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社 長 三 島 守

平素は当社の事業にご支援とご協力を賜わり厚く御

礼を申し上げます。

当社は事業活動を通してお客様のご要望にお応えす

べく商品の改良と技術の研鑽に努め快適な社会の構築

と明るい市場の拡大を目指しています。

今年の技術報告では環境事業部�件と産機事業部�

件及びミキシング事業センター�件及びモリヤマ�件を準備致しました。

【環境事業部】冷熱事業センターでは中国を始め東南アジアに於いても水質

の管理や冷却水量管理のため密閉式冷却塔の要求が大きくなっています。この

ニーズに対応した新シリーズ開発結果を紹介します。空調ではクリーンルーム

システムの温度制御を強化し負荷変動に対し安定性を向上させました。集塵で

は高速ろ過によるコンパクト化／省スペースパルス集塵機の紹介を行います。

【産機事業部】液体サイクロンのスピクロンにて流体解析と実機テスト確認に

より浄化効率アップを致しました。【ミキシング事業Ｃ】既に市場投入してい

ますジェットペースタにて多成分処理を一括で行うことが出来ることが確認で

きました。内容の一部を紹介しています。【モリヤマ】シリカ高充填ゴムを容

易に混練可能な改良型ニーダーの紹介を行います。

また、当社は技術開発成果の保護と利用推進を図るため研究開発活動と一体

となった知財活動を実施しております。その一例として国内保有特許件数推移

と最近の登録特許を巻末に紹介しておきます。

弊社は今後とも社会に貢献する企業として努力を継続して参りますので、引

き続きご愛顧及びご指導を賜わりますよう宜しくお願い申し上げます。

巻 頭 言





数値シミュレーションを用いた液体サイクロンの浄化効率の向上

Improvement of purification efficiency of liquid cyclone using numerical simulation

産機事業部

大西慶一郎

Keiichiro ONISHI

Abstract

The purification efficiency of the liquid cyclone is required to improve in recent years. In this report, we

show that we develop the cyclone which can remove over 90% of 3μm particles. Moreover, we describe that we
achieve this development with lower cost by using numerical simulation.

�．はじめに

切削，研削及び研磨等におけるクーラント液を管

理しないと，製品の寸法精度や表面仕上の品質のみ

ならず，工具の寿命やクーラント液の寿命にも影響

を及ぼす．

近年，精密加工の増加に伴い，機械より排出され

るスラッジが微細化する傾向にあり，クーラント液

の管理に対する要求が高まっている．

当社は1970年頃より，メンテナンスが容易な浄化

装置「スピクロン」を製造・販売し1)，1990年に下

部ノズルの閉塞防止を考慮した「クロンエース｣2)，

2006年にクーラント液の発泡を低減する消泡機能を

有した「うずエコ」をラインナップに加え，様々な

スラッジの除去に対応した液体サイクロンで，クー

ラント液の浄化に努めてきた．

本報では，最近のさらなる浄化性能を向上させる

という顧客要求に応えるべく，液体サイクロンの浄

化効率を向上させる試験を行ったので，以下に記述

する．

�．浄化効率の向上実験

2.1 浄化効率の数値シミュレーション

サイクロンの浄化効率を最適化するために，効率

に影響を及ぼす因子から重要と考えられる数個を選

択し，それぞれの因子について，ある範囲に変化さ

せた．全ての因子の組み合わせについて試作機の製

作を行うと，膨大なコストと時間を要してしまうた

め，今回は数値シミュレーションソフトを用いて，

代替実験を行った．

数値シミュレーションでは，

・サイクロン入口形状，面積

・アンダーフロー径

・サイクロン本体上部内径

が浄化効率向上に影響を及ぼす因子であると仮定

し，数値シミュレーションソフトを用いて，それぞ

れの因子の組合せに対して，サイクロン内部の粒子

の流れをシミュレートし，浄化効率を算出，比較し

た．図�にシミュレーションの例を示す．

2.2 実機実験

数値シミュレーションの結果から，浄化効率が良

好であったモデル上部ノズル�種，下部ノズル�種

（図�）を製作し，中心粒径 3μm のパウダーを用

いて循環浄化試験を実施した．
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図� 数値シミュレーション流線



�．試験結果

製作したモデルで行った実機試験結果の浄化効率

と，同じモデルを数値シミュレーションで解析し浄

化効率を算出した結果を図�に示す．今回の手法に

より最適化された形状で，実機試験においても浄化

効率が90％を越える性能が出ている．

また，数値シミュレーションの結果は実機試験よ

り高い効率を示しているが，これらの結果には相関

関係が見られ，数値シミュレーションを実機試験の

回数を減らす手法として活用できることが分かる．

�．おわりに

数値シミュレーションを行い，実際の試験体を試

作し試験を行ったことで，短期間で目標としていた

浄化効率 3μm，90％以上を達成することができた．

今後，数値シミュレーションにおける浄化効率と

実際の試験の差異を少なくすべく，数値シミュレー

ションの条件を見直し，実際の試作を行うことなく

正確なシミュレートが行える環境になるようにデー

タ収集を行い，顧客要求に対応する最適なサイクロ

ンを市場に提供する．

�．参考文献

�）田中雄二郎，武鹿史郎，スピクロン，日本スピ

ンドル技報，1976，No. 30，pp. 12-19

�）内田俊夫，仲谷武，クロンエースの実施例，日

本スピンドル技報，1995，No. 39，pp. 27-34
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図� ノズルの組み合わせ

