
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　同一区分先単位毎に所定枚数の帳票を供給する帳票供給ターミナルを、丁合コンベアに
沿って複数配置し、前記丁合コンベアには区分ポケットを複数設け、前記丁合コンベアの
移動により前記各帳票供給ターミナルに対応位置した前記各区分ポケットに対して、前記
各帳票供給ターミナルの所定のものから同一区分先の所定枚数の帳票を供給して丁合する
丁合装置であって、前記各帳票供給ターミナルは、同一区分先単位毎に区分けするため連
続帳票にあらかじめ付された区分けマークを読み取るマーク読み取り部と、連続帳票を単
位帳票毎に切断する切断部と、切断した単位帳票を同一区分先単位毎にストックしたうえ
このストックした単位帳票を対応位置する所定の区分けポケットに供給する帳票ストック
部と、この帳票ストック部にストックされた同一区分先単位毎の単位帳票を対応位置する
所定の区分けポケットに供給する供給動作を制御するとともに、前記マーク読み取り部の
読み取り信号によって前記切断部が連続帳票を同一区分先単位毎に所定枚数の単位帳票に
切断する切断駆動動作を、前記帳票ストック部から所定の区分けポケットへの前記単位帳
票の供給動作後は前記丁合コンベアの移動とは関係なく、連続帳票を次の同一区分先単位
毎に単位帳票に切断して前記帳票ストック部にストックするよう制御するターミナル制御
部とを備えたことを特徴とする丁合装置。
【請求項２】
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同一区分先単位毎に所定枚数の帳票を供給する帳票供給ターミナルを、丁合コンベアに
沿って複数配置し、前記丁合コンベアには区分ポケットを複数設け、前記丁合コンベアの



【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
　本発明は、丁合装置に関し、特に、所定情報があらかじめ印字された帳票を同一区分先
単位毎に所定枚数ずつ供給する帳票供給ターミナルを、丁合コンベアに沿って複数配置し
、前記丁合コンベアには区分ポケットを複数設け、前記丁合コンベアの移動とともに前記
各帳票供給ターミナルに対応位置した各区分ポケットに対して、前記各帳票供給ターミナ
ルの所定のものから同一区分先の所定枚数の帳票を供給して丁合する丁合装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　一般に、連続帳票を切断した単位帳票を複数の供給部から丁合コンベアに対して同一区
分先毎に所定枚数ずつ供給して重ね合わせて丁合する丁合装置にあっては、丁合時に同一
区分先毎のマッチングを損なわないように、各供給部から所定枚数の帳票を丁合コンベア
に供給することが必要であるが、従来は帳票を１枚ずつ切断して供給していたので、丁合
装置の各供給部における連続帳票を単位帳票に切断する時期及び速度、丁合コンベアの駆
動時期及び速度を制御して、各供給部から所定枚数の帳票を丁合コンベアへ供給するタイ
ミングを図っている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
　したがって、従来にあっては、制御が複雑になり、これを正確に行うには精度の高い制
御手段が必要で、高価なものにならざるを得ないという不都合があった。また、複数の供
給部から丁合コンベアに同時に供給する単位帳票の枚数が異なる場合には、最も供給枚数
の多い供給部に合わせて制御する必要があるので、すべての供給部での切断が終了しなけ
れば次の丁合のために丁合コンベアを駆動することができず、処理速度が遅くなるという
不都合もあった。本発明はこのような不都合を解消した丁合装置を提供することを目的と
