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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　微粒子又は乾燥粉体を得るために、赤外線を用いた乾燥粉体又は湿状ケーキ状材料の造
粒及び／又は乾燥方法において、
　気密性を有する単一の装置で実施され、
　構成材料を連続して容器１０に供給する工程と、
　それぞれ取り付けられたブレード１２を有する少なくとも２つの混合用要素１５，１６
からなり、逆向きに撹拌可能であり、ブレード（１２）の長さ、幅、厚さ及び傾斜（回転
軸に対する角度）を変えることができ、一の撹拌軸のブレードは隣接する撹拌軸のブレー
ドと交差するので、ブレード（１２）の長さ及び寸法により自己クリーニングが可能であ
り、内面及び／又はデッドゾーンに生成物が堆積することを抑制し、プラグフロー反応器
モデル又は完全攪拌槽型反応器モデルのいずれにも使用でき、均一混合ができ、引き出し
可能であるように設計された攪拌軸１１を用いて攪拌する撹拌工程と、
　ピントガラス（１３）内に配置された赤外線源（１４）により、前記構成材料の集合体
の下側に位置する構成材料が撹拌されて連続して供給される該集合体の上面に、ピントガ
ラス（１３）の下側に配置された薄い簡易金属反射シート（８）を利用することにより、
容器（１０）の壁に届く投射を最小限に抑え、投射される領域は、空気にさらされる生成
物の上面全体に及ばないため、赤外線源（１４）によってもたらされる附随的な投射は、
実際には容器の内周部を囲む帯状の領域では無視でき、容器（１０）及びピントガラス（
１３）の外部は、断熱材で覆われており、エネルギー損を最小限に抑えた状態で、赤外線
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を投射する赤外線投射工程と、
　赤外線源によって揮発性蒸気を抽出し、溶剤回収が必要な場合、発生した蒸気が冷却部
により凝縮されて回収される工程と、
　最終生成物が、容器（１０）の生成物の供給点に対し容器の反対側の高さ調節可能な排
出点を有するオーバーフロー排出システムによって連続して造粒生成物を排出する工程と
を備え、
　前記造粒は、赤外線の照射により引き起こされる初期の構成物の一部の融解により生じ
ることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記攪拌工程と前記赤外線投射工程との間に、粉砕を経て液体の粘着材料を添加する工
程を有し、
　前記造粒は、粘着剤として機能し、初期の材料の１以上の成分を溶解させ、又は粘着剤
自身として機能する成分を含む液体材料の添加により生じることを特徴とする請求項１に
記載の方法。
【請求項３】
　請求項１に記載の造粒及び／又は乾燥方法を実施するための、赤外線を用いた粉末材料
の造粒及び／又は乾燥装置であって、
　絶縁体によって外部から覆われ、内面は、アルミニウム、ニッケル、銀、亜鉛等の金属
を採用することにより赤外線投射時に十分反射して、鏡面仕上げされており、生成物（１
８）が供給される容器（１０）と、
　温度を測定する生成物に覆われるように容器（１０）内に配置された、温度制御のセン
サ（２２、２３、２４）と、
　ブレード（１２）を有し、互いに逆向きに攪拌して引き出し可能である少なくとも２本
の混合用要素１５，１６からなり、容器（１０）内に水平に配置され、表面にさらされる
生成物が確実に迅速に更新され、ブレード（１２）は長さ、幅、厚さ及び傾斜（回転軸に
対する角度）を変えることができ、ブレード（１２）の傾きが、前記容器（１０）内の生
成物の前進の流れ、並びに横方向及び軸方向と組成及び粒径とにおける生成物の均質度を
制御することができ、隣接して交差するブレード間の許容差（隙間）は、ブレード（１２
）を変更及び／又は修正することにより調整され、外面に起こり得る生成物の堆積は、隣
接する軸のブレードの端部によって連続的に取り除かれる軸（１１）と、
　前記装置の上部に水平に位置付けられ、絶縁体及び薄い簡易金属反射シート（８）で外