図� 浄化効率
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省スペースパルス集塵機（第�世代）の開発

Development of space saving pulse jet bag filter system (the fifth generation)

環境事業部 飯尾 良夫

技術開発室 木嶋 敬昌，山本 洋彰

Yoshio IIO, Takamasa KISHIMA, Yoshiaki YAMAMOTO

Abstract

Saving space and volume of bag filter system is main VOC's for steel plant systems to repair plants or

construct new plants.

Here, we report at development of rectifier of flow in pulse jet type bag filter system and IP (Injector Pipe)

possible to achieve higher cleaning efficiency of dusts on filter under 2m/min (the fifth generation).

�．はじめに

集塵は気流中から微粒子を分離する操作であり，

1960年代までは，主に製品回収装置として利用され

ることが多かったが，公害問題が大きく問題化して

からは，ごみ焼却を中心に利用されることが多くな

り，現在ではサブミクロンからナノサイズオーダと

従来では考えられないほど捕集対象とする粒子径も

小さく，処理ガス条件も粒子とガスの同時除去に対

する産業ニーズが高まっている．集塵技術の方向性

としては，近未来としてはナノサイズ粒子を対象と

したフィルタの多機能化が，将来としてはガス状物

質の段階的分離を対象としたフィルタレス化技術

（慣性集塵技術）へと発展していくことが日本粉体

工業技術協会集じん分科会で想定されている1)．同

協会がまとめた現在のユーザ視点での集塵装置への

期待としては，高速ろ過・低差圧化・フィルタ長寿

命化・集塵機の多機能化・世界統一規格集塵装置・

コンパクト集塵装置などが挙げられている．特に，

集塵機メーカの不適切な指示が長寿命化を阻害して

いる・集塵機メーカの指示とは異なる運転条件が

フィルタ寿命を短くしているなどといった指摘もあ

る1)．当社はこれまでに省スペースパルス集塵機

（第�世代）を開発し，ろ過速度1.7m/min におけ

るフィルタ長尺化（10m）を上市した2), 3), 4)．しか

し，集塵機に対する顧客ニーズは，一層のコンパク

ト化とフィルタメンテナンス数の低減などがある．

コンパクト化は，容量を小さくすることを意味して

おり，このためにはろ過速度を上げることが有効と

なる．またこれによりフィルタ設置本数が低減され

ることとなり，フィルタメンテナンス数を低減でき

る．ここでは，ろ過速度�m/min における高速ろ

過を実現した第�世代省スペースパルス集塵機の開

発について紹介する．

�．整流機能の改良

集塵時の粉塵負荷時における流体解析は，試験検

証が不可能な大型集塵機設計において不可欠であ

る．解析レベルの評価には実測値との比較が有効で

あるため，試験装置による風速値と解析値の相関を

あらかじめ検証した．図�は，試験装置における測

定点の位置を，図�は，同一集塵条件での各点にお

ける実測値と解析値を示している．これより，各値

ともに傾向が類似していること，また，フィルタ差

圧は500Paに対して解析によるろ布差圧は550Paと，

誤差がいずれも許容できる範囲と判断し，本法で検

証することとした．尚，解析には FLUENTを使用

している．

集塵装置内に設置するプレダスタ前置集塵機に

は，整流機能があり，集塵流速のバラツキを抑えて

フィルタの粒子による局部摩耗を防止している．集

塵気流中の粒子によるフィルタ摩耗については，こ

れまでに風速・衝突角度をパラメータとした試験研

究により進められてきており，衝突角度による影響

が大きく，粒子の衝突速度の累乗で摩耗することが

解明されている5), 6)．当社が対象としている高炉セ

グメントにおける摩耗性の高い粒子によるフィルタ

摩耗危険流速 Vcに対する現状設計によるろ過速度

（＝風量/フィルタ表面積）�m/min 仕様での集塵

機内の風速分布を図�(a)に示す．ここで，x・zは
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図�に示す位置における距離である．これより，概

ね Vc未満であるが，底部から中部にかけて Vc以

上の箇所が存在していることがわかる．また，風速

分布は図�(b)より，標準偏差1.7m/s となってい

る．

図�は，現状（改善前）設計に対し，整流構造を

チャンネルルーバからパンチングメタル構造に改善

し，同流体解析による Vc以上（黒）の箇所を比較

したものである．これより，改善前に存在した危険

風速 Vc領域が消失していることが確認できる．こ

れは，パンチングメタル構造としたことで，開口率

増加と開口分布の制御が可能となり，最適設計が可

能となったことによるものであり，解析結果を図�

に示す．これより，いずれも Vc以下が得られてい
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図� モデル集塵装置による風速測定ポイント

