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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原料物質を粉砕する粉砕室を備えた粉砕装置であって、
　前記粉砕室を、円盤状の粉砕ロータによって、前記粉砕ロータの一方の面が面する第１
粉砕室と、前記粉砕ロータの他方の面が面する第２粉砕室とに仕切り、
　前記粉砕ロータの一方の面に設けた第１粉砕部で前記原料物質を粉砕して生成した１次
粉砕物を、前記粉砕ロータの他方の面に設けた第２粉砕部で粉砕して２次粉砕物を生成す
るよう、前記第１粉砕室と前記第２粉砕室とを構成し、
　前記第２粉砕室に連通させた状態で、前記２次粉砕物から所定粒度の微粉を分級して排
出する分級部を設けてあり、
　前記第１粉砕部が、前記原料物質に剪断力を付与するピン状部材で構成され、前記第２
粉砕部が、前記１次粉砕物に打撃力を付与する粉砕刃で構成されており、
　前記第２粉砕部と前記分級部との間に前記２次粉砕物を循環させる循環手段を設けてあ
る粉砕装置。
【請求項２】
　前記粉砕ロータの回転軸に沿う方向において前記第２粉砕部に対向する位置に、前記循
環手段による前記２次粉砕物の循環を規制する循環規制部材を設けている請求項１に記載
の粉砕装置。
【請求項３】
　前記粉砕ロータの回転軸を水平方向に延出して設けてある請求項１または２に記載の粉
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砕装置。
【請求項４】
　前記第２粉砕室を形成する内壁の下部領域を、前記粉砕ロータの側に下向きに傾斜させ
てある請求項１～３のいずれか一項に記載の粉砕装置。
【請求項５】
　前記粉砕ロータの径方向外側部と対向する粉砕室内壁側に前記粉砕ロータの回転方向に
沿って複数の凹凸を有する粉砕ライナを設けている請求項１～４のいずれか一項に記載の
粉砕装置。
【請求項６】
　前記粉砕ロータとその回転軸との締結部分を覆い、かつ、前記２次粉砕物を前記第２粉
砕部が存在する側に案内可能な締結カバーを設けている請求項１～５のいずれか一項に記
載の粉砕装置。
【請求項７】
　前記分級部が、前記粉砕ロータに対して上方位置に設けてある請求項１～６のいずれか
一項に記載の粉砕装置。
【請求項８】
　前記分級部として複数の分級羽根を有する回転自在な分級ロータを設け、前記粉砕ロー
タの回転軸と前記分級ロータの回転軸とが水平方向に沿う姿勢で前記粉砕ロータと前記分
級ロータとを水平方向に並べて配置し、前記粉砕ロータの回転方向と前記分級ロータの回
転方向とを逆方向にしてある請求項１～７のいずれか一項に記載の粉砕装置。
【請求項９】
　前記分級部として複数の分級羽根を有する回転自在な分級ロータを設け、前記粉砕室に
供給する原料物質の供給方向を前記粉砕ロータの回転円に対する接線方向とし、かつ、前
記分級部にて排出する微粉の排出方向を前記分級ロータの回転円に対する接線方向として
いる請求項１～８のいずれか一項に記載の粉砕装置。
【請求項１０】
　前記分級部として複数の分級羽根を有する分級ロータを、所定粒度の微粉を排出する排
出用開口を有する取り付け面に対して、当該取り付け面と前記分級ロータとの間に微小な
間隔を隔てる状態で回転自在に設け、前記取り付け面に対向する前記分級ロータの端部側
部材を前記分級ロータの径方向外側位置まで延設し、前記取り付け面と前記分級ロータの
端部側部材との隙間に対して前記取り付け面側からエアーを供給するエアー吹出口を前記
隙間において前記端部側部材の径方向外側寄りの位置に配置している請求項１～９のいず
れか一項に記載の粉砕装置。
【請求項１１】
　前記２次粉砕物が前記取り付け面と前記分級ロータとの隙間へ侵入するのを規制する侵
入規制部を設けてある請求項１０に記載の粉砕装置。
【請求項１２】
　原料物質を繊維状化した後、請求項１～１１のいずれか一項に記載の粉砕装置によって
切断および粉砕して所定粒度の粉体を製造する粉体製造方法。
【請求項１３】
　前記原料物質は、樹脂または樹脂を含む低融点物質である請求項１２に記載の粉体製造
方法。
【請求項１４】
　前記原料物質は、トナーまたは粉体塗料の原料である請求項１２に記載の粉体製造方法
。
【請求項１５】
　前記繊維状化を溶融紡糸法によって行う請求項１２～１４のいずれか一項に記載の粉体
製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、各種粉砕物（粉体）の製造に使用する粉砕装置およびこの粉砕装置を用いた
粉体製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　粉砕物の製造方法の一つとして、原料物質を粉砕する方法がある。この方法では、様々
な粉砕装置が使用される。粉砕装置の例としては、粉砕ロータの回転面に粉砕ピンを取付
けたピン型粉砕機（例えば、特許文献１参照）、特に超硬合金材料からなる粉砕ピンを使
用するピン型粉砕機（例えば、特許文献２参照）、回転面にブロック状の粉砕刃を取付け
た粉砕機（例えば、特許文献３参照）などが従来から知られている。
【０００３】
　また、従来から公知の粉砕技術を適用した例として、ジェットミルによる電子写真用ト
ナーの製造方法（例えば、特許文献４参照）、カッターミルによるトナー粒子の製造方法
（例えば、特許文献５参照）、パルべライザー（粉砕刃型粉砕機）による粉体塗料の製造
方法（例えば、特許文献６参照）などがある。
【０００４】
　特許文献１のピン型粉砕機は、複数の粉砕ピンを取付けたロータディスクをケーシング
内に設け、ケーシングの中に原料物質が投入されるとロータディスクを回転させ、粉砕ピ
ンによって粉砕を行うものであり、比較的粒径の大きい粉砕物を得ることができる。
【０００５】
　特許文献２のピン型粉砕機も、ロータディスクに取付けたピンの高速回転によって、原
料物質の粉砕を行うものである。このピン型粉砕機では、ピンに超硬合金材料を使用して
おり、粉砕工程中におけるピンの摩耗による異物の混入を防止することを目的としている
。
【０００６】
　特許文献３の粉砕機は、ロータディスクに複数のブロック状粉砕刃を放射状に取付け、
粉砕刃と原料物質との衝突により粉砕を行う構成となっている。この種の粉砕機は、板状
あるいはブロック状の粉砕刃によって原料物質に加える打撃作用によって粉砕を行うもの
であり、粒径の小さい粉砕物を得ることができる。
【０００７】
　また、従来の微粉製造工程は、上述したような複数の粉砕機を組み合わせ、原料物質を
目的の粒径になるまで粉砕するのが一般的であった。具体的には、まず初期粉砕としてピ
