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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】たばこ加工産業のロッド形状の品物、特にフィ
ルターロッドの搬送のための装置において、種々のフィ
ルターロッドの長さに対して適合する、様式の異なる装
置を提供する。
【解決手段】これら品物を長手軸線方向に搬送する搬送
装置、これら品物を横軸線方向に搬送するための手段を
備える横方向移送装置、および、搬送導管を横方向移送
装置と結合する転向装置を有しており、この転向装置が
、これら品物の長手軸線方向の移動を方向転換ゾーン８
の領域内において、横軸線方向の搬送方向に変換し、そ
の際、この横方向移送装置が、少なくとも１つの、端面
側の長手方向案内装置３０、３１を、ロッド形状の品物
の少なくとも一方の頭端部のために有している様式の上
記装置で構成される。駆動装置４１、４２、４３、４４
が、ロッド形状の品物の少なくとも一方の頭端部のため
の長手方向案内装置３０、３１のために設けられる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　たばこ加工産業のロッド形状の品物、特にフィルターロッドの搬送のための装置であっ
て、この装置が、
これら品物を長手軸線方向に搬送する搬送装置、
これら品物を横軸線方向に搬送するための手段を備える横方向移送装置、および、
搬送導管を横方向移送装置と結合する方向転換装置を有しており、
この方向転換装置が、これら品物の長手軸線方向の移動を方向転換ゾーン（８）の領域内
において、横軸線方向の搬送方向に変換し、
その際、この横方向移送装置が、少なくとも１つの、端面側の長手方向案内装置（３０、
３１）を、ロッド形状の品物の少なくとも一方の頭端部のために有している様式の上記装
置において、
駆動装置（４１、４２、４３、４４）が、ロッド形状の品物の少なくとも一方の頭端部の
ための長手方向案内装置（３０、３１）のために設けられていることを特徴とする装置。
【請求項２】
　横方向移送装置は、２つの相対的に互いに移動可能な、且つ間隔において互いに調節可
能な、端面側の長手方向案内装置（３０、３１）を、ロッド形状の品物の両方の頭端部の
ために有し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】
　この長手方向案内装置（３０、３１）、またはそれぞれの長手方向案内装置（３０、３
１）のために、２つの終端位置当接部（３５、４５；３６、４６）が設けられていること
を特徴とする請求項１または２に記載の装置。
【請求項４】
　長手方向案内装置（３０、３１）は、逆方向に、または対称的に、互いに位置調節され
、または位置調節可能であるように構成されていることを特徴とする請求項２または３に
記載の装置。
【請求項５】
　少なくとも１つの駆動装置（４１、４２、４３、４４）が設けられており、この駆動装
置を用いて、少なくとも１つの長手方向案内装置（３０、３１）が、品物の搬送方向に対
して横方向、特に垂直方向に移動可能であり、または移動され、または、
この駆動装置を用いて、これら長手方向案内装置（３０、３１）の間隔、またはこれら長
手方向案内装置（３０、３１）の予め設定された間隔が、互いに調節可能であり、または
調節されるように構成されていることを特徴とする請求項１から４のいずれか一つに記載
の装置。
【請求項６】
　この長手方向案内装置、または両方の長手方向案内装置（３０、３１）の往復運動の長
さは、品物の搬送方向の対して横方向に可変に調節可能であるように構成されていること
を特徴とする請求項１から５のいずれか一つに記載の装置。
【請求項７】
　少なくとも１つの、横方向に搬送された品物の搬送方向に対して横方向に形成された直
線状案内部が、この長手方向案内装置、または両方の長手方向案内装置（３０、３１）の
ために設けられていることを特徴とする請求項１から６のいずれか一つに記載の装置。
【請求項８】
　この長手方向案内装置、または両方の長手方向案内装置（３０、３１）は、案内レール
（３０、３１）、または案内面として形成されていることを特徴とする請求項１から７の