図� モデル集塵装置による実測と解析値の比較

図� 集塵装置内の風速分布（改善前･･ろ布�m・ろ過速度�m/min)
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(a)風速の分布 (b)従来品の集塵装置内風速分布



ること，また平均風速は改善前よりも低くなってお

り，本設計の有効性が確認できる．図	は，改善仕

様によるろ布10m時の集塵装置内解析結果を示し

たものである．ろ布�m 時よりも風速は上昇して

いるが，いずれも Vc以下となっていることがわか

る．また，平均風速もやや増加しているが，本仕様

で十分に対応できているといえる．

�．払い落し機能の改良

集塵後のパルスジェット方式による粉塵払落し操

作は、ヘッダータンク内の圧縮空気をダイヤフラム

弁の極短時間の開閉制御により、IP各噴射穴から

穴下に設置されたバグフィルタ内に噴射することで

行われる。この操作により、粉塵がフィルタより払

落されることで、払落し前運転差圧は図�のように
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図� 整流機能改善による危険風速領域の低減図� 解析による風速測定箇所

図� 集塵装置内の風速分布（改善後･･ろ布�m・ろ過速度�m/min)

Vc 

Vc

(a)風速の分布 (b)開発品の集塵装置内風速分布

図	 集塵装置内の風速分布（改善後･･ろ布10m・ろ過速度�m/min)

Vc 

Vc

(a)風速の分布 (b)開発品の集塵装置内風速分布



減少する。�m/min 時の現状のフィルタ運転差圧

挙動は，図�のように不十分な払落し状態であり，

顧客要求である払落し後運転差圧⊿Pcまで，現状

の払落し操作では回復できないため，満足に商用化

できている設備はほとんどみあたらない．このよう

な高速ろ過においては，集塵時の捕集ダストとフィ

ルタとの付着力の増加から高い払落し性能が必要と

なる．図
は，払落し時フィルタ最大内圧と払落し

制御差圧の関係を示したものである．これより，�

m/min において，⊿Pc を維持するには，パルス

ジェット方式による払落し時のフィルタ内圧を Pc

以上とする必要があることがわかる．尚，ここでは

高炉市場にて汎用性の高いポリエステルフェルト

フィルタにて検証を進める．

図10は，IPおよびダイヤフラム弁の改善効果を

測定するための測定箇所の概略を示したものであ

る．ヘッダータンク内で0.2MPaの圧縮空気は，ダ

イヤフラム弁の極短時間の開閉により IPの16個の

ノズル穴から各々のフィルタ内に噴射される．フィ

ルタ内には圧力センサを設置し，払落し操作時の

フィルタ内圧が測定できる．

図11は，ろ布10m における払落し時の最大フィ

ルタ内圧について，(a)は現状設計における値を，

(b)はダイヤフラムの応答性と IPの形状を改善した
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値をそれぞれ示したものである．(b)は(a)よりも各

値が大幅に上昇しており，いずれも�m/min の運

転条件に必要な Pc 以上に改善されている．また

フィルタ長さ方向とノズル穴ごとの各値のバラツキ

も改善されており，この仕様においては，フィルタ

底部においても十分な払落し効果が得られ，高い払

落し性能が達成できることを示している．

�．おわりに

プレダスタ前置集塵機の開発により，集塵装置内

の整流機能を改善し，ダイヤフラム弁および IP形

状の開発により，払落し性能を改善できた。これら

より，10m長尺ろ布において，高速ろ過（�m/min）

可能な集塵装置を実現した．本開発成果により集塵

装置はコンパクト化することが可能となり，省ス

ペース化はもちろんのこと，低価格で今後拡販する

予定である．
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図11 払落し時のフィルタ最大内圧分布
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クリーンルームシステム（クリエコⅢ）の温度制御精度の向上

Improvement of accuracy of temperature control of clean room system

環境事業部

上田 晃

Akira UEDA

Abstract

In this report, we explain SHIFT control which is mounted on Cle-Eco III and the effectiveness of SHIFT

control. Moreover, we show that SHIFT control can cut the running cost by up to 16%.

�．はじめに

近年，地球温暖化防止のための CO2 削減がク

ローズアップされ，省エネルギーが必要不可欠なア

イテムとなってきている．

当社は2001年に省エネルギー恒温恒湿クリーン

ルームシステム｢クリエコエース｣2) の製造・販売

を開始し，様々な業界において省エネルギーシステ

ムの提案を行い評価を頂いた．また，2005年には更

なる省エネルギーを実現するために新たな制御シス

テム「クリエコⅡ｣3) を開発し，多種多様な使用条

件に対して最適なシステム提案を行っている．

本報ではさらに制御精度，操作性，省エネルギー

を向上させた2010年の開発機種「クリエコⅢ」の特

長を記述する．

�．クリエコⅢの特長

クリエコⅢの外観を図�に示す．

�）運転起動時や恒温室内部の熱負荷の変化によっ

て発生する温度変動を抑える「SHIFT（シフト）

制御方式」（特許出願中）

�）従来型のシステムに比べてランニングコストを

最大16%削減4)

