制御を自動化することもできる。
【符号の説明】
【００２１】
　　１　空気吹き付け装置
　　２　枚葉紙排紙装置
　　３　枚葉紙ガイド
　　４　枚葉紙ガイド
　　５　吹き付け装置
　　６　通風要素
　　７　ガイド
　　８　ガイド
　　９　保持装置
　　１０　吹き付け管
　　１１　吹き付け開口部
　　１２　吹き付け空気流
　　１３　制御弁
　　１４　グループ制御装置／空気分配装置
　　Ｂ　枚葉紙
　　Ｒ　枚葉紙搬送方向
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【国際調査報告】
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