いずれか一つに記載の装置。
【請求項９】
　方向転換装置は、くさび状方向転換部材（１８）として形成されていることを特徴とす
る請求項１から８のいずれか一つに記載の装置。
【請求項１０】
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　方向転換装置（１８）は、長手方向位置移動可能に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】
　方向転換装置（１８）の長手方向位置移動のための、少なくとも１つの駆動装置（１９
）が設けられていることを特徴とする請求項９または１０に記載の装置。
【請求項１２】
　長手方向位置移動の長さは、調節可能であり、または調節されるように構成されている
ことを特徴とする請求項１０または１１に記載の装置。
【請求項１３】
　方向転換装置の長手方向位置移動の長さは、この長手方向案内装置、または両方の長手
方向案内装置（３０、３１）の往復運動の大きさに相応するように構成されていることを
特徴とする請求項１から１２のいずれか一つに記載の装置。
【請求項１４】
　この装置は、入口側で、フィルターロッドマガジン、特にたばこ加工産業の機械のフィ
ルターロッドマガジン（２４）において、または、たばこ加工産業の搬送設備内において
設けられていることを特徴とする請求項１から１３のいずれか一つに記載の装置。
【請求項１５】
　請求項１から１４のいずれか一つに記載の装置を有する、たばこ加工産業の機械、また
は、たばこ加工産業の搬送設備。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、たばこ加工産業のロッド形状の品物、特にフィルターロッドの搬送のための
装置であって、この装置が、
これら品物を長手軸線方向に搬送する搬送装置、
これら品物を横軸線方向に搬送するための手段を備える横方向移送装置、および、
搬送導管を横方向移送装置と結合する方向転換装置を有しており、
この方向転換装置が、これら品物の長手軸線方向の移動を方向転換ゾーンの領域内におい
て、横軸線方向の搬送方向に変換し、
その際、この横方向移送装置が、少なくとも１つの、端面側の長手方向案内装置を、ロッ
ド形状の品物の少なくとも一方の頭端部のために有している様式の上記装置に関する。
更に、本発明は、たばこ加工産業の機械、または、たばこ加工産業の搬送設備に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この様式の装置は、たばこ加工産業のロッド形状の品物、特にフィルターロッドを、フ
ィルター製造機械もしくはフィルターストッカーと結合する送出し装置から、高い搬送率
でもって、遠い距離を渡って、受取り部、例えばストッカーまたは後処理機械へと搬送す
ることのために使用される。
【０００３】
　空気圧的な搬送導管内において、品物は、高い速度でもって、圧縮空気の作用のもとで
、長手軸線方向に搬送される。これら品物が、これら品物の後処理の間、しかしながら、
横軸線方向に移動されるので、長手軸線方向の移動方向から横軸線方向の移動方向へのこ
の搬送方向の方向転換が必要である。この目的のために、受取りステーションが使用され
、この受取りステーションは、相前後して、これら品物を捕捉する搬送手段を有しており
、この搬送手段が品物の流れを予め設定された方法で均衡化する。その際、連続的な品物
の間に、間隔が形成され、このことによって、これら品物が、相互の妨害無しに、確実に
、長手軸線方向の移動方向から横軸線方向の移動方向へと方向転換され得ることが保証さ
れている。この品物間隔が、何らかの理由から過度に小さい場合、このことは、設備の停
止を招き且つ接続された機械の相応する製造損失を伴う手間暇のかかるメンテナンス作業
を必要とする障害を、方向転換ゾーン内において誘起する。
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【０００４】
　ヨーロッパ特許出願公開第０　２６１　２７１号明細書（特許文献１）によって、既に
、冒頭に記載した様式の構成が、方向転換ゾーンの領域内において公知であり、これら構
成を用いて、受取りステーションの特別に危険な領域が監視され、従って、それら障害の