する。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
　上述した目的を達成するために 本発明の丁合装置は、同一区分先単位毎
に所定枚数の帳票を供給する帳票供給ターミナルを、丁合コンベアに沿って複数配置し、
前記丁合コンベアには区分ポケットを複数設け、前記丁合コンベアの移動により前記各帳
票供給ターミナルに対応位置した前記各区分ポケットに対して、前記各帳票供給ターミナ
ルの所定のものから同一区分先の所定枚数の帳票を供給して丁合する丁合装置であって、
前記各帳票供給ターミナルは、同一区分先単位毎に区分けするため連続帳票にあらかじめ
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移動により前記各帳票供給ターミナルに対応位置した前記各区分ポケットに対して、前記
各帳票供給ターミナルの所定のものから同一区分先の所定枚数の帳票を供給して丁合する
丁合装置であって、前記各帳票供給ターミナルは、同一区分先単位毎に区分けするため連
続帳票にあらかじめ付された区分けマークを読み取るマーク読み取り部と、連続帳票を単
位帳票毎に切断する切断部と、丁合コンベアと平行に設けられ、単位帳票の位置決めをす
るストッパと、送り爪を有するバッファコンベアとを備え、切断した単位帳票を同一区分
先単位毎にストックしたうえこのストックした単位帳票を対応位置する所定の区分けポケ
ットに供給するとともに、前記ストッパと前記バッファコンベアとは単位帳票の天地方向
の大きさに対応するよう変位可能である帳票ストック部と、この帳票ストック部にストッ
クされた同一区分先単位毎の単位帳票を対応位置する所定の区分けポケットに供給する供
給動作を制御するとともに、前記マーク読み取り部の読み取り信号によって前記切断部が
連続帳票を同一区分先単位毎に所定枚数の単位帳票に切断する切断駆動動作を、前記帳票
ストック部から所定の区分けポケットへの前記単位帳票の供給動作後は前記丁合コンベア
の移動とは関係なく、連続帳票を次の同一区分先単位毎に単位帳票に切断して前記帳票ス
トック部にストックするよう制御するターミナル制御部とを備えたことを特徴とする丁合
装置。

請求項１記載の



付された区分けマークを読み取るマーク読み取り部と、連続帳票を単位帳票毎に切断する
切断部と、切断した単位帳票を同一区分先単位毎にストックしたうえこのストックした単
位帳票を対応位置する所定の区分けポケットに供給する帳票ストック部と、この帳票スト
ック部にストックされた同一区分先単位毎の単位帳票を対応位置する所定の区分けポケッ
トに供給する供給動作を制御するとともに、前記マーク読み取り部の読み取り信号によっ
て前記切断部が連続帳票を同一区分先単位毎に所定枚数の単位帳票に切断する切断駆動動
作を、前記帳票ストック部から所定の区分けポケットへの前記単位帳票の供給動作後は前
記丁合コンベアの移動とは関係なく、連続帳票を次の同一区分先単位毎に単位帳票に切断
して前記帳票ストックにストックするよう制御するターミナル制御部とを備えるものであ
る。
【０００５】
　

【０００６】
【作用】
　各帳票供給ターミナルに帳票ストック部を設けたので、各帳票供給ターミナルにおける
切断枚数の多少に関わらず、丁合コンベアの移動動作と関連させずに、所定枚数の単位帳
票を切断して各帳票ストック部にストックしておき、これら単位帳票を同時に丁合コンベ
アの区分けポケットに供給することにより、切断動作及び供給動作のタイミング制御が容
易になるとともに、処理速度も向上する。
【０００７】
【実施例】
　以下、本発明を通信販売における商品とともに同封する帳票に適用した場合の一実施例
を添付図面に基づき詳細に説明する。ここにおいて、図１は丁合装置の全体を示す概略的
