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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　封緘体のフラップ側及び底部側を挾持する搬送形態で搬送されてきた当該封緘体のフラ
ップを開口させ、当該封緘体内に帳票及び小物類を挿入して封緘する封入封緘装置であっ
て、
　封入される前記帳票が載置されると共に、前記封緘体に封入された後に前記搬送形態で
挾持されない当該帳票上の周縁内側に前記小物類が載置され、開口された前記封緘体内に
当該帳票及び小物類を同時に挿入する封入物挿入手段と、
　前記封入物挿入手段に前記帳票を供給する帳票供給手段と、を有し、
　前記封入物挿入手段は、供給される前記帳票を載置して開口された前記封緘体内に挿入
移動する可動帳票挿入部を備え、当該可動帳票挿入部による帳票の挿入移動と共に移動し
、当該帳票上に載置された小物類を当該帳票と共に挿入移動する可動小物類挿入部を備え
ることを特徴とする封入封緘装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、封緘のためのフラップを有する封筒などの封緘体に帳票、小物類の封入物を
挿入して封緘する封入封緘装置に関する。
【背景技術】
【０００２】



(2) JP 6884525 B2 2021.6.9

10

20

30

40

50

　近年、例えば封筒に契約約款、各種案内書やパンフレットなどを挿入して発送する場合
など、封入物を挿入して封緘する封緘体を大量に作製する工程が自動化されている。この
ような封緘体作製において、特に試供品や検体容器などの小物類を挿入して封緘する工程
で、封入後の封緘体の搬送に支障をきたさない位置に小物類を挿入する必要がある。
【０００３】
　従来、封入封緘に関連する装置として特許文献１に記載されているような装置が知られ
ている。特許文献１は、封入封緘の一工程中に配置された封筒の２側辺の糊付けを行う装
置として、当該封筒の２側辺部分のみをプレスベルトで挾持する機構のもので、糊付けと
共に搬送装置としての機能も果たしている。このような２辺で封緘体を搬送する技術は一
般的に用いられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－３１５２２３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記特許文献１に記載されているような機構の搬送装置で、封緘体内に試供品や検体容
器などの小物類を同封させようとすると、当該小物類は封緘体内において搬送装置で挾持
されない位置に挿入する必要があることから自動化することができず、人手によって封緘
体内の略中央位置に差し入れるという工程を含ませなければならず、非効率的であるとい
う問題がある。
【０００６】
　そこで、本発明は上記課題に鑑みなされたもので、封緘体に同封する小物類を搬送機構
に支障を与えない位置に確実に挿入させる封入封緘装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、請求項１の発明では、封緘体のフラップ側及び底部側を挾
持する搬送形態で搬送されてきた当該封緘体のフラップを開口させ、当該封緘体内に帳票
及び小物類を挿入して封緘する封入封緘装置であって、封入される前記帳票が載置される
と共に、前記封緘体に封入された後に前記搬送形態で挾持されない当該帳票上の周縁内側
に前記小物類が載置され、開口された前記封緘体内に当該帳票及び小物類を同時に挿入す
る封入物挿入手段と、前記封入物挿入手段に前記帳票を供給する帳票供給手段と、を有し
、前記封入物挿入手段は、供給される前記帳票を載置して開口された前記封緘体内に挿入
移動する可動帳票挿入部を備え、当該可動帳票挿入部による帳票の挿入移動と共に移動し
、当該帳票上に載置された小物類を当該帳票と共に挿入移動する可動小物類挿入部を備え
