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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
機械フレームと、該機械フレームに取り付けられたスイング軸（６）とを有する、シー
ト状材料を処理する機械に個別シートを搬送するための、周期的にスイングするように駆
動されるプレグリッパのためのプレグリッパ駆動装置であって、シートグリッパ（２）が
、フレームに取り付けられたスイング軸（６）を中心にして旋回可能なプレグリッパレバ
ー（１）の自由端部に配置されていて、スイング軸（６）に対して平行に向けられたグリ
ッパ軸（３）を中心にして、シートグリッパ（２）の開閉のためにグリッパ受け（３６）
に対して相対的に運動可能である形式のものにおいて、シートグリッパ（２）の運動が、
制御可能でかつ調整可能な駆動装置（４）によって生ぜしめられるようになっており、該
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駆動装置（４）が、一方ではシートグリッパ（２）に直接結合されており、他方では機械
フレームに支持されており、駆動装置（４）がリニア駆動装置として形成されており、該
リニア駆動装置（４）の作用線（２３）が、シートグリッパ（２）に設けられた、前記リ
ニア駆動装置（４）のリンク固定の枢着点（８）の運動方向（２４）に対して平行に延び
ており、前記枢着点（８）が、シートグリッパ（２）の閉じた状態で、グリッパ軸（３）
とプレグリッパレバー（１）の旋回軸（６）との間に位置していることを特徴とする、ア
クチュエータ式のプレグリッパ駆動装置。
【請求項２】
前記枢着点（８）が、シートグリッパ（２）の閉じた状態で、ほぼグリッパ軸（３）と
プレグリッパレバー（１）の旋回点（６）とを結ぶ結合線上に位置している、請求項１記
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載のプレグリッパ駆動装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、シート状の材料を処理する機械、たとえばシートの搬送がグリッパ（くわえ
）を用いて行われるような、シートを処理する輪転印刷機で、グリッパを操作するための
装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
ドイツ連邦共和国特許出願公開第４２００４０６号明細書には、シートを処理する機械
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に設けられたグリッパ装置が開示されている。シート状の材料のための複数のグリッパが
１つのグリッパ軸に固定されている。これらのグリッパの開閉動作はカム制御装置を介し
て同時に行われる。ドイツ連邦共和国特許出願公開第４２００４０６号明細書に基づき公
知の手段を用いると、個々のグリッパまたはグリッパグループが、シートを案内する胴の
周面で互いに別個に独立して制御される。このためには、グリッパを制御する制御装置が
設けられている。この制御装置は、少なくとも１つの信号発生器と、グリッパのための開
閉機構と、コンピュータとから成っている。この制御装置は所定の機械位置において開閉
機構を操作する。この公知の手段では、信号発生器として回転角度信号発生器または紙位
置センサが使用され、これにより胴位置か、またはシート状の材料の位置が検出され、そ
の後に開閉機構が操作される。
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【０００３】
欧州特許第０７７５５７６号明細書には、シート印刷機で個別シートを搬送するための
、周期的にスイングするように駆動されるプレグリッパのためのグリッパ制御装置が開示
されている。開示されている、周期的にスイングするように駆動されるプレグリッパのた
めのグリッパ制御装置の構成では、プレグリッパが、フレーム固定のスイング軸を中心に
して旋回可能なスイングレバーの自由端部に取り付けられていて、少なくとも１つのシー
トグリッパを有している。このシートグリッパはスイング軸に対して平行に向けられたジ
ョイント軸を中心にして、シート引取り時およびシート引渡し時での開閉動作のために、
複数のカムによって強制的に運動可能となる。これらのカムのうちの１つは１回転だけ回
転し、このときに他方のカムを旋回させる。この他方のカムは位置固定のローラレバーに
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旋回可能に支承されている。これらのカムの位置はグリッパの閉鎖点および開放点を規定
している。
【０００４】
さらに、旋回可能なカムを固定するために切換機構が設けられている。この場合、この
カムはグリッパ閉鎖範囲とグリッパ開放範囲とを有している。グリッパ閉鎖範囲は付加的
にグリッパ開放範囲を備えており、この場合、付加的に配置されたグリッパ開放範囲には
、補償のために、１回転だけ回転するカムに設けられた付加的なグリッパ閉鎖範囲が対応
配置されている。
【０００５】
シート状の材料を把持するグリッパの開閉運動を生ぜしめるために、これまでは主とし
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て機械的なカム伝動装置、ごくまれにはリンク伝動装置が使用されている。これらの駆動
装置の欠点は、一般に機械の主駆動のために固定の機械的なカップリングが存在しており
、そして運動学的な寸法に基づき運動が不変であることである。このことは、運転中の運
