
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　紙走行平面において互いに対して平行な２列に並べられたシート紙を、列の方向に延び
る紙走行方向において次々と収集ステーションへ移動させることのできる、長手移送装置
と、
異なる列から来る２枚のシート紙を対にして重ね合わせることのできる、前記収集ステー
ション内で紙走行平面の下方に配置された、一方の列に対応する下方の真空移送ユニット
と、
対をなして重ね合わされたシート紙を収容ステーションから同時に搬出することのできる
、搬出装置と、
を有し、その場合に真空移送ユニットは、打ち抜き孔を備えたエンドレスのコンベアベル
トを有しており、前記コンベアベルトは支持体内に軸承された２つの方向変換ローラとそ
の間に位置する真空チャンバを介して案内されており、前記真空チャンバは、紙走行平面
に隣接するコンベアベルトの上方のベルト作業側へ向かって開放している、
シート紙などを互いに重ね合わせる装置において、
他のシート紙列（Ｒ２）に、紙走行平面（Ｅ－Ｅ）の上方に配置された、少なくとも１つ
の同種の上方の真空移送ユニット（７’）が付設されており、前記真空移送ユニットのう
ちのコンベアベルト（８’）の下方のベルト作業側（８’ａ）が紙走行平面（Ｅ－Ｅ）に
隣接し、かつその真空チャンバ（１２’）が下方のベルト作業側（８’ａ）へ向かって開
放しており、
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付属のコンベアベルト（８、８’）の方向変換ローラ（９、１０；９’、１０’）のそれ
ぞれ１つを支持する、各支持体（１１、１１’）の２つの端部（１１、１１’）が、紙走
行方向（Ｐ）において互いに して配置されており、かつそれぞれ （１５、
１６；１５’、１６’）によって紙走行方向に対して横方向に互いに独立して変位可能で
あって、
収集ステーション（３）内で下方と上方の真空移送ユニット（７、７’）の間に、紙走行
平面（Ｅ－Ｅ）内に延びる分離プレート（１７）が設けられており、かつ
紙走行方向（Ｐ）において分離プレート（１７）の前に、各シート紙列（Ｒ１、Ｒ２）の
ために案内装置（１８、１８’）が設けられており、前記案内装置によって、一方の列か
ら来るシート紙（１、２）がそれぞれ、その列に対応する真空移送ユニット（７、７’）
のコンベアベルト（８、８’）のベルト作業側（８ａ、８ａ’）へ案内され、
その場合にシート紙（１、２）を重ね合わせるために、真空移送ユニット（７、７’）の
少なくとも支持体（１１、１１’）が調節装置によって紙走行方向（Ｐ）に対して横方向
に次のように、すなわちそのコンベアベルト（８、８’）が収集ステーションの排出側の
領域において、分離プレート（１７）の対向する側に配置された真空移送ユニットのコン
ベアベルトと交差するように、調節可能である
ことを特徴とするシート紙などを重ね合わせる装置。
【請求項２】
　各シート紙列（Ｒ１、Ｒ２）に、それぞれ互いに対して平行に対をなすように配置され
た２つの真空移送ユニット（７、７’）が付設されており、その場合に１つの列に付設さ
れた２つの真空移送ユニットが、分離プレート（１７）の同一の側に配置されており、か
つその端部（１１ａ、１１ｂ；１１’ａ、１１’ｂ）が対をなして一緒に調節可能である
ことを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　各案内装置（１８、１８’）の進入端部（１８ａ、１８ａ’）が高さ調節可能であるの
で、一方のシート紙列（Ｒ１）から来るシート紙（１）は選択的に分離プレート（１７）
の上側または下側へ、そして他方のシート紙列（Ｒ２）のシート紙（２）は分離プレート
の逆の下側または上側へ案内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】
　２つの案内装置（１８、１８’）は、切り換え舌片の形式で形成されており、かつ紙走
