
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　枚葉紙状材料の下方に配置された案内面（４）と、該案内面（４）の内部で各区域（６
、８、１０）に配置されたノズル（１２、１４、１６）とを有しており、第１の区域（６
）は枚葉紙搬送方向（Ａ）に延び、第２の区域（８）と第３の区域（１０）は前記第１の
区域（６）の各側にそれぞれ配置され、前記第１の区域（６）に配置されたノズル（１２
）は送風ノズルによって構成されて、それらの送風方向は前記枚葉紙搬送方向（Ａ）に向
けられており、前記第１の区域（６）のノズル（１２）は、前記第２の区域（８）および
前記第３の区域（１０）のノズル（１４、１６）とは独立に送風空気を供給できる、印刷
機において枚葉紙状材料を案内する装置において、
　前記第２、第３の区域（８、１０）に設けられたノズル（１４、１６）が送風ノズルに
よって構成され、その送風方向は、前記枚葉紙搬送方向（Ａ）から離れて前記案内面（４
）の側縁に向かう方向であり、かつ前記枚葉紙搬送方向に対して３０°から９０°の範囲
の角度をなし、
　前記第１の区域（６）には、前記第１の区域（６）のノズル（１２）に送風空気を供給
する第１の送風箱（１８、１１８）が付属し、
　前記第１の区域（６）の第１の送風箱（１８、１１８）に付属して、該第１の送風箱（
１８、１１８）に送風空気を供給する送風機（２４、１２４、２００）が設けられ、
　印刷機の表刷り運転中に前記送風機（２４、１２４、２００）を停止させる手段を有
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し
、



　

　ことを特徴とする、枚葉紙材料を案内する装置。
【請求項２】
　枚葉紙状材料の下方に配置された案内面（４）と、該案内面（４）の内部で各区域（６
、８、１０）に配置されたノズル（１２、１４、１６）とを有しており、第１の区域（６
）は枚葉紙搬送方向（Ａ）に延び、第２の区域（８）と第３の区域（１０）は前記第１の
区域（６）の各側にそれぞれ配置され、前記第１の区域（６）に配置されたノズル（１２
）は送風ノズルによって構成されて、それらの送風方向は前記枚葉紙搬送方向（Ａ）に向
けられており、前記第１の区域（６）のノズル（１２）は、前記第２の区域（８）および
前記第３の区域（１０）のノズル（１４、１６）とは独立に送風空気を供給できる、印刷
機において枚葉紙状材料を案内する装置において、
　前記第２、第３の区域（８、１０）に設けられたノズル（１４、１６）が送風ノズルに
よって構成され、その送風方向は、前記枚葉紙搬送方向（Ａ）から離れて前記案内面（４
）の側縁に向かう方向であり、かつ前記枚葉紙搬送方向に対して３０°から９０°の範囲
の角度をなし、
　前記第１の区域（６）には、前記第１の区域（６）のノズル（１２）に送風空気を供給
する第１の送風箱（１８、１１８）が付属し、
　前記第１の区域（６）の第１の送風箱（１８、１１８）に付属して、該第１の送風箱（
１８、１１８）に送風空気を供給する送風機（２４、１２４、２００）が設けられ、
　印刷機の両面刷り運転中に、前記第１の区域（６）のノズル（１２）に前記送風機（２
４、１２４、２００）によって送風空気を供給し、また印刷機の表刷り運転中に、前記第
１の領域（６）のノズル（１２）への前記送風機（２４、１２４、２００）による送風の
供給を遮断する手段を有
　

　ことを特徴とする、枚葉紙状材料を案内する装置。
【請求項３】
　前記第１の区域（６）におけるノズル（１２）の送風方向が前記案内面（４）の側部の
方向の他の成分を有する、請求項１または２に記載の装置。
【請求項４】
　前記第１の区域（６）に設けられたノズル（１２）の送風方向が前記案内面（４）の表
面法線の方向の成分を有する、請求項１から３のいずれか１項に記載の装置。
【請求項５】
　前記第２および第３の区域（８、１０）に設けられたノズル（１４、１６）の送風方向
が、前記案内面（４）の表面法線の方向の成分を有する、請求項１から４のいずれか１項
に記載の装置。
【請求項６】
　前記第１の区域（６）のノズル（１２）のまわりに、送風方向が表面法線の方向の成分
のみを有する送風ノズルが設けられている、請求項１から５のいずれか１項に記載の装置
。
【請求項７】
　前記第２の区域（８）と前記第３の区域（１０）には、前記第２の区域（８）と前記第
３の区域（１０）に配置されたノズル（１４、１６）に送風空気を供給する第２の送風箱
（２０、２２；１２０、１２２）が付属している、請求項１から６のいずれか１項に記載
の装置。
【請求項８】
　前記第２の区域（８）と前記第３の区域（１０）の前記第２の送風箱（２０、２２；１
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前記第２の区域（８）と前記第３の区域（１０）のノズル（１４、１６）に、印刷機の
表刷り運転中および両面刷り運転中、付属の送風機（２６、２８、２０）によって送風空
気を供給する手段が設けられている

