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(57)【要約】
　塗装ブース（１０）は、塗料がその内側に吹き付けら
れると共にスプレーしぶきを塗装ブースから排除するた
めの空気流によって塗料が通過させられる塗装チャンバ
ー（１１）を具えている。塗装ブースを出た空気流は、
この空気流からスプレーしぶきを除去するためのスプレ
ーしぶき除去ユニット（１７）を通り抜ける。このスプ
レーしぶき除去ユニット（１７）は、攪拌状態に保たれ
たペレットであってよいクリーニングエレメント（２５
）の凝集しない集合体を具え、スプレーしぶきを含む空
気流がスプレーしぶきを集合体のエレメントに放出する
ように通り抜ける。また、スプレーしぶきを除去するた
めの方法と、ブース（１０）および燃焼ユニット（３２
）を持つ設備とが記述される。



(2) JP 2019-503845 A 2019.2.14

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　塗装チャンバーからスプレーしぶきを排除するために空気流によって通過させられる塗
料が吹き付けられる前記塗装チャンバー（１１）を具え、前記空気流がこの空気流から前
記スプレーしぶきを除去するためのスプレーしぶき除去ユニット（１７）を通過して前記
塗装チャンバーを出る塗装ブース（１０）であって、前記除去ユニット（１７）は、前記
スプレーしぶきを含む空気流が前記スプレーしぶきをクリーニングエレメントに放出する
ように通過する攪拌状態に保たれた前記クリーニングエレメント（２５）の凝集しない集
合体を具えていることを特徴とする塗装ブース。
【請求項２】
　前記クリーニングエレメントは、前記スプレーしぶきを形成する塗料滴の平均寸法の１
００倍から１００００倍までの間にある大きな寸法を有し、好ましくは５００倍から５０
００倍までの間にある大きな寸法を有し、特に好ましくは前記スプレーしぶきの前記塗料
滴の平均寸法のおおよそ１０００倍であることを特徴とする請求項１に記載の塗装ブース
。
【請求項３】
　前記クリーニングエレメントは、１ｍｍよりも大きな寸法を有することを特徴とする請
求項１に記載の塗装ブース。
【請求項４】
　前記除去ユニット（１７）は、前記クリーニングエレメントの集合体を攪拌状態に保つ
ための機械式攪拌機を具えていることを特徴とする請求項１に記載の塗装ブース。
【請求項５】
　前記除去ユニット（１７）は、攪拌システム（２６）と、前記クリーニングエレメント
の集合体を交換するためのシステムとを具えていることを特徴とする請求項１に記載の塗
装ブース。
【請求項６】
　前記攪拌システムおよび前記交換するためのシステムは、モーター駆動される軸を持っ
たスクリューコンベヤを具えていることを特徴とする請求項５に記載の塗装ブース。
【請求項７】
　前記クリーニングエレメント（２５）は、植物素材および／または不活性材料を具えて
いることを特徴とする請求項１に記載の塗装ブース。
【請求項８】
　前記クリーニングエレメント（２５）は、ペレットまたはチップの形状にある材料から
なることを特徴とする請求項１に記載の塗装ブース。
【請求項９】
　前記クリーニングエレメントは、２から１０ｍｍまでの間の直径と、３から４０ｍｍま
での間の長さとを持つ円柱形状を有することを特徴とする請求項１に記載の塗装ブース。
【請求項１０】
　前記空気流をチャンバー（１１）から排除するための格子床（１５）を具え、その下方
に機械式攪拌器具（２６）と前記クリーニングエレメントの凝集しない集合体とを収容す
るチャンバー（２８）を具えた少なくとも１つの除去ユニット（１７）があることを特徴
とする請求項１に記載の塗装ブース。
【請求項１１】
　請求項１から請求項１０までの何れか一項に記載の塗装ブースを具えた設備であって、
前記クリーニングエレメントを前記スプレーしぶき除去ユニット（１７）から排除するた
めの排除システム（３１）と、この排除システム（３１）により供給される前記クリーニ
ングエレメントおよび／または前記クリーニングエレメントにある塗料を燃焼させるため
のユニット（３２）とをさらに具えていることを特徴とする設備。
【請求項１２】
　前記燃焼させるためのユニット（３２）には、熱エネルギーの回収および／またはこの