行平面（Ｅ－Ｅ）内で紙走行方向（Ｐ）に対して横方向に延びる揺動軸（Ａ）を中心に互
いに独立して揺動可能であることを特徴とする請求項３に記載の装置。
【請求項５】
　真空チャンバ（１２、１２’）は、真空移送ユニット（７、７’）の支持体（１１、１
１’）内に一体化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６】
　各真空チャンバ（１２、１２’）はその長手方向に個別チャンバ（１２ａから１２ｄ；
１２’ａから１２’ｄ）に分割されており、前記個別チャンバは選択的に真空源（１３）
と接続可能であり、かつ前記個別チャンバの各々が付属のコンベアベルト（８、８’）の
長手方向に延びる、そのベルト作業側（８ａ、８’ａ）へ向かって開放した長手スリット
（１４ａから１４ｄ；１４’ａから１４’ｄ）を有していることを特徴とする請求項１か
ら５のいずれか１項に記載の装置。
【請求項７】
　各真空チャンバ（１２、１２’）は、付属のコンベアベルト（８、８’）の長手方向に
延びる、そのベルト作業側（８ａ、８’ａ）へ向かって開放した長手スリットを有してお
り、
スライダが設けられており、前記スライダによってスリットの端部領域がそれぞれ重ね合
わせるべきシート紙（１、２）のフォーマット高さに従って予め定められた長さに閉鎖可
能であることを特徴とする請求項１から６のいずれか１項に記載の装置。
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【請求項８】
　真空移送ユニット（７、７’）のコンベアベルト（８、８’）が、通常駆動において連
続的に駆動されることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項９】
　各真空移送ユニット（７、７’）の方向変換ローラ（９、９’）が駆動され、この駆動
される方向変換ローラに突出部（１９、１９’）が設けられており、前記突出部がコンベ
アベルト（８、８’）の対応する凹部（２０、２０’）へ嵌入することを特徴とする請求
項１に記載の装置。
【請求項１０】
　凹部が、コンベアベルト（８、８’）の打ち抜き孔（２０、２０’）によって形成され
ていることを特徴とする請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　コンベアベルト（８、８’）が、歯付きベルトの形式で形成されていることを特徴とす
る請求項９に記載の装置。
【請求項１２】
　支持体（１１、１１’）の端部（１１ａ、１１ｂ；１１’ａ、１１’ｂ）は、紙走行方
向（Ｐ）に対して横方向かつ紙走行平面（Ｅ－Ｅ）に対して平行に配置されたねじスピン
ドル（１５、１６；１５’、１６’）によって変位可能であることを特徴とする請求項１
に記載の装置。
【請求項１３】
　ねじスピンドル（１５、１６；１５’、１６’）が、モータにより駆動可能であること
を特徴とする請求項１２に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
本発明は、紙走行平面において互いに対して平行な２列に並べられたシート紙を、列の方
向に延びる紙走行方向において次々と収集ステーションへ移動させることができる長手移
送装置と、異なる列から来る２枚のシート紙を対にして重ね合わせることのできる、前記
収集ステーション内で紙走行平面の下方に配置された、一方の列に対応する下方の真空移
送ユニットと、対をなして重ねられたシート紙を同時に収集ステーションから搬出するこ
とのできる、搬出装置とを有し、その場合に真空移送ユニットは打ち抜き孔（パーフォレ
ーション）を備えたエンドレスのコンベアベルトを有しており、そのコンベアベルトは支
持体内に軸承された２つの方向変換ローラとその間に配置された真空チャンバを介して案
内されており、その真空チャンバは紙走行平面に隣接する、コンベアベルトの上方のベル