し、
前記第２の区域（８）と前記第３の区域（１０）のノズル（１４、１６）に、印刷機の

表刷り運転中および両面刷り運転中、付属の送風機（２６、２８、２０）によって送風空
気を供給する手段が設けられている



２０、１２２）には、共通の送風機（１２８）および /または独立した送風機（２６、２
８）によって送風空気が供給される、請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　前記各区域（６、８、１０）のノズル（１２、１４、１６）は、前記案内面（４）の内
部にあるスリットノズルとして形成されている、請求項１から のいずれか１項に記載の
装置。
【請求項１０】
　枚葉紙（２）が、少なくとも部分的に、案内面（４）の内部で各区域に配置された送風
ノズル（１２、１４、１６）を有する案内面の上方を移動させられ、第１の区域（６）が
枚葉紙搬送方向（Ａ）に延びていて、この第１の区域に配置されたノズル（１２）の送風
方向は前記枚葉紙搬送方向（Ａ）に向けられており、第２の区域（８）と第３の区域（１
０）は前記第１の区域（６）の各側部に配置されていて、それらの送風方向はそれぞれ前
記枚葉紙搬送方向（Ａ）から離れる方向を向いている、表刷り運転でも両面刷り運転でも
運転可能な枚葉紙オフセット輪転印刷機における枚葉紙を案内する方
法において、
　前記第２の区域（８）と前記第３の区域（１０）のノズル（１４、１０）には、印刷機
の表刷り運転中も両面刷り運転中も送風空気を供給し、前記第１の区域（６）のノズル（
１２）には印刷機の両面刷り運転中に送風空気を供給するが、印刷機の表刷り運転中は前
記第１の区域（６）のノズル（１２）への送風空気の供給を遮断することを特徴とする、
枚葉紙を案内する方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、請求項１ および１１の前提部に記載 た、印刷機、特に枚葉紙オフ
セット輪転印刷機で枚葉紙状材料を案内する装置と方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
印刷機、特に枚葉紙輪転オフセット印刷機で枚葉紙状材料を案内する場合は、枚葉紙を特
定の区間で振動せず、なるべくぴんと張った状態で反りなしに案内することが原則として
必要である。そのためには、一般に内部に送風ノズルを設けた案内面を用いる。これらの
送風ノズルは枚葉紙の下側に送風空気を吹き送るので、枚葉紙は案内面上に浮いて案内さ
れる。
【０００３】
ドイツ特許公開公報第４４０６８４４号により、輪転印刷機で枚葉紙を浮かせて案内する
装置が知られている。この装置では、案内面上で枚葉紙案内方向に延び枚葉紙案内面の全
幅にわたって横断方向に配置された３つの区域に送風ノズルが埋め込まれている。これら
の送風ノズルは表刷り運転でも両面刷り運転でも常に送風空気が供給されて、いずれの運
転モードでも枚葉紙の信頼できる浮動案内を確保することになっている。浮動案内のほか
に枚葉紙の張りを同時に維持するために、中心範囲で枚葉紙案内面の縦軸に沿って配置さ
れたノズルの送風方向は、枚葉紙の運動とは概ね反対に枚葉紙の後端部に向けられている
。そうすることによって、枚葉紙は枚葉紙縦方向でぴんと張る。これに対し、他の両側の
２区域に配置されたノズルは、概ね側縁および枚葉紙後端に向いた送風方向を有するので
、これらの両側案内区域では枚葉紙は横方向と枚葉紙縦方向の双方でぴんと張る。この明
細書は、中央区域でノズルの送風方向が枚葉紙搬送方向に向くようにして、両面刷り運転
中は中央区域に配置されたノズルに送風空気を供給し、表刷り運転中はこれを遮断すると
いうことは示唆していない。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
　本発明の は、両面刷り運転中は両面に印刷された枚葉紙の信頼できる浮動案内が保
証され、高速での表刷り運転中は極めて短い調整時間と、枚葉紙の確実で効果的な張りを
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達成できる装置および方法を提供することである。さらに、本発明の は、表刷り運転