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熱エネルギーから電気を作り出すための手段（３４，３５）が設けられていることを特徴
とする請求項１１に記載の設備。
【請求項１３】
　塗装ブース（１０）を出た空気流からスプレーしぶきを除去するための方法であって、
空気流が攪拌状態に保たれたクリーニングエレメントの凝集しない集合体を通過し、前記
スプレーしぶきを前記集合体の前記クリーニングエレメントに放出させるようにするステ
ップを具えていることを特徴とする方法。
【請求項１４】
　前記クリーニングエレメントは、前記スプレーしぶきを形成する塗料滴の平均寸法の１
００倍から１００００倍までの間のより大きな寸法を有し、好ましくは５００倍から５０
００倍までの間のより大きな寸法を有し、特に前記スプレーしぶきの前記塗料滴の平均寸
法のおおよそ１０００倍であることを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記スプレーしぶきを除去するために空気流中に前記クリーニングエレメントを使用し
、塗料で汚れた前記クリーニングエレメントを抜き出し、抜き出した前記クリーニングエ
レメントおよび／または抜き出した前記クリーニングエレメントにある前記塗料を燃やし
、可燃性物質から前記クリーニングエレメントを作り出すステップを具えていることを特
徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１６】
　燃焼中に熱エネルギーが回収されるおよび／または電気が作り出されることを特徴とす
る請求項１５に記載の方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、吹き付け塗料を用いて塗装を行うために用いられる種類のブースに関し、ス
プレーしぶきを除去するための革新的なシステムが設けられている。本発明はまた、スプ
レーしぶきを除去するための方法ならびに設備に関する。
【背景技術】
【０００２】
　吹き付け塗装の技術において、いわゆる「スプレーしぶき」、すなわち塗装されるべき
部分に堆積せず、従って塗装ブースから除去しなければならない吹き付け塗料の問題はよ
く知られている。スプレーしぶきの除去は、通常、ブースを適切に通過する空気流によっ
て行われる。
【０００３】
　従って、ブースから排除された空気流は、これを環境へと放出させるか、あるいはブー
スへと再び導入させることができる前に、塗料に対して浄化されなければならない。
【０００４】
　この目的のため、さまざまな分離システム、例えば水を用いる種類や、静電形あるいは
液体粒子をろ過するために適した組み合わせフィルターを持つものが提案されている。こ
れらのシステムは概ね複雑であり、また塗料の付着特性の結果として高度なメンテナンス
を必要とする。
【０００５】
　粉末形態の適切な不活性製品（例えば炭酸カルシウム）が内部に吹き込まれるチャンバ
ーからなるフィルターシステムを通って空気流が搬送され、前記粉末が塗料の粒子を吸収
し、次に通常のダストフィルターによって捕捉される粉末不活性システムが提案されてい
る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、このシステムは比較的大量の粉末を必要とし、その上、高い廃棄コスト
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を伴って処分されなければならない。粉末の調達は必ずしも容易ではなく、費用が嵩む可
能性がある。さらに、粉末を動かしてこれをチャンバーの内側に一様に吹き込み、塗料の
吸収後に空気流から効率的な方法でこれを捕捉し、これを排除するための相対的に複雑な
技術が必要である。
【０００７】
　前記フィルターは高価であり、これが完全に目詰まりしてしまうのを阻止するために比
較的頻繁なメンテナンスを必要とする。
【０００８】
　さらに、粉末をチャンバーの内部に実質的にランダムに散布することは、塗料がチャン
バーの壁に付着するのを阻止すると共にすべてのスプレーしぶきを確実に排除するために
十分ではない可能性がある。また、より高濃度の粉末を空気流の通路に沿って与えるとい