ン型粉砕機等による原料物質の比較的粗い粉砕を行い、次いで、その粉砕物をブロック状
粉砕刃等の粉砕刃を有する粉砕機によってさらに微粉化することが行われていた。特許文
献４～６においても、最終製品を得るまでには、粗粉砕および微粉砕を別々の粉砕機（あ
るいは、不連続に行う別々の粉砕工程）によって行っている。
【０００８】
【特許文献１】特開平９－７０５４８号公報（第１図）
【特許文献２】特開２００１－２４７９０６号公報（第１図）
【特許文献３】特開平７－１１２１３８号公報（第１図）
【特許文献４】特開平９－１１４１３３号公報
【特許文献５】特開昭５６－９５２４６号公報
【特許文献６】特開平１１－１２４９８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　ところで、上記従来技術で説明したように、粗粉砕機による粗粉砕の後、微粉砕機によ
る微粉砕を実施しようとする場合、二つの別個の装置の間で粉砕物を搬送する必要が生じ
るため作業工程が煩雑になり、操作の手間も掛かるという問題があった。
【００１０】
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　従って、本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、粗粉砕（１
次粉砕）とそれに続く微粉砕（２次粉砕）とを連続的に且つ良好に行うべく、粗粉砕機の
機能と微粉砕機の機能とを兼ね備えた粉砕装置を簡素な構成により実現すること、および
この粉砕装置を用いて繊維状物質から粉体を製造する方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明に係る粉砕装置の特徴構成は、原料物質を粉砕する粉砕室を備えた粉砕装置であ
って、前記粉砕室を、円盤状の粉砕ロータによって、前記粉砕ロータの一方の面が面する
第１粉砕室と、前記粉砕ロータの他方の面が面する第２粉砕室とに仕切り、前記粉砕ロー
タの一方の面に設けた第１粉砕部で前記原料物質を粉砕して生成した１次粉砕物を、前記
粉砕ロータの他方の面に設けた第２粉砕部で粉砕して２次粉砕物を生成するよう、前記第
１粉砕室と前記第２粉砕室とを構成し、前記第２粉砕室に連通させた状態で、前記２次粉
砕物から所定粒度の微粉を分級して排出する分級部を設けてあり、
　前記第１粉砕部が、前記原料物質に剪断力を付与するピン状部材で構成され、前記第２
粉砕部が、前記１次粉砕物に打撃力を付与する粉砕刃で構成されており、
　前記第２粉砕部と前記分級部との間に前記２次粉砕物を循環させる循環手段を設けてあ
る点にある。
【００１２】
　本構成の粉砕装置においては、粉砕室を、円盤状の粉砕ロータによって、当該粉砕ロー
タの一方の面が面する第１粉砕室と、粉砕ロータの他方の面が面する第２粉砕室とに仕切
り、粉砕ロータの一方の面に設けた第１粉砕部で１次粉砕して生成した１次粉砕物を、粉
砕ロータの他方の面に設けた第２粉砕部に供給し、２次粉砕して２次粉砕物を生成するよ
う、一台の粉砕装置で第１粉砕室と第２粉砕室とを構成してある。このため、１次粉砕を
行った後、直ちに連続して２次粉砕を実行することができる。これにより、１次粉砕と２
次粉砕とを別々の粉砕機で行う場合のような手間の掛かる取扱いもなく、時間およびエネ
ルギー消費の点においても無駄のない効率的な粉砕処理が可能となる。
【００１３】
　また、第２粉砕室に設けた分級部は所定粒度の微粉だけを分級して排出し、その他の粉
砕がまだ不十分な２次粉砕物は第２粉砕室で粉砕を続けることができる。このため、目標
とする粒径の揃った微粉を得ることができるとともに、原料物質の無駄が無くなり、歩留
まりを向上させることができる。
【００１４】
　また、本発明の粉砕装置では、前記第２粉砕部と前記分級部との間に前記２次粉砕物を
循環させる循環手段を設けてあるので、分級部で分級されなかった粉砕が不十分な２次粉
砕物を、循環手段により第２粉砕部に確実に戻すことができる。
【００１６】
　さらに、粉砕工程においては、例えば、第２粉砕室の隅部分に２次粉砕物が溜まり易い
。しかし、循環手段を設けたことによって２次粉砕物の循環が促進され、２次粉砕物が第
２粉砕室中で滞ることがなくなるため、原料の歩留まりが良い粉砕を行うことできる。
　また、本構成の粉砕装置においては、第１粉砕部を原料物質に剪断力を付与するピン状
部材で構成し、第２粉砕部を１次粉砕物に打撃力を付与する粉砕刃で構成しているので、
初めに原料物質を比較的粗く粉砕するべく、第１粉砕部であるピン状部材で剪断力を主と
する粉砕を実行し、次いで、１次粉砕で得られた１次粉砕物をさらに細かく粉砕するべく
、第２粉砕部である粉砕刃で打撃力を主とする粉砕を実行する。このように、ピン状部材
と粉砕刃とを使用することにより、粉砕を効率よく且つ確実に実施することが可能となる
。特に、原料物質の形状が、例えば繊維状である場合において、１次粉砕部としてピン状
部材を有する本構成の粉砕装置は有効である。
【００１７】
　本発明の粉砕装置では、前記粉砕ロータの回転軸に沿う方向において前記第２粉砕部に
対向する位置に、前記循環手段による前記２次粉砕物の循環を規制する循環規制部材を設
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けることも可能である。
【００１８】
　本構成のように、循環規制部材を設けることにより、第２粉砕物の循環が規制されて第
２粉砕部に衝突する頻度が増大し、第２粉砕部による粉砕を促進できる。特に、繊維状等
の嵩高い粉砕物の場合において粉砕性能及び品質の向上に有効となる。そして、循環規制
部材は、循環手段による２次粉砕物（特に嵩高い粉砕物）の分級部への過剰な循環を抑制
するので、粉砕処理の能力の向上を図りながらも、分級部における分級の処理能力に見合
った循環量とすることで良好で安定した分級が行える。
【００２１】
　本発明の粉砕装置では、前記粉砕ロータの回転軸を水平方向に延出して設けることも可
能である。
【００２２】
　本構成のように、粉砕ロータの回転軸を水平方向に設定すると、回転軸を回転自在に拘
束支持する支持部が同時に回転軸に作用する重力を負担することができる。このため、回
転軸周りの構成が簡単になり、粉砕ロータの高速回転が可能となる。よって、原料物質の
粉砕範囲が広くなり、２次粉砕物のさらなる微粉化が可能となる。
【００２３】
　本発明の粉砕装置では、前記第２粉砕室を形成する内壁の下部領域を、前記粉砕ロータ
の側に下向きに傾斜させることも可能である。
【００２４】
