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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　例えば積重ね体（３）あるいは鱗状列流から印刷紙葉（４）を引き出して折畳み装置（
６）内に供給するドラム（７）と、このドラム（７）上に配置された刻み装置（１０）と
、前記ドラム（７）と連動して前記取り出された印刷紙葉（４）に刻み付けを行う刻みホ
イール（１７）とを有する折畳み給紙装置であり、前記刻みホイール（１７）をダンサー
ローラ（１５）上に同軸あるいは平行軸式に取り付け、このダンサーローラが前記ドラム
（７）上を滑走するとともに前記刻みホイール（１７）から前記ドラム（７）の周囲面（
１１）への距離を一定に保持することを特徴とする折畳み給紙装置。
【請求項２】
　ダンサーローラ（１５）はバネ支承によってドラム（７）の周囲面（１１）上に圧接す
ることを特徴とする請求項１記載の折畳み給紙装置。
【請求項３】
　刻みホイール（１７）はダンサーローラ（１５）に対して半径方向に調節可能に取り付
けられることを特徴とする請求項１または２記載の折畳み給紙装置。
【請求項４】
　刻みホイール（１７）とダンサーローラ（１５）が１つのユニットを構成することを特
徴とする請求項１ないし３のいずれかに記載の折畳み給紙装置。
【請求項５】
　刻みホイール（１７）とダンサーローラ（１５）が偏心ジョイント（１６）を介して相
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互に結合されることを特徴とする請求項１ないし４のいずれかに記載の折畳み給紙装置。
【請求項６】
　刻みホイール（１７）とダンサーローラ（１５）がドラム（７）の軸に平行な軸周りで
旋回可能に配置されたアーム（２１）上に取り付けられることを特徴とする請求項１ない
し５のいずれかに記載の折畳み給紙装置。
【請求項７】
　ドラム（７）の周囲面（１１）上におけるダンサーローラ（１５）の圧接力を調節する
ことができる調節装置（１４）を備えることを特徴とする請求項１ないし６のいずれかに
記載の折畳み給紙装置。
【請求項８】
　刻み付け装置（１０）はドラム（７）を構成している２つのホイール間に配置され、そ
れらのホイールによって印刷紙葉（４）を積重ね体（３）から取り出し実質的に垂直に下
方に搬送することができることを特徴とする請求項１ないし７のいずれかに記載の折畳み
給紙装置。
【請求項９】
　刻み付け装置（１０）はドラム（７）上を少なくとも部分的に周回する尾根部あるいは
溝部（１３）として形成されることを特徴とする請求項１ないし８のいずれかに記載の折
畳み給紙装置。
【請求項１０】
　刻みホイール（１７）はその周囲部が刻み付け装置（１０）に対して相補的となるよう
に形成されることを特徴とする請求項９記載の折畳み給紙装置。
【請求項１１】
　追加的に折り目部に平行に送り孔付けを行うよう構成されたものであり、尾根部として
形成された刻み付け装置（１０）と並んで、あるいは刻みホイール（１７）と並んで送り
孔付け装置を配置することを特徴とする請求項１ないし１０のいずれかに記載の折畳み給
紙装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、例えば積重ね体から紙葉、特に印刷紙葉を引き出して折畳み装置内に供給
するドラムと、このドラム上に配置された第１の刻みホイールと、この第１の刻みホイー
ルと連動して前記取り出された紙葉に刻み付けを行う第２の刻みホイールとを有する折畳
み給紙装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の折畳み給紙装置は例えば欧州特許出願公開第１２４７７７５号Ａ１明細書によ
って知られている。この折畳み給紙装置によれば、印刷紙葉が吸引および把持によって個
別紙葉として積重ね体から取り出され、また折畳みナイフ上を移動しながら折畳まれる。
折畳まれた印刷紙葉は集積ベルト上に投下されそれのキャッチによって把持される。鋭角
で可能な限り完全かつ閉じられた折り目を形成するため、取り出された紙葉が折畳みの前
に刻み付けされる。刻み付けされた印刷紙葉は、形成された刻みに沿って折畳みナイフ上
で移動しながら折畳まれる。折り目の品質は刻みの品質に大きく依存する。深さが不均一