動を、変えられた境界条件、たとえば変えられた被印刷物厚さに容易に適合させることが
できないことを意味する。二重シートが検知された場合、グリッパの閉鎖が機械的なロッ
クによって阻止される。これにより、二重シートは把持されなくなるので、二重シートが
機械内へ搬送されることはない。しかし、このような手段には、グリッパ制御、紙厚さへ
の適合ならびに欠陥シート機能検知のような基本機能を実現するために、実施するべき機
械的な手間が大きすぎるという欠点がある。グリッパ操作時に全システム「プレグリッパ
」に対する不都合な力作用が生じ、しかもこの手段では機械に対するモーメント反作用（
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Ｍｏｍｅｎｔｅｎｒｕｅｃｋｗｉｒｋｕｎｇ）が与えられている。二重シート検出時にグ
リッパを閉じるために使用されるシステムは、長い反応時間を必要とし、かつ印刷装置内
に構造スペースを必要とする。さらに、前述の手段では、シート状の材料を把持するグリ
ッパの開閉運動を生ぜしめるために、運動の導入がグリッパ軸の端部においてしか可能で
ない。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
公知先行技術に基づき知られている解決手段と、上に挙げた技術的な問題とに鑑み、本
発明の課題は、わずかな機械的な手間しか必要とせず、グリッパ制御装置に課せられた機
能を満たし、かつプレグリッパの運動にできるだけ僅かな影響しか与えないようなグリッ
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パ制御装置を備えたプレグリッパ駆動装置を提供することである。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
この課題を解決するために本発明の構成では、機械フレームと、該機械フレームに取り
付けられたスイング軸とを有する、シート状材料を処理する機械に個別シートを搬送する
ための、周期的にスイングするように駆動されるプレグリッパのためのプレグリッパ駆動
装置であって、シートグリッパが、フレームに取り付けられたスイング軸を中心にして旋
回可能なプレグリッパレバーの自由端部に配置されていて、スイング軸に対して平行に向
けられたグリッパ軸を中心にして、シートグリッパの開閉のためにグリッパ受けに対して
相対的に運動可能である形式のものにおいて、シートグリッパの運動が、制御可能でかつ
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調整可能な駆動装置によって生ぜしめられるようになっており、該駆動装置が、一方では
シートグリッパに直接結合されており、他方では機械フレームに支持されているようにし
た。
【０００８】
【発明の効果】
本発明により提案された解決手段により得られる利点は、とりわけ次の点に認められる
。すなわち、本発明によれば、プレグリッパのグリッパ制御装置が主駆動装置から機械的
に連結解除されている。自由にプログラミング可能な、ひいては主駆動装置とは別個の独
立した制御装置との組み合わせで、固有の調整可能な駆動装置によって、グリッパまたは
グリッパブリッジのフレキシブルな運動制御が可能となる。このようなフレキシブルな運
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動制御は、種々異なる運転形式、被印刷物特性ならびにたとえば被印刷物厚さおよび種々
異なる印刷速度へのグリッパ運動の適合を比較的に簡単に可能にする。付加的なかつ手間
のかかる調節装置および付加装置を不要にすることができる。
【０００９】
本発明の根底を成す思想の有利な実施態様では、直動駆動装置もしくはリニア駆動装置
であれ、回転駆動装置であれ、共通にまたは別個に作用する調整可能な駆動装置を、任意
の数または配置で使用することができる。すなわち、たとえば駆動装置を、グリッパ軸に
支承されたシートグリッパのために、グリッパ軸に関して中央にまたはその両端部に設け
ることができる。したがって、グリッパ軸へのモーメント導入の択一的な手段が可能とな
る。許容し得るねじりモーメントに応じて、グリッパ軸の両端部に同時にグリッパ軸を操
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作するための駆動力を導入することもできる。
【００１０】
駆動装置は、引出し可能な、シートグリッパで直接に枢着点に取り付けられた作動機構
を有するリニア駆動装置として形成されているか、あるいはシートグリッパを受容するグ
リッパ軸に間接的または直接的に作用する回転駆動装置として形成されていてもよい。
【００１１】
回転駆動装置は、たとえば電動モータであれ、回転運動を生ぜしめる別の駆動装置であ
れ、作動モータとして形成され得る。それに対して、リニア駆動装置は、たとえばニュー
マチック的に負荷されるものであれ、ハイドロリック的に負荷されるものであれ、電気機
械的に負荷されるものであれ、作動シリンダとして形成され得る。駆動装置の運動の間接
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的な伝達はピニオンまたはラックによって行うことができる。さらに、ピエゾアクチュエ
ータを設けることも可能である。ピエゾアクチュエータは特に迅速な応答特性を有してい
て、かつ極めて短い時間内で極めて小さな作動運動を実施することができる。前述の個々
の駆動手段の間には、応答特性を改善するため、または種々異なる作動距離を実現するた
めに、中間伝動装置を取り付けることができる。中間伝動装置は一方では与えられた構成
スペースへの適合のために設けられるが、このような中間伝動装置を力増幅ならびに慣性