における枚葉紙案内のための所要エネルギーと装置コストを低減することである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　本発明によれば、上記の目的は請求項１、２、および の特徴部に記載された特徴に
よって達成される。本発明のその他の特徴は、従属請求項に記載されている。本発明は特
に、印刷機の表刷り運転と両面刷り運転の間での枚葉紙案内の切り替えが面倒な調整作業
なしに可能であるという利点を有する。さらに、本発明の装置は特に、高熱が発生し、か
つ回転方向を切り替えられる軸流換気機または軸流送風機を使用できない乾燥区間の範囲
で問題なく使用できるという利点がある。
【０００６】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明の好適な実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。印刷機、例えば枚葉
紙オフセット輪転印刷機で枚葉紙状材料２を案内するための、図１に示す装置１は案内面
４を有しており、その上を枚葉紙２が矢印Ａで示す枚葉紙案内方向に運び出される。図１
および図２に示すような、本発明の好適な実施形態において、案内面４は、案内面４の縦
方向に延びた合計３つの区域６、８、１０を有している。これらの区域のうち、区域６は
案内面４の中央に配置され、区域８と１０は案内面４の両側にそれぞれ配置されている。
区域６、８、１０には、送風ノズル１２、１４、１６が配置されている。これらの送風ノ
ズルは図面では図式的に表現されており、それらの送風方向はそれぞれ付記した矢印で示
されている。本発明の好適な実施形態では、中央区域もしくは第１の区域６に配置された
送風ノズル１２の送風方向は、概ね枚葉紙２の搬送方向Ａに向いているが、さらに枚葉紙
案内面４の側縁部に向かう成分も付加的に有することもできる。図１および図２で案内面
４の右側にある右側区域もしくは第２の区域８に配置された送風ノズル１４は、概ね案内
面４の右側縁部に向いており、左側区域もしくは第３の区域１０に配置された送風ノズル
１６は、概ね案内面４の左側縁部に向いている。その際、送風ノズル１４と１６の送風方
向は、搬送方向Ａに対して９０度の角度であることが好ましいが、３０度から１２０度の
範囲にあることもできる。
【０００７】
送風ノズル１２、１４、１６は、原理的に任意のノズル形状を持つことができるが、本発
明の好適な実施形態においては、従来の技術で知られている例えば平板からなる案内面４
に押し抜き加工で作られた、好ましくは拡散空気を噴射するスリットノズルによって形成
されていることが好ましい。図３および図４に示すように、案内面４を基準とする送風方
向は、少なくとも側部ノズル１４、１６では概ね接線方向に向けられているが、案内面４
の表面法線の方向の成分も持つことができる。これらの側部ノズル１４および１６の送風
方向は、たとえば図３に示されている。中央区域６に配置された送風ノズル１２の送風方
向は、案内面４を基準にして、やはり概ね接線方向に向いていることが好ましいが、送風
ノズル１４および１６と同様に、案内面４に対して垂直の成分を持つこともできる。さら
に、中央区域６の送風ノズル１２の周囲で改善された浮動状態を作り出すために、中央区
域６に円形開口部によって形成され、送風方向が案内面４の表面法線の方向の成分しか持
たない、図示されない送風ノズルを設けることができる。本発明の好適な実施形態では、
中央区域６の近傍に配置された送風ノズルの送風空気噴射はより外側に位置する送風ノズ
ルの間を通り、より外側に位置する送風ノズルの中心には直接向けられないように、側部
区域８および１０での送風ノズル１４および１６の分布配置が選ばれていることが好まし
い。そうすることによって、側部ノズル１４および１６の概ね渦のない一様な流動が得ら
れる。この流動は、案内面４上で枚葉紙２を搬送するときに、表刷り運転でも両面刷り運
転でも枚葉紙に横方向の張りを与える働きをする。その際、区域６、８および１０におけ
る送風ノズルの配置密度は、１区域内で均等かつ一様であることも、不均等、たとえば案
内面４の中心から側縁部に向かって減少させることもできる。
【０００８】