う試みは、完全に満足のいくようにはなっていないことも判明している。
【０００９】
　本発明の大まかな目的は、スプレーしぶきを除去するための方法と、スプレーしぶき除
去システムを持つ塗装ブースと、スプレーしぶきの効率的な除去を達成することができる
設備とを提供することである。さらなる目的は、そのより少ないメンテナンスと、より少
ない管理および消耗材料コストと、より少ない廃棄問題とを確実にすることである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　これらの目的に鑑み、本発明により見出されたアイデアは、塗装チャンバーからスプレ
ーしぶきを排除するために空気流によって通過させられる塗料が吹き付けられる前記塗装
チャンバーを具え、前記空気流がこの空気流から前記スプレーしぶきを除去するためのス
プレーしぶき除去ユニットを通過して前記塗装チャンバーを出る塗装ブースであって、前
記除去ユニットは、前記スプレーしぶきを含む空気流が前記スプレーしぶきを前記クリー
ニングエレメントに放出するように通過する攪拌状態に保たれたクリーニングエレメント
の凝集しない集合体を具えている塗装ブースを提供することである。
【００１１】
　同様に見出されたアイデアは、前記塗装ブースと、そして前記クリーニングエレメント
を前記スプレーしぶき除去ユニットから排除するためのシステムと、必要に応じてこの排
除システムにより供給される前記クリーニングエレメントを燃焼させるためのユニットと
を具えた設備を提供することである。
【００１２】
　見出された他のアイデアは、塗装ブースを出た空気流からスプレーしぶきを除去するた
めの方法であって、空気流が攪拌状態に保たれたクリーニングエレメントの凝集しない集
合体を通過し、前記スプレーしぶきを前記クリーニングエレメントに放出させるようにす
るステップを具えている方法を提供することである。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の原理を適用した塗装ブースの概略正面図を示す。
【図２】図１によるブースの一部の平面図を示す。
【図３】本発明の原理を適用した塗装ブースの第２実施形態の概略正面図を示す。
【図４】本発明の原理に従って構成された設備の概略図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明の革新的な原理および従来技術と比較したその利点をより明瞭に例示するため、
これらの原理を適用した実施形態の一例が添付図面の支援と共に以下に記述されよう。
【００１５】
　図面を参照すると、図１は本発明による塗装ブースを示し、概ね１０で表示されている
。
【００１６】
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　このブースは、対象物１２（例えば自動車の車体）を塗装するためのチャンバー１１を
具えている。この塗装されるべき対象物は、周知のコンベヤシステム１３、例えば間欠ま
たは連続搬送ラインを用いてチャンバー１１へと都合良く移送される。
【００１７】
　このチャンバー１１には、作動させた場合に液体塗料を塗装されるべき対象物の表面に
吹き付ける塗装器具、すなわち作業ユニット１４が設けられている。都合が良いことに、
この塗装器具は、スプレーガンまたはカップがその端部に設けられた周知のロボットアー
ムを用いて具体化することができる。
【００１８】
　空気流は、ここからスプレーしぶきを除去するためにチャンバー１１を通り抜ける。
【００１９】
　スプレーしぶきをチャンバーから排除するため、これは、チャンバーの空気が引き込ま
れて通り抜ける格子からなるチャンバー１１の床１５を用いて得られることが好都合であ
る。従って、チャンバーの天井には給気口１６が設けられ、ここには、塗装作業中にチャ
ンバーを上端から下向きに垂直に通過する連続空気流を有するように、格子およびフィル
ターもまた都合良く設けられている。スプレーしぶきと共にチャンバーを出る空気流は、
スプレーしぶき除去ユニット１７へと運ばれ、浄化された空気が配管１８を通ってここか
ら出る。空気通路に沿って存在する適切な吸引装置またはファン１９が空気流を適切に動
かす。
【００２０】
　ユニット１７をブースの格子床の直下に位置させることができ、あるいは適切なコンベ
