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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】粉砕材料の放出が改善され、スクリーンユニッ
トの摩耗が低減され、更には粉砕チャンバ内における粉
砕体の圧縮が回避される、撹拌ボールミル及び撹拌ボー
ルミルの作動方法。
【解決手段】粉砕材料入口（14）を含む第１端部領域及
び粉砕材料出口（16）を含む第２端部領域を有する、特
に水平方向に支持された粉砕容器（12）を備える撹拌ボ
ールミル（10）は、撹拌要素（24）が設けられたシャフ
ト（20）と、分離装置（30）とを備える。分離装置（30
）は、粉砕材料出口（16）から軸線方向に離間するよう
撹拌シャフト（22）上に配置されると共に、回転可能な
ロータケージ（34）を有する分級ロータ（32）と、ロー
タケージ内に配置されると共に、分級ロータ（32）に固
定されたスクリーンユニット（42）とを含む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　特に水平方向に支持された粉砕容器（12）を備える、撹拌ボールミル（10）であって、
前記粉砕容器（12）が、粉砕材料入口（14）を含む第１端部領域及び粉砕材料出口（16）
を含む第２端部領域を有し、前記撹拌ボールミル（10）が、
　- 駆動ユニットにより前記粉砕容器（12）内又は粉砕チャンバ（18）内で回転可能であ
り、少なくとも部分的に撹拌シャフト（22）として構成され、更には撹拌要素（24）が設
けられたシャフト（20）と、
　- 分離装置（30）と、
を備え、前記分離装置（30）が、
　　・前記粉砕材料出口（16）から軸線方向に離間するよう前記撹拌シャフト（22）上に
配置されると共に、回転可能なロータケージ（34）を有する分級ロータ（32）と、
　　・前記ロータケージ（34）内に配置されると共に、前記分級ロータ（32）に固定され
たスクリーンユニット（42）と、
を含む撹拌ボールミル。
【請求項２】
　請求項１に記載の撹拌ボールミルであって、前記ロータケージ（34）が、前記撹拌シャ
フト（22）上に取り付けられたフランジ（36）を有し、前記フランジ（36）に、少なくと
も２本のロータフィンガ（40）が固定されているか又は固定可能な支持プレート（38）が
設けられている、撹拌ボールミル。
【請求項３】
　請求項２に記載の撹拌ボールミルであって、前記少なくとも２本のロータフィンガ（40
）が、長手方向において同じ長さで形成され、前記少なくとも２本のロータフィンガ（40
）の長手方向に沿う直径及び／又は幅及び／又は高さが、増加しているか又は同じである
、撹拌ボールミル。
【請求項４】
　請求項１～３の何れか一項に記載の撹拌ボールミルであって、前記ロータケージ（34）
に、固定ベース（50）が割り当てられ、前記固定ベース（50）が、前記粉砕容器（12）に
おける前記第２端部領域の内側に配置されると共に、少なくとも部分的に前記粉砕チャン
バ（18）に突入している、撹拌ボールミル。
【請求項５】
　請求項３に記載の撹拌ボールミルであって、分級ロータ（32）が、支持プレート（38）
領域において、リング要素（44）領域よりも小さな直径を有する、撹拌ボールミル。
【請求項６】
　請求項２～４の何れか一項に記載の撹拌ボールミルであって、スクリーンユニット（42
）が、フランジ（36）の支持プレート（38）に固定されている、撹拌ボールミル。
【請求項７】
　請求項１～６の何れか一項に記載の撹拌ボールミルであって、スクリーンユニット（42
）が、粉砕体の直径及び／又は長さ及び／又は高さの開口幅に比べて、最大で0.7倍の開
口を有する、撹拌ボールミル。
【請求項８】
　請求項１～７の何れか一項に記載の撹拌ボールミルであって、前記スクリーンユニット
（42）が、前記粉砕材料入口（14）側において、前記粉砕材料出口（16）側又は軸受側の
粉砕チャンバ画定部に比べて、より小さな外径を有する、撹拌ボールミル。
【請求項９】
　請求項１～８の何れか一項に記載の撹拌ボールミルであって、粉砕材料入口チャンバ（
68）が、前記粉砕材料入口（14）の空間的に上流側に配置され、及び／又は、粉砕材料出
口チャンバ（70）が、前記粉砕材料出口（16）の空間的に下流側に配置されている、撹拌
ボールミル。
【請求項１０】
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　請求項１～９の何れか一項に記載の撹拌ボールミルであって、前記粉砕容器（12）内に
配置された前記シャフト（20）が、前記粉砕材料入口（14）内若しくは粉砕材料入口チャ
ンバ（68）内に延在し、及び／又は、前記粉砕材料出口（16）内若しくは粉砕材料出口チ
ャンバ（70）内に少なくとも部分的に延在している、撹拌ボールミル。
【請求項１１】
　請求項１～１０の何れか一項に記載の撹拌ボールミルであって、前記粉砕材料入口（14
）内及び／若しくは粉砕材料入口チャンバ（68）内における前記シャフト（20）が、少な
くとも部分的に第１スクリューコンベア（58）として、特に螺旋スクリュー（66）として
、構成され、並びに／又は、前記スクリーンユニット（42）内及び／若しくは前記粉砕材
料出口（16）内及び／若しくは粉砕材料出口チャンバ（70）内における前記シャフトが、
少なくとも部分的に第２スクリューコンベア（64）として、特に螺旋スクリューとして、
構成されている、撹拌ボールミル。
【請求項１２】
　請求項１～１１の何れか一項に記載の撹拌ボールミルであって、前記シャフト（20）が
、カンチレバー形式で取り付けられ、特に、前記粉砕材料入口（14）が、前記シャフトに
おける取り付け側の端部に配置され、前記粉砕材料出口（16）が、前記シャフトにおける
軸受側の端部に配置されている、撹拌ボールミル。
【請求項１３】
　請求項１～１２の何れか一項に記載の撹拌ボールミルであって、前記粉砕材料入口（14
）及び／又は粉砕材料入口チャンバ（68）に、第１流体入口開口（54）が割り当てられ、
前記第１流体入口開口（54）を介して、第１流体流（56）が前記粉砕材料入口チャンバ（
68）及び／又は前記粉砕材料入口（14）に供給可能である、撹拌ボールミル。
【請求項１４】
　請求項１～１３の何れか一項に記載の撹拌ボールミルであって、前記粉砕材料出口（16
）及び／又は粉砕材料出口チャンバ（70）に、第２流体入口開口（60）が割り当てられ、
前記第２流体入口開口（60）を介して、第２流体流が前記粉砕材料出口チャンバ（70）及
び／又は前記粉砕材料出口（16）に供給可能である、撹拌ボールミル。
【請求項１５】
　請求項１～１４の何れか一項に記載の撹拌ボールミルであって、第１流体入口開口及び
／又は第２流体入口開口（54，60）に、少なくとも１つの制御要素が割り当てられ、これ