�）タッチパネルで操作や表示を行い，異常時のメ

ンテナンス方法や温湿度の履歴も表示4)

�) データロギング機能，ウイークリータイマ機

能，瞬時停止機能を標準装備4)

�）LAN接続機能，多点温湿度入力機能（最大14

点），積算電力計などに対応可能4)（オプショ

ン）

�）制御機器を標準装備しており，現地工事を大幅

に短縮

などである．

�．温度制御精度向上の仕組み

従来のクリエコには，恒温室の大きさに対する冷

却能力が比較的大きい場合や，運転起動時や恒温室

内部の熱負荷が変化した時に，温度が安定せず振れ

続けてしまう場合があった．原因は温度制御方式に

ステップ制御を採用しており，熱負荷の変化に対し

て冷却能力の変化の応答が遅いためである．ステッ

プ制御とは制御対象の空気の温度変化を検知して冷

凍機の運転モードを変更し目標とする温度に制御す

る方式である（図�参照）．

クリエコⅢに搭載した SHIFT制御はこの問題を

解決するための制御方式である．図�に SHIFT制

御を使用した時の温度変動の時間変化，図�に冷凍

機運転モードの時間変化を示す．SHIFT 制御は運

転状態を監視し，ステップ制御での温度制御が一定

時間（t1〜t2）不安定になったと判断した場合，強

制的に最適な冷凍機運転モードに切り替えて運転す
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図� クリエコⅢの外観



ることにより（t2〜t3），温度の変動を抑制する．温

度のドリフトが必要な場合には更に運転モードを変

化させて温度のドリフトを自動的に調整する（t3

〜t4）．図�に SHIFT制御方式による温度制御性能

の改善効果を示す．SHIFT 制御を用いずステップ

制御のみで運転を行った場合には時間が経過しても

温度が収束していないが，SHIFT 制御を適用する

と温度が収束し制御精度が向上していることがわか

る．

�．省エネルギー

クリエコⅢには夜間，中間期，冬期など，熱負荷

が少ない時に冷凍機の出力を調整し冷却能力を低減

させる機構を採用している．そのため，再加熱用の

ヒータの容量及び再加湿用の加湿器の容量を小さく

することができ，省エネルギー運転が可能となる．

従来の制御方式では，湿度制御運転において設定

値よりも湿度が高く（潜熱負荷が大きく）なった場

合，クリエコは除湿が必要であると判断し，冷凍機

の能力を上げる．ここで必要以上に湿度が低く（潜

熱負荷が小さく）なると設定された湿度に調整する

ために加湿器にて加湿を行う．この時冷凍機能力が

過剰でも加湿器の容量が十分にある場合は，過除湿

されても加湿器の出力が調整されて，大きな冷凍機

能力と大きな加湿能力にて湿度が安定してしまうた

め無駄が生じていた（図�(a)を参照）．これを解消

するためにクリエコⅢでは加湿器の制御出力と湿度

安定時間を監視し，冷凍機能力を自動的に�ランク

下げる制御方式を組み込むことで（図�(b)参照），

従来のシステムよりもランニングコストを最大で

16％削減することができる．

�．タッチパネル表示機能

クリエコⅢではすべての操作や表示をタッチパネ

ルで行うことが出来る．異常時のメンテナンス方法

や，温湿度の履歴のグラフ表示，ウイークリータイ

マの設定など簡単操作を実現している．

また，温湿度，異常履歴，各種設定値等のデータ

を USBメモリーにて取り出すことが可能で，パソ

コンによる編集ができ，レポート作成などにも活用
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図� ステップ制御の運転モード

図� SHIFT制御時の温度変動

図� SHIFT制御時の運転モード

図� 温度測定データ



できる．

�．まとめ

今回開発した省エネ対応の恒温恒湿クリーンルー

ムシステム「クリエコⅢ」はシンプルな制御で高精

度が確保でき，同時に省エネルギーにも貢献する．

また，負荷変動に対しても温度が振れ続けないよう

に「SHIFT 制御」を組み込むことにより制御性，

安定性も向上している．

本システムは室内環境や地球環境に幅広く貢献
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図� 省エネルギー運転イメージ図

図	 タッチパネル表示例



し，産業界の多岐に利用されることに期待できるも

のである．
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密閉式冷却塔CUFシリーズの開発

Development of closed cooling tower CUF series

冷熱事業センター 濱元 彰則

技術開発室 上田 聡

Akinori HAMAMOTO, Akira UEDA

Abstract

In this report, we describe the advantages of closed cooling tower CUF series, which is developed for

overseas market, especially for China. Compared with the conventional model, CUF series is improved

maintenance. Moreover, cost and installation space is reduced.