除去のために比較的に長い作動休止を必要とするこれら障害が比較的に大きな損害を引き
起こす以前に、発生する障害は極めて迅速に発見される。
【０００５】
　更に、英国特許出願公開第２　０７０　５４５号明細書（特許文献２）および、ドイツ
連邦共和国特許出願公開第３４　１７　４８３号明細書（特許文献３）によって、
空気圧的な搬送装置の受取り側の端部において、近接センサーによって得られた障害信号
に依存して、品物供給の中断のための操作される制動手段、並びに、連続的な品物の間隔
監視のためのセンサー装置が公知である。
【０００６】
　更に、ヨーロッパ特許第０　６９９　３９６号明細書（特許文献４）は、たばこ加工産
業のロッド形状の品物、特にフィルターロッドを搬送するための冒頭に記載した様式の機
構即ち装置を記載しており、この機構即ち装置が、
これら品物を長手軸線方向に搬送する空気圧的な搬送装置、
品物の横軸線方向の搬送のための手段を備える横方向移送装置、および、
この空気圧的な搬送装置をこの横方向移送装置と結合する受取りステーションを有してお
り、
この受取りステーションが、これら品物の長手軸線方向の移動を、予め与えられた方法で
影響を及ぼす、長手方向搬送手段、および、横方向移送装置の横軸線方向の搬送方向への
、これら品物の長手軸線方向の移動の方向転換のための手段を備える方向転換ゾーンを有
しており、
その際、この方向転換ゾーンに、制御装置と結合された監視手段が、
この方向転換ゾーン内における品物移動における障害の確認のため、および、相応する障
害信号の供給のために所属して設けられている。
この特許文献の開示内容は、本願の開示内容内において、明確に、共に取り込まれる。
【特許文献１】ヨーロッパ特許出願公開第０　２６１　２７１号明細書
【特許文献２】英国特許出願公開第２　０７０　５４５号明細書
【特許文献３】ドイツ連邦共和国特許出願公開第３４　１７　４８３号明細書
【特許文献４】ヨーロッパ特許第０　６９９　３９６号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　従って、本発明の根底をなす課題は、冒頭に記載した様式の更なる装置を提供すること
であり、その際、迅速で且つ簡単な適合を、種々のフィルターロッド長さに対して実施す
ることが可能であるべきである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この課題は、
たばこ加工産業のロッド形状の品物、特にフィルターロッドの搬送のための装置であって
、この装置が、
これら品物を長手軸線方向に搬送する搬送装置、
これら品物を横軸線方向に搬送するための手段を備える横方向移送装置、および、
搬送導管を横方向移送装置と結合する方向転換装置を有しており、
この方向転換装置が、これら品物の長手軸線方向の移動を方向転換ゾーンの領域内におい
て、横軸線方向の搬送方向に変換し、
その際、この横方向移送装置が、少なくとも１つの、端面側の長手方向案内装置を、ロッ
ド形状の品物の少なくとも一方の頭端部のために有している、
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様式の上記装置において、この装置が、
駆動装置が、ロッド形状の品物の少なくとも一方の頭端部のための長手方向案内装置のた
めに設けられていることによって改良されていることによって解決される。
【発明の効果】
【０００９】
　特に、横方向移送装置の長手方向案内装置は、横軸線方向に案内されるロッド形状の品
物の頭端部の両側で、それぞれ１つの位置調節装置を装備しており、従って、これら両方
の長手方向案内装置の間で、単層の品物の流れが促進される。
この横方向移送装置に、ただ１つだけの位置調節装置が設けられていることは同様に可能
であり、この位置調節装置を用いて、１つの長手方向案内装置が、自動的に、例えばロッ
ド形状の品物のロッド長さの変更のようなフォーマット交換の際に位置調節され、且つ、
この位置調節装置の間隔内において、この相対して位置している長手方向案内装置に対し
て調節され、即ち適合される。
【００１０】
　長手方向案内装置のための本発明による位置調節装置によって、簡単な、且つ迅速な、
且つ特に自動的な、これら両方の長手方向案内装置の間隔の調節が、横方向移送装置にお
