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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　個々の片の用紙がスタック状用紙から拾われて用紙処理装置内で個々に処理するために
前方へ移動させられる、用紙処理装置内の用紙フィーダ用の用紙分離装置において、
　前記スタックから取り外された用紙の前縁と面が直面するように前記用紙のスタックに
関してほぼ直面した位置に配置された面を有するセパレータを備え、
　前記セパレータは、その両側から外方向に延びている肩部と、前記肩部に接続され、か
つ前記セパレータに沿ってかつ前記セパレータから離間して延びているアームとを有し、
　前記セパレータの前記面上の一定配列のフォーメーションをさらに備え、
　　前記フォーメーションの各々は、
　　　ブロック面に対して当接される時に前記前縁を撓ませるように、前記移動する用紙
の前縁と直面するように位置決めされたブロック面と、
　　　用紙がそれを越えて摺動する予定の、用紙の前縁に関して位置決めされているほぼ
直面しない通過面と、
　　　前記ブロック面と前記通過面の接続部における頂点であって、前記頂点は、前記前
縁を前記通過面を越えるように指向するために、前記通過面と、前記前縁の移動とに関し
て位置決めされている、頂点とを有し、
　　前記一定配列は、前記スタックから取り外された用紙の前縁の移動経路に沿った連続
した前記フォーメーションを提供し、
　　前記分離装置は数片の用紙を前記スタックから前記セパレータに対して駆動する手段
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を有する用紙処理装置内の用紙フィーダ用の用紙分離装置。
【請求項２】
　前記フォーメーションは、一定長さの前記セパレータに沿って離間して配置されており
、前記フォーメーションの隣接するフォーメーションの間において前記セパレータの面の
セグメントを晒している請求項１に記載の用紙分離装置。
【請求項３】
　前記セパレータは、前記スタック状用紙の底部から上方へ及び離れた傾斜角で配置され
ている請求項１に記載の用紙分離装置。
【請求項４】
　前記セパレータは、前記傾斜角に沿って移動可能であり、前記スタック状用紙の前記底
部に向けて付勢されている請求項３に記載の用紙分離装置。
【請求項５】
　前記セパレータは、前記スタック状用紙の底部から片持ちされている請求項２に記載の
用紙分離装置。
【請求項６】
　前記セパレータは上端部及び下端部を有し、前記上端部と前記下端部の間の軸線回りに
回動することができる請求項３に記載の用紙分離装置。
【請求項７】
　前記セパレータは、前記スタック状用紙の前記底部から片持ちされており、前記装置は
、前記セパレータに対するばね付勢力を有する請求項３に記載の用紙分離装置。
【請求項８】
　前記フォーメーションは、第一の形状を有する、前記底部近傍の第一群のフォーメーシ
ョンと、前記第一群の第一形状と異なる第二形状を有する、前記セパレータの遠端部近傍
の第二群のフォーメーションとを有する請求項３に記載の用紙分離装置。
【請求項９】
　前記底部近傍の前記第一群のフォーメーションは、切頭頂点を有する請求項８に記載の
用紙分離装置。
【請求項１０】
　前記フォーメーションは、最初に前記前縁によって直面される第一群のフォーメーショ
ンと、以後に前記前縁によって直面される第二群のフォーメーションとを有し、前記第一
群の前記フォーメーションは、前記第二群のフォーメーションの形状と異なる形状を有す
る請求項１に記載の用紙分離装置。
【請求項１１】
　前記第一群のフォーメーションは、切頭頂点を有する請求項１０に記載の用紙分離装置
。
【請求項１２】
　前記用紙フィーダ内に留められているホルダを有し、前記セパレータは前記ホルダによ
って可動に保持されている請求項１に記載の用紙分離装置。
【請求項１３】
　前記ホルダはスロットを形成しており、前記フォーメーションは前記スロットを通して
突出している請求項１２に記載の用紙分離装置。
【請求項１４】
　前記ホルダは、角度の付いた面を有するブロックを有し、前記アームは、前記アームを
撓ませるために、前記角度の付いた面と当接しかつ前記面に沿って摺動する請求項１２に
記載の用紙分離装置。
【請求項１５】
　放出地点を有する、スタック状用紙を保持する用紙トレイと、
　第一の片の用紙を前記スタックから前記放出地点に向けて移動させるための送り機構と
、