ヤを用いてブースの排気口に連結させることができる。例えば、漏斗コンベヤ２０をブー
スの床の下に設けることができる。スプレーしぶきの付着を阻止することが必要である場
合、周知の付着防止材料または除去可能なフィルムでコンベヤの内壁を被覆することがで
きる。
【００２１】
　以下で明らかとなる理由のため、ユニット１７の出口に周知のダストフィルター２１を
設けることもまた、可能である。
【００２２】
　スプレーしぶき除去ユニット１７を通って浄化される空気流は、配管２２を介して外部
に排除され、および／または配管２３を介してチャンバーへと戻るように搬送されること
ができる。周知の処理システムを組み合わせることができる周知の給気システム２４には
、チャンバーへと搬送されるべき空気を再循環または完全に交換する可能性をもまた、与
えることができる。
【００２３】
　本発明の原理によると、除去ユニット１７は、攪拌状態に保たれるクリーニングエレメ
ント２５の凝集しない集合体を具え、スプレーしぶきを含んだ空気流は、この空気流が配
管１８を出る前にスプレーしぶきを集合体のエレメントに放出するように、これを通り抜
ける。都合が良いことに、クリーニングエレメントは、これらの間に自然に作り出され、
また攪拌運動の結果として集合体を通過する空気が通り抜ける隙間を除き、互いに接触し
合う集合体へと相互に堆積される。
【００２４】
　エレメントのすべての部分を塗料にさらすことに加え、攪拌運動はまた、クリーニング
エレメントが相互にしっかりと凝着することと、隙間が塗料によって塞がれることとを阻
止する。
【００２５】
　クリーニングエレメントの寸法は、スプレーしぶきの平均液滴の寸法よりも少なくとも
１００倍大きく、好ましくは１００から１００００倍大きいことが好都合である。クリー
ニングエレメントは、スプレーしぶきの液滴の平均寸法よりも少なくとも５００から５０
００（有利なのは、おおよそ１０００）倍までの間にある大きな寸法を好ましくは有する
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。例えば、スプレーしぶきの液滴は、通常、７～１５ミクロンの平均寸法に霧化される。
【００２６】
　好ましくは、集合体のエレメント２５はおよそ１ｍｍ以上の寸法を有することができる
。
【００２７】
　例えば、エレメント２５は、概ね規定形状（円柱状，円錐状、球状，立方体形状，四面
体など）、または不規則な形状を有することができる。例えば、概ね円柱形状の場合、こ
のエレメント２５は３から１０ｍｍまでの間（好ましくはおおよそ６ｍｍ）の直径と、５
から５０ｍｍまでの間（好ましくは１０から３０ｍｍまでの間）の長さとを有することが
できる。
【００２８】
　不規則な形状は、クリーニングエレメントを得るために用いられる方法によって直接作
り出される形状であってよく、あるいは次の処理を用いて得ることができる。例えば、こ
れらのエレメントはチップからなり、すなわち不規則な薄片または鱗状片へと小さくされ
る木材または同様な材料から作り出されることができる。
【００２９】
　不活性材料のエレメントをまた、用いることができる。特に、粘土（例えば、球状エキ
スパンド粘土）を用いることができる。エキスパンド粘土は軽量であって、比較的安価で
あり、良好な塗料吸収特性を有しており、また塗料の燃焼を用いて塗料を取り除くことも
可能であり、これを再び用いるか、そうではなく廃棄することができるようになっている
。
【００３０】
　空気が通過しなければならないクリーニングエレメントの層は、スプレーしぶきの望ま
しい除去を得るため、圧力低下を許容限度内に保って空気流路の過度な閉塞を生じないよ
うに調整されよう。これはまた、集合体におけるエレメントの形状および寸法にも依存し
、凝集しない集合体における一つのエレメントと次の一つとの間の自由空間を多かれ少な
かれ残す。
【００３１】
　塗料を吸収しない材料（例えばプラスチックやガラスまたは金属）にてクリーニングエ
レメントを作ることができるが、これによって塗料が付着したままとなる。この場合、他
の形状を用いることができるけれども、有用な形状は概ね球形状である可能性がある。ひ
とたびこれらのエレメントが塗料でべっとりと覆われると、これらをまだ塗料で覆われて