部から覆われたピントガラス（１３）と、
　ピントガラス（１３）の内部に備えられ、電気エネルギー又は液体若しくはガス燃料の
直接燃焼により２００度と３０００度との間の表面温度に加熱される、セラミック又は金
属の表面を有する赤外線源（１４）と、
　弾性密閉材でＩＲ源及び容器の周囲を覆うカバー（２８）と
　揮発性蒸気のための排出口（２９）が、カバー（２８）に設けられ、蒸気が凝縮され、
元の液体の含有量を回復する冷却部と
　を備える請求項５乃至７のいずれかに記載の赤外線を用いた粉末材料の造粒及び／又は
乾燥装置。
【請求項４】
　２つの混合用要素（１５、１６）の回転速度は、独立して制御可能であり、前記軸（１
５）の回転速度は前記軸（１６）の回転速度より遅く、下方の攪拌要素（１６）は、ある
特定の寸法を上回る塊を粉々にすることを特徴とする請求項３に記載の赤外線を用いた粉
末材料の造粒及び／又は乾燥装置。
【請求項５】
　容器（１０）及びピントガラス（１３）の外部は、エネルギー損を減じる断熱材で覆わ
れていることを特徴とする請求項３又は４に記載の赤外線を用いた粉末材料の造粒及び／
又は乾燥装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は特に、後で更に詳細に説明される処理による赤外線の投射による粉末材料の造
粒及び／又は乾燥用に特に設計された装置に関する。同様の結果を得るための他の処理、
例えば、最先端とみなされる湿式及び乾式成形、ペレタイジング、噴射乾燥、湿式押出し
及び湿式造粒等が、業界には存在する。ペレタイジングは、強制的に粉体を開口部に通過
させる処理に基づき、このようにして筒状の対称的な微粒子が得られる。この処理は、湿
式形式又は乾式形式のいずれかで実行されて、少なくとも数ミリメートルの直径を有する
筒状の微粒子に限定される。乾式形式は、各生成物に異なるマトリックスを必要とする場
合、汎用性に欠く。
【背景技術】
【０００２】
　噴射乾燥は、固体が液体に分散及び／又は溶解され、その後粉砕され、乾燥した空気の
流れにさらされて水分を除去する処理である。得られた微粒子は、２０乃至３００ミクロ
ンの特に小さい粒径を有し、このタイプの処理ではエネルギーのコストが高い。
【０００３】
　押出しは、（溶融物又は固体／液体混合物のいずれかである）糊状の粘度を有する材料
を回転ねじを用いて開口部に通過させる処理を含む方法である。その後、薄片に切り分け
られ、冷却及び／又は乾燥されて微粒子が得られる。
【０００４】
　湿式造粒は、他の公知の方法であり、流れる液体と共に粉末固体を粉砕する処理を含み
、後で乾燥して微粒子を得る。
【０００５】
　他の従来の文献として、独国特許発明第３４４６４２４号明細書及び米国特許第５５６
０１２２号明細書がある。
【特許文献１】独国特許発明第３４４６４２４号明細書
【特許文献２】米国特許第５５６０１２２号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　独国特許発明第３４４６４２４号明細書は、乾燥した固体材料への赤外線投射を記載し
ており、赤外線エミッタは冷却された壁を有する回転ドラム内に設けられ、バッチ処理に
よる固体の乾燥が可能である。この発明には問題があるが、新たな技術を用いて解決され
る。以下に説明される新たな技術は、以下の比較優位を示す。
　－　バッチ処理だけではなく、バッチ及び連続の両方の乾燥処理に適用可能である。
　－　容器の壁は、赤外線が生成物に選択的に投射されるため加熱されない。以前のシス
テムでは、壁と壁に粘着する生成物とが、大部分の乾燥すべき生成物より高い温度に達す
る。壁が赤外線の投射に直接さらされるためであり、通常過度な温度が原因で起こるよう
に、生成物の質を劣化させる。
　－　本発明は、以前の特許が備えていない、通常形成される塊を粉々にするシステムを
備えている。
　－　本発明は、乾燥器内で生成物が表面堆積して、長期にわたる過度の熱照射により生
成物の劣化の原因となることを避ける。
　－　発生した粉じんが赤外線投射源を覆い、生成物の劣化の原因となる前述した特許と