な斜視図、図２は丁合装置の要部を示す断面図、図３は制御系統を示すブロック図、図４
は切断動作と丁合動作のタイミングチャート、図５は丁合動作を模式的に示す説明図であ
る。
【０００８】
　図１に示すように、丁合装置は、丁合コンベア１に沿って、同一区分先単位毎に所定枚
数の帳票を供給する５台の帳票供給ターミナル２ａ，２ｂ，２ｃ，２ｄ，２ｅと、２台の
ステッチャターミナル３ａ，３ｂとを備えるとともに、前記丁合コンベア１の終端にはス
タッカテーブル４を設けている。また、スタッカテーブル４の隣には、丁合装置の各動作
を制御するＣＰＵからなるターミナル制御部を兼ねる制御部５１（図３参照）を内蔵した
コントロールボックス５を設けている。
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また、請求項２記載の丁合装置は、同一区分先単位毎に所定枚数の帳票を供給する帳票
供給ターミナルを、丁合コンベアに沿って複数配置し、前記丁合コンベアには区分ポケッ
トを複数設け、前記丁合コンベアの移動により前記各帳票供給ターミナルに対応位置した
前記各区分ポケットに対して、前記各帳票供給ターミナルの所定のものから同一区分先の
所定枚数の帳票を供給して丁合する丁合装置であって、前記各帳票供給ターミナルは、同
一区分先単位毎に区分けするため連続帳票にあらかじめ付された区分けマークを読み取る
マーク読み取り部と、連続帳票を単位帳票毎に切断する切断部と、丁合コンベアと平行に
設けられ、単位帳票の位置決めをするストッパと、送り爪を有するバッファコンベアとを
備え、切断した単位帳票を同一区分先単位毎にストックしたうえこのストックした単位帳
票を対応位置する所定の区分けポケットに供給するとともに、前記ストッパと前記バッフ
ァコンベアとは単位帳票の天地方向の大きさに対応するよう変位可能である帳票ストック
部と、この帳票ストック部にストックされた同一区分先単位毎の単位帳票を対応位置する
所定の区分けポケットに供給する供給動作を制御するとともに、前記マーク読み取り部の
読み取り信号によって前記切断部が連続帳票を同一区分先単位毎に所定枚数の単位帳票に
切断する切断駆動動作を、前記帳票ストック部から所定の区分けポケットへの前記単位帳
票の供給動作後は前記丁合コンベアの移動とは関係なく、連続帳票を次の同一区分先単位
毎に単位帳票に切断して前記帳票ストック部にストックするよう制御するターミナル制御
部とを備えたものである。



【０００９】
　図２で理解できるように、丁合コンベア１は、帳票供給ターミナル２ａ，２ｂ，２ｃ，
２ｄ，２ｅ方向に傾斜するとともに、互いに平行に伸びる４枚の載置板からなる載置テー
ブル１１と、各載置板の間に対応して突出する送りピン１２を有し、各帳票供給ターミナ
ル２ａ，２ｂ，２ｃ，２ｄ，２ｅの間、および帳票供給ターミナル２ｅとスタッカテーブ
ル４との間で互いに同期して循環移動するチェーンコンベア１３とから構成される。そし
て、各送りピン１２で区画形成される移送方向の間隔が区分けポケットを構成し、ここに
供給された単位帳票を前記帳票供給ターミナル２ａから前記帳票供給ターミナル２ｅ方向
に向けて所定のタイミングで間欠的に循環移動し、前記送りピン１２で次の単位帳票の供
給位置まで所定距離移送するものである。なお、１４は前記チェーンコンベア１３を駆動
する駆動モータである。
【００１０】
　次に各帳票供給ターミナル２ａ，２ｂ，２ｃ，２ｄ，２ｅについて説明する。帳票供給
ターミナル２ａは送り状２０２ａを、帳票供給ターミナル２ｂは振込用紙２０２ｂを、帳
票供給ターミナル２ｃは注文葉書２０２ｃを、帳票供給ターミナル２ｄは納品書２０２ｄ
を、帳票供給ターミナル２ｅは配送商品リスト２０２ｅをそれぞれ供給するものである（