な刻みあるいは中断された刻みによって鈍角、不完全あるいは閉じられていない折り目が
発生する可能性がある。折畳まれた紙葉によって、例えばパンフレット、雑誌、カタログ
、あるいは書籍等の印刷製品が製造される。これらの印刷製品の品質も同様に紙葉の折り
目品質に依存するものとなる。
【特許文献１】欧州特許出願公開第１２４７７７５号Ａ１明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
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　従って、本発明の目的は、より高い折り目品質を達成しながら高い能力かつ動作安定性
を可能にする前述した種類の折畳み給紙装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　前記の課題は、前述の種類の折畳み給紙装置において、第２の刻みホイールをダンサー
ローラ上に取り付け、このダンサーローラは第１の刻みホイール上を滑走するとともにこ
の第１の刻みホイールの滑走面上にバネ支承によって圧接され、前記第２の刻みホイール
から前記第１の刻みホールの周囲面への距離を一定に保持する。ここで刻みローラとして
は、紙葉に送り穴を付けるホイールも理解される。
【０００５】
　ダンサーローラによって第１の刻みホイールの不均等な回転が極めて効果的に補償され
ることが示された。この種の不均等な回転は高い出力に際してドラムの不均衡、非円形性
、または偏心性によってもたらされる。刻みホイールはその刻みエッジ部によって常に等
しい深さで第１の刻みホイールの溝内に嵌合し、従って形成される刻みが常に均一の深さ
となることが保証される。従って、第２の刻みホイールの軸は第１の刻みホイールの周囲
面に対して常に一定の距離を保持する。第２の刻みホイールが恒常的に第１の刻みホイー
ルに圧接されるため、第１の刻みホイールの非円形性あるいは偏心性が直ちに補償される
。極めて多様な重量、例えば７０ｇ／ｍ２ないし２６０ｇ／ｍ２の重量範囲を有する紙葉
を刻み付けすることができる。刻みの深さは例えば約０．０２ｍｍとすることができる。
前述した補償によって、仕上げ許容誤差を小さくし、また折畳み給紙装置の製造コストを
低減することができる。
【０００６】
　本発明の追加構成によれば、第２の刻みホイールは調節可能にダンサーローラ上に取り
付けられている。好適には、第２の刻みローラは偏心輪を介してダンサーローラ上に取り
付けられる。それによって簡便な方式で第１の刻みホイールの周囲面に対する第２の刻み
ホイールの距離を調節し、それによって刻みの深さを調節することが可能になる。
【０００７】
　本発明の追加構成によれば、第２の刻みホイールと第１のダンサーローラは、第１の刻
みローラあるいはドラムの軸に対して平行かつ距離をおいて延在するロッド上にアームを
介して取り付けられたユニットを形成する。このことによって極めて機能的かつ安定した
第２の刻みホイールおよびダンサーローラの取付けが可能になる。
【０００８】
　本発明の追加構成によれば、第２の刻みホイールの圧接力は調節機構によって変更する
ことができる。このことは前記のアーム上に嵌合するボーデン調節機構を使用して極めて
簡便かつ正確に達成することができる。
【０００９】
　刻み付けに際して紙葉を縦にして搬送することが好適である。この際紙葉は把持ドラム
によって把持してベルト間に誘導する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　本発明のその他の特徴ならびに利点は、添付図面を参照しながら以下に記す実施例の説
明によって明らかにされる。
【００１１】
　図１に示された折畳み給紙装置１はドラム７を備えていて、これは既知の方式によって
シャフト９によって時計方向に駆動される。ドラム７は互いに離間して配置された少なく
とも２つのドラムホイール５７を備え、それらはその周囲上にいずれも可動式のグリッパ
８と吸引装置３４を備えている。それらを使用して紙葉４がマガジン５内に収容された積
重ね体３から取り出される。ドラム７が回転によっていずれも積重ね体３の最下端の紙葉
４が把持され、時計回りで下方に移送される。ここで取り出された紙葉４はいずれも搬送
ベルト２３間に誘導される。