�．はじめに

国内での冷却塔の需要は一段落し，近年では海

外，特に中国での冷却塔の市場が急激に大きくなっ

てきている．中でも産業用密閉式冷却塔の需要が伸

びており，今後ともさらに拡大する傾向にある．ま

た市場の拡大とともに冷却塔に対する要求度は，コ

ストはもちろん省エネルギー，省スペースなどと

いったことにも注目されるようになってきた（ここ

で密閉式冷却塔とは循環水が密閉回路のコイル内を

流れ外気と直接接触しない冷却方式をもった冷却塔

のことをいい，大気汚染のある場所，水質管理が必

要な機器などを主な使用用途としている）．

弊社では従来，密閉式冷却塔として CUAシリー

ズを販売しており，騒音の低減や白煙防止などの開

発を精力的に行ってきた1-3)．しかし従来の機種で

は，一層高まる要求に応え，中国市場での競争に打

ち勝つことは出来ないと判断し，後継機種として

CUF シリーズの開発に着手した．本報では，開発

された密閉式冷却塔 CUFシリーズの特長について

報告する．

�．CUFシリーズの開発

2.1 内部構造の最適化

従来機種である CUAシリーズは，熱交換コイル

の構造が複雑であったためにメンテナンスが困難で

あった．例えば熱交換コイルが破損した場合に部分

的な交換ができないという問題がそれである．CUF

シリーズにおいては，配管方法を変更し，構造を簡

略化することでこのメンテナンス性を改善した（図

�，�）．また水槽，パネル，送風機など主要部品

を，現行標準機種 UFシリーズをベースとした部品

と共用化することでコストダウンを図った．

2.2 数値解析を用いた検証

前述のように最適化された構造をもつ CUF シ

リーズに対し，十分な冷却性能を有しているか検証

するため，実験を行うことが必要である．しかし表

�にラインアップされた全ての機種に対して実験を

行うには多大なコストがかかる．代表的な機種のみ

実験を行い，他の機種に対してサイズの違いによる

性能の差を換算しようとしても，冷却性能に直結す

る充填材内部の流れの様子を見ることはほとんど出

来ないため，寸法の違いによる影響を予測すること

すら困難である．これらの問題を解決する手段とし

て，コンピュータを用いた数値流体解析，すなわち

CFD（Computational Fluid Dynamics）により空気お

よび水の流れ方を調べ，実験の代替とすることを

図っている．

数値解析の手法を簡単に説明する．まず�次元モ

デリングソフトでコンピュータ内に冷却塔の形状を

再現する．これには�次元 CADソフトを使うこと

も可能である．図�は今回作成した CUFシリーズ

の形状モデルの一例である．このモデルに対し，非

構造格子で流体が占める空間領域の離散化（これを

メッシュと言う）を行う．次に物理モデルを選択す

る．今回の解析については�次元定常非圧縮性粘性

モデルとし，さらにファン吸込み部の Reynolds数

が105を超えていたため乱流を考慮するモデルとし
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図� 内部構造 熱交換器

CUFシリーズ
熱交換コイルは単独構造でメインのヘッダー
管に直接繋ぐ方式
・熱交換コイルの構造が簡略
・熱交換コイルが部分的に取外せ
　メンテナンス性が改善

従来機種CUAシリーズ
熱交換コイルをユニット化し熱交換器側
ヘッダー管をメインのヘッダー管に繋ぐ方式
・熱交換コイルユニットの構造が複雑
・熱交換コイルの部分的なメンテナンス，
　取替が困難

図� CUFシリーズ構造図

図� 解析モデル 図� 流れ場の解析結果（流線）



た．最後に境界条件としてファンの吸込み部および

吐出し部に風量に応じた速度条件などを与え，以下

に示す流体運動の基本式である連続の式⑴と

Navier-Stokes方程式⑵を数値的に解く：

∂uj

∂xj

＝0，㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀⑴

uj

∂ui

∂xj

=−
1
ρ

∂p

∂xi

+v
∂
2
ui

∂xj∂xj

+gi.㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀⑵

ここで uj は速度ベクトル，ρ は密度，v は動粘性係

数，gi は重力加速度ベクトルである．また今回は乱

流を考慮しているため，実際はこれらの式に加えて

乱流エネルギーの輸送方程式等も解く必要がある．

図�に以上のように計算し得られた流れ場の様子

を示す．実機では測定することが難しい充填材の内

部の気流なども見ることが出来る．さらに数値解析

では，モデル内空間の様々な位置や角度から表示さ

せることができるため，実際に見ることができない

部分の様子も詳細に調べることができる長所を持っ

ている．

しかし一般に数値解析には以下の理由により誤差

が発生する：

⑴連続的な空間を有限の大きさを持つメッシュに

より離散化していることによる誤差

⑵ Navier-Stokes 方程式の導出や乱流モデルの選

択において仮定などを行ったことによる誤差

⑶充填材や水配管などの細かな形状を一部省略し

単純化したことによる誤差．

これらの誤差の大きさを評価し，数値解析の妥当

性を確認するために，実機を用いた検証実験を欠か

すことはできない．今回は実機でも測定が可能であ

る吸込み面の風速分布を比較することによって検証

を行った．図�および図�に吸込み面の風速分布を

示す．縦軸および横軸は吸込み面上の位置を示し，

色の濃淡は風速の大きさを表す．実測では風速が遅
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図� 吸込み風速分布（実測) 図� 吸込み風速分布（解析)