　本構成の粉砕装置においては、粉砕が十分でない２次粉砕物が、第２粉砕部の側に下向
きに傾斜した第２粉砕室の内壁を伝って第２粉砕部に集まり易くなるので、第２粉砕部に
よる粉砕が効果的に行われ、より効率的な２次粉砕を行うことができる。
【００２５】
　本発明の粉砕装置では、前記粉砕ロータの径方向外側部と対向する粉砕室内壁側に前記
粉砕ロータの回転方向に沿って複数の凹凸を有する粉砕ライナを設けることも可能である
。
【００２６】
　本構成のように、複数の凹凸を有する粉砕ライナを設けることにより、粉砕物に対して
粉砕のための力をより効果的に与えることができる。したがって、粉砕処理の能力を向上
できる。
【００２７】
　本発明の粉砕装置では、前記粉砕ロータとその回転軸との締結部分を覆い、かつ、前記
２次粉砕物を前記第２粉砕部が存在する側に案内可能な締結カバーを設けることも可能で
ある。
【００２８】
　本構成のように、締結カバーを設けることにより、循環手段にて循環された２次粉砕物
を第２粉砕部が存在する側に案内することができ、循環手段にて循環された２次粉砕物に
対する第２粉砕部による粉砕を的確に行うものとなる。また、締結カバーの内部空間を大
きくすることにより、粉砕ロータの回転に伴って発生する熱を逃がすことができ、締結カ
バーの外周部に２次粉砕物が融着するのを抑制できる。
【００２９】
　本発明の粉砕装置では、前記分級部を、前記粉砕ロータに対して上方位置に設けること
も可能である。
【００３０】
　本構成のように、分級部を第２粉砕室の上方に位置させることで、重量が比較的大きく
粉砕が不十分な２次粉砕物が落下する勢いで分級部に吸引されるのを防止して、十分に粉
砕することができる。
【００３１】
　本発明の粉砕装置では、前記分級部として複数の分級羽根を有する分級ロータを設け、
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前記粉砕ロータの回転軸と前記分級ロータの回転軸とが水平方向に沿う姿勢で前記粉砕ロ
ータと前記分級ロータとを水平方向に並べて配置し、前記粉砕ロータの回転方向と前記分
級ロータの回転方向とを逆方向にすることも可能である。
【００３２】
　本構成のように、粉砕ロータと分級ロータとを水平方向に並べて配置したものにおいて
、粉砕ロータと分級ロータとを逆方向に回転することにより、両ロータから発生する反対
向きの流れが打ち消し合って、粉砕室内で偏った旋回流が発生するのを抑制でき、第１粉
砕部、第２粉砕部の周辺および分級ロータの周辺において局部的に粉体濃度が変動するの
を抑制できる。したがって、粉砕室内での粉砕物の移動を円滑にできる。
　このように、粉砕室内での粉砕物の移動を円滑にすることによって、粉砕物の滞留量の
増減を抑えて粉砕物の滞留状態を安定させることができるとともに、変動の少ない安定し
た運転が行える。
　また、粉砕物の円滑な移動によって、粉砕処理を行うために必要となる動力を抑えるこ
とができ、エネルギー効率を向上できる。しかも、粉砕物の円滑な移動によって、粉砕物
の滞留量の増加や滞留時間に伴う粉砕物の温度上昇を抑えることもできる。したがって、
粉砕物の融着を防止するために粉砕室内を冷却する際の必要エネルギーも抑えることがで
き、この点からも、エネルギー効率を向上できる。
【００３３】
　本発明の粉砕装置では、前記分級部として複数の分級羽根を有する回転自在な分級ロー
タを設け、前記粉砕室に供給する原料物質の供給方向を前記粉砕ロータの回転円に対する
接線方向とし、かつ、前記分級部にて排出する微粉の排出方向を前記分級ロータの回転円
に対する接線方向とすることも可能である。
【００３４】
　本構成のように、原料物質を粉砕ロータの回転円に対する接線方向に供給することによ
り、原料物質を粉砕室内に円滑に供給することができる。また、微粉を分級ロータの回転
円に対する接線方向に排出することにより、微粉の排出を円滑に行うことができる。した
がって、原料物質の供給と微粉の排出とが円滑になり、粉砕処理の能力を向上できるとと
もに、変動の少ないより安定した運転が行える。
【００３５】
　本発明の粉砕装置では、前記分級部として複数の分級羽根を有する分級ロータを、所定
粒度の微粉を排出する排出用開口を有する取り付け面に対して、当該取り付け面と前記分
級ロータとの間に微小な間隔を隔てる状態で回転自在に設け、前記取り付け面に対向する
前記分級ロータの端部側部材を前記分級ロータの径方向外側位置まで延設し、前記取り付
け面と前記端部側部材との隙間に対して前記取り付け面側からエアーを供給するエアー吹
出口を前記隙間において前記端部側部材の径方向外側寄りの位置に配置することも可能で
ある。
【００３６】
　本構成のように、取り付け面に対向する分級ロータの端部側部材を分級ロータの径方向
外側位置まで延設することにより、取り付け面と端部側部材との隙間を分級ロータの径方
向外側位置まで延出する。そして、エアー吹出口を前記隙間において端部側部材の径方向
外側寄りの位置に配置することによって、当該隙間におけるエアー吹出口からのエアーの
流出を分級ロータの径方向の内側よりも外側への流出量を多くすることになり、隙間への
２次粉砕物の流入を防止できる。したがって、分級部で分級されなかった２次粉砕物が取
り付け面と分級ロータとの隙間から排出用開口に通り抜けるのを的確に防止できる。
【００３７】
　本発明の粉砕装置では、前記２次粉砕物が前記取り付け面と前記分級ロータとの隙間へ
侵入するのを規制する侵入規制部を設けることも可能である。
【００３８】
　本構成のように、侵入規制部を設けることにより、分級部で分級されなかった２次粉砕
物が取り付け面と分級ロータとの隙間へ侵入すること自体を抑制できる。したがって、エ
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アー吹出口における流出エアー量を少なくしても、分級部で分級されなかった２次粉砕物
が取り付け面と分級ロータとの隙間から排出用開口に通り抜けるのを的確に防止できる。
【００３９】
　本発明の粉体製造方法に係る特徴構成は、原料物質を繊維状化した後、上記の粉砕装置
によって切断および粉砕して所定粒度の粉体を製造する点にある。
【００４０】
　本構成の粉体製造方法においては、原料物質を繊維状化した後、本発明の粉砕装置で切
断および粉砕して粉体の製造を行っているため、粒径の揃った粉体を高い歩留まりで且つ
安定的に製造することができる。
【００４１】
　本発明の粉体製造方法では、前記原料物質を、樹脂または樹脂を含む低融点物質とする
ことも可能である。
【００４２】