いて達成される。この目的で、操作人員が、例えばフォーマット交換の際に、これら長手
方向案内装置の間隔を、手動的な方法で調節することは、もはや必要ではない。総じて、
適合時間は、上記のことによって短縮される。
【００１１】
　更に、自動的な間隔調節によって、両方の長手方向案内装置の間の位置精確な間隔が得
られる。この長手方向案内装置は、例えば、方向転換された、長手軸線方向の搬送される
品物が、搬送導管から、横方向移送装置を用いて、横軸線方向に、更に別の搬送要素、例
えばローラー及び／またはベルトによって横軸線方向に更に搬送され、従って、この横方
向移送装置内において形成された単層の品物の流れは、例えば、マガジン、またはこれに
類する物へと搬送される。長手軸線方向に搬送する搬送導管、および適当な横方向移送装
置を有する、ロッド形状の品物を搬送するための公知の装置は、例えば、シガレット連続
体製造機におけるフィルター受取りステーションであり、このことによって、連続的にフ
ィルターロッドが、フィルター装着機械のフィルターロッドマガジンに供給される。
【００１２】
　上記の目的のために、更に、横方向移送装置は、２つの相対的に互いに移動可能な、且
つ間隔において互いに調節可能な、端面側の長手方向案内装置を、ロッド形状の品物の両
方の頭端部のために有している。
【００１３】
　横方向移送装置内における、単層の品物の流れの所定の案内を達成するために、更に、
この長手方向案内装置、またはそれぞれの長手方向案内装置のために、２つの終端位置当
接部が設けられており、これら終端位置当接部の間で、長手方向案内装置の一種の往復運
動が、品物の流れの搬送方向に対して横方向に、特にこの搬送方向に対して直角に可能で
あり、且つ、位置調節が実施される。
【００１４】
　更に別の実施形態において、長手方向案内装置は、逆方向に、または対称的に、互いに
、１つの位置調節装置またはそれぞれ１つの位置調節装置を用いて位置調節され、または
位置調節可能である。
【００１５】
　位置調節装置として、少なくとも１つの駆動装置、特に空気圧的な駆動装置（空気圧シ
リンダー）またはサーボ駆動装置が設けられており、この駆動装置を用いて、少なくとも
１つの長手方向案内装置が、品物の搬送方向に対して横方向、特に垂直方向に移動可能で
あり、または移動され、または、この駆動装置を用いて、これら長手方向案内装置の間隔
、またはこれら長手方向案内装置の予め設定された間隔が、互いに調節可能であり、また
は調節される場合、その上有利である。例えば、位置制御されたサーボ駆動装置を介して
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、２つの長手方向案内装置の間隔の無段階の位置調節が達成される。
【００１６】
　更に、この長手方向案内装置、または両方の長手方向案内装置の往復運動の長さは、品
物の搬送方向の対して横方向に可変に、および位置精確に調節可能である場合有利である
。
【００１７】
　特に、少なくとも１つの、横方向に搬送された品物の搬送方向に対して横方向に形成さ
れた直線状案内部が、この長手方向案内装置、または両方の長手方向案内装置のために設
けられ、このことによって、横方向移送装置内において、長手方向案内装置の所定の直線
状の位置移動が達成される。
【００１８】
　有利には、横軸線方向の移送装置の、この長手方向案内装置、または両方の長手方向案
内装置は、横軸線方向に搬送される品物の搬送方向に沿っての案内レール、または案内面
として形成されている。
【００１９】
　有利には、長手軸線方向に搬送する搬送導管の端部における方向転換ゾーンの領域内に
おいて、方向転換装置は、くさび状方向転換部材として形成されている。更に、この方向
転換装置が、長手軸線方向に搬送される品物に関して長手方向位置移動可能に形成されて
いる場合、その上に有利である。
【００２０】
　例えばフィルター受取りステーションにおけるフォーマット交換の際の、自動的な調節
の更なる簡略化は、方向転換装置の長手方向位置移動のための、少なくとも１つの駆動装
置が設けられている場合に達成される。例えば、位置移動駆動装置は、位置精確なサーボ
モーターによって、または同様に空気圧シリンダーによっても実現される。