により前記第１流体入口開口及び／若しくは第２流体入口開口（54，60）の断面が調整可
能であり、並びに／又はこれにより第１流体流及び／若しくは第２流体流（56，62）が調
節可能である、撹拌ボールミル。
【請求項１６】
　請求項１～１５の何れか一項に記載の撹拌ボールミルであって、粉砕材料入口チャンバ
を通過する第１流体流が、流体流全体の50％よりも大きい、撹拌ボールミル。
【請求項１７】
　請求項１～１６の何れか一項に記載の撹拌ボールミルであって、固定ベース（50）を通
過する第３流体流が、流体流全体の25％よりも小さい、撹拌ボールミル。
【請求項１８】
　請求項１～１７の何れか一項に記載の撹拌ボールミル（10）の作動方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、特に、独立請求項に係る水平型撹拌ボールミル、並びにそのような撹拌ボー
ルミルを作動させるための方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本発明は、特に、乾燥製品を粉砕するための水平型撹拌ボールミルに関する。撹拌ボー
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ルミルとは、粉砕材料の粗大粉砕、微細粉砕、並びに超微細粉砕、又は均一化を図るため
の機械のことである。撹拌ボールミルは、内部において主に平行かつ中央部に配置された
撹拌シャフトを有する回転不可能な粉砕容器、軸受、並びに駆動ユニットで構成される。
粉砕容器は通常、円筒状に形成され、基本的にはその70％～90％が粉砕体で充填される。
粉砕容器内には、回転可能に支持された撹拌シャフト、並びにその撹拌シャフト上に配置
された撹拌要素で構成され、粉砕体を集中的に動かす撹拌機が設けられる。既知の撹拌ボ
ールミルにおいては、端壁における中央開口の１つを通して装入が行われる。代替的に、
製品の導入は、粉砕シリンダを介して、半径方向又は接線方向において直接的に行うこと
もできる。粉砕材料は、粉砕チャンバ内に連続的に搬送されると共に、粉砕チャンバを通
して搬送される。この場合、固体は、粉砕体間の衝撃力及びせん断力により、粉砕及び分
散される。最終製品の放出は、撹拌ボールミルの構成に応じて決まり、例えばミルの端部
で生じる。比較的微細であり、自由に流れ、大部分が球状の製品粒子の場合、粉砕シリン
ダ内における軸線方向への製品の搬送は、重力によってのみ生じ得る。しかしながら、製
品は通常、好適には搬送用空気流として機能する流体により、粉砕シリンダを通して搬送
される。この場合、粉砕体は、製品及び流体が撹拌ボールミルから導出される際に撹拌ボ
ールミルの粉砕チャンバ内に残留するのが好適である。粉砕体の残留は、特に、撹拌ボー
ルミル内の粉砕体を、例えば、適切な分離装置を使用して適切に分離することで実現され
る。
【０００３】
　特許文献１（独国特許出願公開第102013021757号明細書）には、カンチレバー形式で取
り付けられたロータを備える撹拌ボールミルが開示されている。ロータは、回転軸線を有
すると共に、軸受にカンチレバー形式で取り付けられており、その軸受から回転軸線に沿
って自由ロータ端が規定されている。撹拌シャフトには、互いに離間するよう配置された
多数の撹拌要素が設けられ、これら撹拌要素により、撹拌ボールミルの粉砕チャンバ内に
おける粉砕体が回転される。ロータ端面とそのロータ端面の対向側又はステータとしての
ハウジングとの間には、ギャップが形成されている。粉砕材料は完全に粉砕された後、ギ
ャップを介して、粉砕材料出口に到達し、従って粉砕チャンバから導出可能である。しか
しながら、特許文献１に記載の発明においては、取り付け側の端部は粉砕材料出口に配置
され、軸受側の端部は粉砕材料入口に配置されているという欠点がある。更に、粉砕材料
に加えて、粉砕体自体がギャップを通過して粉砕チャンバから放出される恐れがある。
【０００４】
　特許文献２（独国特許第102015112760号明細書）には、粉砕材料出口の上流側に配置さ
れた分離装置を備える撹拌ボールミルが既知である。分離装置は、固定配置されたスクリ
ーンユニットを有し、そのスクリーンユニットは、製品・粉砕体混合物の少なくとも一部
における所定の直径までの少なくとも粒子を通過させることができる。分離装置は更に、
分級ロータを有する。分級ロータは、撹拌ボールミルの撹拌シャフト上に堅固に取り付け
られると共に、結合アタッチメントが設けられた支持プレートを有する。アタッチメント
により、ロータケージが形成され、そのロータケージは、粉砕材料出口の上流側で固定配
置されたスクリーンユニット周りで回転する。アタッチメントが設けられたロータケージ
は、粉砕チャンバ内の粉砕体からスクリーンユニットを保護すると共に、スクリーンユニ
ット領域における製品・流体混合物に関して所定の流動挙動を生じさせるよう機能する。
特許文献３（独国特許出願公開第102012013279号明細書）には、比較的類似の撹拌ボール
ミルが開示されている。
【０００５】
　従来技術に既知の分離装置においては、撹拌シャフトの回転により、粉砕体が粉砕容器
の内壁方向に押され、これにより粉砕体が粉砕容器における内壁の軸線方向に沿って集中
するという問題がある。この場合、内部における製品・流体混合物の流れ方向の重なり、
並びにその重なりに関連して粉砕体に生じる抗力により、分級ロータの支持プレート周り
の領域における粉砕体が必然的に過度に集中し、従って製品放出部の詰まりのみならず、
より大きな摩耗が生じる。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】独国特許出願公開第102013021757号明細書
【特許文献２】独国特許第102015112760号明細書
【特許文献３】独国特許出願公開第102012013279号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　従って、本発明の課題は、既知の解決策に比べて粉砕材料の放出が改善され、スクリー
ンユニットの摩耗が低減され、更には粉砕チャンバ内における粉砕体の圧縮が回避される
、撹拌ボールミル及び撹拌ボールミルの作動方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この課題は、独立請求項の特徴を有する撹拌ボールミル、並びに撹拌ボールミルの作動
方法により解決される。他の有利な実施形態及び本発明の更なる構成は、各従属請求項に
記載したとおりである。
【０００９】
　上述した課題を解決するため、本発明は、特に、水平型撹拌ボールミルを提案する。本
発明に係る撹拌ボールミルは、粉砕材料入口を含む第１端部領域及び粉砕材料出口を含む
第２端部領域を有すると共に、特に円筒状に構成された粉砕容器を備える。粉砕材料入口
は、特に、粉砕容器の第１端部領域に設けられ、粉砕材料出口は、粉砕容器において、第