　前記トレイ内に保持されたスタック状用紙の用紙の前縁に面する面を有する用紙分離装
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置とを備え、
　　前記面は、一連の面のフォーメーションを有し、前記フォーメーションの各々は、
　　　ブロック面に対して当接される時に前記前縁を撓ませるように、前記移動する用紙
の前縁と直面するように位置決めされたブロック面と、
　　　用紙がそれを越えて摺動する予定の、用紙の前縁に関して位置決めされているほぼ
直面しない通過面と、
　　　前記ブロック面と前記通過面の間の接続部における頂点であって、前記頂点は、前
記前縁を前記通過面を越えるように指向するために、前記通過面と、前記前縁の移動とに
関して位置決めされている、頂点とを有し、
　　前記面フォーメーションは、前記トレイの底部の近傍における第一群のフォーメーシ
ョンと、第二群のフォーメーションとを有し、前記第二群のフォーメーションの前記フォ
ーメーションの各々は、前記第一群の前記フォーメーションの形状とは異なる形状を有し
、
　前記用紙分離装置は、前記トレイの底部に関して斜め上方かつ外側に配置されている細
長セパレータを備えている、用紙処理装置用の用紙フィーダ。
【請求項１６】
　前記細長セパレータは、前記底部に向けてばね付勢されている請求項１５に記載の用紙
フィーダ。
【請求項１７】
　前記細長セパレータは、上端部及び下端部を有し、前記上端部と前記下端部の間の回動
軸を形成しており、前記細長セパレータは、前記回動軸回りで回動しうる請求項１５に記
載の用紙フィーダ。
【請求項１８】
　前記細長セパレータが、前記下端部において固定されており、かつ前記下端部から片持
ちされている請求項１５に記載の用紙フィーダ。
【請求項１９】
　前記第一群の前記フォーメーションは切頭頂点を有する請求項１５に記載の用紙フィー
ダ。
【請求項２０】
　セパレータホルダを備え、
　　前記セパレータホルダは、
　　　スロットを形成しているパネルと、
　　　前記パネルの両縁部上の側部とを備え、両縁部上の側部の間において経路を形成し
ており、
　　　前記パネルの面上のブロックであって、前記ブロックは、前記スロットの一端部近
傍の前記スロットの両側部上に配置されており、前記ブロックの各々は、前記側部の一つ
から内側へ前記スロットへ向け及び外側へ前記一端部に向けて角度が付いている角張った
面を有する、ブロックと、
　　　前記二つの側部の間で前記パネルに関して摺動可能であるセパレータコンポーネン
トとをさらに備え、
　　　前記セパレータコンポーネントは、一定配列のフォーメーションを有し、
　前記フォーメーションが前記パネルの反対の面を越えて突出するように前記セパレータ
が前記スロット内に位置決めされており、
　　　前記セパレータコンポーネントは、前記セパレータに接続されかつ前記セパレータ
に沿って延びておりかつ前記セパレータと離間しているアームをさらに有し、前記アーム
の先端が前記ブロックの前記角張った面と係合している、用紙フィーダ用の用紙分離装置
組立体。
【請求項２１】
　前記ホルダは、前記スロットの前記一端部の反対の前記スロットの一端部において前記
パネル上に係止部を有する請求項２０に記載の用紙分離装置組立体。
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【請求項２２】
　前記セパレータは、前記パネル上で摺動するようにされた、前記セパレータに接続され
たフィンを備えている請求項２０に記載の用紙分離装置組立体。
【請求項２３】
　前記セパレータホルダは、前記ホルダを前記用紙フィーダに取り付けるためのフックを
有する請求項２０に記載の用紙分離装置組立体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、印刷機、複写機、ファックス等の用紙処理装置に関し、特に、本発明は、こ
れらの機械用の供給機構に使用される用紙分離装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　印刷機、複写機、ファックス、スキャナ等は、個々のシートの用紙を搬送又は割り出し
装置へ搬送するための種々の異なる拾い上げ機構を使用している。垂直、水平、又は垂直
と水平の間のいくらかの角度である、トレイ内のスタック状用紙を提供し、スタックから
個々のシートを装置へ送ることが公知である。装置を故障なく運転するために、一つのシ
ートのみが同時に送られることが必要である。したがって、拾い上げ機構及びシート送り