　本構成の粉体製造方法は、熱の発生が比較的少ない切断工程を含むため、原料物質が樹
脂または樹脂を含む低融点物質であっても粉砕物が融着することがない。このため、かか
る低融点の原料物質から粒径の揃った粉体を高い歩留まりで且つ安定的に製造することが
できる。
【００４３】
　本発明の粉体製造方法では、前記原料物質を、トナーまたは粉体塗料の原料とすること
も可能である。
【００４４】
　本構成の粉体製造方法は、熱の発生が比較的少ない切断工程を含むため、原料物質がト
ナーまたは粉体塗料の原料のような比較的融点が低い物質であっても粉砕物が融着するこ
とがない。このため、粒径の揃ったトナーまたは粉体塗料を高い歩留まりで且つ安定的に
製造することができる。
【００４５】
　本発明の粉体製造方法では、前記繊維状化を溶融紡糸法によって行うことも可能である
。
【００４６】
　本構成の粉体製造方法においては、粉体原料物質の繊維状化を溶融紡糸法によって行っ
ているので、繊維状化した粉体原料物質を切断するだけで粉体粒径をある程度揃えること
ができる。そして、切断後の粉体原料物質をさらに粉砕処理することで、粒径の揃った粉
体を容易に得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４７】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
【００４８】
　　〔第１実施形態〕
　まず、第１実施形態について説明すると、図１は、第１実施形態における本発明の粉砕
装置１００の断面図である。粉砕装置１００には、その内部に原料物質を粉砕する粉砕室
１が備えられている。また、粉砕室１には、原料物質に当接してこの原料物質を粉砕する
円盤状の粉砕ロータ２が備えられている。そして、この粉砕ロータ２は、粉砕室１を、粉
砕ロータ２の一方の面が面する第１粉砕室１ａと、他方の面が面する第２粉砕室１ｂとに
仕切っている。
【００４９】
　この第１実施形態では、投入口５に投入された原料物質が導入される側を第１粉砕室１
ａとし、第１粉砕室１ａで粉砕された１次粉砕物が供給される側を第２粉砕室１ｂとする
。そして、第１粉砕室１ａに面する粉砕ロータ２の回転面を第１回転面２ａとし、第２粉
砕室１ｂに面する粉砕ロータ２の回転面を第２回転面２ｂとする。
【００５０】
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　図２に、粉砕ロータ２を（ａ）第１回転面２ａ側、および（ｂ）第２回転面２ｂ側から
それぞれ見た場合の斜視図を示す。粉砕ロータ２の第１回転面２ａには、原料物質の１次
粉砕が行われる第１粉砕部３が設けられている。また、粉砕ロータ２の第２回転面２ｂに
は、第１粉砕部３で原料物質を粉砕して生成した１次粉砕物が供給されて２次粉砕が行わ
れる第２粉砕部４が設けられている。そして、この第１粉砕部３および第２粉砕部４は、
第１粉砕室１ａと第２粉砕室１ｂとの間で連設するように配置され、粉砕物の１次粉砕か
ら２次粉砕への粉砕工程を連続して行うことができる。このような構成により、本発明の
粉砕装置１００では、１次粉砕の後、直ちに連続して２次粉砕を行うことができる。これ
により、１次粉砕と２次粉砕とを別々の粉砕機で行う場合のような手間の掛かる取扱いも
なく、時間およびエネルギー消費の点においても無駄のない効率的な粉砕処理が可能とな
る。そして、第１粉砕部３と第２粉砕部４とは、共通の円盤状の粉砕ロータ２の両面にそ
れぞれ設けられているので、粉砕装置の構成を簡素化することができる。
【００５１】
　次に、１次粉砕および２次粉砕について、詳しく説明する。１次粉砕を行う第１粉砕部
３は、例えば、図２（ａ）に示すようなピン状部材で構成される。なお、ここでは径方向
に間隔をあけて並んだ３個の粉砕ピン３が８列放射状に配置された例を示す。この粉砕ピ
ン３の配列については、隣接する粉砕ピン３の間隔を略均等になるように配置することも
可能である。この粉砕ピン３は、粉砕装置１００の投入口５から投入され、第１粉砕室１
ａに導入された原料物質を最初に比較的粗く粉砕するための粉砕部であり、主として剪断
力による粉砕（以下、剪断粉砕という）を実行する。剪断粉砕は、後述する打撃力を主と
する粉砕（以下、打撃粉砕という）に比べ、粉砕時の熱の発生が少なく、例えば、熱可塑
性樹脂のような低融点物質の粉砕に適している。本実施形態の粉砕装置１００では、粉砕
ロータ２が回転軸２０の周りを回転すると、粉砕ピン３と、第１粉砕室１ａ中に前記粉砕
ピン３とは別に設けた固定の補助ピン１３との間で粉砕が行われる。このため、原料物質
の形状が例えば、繊維状である場合においても有効に粉砕を行うことができる。
【００５２】
　２次粉砕を行う第２粉砕部４は、例えば、図２（ｂ）に示すような板状あるいはブロッ
ク状の粉砕刃（ハンマ４ａ）で構成される。なお、ここでは、８個のブロック状のハンマ
４ａが外周部に配置された例を示す。このハンマ４ａは、粉砕ピン３で粉砕されて生成し
た１次粉砕物をさらに細かく粉砕するための粉砕部材であり、主として打撃粉砕を実行す
る。打撃粉砕とは、粉砕ロータ２の回転に伴ってハンマ４ａが回転し、第２粉砕室１ｂ内
に送り込まれた１次粉砕物に打撃力を与え、粉砕物粒子が割られることによって行われる
微粉砕である。なお、図４に示すように、ハンマ４ａの回転経路の外側に対向させてライ
ナ１０を設けると、１次粉砕物はハンマ４ａに衝突した後、さらにライナ１０にも衝突す
るので、粉砕の頻度が増加し、２次粉砕を促進することができる。また、ハンマ４ａとラ
イナ１０との隙間を微小にすると、粉砕された２次粉砕物がこの微小隙間に入り込み、ハ
ンマ４ａとライナ１０との間で摩砕作用を受けて、さらに微粉化が可能になる。なお、摩
砕作用とは、粉砕物がハンマ４ａおよびライナ１０と擦れて、あるいは粉砕物どうしが擦
れて角が削られる等して微粉化が進行することである。また、摩砕は、ロータ２の回転中
は常に行われるものであるから、２次粉砕された粉砕物が、さらに第２粉砕室１ｂ内を循
環してハンマ４ａとライナ１０との間に入り込むことで、繰り返し摩砕が行われる。
【００５３】
　２次粉砕を行う第２粉砕部４として使用するハンマ４ａは、図２（ｂ）に示したハンマ
４ａに代えて、例えば、図３に示した縦溝状凹部付き粉砕刃４ｂを用いることが好適であ
る。このような形状の粉砕刃４ｂであれば、縦溝状凹部の存在によって、ライナ１０と縦
溝状凹部の当たり面との間で粉砕物が反発衝突を繰り返すことになるから、粉砕刃表面に
対する粉砕物の衝突頻度を大きくすることができる。しかも、粉砕刃４ｂの縦溝状凹部と
ライナ１０との間には粉砕物が移動するための通路が形成されるので、粉砕物の循環が促