１端部領域の反対側の第２端部領域に設けられている。
【００１０】
　粉砕容器又は粉砕チャンバ内には、大気に比べて、適切な真空ポンプ、吸引ブロワなど
によって生成及び調整可能な負圧を生じさせるのが好適である。
【００１１】
　粉砕容器又は粉砕チャンバの70％～90％までは、好適には、例えば球状に形成された粉
砕体で充填することができる。粉砕体は、他の任意の形状を有していてもよい。粉砕体は
、粉砕材料入口を介して供給される粉砕材料の粉砕にとって不可欠であり、粉砕手段とし
て機能する。粉砕体は、好適には、20 mm未満、特に12 mm未満の大きさに形成することが
できる。
【００１２】
　撹拌ボールミルは、駆動ユニットにより粉砕容器内又は粉砕チャンバ内で回転可能であ
り、少なくとも部分的に撹拌シャフトとして構成され、撹拌要素が設けられたシャフトを
備える。シャフトは、粉砕容器の長手方向に沿って粉砕材料入口内及び／又は粉砕材料出
口内に少なくとも部分的に延在することができる。
【００１３】
　撹拌シャフトの駆動ユニットは、好適には、粉砕材料出口を有する粉砕容器の第２端部
領域又は粉砕材料出口側に配置することができる。撹拌シャフトは、好適には、互いに等
間隔で離間するよう配置された複数の撹拌要素を有する。撹拌要素は、特に、撹拌シャフ
トの外郭面から半径方向に延在することができる。この場合、撹拌要素の自由端と粉砕容
器の内郭面との間の距離は、好適には全周に亘って、粉砕体の直径の少なくとも2.5倍と
する。撹拌要素の自由端と粉砕容器の内郭面との間の距離は、粉砕ギャップとも称するこ
とができる。
【００１４】
　撹拌要素は、好適には、撹拌シャフトの外郭面に回転不可能に固定することができる。
撹拌要素は、好適には、撹拌シャフトの外郭面に摩擦係合的な結合及び／又は形状密着的
な結合によって固定することができる。撹拌要素は、粉砕チャンバ内の粉砕体を動かし、
従って粉砕材料入口を介して供給される粉砕材料を粉砕するエネルギーを粉砕体に付与す
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るのに機能する。
【００１５】
　粉砕体は、特に、２個の撹拌要素間のスペースとして規定されるいわゆる粉砕ゾーンに
おいて動かすことができる。粉砕材料入口を介して供給される粉砕材料は、これら粉砕ゾ
ーンを通過し、粉砕材料入口から粉砕材料出口までの途上で粉砕することができる。粉砕
すべき粉砕材料の供給及び完全に粉砕された粉砕材料の放出により、流れが調整される。
撹拌要素は、例えば、中実ディスク、軸線方向又は半径方向への隆起部を有するか又は有
さない孔付きディスク、ピン、又は他の要素として構成することができる。
【００１６】
　完全に粉砕された粉砕材料を粉砕体から分離するため、撹拌ボールミルは、好適には、
粉砕材料出口の上流側に配置された分離装置を備える。分離装置は、粉砕材料出口から軸
線方向に離間するよう配置された撹拌シャフト上に配置されると共に、回転可能なロータ
ケージを有する分級ロータを含む。ロータケージは、分離装置領域に位置する粉砕体が、
粉砕容器の内壁に向けて半径方向に動かされ及び／又は遠心されるよう機能することがで
きる。
【００１７】
　分離装置は更に、ロータケージ内に配置されると共に、分級ロータに固定されたスクリ
ーンユニットを含む。スクリーンユニットは、分級ロータに固定されることによって回転
可能である。スクリーンユニットは、特に、ロータケージと共に回転可能、即ちロータケ
ージ及び／又はスクリーンユニットは、同じ速度で回転可能である。これは、ロータケー
ジの速度がスクリーンユニットに伝達可能だからである。従って、完全に粉砕された粉砕
材料は、特定の直径を有するスクリーンユニットを介して粉砕容器又は粉砕チャンバから
導出可能であり、代替的に、第１流体流又は少なくとも第１流体流の一部などの流体流も
、粉砕容器又は粉砕チャンバから導出可能である。この場合、粉砕材料は、粉砕材料出口
に到達するのに対して、粉砕体は、粉砕容器内又は粉砕チャンバ内に残留するか又は保持
される。
【００１８】
　スクリーンユニットがロータケージと共に回転することにより、スクリーンユニットと
粉砕容器の内壁との間の粉砕体が堅固に圧縮することがなく有利である。この場合、粉砕
体は、圧縮されるのではなく、恒久的に動かされつつ解きほぐされ、粉砕容器の内壁に向
けて半径方向に遠心される。これにより、スクリーンユニットに対する摩耗及び／又は損
傷を同時に低減することができる。
【００１９】
　スクリーンユニットが固定されたロータケージは、好適には、撹拌シャフトによって駆
動されるため、スクリーンユニットを有するロータケージは、撹拌シャフトと同じ速度で
駆動される。この目的を達成するため、トルク伝達装置などを設けることが可能であり、
これによりシャフト又は撹拌シャフトのトルクをロータケージに伝達することができる。
代替的に、ロータケージには、専用の駆動ユニットを割り当てることが可能であるため、
スクリーンユニットを有するロータケージは、撹拌シャフトとは独立して駆動することが
できる。即ち、スクリーンユニットが固定されたロータケージ、並びに撹拌シャフトは、
異なる速度又は同じ速度で駆動又は作動させることができる。
【００２０】
　スクリーンユニットは、例えば、円錐状又は星形に折り畳まれた円錐状に構成すること
ができる。この場合、スクリーンユニットの内径は、粉砕材料出口方向に向けて増加可能
であり、スクリーンユニットの最大内径は、粉砕容器の内径の95％未満に形成されている
。スクリーンユニットが円錐形状に形成されることにより、分級ロータの支持プレート領
域において、完全に粉砕された粉砕材料にとって大きなスクリーン表面、特に大きな通過
表面を設けることができる。スクリーンユニットは、本発明に係る撹拌ボールミルに使用
するのに適切な他の任意の形状とすることができる。
【００２１】
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　ロータケージは、撹拌シャフト上に取り付けられたフランジを有することができる。即
ち、分級ロータの直径は、粉砕チャンバ出口方向に向けて増加させることができる。この
場合に支持プレートは、特に、分級ロータにおいて最小直径を有する端面として機能する
ことができる。支持プレートには、少なくとも２本のロータフィンガを固定することがで
きる。支持プレートには、任意的に、少なくとも３本、４本、５本、又は複数のロータフ
ィンガを固定することができる。少なくとも２本のロータフィンガは、特に、支持プレー
トに機械的、好適には着脱可能に固定されるため、必要に応じて交換することができる。
少なくとも２本のロータフィンガは、支持プレートの少なくともほぼ外周上に配置するこ
とができる。留意すべきは、ロータケージは、少なくとも２本のロータフィンガが固定さ