ト作業側へ向かって開放している、シート紙などを重ね合わせる装置に関する。
【０００２】
本発明に基づく装置は、シート紙、たとえば裁断機が２面駆動で出力する書式用紙、を重
ね合わせるために用いられる。同様な目的のために、ＤＥ３４３３４９７Ａ１に基づく冒
頭で述べた種類の既知の装置が使用される。この既知の装置においては、２列に並べられ
たシート紙が、次々と収集ステーションへ移送される。そこには紙移送方向に対して横方
向に延びる、真空チャンバの上方で案内される、打ち抜き孔を備えたエンドレスのコンベ
アベルトが設けられている。
【０００３】
このコンベアベルトによって、第１のシート紙列から来るシート紙を紙走行方向に対して
横方向において、すでに収集ステーション内にある、第２のシート紙列から来たシート紙
上に移動させることができる。一方のシート紙の横移送の間、他方のシート紙が停止され
なければならないだけでなく、それ以降のシート紙の供給も中断されなければならない。
収集ステーション内にある２枚のシート紙が完全に重なり合った場合に初めて、それらを
紙走行方向に配置された他のエンドレスのコンベアベルトによって、収集ステーションか
ら搬出することができる。
【０００４】
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この既知の装置の変形例においては、真空移送ユニットは２つのシート紙の間の中央に対
称に配置されており、コンベアベルトは選択的に１方向または他方向に駆動することがで
きる。このようにして選択的に、第１のシート紙列から来たシート紙を第１のシート紙列
のシート紙上に載置し、かつその逆を行うことができる。しかしいずれの場合にも、この
既知の装置は非連続的なサイクルで作業し、すなわちシート紙供給とシート紙搬出はそれ
ぞれ、それぞれ収集ステーション内にあるそれぞれのシート紙の横方向摺動に必要な時間
の間中断されなければならない。それによって比較的長いサイクル時間とそれに応じた低
い出力が生じる。装置をサイクル駆動することは、より大きい騒音ももたらす。
【０００５】
さらに、横方向に摺動させるべきシート紙の正確な整合を保証するためには、収集ステー
ション内に多数のストッパストリップが必要である。これらのストッパは、フォーマット
を変更する場合にそれぞれ新しく調節しなければならない。さらに、この既知の装置は常
にシート紙を装置の一方側または他方側へ摺動させることのみ、すなわち右または左に配
置された固定端縁による重ね合わせのみが可能である。シート紙を中央対称に重ね合わせ
ることは、不可能である。この既知の装置は、他の駆動方法のために普遍的に使用するこ
ともできない。

【０００６】
従って本発明の課題は、特に高い出力を特徴とし、その場合に正確かつ確実な駆動で作動
し、フォーマット変更の場合にわずかな付け替え作業しか必要とせず、多数の異なる駆動
方法に普遍的に調節可能な、冒頭で挙げた種類のシート紙などを重ね合わせる装置を提供
することである。
【０００７】
これは、本発明によれば、
他方のシート紙列に、少なくとも１つの同様の、紙走行平面の上方に配置された上方の真
空移送ユニットが付設されており、その真空移送ユニットのうちのコンベアベルトの下方
のベルト作業側が紙走行平面に隣接し、かつその真空チャンバが下方のベルト作業側へ向
かって開放しており、
【０００８】
付属のコンベアベルトの方向変換ローラのそれぞれ１つを支持する、各支持体の２つの端
部が、紙走行方向において互いに して配置されており、かつそれぞれ によ
って紙走行方向に対して横方向に互いに独立して調節可能であって、
【０００９】
収集ステーション内において下方と上方の真空移送ユニットの間に、紙走行平面に延びる
分離プレートが設けられており、かつ
【００１０】
紙走行方向において分離プレートの前に、各シート紙列のために案内装置が設けられてお
り、前記案内装置によって一方の列から来たシート紙が、この列に付設された真空移送ユ