いない別なエレメントと交換することができ、そして破棄するか、または再度使用する必
要性があるならば適切に洗浄することが可能である。
【００３２】
　また、このクリーニングエレメントを好ましくは植物素材から作ることもでき、農業プ
ラントのごみ（例えば干し草のくず）やおがくずなどからも得られる。
【００３３】
　例えば、選択された材料をペレット形状へと変換することによって、このクリーニング
エレメントを作ることができる。都合が良いことに、これらは例えばかんな屑から得られ
るペレットからなるものであってよい。植物由来のペレットは、高価ではなく、軽量であ
って容易に輸送できる可能性がある。低コストの材料に関し、ひとたびこれらが塗料で覆
われるか、あるいは所定量の塗料が含浸したようになると、これらはスプレーしぶきを保
持するその機能をもはや十分に果たすことができないようになり、クリーニングエレメン
トを排除することが有利となる。選択した材料に応じて、種々の方法で排除を行うことが
できる。例えば、エレメントを燃やして建築材料などの部品を形成するために用いること
ができる。
【００３４】
　クリーニングエレメントが塵埃を生み出すような構成（例えばおがくずペレット）を有
する場合、オプションのフィルター２１は、この塵埃が空気流によって運び去られてブー
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スへと放出、すなわち導入されるのを阻止する。
【００３５】
　集合体を攪拌するため、空気が集合体を通り抜けてすべてのクリーニングエレメントを
スプレーしぶきに対してさらすことができるように、さまざまなシステムを用いることが
できる。
【００３６】
　特に、クリーニングエレメントの集合体を適切な方法で攪拌状態に保ってその中での空
気の循環を可能にするため、また同時に空気の嵩によって運ばれるスプレーしぶきに対し
てエレメントの表面を広範囲に亙ってさらすため、それ自体が周知の種類（例えば、集合
体の中で回転するモーター駆動の部品や振動面など）の機械式攪拌機を用いることが有利
であり、スプレーしぶきが空気流から効率よく除去されるようになっており、さらに、ク
リーニングエレメントの攪拌は、これらが収容面に対しても攪拌器具に対しても共にこす
り合うことをもたらし、その累積的汚れを阻止する。
【００３７】
　図１は、適切な攪拌器具が内部で回転するタンク、すなわちチャンバー２８により形成
された攪拌システムの一実施形態を示す。例えば、攪拌器具は、さまざまに傾けられると
共にクリーニングエレメントの集合体の中で回転するベーンやアームまたは面を具えるこ
とができる。
【００３８】
　特に、タンク、すなわちチャンバー２８には、軸２７を中心として適切な速度で回転す
るモーター駆動の混合器具２６が形成されると共に備えられることができる。この器具は
また、数が二つであってもよく、例えば相互に逆回転するものであってもよい。
【００３９】
　攪拌システムの中で、回転システムは種々の種類のものであってよく、例えばこれはク
リーニングエレメントを交換する機能のためにスクリューフィーダー、すなわちアルキメ
ディアンスクリューシステムを用いることが有利であることを見い出している。適切な速
度で回されるこのシステムは、クリーニングエレメントの集合体が攪拌されるようにして
おき、必要に応じて、クリーニングエレメントの容易な装入および取り出しを（また自動
的に）この設備の稼働中であっても可能にする。特に、一方においてエレメントを浄化す
るための（例えば適切なゲート弁にて）制御される入口を設けることができ、他方におい
て汚れたエレメントのための出口を設けることができる。例えば、これらの入口および出
口を集合体のエレメントが汚される速度に応じて間欠的に作動させることができる。
【００４０】
　希望するのであれば、ここで当業者が容易に想起することができるように、攪拌システ
ムおよび装入システムもまた、例えばアームまたは他の攪拌部材と、クリーニングエレメ
ントをこの攪拌システムから、およびこの攪拌システムに向けて搬送するためのスクリュ
ーフィーダーとを持つ２つの独立した器具を有することができる。
【００４１】
　図２は、相互と並んで配されると共に水平かつ平行に配されたモーター駆動の軸２７を