図５参照）。各帳票供給ターミナル２ａ，２ｂ，２ｃ，２ｄ，２ｅは同一構成なので、帳
票供給ターミナル２ａの構成についてのみ説明し、他の帳票供給ターミナル２ｂ，２ｃ，
２ｄ，２ｅについての説明は省略し、対応する同一の構成要素に同一の符号を付するに止
める。
【００１１】
　図２に示すように、帳票供給ターミナル２ａは、送り状２０２ａが折り兼切り用ミシン
目を介して多数連接された連続帳票２０１を載置する移動可能な載置台２１を有している
。また、載置台２１から上方に引き出した連続帳票２０１を、ガイド板２２を経てトラク
タ装置２３に導き、このトラクタ装置２３で移送して単位帳票毎に付されている区分けマ
ークであるバーコード２０３（図５参照）をバーコードリーダ２４で読み取り、上刃と下
刃が接離動するカッタ装置２５で同一のバーコード２０３が付された単位帳票を組として
切断して送り状２０２ａとなし、供給時に開放されるゲートと複数の回転ローラからなる
供給ローラ群２６により、帳票ストック部２７に供給するよう構成されている。なお、２
９は前記トラクタ装置２３と前記供給ローラ群２６とを駆動する駆動モータである。
【００１２】
　この帳票ストック部２７は、丁合コンベア１と平行に設けられ、単片化された送り状２
０２ａの位置決めをするストッパ２７ａと、送り爪２７ｂを有するバッファコンベア２７
ｃとを備え、カバー２８で覆われている。そして、前記ストッパ２７ａと前記バッファコ
ンベア２７ｃとは、送り状２０２ａの天地方向の大きさに応じて、図２の仮想線状態に変
位可能に構成されている。送り状２０２ａは、同一のバーコード２０３が付された所定枚
数毎に帳票ストック部２７に供給され、前記バッファコンベア２７ｃの駆動により丁合コ
ンベア１の載置テーブル１１上に区分けポケットに対応して送出するよう構成されている
。
【００１３】
　この送出動作は、丁合コンベア１の間欠移動にしたがって、各帳票供給ターミナル２ａ
，２ｂ，２ｃ，２ｄ，２ｅで同時に行って、同一のバーコード２０３が付された送り状２
０２ａ、振込用紙２０２ｂ、注文葉書２０２ｃ、納品書２０２ｄ、配送商品リスト２０２
ｅを順次供給して重ね合わせて丁合するものであり、また、この送出を円滑に行うため、
バッファコンベア２７ｃには、図示してはいないが、移送方向側に前記丁合コンベア１に
向けて傾斜するサブコンベアを設けている。
【００１４】
　各帳票供給ターミナル２ａ，２ｂ，２ｃ，２ｄ，２ｅから丁合コンベア１に供給される
送り状２０２ａ、振込用紙２０２ｂ、注文葉書２０２ｃ、納品書２０２ｄ、配送商品リス
ト２０２ｅの枚数は、表示されたバーコード２０３によるものであるが、これらバーコー
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ド２０３と同一内容のデータが、図３に示すターミナル制御部を兼ねる制御部５１にあら
かじめ入力されている。
【００１５】
　ステッチャターミナル３ａは、帳票供給ターミナル２ｄの後段側に配置されて、丁合コ
ンベア１上の配送商品リスト２０２ｅを除く１組の仮丁合物２０４ａ，２０４ｂを綴じ合
わせるものであり、丁合コンベア１に合わせて傾斜して配置した従来知られている一般的
なステッチャ装置３１（図３参照）を備えている。一方、ステッチャターミナル３ｂは、
帳票供給ターミナル２ｅの後段側に配置されて、配送商品リスト２０２ｅとともに、所定
組の仮丁合物２０４ａ，２０４ｂを綴じ合わせるものであり、丁合コンベア１に合わせて
傾斜して配置した前記ステッチャ装置３１と同一構成のステッチャ装置３１を備えている
。なお、図では明らかでないが、前記ステッチャターミナル３ｂに対応する丁合コンベア
１部分は、帳票供給ターミナル２ｅに対応する丁合コンベア１部分よりも低く配置され、
待機する仮丁合物２０４ａ上に続いて供給される仮丁合物２０４ｂが複数重なり合えるよ