ニットのコンベアベルトの各ベルト作業側へ案内され、
【００１１】
その場合にシート紙を重ね合わせるために、真空移送ユニットの少なくとも支持体が変位
装置によって、そのコンベアベルトが収集ステーションの排出側の領域において、分離プ
レートの対向する側に配置された真空移送ユニットのコンベアベルトと交差するように、
紙走行方向に対して に調節可能である、
ことによって、解決される。
【００１２】
従って本発明は、各シート紙列から来るシート紙に対してそれぞれ専用の真空移送ユニッ
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トを設ける、という考えに基づいており、その内の、一方のシート紙列に対応する真空移
送ユニットがシート紙平面の下方に、そして他方のシート紙列に対応する他方の真空移送
ユニットがその上方に配置されている。さらに本発明は、真空移送ユニットを、そのコン
ベアベルトが大体において紙走行方向の方向に延びており、かつ調節装置によってコンベ
アベルトの位置を紙走行方向に対して正確に調節することができるように、配置する、と
いう考えに基づいている。
【００１３】
シート紙を重ね合わせるために、選択的に真空移送ユニットを、たとえば下方の真空移送
ユニットのコンベアベルトが紙走行方向に延びて、上方の真空移送ユニットのコンベアベ
ルトは紙走行方向に対して斜めに延びるように、調節することができる。それによってす
べてのシート紙は上方の真空移送ユニットによって装置の、下方の真空移送ユニットがあ
る側へ移動され、一方の装置側に固定端縁を有する駆動方法が可能となる。
【００１４】
固定端縁が他方の装置側にあるようにする場合には、上方の真空移送ユニットは、そのコ
ンベアベルトが紙走行方向に延びるように調節され、下方の真空移送ユニットはそのコン
ベアベルトが紙走行方向に対して斜めに延びるように調節される。下方と上方の真空移送
ユニットを、２つの真空移送ユニットのコンベアベルトが紙走行方向に対して斜めに装置
の長手中央平面へ向かって延びるように、調節することも可能であって、それによって２
つのシート紙列から来たシート紙は収集ステーション内でそれぞれ長手中央平面の方向へ
移動されて、中央対称の紙処理が可能となる。
【００１５】
新しい装置の他の駆動方法を、後に図面を用いてさらに説明する。新しい装置において重
要なことは、１本または複数本のコンベアベルトが紙走行方向に対して斜めにされること
によって、シート紙の重ね合わせを連続的に行うことができることである。収集ステーシ
ョンにおいては、それぞれコンベアベルトの調節に従って、一方のシート紙列から来るシ
ート紙は紙走行方向に、そして他方のシート紙列から来るシート紙はそれに対して斜めに
、あるいは両方のシート紙列から来るシート紙が紙走行方向に対して斜めに連続的にさら
に移送されて、その際に重ね合わされる。
【００１６】
新しい装置の連続的な作業方法によって、既知の装置、たとえば冒頭で述べた装置に比べ
て、ずっと高い出力が可能となる。すなわちたとえば新しい装置によれば、約７５ｍｍ（
３インチ）のフォーマット高さの場合に、時間当たり１００、０００シートを処理するこ
とができ、従来の作業出力は、時間当たり２５、０００シートにしかならない。新しい装
置の連続的な作業方法によって、この装置はまた、ずっと静かに作動する。
【００１７】
そして、フォーマット変更もわずかな付け替え作業しか必要としない。というのは、シー
ト紙を端縁を正確に重ね合わせることは、コンベアベルトの斜め位置の調節によって正確
に調節することができ、ストッパは必要とされないからである。ストッパなしに作業する
ことができるので、一方のシート紙が他方のシート紙とは異なる幅を有することも可能で
ある（非対称縦断面）。
本発明の好ましい実施形態が、従属請求項に記載されている。
【００１８】
次に、図面に示す実施例を用いて、本発明を詳細に説明する。