持つ２つの攪拌器具、すなわち２つのスクリューフィーダー２６を持つユニット１７の適
切な一実施形態の平面図を示している。２つの攪拌器具は同じ回転タンクを占有し、同じ
エレメントの集合体を攪拌する。
【００４２】
　図１においても見ることができるように、クリーニングエレメントが空気配管に沿って
漏れ出るのを阻止するために排気口を配することが好都合である。この排気口には、集合
体のエレメントを回転タンク内に保持するための格子を設けることも可能である。例えば
、排気口を回転する部材の上半分に配することが可能である。その配管を上向きに傾けて
配することが都合良くできる。
【００４３】
　回転軸２７に沿って配される適切な形状のベーンや径方向混合ロッドなどの如き他の攪
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拌器具もまた、アルキメディアンスクリューに代えて利用することができる。
【００４４】
　振動システムの如き異なるシステムもまた、用いることができる。
【００４５】
　例えば、この振動システムは、クリーニングエレメントのそれよりも小さな直径の開口
を有すると共にエレメントの集合体が留まって振動する格子の形態であってよく、これが
空気によって通過すると同時にこれが振動するようになっている。
【００４６】
　スクリューフィーダー、すなわち回転器具はまた、図示したものと異なる数からなるこ
ともできる。例えば、単一のスクリューフィーダーまたは相互に並んで配した２つ以上の
スクリューフィーダーを同様に用いることができる。
【００４７】
　回転器具は、これらの回転軸線をブースの床の全長に亙って延在させるか、あるいはよ
り短くすることができる。後者の場合、床の長手方向に沿って配列するいくつかのユニッ
ト１７を設けることも可能である。
【００４８】
　図３は図１のブースの構成的変形を示し、これはブースの底にあるスプレーしぶきを除
去するいくつかのユニット１７へと空気をスプレーしぶきと共に搬送する。この方法にお
いて、これらユニット１７は、例えばブースの床に対し、より近付けて配され、および／
または床の長さに応じてより小さくすることができる。これはまた、特に長いブースの場
合に有用となる可能性もある。ブースに対するユニット１７の接近は、スプレーしぶきが
クリーニングエレメントの集合体に達する前にスプレーしぶきにさらされる表面を少なく
する。
【００４９】
　このユニット１７を床の長さの一方向または両方向に相互に並んで配することができる
。
【００５０】
　本発明によるシステムに関し、具合の良い周知のシステムを用いて容易に輸送すること
ができる汚れた凝集しない材料は、スプレーしぶきからの熱エネルギーおよび／または燃
えやすい材料それ自体の回収を伴って燃やすことができる。
【００５１】
　特に、クリーニングエレメントが塗料用に選択される燃焼温度にて燃えない物質で作ら
れている場合、単に塗料のみが燃焼してクリーニングエレメントを再使用するか、あるい
は次に付着物が取り除かれたエレメントを別な方法で処分することができる。例えば、エ
キスパンド粘土のエレメントの場合、単に塗料のみを燃やすことが可能である。他方、ク
リーニングエレメント用に選択された材料が燃料の場合、これらがそのスプレーしぶき保
持機能を発揮したならば、これらのエレメントを塗料と一緒に燃やすことができる。
【００５２】
　何れにしても、エネルギーを特定設備での燃焼から都合良く回収することができる。
【００５３】
　図４は、エレメント２５を使用するための可能性がある周期を概略形態にて示す。
【００５４】
　図４に示した設備は、本発明により具体化された種類のブース１０を、スプレーしぶき
を除去するためのユニット１７と共に具えており、攪拌された状態に保たれるクリーニン
グエレメント２５の集合体を用いてスプレーしぶきから浄化された空気は、２２にてここ
から出る。本質的に知られた（手動か、半自動か、または自動の）装入システム３０を用
いて集合体のエレメントをユニット１７へと導入することができ、使用済みのエレメント
（これらが妥当な効率でスプレーしぶきの除去を行うことがもはや可能ではないという意
味において）は、（全体または塗料のみ）を燃やすため、本質的に知られた（手動か、半