異なり、乾燥ベッドの動的移動により、粉じん雲の生成を最小限に抑える。
【０００７】
　米国特許第５５６０１２２号明細書は、４種類の異なる方法により、製薬製品の混合、
湿式造粒及び後乾燥に用いられるバッチ処理装置を開示している。乾燥方法は、密着、外
部窓を介した赤外線投射、高温の空気の注入及び真空を含む。この第２の発明にも、問題
があるが、新たな技術によって解決される。新たな技術の比較優位は以下の通りである。
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　－　バッチ処理だけではなく、バッチ及び連続の両方の乾燥処理に適用可能である。
　－　密着、外部窓を介した赤外線投射、高温の空気の注入及び真空という４つの源の代
わりに、単一のエネルギー源（赤外線投射）のみが使われる。
　－　ガラス窓により表面への照射が限定される前述した特許と異なり、赤外線が直接伝
導されるため、その効率がより高くなり、更に広い表面領域に到達する。この窓は、投射
強度の損失を引き起こすだけでなく、ガラスにより吸収された投射及び窓の内側に粘着す
る過熱された生成物のために、窓を冷却する必要である。この接着した生成物が劣化する
可能性があり、はがれた場合凝集材料を汚染することがある。
【０００８】
　湿式及び乾式成形といった現在の技術と比較すると、この新たな方法は、圧縮された生
成物シートの造粒（粒径縮小）及び乾燥等の後処理を必要としない効果がある。新たな技
術によって得られた粒子は、十分に小さく、ほぼ球形であり、粉じんの含有量が少なく、
より摩擦耐性があるため、材料が更に自由に流れる。
【０００９】
　更に、大量の水を蒸発させる必要がなく、必要とされる機器の体積が非常に小さいため
、エネルギー蓄積等その他の効果が考えられる。生成物が溶融される押出しに関して、新
たな技術は、生成物を開口部に通過させ、薄片に切り分けるといった重要な工程を省くこ
とができ、粒径はより小さく、粒子は球形であるという重要な効果がある。これらの改良
は、基本的には最終生成物の保管及び輸送等最終的な用途にある。
【００１０】
　新たな方法のエネルギー効率は、押出しねじのせん断応力によって著しく影響されない
。このように、非常に小さいせん断応力で操作するため、生成物の劣化はとても小さい。
かさ密度が低い生成物の処理は容易であるため、生産量が減少しない。例えば押出しで発
生するように、ガスが容器内で最終的に捕捉されない場合、揮発性成分の存在は問題では
ない。このようにしてガス抜きは必要ではない。更に、粒状になる生成物が達する温度は
より低い。これにより、エネルギー効率が増加するだけでなく、熱的に不安定な生成物へ
のダメージが少なくなる。新たな技術では、更に処理が制御され、エネルギーのコストが
更に少なくなる。
【００１１】
　他方では、記載されている技術は、融解した成分がある場合それらは粘着剤として機能
するので、粉砕及び乾燥の後工程が不必要になり、湿式造粒処理に比べて著しい効果があ
る。ここにも記載している液体粉砕方法の場合、システムは、湿式造粒と乾燥との両方を
同一の機器に組み合わせる効果がある。
【００１２】
　新たな発明が導入される技術領域には、例えば、化学、製薬、農芸化学、食品、鉄／鋼
鉄、プラスチック、セラミック、ゴム、肥料、洗浄剤、粉体塗装、顔料及び廃棄物処理産
業等がある。
【００１３】
　本発明の目的は、材料の処理及び生成物の流れを改良し、塊形成の危険を防ぎ、投与を
容易にし、粉じん雲の破裂の危険を減らし、直接圧縮のための生成物を調整し、使用者へ
の照射及び他の関連する生成物の危険を減少させることである。
【００１４】
　新たな方法では、複数の機能が統合された単一の装置で実行されるが、今までこれらの
機能には夫々異なる装置が必要であった。これは、３種類の適用分野により説明でき、　
一例として夫々を下記に示す。
　－　第１分野では、溶剤回収のための乾燥が必要である生成物に使われている。新たな
技術では、前述した装置を用いて、乾燥した粉末又は粒状生成物の製造が可能である。と