うに構成している。
【００１６】
　各仮丁合物２０４ａ，２０４ｂは配送商品の商品分野別、例えば家具、衣料品、身飾品
、毎に綴じ合わされるものであり、綴じられた１組の仮丁合物２０４ａは、帳票供給ター
ミナル２ｅに送られて配送商品リスト２０２ｅが供給され、ステッチャターミナル３ｂに
よって前記仮丁合物２０４ａと前記配送商品リスト２０２ｅとが綴じ合わされて最終的な
丁合物となるよう構成されている。また、配送商品が複数の分野に及ぶ場合には、最後に
綴じ合わせた仮丁合物２０４ｂの上に配送商品リスト２０２ｅを供給し、ステッチャター
ミナル３ｂによって前記各仮丁合物２０４ａ，２０４ｂと配送商品リスト２０２ｅとを綴
じ合わせて最終的な丁合物２０５（図５参照）となるよう構成している。
【００１７】
　スタッカテーブル４には、丁合コンベア１から排出された、丁合物２０５を所定渋滞で
受けるようガイドするガイド板４１を設けている。そして、丁合物２０５は、前記丁合コ
ンベア１とは搬送方向が直角方向に設定されたスタッカコンベア４２によって順次搬送さ
れスタックされる。
【００１８】
　図３に示すように、丁合コンベア１、トラクタ装置２３、バーコードリーダ２４、バッ
ファコンベア２７ｃ、ステッチャ装置３１は、それぞれコントロールボックス５内の制御
部５１に接続されている。また、前記制御部５１には、キーボード等からなる入力装置５
２とＣＲＴ等からなる表示装置５３も接続されている。これによって、前記バーコードリ
ーダ２４からのバーコード２０３読み取り信号及びあらかじめ入力されているデータに基
づく前記制御部５１の制御信号によって、前記丁合コンベア１、前記トラクタ装置２３、
前記バッファコンベア２７ｃ、前記ステッチャ装置３１を駆動制御するよう構成している
。
【００１９】
　次に、上述した装置による丁合動作について説明するが、以下の動作はすべて制御部５
１の制御に基づき行われる。各帳票供給ターミナル２ａ，２ｂ，２ｃ，２ｄ，２ｅの各載
置台２１にそれぞれ所定の連続帳票２０１を載置し、各トラクタ装置２３に所定状態でセ
ットして（図２参照）、各駆動部を駆動すると、連続帳票２０１に付された各バーコード
２０３がバーコードリーダ２４で読み取られ、この読み取り内容に基づいて連続帳票２０
１は所定枚数ずつカッタ装置２５によって単位化されて、ゲートが開いた供給ローラ群２
６によって帳票ストック部２７に供給される。すなわち、帳票供給ターミナル２ａでは送
り状２０２ａが、帳票供給ターミナル２ｂでは振込用紙２０２ｂが、帳票供給ターミナル
では注文葉書２０２ｃが、帳票供給ターミナル２ｄでは納品書２０２ｄが、帳票供給ター
ミナル２ｅでは配送商品リスト２０２ｅが、それぞれ所定枚数ずつ帳票ストック部２７に
供給され、各バッファコンベア２７ｃ上に載置される。
【００２０】
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　丁合コンベア１が１回駆動されて各区分けポケットが各帳票供給ターミナル２ａ，２ｂ
，２ｃ，２ｄ，２ｅに対応する所定位置まで移動する。ここで、図５に示すように、帳票
供給ターミナル２ａを除いて、移動してきた各区分けポケットに重ね合わせるべき振込用
紙２０２ｂ、注文葉書２０２ｃ、納品書２０２ｄ、配送商品リスト２０２ｅが存在すると
、対応するバッファコンベア２７ｃが駆動され、振込用紙２０２ｂ、注文葉書２０２ｃ、
納品書２０２ｄ、配送商品リスト２０２ｅが、丁合コンベア１の対応する区分けポケット
に向けて供給される。なお、前記配送商品リスト２０２ｅは、送り状２０２ａ、振込用紙
２０２ｂ、注文葉書２０２ｃ、納品書２０２ｄがステッチャターミナル３ａで綴じ合わさ
れた仮丁合物２０４ａ上に載置される。
【００２１】