図示されていない、印刷された帯状紙が、同様に図示されていない裁断機内で、まず長さ
に従って、そしてその後それに対して横方向に箇々のシート紙１、２に裁断される。シー
ト紙１、２は、水平の紙走行平面Ｅ－Ｅにおいて２つの互いに対して平行な列Ｒ１とＲ２
に並べられており、図示されていない移送装置によって紙走行方向において図１と２に示
す収集ステーション３へ移動される。紙移送方向Ｐは、列Ｒ１とＲ２の方向に延びている
。
【００１９】
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収集ステーションの入り口には、モータＭ１によって連続的に駆動される引き込み移送ロ
ーラ４が設けられている。引き込み移送ローラ４は、滑らかな表面を有するローラであっ
て、その表面にシート紙が圧接ローラ５によって公知の方法で圧接される。収集ステーシ
ョンの出口には、２つの同様に形成された、モータＭ２によって連続的に駆動される排出
移送ローラ６が設けられている。引き込み移送ローラ４と排出移送ローラ６の駆動は、歯
付きベルトを介在させて共通のモータによって行うこともできる。
【００２０】
本発明に基づく装置は、まず少なくとも１つの下方の真空移送ユニット７を有している。
しかし互いに対して平行に配置された２つの下方の真空移送ユニットを設けると、効果的
である。というのは、それによって装置の駆動精度と駆動安全性をさらに改良することが
できるからである。２つの下方の真空移送ユニット７は、紙移送平面Ｅ－Ｅの下方に配置
されており、それぞれ２つのシート紙列Ｒ１またはＲ２に対応している。これら真空移送
ユニット７の各々は、打ち抜き孔２０を備えたエンドレスのコンベアベルト８を有してい
る。
【００２１】
コンベアベルト８は、２つの方向変換ローラ９、１０を介して案内されており、そのうち
の方向変換ローラ９は、概略的に示唆されるモータＭ３を介して駆動可能である。モータ
Ｍ３は、同時に第２の下方の真空移送ユニット７の方向変換ローラ９の駆動にも使用する
ことができる。方向変換ローラ９、１０は、支持体１１の互いに逆となる端部に配置され
ている。２つの方向変換ローラ９、１０の間には、さらに真空チャンバ１２が設けられて
おり、その真空チャンバは図示の実施例においては支持体１１内に一体化されている。こ
の真空チャンバ１１は、コンベアベルト８の上方のベルト作業側８ａへ向かって開放して
いる。上方のベルト作業側８ａは、紙走行平面Ｅ－Ｅに隣接し、かつこの紙走行平面の下
方にわずかな距離をおいて配置されている。
【００２２】
真空チャンバ１２は、装置を種々のフォーマット高さに適合させるために、その長手方向
において好ましくは個別チャンバ１２ａ、１２ｂ、１２ｃに分割されており、それらは選
択的に真空源１３と接続可能である。中央の個別チャンバ１２ｄのみを、真空源１３に連
続的に接続させることも可能である。個別チャンバ１２ａ～１２ｄの各々は、ベルト作業
側８ａへ向かって開放した長手スリット１４ａ～１４ｄを有している。
【００２３】
真空チャンバ１２を個別チャンバに分割する代わりに、ベルト作業側８ａへ向かって開放
した長手スリットを備えた、唯一のつながった真空チャンバを設けることもできる。その
場合には図示されていないスライダによって、スリットの終端領域をそれぞれ重ね合わせ
るべきシート紙のフォーマット高さに従って、所定の長さで閉鎖できるようにすることが
できる。
【００２４】
さらに図１から理解されるように、支持体１１の２つの端部１１ａと１１ｂは、紙走行方
向Ｐにおいて互いに対して変位して配置されている。好ましくは紙走行方向Ｐに対して垂
直かつ紙走行平面Ｅ－Ｅに対して平行に延びるねじスピンドルとして形成された、

１５と１６をそれぞれ用いて、端部１１ａ、１１ｂを互いに独立して調節することがで
きる。変位装置１５、１６の駆動は、手動でも、あるいはそれぞれステッピングモータに
よっても行うことができる。
【００２５】