力の低減のために使用することができる。さらに、中間伝動装置を配置することによって
、セルフロック（緩み止め）を生ぜしめることもできる。
【００１２】
グリッパ軸のための、リニア駆動装置または回転駆動装置として使用されるアクチュエ
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ータは、可動の構成部分に支持されるか、または機械フレームに対して不動に配置された
構造部分に支持され得る。圧電式のピエゾアクチュエータの代わりに、被印刷物の前縁を
把持した後にグリッパ開放運動もしくはグリッパ閉鎖運動を生ぜしめるための磁気ひずみ
式アクチュエータを使用することもできる。
【００１３】
本発明により提案されたプレグリッパ駆動装置の別の有利な実施態様では、グリッパ制
御のために直動駆動装置もしくはリニア駆動装置の使用下に、リニア駆動装置の作用線が
、プレグリッパにおけるリニア駆動装置のリンク固定（ｋｏｐｐｅｌｆｅｓｔ）の枢着点
の運動方向に対して平行に延びていてよい。枢着点は、グリッパが閉じた状態において、
ほぼグリッパ軸とプレグリッパレバーの旋回点とを結ぶ結合線上に位置していてよい。さ
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らに、この枢着点を、グリッパが閉じた状態において、グリッパ軸とプレグリッパレバー
の旋回点との間に配置することも可能である。
【００１４】
枢着点をこのように配置する場合、リニア駆動装置は、シートグリッパの閉鎖運動の際
に、直接に続いた、プレグリッパの旋回運動を助成して、シートを印刷速度にまで加速す
る。シートグリッパの開放時では、プレグリッパレバーの運動を、シートグリッパの開放
過程を著しく加速するために利用することができる。なぜならば、リニア駆動装置の運動
とプレグリッパレバーの運動とが有利に重畳されるからである。すなわち、シートグリッ
パを迅速に開放するために好都合な相対運動を利用することができるわけである。このよ
うな配置形式を用いると、プレグリッパにおける運動させられるべき質量が比較的小さく
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なる。なぜならば、ほぼ、たとえばニューマチック的（空力的）に負荷可能なアクチュエ
ータにおいてピストンロッドとして構成されているリニア駆動装置の推動ロッドしか、プ
レグリッパレバーの、旋回軸を中心とした運動を一緒に行わないからである。このような
構成により得られる別の利点は、リニア駆動装置に小さな慣性力しか作用しないことにあ
る。なぜならば、単に比較的に小さな、ひいてはゆっくりとした旋回運動しか実施されな
いからである。さらに、アクチュエータ構成ユニットが、休止したフレームに、ただし回
転可能に支承されて取り付けられ得る。これにより、生ぜしめられる横方向速度は小さく
なり、このことはさらに、使用される推動ジョイントの耐用寿命に有利な影響を与える。
【００１５】
本発明により提案された、個々のグリッパまたはプレグリッパの範囲におけるグリッパ
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グループを駆動するための解決手段は、オフセット印刷法により作動する多色輪転印刷機
であれ、デジタル作動式のシート印刷機であれ、静止している被印刷物が機械速度への加
速を受けるような、シートを処理する機械において使用することができる。
【００１６】
【発明の実施の形態】
以下に、参考例および本発明の実施の形態を図面につき詳しく説明する。
【００１７】
図１には、参考例として、プレグリッパに設けられた回転駆動装置により操作可能とな
るグリッパが簡略化されて図示されている。
【００１８】
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旋回軸として設計されたフレーム固定の旋回点６を中心として旋回可能に取り付けられ
ているプレグリッパレバー１には、符号５で示した回転駆動装置が支承されている。たと
えば電動モータ、ピエゾアクチュエータまたは磁気ひずみ式アクチュエータとして形成さ
れていてよい回転駆動装置５は、この回転駆動装置５により遮蔽されているグリッパ軸３
に作用する。このグリッパ軸３にはプレグリッパの全幅にわたって分配されてシートグリ
ッパ２が取り付けられている。単数または複数の回転駆動装置５によって、個々のシート
グリッパ２が取り付けられているグリッパ軸３を、個々のグリッパごとにまたはグリッパ
のグループごとに、同時に駆動することができる。図１の構成では、回転駆動装置５は運
動させられる構造部分であるプレグリッパレバー１に取り付けられている。
【００１９】
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図２には、参考例として、プレグリッパに設けられた、直動駆動装置もしくはリニア駆
動装置によって操作可能なシートグリッパが図示されている。
【００２０】
図２に概略的に示したプレグリッパレバー１は、グリッパ軸３を中心にして旋回可能は
シートグリッパ２に比べて著しく縮小した尺度で図示されている。プレグリッパレバー１
に設けられた枢着点２６には、リニア駆動装置４の受けが取り付けられており、リニア駆
動装置４の引出し可能な作動ロッドは、グリッパ軸３を中心にして運動可能なシートグリ
ッパ２に設けられた枢着点２５に取り付けられている。リニア駆動装置４は、圧力媒体で
負荷可能なシリンダ、たとえばニューマチック式（空気力式）またはハイドロリック式（
液力式）のシリンダであってよい。図２に示した参考例では、駆動装置４はプレグリッパ