　したがって、通常では、動作開始時に、帳票供給ターミナル２ａから送り状２０２ａだ
けが丁合コンベア１の区分けポケットに供給されることになり、次いで帳票供給ターミナ
ル２ａと帳票供給ターミナル２ｂ、というように順次供給動作をする帳票供給ターミナル
２ａ，２ｂ，２ｃ，２ｄ，２ｅが一つずつ増えていく（図５参照）。これら送り状２０２
ａ、振込用紙２０２ｂ、注文葉書２０２ｃ、納品書２０２ｄ、配送商品リスト２０２ｅの
区分けポケットへの供給動作をバッファコンベア２７ｃの動作で検知すると、各カッタ装
置２５は、図４に示すように、丁合コンベア１の駆動とは無関係に駆動されて、連続帳票
２０１における次の組とすべき送り状２０２ａ、振込用紙２０２ｂ、注文葉書２０２ｃ、
納品書２０２ｄ、配送商品リスト２０２ｅを所定枚数だけ単片化し、直ちに各帳票ストッ
ク部２７へ供給する。
【００２２】
　再び丁合コンベア１が１回駆動して、帳票供給ターミナル２ａを除いた各帳票供給ター
ミナル２ｂ，２ｃ，２ｄ，２ｅに対応する位置に、各区分けポケットに載置された重ね合
わせるべき送り状２０２ａ、振込用紙２０２ｂ、注文葉書２０２ｃ、仮丁合物２０４ａが
移動してくると、上述と同様にして前記帳票供給ターミナル２ｂ，２ｃ，２ｄ，２ｅの各
振込用紙２０２ｂ、注文葉書２０２ｃ、納品書２０２ｄ、配送商品リスト２０２ｅが、丁
合コンベア１の区分けポケットへ向けて供給される。そして、帳票供給ターミナル２ｄで
、納品書２０２ｄが送り状２０２ａ、振込用紙２０２ｂ、注文葉書２０２ｃに重ねられた
ものは、次の丁合コンベア１の駆動でステッチャターミナル３ａに対応位置してステッチ
ャ装置３１で綴じ合わされて仮丁合物２０４ａとなり、さらに次の丁合コンベア１の駆動
で帳票供給ターミナル２ｅに対応し配送商品リスト２０２ｅが供給される。
【００２３】
　配送商品リスト２０２ｅが重ねられた仮丁合物２０４ａは、続く丁合コンベア１の駆動
でステッチャターミナル３ｂに対応位置し、そのステッチャ装置３１により仮丁合物２０
４ａと配送商品リスト２０２ｅとが綴じ合わされて最終的な丁合物となり、スタッカ装置
４に送られる。この丁合物は、スタッカテーブル４のガイド板４１に導かれて、所定状態
でスタッカコンベア４２上に載置され、順次移送されてスタックされていく。
【００２４】
　また、仮丁合物２０４ａとともに綴じ合わされる仮丁合物２０４ｂの存在が、バーコー
ドリーダ２４や制御部５１にあらかじめ入力されたデータにより判明している場合には、
ステッチャターミナル３ａで綴じ合わされた仮丁合物２０４ａに対する帳票供給ターミナ
ル２ｅからの配送商品リスト２０２ｅの供給は行われず、ステッチャターミナル３ｂに対
応する位置まで仮丁合物２０４ａは送られて、配送商品リスト２０２ｅが重ねられた仮丁
合物２０４ｂが移送されてくるまで待機する。
【００２５】
　そして、配送商品リスト２０２ｅが重ねられた仮丁合物２０４ｂが移送されて、待機し
ていた仮丁合物２０４ａ上に前記仮丁合物２０４ｂが重ねられると、ステッチャターミナ
ル３ｂのステッチャ装置３１により互いに綴じ合わされて最終的な丁合物２０５（図５参
照）となり、スタッカテーブル４に送られ、ガイド板４１に導かれて、所定状態でスタッ
カコンベア４２上に載置され、順次移送されてスタックされる。
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【００２６】
　このように、バーコード２０３の読み取り内容に基づき、丁合コンベア１の動作とは関
係なく単位化されて帳票ストック部２７に所定枚数供給された送り状２０２ａ、振込用紙
２０２ｂ、注文葉書２０２ｃ、納品書２０２ｄが、同一宛て名人別に商品分野毎に順次重
ね合わされ、これがステッチャターミナル３ａで綴じ合わされて商品分野毎の仮丁合物２