る構成とする。
【発明の効果】
【００１２】
　請求項１の発明によれば、可動帳票挿入部で供給される帳票を開口された封緘体内に挿
入移動させ、また、可動帳票挿入部による帳票の挿入移動と共に移動する可動小物類挿入
部と共に、当該帳票上に載置された小物類を当該帳票と共に挿入移動させる構成とするこ
とにより、封緘体内で同封する小物類を搬送機構に支障を与えない位置に確実に挿入させ
ることができるものである。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明における封入封緘装置の概念構成図である。
【図２】図１の搬送手段の搬送形態の説明図である。
【図３】図１の封入物挿入手段の説明図である。
【図４】図１の封入物挿入の説明図（１）である。
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【図５】図１の封入物挿入の説明図（２）である。
【図６】図１の可動小物類挿入部における他の形態の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施形態を図により説明する。
　図１に、本発明における封入封緘装置の概念構成図を示すと共に、図２に図１の搬送手
段の搬送形態の説明図を示し、図３に図１の封入物挿入手段の説明図を示す。図１におい
て、封入封緘装置１１は、封入前及び封入後の封緘体を搬送する搬送手段１２、図示しな
い封緘体供給手段１３、上記搬送手段１２の搬送経路上に配置される封緘体開口手段１４
、フラップ折曲封緘手段１５、帳票供給手段１６、小物類供給手段１７及び封入物挿入手
段１８を備えて構成される。小物類とは、前述のようにその形状が様々な試供品や検体容
器であり、この実施形態では例えば定型、定型外の封筒で郵送できるような大きさのもの
を対象として説明するが、小包の対象とされるものであっても適用することができるもの
である。
【００１５】
　上記封入物挿入手段１８は、挿入駆動部２１、可動帳票挿入部２２及び可動小物類挿入
部２３を備える。当該可動帳票挿入部２２及び小可動物類挿入部２３の構成の詳細は図３
で説明する。上記帳票供給手段１６は、所定枚数の帳票３２を上記可動帳票挿入部２２に
供給し、上記小物類供給手段１７は、小物類３３を、当該帳票供給手段１６で可動帳票挿
入部２２上に供給された帳票３２上の周縁内側（ここでは略中央部分とする）に供給する
。なお、帳票供給手段１６及び小物類供給手段１７の構成は、従前より知られている機構
を適用することができ、説明を省略する。
【００１６】
　上記搬送手段１２の搬送形態は、図２に示すように、第１ベルト搬送部４１及び第２ベ
ルト搬送部４２で構成される。当該第１ベルト搬送部４１はベルト駆動ローラ４３，４４
で回転される搬送ベルト４３Ａ、４４Ａが上下方向に配置されて、搬送対象の封緘体３１
のフラップ３１Ａ側を挾持しながら搬送する。また、上記第２ベルト搬送部４２はベルト
駆動ローラ４５，４６で回転される搬送ベルト４５Ａ、４６Ａが上下方向に配置されて、
搬送対象の封緘体３１のフラップ３１Ａと対向する底部側を挾持しながら搬送するもので
ある。
【００１７】
　上記可動帳票挿入部２２は、図３（Ａ）に示すように、帳票挿入バー５１，５２が所定
間隔（少なくとも後述の可動小物類挿入部２３が位置できる間隔）で配置され、帳票３２
を押し込むためのストッパ５１Ａ，５２Ａがそれぞれ設けられる。当該帳票挿入バー５１
，５２は、少なくとも帳票３２を載置させる部分が当該帳票３２に対して摩擦力の小の部
材が用いられ、若しくは表面にコーティングが施されるのが好適である。
【００１８】
　上記帳票挿入バー５１，５２は、挿入駆動部２１により、水平方向（挿入方向Ａ）に進
退駆動され、また、垂直方向に上下駆動される（図４及び図５で説明する）。このような
帳票挿入バー５１，５２に対して、ストッパ５１Ａ、５２Ａから挿入方向Ａ側に帳票３２
が供給されて載置されるものである。
【００１９】