ころが、従来では、溶剤回収のための乾燥器、粉末乾燥生成物のための冷却器、粉末生成
物のため中間サイロ、及び細かい粒子を回収するためのふるいの様々な装置が連続して配
置される必要がある。
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　－　第２分野では、全体又は一部の生成物が溶融した、粉末状の複数の成分からなる粒
状生成物が得られる。通常、混合及び溶融機（押出機）、その後に配置される水冷式ヒー
トカッタ、その後に続く水を除去する空気乾燥器、最後に微粒子を粗い粒子から分離する
ふるいが必要であると考えられるが、新たな技術では、単一の機器で様々な粉末成分から
なる粒状材料の製造が可能である。
　－　第３分野では、フィルタプレスケーキからタブレットに直接圧縮される粒状生成物
が得られる。新たな技術では、単一の装置を用いて粒状生成物の製造が可能であり、“直
接圧縮（Ｄｉｒｅｃｔ　Ｃｏｍｐｒｅｓｓｉｏｎ）”（ＤＣ）品質として製薬産業で公知
である。通常、溶媒回収のための乾燥器、粉末生成物のための冷却器、粉末生成物のため
の中間サイロ、圧縮器、グラニュレータ（粒径減少）及びふるい分けセット等複数の装置
が連続して配置される必要がある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明の方法は、凝集材料の粒子を製造するために、移動する粉末状材料への赤外線の
投射に基づいている。材料の組成に応じて、投射による吸収によってさまざまな効果があ
る。例えば、混合物が低融点を有する化合物を含む場合、部分的な溶融が生じ、混合物が
揮発性化合物を含む場合、材料は乾燥される。一般的には両方の現象が生じる。各効果は
、制御された粒径を有する凝集粒子を生成するために用いられる。
【００１６】
　処理される材料は、フィルタプレスケーキのように湿気がある場合もあれば、揮発性物
質の含有量が小さい又は不揮発性の乾燥した材料の場合もある。材料は単一の化合物又は
複数の化合物から構成される。複数の化合物である場合、均質な混合処理が同時に行われ
る。
【００１７】
　溶媒が液体である場合、まず装置を適切に密閉して、溶媒は凝縮によって発生した蒸気
から容易に回収される。他方生成物が乾燥している場合、前述した装置での造粒は、２種
類の異なる経路を進む。
　－　第１の経路は、次に粘着剤として機能する一部の出発材料成分の部分的な溶融を含
む。
　－　第２の経路は、初期材料の一又は複数の成分を溶解する、又は粘着剤そのものとし
て機能する成分を含む液体の材料への噴射である。液体が揮発性である場合、赤外線を更
に投射することによって蒸発される。
【００１８】
　方法には、バッチ又は連続のいずれかの処理が適合される。両方の場合で、機器内での
材料の流れは、プラグフロー反応器（Ｐｌｕｇ－Ｆｌｏｗ　ｒｅａｃｔｏｒ）（ＰＦＲ）
モデル又は完全攪拌槽型反応器（Ｃｏｍｐｌｅｔｅｌｙ　Ｓｔｉｒｒｅｄ　Ｔａｎｋ　Ｒ
ｅａｃｔｏｒ）（ＣＳＴＲ）モデル、又はこれら２つの理想的モデルの間の中間材料の流
れに従う。
【００１９】
　赤外線投射源は、セラミック又は金属の表面を備えることが理想であり、プランク（Ｐ
ｌａｎｋ）効果によって２００度と３０００度との間を変動する表面温度で投射する。こ
の投射エネルギー源は通常電気であるが、より安価なエネルギー源を必要とする処理では
、液体又はガス燃料の直接燃焼等他の方法が適用されてもよい。
【００２０】
　赤外線を用いた粉末材料の造粒及び／又は乾燥方法及び装置の更なる詳細及び特徴は、
好ましい実施の形態の詳細な記述から明らかになり、添付図面を参照して非限定例により
下記に説明される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　連続操作モードは、好ましい特許選択である。
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【００２２】
　連続モードＡでの操作を以下に記述する。
　装置には、乾燥及び／又は粒状化される様々な成分（１８）が連続して供給され、容器