20

レバー１においてシリンダとして構成されている。
【００２１】
図３および図４には、本発明の実施例として、フレームに不動に支承された駆動装置を
有するプレグリッパシステムのための駆動装置が示されている。
【００２２】
図３に示した配置構成に基づき、回転駆動装置５が明らかである。この回転駆動装置５
は印刷装置の側壁に固定されていてよい。回転駆動装置５の出力部は歯車９に作用し、こ
の歯車９は、プレグリッパレバー１に設けられた短軸２７に取り付けられた中間歯車２８
を介してグリッパ軸３を操作する。グリッパ軸３にはやはりシートグリッパ２が取り付け
られている。図３の構造では、符号２９でグリッパギャップ、すなわちシートグリッパ２
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の下面と、プレグリッパレバー１により形成されているグリッパ受けの上面とにより形成
された間隔が示されている。シートグリッパ２の閉鎖運動時、つまりプレグリッパレバー
１により形成されたグリッパ受けに対するの上面に対するシートグリッパ２の相対運動時
では、グリッパギャップ２９内に導入されたシートの前縁が把持されて、機械速度にまで
加速される。
【００２３】
図４に示したプレグリッパレバー１の構成では、プレグリッパレバー１にシートグリッ
パ２がグリッパ軸３を中心として旋回可能に取り付けられている。この実施例では、たと
えば圧力媒体で負荷可能な作動シリンダ（ハイドロリック式またはニューマチック式）と
して構成されているリニア駆動装置４が、フレームに、つまり輪転印刷機の印刷装置の側
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壁に支承されている。プレグリッパレバー１はその旋回軸６を中心にして旋回可能に支承
されている。それに対して、リニア駆動装置４はプレグリッパレバー１とは異なる支承点
で側壁に取り付けられている。リニア駆動装置４から引出し可能な作動ロッドは、シート
グリッパ２に枢着点２５で取り付けられており、この作動ロッドは、シートグリッパ２を
グリッパ軸３を中心にして運動させる。各シートグリッパ２の運動は、各シートグリッパ
ごとに個々に行われるか、またはプレグリッパ１に設けられた個々のシートグリッパ２の
グループごとに行なわれ得る。
【００２４】
図５に示した本発明の実施例では、グリッパ駆動装置の支承部が、プレグリッパレバー
１の旋回点と一致している。
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【００２５】
このような配置構成では、プレグリッパレバー１の旋回点６に同時にリニア駆動装置４
も支承されており、このリニア駆動装置４の引出し可能な作動ロッドは枢着点２５におい
て、グリッパ軸３を中心にして旋回可能なシートグリッパ２に結合されている。
【００２６】
たとえばニューマチック的またはハイドロリック的に負荷可能な作動シリンダとして構
成されているリニア駆動装置４は、直接に、運動させられるプレグリッパシステムに旋回
軸６を中心にして旋回可能に取り付けられていてよいが、しかしリニア駆動装置４の受け
７を、静止している側壁もしくは側方フレームに、ただし旋回軸６を中心としたプレグリ
ッパレバー１の旋回点と一致するように配置することも考えられる。このような実施例に