構造は、一つのシートをスタック状のシートから区別する又は分離するためのいくつかの
手段を有しなければならない。高価であることが多い非常に高速な装置において、個々の
シートを分離するための比較的に複雑な機械的機構を有するシートフィーダを使用するこ
とが公知である。しかしながら、コストの比較的に低い印刷機、複写機、ファックス等に
ついても要求がある。これらの機構は、比較的に安価で複雑でない機構で、用紙を確実に
分離して送らなければならない。それゆえ、簡単で信頼性があり安価なシート分離装置が
要求されている。
【０００３】
　前進する片の用紙が駆動されて当接する傾斜したゴム要素を有する受動型の分離装置が
公知である。ばね付勢された送りホイールによって、スタック状用紙の上部から用紙が駆
動されている。分離は、前進する用紙縁部のゴム面に対する摩擦によって生じている。前
進する用紙に関するゴム面の角度とゴムの摩擦係数は、この分離装置の性能に影響する。
用紙スタックが大きい場合、スタックがゴム面のほとんどを覆い、分離することができる
、露出された距離は小さい。さらに、送りホイールは、用紙スタックに対してばねで付勢
されて、用紙スタックの上部に乗る。用紙スタックが高い時、駆動ホイールを通してスタ
ックに対してかけられるばね力は大きく、シート間の摩擦が高い。短い有効分離距離と相
まって、これらの条件により、二重に送る可能性をもたらす。逆に、用紙スタックが短い
時、スタックに対するばね力が比較的に低く、高い用紙スタックから二重に送る可能性を
なくすようにばねが調節される場合、用紙トレイを空にするのは不十分となりうる。スタ
ック状用紙がゴム面に近すぎて位置決めされる場合にさらなる問題がある。スタック状用
紙がゴム面に対して押される場合に二重送り及び故障しうる。
【０００４】
　簡単で有効な分離装置の設計は、いくつかの要因で複雑になる。前述のように、シート
送り装置は、水平、垂直、又は、水平と垂直の間のいくらかの角度としうる。さらに、印
刷機、複写機及びファックスなどの装置が、種々の異なる材料を処理することが一般的で
望ましい。例えば、印刷機は、通常、比較的に軽量で原稿のグレードの紙、比較的に重い
ボンド紙、カードストック、ＯＨＰ用紙及び封筒を処理しうる。機械的欠陥の可能性をな
くしつつ装置を簡略化してコストを低減するために、機械の多くの機能は比較的に受動的
である、すなわち、この機能は最小の機械的な移動又は操作で実施される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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　公知の分離装置がある程度満足に機能する一方、速度が増すにつれて、より明確に確実
な分離が要求されている。さらに、スタックの上側の片の用紙からスタックの下側の片の
用紙まで、異なるタイプの用紙にも、分離装置が一貫して機能することが望ましい。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、スタック状用紙から送られる個々の用紙を分離して分離を維持するために、
形成された表面を有する受動型の用紙分離装置を提供する。
【０００７】
　本発明の一形態において、本発明は、個々の片の用紙がスタック状用紙から拾われて用
紙処理装置のために前方へ移動させられる、用紙処理装置内の用紙フィーダ用の用紙分離
装置を提供する。分離装置は、スタックから取り外された数片の用紙の前縁とスタックに
直面するように、セパレータの面がスタック状用紙に関してほぼ直面位置において配置さ
れているセパレータを有する。一定配列のフォーメーションがセパレータの面上に設けら
れている。各フォーメーションは、移動する用紙の前縁に直面するために位置決めされて
いるブロック面と、用紙の前縁に関してほぼ直面していない位置にある通過面と、ブロッ
ク面と通過面の接続部における頂点とを有する。この頂点は、通過面を越えて前縁を指向
するために、通過面と、前縁の移動とに関して位置決めされている。この配列は、スタッ
クから取り外される用紙の前縁の移動経路に沿った連続したフォーメーションを提供する
。また、スタックからの数片の用紙をセパレータに対して駆動する手段が設けられている
。
【０００８】
　本発明の別の形態において、本発明は、スタック状用紙を保持するための用紙トレイと
、スタックから放出地点へ第一片の用紙を移動させる送り機構と、用紙分離装置とを有す