れた支持プレートによって構成されることである。
【００２２】
　少なくとも２本のロータフィンガは、長手方向において同じ長さで形成され、少なくと
も２本のロータフィンガの長手方向に沿う直径及び／又は幅及び／又は高さは、増加して
いるか又は同じである。長手方向において、大きさが同じであるか又は長さが同じであれ
ば、少なくとも１個のリング要素、例えばディスク状に形成されたリング要素を、少なく
とも２本のロータフィンガの自由端に設けることができる。少なくとも１個のリング要素
は、同心配置された孔を有し、その孔の内径は、シャフト又は撹拌シャフトの外径よりも
大きい。少なくとも１個のリング要素の外径は、少なくとも２本のロータフィンガ間にお
ける少なくとも直径又は距離に対応するよう形成することができ、又はより大きく形成す
ることができる。
【００２３】
　更に、ロータケージには、粉砕容器における第２端部領域の内側に配置された固定ベー
スが割り当てられている。固定ベースは、例えば、粉砕チャンバ内に少なくとも部分的に
突入する円形要素又は管状要素とすることができる。固定ベースは、好適には、粉砕容器
における第２端部領域の内側から少なくともほぼ垂直に粉砕チャンバ内に突入することが
できる。即ち、固定ベースは、シャフトに対して少なくとも部分的に平行に延在可能であ
り、特に、分級ロータに対して平行に延在可能である。
【００２４】
　ロータケージ、特に少なくとも２本のロータフィンガの自由端又は少なくとも１個のリ
ング要素の粉砕材料出口側における端面は、固定ベースに対して特に離間するよう配置さ
れることにより、粉砕体の直径の0.5倍、好適には0.3倍よりも小さな距離又はギャップが
形成される。形成されたこの距離のおかげで、完全に粉砕されていない粉砕材料及び／又
は粉砕体が粉砕材料出口に到達して出口の詰まり及び／又はスクリーンユニットの損傷を
もたらすことが回避可能である。
【００２５】
　更に、分級ロータは、支持プレート領域において、リング要素領域よりも小さな直径を
有することができる。
【００２６】
　更に、スクリーンユニットは、フランジの支持プレートに固定することができる。スク
リーンユニットは、特に、摩擦係合的、形状密着的、及び／又は、材料適合的な結合によ
って支持プレートに好適には着脱可能に固定することができる。即ち、スクリーンユニッ
トは、摩耗が生じた場合に容易に交換することができる。スクリーンユニットが支持プレ
ートに固定されることにより、ロータケージのトルクがスクリーンユニットに伝達可能に
なる。即ち、ロータケージ及びスクリーンユニットは、共に回転可能であり、特に同じ速
度で回転可能である。このように、ロータケージは、一種のトルク伝達装置として機能し
得る。
【００２７】
　完全に粉砕された粉砕材料がスクリーンユニットを介して粉砕材料出口に到達できるよ
うに、スクリーンユニットは複数の開口を有することができる。開口は、円形、楕円形、
角度付き、又は不規則な断面を有することができる。開口は、好適には、軸線方向におけ
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る細長孔として形成することができる。スクリーンユニットにおける開口の大きさは、粉
砕体の直径の70％未満に形成されるよう選択するのが好適である。即ち、スクリーンユニ
ットは、粉砕体の直径及び／又は長さ及び／又は高さの開口幅に比べて、最大で0.7倍の
開口を有することができる。これにより、粉砕材料出口への粉砕体の到達が回避可能であ
る。
【００２８】
　更に、スクリーンユニットは、粉砕材料入口側において、粉砕材料出口側又は軸受側の
粉砕チャンバ画定部に比べて、より小さな外径を有することができる。
【００２９】
　更に、粉砕材料入口チャンバは、粉砕材料入口の上流側に配置されている。換言すれば
、粉砕材料入口チャンバは、その下流側に配置された粉砕材料入口に通じることができる
。粉砕材料入口は、例えば、粉砕容器の第１端部領域における開口のように構成すること
ができる。
【００３０】
　更に、粉砕材料出口チャンバは、粉砕材料出口の空間的に下流側に配置されている。換
言すれば、粉砕材料出口は、その下流側に配置された粉砕材料出口チャンバに通じること
ができる。粉砕材料出口は、例えば、粉砕容器の第２端部領域における開口のように構成
することができる。粉砕材料出口チャンバは、収集容器に通じることが可能であるため、
完全に粉砕された粉砕材料は、収集することができるのみならず、更なる処理が実施され
るまで一時的に貯蔵することができる。
【００３１】
　広義には、粉砕材料入口チャンバは、粉砕材料入口の一部と見なし、粉砕材料出口チャ
ンバは、粉砕材料出口の一部と見なすことができる。従って、本明細書において、シャフ
トが粉砕材料入口内及び／又は粉砕材料出口内に少なくとも部分的に突入することが記載
されている場合、シャフトは粉砕材料入口チャンバ内及び／又は粉砕材料出口チャンバ内
にも延在できることを含むか又は排除しないことを意味する。
【００３２】
　粉砕材料出口は、シャフトに対して少なくとも部分的に平行及び／又は垂直に配置する
ことができる。特に粉砕容器の第２端部領域には、シャフトに対して少なくとも部分的に
平行及び／又は垂直に延在する開口を設けることができる。即ち、粉砕材料出口は、シャ
フト中央部の下方及び／又は上方に配置可能であると共に、下方及び／又は側方に延在可
能である。
【００３３】
　更に、粉砕容器内に配置されたシャフトは、粉砕材料入口チャンバ内及び／又は粉砕材
料出口チャンバ内に少なくとも部分的に延在することができる。粉砕材料出口チャンバ内
に延在するシャフトは、少なくとも部分的に第１スクリューコンベア、特に第１螺旋スク
リューとして構成することができる。これにより、粉砕材料は、連続的に又は必要に応じ
て粉砕チャンバ内に搬送することができる。同時に、粉砕材料の固着及び／又は凝集によ
って粉砕材料入口の詰まりを少なくとも大幅に回避することができる。
【００３４】
　更に、スクリーンユニット内及び／又は粉砕材料出口内及び／又は粉砕材料出口チャン
バ内のシャフトは、少なくとも部分的に第２スクリューコンベア、特に第２螺旋スクリュ
ーとして構成することができる。これにより、完全に粉砕された粉砕材料は、第２スクリ
ューコンベアに支援されつつ粉砕材料出口に沿って粉砕材料出口チャンバまで少なくとも
部分的に搬送され、粉砕材料出口の詰まりを回避することができる。
【００３５】
　乾式撹拌ボールミルにおいては、垂直に配置された粉砕チャンバが既知であるが、重力
に起因して粉砕体が粉砕シリンダの下部に圧縮されるため、製品の搬送が妨げられるとい
う問題がある。製品・粉砕体混合物の分離部を外部に備えるミルの構成においては、粉砕
体を製品と共に恒久的に供給及び放出しなければならないという欠点があるため、粉砕回