進されるとともに、粉砕物の過熱を抑える空気の流通が促進される。これにより、低融点
物質に対してもより効率的に微粉化を行うことができる。また、縦溝状凹部付き粉砕刃４
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ｂは、当該粉砕刃４ｂとライナ１０との間に挟まれた粉砕物に対して、より摩擦力を増大
させた状態で外力を加えることができるので、この点においても効率的な微粉化を促進す
ることができる。
【００５４】
　ハンマ４ａや粉砕刃４ｂ（以下、まとめてハンマ４と称する）は、粉砕ロータ２の第２
回転面２ｂに全て同じ種類のものを取り付けて使用してもよいし、種類の異なるもの（本
明細書において例示したハンマ４以外の形状のものも含む）を複数個取り付けて使用して
もよい。ハンマ４は、粉砕する原料物質の種類や性状等により、適宜使い分けることが有
効である。
【００５５】
　第２粉砕室１ｂには、これに連通させた状態で分級部６が設けられる。ここで、分級部
６の例としては、複数の分級羽根６ａを放射状に配置させた分級ロータ６を示す。この分
級ロータ６は、その両端を二枚の円板で支持する構成であり、一方の円板６ｂは回転軸３
０に取り付けられ、他方は環状のカバー円板６ｃである。この分級ロータ６は、回転軸３
０によって回転することで、ハンマ４で粉砕されて生成した２次粉砕物のうち目標の所定
粒度にまで粉砕されたものだけを選別し取り分ける。そして、まだ所定粒度に達成してい
ない粉砕物を第２粉砕室に戻して再粉砕を続けることができる。これにより、原料物質が
無駄なく粉砕され、歩留まりを向上させることができる。
【００５６】
　分級部６で分級した所定粒度の微粉は、取出口７から取り出すことができる。ここで、
取出口７は、分級部６の回転円に対してタンジェンシャル方向に延出させておくことが好
ましい。このような構成とすれば、取出口７からの微粉の排出をより円滑に行うことがで
きる。
【００５７】
　さらに、第２粉砕部であるハンマ４と分級部６との間に、２次粉砕物を循環させる循環
手段として、ガイドリング８を設けることも可能である。ガイドリング８は、分級部６を
全周にわたって取り囲むように設置された筒状の部材であり、第２粉砕室の内壁に取付け
られている数箇所の取付ステー８ａによって保持されている。このガイドリング８は、分
級部６によって選別され粉砕が不十分な２次粉砕物に対しては、ハンマ４に確実に戻すよ
うに作用する。これにより、粉砕物の製造における歩留まりをさらに向上させることがで
きる。
【００５８】
　また、粉砕工程中に粉砕物の一部が滞ることがある。例えば、第２粉砕室１ｂの隅部分
１ｃに２次粉砕物が溜まり易いが、このような場合にもガイドリング８を設けることによ
って、２次粉砕物の循環が促進され、２次粉砕物が第２粉砕室中で滞ることがなくなるた
め、原料の歩留まりが良い粉砕を行うことできる。
【００５９】
　なお、本発明の粉砕装置１００は、本体の締結部１１の締結具１１ａを外すことにより
、粉砕装置１００を分割できるように構成されている。このような構成により、仮に粉砕
室１内に粉砕物が残留していたとしても、その清掃作業やハンマ４の交換等のメンテナン
ス作業を容易に行うことができる。
【００６０】
　また、本発明の粉砕装置１００は、稼動中においても残留粉砕物や難粉砕物等を粉砕室
１から強制的に外部に排出することができるように、内壁１ｄの一部に負圧吸引またはス
クリュー付設による第２取出口（図示せず）を設けることも可能である。この第２取出口
から残留粉砕物や難粉砕物等を排出することにより、粉砕装置１００内の粉砕物の滞留量
が一定に維持され、粉砕装置１００の運転時の過負荷を防止するとともに、粉砕および分
級作用の変動を抑えることができる。
【００６１】
　また、本発明の粉砕装置１００には、冷却用媒体を供給するジャケット９を備えること
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も有効である。このジャケット９に冷却水等を供給することで、原料物質の粉砕に伴う温
度上昇が抑えられるので、例えば、熱可塑性樹脂のような融点の低い物質を粉砕する場合
であっても、粉砕物の熱融着を確実に防止することができる。
【００６２】
　さらに、本発明の粉砕装置１００では、粉砕ロータ２の回転軸２０の設置方向を適宜設
定することができる。最も典型的には、図１のように、粉砕ロータ２の回転軸２０を水平
方向に延出して設けておく。このような水平配置とすれば、回転軸２０を回転自在に拘束
支持する支持部が同時に回転軸２０に作用する重力を負担することができる。このため、
回転軸２０周りの構成が簡単になり、粉砕ロータ２の高速回転が可能となる。よって、原
料物質の粉砕範囲が広くなり、２次粉砕物のさらなる微粉化が可能となる。
【００６３】
　一方、粉砕ロータ２の回転軸２０を傾斜させたり、あるいは垂直方向に配置することも
可能である。具体的には、第２粉砕室１ｂを形成する内壁１ｄの下部領域を粉砕ロータ２
の側に下向きに傾斜させる（図１において、右側を上げ、左側を下げる）ことで、粉砕装
置１００全体を傾斜させる。このように傾斜させると、内壁１ｄに堆積している２次粉砕
物が、内壁を伝って粉砕ロータ２側に集まり易くなるので、第２粉砕部４によって再度粉
砕され、歩留まりのよい効率的な粉砕を行うことができる。
【００６４】
また、上記傾斜配置と同様の効果を得る別の方策として、図４の粉砕装置の一部拡大断面
図に示すように、内壁１ｄの下部領域を粉砕ロータ２の側に下向き傾斜するように、第２
粉砕室１ｂを形成する内壁１ｄをテーパー状に構成させることも可能である。この場合に
おいても、粉砕が十分でない２次粉砕物が内壁を伝って粉砕ロータ２側に集まり易くなる
ので、第２粉砕部４によって再度粉砕され、歩留まりのよい効率的な粉砕を行うことがで
きる。
【００６５】
　本発明の粉砕装置１００全体を垂直に立てた構成も可能であり、このような竪型配置に
することにより、分級部６を粉砕ロータ２の上方位置に設けた構成となる。このような構
成では、分級部６を第２粉砕室１ｂの上方の空間に位置させることで、粒径の比較的大き
い原料や粉砕が不十分な２次粉砕物が落下する勢いで分級部６に吸引されるのを防止する
ことができ、粉砕物の粉砕時間を十分に取ることができるので、効率よく且つ確実に粉砕
を実行することができる。
【００６６】
　第１実施形態における本発明の粉砕装置１００を用いた原料物質の粉砕についての代表
的な試験結果について説明する。本実施例で使用した粉砕装置の仕様および試験条件は、
次のとおりである。