る用紙処理装置用の用紙フィーダを提供する。用紙分離装置は、トレイ内に保持されたス
タック状用紙の用紙の前縁に面する面を有する。この面は、一連の面フォーメーションを
有する。各フォーメーションは、移動する用紙の前縁に直面するために位置決めされたブ
ロック面と、用紙の前縁に関するほぼ直面しない位置における通過面と、ブロック面と通
過面の接続部における頂点とを有する。この頂点は、通過面を越えて前縁を指向するため
に、通過面と、前縁の移動とに関して位置決めされている。
【０００９】
　本発明のさらに別の形態において、本発明は、用紙フィーダ用の用紙分離装置組立体を
提供する。この組立体は、スロットを形成しているパネルを有するホルダと、パネルの両
縁部上の側部と、パネルの面上のブロックとを有しているセパレータホルダを有している
。これらブロックは、スロットの一端部近傍においてスロットの両側に配置されている。
各ブロックは、これら側部の一つから内側へスロットに向けて、外側へ一端部に向けて角
度が付いている、角張った面を有する。セパレータコンポーネントは、これら側部の間で
パネルに関して摺動可能である。セパレータコンポーネントは、それ上において一定配列
のフォーメーションを有する延長セパレータを有する。セパレータは、フォーメーション
がパネルの対向面を越えて突出して、スロット内に位置決めされている。セパレータに接
続されたアームは、セパレータに沿ってかつセパレータに離間して延びている。アームの
先端は、ブロックの角張った面と係合している。
【００１０】
　本発明の利点は、簡単で安価で容易に取り付けられかつ性能が一貫した受動型の用紙分
離装置を提供することである。
【００１１】
　本発明の別の利点は、比較的に重い用紙及び比較的に軽い用紙を含む広い範囲の用紙タ
イプに有効に作用する用紙分離装置を提供することである。
【００１２】
　本発明のさらなる利点は、紙トレイを不適切に装填することに対して障害を設ける用紙
分離装置を提供することである。
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【００１３】
　本発明のさらに別の利点は、十分な用紙トレイの上側片から用紙トレイの下側片へ、ス
タック内の全ての片の用紙に有効に作用する用紙分離装置を提供することである。
【００１４】
　本発明のさらに別の利点は、水平フィーダ及び垂直フィーダを含む種々の用紙フィーダ
に有効に作用する用紙分離装置を提供することである。
【００１５】
　本発明の別の特徴及び利点は、以下の詳細な説明、特許請求の範囲、及び、同様な特徴
を示すために同様な参照番号が使用されている図面を考慮して、当業者に明らかになるで
あろう。
【００１６】
　本発明の実施例を詳細に説明する前に、本発明は、以下の記載に記載された又は図面に
示された構成の詳細及び構成要素の配置への適用に限られないということが理解されるは
ずである。本発明は、他の実施例も可能であり、種々の方法で実施又は実行されうる。さ
らに、本明細書において使用される言い回し及び用語は、記載のためであり、制限するも
のとして考えるべきでないことが理解される。「有する」及び「備える」の本明細書にお
ける使用及びその変形は、以下に記載される項目及びその均等物と、さらなる項目及びそ
の均等物を包含することを意味する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　特に図１などの添付図面をここで参照すると、本発明による受動型の用紙分離装置１０
は、フレーム部材１６を有する用紙処理装置１４の用紙フィーダ１２で示されている。用
紙処理装置１４は、いくつかの方法で個々に用紙が処理される、印刷機、複写機、ファッ
クス、スキャナー又は他の機械としうる。その点に関しては、印刷機、ファックス、複写
機などで紙上の印刷物を受容するために、種々の重さの紙、封筒、カードストック、ＯＨ
Ｐ用紙などのきれいな片の用紙を送るために用紙フィーダ１２を設けうる。あるいは、走
査、複写又はファックスされるべき原本を送るために用紙フィーダ１２を設けうる。用紙
分離装置１０は、いくつかのタイプの用紙が用紙スタックから取り外されてさらなる処理
のために個々に送られる、多くの用途でも適切に作動する。
【００１８】
　図１に示す用紙フィーダ１２は、フレーム１６と一体又はフレーム１６から取り外しう
る水平用紙トレイ１８を有する水平フィーダである。複数の個々の片の用紙２２を有する
用紙スタック２０は、用紙トレイ１８内に配置されており、個々の片の用紙２２は、用紙