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路のエネルギー効率が低下する。従って、粉砕容器は水平方向に配置される。水平方向に
配置された粉砕容器と、粉砕材料出口の上流側に固定配置されたスクリーンユニットを備
える既知の撹拌ボールミルにおいては、粉砕体が粉砕材料出口及びスクリーンユニットの
領域にて圧縮し、従ってスクリーンユニットが損傷し、最悪の場合、完全に粉砕された粉
砕材料が通過できなくなるという問題がある。ロータケージと共に回転するスクリーンユ
ニットであれば、粉砕体を恒久的に動かし続けることができるため、完全に粉砕された粉
砕材料がスクリーンユニットに常にアクセス可能であり、圧縮された粉砕体による損傷を
被ることがない。
【００３６】
　更に、シャフトは、粉砕容器内においてカンチレバー形式で取り付けられる構成とする
こともできる。特に、粉砕材料入口は、シャフトの取り付け側の端部に配置可能であり、
粉砕材料出口は、シャフトの軸受側の端部に配置可能である。好適には、取り付け側の端
部は、粉砕容器の第１端部領域に配置可能であり、軸受側の端部は、粉砕容器の第２端部
領域に配置可能である。カンチレバー形式で取り付けられたシャフトは、任意的に、逆に
取り付けることもできる。この場合、取り付け側の端部は、粉砕材料出口に配置され、軸
受側の端部は、粉砕材料入口に配置される。
【００３７】
　更に、粉砕材料入口及び／又は粉砕材料入口チャンバには、第１流体入口開口を割り当
てることができる。この第１流体入口開口を介して、第１流体流、例えば第１空気体積流
量又は不活性ガス又は反応性ガスが粉砕材料入口又は粉砕材料入口チャンバ内、従って粉
砕容器の粉砕チャンバ内に供給可能であり又は供給される。第１流体流は、粉砕材料と混
合して第１粉砕材料・流体流が形成されるよう、粉砕材料入口内又は粉砕材料入口チャン
バ内に供給することができる。このように、第１流体流は、搬送流として機能し、粉砕材
料を粉砕材料入口又は粉砕材料入口チャンバから粉砕チャンバ内に運ぶことができる。ま
た、第１流体流の少なくとも一部も粉砕チャンバに沿って流れ、粉砕チャンバ内で粉砕す
べき粉砕材料及び／又は完全に粉砕された粉砕材料を粉砕材料出口まで運ぶことも想定可
能である。このように、完全に粉砕された粉砕材料と共に、第１流体流の一部も粉砕材料
出口を介して粉砕チャンバから導出することができる。
【００３８】
　更に、粉砕材料出口及び／又は粉砕材料出口チャンバには、第２流体入口開口を割り当
てることができる。この第２流体入口開口を介して、第２流体流、例えば第２空気体積流
量又は不活性ガス又は反応性ガスが粉砕材料出口又は粉砕材料出口チャンバ内に供給可能
である。第２流体流は、完全に粉砕された粉砕材料と混合して第２粉砕材料・流体流が形
成されるよう、粉砕材料出口内又は粉砕材料出口チャンバ内に供給することができる。第
２流体流は、完全に粉砕された粉砕材料を粉砕材料出口に沿って搬送するよう機能するこ
とができる。
【００３９】
　更に及び／又は付加的に、管状要素は、第２流体流が通過可能なチャネル及び／又は孔
を有することができる。
【００４０】
　代替的かつ例示的な実施形態によれば、管状要素のチャネル及び／又は孔は、第３流体
流、例えば第３空気体積流量又は不活性ガスが通る第３流体入口開口として構成すること
ができる。第３流体流は、特に、粉砕材料出口を介して粉砕チャンバから導出することが
できる。
【００４１】
　第２流体流及び／又は第３流体流は、好適には、固定ベースとロータフィンガとの間に
形成された距離又はギャップに流すことができるため、完全に粉砕された粉砕材料がギャ
ップに全く又はほぼ侵入することはない。第２流体流及び／又は第３流体流は更に、スク
リーンユニットを洗浄したり吹き飛ばしたりできる洗浄流体として作用することも可能で
ある。
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【００４２】
　第１流体流、第２流体流、及び／又は、第３流体流は、それぞれ、別箇又は外部の流体
源、例えば別箇又は外部の空気源、又は共通かつ外部の流体源、例えば共通かつ外部の空
気源で生成することができる。
【００４３】
　更に、第１流体入口開口及び／又は第２流体入口開口及び／又は第３流体入口開口には
、少なくとも１つの制御要素が割り当てられ、これにより第１流体流及び／又は第２流体
流及び／又は第３流体流を制御することができる。第１及び／又は第２及び／又は第３流
体入口開口の断面は、例えば制御要素によって変更可能であり、これにより第１及び／又
は第２及び／又は第３流体入口開口が調整される。少なくとも１つの制御要素は、特に、
粉砕チャンバ内の負圧が維持されるよう調整することができる。
【００４４】
　更に、粉砕材料入口に沿って流れる第１流体流は、流体流全体の50％よりも大きくする
ことができる。流体流全体は、特に、第１、第２、及び／又は、第３流体流で構成するこ
とができる。
【００４５】
　固定ベース、並びに固定ベースとロータフィンガとの間を流れる第２及び／又は第３流
体流は、好適には、流体流全体の25％よりも小さく形成することができる。
【００４６】
　本発明は、上述した撹拌ボールミルの作動方法にも関する。撹拌ボールミルは、粉砕材
料入口を含む第１端部領域及び粉砕材料出口を含む第２端部領域を有する粉砕容器を備え
る。撹拌ボールミルは更に、駆動ユニットにより粉砕容器内又は粉砕チャンバ内で回転可
能であり、少なくとも部分的に撹拌シャフトとして構成され、撹拌要素が設けられたシャ
フトを備える。
【００４７】
　完全に粉砕された粉砕材料を粉砕体から分離するため、好適には、粉砕材料出口に対し
て軸線方向に配置された分離装置が設けられている。分離装置は、粉砕材料出口から軸線
方向に離間するよう配置された撹拌シャフト上に配置されると共に、回転可能なロータケ
ージを有する分級ロータを含む。ロータケージ内には、分級ロータに固定されたスクリー
ンユニットが配置されている。分級ロータを制御する場合、ロータケージが回転する。ス
クリーンユニットは、分級ロータ、特にロータケージに固定されるため、ロータケージの
トルクがスクリーンユニットに伝達され、従ってロータケージ及びスクリーンユニットが
同じ速度で共に回転する。ロータケージの回転により、粉砕容器内又は粉砕チャンバ内に
ある粉砕体は、粉砕容器の内壁に向けて半径方向に遠心されるのに対して、完全に粉砕さ
れた粉砕材料は、スクリーンユニットを介して粉砕材料出口に到達することができる。こ
の分離・搬送機能は、特に、粉砕すべき製品よりも粉砕体の比重がより大きい場合に支援
される。なぜならこの場合、密度差に起因し、完全に粉砕された粉砕材料がスクリーンを
通過して粉砕材料出口内に移動するからである。
【００４８】
　固定配置又は固定されたスクリーンユニットの場合、スクリーンユニットと粉砕容器の
内壁との間の粉砕体は互いに圧縮すると共に固着する可能性があるため、結果的にスクリ