【００６７】
＜粉砕装置の仕様＞
　　ロータ　　第１粉砕部：粉砕ピン（図２ａに記載のもの）
　　　　　　　第２粉砕部：粉砕刃（図２ｂに記載のもの）
　　　　　　　モータ　　：１１ｋＷ
　　　　　　　回転速度　：８０００ｒｐｍ
　　分級部　　分級精度　：１６μｍカット
　　　　　　　モータ　　：５．５ｋＷ
　　　　　　　回転速度　：７０００ｒｐｍ
＜試験条件＞
　　　　　　　原料物質　：繊維状トナー原料
　　　　　　　処理時間　：１２０分
　　　　　　　処理量　　：３０ｋｇ
【００６８】
　図５は、本発明の粉砕装置１００によって生成したトナーの粒径分布を示したグラフで
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ある。図５のうち、（ａ）は粒度分布を個数ベースで表したもの、（ｂ）は粒度分布を質
量ベースで表したものである。
【００６９】
　図６に、本発明の粉砕装置１００によって生成したトナーの電子顕微鏡写真を示す。こ
のトナーは、繊維状化したトナー原料物質から粉砕開始後、約２０分経過したものであり
、この時の粉砕装置の処理能力は、約１５ｋｇ／時間である。このように、本発明の粉砕
装置１００を使用すれば、繊維状のトナー原料物質から粒径の揃ったトナー粒子を容易に
得ることができる。
【００７０】
　なお、図６に示したトナーは、以下の工程によって製造した。
　　（１）トナー原料物質を繊維状化する工程
　　（２）本発明の粉砕装置１００によって、繊維状化したトナー原料物質を切断および
粉砕して所定粒度のトナー粒子を生成する工程
【００７１】
　上記トナー製造方法は、原料物質を繊維状化した後、本発明の粉砕装置１００で切断お
よび粉砕して粉体の製造を行うものであるため、粒径の揃った粉体を高い歩留まりで且つ
安定的に製造することができる。
【００７２】
　また、上記トナー製造方法において、トナー原料物質の繊維状化を溶融紡糸法で行うこ
とが好ましい。溶融紡糸法とは、溶融高分子等の繊維材料を細孔を有するノズルから冷却
気流中に押出して、冷却固化させることにより繊維を形成する方法である。溶融紡糸法で
は均一な繊維径を有する繊維を生成することが容易であるので、この方法で得られた繊維
状化したトナー原料物質を切断するだけでトナーの粒径をある程度揃えることができる。
そして、切断後のトナー原料にさらに粉砕処理をすることで、粒径の揃ったトナーを容易
に得ることができる。
【００７３】
　なお、上記で説明したトナー製造方法は、原料物質をトナー以外の原料、例えば、粉体
塗料等を原料とする粉体製造方法に対しても同様に適用できる。
【００７４】
　　〔第２実施形態〕
　次に、第２実施形態について説明するが、上記第１実施形態と異なる構成について説明
し、上記第１実施形態と同様の構成については説明を省略する。図７は、第２実施形態に
おける本発明の粉砕装置１０１の断面図である。
【００７５】
　この粉砕装置１０１は、上記第１実施形態と同様に、粉砕ロータ２の回転軸２０と分級
ロータ６の回転軸３０とが水平方向に沿う姿勢で粉砕ロータ２と分級ロータ６とを水平方
向に並べて配置した横型の粉砕装置である。この横型配置の粉砕装置において、粉砕ロー
タ２の回転方向と分級ロータ６の回転方向とを逆方向にしてある。
　このように粉砕ロータ２と分級ロータ６とを逆方向に回転することにより、粉砕室１内
で偏った旋回流が発生するのを抑制できるとともに、第１粉砕部３、第２粉砕部４の周辺
および分級ロータ６の周辺において局部的な粉体濃度の変動を抑制できる。したがって、
粉砕室１内での粉砕物の移動を円滑に行うことができるので、粉砕物の滞留量の増減を抑
えて粉砕物の滞留状態を安定させることができ、かつ、変動の少ない安定した運転ができ
る。
【００７６】
　粉砕ロータ２の径方向外側部と対向する粉砕室内壁側には、粉砕ロータ２の回転方向に
沿って複数の凹凸を有する粉砕ライナ１２を設けている。この粉砕ライナ１２の形状とし
ては、例えば、図８（ａ）に示すノコギリ刃型の粉砕ライナ１２ａ、図８（ｂ）に示す三
角刃型の粉砕ライナ１２ｂ、図８（ｃ）に示す波型の粉砕ライナ１２ｃなど各種の形状を
適応することが可能である。
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　ノコギリ刃型の粉砕ライナ１２ａは、粉砕ロータ２の回転方向に対して順目と逆目との
２つの設置方向がある。順目とは、ノコギリ刃の斜部が粉砕ロータ２の回転方向に対して
対向する場合である。逆目とは、ノコギリ刃の角部が粉砕ロータ２の回転方向に対して対
向する場合である。図８（ａ）は、ノコギリ刃型の粉砕ライナ１２ａの設置方向を逆目と
した場合を示している。
　このような形状の粉砕ライナ１２を設けることにより、粉砕物に対して粉砕のための力
をより効果的に与えることができ、粉砕処理の能力を向上できる。
【００７７】
　図７に示すように、粉砕ロータ２の回転軸２０に沿う方向において粉砕ロータ２の外周
部に配置した第２粉砕部であるハンマ４に対向する粉砕室内壁側に、ガイドリング８によ
る２次粉砕物の循環を規制する循環規制部材としての堰１４を設けている。
　この堰１４を設けることにより、第２粉砕物が循環側、すなわち分級ロータ６のある分
級領域に移動するのを抑制することになり、その結果、第２粉砕物がハンマ４に衝突する
頻度が増大してハンマ４による粉砕を促進することができる。こうして、粉砕処理の能力
の向上を図りながら、循環によって分級ロータ６で分級されなかった２次粉砕物を的確に
ハンマ４に戻すことができる。
　堰１４は、環状に形成され、第２粉砕室１ｂの内壁から内側に突出する姿勢で設けてい
る。そして、堰１４の先端部とガイドリング８との間には間隔を設け、第２粉砕物が滞留
することなく移動するようにしている。堰１４の固定については、粉砕室１を形成するた
めの第１ケーシング１５および第２ケーシング１６のフランジ間に挟み込んで固定してあ
る。
　堰１４の高さ（内壁１ｄからの突出寸法）は粉砕物の量や運転条件に応じて設定可能で
ある。また、必要により堰１４の一部を切り欠いたり、堰１４に１つ又は複数の適度な開
孔を設けてもよい。そして、堰１４の断面形状については、矩形状の他、三角山状や傾斜
状に形成することができる。
【００７８】
　粉砕ロータ２とその回転軸２０とをボルトナットなどの粉砕ロータ用締結具１７にて締
結し、この粉砕ロータ用締結具１７が存在する部分を締結部分１７ａとしている。そして
、その締結部分１７ａを覆い、かつ、２次粉砕物を第２粉砕部であるハンマ４が存在する
側に案内可能な締結カバー１８を設けている。