　上記可動小物類挿入部２３は、図３（Ｂ）に示すように、枠状の小物類挿入ガイド部６
１に小物類挿入バー６２，６３が一体的に設けられたもので、当該小物類挿入ガイド部６
１は、少なくとも一部を、帳票３２に対して摩擦力の大な部材（例えばラバー）が用いら
れ、若しくは表面にコーティングが施されるのが好適である。
【００２０】
　上記可動小物類挿入部２３（小物類挿入ガイド部６１及ぶ小物類挿入バー６２，６３）
は、挿入駆動部２１により、水平方向（挿入方向Ａ）に進退駆動され、また、垂直方向に
上下駆動される（図４及び図５で説明する）。上記小物類挿入ガイド部６１内には小物類
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３３が供給される。
【００２１】
　そこで、図４及び図５に、図１の封入物挿入の説明図を示す。まず、図４（Ａ）におい
て、可動帳票挿入部２２における帳票挿入バー５１，５２上のストッパ５１Ａ，５２Ａよ
り挿入方向Ａ側に、帳票供給手段１６より帳票３２が供給されることで、図４（Ｂ）に示
すように、当該帳票挿入バー５１，５２上に載置される。
【００２２】
　続いて、図４（Ｃ）に示すように、帳票挿入バー５１，５２上に載置された帳票３２上
の略中央部分に、小物類挿入バー６２，６３が水平駆動されて小物類挿入ガイド部６１が
位置される。そして、図４（Ｄ）に示すように、上記小物類挿入ガイド部６１内に、小物
類供給手段１７によって小物類３３が供給されることで、当該帳票３２の略中央部分に載
置されることとなる。
【００２３】
　ここで、帳票挿入バー５１，５２及び小物類挿入ガイド部６１（小物類挿入バー６２，
６３）が水平駆動されると、図４（Ｅ）に示すように、帳票３２の後端がストッパ５１Ａ
，５２Ａと当接して押し出されることとなり、小物類３３が小物類挿入ガイド部６１によ
り当該帳票３２と同時に押し出されることとなる。
【００２４】
　具体的には、開口された封緘体３１に対して、帳票３２及び小物類３３が載置された帳
票挿入バー５１，５２及び小物類挿入ガイド部６１（小物類挿入バー６２，６３）が、図
５（Ａ）に示すように上昇駆動され、そのまま図５（Ｂ）に示すように開口された封緘体
３１内に水平駆動されることで移動され、当該帳票３２及び小物類３３が同時に挿入され
る。
【００２５】
　挿入後、帳票挿入バー５１，５２及び小物類挿入ガイド部６１（小物類挿入バー６２，
６３）は、図５（Ｃ）に示すように下降駆動される。そして、図５（Ｄ）に示すように、
小物類挿入ガイド部６１（小物類挿入バー６２，６３）を下降駆動のまま帳票３２を封緘
体３１内に押し付け、この状態で帳票挿入バー５１，５２を引き戻して封緘体３１内より
退出させる。当該帳票挿入バー５１，５２は、帳票３２に対して摩擦力が小であり、かつ
、小物類挿入ガイド部６１で帳票３２を押さえつけていることから、当該帳票３２に支障
なく退出させることができるものである。
【００２６】
　続いて、図５（Ｅ）に示すように、小物類挿入ガイド部６１（小物類挿入バー６２，６
３）を、小物類３３にかからない位置まで上昇駆動させ、図５（Ｆ）に示すように当該小
物類挿入ガイド部６１（小物類挿入バー６２，６３）を引き戻して封緘体３１内より退出
させる。
【００２７】
　これによって、封緘体３１内では、帳票３２が挿入され、当該帳票３２の略中央部分で
小物類３３が位置された状態で挿入されることとなるものである。その後、図１に示すよ
うに、封緘体３１は、搬送手段１２において挿入された小物類３３によって支障をきたす
ことなく搬送され、フラップ折曲封緘手段１５で接着剤が塗布されたフラップ３１Ａが折
り曲げられて封緘されることで、帳票３２及び小物類３３が封入されて図示しないスタッ
カに排出されるものである。
【００２８】
　ところで、上記実施形態では、小物類供給手段１７を備えさせて自動的に小物類３３を
供給するものとして説明したが、人手によって小物類挿入ガイド部６１内に小物類３３を
置くこととしてもよい。従前において人手によって封緘体３１を開口して小物類３３を挿