ーンユニットが損傷し、スクリーンユニットを介した粉砕容器からの粉砕材料の放出が妨
げられるか又は詰まりを生じる恐れがあるのに対して、スクリーンユニットが撹拌シャフ
ト上に配置される場合、そのような粉砕体の圧縮が回避されるため、撹拌ボールミルが粉
砕体材料放出領域における詰まりの影響を受け難くなる。撹拌ボールミルのメンテナンス
コスト及び／又は撹拌ボールミルの洗浄に伴う製造ロスが大幅に低減する。
【００４９】
　本発明に係る装置に関連して記載した全ての態様及び実施形態は、本発明に係る方法の
部分態様にも同様に当てはまる場合があることに留意されたい。従って、明細書又は特許
請求の範囲において、本発明に係る装置に関する特定の態様及び／又は関連及び／又は効
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果について言及される場合、その特定の態様及び／又は関連及び／又は効果は本発明に係
る方法にも同様に当てはまる。逆もまた然りであり、本発明に係る方法に関連して記載し
た全ての態様及び実施形態は、本発明に係る装置の部分態様にも同様に当てはまる場合が
あることに留意されたい。従って、明細書又は特許請求の範囲において、本発明に係る方
法に関する特定の態様及び／又は関連及び／又は効果について言及される場合、その特定
の態様及び／又は関連及び／又は効果は本発明に係る装置にも同様に当てはまる。
【００５０】
　以下、添付図面に基づいて本発明の例示的な実施形態及びその利点を詳述する。図面に
おける個々の要素間の寸法比は、実際の寸法比を必ずしも表すものではない。これは、明
瞭性を高める見地から幾つかの形状が簡略表示されており、他の幾つかの形状は拡大表示
されているからである。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】本発明に係る撹拌ボールミルの一実施形態を示す概略縦断面図である。
【図２】図１における撹拌ボールミルの粉砕材料入口を示す概略詳細図である。
【図３】図１における撹拌ボールミルにおいて、分離装置が上流側に配置された粉砕材料
出口を示す概略詳細図である。
【発明を実施するための形態】
【００５２】
　図中、同一要素又は同一作用を有する要素については、同一参照符号で表すものとする
。更に、明瞭性を高める見地から、個々の図面における参照符号は、個々の図面の記載に
とって必要なものに限定してある。図面における各実施形態は、本発明に係る方法及び装
置を例示するものに過ぎず、限定的なものではない。
【００５３】
　図１は、本発明に係る撹拌ボールミル10の一実施形態の概略縦断面図を示す。撹拌ボー
ルミル10は、円筒状に形成されると共に、水平方向に支持された粉砕容器12を備える。粉
砕容器12内又は粉砕チャンバ18内においては、適切な真空ポンプ（図示せず）などで調整
された負圧が生じている。
【００５４】
　粉砕容器12は、粉砕容器12内の開口によって形成された粉砕材料入口14及び粉砕材料出
口16を有する。粉砕材料入口14は、粉砕容器12の第１端部領域（図１の左側）に設けられ
、粉砕材料出口16は、第１端部領域の反対側の第２端部領域（図１の右側）に設けられて
いる。粉砕材料入口チャンバ68は、粉砕材料入口14の空間的に上流側に配置されている（
図２参照）。更に、粉砕材料出口チャンバ70は、粉砕材料出口16の空間的に下流側に配置
されている（図３参照）。広義には、粉砕材料入口チャンバ68は、粉砕材料入口14の領域
であり、粉砕材料出口チャンバ70は、粉砕材料出口16の領域である。
【００５５】
　粉砕容器12は、好適には、70％～90％が粉砕体で充填されており、これら粉砕体は、好
適には、球状に形成されているが、例えば円筒状に形成されてもよい。粉砕体は、粉砕材
料入口14を介して供給される粉砕材料の粉砕にとって不可欠であり、粉砕手段として機能
する。粉砕体は、好適には、12 mm未満の大きさに形成される。
【００５６】
　撹拌ボールミル10は、粉砕容器12内に配置された駆動ユニット（図示せず）で回転可能
なシャフト20を備える。回転可能なシャフト20の駆動ユニットは、好適には、粉砕材料出
口16又は粉砕材料容器12の第２端部領域に配置されている。
【００５７】
　シャフト20は、カンチレバー形式で取り付けられており、シャフト20の軸受側の端部は
、粉砕材料出口16領域又は粉砕材料出口チャンバ70領域に配置され、シャフト20の取り付
け側の端部は、粉砕材料入口14領域又は粉砕材料入口チャンバ68領域に配置されている。
即ち、シャフト20は、粉砕材料入口チャンバ68又は粉砕材料入口から粉砕材料出口チャン
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バ70又は粉砕材料出口16まで、粉砕容器12の少なくとも長手方向に沿って延在している。
【００５８】
　回転可能なシャフト20は、少なくとも一部が撹拌シャフト22として構成され、撹拌要素
24が設けられている。各撹拌要素24は、撹拌シャフト22の外郭面から半径方向に延在して
おり、撹拌シャフト22の外郭面に回転不可能、特に機械的に固定されている。撹拌要素24
は、特に、撹拌シャフト22の外郭面上に互いに等間隔で配置されている。
【００５９】
　本発明によれば、撹拌要素24は、ピン25として形成されている。ただし、撹拌要素24は
、粉砕ディスクなどとして形成することも想定可能である。各撹拌要素24は、粉砕チャン
バ18内における粉砕体を動かし、従って粉砕材料入口14を介して供給された粉砕材料を粉
砕するエネルギーを粉砕体に付与するのに機能する。粉砕体は、特に、２個のピン間のス
ペースとして規定されるいわゆる粉砕ゾーンにおいて動かされる。粉砕材料入口14を介し
て供給された粉砕材料は、これら粉砕ゾーンを通過し、粉砕材料入口14から粉砕材料出口
16までの途上で粉砕される。粉砕すべき粉砕材料の供給及び完全に粉砕された粉砕材料の
放出により、粉砕材料入口14から粉砕材料出口16方向への粉砕材料の流れが調整される。
【００６０】
　各撹拌要素24は、粉砕容器12の内壁28から離間するよう配置された自由端26を有する。
撹拌要素24の自由端26と粉砕容器12の内壁28との間の第１距離A1は、粉砕体の平均直径の
少なくとも2.5倍に相当する。撹拌要素24の自由端と粉砕容器12の内壁28との間の第１距
離A1が必要なのは、粉砕体が圧縮及び／又は固着することなくこの領域を通過可能とする
ためである。撹拌要素の自由端と粉砕容器12の内壁との間の距離が小さ過ぎる場合、粉砕
体の圧縮及び／又は固着が生じる。
【００６１】
　完全に粉砕された粉砕材料が粉砕チャンバ18から導出される際に、完全に粉砕された粉
砕材料を粉砕体から分離するために又は粉砕体が粉砕チャンバ18内に残留するのを保証す
るために分離装置30が設けられており、その分離装置30は、好適には、軸線方向において