10

は、次のような利点がある。すなわち、リニア駆動装置４を制御する際に、プレグリッパ
レバー１の旋回運動からの運動と、シートグリッパ２の運動からの運動との重畳を考慮し
なくて済むようになる。さらに、運動させられるべき質量が著しく減じられる。なぜなら
ば、少なくとも主構成群を印刷装置の側壁に回転可能に支承することができるからである
。図５に示した実施例により得られる別の利点は、エネルギや情報のための供給ライン、
つまり制御ラインを極めて単純に構成することができる点にある。
【００２７】
これまでは単に１つの駆動装置しか設けられていない構成について述べてきたが、並列
に接続された複数の駆動装置を設けることにより、グリッパ軸３の望ましくないトーショ
ンもしくはねじりを小さく保持することができるか、または所要出力に関連した、駆動装
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置４；５の構成寸法を減少させることができる。すなわち、たとえばグリッパ軸３の一方
の軸端部に設けられた大きな駆動装置４；５の代わりに、グリッパ軸３の両方の軸端部に
２つの著しく小さな駆動装置４，５を設けることができる。さらに、グリッパ軸３の真ん
中に１つの駆動装置を設けることも考えられる。本発明の根底を成す思想のこのような変
化実施例では、リニア駆動装置４が、引出し運動を実施する作動シリンダの形でプレグリ
ッパレバー１に回転可能に枢着されており、この場合、リニア駆動装置４の引出し可能な
作動ロッドは、たとえばトグルレバー１０に設けられた節点に枢着されている。トグルレ
バー１０は、一方ではプレグリッパレバー１に設けられた枢着点２６に支承されており、
さらにトグルレバー１０は枢着点２５でシートグリッパ２に結合されており、このシート
グリッパ２はグリッパ軸３を中心にして旋回可能である。プレグリッパレバー１自体は、
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機械フレームに取り付けられている旋回軸６を中心として周期的に往復運動可能である。
【００２８】
図６に示した参考例で使用されている、プレグリッパシステムに設けられたトグルレバ
ー１０によって、有利なかつ簡単にリニア駆動装置４の著しい力増幅を達成することがで
きる。
【００２９】
図７に示した参考例では、プレグリッパシステムがカム伝動装置を介して駆動される。
【００３０】
このような参考例においても、プレグリッパレバー１は、フレームに取り付けられた旋
回軸６を中心にして運動可能である。この場合でも、シートグリッパ２はグリッパ軸３を
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中心にして運動可能である。さらに、プレグリッパレバー１に対して相対的にグリッパ軸
３を中心にして運動可能であるシートグリッパ２と、プレグリッパレバー１により形成さ
れたグリッパ受けとの間には、遊び、つまりグリッパギャップ２９が生ぜしめられる。こ
の変化実施例では、グリッパ受けに対して相対的な、グリッパ軸３を中心とするシートグ
リッパ２の制御または操作、つまり開閉動作は、回転運動を生ぜしめる回転駆動装置５に
よってカムディスク１１が駆動されることによって行われ得る。カムディスク１１の外側
輪郭の形状に応じて、カムローラ１２によってシートグリッパ２の開閉運動の運動経過な
らびに開閉時点が規定される。この場合に設置されている、プレグリッパシステムのカム
制御装置によって、力伝達経路およびモーメントの経過を極めて正確に規定することがで
きる。
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【００３１】
図８に示した参考例では、回転駆動装置５を、たとえば、グリッパ軸３に対して同軸的
に取り付けることができる。この回転駆動装置５は、シートグリッパ２にプレグリッパレ
バー１に対して相対的な回転運動を付与する。載置面に関する、ひいてはグリッパギャッ
プ２９のジオメトリ（幾何学的形状）およびグリッパギャップ２９で形成可能な閉鎖力に
関するシートグリッパ２の開閉力を増幅させるために、蓄力器１３を用いてシートグリッ
パ２にプレロードもしくは予荷重をかけることができる。引張ばねであれ、圧縮ばねであ
れ、蓄力器１３はプレグリッパレバー１で枢着点２６に固定されていてよい。これに対し
て、蓄力器１３の他方の端部はシートグリッパ２に設けられた枢着点２５に固定されてい
る。この付加的な蓄力器１３によって、一方では所望の中間位置において所望のプレロー