処理装置１４の下流の機能（図示せず）で使用するために、用紙スタック２０から一つず
つ取り外される。
【００１９】
　用紙トレイ１８は放出端部２４を有する。個々の片の用紙２２をスタック２０から分離
するように個々の片の用紙２２を操作するように、本発明の分離装置１０は放出端部２４
に位置決めされている。用紙トレイ１８は、ほぼ水平な固定位置の底部２６を有する。当
業者が容易に理解するであろうように、用紙トレイ１８は、用紙スタック２０のための横
方向の位置決め手段（図示せず）をさらに有する。
【００２０】
　用紙フィーダ１２は、用紙スタック２０内の上側の片の用紙２２に対して作用する送り
ローラ３０を有する送り機構２８をさらに有する。送りローラ３０は、フレーム部材１６
の一つへ直接的に又は間接的に留められており、ばね３２によってスタック２０に対して
付勢されている。送りローラ３０は、矢印３４で示す方向に軸３６回りで回転するように
駆動手段（図示せず）によって回転可能に駆動される。送りローラ３０には、ゴム、プラ
スチック又は他の材料からなる周面３８が設けられており、ローラ３０と用紙２２の間で
十分な摩擦を生じ、ローラ３０の回転により、用紙２２の上側の片は用紙トレイ１８の放
出端部２４に向けて駆動させられる。送り機構２８は、単に例示的でありかつ本発明を制
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限しない示した設計の他の設計としうるということを当業者は理解するであろう。本発明
では、異なる送り機構を有する種々のタイプの用紙フィーダに用いうる。
【００２１】
　本発明の第一実施例は図１及び２に示されている。用紙分離装置１０は、放出端部２４
において用紙トレイ１８内に取り付けられたセパレータ５０を有する。セパレータ５０は
、トレイ底部２６に関して外方向に傾斜した角度で配置されており、用紙スタック２０に
面する面５２を有する。面５２は、用紙スタック２０から個々の片の用紙２２を分離する
ように、面５２上で用紙２２と係合する、一定配列のフォーメーション５４を有する。こ
のフォーメーション５４は、明らかに異なる傾斜の一連の面セグメントを備え、送り機構
２８によって用紙２２が面セグメントに対して駆動される時に各片の用紙２２の曲げ又は
撓みを制御すべく、フォーメーション５４は、隣接するフォーメーション５４の間の面５
２のセグメントと共に操作する。
【００２２】
　ここで図２を参照すると、セパレータ５０の拡大部が示されており、二つのフォーメー
ション５４は、セパレータ５０の面５２の一部分上において示されている。複数のフォー
メーション５４は、面５２に沿って互いに離間しており、面５２の晒されているセグメン
トは、隣接したフォーメーション５４の間にある。フォーメーション５４は、面５２から
用紙スタック２０に向けて突出しているほぼ三角形状体である。各フォーメーション５４
は、用紙スタック２０に向けて面しかつ直面しているほぼ鈍い又はブロックした面５６を
備えている。ブロック面５６により、数片の用紙２２を前進させるのを妨げる又は阻止す
る。各フォーメーション５４は、前進する用紙２２に対して直面しない向きで位置決めさ
れた通過面５８をさらに有する。通過面５８は、前進する用紙２２に対してほとんど又は
全く妨げとならない。湾曲した頂点６０は面５６と面５８を接続している。
【００２３】
　図２は、一般に使用されている一定範囲の標準タイプの用紙２２に良好な性能を提供す
ると見出されてきた、セパレータ５０についてのいくつかの寸法の相互関係をさらに示し
ている。矢印線６２は、好ましくは約０．１５ｍｍ～０．７５ｍｍの面５２からの最も大
きな寸法のフォーメーション５４を示している。区分された矢印線６４は、面５６及び面
５８が面５２に接続されている地点の間のフォーメーション５４の垂直高さを示しており
、この高さは、好ましくは、約０．５ｍｍ～１．５ｍｍである。矢印線６６は、隣接する
フォーメーション５４が面５２に接続されている地点の間の垂直高さを示している。この
ような距離は、好ましくは、約０．１ｍｍ～約０．５ｍｍである。区分された曲線６８は
、ブロック面５６と、頂点６０を通過する一片の用紙２２との間の角度を示している。こ
の角度は好ましくは約６０°～約１３５°である。向かい合った矢印７０は用紙２２の厚
さを示し、向かい合った矢印７２は、一つのフォーメーション５４の頂点６０と、ブロッ
ク面５６が面５２に接合されている地点との間の垂直方向距離を示している。好ましくは
、向かい合った矢印７２で示す距離は、向かい合った矢印７０で示す距離よりも大きい。