　この締結カバー１８は、分級ロータ６と同じまたはほぼ同じ径を有する筒状に形成して
いる。そして、締結カバー１８は、分級ロータ６の外周部と締結カバー１８の外周部とが
ほぼ一直線になるように配置している。このように締結カバー１８を配置すると、循環気
流が流れ込んだり、２次粉砕物等が滞留する不必要な空間を無くすと共に、ガイドリング
８などで循環された２次粉砕物が締結カバー１８の外周部側へ案内され、ハンマ４が存在
する側へ２次粉砕物を円滑に移動させることができる。
　また、締結カバー１８の内部には、比較的大きな中空空間１９が形成される。この中空
空間１９により粉砕ロータ２の回転に伴って発生する熱を逃がすことができ、締結カバー
１８の外周部に２次粉砕物が融着するのを抑制できる。
　締結カバー１８の形状については、適宜変更が可能であり、例えば、図７中一点鎖線で
示すように、コーン型としてもよい。
【００７９】
　分級ロータ６は、複数の分級羽根６ａを放射状に配置し、その両端を二枚の円板で支持
する構成であり、一方の円板６ｂは回転軸３０に取り付けられ、他方は環状のカバー円板
６ｃであって、カバー円板６ｃの中心の開口は排出用開口２１に連通される。該分級ロー
タ６は、所定粒度の微粉を排出する排出用開口２１や取出口７などを備えた排出側ケーシ
ング２６に回転軸３０を介して支持されて設置されている。この排出側ケーシング２６は
、分級ロータ６のカバー円板６ｃに対向する内壁面を取り付け面２２とし、その取り付け
面２２の中央部に排出用開口２１を形成している。そして、分級ロータ６は、排出用開口
２１を有する取り付け面２２との間に微小な間隔を隔てる状態で回転自在に設けている。
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　図９に示すように、取り付け面２２に対向する分級ロータ６の端部側部材としてのカバ
ー円板６ｃを分級羽根６ａよりも分級ロータ６の径方向外側位置まで延設している。この
ようにして、取り付け面２２と分級ロータ６のカバー円板６ｃとの隙間２３を分級羽根６
ａよりも分級ロータ６の径方向外側位置まで延出する。そして、取り付け面２２とカバー
円板６ｃの隙間２３に対して取り付け面２２側から取り付け面２２とカバー円板６ｃとが
対向する方向に沿ってエアー吹出口２４を設けている。このエアー吹出口２４は、隙間２
３に対してエアーを噴出することにより、該隙間２３部分にエアーシール部を構成し、所
定粒度に達していない粉砕が不十分な２次粉砕物が隙間２３を通り抜けて排出用開口２１
に流入するのを防止する。
　そして、エアー吹出口２４は、分級ロータ６の径方向において分級ロータ６のカバー円
板６ｃの径方向外側寄りの位置、具体的には中央位置よりも少なくとも外側寄りに配置し
ている。このようにエアー吹出口２４を配置することにより、隙間２３におけるエアーシ
ール部で分級ロータ６の径方向外側から２次粉砕物が隙間２３へ流入するのを防止でき、
２次粉砕物の排出用開口２１への流入を的確に防止できる。
【００８０】
　また、図７に示すように、所定粒度に達していない２次粉砕物が取り付け面２２と分級
ロータ６のカバー円板６ｃとの隙間２３へ侵入するのを規制する侵入規制部としての規制
ガイド２５を設けている。この規制ガイド２５は、環状に形成され、分級ロータ６の回転
方向において隙間２３の全周にわたって設けている。そして、規制ガイド２５の断面形状
は、排出側ケーシング２６の内壁に沿って分級ロータ６の径方向内側に延びその先端部が
屈曲してガイドリング８側に傾斜する形状としている。
　規制ガイド２５は、２次粉砕物が隙間２３へ向けて移動すること自体を抑制することが
でき、エアー吹出口２４より供給するエアー量を軽減しても隙間２３への２次粉砕物の流
入を防止できる。
　侵入規制部について、図７では、排出側ケーシング２６とは別の規制ガイド２５を設け
ているが、例えば、図１０に示すように、排出側ケーシング２６に、隙間２３の径方向外
側に位置する部分を延長形成することにより、排出側ケーシング２６にて侵入規制部を構
成することもできる。
【００８１】
　この粉砕装置１０１でも、上記第１実施形態と同様に、投入口５から粉砕室１内へ原料
物質を供給しかつ取出口７から所定粒度の微粉を取り出すようにしているが、図１１（ａ
）に示すように、投入口５から粉砕室１に供給する原料物質の供給方向を粉砕ロータ２の
回転円に対する接線方向（タンジェンシャル方向）としている。このようにすると、粉砕
室１内への原料物質の供給を円滑に行える。
　また、図１１（ｂ）に示すように、取出口７から排出する微粉の排出方向を分級ロータ
６の回転円に対する接線方向（タンジェンシャル方向）としている。このようにすると、
取出口７からの微粉の排出を円滑に行える。
　このように、原料物質の供給と微粉の排出とを円滑に行うことができ、粉砕処理の能力
を向上できるとともに、変動の少ないより安定した運転を行える。
【００８２】
　第２実施形態における本発明の粉砕装置１０１を用いた試験結果に基づいて説明する。
　まず、粉砕ロータ２の回転方向と分級ロータ６の回転方向とを逆方向にした場合と粉砕
ロータ２の回転方向と分級ロータ６の回転方向とを同じ方向にした場合との試験結果につ
いて、図１２に基づいて説明する。図１２において、ｄ５０とは体積平均径であり、ＣＶ
とは変動係数である。
　このときの粉砕装置の仕様および試験条件は、次のとおりである。
【００８３】
＜粉砕装置の仕様＞
　第１粉砕部：図２（ａ）に示す粉砕ピン
　第２粉砕部：図３に示す粉砕刃
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　粉砕ロータの回転速度：８０００ｒｐｍ
　分級ロータの回転速度：７０００ｒｐｍ
　（分級精度：１０μｍカット）
　粉砕ライナ：図８（ａ）に示すノコギリ刃型でその設置方向を逆目とする
　第２粉砕部と粉砕ライナとの間隔：０．８ｍｍ
＜試験条件＞
　原料物質：繊維状トナー原料
　処理時間：１２０分
　処理量：４０ｋｇ
　外気温度：２０℃
【００８４】
　図１２によると、粉砕ロータ２の回転方向と分級ロータ６の回転方向とを逆方向にした
方が同じ方向とするよりも、粉砕動力が小さく、排気温度が低く、収率が良い。ここで、
空転時動力は５．８ｋＷである。
　粉砕ロータ２の回転方向と分級ロータ６の回転方向とを逆方向にした場合には、収率が
良く粉砕動力が小さいので、粉砕処理を効率よく行うことができ処理能力の向上を図るこ
とができる。そして、粉砕動力が小さいので、小さな動力で粉砕処理を行うことができ、
それだけエネルギー効率を向上できる。また、排気温度が低いので、粉砕室１などを冷却