【００２１】
　特に、方向転換装置の長手方向位置移動の長さは、調節可能であり、または調節される
。
【００２２】
　この装置は、更に、方向転換装置の長手方向位置移動の長さは、この長手方向案内装置
、または両方の長手方向案内装置の往復運動の大きさに相応することによって特徴付けら
れている。上記のことによって、操作人員が手動的な方法で、搬送装置における調節を行
なう必要無しに、簡単な方法で、種々のフィルターロッド長さに対する適合が達成される
。
【００２３】
　有利には、更に、本発明による搬送装置は、入口側で、フィルターロッドマガジン、特
にたばこ加工産業の機械のフィルターロッドマガジンにおいて、または、たばこ加工産業
の搬送設備内において設けられている。
【００２４】
　更に、本発明の課題は、たばこ加工産業のロッド形状の品物を搬送するための上記され
た装置を有して形成されている、たばこ加工産業の機械、または、たばこ加工産業の搬送
設備によって解決される。ここで繰返しを回避するために、前記された実施形態を明確に
参照されたい。
【００２５】
　次に、本発明を、概括的な発明の思想の限定無しに、実施例に基づいて、図に関連して
説明し、その際、全ての本明細書内において詳細には説明されていない本発明による詳細
事項に関して、明確に、これら図を参照して戴きたい。　
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下の図において、それぞれに、同じ、もしくは同種の要素、または相応する部材が、
同一の参照符号でもって示されており、従って、適当な更新された観念は、それぞれ問題



(7) JP 2008-63146 A 2008.3.21

10

20

30

40

50

にされない。
【００２７】
　図１内において、本発明に従う、たばこ加工産業のロッド形状の品物、特にフィルター
ロッドの搬送装置１の平面図が概略的に図示されている。この場合、受取りステーション
は、案内軌道を介して、ここで、図示されていない送出しステーションの空気圧的な搬送
導管に到達するフィルターロッドを受取る。これらフィルターロッドの長手軸線方向の移
動は、方向転換ゾーン８内において、横軸線方向の搬送移動に変換される。
【００２８】
　受取りステーションの更なる詳細に関して、本発明の開示内容において十分広範囲にわ
たり基礎としている、その明細書内において二重受取りステーションが実施例内において
詳細に記載されているヨーロッパ特許第０　６９９　３９６号明細書（特許文献３）を参
照して頂きたい。この二重受取りステーションに関しての説明は、相応する方法で、図１
内において図示されたこの受取りステーションに関しても当てはまる。
【００２９】
　長手軸線方向に搬送する搬送導管内における、相応するローラー対によるフィルターロ
ッドの個別化の後、これら加速されたフィルターロッドは、方向転換ゾーン８内へと到達
する。搬送装置１における、長手軸線方向に搬送されるフィルターロッドの搬送方向は、
左側へと指向する矢印によって示されている。
【００３０】
　方向転換ゾーン８内において、フィルターロッドの長手軸線方向の移動は、横軸線方向
の移動に方向転換される。この目的で、搬送導管に対して、くさび状方向転換部材１８を
備える長手方向案内部１７を有する搬送ベルト部分（Foerderbandabschnitt）が接続して
いる。この長手方向案内部１７は、横方向移送装置に向かって開いている。このくさび状
方向転換部材１８によって、これらフィルターロッドの長手方向の移動から方向転換され
たこれらフィルターロッドは、横方向移送ローラー対の作用範囲内へと到達し、且つ、こ
れら横方向移送ローラー対によって、横軸線方向に横方向移送区間２２内へと押圧され、
従って、これらフィルターロッドが、ベルト（ここで図示されていない）によって捕捉さ
れ、且つ、概略的に描かれたフィルターロッドマガジン２４内へと搬送される。
【００３１】
　横方向移送区間２２は、側方で、２つの長手方向案内レール３０、３１によって制限さ
れており、これら長手方向案内レールが、開口領域内において長手方向案内部１７に向か
って細められており、このことによって、この開口領域が拡幅されている。
【００３２】