区分された曲線７４は、トレイの底部２６の平面から面５２の傾斜角度を示している。反
対に向けられた矢印線７６は、ブロック面５６の長さを示している。試験の結果、直接的
な数学的関係が確定しているわけではないが、矢印線７６によって示すブロック面５６の
好適な長さは、区分された曲線７４によって示される面５２の傾斜角に関連しているよう
である。一般に、矢印線７６で示すブロック面５６の長さは、区分された曲線７４で示す
傾斜角が比較的に浅い場合では比較的に長く、区分された曲線７４で示す傾斜角度が比較
的に深い場合では比較的に短い。
【００２４】
　用紙分離装置１０を有する用紙フィーダ１２の使用中、送り機構２８は、用紙スタック
２０内で用紙２２の最も上側のシートに対して機能的に係合させられる。送りローラ３３
を回転させることにより、一又は数シートの用紙２２をトレイ１８の放出端部２４に向け
て移動させる。前進する片の用紙２２の各々の前縁は面５２又はブロック面５６と当接し
、その結果、前縁が上方へ撓む。用紙２２を前進させ続けることによって、前縁を、隣接
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するフォーメーション５４の間で面５２のセグメントに対して、連続するフォーメーショ
ン５４のブロック面５６に沿って摺動させる。結局、最も上側の片の用紙２２は、一つの
フォーメーション５４の頂点６０を越えて摺動し、用紙２２は、同フォーメーション５４
の通過面５８を迅速に越えて摺動し、面５２又は直に上隣りのフォーメーション５４と当
接する。同時に、最も上側の用紙２２の下の任意の片の用紙２２は、その前縁が下側のフ
ォーメーション５４のブロック面５６と係合し続けるので、わずかに遅れる。全ての隣接
した片の用紙２２の間で覆瓦作用が生じ、隣接した対の用紙２２の各々の最上片の用紙２
２は、対の最下片を越えて前進する。数片の用紙２２がセパレータ５０に沿って一つのフ
ォーメーション５４から別のフォーメーション５４へ前進する時にこのような覆瓦作用が
増す。結局、上側の片の用紙２２は、セパレータ２０の最上フォーメーション５４を越え
て前進し、トレイ１８の外側の用紙処理構造（図示せず）によって把持されている。この
地点において、上側片の用紙２２は、この用紙２２の下のいずれ及び全ての片の用紙２２
から十分に分離されており、一つの最上の片の用紙２２のみがトレイ１８から取り外され
る。
【００２５】
　重量のある紙、カードストック又は他の強固な用紙２２が使用される時、より強固な用
紙２２の前縁７８で係合される時にわずかに移動させられうる場合、セパレータ５０の性
能が改良させられる。図１は、用紙２２を前進させることによって十分な力が用紙２２に
対して与えられる場合にセパレータ５０がわずかに動くことを許容するばね手段をいくぶ
ん略図的に示している。セパレータ５０は、セパレータ５０の傾斜角に沿った、面５２と
平行な平面にほぼ沿って摺動する。
【００２６】
　本発明の好適な用紙分離装置用の組立体９０が図３に示されている。組立体９０は、セ
パレータコンポーネント９２と、セパレータ９２用のホルダ９４とを有する。図４に最も
よく示すセパレータコンポーネント９２は、プラスチック等の一体構造であり、フォーメ
ーション５４をセパレータ５０上で有する、前述のようなセパレータ５０を有する。セパ
レータコンポーネント９２は、下端において横フィン９６及び９８と、肩部１０４及び１
０６それぞれによってセパレータ５０へ接続されたアーム１００及び１０２とをさらに有
する。肩部１０４及び１０６は、セパレータ５０の中央部においてセパレータ５０に接続
されており、かつセパレータ５０から外方向に延びている。アーム１００及び１０２は、
肩部１０４及び１０６からセパレータ５０の上端部に向けて、セパレータ５０とほぼ平行
で離間して延びている。アーム１００、１０２及び肩部１０４、１０６は、アーム１００
及び１０２の遠端部に対して与えられる力によって撓みうる。アーム１００及び１０２の
先端１０８及び１１０は、それぞれ、好ましくは湾曲した（図３）又は角度の付いた（図
４）フォーメーションで設けられている。
【００２７】
　図５に最もよく示すように、ホルダ９４は、セパレータコンポーネント９２を保持しか
つその移動を指向するためのいくらか箱状の構造である。ホルダ９４は、パネル１１２及
び側部１１４及び１１６を有し、セパレータコンポーネント９２はそれらの間において摺
動しうる。スロット１１８はセパレータ５０よりも長く、スロット１１８に沿ってかつス