自動か、または自動の）排除システム３１によってユニット１７から引き出されて離れ、
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適切な温度にてこれらを燃やす適当な燃焼ユニット３２の内部へと搬送されることができ
る。蒸気を浄化するための適当な周知のシステム３３を設けることができる。
【００５５】
　この燃焼ユニット３２は、熱エネルギー回収手段３４および／または燃焼中に生ずる熱
エネルギーから電気エネルギーを作り出すための手段３５を都合良く設けることができる
。
【００５６】
　例えば、加熱している空間や水または他の流体を加熱するための液体循環加熱システム
３４および／または送電線３６に電力を供給するための熱電式発電機３５（オルタネータ
ーを持つタービンが好都合）を用いることができる。
【００５７】
　例えば、熱の製造は、同じ空間や、あるいはブースを用いる設備または工場の製造工程
の他の部分を加熱するために用いることができる。
【００５８】
　作り出された電気エネルギーは、ブースを用いた設備または工場の電力要求を補うこと
ができる。
【００５９】
　不燃性のクリーニングエレメントの場合、塗料を燃やした後、これらを必要性のある再
利用のために引き出すことができる。
【００６０】
　この時点で、所定の目的がどのように達成されているのかは明白である。本発明によっ
て攪拌状態に保たれたクリーニングエレメントの集合体を用いることは、スプレーしぶき
の十分な除去を確実にすると同時に、除去設備の複雑さを最小限に止める。さらに、クリ
ーニングエレメントを容易に入手することができる。例えば、設備の廃棄物から入手され
るペレットの使用に関し、単に限定された低公害の製造技術だけの必要性を伴ってクリー
ニングエレメントの製品を大量に得ることが可能であり、従って農業廃棄物などの廃棄の
問題を解決する。
【００６１】
　本発明によるシステムに関し、これが集合体でのエレメントの段階的な交換を可能にす
るという事実に起因してスプレーしぶき除去システムを連続的に作動させることができる
ので、メンテナンスのための短い休止時間を伴うか、あるいは伴わないブースを得ること
もまた、可能である。
【００６２】
　さらに、クリーニングエレメントを容易に再使用することができ、望むのであれば、熱
および／または電気エネルギーを作り出すこともまた可能であり、純粋な廃棄コストに代
わる付加価値を結果として生ずる。
【００６３】
　クリーニングエレメントの集合体の基本的流体挙動は、設備内での容易な移送を可能に
し、前記移送はまた、配管やベルトコンベヤなどを用いて容易に自動化することができる
。
【００６４】
　スプレーしぶきが接触状態となるスプレーしぶき除去ユニットの内側の表面は、これら
の表面に対し、攪拌される集合体のエレメントの摩擦の結果として、効果的な塗料クリー
ニング動作を受ける。
【００６５】
　さらに、スプレーしぶき除去効率は、スプレーしぶきを受け止めるクリーニングエレメ
ントの凝集しない集合体を通り抜ける空気であるので、非常に高い。例えば、これが代わ
りに空気流へと吹き込まれる吸収材料である粉末システムにおいて、スプレーしぶきの液
滴が粉末粒子と接触することなく、そのまま通過する可能性があるという結果の高い蓋然
性を伴って、粉末の一様な密度を確実にすることは非常に難しい。
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【００６６】
　本発明の革新的な原理を適用した一実施形態の上の説明は、これらの革新的な原理の実
施例として与えられていることが明らかであり、従ってここで請求した権利範囲を限定す
るものとして見なしてはならない。例えば、ブースおよび燃焼ユニットをこれらが離れて
もいる２つの場所に位置させることができ、コンベヤシステムはまた、輸送車両を具える
ことも可能である。ブースおよび／または設備はまた、ここに示されておらず、かつ本発
明の対象を形成しない他の周知の部品を具えることも可能であり、操作方法が他の操作ス
テップを具えることができる。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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