（１０）へのこれらの集合体の投入流量は制御される。集合体は、ブレード（１２）を有
する回転軸（１１）で攪拌される。少なくとも２本の攪拌軸（１１）が備えられる。これ
ら２本の攪拌軸は、符号（１５）、（１６）として図示される。
【００２３】
　赤外線源（１４）を含むピントガラス（１３）は、容器（１０）より上に配置される。
この赤外線源（１４）のパワーは、源の温度を測定することによって、又は直接燃焼の場
合には燃料及び空気の流れを制御することによって調整される。
【００２４】
　攪拌要素（１５、１６）は、ブレード（１２）を有する回転軸（１１）からなり、容器
の表面にさらされる生成物が確実に迅速に更新され、乾燥及び／又は造粒処理のより高い
均質性をもたらす。
【００２５】
　異なる２タイプの攪拌要素（１５、１６）があり、回転速度は独立して調整される。
【００２６】
　上方の攪拌要素（１５）は、より低い速度で回転し、基本的有用性は、集合体の上面に
位置する生成物を更新し、集合体の更に下方に位置する生成物と更に均一に混合すること
である。
【００２７】
　任意に備えられる下方の攪拌要素（１６）の主な目的は、より速い回転速度を用いて、
ある寸法を上回る塊を粉々にすることである。
【００２８】
　攪拌要素（１５、１６）の軸は、クリーニング作業及び生成物の変更を容易にするため
に、引き出し可能である。これらの軸（１１）は、最終生成物の所望の性質に合わせて、
ブレード（１２）の長さ、幅、厚さ及び傾斜（回転軸に対する角度）を変えることができ
るように設計されてある。これらの特性は、装置内の生成物の流動力を決定する。
【００２９】
　ブレード（１２）の長さ、幅、厚さ及び傾斜の変化は、ブレードを異なる寸法／形状の
他のブレードと代えることにより、又は実際前述のパラメータをある程度調整可能に具体
的に設計されたブレードを用いて実現される。
【００３０】
　１本の軸（１１）のブレード（１２）が隣接した軸（１１）のブレード（１２）と交差
するならば、ブレード（１２）の長さ及び寸法により自己クリーニング効果がもたらされ
る。隣接して交差するブレード間の許容差（隙間）は、ブレード（１２）を変更及び／又
は修正することにより調整される。軸（１１）の外面に起こり得る生成物の堆積は、隣接
する軸のブレードの端部によって連続的に取り除かれる。図２参照。
【００３１】
　ブレード（１２）は、自動クリーニング効果を生み出すように、通常前進する回転方向
に対して傾斜している。所与の方向に回転する回転軸（１１）に対するブレード（１２）
の傾斜により、生成物が進む軸方向を制御する。この環境は、生成物がどのように進むか
を調整するために使われ、また同一の軸（１１）の隣接するブレード（１２）の異なる前
進／停滞の特性を組み合わせることにより生成物の軸方向の混合を改善するためにも使わ
れて、軸方向の混合効果を向上させる。このように、生成物の均質な分配が、左右方向及
び軸方向の両方向の表面にて達成される。また、前記均質性は、バッチ処理を選択すると
き推薦できる。２本の軸（１１）は、混合を最大限にするために反対方向に回転すること
が好ましい。
【００３２】
　内面及び／又はデッドゾーンに生成物が堆積することを避けるために、ブレード（１２
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）の外端と容器（１０）の内面との許容差（空間）は最小である。この空間はブレード（
１２）の長さを変えることにより調整可能である。長さの最大値は、所望の平均粒径に近
い隙間の寸法を基準とする。この値が機械規格設計許可より低い場合、この設計に推奨さ
れる値に調整される。
【００３３】
　噴霧器（１７）による液体の追加が選択される場合、流れは所要の量に応じて調節可能
である。この機能は、赤外線投射前、赤外線投射の間又は赤外線投射後に適用されうる。
粉砕は、エア－アシストされ、好ましくは低い平均寸法（１乃至２００ミクロン）の液滴
で操作される。追加される液量は、最終的な粒状化及び／又は乾燥された生成物の重さの
３％と４０％との間で変更可能である。
【００３４】