ロット１１８内でセパレータ５０が軸線方向に移動するのを許容する。係止部１２０がパ
ネル１１２上にスロット１１８の下側端部近傍に設けられている。角付ブロック１２２及
び１２４が、スロット１１８からすぐ外側において、パネル１１２上でその上端部におい
て設けられている。ブロック１２２及び１２４の面１２６及び１２８は、側部１１４及び
１１６から角張って内側にかつ上方にスロット１１８の上側端部に向けて延びている。フ
レーム部材１６（図６）へ又は放出端部２４におけるトレイ１８の一部分へホルダ９４を
取り付けるために、フック１３０及び１３２が側部１１４及び１１６に設けられている。
したがって、ホルダ９４は、パネル１１２とフレーム部材１６の間で保持されているセパ
レータコンポーネント９２と、スロット１１８を通して突出しているセパレータ５０とを
用いて取り付けられている。
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【００２８】
　組立体９０を用いる時、セパレータ５０に対する強固な用紙２２の力により、セパレー
タコンポーネント９２がホルダ９４内で上方に摺動しうる。フィン９６及び９８及びアー
ム１００及び１０２は、パネル１１２に沿ってスロット１１８の外側へ摺動し、セパレー
タ５０はスロット１１８内に閉じ込められている。セパレータコンポーネント９２がホル
ダ９４内で上方に移動する時、アーム１００及び１０２の先端１０８及び１１０は、ブロ
ック１２２及び１２４の面１２６及び１２８それぞれと係合する。セパレータコンポーネ
ント９２が係止部１２０からより遠くへ移動する時、面１２６及び１２８の角度方向の向
きにより、アーム１００及び１０２を内側に撓ませる。この撓みによって生じるばねのよ
うな作用は、セパレータコンポーネント９２の摺動に対して抵抗となり、セパレータ５０
に対する力が低減される又はなくされる時、係止部１２０に接する最も下の位置へセパレ
ータコンポーネント９２を戻す。
【００２９】
　図７は、用紙処理装置１３８の垂直方向用紙フィーダ１３６を運転する、本発明の受動
型の用紙分離装置１３４を示す。図７に示す実施例は、図７に示す用紙フィーダ１３６が
ほぼ垂直な支持部材１４２に対して位置決めされたほぼ垂直に向けられた用紙スタック１
４０を有する垂直フィーダである点を除くと、本明細書において以前に記載された実施例
と同じである。底部１４４は、スタック１４０のいくつか又は全ての個々の片の用紙１４
６の縁を支持している。個々の片の用紙１４６は、用紙処理装置１３８の下流の機能にお
いて使用するために用紙スタック１４０から一つずつ取り外されている。用紙フィーダ１
３６は放出側部１４８を有し、本発明の分離装置１３４は、放出側部１４８と底部１４４
の間において、用紙スタック１４０に沿って位置決めされている。用紙スタック１４０の
いくつか又は全ては、線１５０で示す第一の長さの分離装置に対して位置決めされうる。
図７から理解されうるように、個々の片の用紙１４６の最初の覆瓦作用によって、分離装
置１３４に対する用紙スタック１４０の任意の位置の位置決めで、第一長さの分離装置１
３４に沿って生じる。
【００３０】
　用紙フィーダ１３６は、用紙スタック１４０に対して作用する送りローラ１５４を有す
る送り機構１５２をさらに有する。送りローラ１５４は、スタック１４０に対してばね１
５６によって付勢されている。送りローラ１５４は、軸線１６０回りで矢印１５８で示す
方向に回転するように駆動手段（図示せず）によって回転可能に駆動される。送りローラ
１５４には、ゴム、プラスチック又は他の材料からなる周面１６２が設けられ、ローラ１
５４と用紙１４６の間で十分な摩擦を発生させ、重力と共にローラ１５４の回転により、
最も外側の片の用紙１４６を放出側部１４８に向けて駆動する。
【００３１】
　分離装置１３４は、用紙スタック１４０に面する面１６６を有するセパレータ１６４を
有する。面１６６は、それに沿って放出側部１４８に延びている、一定配列のフォーメー
ション１６８を有する。分離装置１３４は、分離装置１０と同様に、送り機構１５２によ
って放出側部１４８に向けて移動させられる用紙１４６の覆瓦作用を漸進的に増すように
作用する。
【００３２】
　修正されたセパレータ１７０（図８）において、前述のフォーメーション５４がセパレ
ータ１７０の上側部分に沿って設けられ、矢印線１７２で示すセパレータの下側部分に沿
って、修正されたフォーメーション１５４が設けられている。各フォーメーション１７４