10

ドを生ぜしめ、他方ではエネルギ故障時に特定の休止位置においてグリッパの自動的な運
動を生ぜしめることができる。図示の圧縮ばねとして形成された蓄力器１３の代わりに、
別の蓄力エレメントを使用することもできる。
【００３２】
図９に示したプレグリッパのグリッパ制御装置は、個々のコンポーネントの有利な相互
の相対運動を利用した駆動装置を有している。
【００３３】
使用されているリニア駆動装置４は、輪転印刷機の印刷装置に設けられた静止している
機械フレームに枢着点７で取り付けられている。このリニア駆動装置４は、既に述べたよ
うに、一方ではニューマチックシリンダまたはハイドロリックシリンダとして形成され得

20

るが、しかしリニア駆動装置４をピエゾアクチュエータあるいは磁気ひずみ式アクチュエ
ータとして形成することも考えられる。リニア駆動装置４の移動可能なエレメントとして
働くピストンロッドは、図９の構成ではシートグリッパ２に枢着点８で枢着されている。
シートグリッパ２は前述の実施例の場合と同様にグリッパ軸３を中心にして運動可能であ
り、この場合、本発明の根底を成す思想のこのような変化実施例においても、シートグリ
ッパの個別に制御することも、プレグリッパレバー１の幅にわたって複数のシートグリッ
パ２をグループごとに制御することも可能である。
【００３４】
この場合にも、符号２９によってグリッパギャップが示されている。このグリッパギャ
ップ２９はシートグリッパ２の下面と、プレグリッパレバー１に設けられた載置面との間