(4) JP 4860538 B2 2012.1.25

10

20

30

40

50

【００１２】
　図２に２本のそれらの搬送ベルトが示されている。それらは特にころ軸受け２２を介し
て枠台に固定されたロッド９周りで支持されている。紙葉４は、特に雑誌、パンフレット
、あるいは書籍を製造するための印刷紙葉とすることができる。
【００１３】
　取り出された紙葉４はいずれも個別に折畳み装置６内に供給される。この折畳み装置は
、図示されているようにドラム７に対して傾斜してかつ接線方向に延在している折畳みナ
イフ３９を備えている。折畳みナイフ３９上にはエンドレスの周回弦３６が取り付けられ
ており、これは互いに距離をおいて配置された２つのローラ３７および３８の周りに掛け
られている。周回弦３６は矢印４２の方向に駆動される折畳みベルト３５と共に作用する
。取り出された紙葉４は折畳みナイフ３９上で周回弦３６と折畳みベルト３５から搬送ベ
ルト２３に移送され折畳みローラ４４間で折畳まれる。圧接ローラ４２によって折畳み部
がいずれも後から圧接され、その後紙葉４が個別にナイフ延長部４０を介して、例えばこ
こでは簡略的に示されている中綴じ機の搬送装置２に移送され、そこでキャッチ５２によ
って把持されて図１中で左の矢印４３の方向に移動する。ここで紙葉４は折り目を上にし
て馬乗り状に中綴じ機の搬送装置上に載置されている。
【００１４】
　紙葉４は折畳みナイフ３９上に誘導される前に、図４に示されているようにいずれも刻
み付け装置１０の刻みホイール１７によって搬送方向に刻み付けされる。この刻み付け装
置１０はドラム上に固定的に取り付けられており、刻みホイール１７は図１に示されてい
るように時計方向に駆動される。刻み付け装置１０はシリンダ形状の周囲面１１を有する
さらに別の刻みホイールを備え、その周囲面の中に周回溝１３が設置されている。溝１３
に対して距離をおいて、周囲面１１は図５に示されているようにアーム２１上に取り付け
られたダンサーローラ１５のための滑走面１２を備えている。図２および図３に示されて
いるように、このアーム２１はロッド１９と結合されており、このロッドはその端部がフ
ランジ２０によって図示されていない機械枠台に固定されている。ダンサーローラ１５は
ころ軸受け２６を介して軸２８上に取り付けられており、これがさらに軸受け２７を介し
てアーム２１上に取り付けられている。ダンサーローラ１５は円筒形のシリンダ状の４５
を有しており、これは締付け装置３０によってバネ支承されて滑走面１２上に圧接されて
いる。その圧接力は図３に示されているように、シリンダ形状のネジ５３上にネジ付けら
れたナット５３上に支持されたバネ３３によって形成される。ナット５３は部材５４を介
してここでは簡略的に図示されている枠台５５上に支持されている。長穴５６によってバ
ネ３３の圧力を調整することが可能になる。締付けられたバネ３３は締付け装置３０のホ
ルダ３１を介してアーム２１に作用する。ホルダ３１はアーム２１と固定的に結合され、
またそれに対して略直角に延在している。図３に示されているように応力は矢印４７の方
向に作用し、その際ロッド１９が回転軸を形成している。この応力によってダンサーロー
ラ１５が刻み付け装置１０の別の刻みホイールに設定可能で一定な応力をもって圧接され
る。
【００１５】
　図２に示されているように軸２８は偏心ジョイント１６を介して軸１８と結合されてお
り、その上にころ軸受け２５を介してダンサーローラ１５が回転可能に取り付けられてい
る。刻みホイール１７はその周囲上に周回状の刻みエッジ２４を備えている。図５に示さ
れているように、この刻みエッジ２４はダンサーローラ１５が圧接されている際に均一な
深さで溝１３内に噛合する。溝１３の深さは例えば０．０２ｍｍとすることができる。ま
た、溝１３を尾根部によって代替し刻みホイール１７が刻みエッジ２４に代えて適宜な溝