第２のシート紙列Ｒ２のために、紙走行平面Ｅ－Ｅの上方に配置された、少なくとも１つ
の上方の真空移送ユニット７’が設けられている。ここでも、シート紙列Ｒ２に２つの互
いに対して平行に配置された真空移送ユニット７’を設けると、効果的である。上方の真
空移送ユニット７’は、下方の真空移送ユニット７と同様に形成されており、従って上方
の真空移送ユニット７、その構成部分およびそれと協働する構成部分は、真空移送ユニッ
ト７およびその部品と同一の参照符号にダッシュを付加しただけで示されている。
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【００２６】
従って下方の真空移送ユニット７の上述した説明は、意味において上方の真空移送ユニッ
ト７’にも該当する。上方の真空移送ユニット７’は下方の真空移送ユニットとは、上方
の真空移送ユニット７’においてはそれぞれコンベアベルト８’の下方のベルト側８’ａ
がベルト作業側を形成し、それに従って真空チャンバ１２’が下方へ向かって開放してい
ることによってのみ、区別される。下方のベルト作業側８’ａは、紙走行平面Ｅ－Ｅから
わずかな距離でこの紙走行平面に隣接して配置されている。
【００２７】
ベルト作業側８ａと８’ａを紙走行平面の下方ないし上方にできるだけ密接して配置する
ことができるようにし、かつシート紙１、２をこの紙走行平面からできるだけわずかに変
位させるだけで済むようにするために、下方の真空移送ユニット７と上方の真空移送ユニ
ット７’との間に、紙走行方向に延びる薄い分離プレート１７を設けると、効果的である
。この分離プレート１７によって２つの重ね合わせるべきシート紙１、２は、重ね合わせ
の間互いに分離されて案内され、さらに特に、上方のシート紙が下方の真空移送ユニット
７によって、そして下方のシート紙が上方の真空移送ユニット７’によって吸着されるこ
とが防止される。
【００２８】
分離プレート１７は、アクリルプラスチックまたはガラスのような、透明な材料から形成
することも可能であって、従って図１においては透明な分離プレート１７の下方にある真
空移送ユニット７およびそれと協働する構成部分も認識できる。それぞれのシート紙が付
属の真空移送ユニットへ供給されることが保証されるようにするために、分離プレート１
７の前には各シート紙列Ｒ１、Ｒ２のために案内装置１８、１８’が設けられている。装
置を種々の駆動方法に適合させることができるようにするために、各案内装置１８の進入
端部１８ａないし１８’ａは高さ調節可能である。
【００２９】
２つの案内装置１８、１８’は、好ましくは切り換え舌片の形式に従って形成されており
、紙走行平面Ｅ－Ｅ内で紙走行方向に対して垂直に延びる揺動軸Ａを中心に互いに独立し
て揺動可能である。このようにしてシート紙列の一方Ｒ１ないしＲ２から来るシート紙を
選択的に分離プレートの上側または下側へ案内し、他のシート紙列のシート紙を分離プレ
ート１７の逆の下側または上側へ案内することができる。たとえばシート紙列Ｒ１から来
るシート紙１を、下方の真空移送ユニット７によってさらに移動させようとする場合には
、案内装置１８は、図３に示すように、上方へ揺動される。
【００３０】
それによってシート紙列Ｒ１のシート紙１は、下方の真空移送ユニット７のベルト作業側
８ａへ案内される。その場合にはシート紙列Ｒ２については、案内装置１８’の進入端部
１８’ａは下方へ揺動されて、従ってシート紙２は上方の真空移送ユニット７’のベルト
作業側８’ａへ案内される。それに対して、縦に切断されておらず、その幅がシート紙１
、２の幅の合計に相当しない他のシート紙を処理しようとする場合には、２つの案内装置
１８、１８’は紙走行平面Ｅ -Ｅに対して同じ側へ向けて揺動される。
【００３１】
装置の正確な作業方法を保証するためには、さらに、駆動される方向変換ローラ９、９’
に突出部１９、１９’を設けて、それが付属のコンベアベルト８、８’の対応する凹部へ