30

に形成される。
【００３５】
図９の本発明の実施例では、リニア駆動装置４の作用線２３がリニア駆動装置４のリン
ク固定の枢着点８の運動方向２４に対して平行に延びている。枢着点８はシートグリッパ
２が閉じた状態にある場合に、ほぼ、グリッパ軸３の中心とプレグリッパの旋回点６とを
結ぶ結合線上に位置している。さらに択一的には、シートグリッパ２が閉じられている場
合に、枢着点８がグリッパ軸３とプレグリッパレバー１の旋回点６との間に位置するよう
にすることも可能である。リニア駆動装置４の枢着点７は有利には、静止している機械フ
レームに、つまり印刷装置の側壁に取り付けられていてよい。
【００３６】
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枢着点７；８がこのように配置されている場合には、リニア駆動装置４が、シートグリ
ッパ２の閉鎖運動時に、直接に続いて行われるプレグリッパレバー１の、旋回軸を中心と
した旋回運動を助成する。すなわち、駆動装置の相互助成が達成されるので有利である。
シートグリッパ２の開放時では、その旋回軸６を中心とするプレグリッパレバーの旋回運
動を利用して、開放動作を著しく加速することができる。なぜならば、リニア駆動装置４
の運動とプレグリッパレバー１の運動とが有利に重畳されて、各コンポーネント同士の有
利な相対運動が利用され得るようになるからである。さらに、このような配置形式では、
プレグリッパレバー１における、運動させられるべき質量が比較的小さくなることも有利
である。質量が比較的小さくなる理由は、ほぼリニア駆動装置４の推動ロッドだけがプレ
グリッパレバー１の運動を一緒に行うに過ぎないからである。
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【００３７】
別の利点は、リニア駆動装置４自体に作用する小さな慣性力に基づき得られる。その理
由は、リニア駆動装置４が単に比較的に小さな旋回運動、ひいては緩慢な運動しか実施せ
ず、しかもアクチュエータ構成ユニット、つまりリニア駆動装置４が、静止している機械
フレーム内に回転可能に支承され得るからである。これにより、各構造部分により耐えな
ければならない横方向加速力も比較的小さくなり、このことは、とりわけ推動ジョイント
の寿命に有利な影響を与える。
【００３８】
図１０には、トグルレバーシステムがリニア駆動装置と連結されている、プレグリッパ
システムに取り付けられたシートグリッパの操作可能性が示されている。
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【００３９】
機械フレームに両側で取り付けられている旋回軸６を中心として旋回可能であるプレグ
リッパレバー１は、既に説明した実施例の場合と同様にプレグリッパに対してほぼ平行に
延びるグリッパ軸３を有している。このグリッパ軸３には、複数のシートグリッパ２が旋
回可能に取り付けられている。シートグリッパ２の操作運動、つまりシートグリッパ２の
開閉運動は、フレーム側に取り付けられたリニア駆動装置４によって付与される。このリ
ニア駆動装置４はトグルレバー１０のトグルジョイントに作用する。トグルレバー１０の
レバーは一方ではプレグリッパレバー１に設けられた枢着点２６に支承されており、他方
ではシートグリッパ２に設けられた枢着点２５に支承されている。このような構成によっ
て、プレグリッパレバー１のその旋回軸６を中心とする旋回運動時における閉鎖力の著し

20

い増大および閉鎖力の維持が確保されている。
【００４０】
図１１に示した本発明の実施例では、リニア駆動装置４が位置固定的に支承されていて
、操作レバー３７にジョイント３８が設けられている。この手段により、リニア駆動装置
にはほとんど横方向力が作用しなくなる。有利な実施形では、操作レバー３７がリニア駆
動装置４とジョイント３８との間で案内されている。
【００４１】
図１２には、オフセット法による多色輪転印刷機であれ、デジタル式のシート印刷機で
あれ、シートを処理する機械のシート供給範囲の全体図が示されている。
【００４２】
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印刷を施したいシート２０は、その前縁２１が横当てもしくは引き当て（引き針）３４
によって位置調整された状態で、給紙テーブル１４の前当て１５に接触している。プレグ
リッパレバー１はその出発位置において示されている。さしあたり開かれているシートグ
リッパ２が閉じて、シート状の材料２０のシート前縁２１を把持する。前当て１５は下方
に向かって離反旋回する。その後に、プレグリッパレバー１が、二重矢印３０で示すよう
に、フレーム側に配置された旋回軸６を中心にして旋回する。このときに、シート状の材
料２０は印刷機速度にまで加速される。引渡し中心２２へ到達する直前に、供給胴１６に
設けられたグリッパ１７がシート前縁２１を把持し、プレグリッパレバー１のシートグリ
ッパ２は短時間だけ遅延して開く。シート状の材料２０は供給胴１６の外周面３３によっ
て案内され、そしてその直後に圧胴１８のグリッパ１９に引き渡される。プレグリッパレ
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バー１はシート状の材料２０を供給胴１６の外周面３３に引き渡した後にスイングし、そ
の運動方向３０の逆転後に再びその出発位置に戻るように旋回する。
【００４３】
シートグリッパ２が供給胴１６およびシート状の材料２０と衝突することを回避するた
めに、シートグリッパ２は戻り旋回過程の際に離反するように沈み込む、つまり部分的に
閉じ、それから、次のシート状の材料２０を受け取るために再び完全に開く。
【００４４】
シートグリッパ２がリニア駆動装置４もしくは回転駆動装置５と共に機械的に主駆動装
置から連結解除されると、自由にプログラミング可能な制御装置と、コントロール可能な
駆動装置との組み合わせに基づき、シートグリッパ２のフレキシブルな運動制御が可能と
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なるので、グリッパ運動を種々異なる運転形式、被印刷材料特性、たとえば被印刷材料厚
さならびに種々異なる印刷速度に、手間のかかる組み換え作業なしに、適合させることが
可能である。
【図面の簡単な説明】
【図１】