　粘着材料は、液体又は溶融した固体のいずれでもよい。液体は、溶解した固体、分散し
た固体又は他の分散した非混和性液体を含むことができる。
【００３５】
　最終生成物の連続抽出は、最終生成物が、供給点から可能な限り遠くに位置する排出点
（９）での高さを上回るときのオーバーフローによって達成される。前記排出点の高さは
調整可能である。塊の場合、生成物は調整可能な速度でねじ（１９）を介して強制的に抽
出されてもよい。
【００３６】
　生成物が排出されると、生成物の最大粒径は、連続して粗い粒子を砕くグラニュレータ
（２０）を設置することによって保証される。グラニュレータ（２０）は、強制的に生成
物を所要の最大粒径に等しい開口寸法を有する金属網に通過させる。
【００３７】
　ほとんどの適用で、粒径に関して装置から得られる微粒子の質が既に満足できるもので
あれば、グラニュレータ（２０）の設置は任意である。
【００３８】
　最終生成物がある寸法未満の粒子（微粉）を含む必要がない場合、ふるい（図示せず）
がその後に配置されてもよく、ここで回収される微粉は供給処理に戻されて連続して再利
用される。
【００３９】
　生成物は、通常梱包される前に冷却する必要があり、振動、ねじ又は流動床によって生
成物が搬送されている間室温の空気が好ましい。冷却段階は、生成物の性質に応じて排出
工程直後及び／又は造粒／ふるい分け工程前に行われる。
【００４０】
　容器（１０）及びピントガラス（１３）の外部は、断熱材で覆われており、エネルギー
損を最小限に抑え、装置を作動する人物に不測の火傷を負わせることを防ぐ。
【００４１】
　ピントガラス（１３）は、容器（１０）の上面に対して高さを調節可能である。これに
より、放射要素と生成物の表面との距離を、最小３ｃｍと最大４０ｃｍとの間で変えるこ
とができる。
【００４２】
　最終生成物の優れた均一性を達成するために、作業温度を超える局部的な過熱が容器（
１０）のどの部分にも生じないことが重要である。これは、以下の要素の組み合わせによ
り得られる。
ａ）容器（１０）の内面は、赤外線投射に十分反射し、金属の鏡面仕上げである。コーテ
ィングには、アルミニウム、ニッケル、銀、亜鉛等を含む。この仕上げにより、生成物の
粘着が減少し、クリーニングを容易にする。
ｂ）投射される領域は、空気にさらされる生成物の上面全体に及ばないため、源によって
もたらされる附随的な投射は、実際には容器の内周部を囲む帯状の領域では無視できる。
図２参照。
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ｃ）ピントガラス（１３）の端部に配置された薄い簡易金属反射シート（８）を利用する
ことにより、容器（１０）の壁に届く投射を最小限に抑える。図２参照。
ｄ）投射に直接さらされる容器の壁（７）の部分を冷却する。図２参照。
【００４３】
　一又は複数のこれらの要素は、所望の生成物の固有の要件に応じて利用される。
【００４４】
　適切な造粒及び／又は乾燥を達成するための正確なパラメータは、事前の試験によって
決定され、所望の生成物（粒径分配、揮発性含有量等）を得るために必要な動作温度、投
射強度、生成物の流れ及び攪拌速度が定義されうる。
【００４５】
　容器（１０）内には様々なセンサ（２２、２３、２４）が設置されている。それらは、
生成物中に沈められており、生成物の温度を測定し、始動の間及び連続静止状態の間の処
理を制御することができる。同時に、センサは容器（１０）の長さ及び幅に沿った生成物
の流れの状態を良好に示す。
【００４６】
　上記の処理は、制御された空気が必要な製造のとき適用される。この制御された空気は
、大気圧より高いか大気圧より低いかという圧力に関して、又は組成（Ｎ2 、ＣＯ2 等）
に関して制御可能である。両方の場合において、造粒／乾燥機は上述したように密閉され
る必要がある。生成物を囲む空気の組成は、不活性ガスの流れ（２５）を調節して制御可
能である。図３参照。
【００４７】
　連続処理では気密又は半気密要素が必要であり、連続又は半連続して材料を供給でき、
連続して材料を抽出できる。この目的のために、８ブレード回転バルブ（２６）、又は２