嵌入すると、効果的である。その場合に凹部は、図示の実施例におけるように、コンベア
ベルト８、８’の打ち抜き孔２０、２０’によって形成することができる。しかしコンベ
アベルトを歯付きベルトの形式に従って形成することも可能であって、その場合には駆動
される方向変換ローラの周面に適当な歯切りが設けられる。
【００３２】
本発明に基づく装置の機能方法を、まず図１～４を用いて、第１の駆動方法において説明
する。この駆動方法においては、２つのシート紙列Ｒ１、Ｒ２から来たシート紙１、２は
交互に重ねられ、それが専門用語では「２面スラローム駆動」と称される。その場合に紙
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走行方向右のシート紙２が、それぞれ左のシート紙１上に重ねられる。さらにシート紙を
装置の長手中央平面に対して対称に重ね合わせるが、それは「中央対称処理」と称される
。
【００３３】
そのために下方の真空移送ユニット７は、左のシート紙列Ｒ１から来るシート紙１の移送
に、そして上方の真空移送ユニット７’は、右のシート紙列Ｒ２から来るシート紙２の移
送に使用される。その場合に案内装置１８、１８’は、図３に示されるように、調節され
る。下方の真空移送ユニット７の排出側の端部は、長手中央平面へ向かって傾斜して調節
されており、同様に上方の真空移送ユニット７’の排出側の端部も、長手中央平面へ向か
って逆方向に傾斜して調節されており、それが図１と４に示されている。
【００３４】
シート紙１、２は、引き込み移送装置の移送ローラ４によって、紙走行方向Ｐへ移送され
る。その場合にシート紙１は案内装置１８によって下方の真空移送ユニット７のベルト作
業側８ａへ案内され、シート紙２は案内装置１８’によって上方の真空移送ユニット７’
のベルト作業側８’ａへ案内される。シート紙１は、まずスリット１４ａを通して、そし
て後にスリット１４ｂ、１４ｃおよび１４ｄと打ち抜き孔２０を通して有効になる、真空
チャンバ１２内を支配する真空によって、ベルト作業側８ａに吸着されて、連続的に走行
するコンベアベルト８によって引き取られる。コンベアベルトが長手中央平面に対して傾
斜していることによって、シート紙１は紙走行方向Ｐにおけるのと同時に長手中央平面の
方向へ向かってもさらに移動される。
【００３５】
同様にしてシート紙２は、上方の真空移送ユニット７’のコンベアベルト８’のベルト作
業側８’ａに引き取られて、反対方向において長手中央平面へ向かって側方へ変位される
。その場合に各シート紙は、シート紙幅半分だけ変位される。２枚のシート紙は、装置の
出口側では重ね合わされている。シート紙１、２を端縁をそろえて重ね合わせることは、
調節装置１６、１６’によって真空移送ユニット７、７’を適切に変位させることによっ
て調節される。
【００３６】
重ね合わされたシート紙１、２はその後、排出移送装置の移送ローラ６によって捕捉され
て、さらに移送される。たとえば図５に示すグループ端部においてさらに列Ｒ１のシート
紙（面）のみを出力させようとする場合には、他方の列Ｒ２に対応する上方の真空移送ユ
ニット７’とそれに伴ってそれに捕捉される移送シート２は、一時停止される。この時間
の間は、先行機、たとえば裁断機も停止させなければならない。単一のシート紙１が下方
の真空移送ユニット７の出口端部へ達するとすぐに、上方の真空移送ユニット７’と先行
機も再び始動される。
【００３７】
同様な駆動方法において、左のシート紙１を右のシート紙上に重ね合わせようとする場合
には、真空移送ユニットは調節装置１５、１６によって図６と７に示すように調節される
。案内装置１８、１８’もそれに応じて切り換えられる。この場合にはその後、上方の真
空移送装置７’が左のシート紙１の移送を、そして下方の真空移送ユニット７が右のシー
ト紙２の移送を受け持つ。
【００３８】
図８からは、どのようにして、下方の真空移送ユニット７を紙走行方向Ｐに対して平行に