入していた作業に比べ、単に小物類挿入ガイド部６１内に小物類３３を置くだけでよく、
これだけによっても効率化が図られるものである。
【００２９】
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　このように、帳票３２上に位置決めされた小物類３３を当該帳票３２と同時に封緘体３
１内に挿入されることで、封緘体３１に同封する小物類３３を搬送手段１２の搬送に支障
を与えない位置に確実に挿入させることができるものである。
【００３０】
　次に、図６に、図１の可動小物類挿入部における他の形態の説明図を示す。図１及び図
３（Ｂ）に示す小物類挿入ガイド部６１は、枠状とすることで小物類３３が転がり易い形
状であっても帳票３２上の略中央部分に位置させたまま封緘体３１内に帳票３２と同時に
挿入することができるものであるが、当該小物類３３が転がる形状でない場合には、図６
（Ａ）に示すように、小物類挿入ガイド部６１Ａの挿入方向Ａ側を開放とした「コ」の字
状としてもよく、また、図６（Ｂ）に示すように、小物類挿入ガイド部６１Ｂを板状若し
くは棒状とした形状としてもよい。
【００３１】
　上記のような小物類挿入ガイド部６１Ａ，６１Ｂは、帳票３２及び小物類３３の挿入後
に引き戻す際に、上記図５（Ｅ）のように、小物類３３の高さ以上に上昇駆動させる必要
がなく、すなわち小物類３３の高さに影響されずに帳票３２と非接触となる一律距離の上
昇駆動で制御させることができるものである。
【００３２】
　一方、図１及び図３（Ｂ）に示す小物類挿入ガイド部６１の発展形として、図６（Ａ）
に示す小物類挿入ガイド部６１Ａの開放された両先端部分に回動部６４Ａ，６４Ｂをそれ
ぞれ設け、当該回動部６４Ａ，６４Ｂにそれぞれ開閉ガイド部６５Ａ，６５Ｂを開閉自在
に設けた小物類挿入ガイド部６１Ｃとしてもよい。当該開閉ガイド部６５Ａ，６５Ｂの開
閉動作は、例えばワイヤ操作によって実現することができる。
【００３３】
　上記のような小物類挿入ガイド部６１Ｃは、帳票３２及び小物類３３の挿入後に引き戻
す際に、開閉ガイド部６５Ａ，６５Ｂを開放させて退出させることによって転がり易い形
状の小物類３３に対しても対応させることができ、その際にも当該小物類３３の高さに影
響されずに帳票３２と非接触となる一律距離の上昇駆動で制御させることができるもので
ある。
【産業上の利用可能性】
【００３４】
　本発明の本発明の封入封緘装置及び封入封緘方法は、封緘体に封入物を挿入して封緘す
る装置の製造、販売、使用等の産業に利用可能である。
【符号の説明】
【００３５】
　１１　　　　　　封入封緘装置
　１２　　　　　　搬送手段
　１３　　　　　　封緘体供給手段
　１４　　　　　　封緘体開口手段
　１５　　　　　　フラップ折曲封緘手段
　１６　　　　　　帳票供給手段
　１７　　　　　　小物類供給手段
　１８　　　　　　封入物挿入手段
　２１　　　　　　挿入駆動部
　２２　　　　　　可動帳票挿入部
　２３　　　　　　可動小物類挿入部
　３１　　　　　　封緘体
　３１Ａ　　　　　フラップ
　３２　　　　　　帳票
　３３　　　　　　小物類
　４１　　　　　　第１ベルト搬送部
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　４２　　　　　　第２ベルト搬送部
　４３～４６　　　ベルト駆動ローラ
　４３Ａ，４４Ａ　搬送ベルト
　４５Ａ，４６Ａ　搬送ベルト
　５１，５２　　　帳票挿入バー
　５１Ａ，５２Ａ　ストッパ
　６１　　　　　　小物類挿入ガイド部
　６１Ａ～６１Ｃ　小物類挿入ガイド部
　６２，６３　　　小物類挿入バー
　６４Ａ，６４Ｂ　回動部
　６５Ａ，６５Ｂ　開閉ガイド部

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】
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