するために必要なエネルギー量を抑えてエネルギー効率を向上できるとともに、粉砕物が
粉砕室１の内壁などに融着するのを抑制できる。
【００８５】
　次に、粉砕ライナ１２の形状および設置方向を変更した試験結果について、図１３に基
づいて説明する。図１３の粉砕ライナ形状において、ノコギリ刃型とは図８（ａ）に示す
形状であり、三角刃型とは図８（ｂ）に示す形状であり、スムースとは凹凸の無い平らな
形状である。
　このときの粉砕装置の仕様および試験条件は、粉砕ライナについての仕様以外を、上述
の粉砕ロータ２と分級ロータ６とを逆方向と同じ方向に回転させたときの仕様および試験
条件と同様とし、粉砕ロータ２と分級ロータ６との回転方向については逆方向としている
。
【００８６】
　粉砕ライナ１２の形状をノコギリ刃型または三角刃型とすると、スムースよりもｄ５０
（体積平均径）とＣＶ（変動係数）とが低くなり、処理粉体の品質（粒度分布）が向上す
る。また、粉砕ライナ１２をノコギリ刃型とした場合には、その設置方向を逆目とする方
が純目とするよりもｄ５０（体積平均径）とＣＶ（変動係数）とが低くなり、処理粉体の
品質（粒度分布）が向上する。したがって、粉砕ライナ１２の形状はノコギリ刃型または
三角刃型とするのが好ましく、ノコギリ刃型とする場合にはその設置方向を逆目にするの
が良い。
【００８７】
　次に、第２粉砕部であるハンマ４と粉砕ライナ１２との間隔を変更した実験結果につい
て、図１４に基づいて説明する。
　このときの粉砕装置の仕様および試験条件は、第２粉砕部と粉砕ライナとの間隔につい
ての仕様以外を、上述の粉砕ロータ２と分級ロータ６とを逆方向と同じ方向に回転させた
ときの仕様および試験条件と同様とし、粉砕ロータ２と分級ロータ６との回転方向につい
ては逆方向としている。
【００８８】
　ハンマ４と粉砕ライナ１２との間隔を０．５～１．５ｍｍとすると、２．０ｍｍの場合
よりもｄ５０（体積平均径）とＣＶ（変動係数）とが低くなり、処理粉体の品質（粒度分
布）が向上する。したがって、ハンマ４と粉砕ライナ１２との間隔を０．５～１．５ｍｍ
とするのが好ましい。
【産業上の利用可能性】
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【００８９】
　本発明の粉砕装置は、トナーや粉体塗料の製造をはじめ、例えば、医薬品、農薬、化粧
品、食品、工業薬品、一般化学製品など種々の分野における粉体の製造に用いることがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００９０】
【図１】第１実施形態における本発明の粉砕装置の断面図
【図２】本発明の粉砕装置に使用する粉砕ロータの斜視図
【図３】縦溝状凹部付き粉砕刃を取り付けた粉砕ロータの斜視図
【図４】第２粉砕室を形成する内壁をテーパー状に構成した粉砕装置の一部拡大断面図
【図５】本発明の粉砕装置によって生成したトナーの粒径分布を示したグラフ
【図６】本発明の粉砕装置によって生成したトナーの電子顕微鏡写真
【図７】第２実施形態における本発明の粉砕装置の断面図
【図８】本発明の粉砕装置に使用する粉砕ライナを示す断面図
【図９】本発明の粉砕装置に使用する分級ロータの要部の断面図
【図１０】本発明の粉砕装置に使用する侵入規制部の断面図
【図１１】本発明の粉砕装置における原料物質の供給方向および微粉の排出方向を示す断
面図
【図１２】本発明の粉砕装置にて行った試験結果を示す表
【図１３】本発明の粉砕装置にて行った試験結果を示す表
【図１４】本発明の粉砕装置にて行った試験結果を示す表
【符号の説明】
【００９１】
　１　　粉砕室
　１ａ　第１粉砕室
　１ｂ　第２粉砕室
　２　　粉砕ロータ
　２ａ　第１回転面
　２ｂ　第２回転面
　３　　第１粉砕部（粉砕ピン）
　４　　第２粉砕部（ハンマ）
　５　　投入口
　６　　分級部（分級ロータ）
　６ａ　分級羽根
　６ｃ　端部側部材（カバー円板）
　７　　取出口
　８　　循環手段（ガイドリング）
　１２　粉砕ライナ
　１４　循環規制部材（堰）
　１７ａ締結部分
　２０　粉砕ロータの回転軸
　２１　排出用開口
　２２　取り付け面
　２３　取り付け面と端部側部材との隙間
　２４　エアー吹出口
　２５　侵入規制部（規制ガイド）
　３０　分級ロータの回転軸
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【図１０】

【図１１】

【図１２】
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【図１４】

【図６】



(19) JP 4891574 B2 2012.3.7

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  中道　真司
            大阪府大阪市福島区大開３－１－２　野田パークマンション７３７号
(72)発明者  野城　清
            大阪府枚方市招堤田近１丁目９番地　株式会社ホソカワ粉体技術研究所内

    審査官  土井　伸次

(56)参考文献  特許第０９１１２９（ＪＰ，Ｃ２）　　
              特公昭５０－０２１６９５（ＪＰ，Ｂ１）　　
              特開平０７－１１２１３８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－０６１３４０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－０４１６５２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭６２－１６８５５６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－１１３５６６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－０２８３８０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－１２６７８２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特許第０８１２９６（ＪＰ，Ｃ２）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ０２Ｃ　　１３／００　　　
              Ｂ０２Ｃ　　２１／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