参考例による、プレグリッパレバーに支承された回転駆動装置を用いて駆動可

能であるシートグリッパを示す概略図である。
【図２】

参考例による、プレグリッパレバーに設けられた、リニア駆動装置によって操

作可能なグリッパを示す概略図である。
【図３】

本発明の実施例による、フレームに不動に支承された駆動装置を有するプレグ
10

リッパユニットを示す概略図である。
【図４】

本発明の実施例による、フレームに不動に支承された別の駆動装置を有するプ

レグリッパユニットを示す概略図である。
【図５】

本発明の実施例による、プレグリッパの旋回点と合致した支承点を有するグリ

ッパ駆動装置の支承部を示す概略図である。
【図６】

参考例による、トグルレバージョイントを用いたプレグリッパレバーの操作形

式を示す概略図である。
【図７】

参考例による、回転駆動装置を有するプレグリッパシステムのカム制御装置を

示す概略図である。
【図８】

参考例による、回転駆動装置と戻しばねとを有するプレグリッパレバーにおけ
20

るグリッパの制御部を示す概略図である。
【図９】

本発明の実施例による、コンポーネント同士の有利な相対運動を実施するプレ

グリッパのグリッパ制御部を示す概略図である。
【図１０】

本発明の実施例による、トグルレバーに作用するリニア駆動装置を用いたシ

ートグリッパの操作手段を示す概略図である。
【図１１】

本発明の実施例による、位置不動に支承されたリニア駆動装置とジョイント

レバーとを有するシートグリッパの操作手段を示す概略図である。
【図１２】

本発明の実施例による、横当て／引き当てを有する印刷装置の範囲に位置す

る給紙テーブル、プレグリッパおよびプレグリッパにより加速される、シートを引き取る
グリッパを示す概略図である。
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【符号の説明】
１

プレグリッパレバー、

動装置、

５

２

回転駆動装置、

シートグリッパ、
６

旋回点、

７

３

グリッパ軸、

受け、

１０

トグルレバー、

１１

カムディスク、

１２

１４

給紙テーブル、

１５

前当て、

供給胴、

８

圧胴、
、

１９

２３

車軸、
３３

グリッパ、

作用線、
２８

中間車、

外周面、

ッパ受け、

２４

３７

２０

３４

１６

シート状の材料、

運動方向、
２９

２５

横当て／引き当て、

操作レバー、

３８

１７

２１

３５

ジョイント

２６

９

１３

歯車、
蓄力器、

グリッパ、

前縁、

３１

リニア駆

枢着点、

カムローラ、

枢着点、

グリッパギャップ、

４

２２

１８

枢着点、

引渡し中心
２７

回転方向、

中間

グリッパフィンガ、

３２
３６

通路、
グリ

(10)
【図１】

【図３】

【図２】
【図４】

【図５】

【図７】

【図６】

【図８】

JP 4499324 B2 2010.7.7

(11)
【図９】

【図１１】

【図１２】

【図１０】

JP 4499324 B2 2010.7.7

(12)

JP 4499324 B2 2010.7.7

フロントページの続き
(74)代理人 100135633
弁理士 二宮 浩康
(74)代理人 100114890
弁理士 アインゼル・フェリックス＝ラインハルト
(72)発明者 ノルベルト テュンカー
ドイツ連邦共和国 ヒルシュベルク シラーシュトラーセ ６アー
(72)発明者 ユルゲン マース
ドイツ連邦共和国 ヴィースロッホ ヴァイデンヴェーク ４

10

(72)発明者 フォルカー ミュラー
ドイツ連邦共和国 エッピンゲン ラインベルクシュトラーセ ３
(72)発明者 トーマス シェファー
ドイツ連邦共和国 マウアー バーンホフシュトラーセ ２０／１
合議体
審判長 栗林 敏彦
審判官 村上 聡
審判官 佐野 健治
20
(56)参考文献 特開平８−６７４０５（ＪＰ，Ａ）
特開平５−６９９９５（ＪＰ，Ａ）
(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
B65H 5/00‑ 5/38