を備える構造も可能である。前述したように、両方の刻みホイールは通過する紙葉４に送
り孔付けを行うように構成することもできる。
【００１６】
　取り出された紙葉４は刻みホイール１０，１７の間において実質的に垂直な搬送状態で
通過しながら刻み付けされる。ダンサーローラ１５はいずれも取り出された紙葉４上を滑
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走し、それがダンサーローラ１５の圧接力によって周囲面１１上に圧接される。刻みロー
ラ１７は軸１８周りで受動的に回転し、その周囲面１１あるいは溝１３に対する距離は走
査性のダンサーローラ１５によって一定に保持される。ここで滑走面１２は溝１３と同心
上に延在する基準面となる。ジョイント１６によって刻みホイール１７はダンサーローラ
１５の調整動作に追従する。それによって生産中に発生した非円形性あるいは偏心性が補
償される。刻みホイール１７の溝１３内への噛合はそれによって一定に保持され、従って
取り出された紙葉４内に形成される刻みあるいは送り孔が均一な深さを有する。ダンサー
ローラ１５と軸１８の間の偏心結合によって、軸１８と周囲面１１の間の距離を調節する
ことができる。その結果刻みの深さを正確に調節すること可能になる。
【００１７】
　刻み付けされた紙葉４は前述したように折畳み装置６内に移送され、それによって紙葉
４は形成されている刻みに沿って折畳みローラ４４間で折畳まれる。
【００１８】
　別の刻みホイール上におけるダンサーローラ１５の圧接力は、図３に示されているよう
にボーデン調節機構２９を備えた調節装置１４によって調節することができる。ボーデン
調節機構２９はワイヤ４９をもってホルダ３１に結合されたバネ３２上に接続する。ボー
デン調節機構２９は枠台に固定された支持部材５０上に取り付けられており、ここでは図
示されていないハンドルによって操作することができる。ボーデン調節機構２９のガイド
スリーブ５１は図示されているようにホルダ４８を介してアーム２１と結合されている。
バネ３２がボーデン調節機構２９によって締付けられると、バネ３３に対する対抗圧力が
形成され従って別の刻みホイール上でのダンサーローラ１５の圧接力が低減される。逆の
操作によって圧接力を増加させることもできる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明に係る折畳み給紙装置を示した概略構成図である。
【図２】図３の線ＩＩ－ＩＩに沿った断面図である。
【図３】特に第２の刻みホイールの取付けを示した本発明に係る折畳み給紙装置の部分構
成図である。
【図４】本発明に係る折畳み給紙装置の部分断面図である。
【図５】図４の部分断面図の一部を示した拡大図である。
【符号の説明】
【００２０】
１　折畳み給紙装置
２　搬送装置
３　積重ね体
４　紙葉
５　マガジン
６　折畳み装置
７　ドラム
８　グリッパ
９　シャフト
１０　刻み付け装置
１２　滑走面
１３　溝
１４　調節装置
１５　ダンサーローラ
１６　偏心ジョイント
１７，　刻みホイール
１８，１９　ロッド
２１　アーム
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２２，２５，２６　ころ軸受け
２３　搬送ベルト
２４　刻みエッジ
２７　軸受け
２８　軸
２９　ボーデン調節機構
３０　締付け装置
３１　ホルダ
３２，３３　バネ
３４　吸引装置
３５　折畳みベルト
３６　周回弦
３９　折畳みナイフ
４４　折畳みローラ
４５　周囲面
４９　ワイヤ
５０　支持部材
５１　ガイドスリーブ
５２　キャッチ
５３　ナット
５５　枠台
５６　長穴
５７　ドラムホイール

【図１】 【図２】
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