０４ａ，２０４ｂとなり、さらに、同じくバーコード２０３の読み取り内容に基づき、丁
合コンベア１の動作とは関係なく単位化されて帳票ストック部２７に所定枚数供給された
配送商品リスト２０２ｅが、前記単独あるいは複数の仮丁合物２０４ａ，２０４ｂに重ね
られたうえステッチャターミナル３ｂで綴じ合わされて、最終的な丁合物２０５となり、
スタッカテーブル４に送られて順次スタックされるものである。
【００２７】
　なお、本発明は、上述した実施例に限らず、例えば、上述の丁合装置を他の丁合装置と
組み合わせ、丁合物２０５を他のチラシ等の丁合物とさらに丁合するよう構成してもよい
。また、帳票供給ターミナル２ａ，２ｂ，２ｃ，２ｄ，２ｅとステッチャターミナル３ａ
，３ｂの数もそれぞれ５台と２台に限定されず、丁合する帳票の種類や丁合の仕方に応じ
て適宜設定されるものである。さらに、前記各ステッチャターミナル３ａ，３ｂは必ずし
も設ける必要はない。さらにまた、帳票ストック部２７の構成もストッパ２７ａとバッフ
ァコンベア２７ｃを利用したものに限らない。またさらに、区分けマークはバーコード２
０３のほか、ＯＣＲ装置で読み取る文字、数字、図形等からなる識別記号でもよい。また
、丁合コンベア１の構成も種々変更可能であることはいうまでもない。
【００２８】
【発明の効果】
　以上説明したところで明らかなように、 本発明によれば、カッタ装置に
よる連続帳票を単片化する切断作業を、丁合コンベアの移送動作とは関係付けずに、互い
に独立したものとして行うことにより、丁合作業における制御を容易にするとともに、処
理速度を向上することができるという効果を奏する。
【００２９】
　

【図面の簡単な説明】
【図１】　丁合装置の全体を示す概略的な斜視図。
【図２】　丁合装置の要部を示す断面図。
【図３】　制御系統を示すブロック図。
【図４】　切断動作と丁合動作のタイミングチャート。
【図５】　丁合動作を模式的に示す説明図。
【符号の説明】
　１　　　丁合コンベア
　２ａ，２ｂ，２ｃ，２ｄ，２ｅ　　　帳票供給ターミナル
　３ａ，３ｂ　　　ステッチャターミナル
　４　　　スタッカテーブル
　５　　　コントロールボックス
　１２　　　送りピン
　１３　　　チェーンコンベア
　２１　　　載置台
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請求項１記載の

また、請求項２記載の本発明によれば、カッタ装置による連続帳票を単片化する切断作
業を、丁合コンベアの移送動作とは関係付けずに、互いに独立したものとして行うことに
より、丁合作業における制御を容易にするとともに、処理速度を向上することができ、ま
た、帳票ストック部は、丁合コンベアと平行に設けられ、単位帳票の位置決めをするスト
ッパと、送り爪を有するバッファコンベアとを備えるとともに、ストッパとバッファコン
ベアとは単位帳票の天地方向の大きさに対応するよう変位可能なので、天地方向の長さの
異なる単位帳票であっても確実にストックできるとともに、天地方向や幅方向の長さが異
なる単位帳票であっても丁合コンベアに対して安定して供給できるという効果を奏する。



　２４　　　バーコードリーダ
　２５　　　カッタ装置
　２７　　　帳票ストック部
　２７ｃ　　　バッファコンベア
　２０１　　　連続帳票
　２０２ａ　　　送り状
　２０２ｂ　　　振込用紙
　２０２ｃ　　　注文葉書
　２０２ｄ　　　納品書
　２０２ｅ　　　配送商品リスト
　２０３　　　バーコード
　２０４ａ，２０４ｂ　　　仮丁合物
　２０５　　　丁合物
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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