バルブ（２）のうちの１バルブが常に閉じられている中間チャンバを有する２バルブシス
テムが採用される。
【００４８】
　真空通気孔及び／又は揮発性蒸気のための排出口は、（２９）のためのカバー（２８）
に設けられる。
【００４９】
　赤外線源及び容器の気密性には、カバー（２８）が用いられ、弾性密閉材でこれらの要
素両方の周囲を覆う。内部の圧力が大気圧より低い場合、真空効果自体が要素の密閉を維
持するので、追加の付属物を必要としない。大気圧より高い圧力を必要とする場合、カバ
ーと容器とを確実に接合するために圧力調整ねじを取り付けることが重要である。軸（１
１）は、ガスケット又はパッキン押えによる適切でしっかりとした密閉性を有する。
【００５０】
　溶剤回収が必要な場合、機器が密閉され、発生した蒸気がカバーと真空発生装置との間
に配置された冷却部により凝縮されて回収される。真空にせずに操作する場合、蒸気は空
気に開放される前に凝縮される。
【００５１】
　バッチモードＢでの操作を以下に記述する。
　このシステムの操作モードは、処理の始めに粒状化／乾燥される大量の様々な固体成分
が容器（１０）に加えられる点が、前の連続システムＡとは異なる。その後、それらは混
合される。
【００５２】
　乾燥のみ必要である場合、単に赤外線源に接続する。
【００５３】
　造粒が液状噴射を追加して必要とされる場合、所望の量を徐々に加えて最初に行われる
。
【００５４】
　集合体が均質に混合及び／又は十分に塊にされて微粒子になると、必要に応じて赤外線
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源を接続して乾燥が開始される。
【００５５】
　造粒が溶解した成分により発生する場合、赤外線が混合処理の間投射されうる。
【００５６】
　生成物が粒状化及び／又は乾燥されたら、それは物理的な様相及び到達温度により判断
でき、生成物は排出される。バッチ装置は、その下部に排出ドアを有し、完全に空にする
ことができる。
【００５７】
　軸（１１）の回転及びピントガラス（１３）により放出されるパワーは、バッチ処理の
間中調整可能であり、混合物の均質性を改良でき、粉じん雲の形成を減らし、処理の効率
及び一貫性を増すことができる。
【００５８】
　バッチ装置の形状及び寸法は、図１、２及び３に示される形状と大きく異ならせること
ができる。機械の所望の性能が、多量のバッチを生産するためにより高まる傾向があるた
めである。バッチ処理では、投射される面の単位当りの生成物の量が、連続処理より更に
多くなる。攪拌要素の設計及びドアの配置は、バッチ処理が完了すると生成物を完全に空
にするようになされる。
【００５９】
　バッチ装置の密閉要素は、環境から容器及び赤外線源を隔離するだけであるので、更に
簡易である。
【００６０】
　本発明が添付した図面に基づき十分記述されたので、添付した特許請求の範囲に要約さ
れる本発明の本質を修正により変更しなければ、細部の変更が適切に装置に導入されるこ
とが理解できる。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】クラッシャ軸を備えて粉砕と連続して作動するために考案された、本発明に係る
非気密型の装置の様々な部分がそれぞれ見られる正面図である。
【図２】クラッシャ軸を用いず２本の混合用軸で連続的に操作される、本発明に係る非気
密型の装置の断面図である。
【図３】クラッシャ軸を用いず連続的に操作可能な、本発明に係る気密型の装置の様々な
部分がそれぞれ見られる正面図である。
【符号の説明】
【００６２】
　２　一組のバルブ
　１０　容器
　１１　軸
　１２　ブレード
　１３　ピントガラス
　１４　赤外線源
　１５、１６　混合用要素
　１７　噴霧器
　１８　生成物
　１９　ねじ
　２０　グラニュレータ
　２２、２３、２４　センサ
　２５　通気孔
　２６　回転バルブ
　２８　カバー
　２９　真空通気孔
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