表� CUFシリーズの仕様



くなる領域が吸込み面の中央部にあることが確認さ

れたが，解析でもこのような遅い領域が再現されて

いる．そのため冷却塔内部の気流もほぼ再現されて

いると推測されることから，数値解析を実機による

実験の代替として用いることが可能であると判断

し，他のサイズの冷却塔への適用を進めている．

�．CUFシリーズの特長

今回開発された CUFシリーズは1セル最大160冷

却トンとし，30冷却トンから960冷却トンまで対応

している．それぞれの容量に対する冷却塔の仕様は

表�の通りである．

従来機種と比較すると CUFシリーズの材料費は

30％，電力消費は20％削減されており，また熱交換

器の性能向上や最適構造設計により，重量を半減，

設置スペースが25％削減されている．

同様に他社との比較でも，電力消費は20％，重量

は40％，設置スペースは25％と CUFシリーズが優

位である．また先に述べたように CUFシリーズは

�セルで最大160冷却トンの能力を有し，他社が�

セル最大100冷却トンの能力であることを考えると

販売面で更に優位である．

�．おわりに

中国での密閉式冷却塔の需要は今後ますます伸び

ていくとともに，市場環境も更に厳しくなることが

予想される．このような中で今回 CUFシリーズを

開発することで，密閉式冷却塔の商品力を強化し，

より競争力のある商品とすることができた.

今後とも市場の動向には十分注視し，より良い商

品をより早く開発する様努めていきたい．

�．参考文献
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ジェットペースタの挑戦
電極スラリーの高速連続製造装置の開発へ

Challenge of JET PASTER

For the consecutive high-speed dispersion of the electrode slurry

ミキシング事業センター

浅見 圭一

Keiichi ASAMI

Abstract

Jet Paster is a device which can dissolve difficulty water-soluble polymer such as carboxyl methylcellulose

(CMC) instantly. It also can produce electrode slurry from high ability for the dispersion in a short time.

In this paper, the author compares Jet Paster with the conventional manufacturing method about electrode

slurry to show superior points of Jet Paster. Moreover, the future development is described.

�．はじめに

1991年に商品化されたリチウムイオン電池の需要

は，携帯電話やノートパソコンなどのモバイル機器

の普及や，ハイブリッド車への搭載などにより大き

く伸びている．この需要については今後，電気自動

車や電力平準化，非常用のための蓄電装置としてさ

らなる展開が見込まれており，2014年にはハイブ

リッド車や電気自動車用リチウムイオン電池市場は

�兆円を超えるという試算もある1,2)．

このように市場が急激に拡大していく中，リチウ

ムイオン電池の開発においては材料開発だけでな

く，コーティング工程などの生産工程の開発も活発

になっている．しかし心臓部と考えられている電極

活物質のスラリー化，特に新しい生産方法である負

極材料の水系スラリー化には生産工程が複雑で時間

もかかるという欠点があり，革新的な生産方法が望

まれている．

ジェットペースタは，このような要望に応え短時

間で高品質スラリーを生産できる非常に優れた装置

である．本稿ではジェットペースタの優れた特性を

紹介し，リチウムイオン電池業界に参入するために

開発すべき装置，システムの提言を行う．

�．リチウムイオン電池の製造工程

まず最初に，リチウムイオン電池およびキャパシ

タ製造工程の心臓部であるスラリー作製工程の他社

従来製法，NS現行提案製法及び新たな提案である

連続スラリー生産方法の概要を説明する．

現状スラリー作製工程には有機溶媒系と水系が存

在するが，環境面とコスト面から水系への移行が進

んでいる．ここでは，今後大きく拡大する水系に

絞って報告する．

図�①の他社従来製法は三工程のバッチ運転であ

る．最初に増粘剤であるカルボキシルメチルセル

ロース（CMC）を，プラネタリミキサー等を用い

て水に溶解させる（CMCが非常に水に溶解しにく

い高分子であるためこの溶解工程に長時間（�〜�

時間）かかっている）．次にその溶液に活物質や導

電剤を分散させ予備スラリーを作製する．そして最

後に薄膜旋回型高速ミキサー等で仕上げ分散を行

う．

このように他社現行法では，トータルで半日近く

かかるため非常に効率が悪かった．

それに対して，②の NS 現行提案では，CMC 溶

解工程と仕上げ分散工程が削減できる画期的な方法

であり，バッチ式生産方法としては非常に短時間

（他社従来製法に対し1/3〜1/5時間）で良好なスラ

リーを作製することできる．このため多数のメー

カーから引き合いをいただいている．

②の NS従来提案は，CMC溶解工程と仕上げ分

散工程が削減できる画期的な方法ではあるが，リチ

ウムイオン電池業界では韓国，中国の追い上げもあ

り生産性向上とコストダウンが至上命題であり，ス

ラリー製造工程の連続化が非常に要望されている．

この要望に答えるシステムとして循環分散に必要
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とする時間を低減するためジェットペースタを組み