粉砕材料出口16の上流側に配置されている。分離装置30は、粉砕材料出口16から軸線方向
に離間するよう撹拌シャフト22上に配置されると共に、回転可能なロータケージ34を有す
る分級ロータ32を含む。ロータケージ34は、撹拌シャフト22上に取り付けられたフランジ
36を有し、そのフランジ36には支持プレート38が設けられている（図３参照）。図１に明
示されているように又は図１のフランジ36から明らかなように、分級ロータ32の直径は、
粉砕材料出口方向に向けて増加している。分級ロータ32の最小直径は、フランジ36の支持
プレート38によって形成されている。支持プレート38の外周には、少なくとも２本のロー
タフィンガ40が機械的に結合されている。
【００６２】
　各ロータフィンガ40は、長手方向に同じ寸法又は同じ長さを有しており、好適には、そ
の半径方向広がりは、各ロータフィンガ40の長さに亘って変化している。即ち各ロータフ
ィンガ40の直径は、その長手方向に沿って増加している。この場合、ロータフィンガ40の
第１直径D1は、ロータフィンガ40の第２直径D2に比べて小さいことが想定可能である。ロ
ータフィンガ40は、特に、支持プレート38から粉砕材料出口16に向けて延在している。ロ
ータフィンガ40の自由端には、少なくとも１個のリング要素44がディスク46として構成さ
れて設けられている。ディスク46は、同心配置された孔を有し、その孔の内径は、シャフ
ト20又は撹拌シャフト22の外径よりも大きい。ディスク46の外径は、好適には、少なくと
も２本のロータフィンガ40間の直径又は距離に対応している。分級ロータ32の最大直径は
、ディスク46によって形成されている。
【００６３】
　分離装置30は更に、ロータケージ34内に配置されると共に、分級ロータ32に固定された
スクリーンユニット42を含む。スクリーンユニット42を介して、完全に粉砕された粉砕材
料が粉砕チャンバ18から導出可能であると共に、粉砕体が粉砕チャンバ18内に残留する。
スクリーンユニット42が分級ロータ32に固定されているため、スクリーンユニットを固定
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された状態で有するロータケージ34は、撹拌シャフト22と同じ速度で回転する。ロータケ
ージ34の回転運動により、流れ及び力が発生し、従って粉砕体が粉砕容器12の内壁28に向
けて半径方向に動かされるか又は遠心される。これにより、粉砕材料出口16周りの領域か
ら粉砕体を遠ざけておくことができる。
【００６４】
　スクリーンユニット42は、複数の開口（図示せず）を有する。これら開口は、好適には
、軸線方向における細長孔として形成されている。各細長孔は、粉砕体よりも小さな断面
を有するため、完全に粉砕された材料だけがスクリーンユニット42の開口を通過可能であ
るのに対して、粉砕体は、粉砕チャンバ18内に残留する。開口は、特に、粉砕体の直径の
70％よりも小さくなるよう形成された断面を有する。
【００６５】
　スクリーンユニット42は円錐状に形成されると共に、その外径は粉砕材料出口16方向に
増加するようロータケージ34内に配置されており、スクリーンユニット42の最大外径は、
粉砕材料容器の内径の95％未満に形成されている。スクリーンユニット42が球状に形成さ
れていることにより、完全に粉砕された粉砕材料に関して大きな表面、特に大きな通過表
面が得られる。言うまでもなく、表面を増大させるために、スクリーンユニット42は、例
えば、星形に折り畳まれたスクリーンプレートで構成され、そのスクリーンプレートの外
側スリーブ表面を円錐状に形成してもよい。
【００６６】
　支持プレート38側におけるスクリーンユニット42の端面は、好適には、支持プレート38
に機械的に固定された２つのウェブ48，48’を有する。これにより、スクリーンユニット
42が支持プレート38に固定されている。２つのウェブ48，48’を介した支持プレート38へ
のスクリーンユニット42の固定は、トルク伝達装置と同様に機能し得る。即ち、ロータケ
ージ34のトルクは、ロータケージ34が回転するとスクリーンユニット42に自動的に伝達さ
れる。従って、スクリーンユニット42は、ロータケージ34と同じ速度で自動的に回転する
。
【００６７】
　ロータケージ34には更に、粉砕容器12における第２端部領域の内側に配置された固定ベ
ース50が割り当てられている。固定ベース50は、粉砕容器12における第２端部領域から少
なくとも一部が粉砕チャンバ18内に垂直に突入する円形要素又は管状要素52として構成さ
れている。円形要素又は管状要素52は、シャフト20がガイドされる孔を有する。円形要素
又は管状要素52における粉砕チャンバ側の自由端又は端面とディスク46との間には、軸線
方向における第２距離A2又はギャップが形成され、その第２距離A2又はギャップは、粉砕
体の直径の0.3倍よりも小さいのが好適である。即ち、第２距離A2又はギャップは、粉砕
体及び／又は完全に粉砕されていない粉砕材料が粉砕材料出口16に不都合に到達するのを
回避するよう形成されている。
【００６８】
　図２は、図１における撹拌ボールミル10の粉砕材料入口14の概略詳細図を示す。粉砕す
べき粉砕材料は、ファンネル状に形成されると共に、粉砕材料入口チャンバ68を介して粉
砕材料入口14に接続された貯蔵容器72に貯蔵されている。貯蔵容器72に貯蔵された粉砕材
料を、粉砕材料入口チャンバ68を介して粉砕チャンバ18に位置する粉砕材料入口14に供給
するために、貯蔵容器72の最下部にはゲート74が設けられている。粉砕材料は、特に、重
力によって粉砕材料入口14に供給される。
【００６９】
　粉砕材料の供給を制御および支援するため、粉砕材料入口14、特に粉砕材料入口チャン
バ68には、第１流体入口開口54が割り当てられ、その第１流体入口開口54を介して、第１
流体流56（矢印で図示）が例えば第１空気体積流量として粉砕材料入口14、従って粉砕チ
ャンバ18に供給される。代替的に、不活性ガス又は反応性ガスを使用することも想定可能
である。第１流体流56は、粉砕材料と混合可能であるため、第１粉砕材料・流体流、特に
第１粉砕材料・空気体積流量が形成される。第１流体流56は、粉砕容器12又は粉砕チャン
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バ18内の負圧に影響を及ぼさないよう計量されるが、粉砕材料を粉砕容器12内に搬送する
のに十分なように計量される。第１流体流56は、空気源などの外部流体源（図示せず）に
よって生成される。
【００７０】
　第１流体入口開口54は、任意的に、第１流体流56を計量又は調整するために、少なくと
も１つの制御要素（図示せず）を有することができる。第１流体入口開口54の断面は、例
えば、少なくとも１つの制御要素によって変更することができる。