　更なる詳細のために、補足的に図２を参照頂きたく、この図内において、横方向移送区
間２２が透視図で詳細に図示されている。
【００３３】
　フレーム支持体の側方において、それぞれの案内レール３０、３１のために、２つの駆
動装置４１、４２、４３、４４が設けられており、従って、これら案内レール３０、３１
は、横方向移送区間２２内における単層の品物の流れの搬送方向に対して垂直方向に移動
され得る。この場合、平行に指向する案内面の領域内における、これら案内レール３０、
３１の間隔は、開口領域における接続部内において、横軸線方向に搬送されるフィルター
ロッドの長さに調節されている。
【００３４】
　駆動装置４１、４２、４３、４４として、位置精確なサーボ駆動装置および空気圧シリ
ンダーが適しており、従って、案内レール３０、３１の間隔は、操作人員の手動の介入無
しに、自動的な方法で調節され得る。
【００３５】
　搬送導管内において搬送されるフィルターロッドの変動の際、即ち、フィルターロッド
長さの変動の際に、案内レール３０、３１は、横方向移送区間２２内におけるこれらフィ
ルターロッドの中間位置に対して対称的に位置調節され、且つ、これらフィルターロッド
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の長さに対して適合される。これら案内レール３０、３１の位置移動に加えて、同時に、
くさび状方向転換部材１８も、この位置移動の長さだけ、相応して位置移動される。この
目的で、同様に、このくさび状方向転換部材１８の長手方向位置移動のために、例えば空
気圧シリンダー１９の様式における、駆動装置１９が、長手方向案内部１７に設けられて
いる。
【００３６】
　空気圧シリンダー１９が作動状態にされることによって、くさび状方向転換部材１８は
、両方の当接部２０、２１の間で、相応して、往復的に移動される。この場合、この空気
圧シリンダー１９は、適当な形状部片を介してこのくさび状方向転換部材１８と結合され
ている。この空気圧シリンダー１９の適当な切り換えによって、このくさび状方向転換部
材１８は、相応して、往復的に移動、即ち摺動される。
【００３７】
　更に、これら案内レールのための、横方向移送区間２２内において搬送される品物の搬
送方向に対して垂直に形成されている、適当なリニアガイドが設けられており、このこと
によって、案内レール３０もしくは３１は、同様に、直線的に当接部の間で位置調節され
る。この目的で、横方向移送区間２２の中央において、当接部３６、３７を有する当接条
片３５が設けられている。これら当接部３６、３７によって、案内レール３０、３１の、
上記された直線的な往復運動の一方の（第１の）終端位置が形成される。
【００３８】
　他方の終端位置は、案内レール３０、３１が、外方へと移動され、従って、これら案内
レール３０、３１に沿って、垂直方向に外方へと指向し且つ配設された位置調節ボルト３
８が、外側で側方の当接部４５、４６に接触する場合に得られる。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】フィルター受取りステーションの、本発明による搬送装置の平面図であり、この
図の場合に、装置の機能部を目視可能をするために、品物搬送部の適当な部材が省略され
ている。
【図２】図１の、横方向移送装置の透視図的な部分図であり、この図の場合、本発明によ
る技術的な特徴事項を明確化するために、従属された特徴事項の記入は見合わせられてい
る。
【符号の説明】
【００４０】
　１　　搬送装置
　８　　方向転換ゾーン
　１７　長手方向案内部
　１８　方向転換部材
　１９　空気圧シリンダー
　２０　当接部
　２１　当接部
　２２　横方向移送区間
　２４　フィルターロッドマガジン
　３０　案内レール
　３１　案内レール
　３５　当接条片
　３６　当接部
　３７　当接部
　３８　位置調節ボルト
　４１　駆動装置
　４２　駆動装置
　４３　駆動装置
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　４４　駆動装置
　４５　当接部
　４６　当接部

【図１】 【図２】
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