10

20

30

40

50

(4) JP 3924343 B2 2007.6.6

目的

１０



図１に示されているように、区域６、８、１０の下方では、これらに付属した独立の送風
箱１８、２０および２２が配置されている。これらの送風箱１８、２０および２２は、詳
細に図示されない配管によって付属の送風機２４、２６および２８と流路が連結されてい
る。これらの送風機２４、２６および２８は、印刷機の両面刷り運転中は送風箱１８、２
０および２２に送風空気を供給する。本発明のこの実施形態では、各送風箱は固有の送風
機２４、２６、２８によって供給される。その際、必要な空気量は、送風機２４、２６、
２８の回転数を適宜変更することによって達成されるのが好ましい。なぜならば、それに
よって対応する絞り弁のコストがなくなるからである。
【０００９】
本発明の別の実施形態では、送風機２４、２６および２８は、絞り弁３０、３２および３
４を介して送風箱１８、２０および２２と連結することもできる。この場合、空気量は絞
り弁３０、３２および３４の絞り位置によって調節される。
【００１０】
図３に示すように、両面刷り運転において送風空気は枚葉紙２の下に継続的なエアクッシ
ョンを作る。このエアクッションの上で、枚葉紙２は確実に、かつ案内面４から一定の距
離をおいて案内面４上を運び出される。この場合において、印刷された枚葉紙の下側は案
内面４と接触しない。その際、送風機回転数もしくは弁を適宜調節することにより、枚葉
紙２と区域６、８、１０における案内面４との間の浮動状態を、対応して調整できる。こ
れにより、両面刷り運転で印刷機の本刷り速度に応じて、信頼できる円滑な枚葉紙案内を
達成できる。
【００１１】
たとえば図２に示されている、本発明の別の実施形態では、外側の送風箱１２０および１
２２は互いに流路を連結しており、共通送風機１２８と付属の絞り弁１３２を通して送風
空気が送られる。この場合において、装置には２つの送風機１２４と１２８だけで十分で
ある。さらに、図１と図２に示した本発明の実施形態では、送風箱１８、１１８、２０、
１２０および２２、１２２は、図２に破線で示した送風機２００のみと、対応する絞り弁
２１０および２１２を通して、送風空気が供給される。本発明のこの実施形態では、中央
の送風箱１８、１１８に供給する送風空気配管内に遮断弁２１４が含まれている。この遮
断弁２１４によって中央送風箱１８、１１８への送風空気供給を中断できるので、中央送
風箱１８、１１８の送風空気供給は遮断されているが、側部送風箱２０、１２０および２
２、１２２には送風機２００によって引き続き送風空気が送られる。もちろん、この遮断
機能は共通のユニット内で弁２１０と２１４を組み合わせることによっても可能である。
【００１２】
送風機２４もしくは１２４のスイッチを切るか、または送風機２００のみを有する本発明
の実施形態では遮断弁２１４を遮断することによって、案内面４の中央区域６に対する中
央送風箱１８、１１８の送風ノズル１２への送風空気を遮断することができる。そうする
ことにより、図４に示すように、枚葉紙２は中央区域６の範囲で案内面４に向かって下降
し、その下側が案内面４の上側と接触する。中央区域６における枚葉紙２の下降は、いわ
ゆるエジェクタ効果に基づいている。この効果は、側部ノズル１４および１６の外方に向
けられた空気流が、中央区域６で枚葉紙２と案内面４との間にある空気を引きずって外方
に運ぶと、送風機２４，１２４が遮断されているか遮断弁２１４が閉じている場合には、
送風ノズル１２からは空気が後から流出しないか、わずかしか流出せず、この範囲が真空
になって負圧が生じることによって引き起こされる。それゆえ、枚葉紙２は下側が案内面
４上の区域６の範囲で吸引され、その上を滑動する。そうすることによって、特に表刷り
において枚葉紙２の枚葉紙縦方向での張りが行われる。これは、外方に向けられた空気流
によって側部区域８および１０で行われる枚葉紙２の横方向の張りとあいまって、印刷機
の表刷り運転において枚葉紙の円滑な進行を保証する。
【００１３】
したがって、中央区域６における圧縮空気の投入または遮断により、送風空気が導入され
て図３に示す枚葉紙の整然とした浮動案内が行われる印刷機の両面刷り運転と、印刷され
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ない枚葉紙の下側が中央区域６の範囲では案内面４上を滑動する図４に示す表刷り運転と
を、簡便な仕方で切り替えることができる。つまり、両面刷り運転で確実な枚葉紙搬送の
ために送風空気がいったん調整されていると、印刷作業員は中央区域６における送風空気
の投入および遮断により、両面刷りと表刷りの２つの運転モードを最短の時間で切り替え
ることができ、空気量および空気案内をそれ以上事前調整する必要はない。さらに、表刷
り運転において区域６で枚葉紙を吸引するために吸引ファンはまったく必要なく、したが
って表刷り運転モードにおいて本発明の装置１の機器のコストや所要エネルギーを著しく
低減できる点が長所である。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、送風空気を独立に供給できる３つの区域を有する、本発明による枚葉紙
状材料を案内する装置の分解斜視図である。
【図２】図２は、両脇の区域が互いに流路を連結しており、中央区域と２つの外側区域に
は送風機で送風空気を供給できる、図１による本発明の装置の別の実施形態を示す図であ
る。
【図３】図３は、請求項１による本発明の装置の両面刷り運転中の断面図である。
【図４】図４は、図１による装置の表刷り運転中の図式的な断面図である。
【符号の説明】
１　　装置
２　　枚葉紙
４　　案内面
６、８、１０　　案内区域
１２、１４、１６　　送風ノズル
１８、２０、２２、１２０　１１８、１２２　　送風箱
２４、２６、２８、１２０、１２２、１２４、１２８、２００　　送風機
３０、３２、３４　　絞り弁
１３２、２１０、２１２　　絞り弁
２１４　　遮断弁
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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