は切頭頂点１７６を有し、切頭頂点の切頭部分は、最後のフォーメーション５４からセパ
レータ１７０の下側の端部に向けて増大している。漸進的に増大する切頭頂点１７６は、
用紙スタック２０の下側端部において用紙２２の取り外し及び分離を促進する。スタック
２０の下端部において、送りローラ３０と用紙２２の最も上側の片の用紙２２の係合の力
が小さくされている。
【００３３】
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　本発明の別の変形例（図９）において、用紙分離装置１８０には、本明細書において前
述したのと同様な面５２及び突出部５４及び１７４を有する、回動可能に取り付けられた
セパレータ１８２が設けられている。軸線１８４回りの回動に沿ってかつ付随して、又は
、セパレータ１８２とフレーム部材１６の間において、ばね手段（図示せず）が設けられ
うる。
【００３４】
　本発明のばね抵抗を提供するためのさらなる変形例（図１０）において、用紙分離装置
１９０には、本明細書において前述したのと同様な面５２及び突出部５４及び１７４を有
する片持ち式のセパレータ１９２が設けられている。片持ち式セパレータ１９２は、その
下側端部１９４においてフレーム１６へ接続されているか、取り付けられないで、フレー
ム１６とセパレータ１９２の間で空間部１９６を形成している。セパレータ１９２のばね
作用の撓みが下側端部１９４において生じる。さらなる補助として、セパレータ１９２の
遠端部２００近傍においてばね１９８が設けられており、片持ち式セパレータ１９２の撓
みに対してより強い抵抗が付与されている。分離装置１９０によって分離されるべき用紙
のタイプに依存して、異なるばね力のばね１９８を使用することができる。
【００３５】
　本発明は、用紙スタックの上側片の用紙からスタック内の下側片の用紙へ、異なるタイ
プの用紙のために有効に作用する用紙分離装置を提供する。この分離装置は、機械的に簡
単であり、種々の異なる送り機構及び用紙フィーダについて安価に提供されうる。セパレ
ータの鈍いブロック面は、スタック状用紙がそれに対して配置されうる当接部を提供し、
それにより、このような条件により、他のセパレータの従来の不利益がない。
【００３６】
　本発明の範囲内において、前記事項の変形及び修正がなされる。本明細書において開示
されかつ規定されている本発明は、本文及び／又は図面に記載された又はそれから明らか
な二つ以上の個々の特徴の全ての別の組み合わせに及んでいるということが理解される。
これらの異なる組合わせの全ては、本発明の種々の別の態様を構成している。本明細書に
おいて記載されている実施例は、本発明を実施するために知られている最良な態様を説明
しており、他の当業者が本発明を利用しうるであろう。請求項は、従来技術で実施可能な
範囲に別の実施例を含めるように解釈される。
【００３７】
　本発明の種々の特徴は以下の請求項において記載されている。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明による受動型の用紙分離装置を有する水平用紙フィーダの立面図である。
【図２】本発明の分離装置の用紙セパレータの一部分の拡大図である。
【図３】用紙セパレータ及び用紙セパレータ用のホルダを有する、本発明の用紙分離装置
用の好適な組立体の平面図である。
【図４】図３に示す用紙分離装置の用紙セパレータの斜視図である。
【図５】図３に示す用紙セパレータ用のホルダの斜視図である。
【図６】用紙フィーダのコンポーネントに取り付けられたホルダを示す断面図である。
【図７】垂直用紙フィーダにおいて使用するために示されている、本発明による受動型の
用紙分離装置の立面図である。
【図８】本受動型の用紙分離装置の側立面図であり、本発明の修正された形態を示す。
【図９】図８と同様な側面図であり、本発明のさらなる修正を示している。
【図１０】図８及び９と同様な側面図であり、本発明のさらなる修正を示している。
【符号の説明】
【００３９】
１０…用紙分離装置
１２…用紙フィーダ
１４…用紙処理装置
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２０…用紙スタック
２２…用紙
５０…セパレータ
５４…フォーメーション
５６…ブロック面
５８…通過面

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】
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