、そして上方の真空移送ユニット７’を紙走行方向Ｐに対して斜めに調節することによっ
て、右のシート紙列Ｒ２から来るシート紙２を左へ変位させ、右のシート紙列Ｒ１から来
るシート紙１をそのまま移動させることができるか、が明らかである。このようにして「
固定端縁左」で紙処理を行うことができる。
【００３９】
上方の真空移送ユニット７が反対方向に斜めにされた場合には、「固定端縁右」によって
「２面処理」を行うことができる。
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【００４０】
図１０は、「２面縦列駆動」における駆動方法を示している。その場合に真空移送ユニッ
ト７と７’は、やや斜め外側へ向けて調節されている。それによって長手中央平面におい
て最初は接触しているシート紙１、２が、中央で互いに分離されて、相互に距離をもたさ
れ、それは良好な積み重ね形成にとって利点となる。
【００４１】
図１１は、いわゆる「１面駆動」における装置を示している。その場合にそれぞれ１つの
シート紙のみが処理されるが、それは先行する実施例の場合におけるシート紙の２倍の幅
を有している。この場合には上方の真空移送装置あるいは下方の真空移送装置のみが使用
され、２つの案内装置１８、１８’は、シート紙を上方のみへ、または下方のみへ案内す
るように、調節される。
【００４２】
装置は、手動か、あるいは予めプログラミングされた、ねじスピンドル１５、１５’ない
し１６、１６’と結合されたモータに作用する制御装置によって、操作することができる
。
【００４３】
装置を種々のフォーマット高さに適合させるためには、真空チャンバ１２ないし１２’を
多数の個別チャンバに分割すること、あるいはつながった真空チャンバのスリットの終端
領域を覆うことが必要である。たとえば７５ｍｍ（３インチ）の最小のフォーマット高さ
の場合には、すべての個別チャンバ１２ａ～１２ｄないしは１２’ａ～１２’ｄが真空源
に接続される。その場合にスライダを使用する場合には、つながった真空チャンバの長手
スリットは全長にわたって開放されなければならない。しかし比較的大きいフォーマット
高さのシート紙を処理しようとする場合には、それぞれのシート紙の後ろ端縁が引き込み
移送装置の最後の移送ローラをちょうど離れた場合に、初めてそのシート紙が真空移送ユ
ニット７、７’のコンベアベルト８、８’に吸着されるように、注意しなければならない
。
【００４４】
装置の出口側において、それぞれのシート紙は、それぞれのシート紙の前端縁が排出移送
装置の第１の移送ローラによって捕捉されるまでの間だけ、コンベアベルト８、８’に吸
着されていればよい。これを保証するために、真空移送ユニット７、７’の進入側と排出
側に、それぞれシート紙のフォーマット高さに応じて多い数の、あるいは少ない数の真空
チャンバ１２ａ、１２ｂ、１２ｃないし１２’ａ、１２’ｂ、１２’ｃが真空源１３から
遮断され、あるいはつながった真空チャンバのスリットの終端領域が大きい大きさの長さ
だけ、あるいは小さい大きさの長さだけスライダによって閉鎖される。
【図面の簡単な説明】
【図１】　装置の上面図である。
【図２】　図１の II－ II線に沿った縦断面図である。
【図３】　図２の位置 IIIにおける部分縦断面図である。
【図４】　駆動方法の一例を概略的に示す図である。
【図５】　駆動方法の一例を概略的に示す図である。
【図６】　駆動方法の一例を概略的に示す図である。
【図７】　駆動方法の一例を概略的に示す図である。
【図８】　駆動方法の一例を概略的に示す図である。
【図９】　駆動方法の一例を概略的に示す図である。
【図１０】　駆動方法の一例を概略的に示す図である。
【図１１】　駆動方法の一例を概略的に示す図である。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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