合わせた超高速連続スラリー製造システムを
月末

を目処に開発中である．

�．ジェットペースタの特長

まず，リチウムイオン電池電極スラリー作製に使

用する CMC溶解を例にジェットペースタと他社現

行法とを比較した結果を表�に示す．他社現行法

は，二軸のプラネタリミキサーを使用する方法であ

る．

ジェットペースタの特長として

⑴粉体を強制的に吸引混合・溶解し，高粘度スラ

リーの連続生産が可能

⑵液体と粉体を瞬間的に分散・混合するので，高

分子の凝集体であるダマの発生しない溶解が可

能

⑶ロータリーバルブにより粉体供給量をコント

ロールすることで，安定した濃度のスラリーが

作製可能

⑷ケーシングにはクランプ取り付け式を採用して

おり，保守・点検及び分解洗浄が容易

⑸水系溶媒に加え，有機溶媒にも対応

等が挙げられる．

ジェットペースタを用いた溶解には，循環式とワ
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図� 連続スラリー生産方法

ダマ有ダマ無溶解品質

長時間従来製法の1/3〜1/5溶解時間

バッチ溶解ワンパス溶解＋均一化溶解方式

従来法
（プラネタリミキサー）

ジェットペースタ

表� 従来法との比較（CMC溶解）

低い高い生産能力

CMC 
CMC 

ワンパス

切替

均一化

溶媒供給

タンク
循環

ジェットペースタ

ホッパ

図� CMC溶解方法

(a)循環溶解 (b)ワンパス溶解＋均一化



ンパス連続式の�種類の方式がある．循環式は図�

(a)に示すように投入された粉体と溶媒をジェット

ペースタと貯蔵（攪拌）タンクの間で何回か循環さ

せながら混合，溶解させる方式である．この方式で

はより高濃度の溶解をより完全に実施することがで

きる．一方ワンパス連続式は(b)のようにジェット

ペースタで連続溶解した溶液及びスラリーをタンク

で均一化させる方式である．通常，タンクを�〜3

台設置し切り替え運転を実施する．この方式の特長

は低濃度溶液の高生産性である．

CMC溶解ラインでは，濃度が約0.5〜�％である

ためのワンパス方式を採用されることが多い．

�．溶解・分散能力

4.1 CMCの溶解

液体中に粉体を瞬間的にダマなく溶解するという

特徴を示すために難水溶性高分子として代表的な

CMCの溶解を実施した．

循環式で CMCを溶解し濃度�％のスラリーを作

製した．

循環運転時間と，作製された CMC溶液の粘度と

の関係を図�に示す．運転時間�分以降は粘度が変

化しておらず，短時間で均一な溶解が出来ているこ

とが分かる．

図�には，循環�分での CMC濃度と粘度の関係

を CMCメーカーのカタログデータと比較した．こ

の図よりカタログデータと一致していることがわか

る．カタログテータと一致していることにより

ジェットペースタの剪断力により高分子の連鎖が切

れていないことがわかり溶液の品質も優れているこ

とが判明した．

これらの CMC溶解特性により大手電池メーカー

数社に採用されている．

4.2 電極スラリーの分散

前述したように，材料を一括投入してジェット

ペースタを運転することによりスラリーを一工程で

作製することが可能である．ここでは例としてキャ

パシタ用スラリーを挙げ，材料を一括投入して作製

した実験結果を示す．ジェットペースタによるスラ

リーの作製は以下の順で行う（図�を参照）：

⑴ホッパに活物質，導電助剤及び CMCを投入

⑵タンクに水を投入

⑶循環式運転により活物質，導電助剤及び CMC

を一度にスラリー化

⑷バインダを添加

トータル�Lスケールでテストを実施．粉体供給

開始からスラリー作製に費やした時間は5分程度で

あった．

一方従来法として，プラネタリミキサーと薄膜旋

回型高速ミキサーを使用して同様のスラリーを作製

し（スケール：150cc，作製時間：約30分），それぞ

れのスラリーの分散状態の評価を，金属箔にスラ

リーを塗布，乾燥後プレスし，断面の電子顕微鏡写

真を撮影することにより行った．図�の電子顕微鏡

写真を見ると，(a)のジェットペースタでスラリー

化したものは導電助剤であるカーボンブラックが活

性炭表面に均一に分散しており，キャパシタとして

の内部抵抗が低いことが期待できる．一方(b)の従

来法では丸で示したカーボンブラックの二次凝集体

が数多く見られ良く分散されていないことが分か

る．以上のことより，ジェットペースタに活物質，

導電助剤，CMCを一括投入することでスラリーを

一工程で，かつ非常に短時間で作製可能となること

がわかる．さらに，均一に分散させることができる

ため，リチウムイオン電池およびキャパシタの内部
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図� 循環式運転時間と CMC溶液の粘度の関係