【００７１】
　粉砕チャンバ18内への粉砕材料の搬送を支援し、粉砕材料入口14の詰まりを回避するた
め、特に、粉砕材料入口チャンバ68に突入する粉砕材料入口14のシャフト20は、少なくと
も一部が第１スクリューコンベア58、特に第１螺旋スクリュー66として構成されている。
【００７２】
　図３は、図１における撹拌ボールミルにおいて、分離装置30が上流側に配置された粉砕
材料出口16の概略詳細図を示す。図３に明示されているように、スクリーンユニット42の
内部及び粉砕材料出口16に突入するシャフト20は、少なくとも一部が第２スクリューコン
ベア64、特に第２螺旋スクリュー67として構成されている。これにより、スクリーンユニ
ット42を通過すると共に、完全に粉砕された粉砕材料は、スクリーンユニット42から粉砕
材料出口16に沿って運ばれるか又は粉砕材料出口16から搬送される。
【００７３】
　粉砕材料出口16は、特に第２スクリューコンベア64に向けて、シャフト20の上方及び／
又は下方に対して少なくとも部分的に平行に延在し、粉砕材料出口16の空間的に下流側に
配置された粉砕材料出口チャンバ70に通じている。この場合、粉砕材料出口チャンバ70は
、完全に粉砕された粉砕材料用の収集容器に連通している。
【００７４】
　粉砕材料出口16、特に粉砕材料出口チャンバ70には、第２流体入口開口60が割り当てら
れ、その第２流体入口開口60を介して、第２流体流62（矢印で図示）が例えば第２空気体
積流量として粉砕材料出口16、従って粉砕材料出口チャンバ70にも供給される。代替的に
、不活性ガス又は反応性ガスを使用することも想定可能である。第２流体流62は、一方で
は、完全に粉砕された粉砕材料と混合する搬送媒体として機能するため、第２粉砕材料・
流体流、特に第２粉砕材料・空気体積流量が形成される。従って、第２流体流62により、
完全に粉砕された粉砕材料の搬送が粉砕材料出口16及び粉砕材料出口チャンバ70に沿って
支援される。同時に、粉砕材料出口16が粉砕材料で詰まることも回避される。
【００７５】
　図１に関連して上述したように、粉砕チャンバ側における円形要素又は管状要素52の自
由端又は端面とディスク46との間には、軸線方向における第２距離A2又はギャップが形成
され、その第２距離A2又はギャップは、粉砕体の直径の0.3倍よりも小さいのが好適であ
る。このギャップは、好適には、管状要素52のチャネル及び／又は孔（図示せず）を通過
する第２流体流及び／又は任意的に第３空気体積流量などの第３流体流（図示せず）によ
り洗浄されるため、完全に粉砕された製品がギャップに全く又はほぼ侵入することはない
。
【００７６】
　第２流体流62及び／又は第３流体流は更に、スクリーンユニット42を洗浄可能な洗浄流
体、特に洗浄空気としても作用する。特に、スクリーンユニット42の開口（図示せず）も
、洗浄流体によって洗浄したり吹き飛ばしたりすることができる。
【００７７】
　第２流体流62は、空気源などの更なる外部流体源（図示せず）によって生成される。外
部流体源は、任意的に、第１流体流56を生成するのと同じ流体源であってもよい。
【００７８】
　第３流体流は、空気源などの流体源（図示せず）によって提供することができる。第３
流体源は、別箇の流体源又は更なる外部流体源、特に空気源とすることができる。この流
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体源は、任意的に、第１及び／又は第２流体流56，62を生成するのと同じ流体源であって
もよい。
【００７９】
　第２流体入口開口60は、任意的に、第２流体流62を計量又は調整するために、更なる制
御要素（図示せず）を有することができる。第２流体入口開口60の断面は、例えば、制御
要素によって変更することができる。ただし留意すべきは、供給される第２流体流62は、
粉砕容器12内の負圧に影響を及ぼさないよう選択されるが、完全に粉砕された粉砕材料を
搬送するのに十分なように選択される。
【００８０】
　上述した実施形態、例、代案、並びに特許請求の範囲又は以下の記載及び図面は、異な
る視点又は個々の特徴を含め、互いに独立して又は任意の組み合わせで適用することがで
きる。実施形態に関連して記載した各特徴は、互いに相容れない場合を除いて、全ての実
施形態に適用することができる。
【００８１】
　図面との関連で「概略的」という用語が使用されていたとしても、図面及びその説明が
本発明の開示において二次的な重要さしか有さないことを意味するわけではない。当業者
であれば、必ずしも寸法比を反映していない撹拌ボールミル及び／又は撹拌ボールミルの
一部又は図示された他の要素に対する理解が損なわれることなく、本発明の理解を容易に
する概略的及び抽象的な図面から十分な情報を得ることができる。従って、当業者は、図
面を参照すれば、具体的に記載された本発明に係る方法の実施形態及び具体的に記載され
た本発明に係る装置の実施形態との関連で、特許請求の範囲及び明細書本文に一般的及び
／又は抽象的に記載された本発明の思想をより容易に理解することが可能である。
【００８２】
　以上、本発明を好適な実施形態を参照しつつ説明した。ただし、当業者であれば、添付
の特許請求の保護範囲を逸脱することなく、本発明に対して修正又は変更を加えられるこ
とは自明のことであろう。
【符号の説明】
【００８３】
10     撹拌ボールミル
12     粉砕容器
14     粉砕材料入口
16     粉砕材料出口
18     粉砕チャンバ
20     シャフト
22     撹拌シャフト
24     撹拌要素
25     ピン
26     自由端
28     粉砕容器の内壁
30     分離装置
32     分級ロータ
34     ロータケージ
36     フランジ
38     支持プレート
40     ロータフィンガ
42     スクリーンユニット
44     リング要素
46     ディスク
48     ウェブ
48’   ウェブ
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50     固定ベース
52     円形要素又は管状要素
54     第１流体入口開口
56     第１流体流
58     第１スクリューコンベア
60     第２流体入口開口
62     第２流体流
64     第２スクリューコンベヤ
66     第１螺旋スクリュー
67     第２螺旋スクリュー
68     粉砕材料入口チャンバ
70     粉砕材料出口チャンバ
72     貯蔵容器
74     ゲート
 
A1     第１距離
A2     第２距離
D1     第１直径
D2     第２直径

【図１】 【図２】
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