図� CMC溶液の濃度と粘度の関係，循環式，

運転時間�分，測定時スラリー温度25℃



抵抗の低減も期待できる．

�．ラインアップ

ジェットペースタのラインアップを図	に示す．

弊社では，量産ラインに対応した JPL とラボ用・

少量テスト用の JPSの�機種を用意している．

�．おわりに

ジェットペースタにより電極スラリーが一工程

で，かつ非常に短時間で作製可能となることが明ら

かになった．CMCの連続溶解装置と同様，ジェッ

トペースタを直列に繋いだ高速連続スラリー製造シ

ステムの可能性も大きくなってきている．今後は，
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活物質
導電助剤

CMC

水
バインダ

(b)従来法：プラネタリミキサー

＋薄膜旋回型高速ミキサー

図� 電極の断面 SEM写真（5000倍)

図� 循環式スラリー作製方法

(a)ジェットペースタ（全材料一括投入）

循環：50〜100L
ワンパス＋均一化：2000L/h

パイロットライン
量産ライン

ジェットペースタ L

図	 ジェットペースタのラインアップ

機種

循環：3〜10L
ワンパス＋均一化：200L/h

処理流量

ラボ用少量テスト用途

ジェットペースタＳ
ライン
アップ



高速連続スラリー製造システム開発に邁進しリチウ

ムイオン電池業界に新風を吹き込む所存である．
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ロータ軸径の大きなワンダーニーダーによるシリカ分散

Silica dispersion using Wonder Kneader with large diameter rotor shaft

㈱モリヤマ

岡本 浩二

Koji OKAMOTO

Abstract

In this report, we verified the kneading performance of our Wonder Kneader having features of “larger

diameter rotor shaft” and “narrower annulus region” against high silica-filled rubber, as internal mixer could not

show expected kneading performance well.

Consequently, our Wonder Kneader is shown to be effective in dispersion/ incorporation of silica and in

reducing Mooney viscosity as well.

Moreover, we found re-kneading makes Mooney viscosity reduced greatly.

�．緒言

近年，低燃費タイヤ向けのシリカ高充填ゴムの混

練り生産量が増加しているが，このシリカ高充填ゴ

ムを密閉式混練り機で混練りするとゴムの昇温速度

が速く，設定温度で排出を行う混練り仕様の場合，

設定温度に達するまでに十分にゴムを混練りするこ

とができないという問題がある．

一方，入江らはロータ軸径が大きく環状部が狭い

ことを特徴とする当社製ワンダーニーダー（㈱モリ

ヤマの登録商標）が，SBR にカーボンブラック等

を分散させたゴムにおいて，カーボンブラックの取

り込み性と分散性に優れていることと，除熱特性に

優れていることを報告している1,2)．

その中でワンダーニーダーは，当社製従来加圧型

ニーダーと比較して混練り容量の減少と混練りエネ

ルギーの増大はあるものの，環状部に生成される複

数の円筒状バンクがカーボンブラックの取り込み性

と分散性の向上に大きく寄与していることが示され

ている．

そこで本報では，シリカ高充填ゴムをこのロータ

軸径が大きく環状部が狭いワンダーニーダーで混練

りした場合，十分な混練り性を発揮できるかどうか

を検討した．即ち，SBR に多量のシリカを配合し

たゴムコンパウンドにおいて，ムーニー粘度とせん

断弾性率の歪み分散の測定及び，混練り中にシリカ

が取り込まれていく状態の写真撮影を行って，ムー

ニー粘度の低減効果，シリカの分散性及び取り込み

性を当社製従来加圧型ニーダーと比較検討した．

�．実験

2.1 装置

混合容量が	Lのワンダーニーダーと，10Lの従

来加圧型ニーダーを用いて実験を行った．これらの

ニーダーの断面を図�(a)と(b)に示す．

図�(a)に示す混合容量	Lのワンダーニーダー

を WD	型と称し，混合室のチャンバー内壁直径

（Dc）とロータ軸部直径（Dr）は約0.7の比（Dr/Dc）

を持つ．また，図�(b)に示す混合容量10Lの従来

加圧型ニーダーを D10型と称し，これは約0.5の直

径比（Dr'/Dc）を持つ．

WD	型は D10型より環状部が狭く通過するゴム

の厚みが薄いことから，混練り中に生成する複数の

円筒状バンクが回転流動を起こし易く，チップクリ

アランス部以外の軸部でも充填剤を効率よく取り込

むことに優れている．

そして同一回転速度・同一周速では，WD	型の

環状部のせん断速度は D10型の2.3倍程度速い．

なお，この実験に用いたWD	型と D10型は混合

室の大きさは同じであるがロータ形状が異なるた

め，混合容量に1.4倍程度の差がある．

しかし，WD	型と D10型のロータ形状において

寸法が異なる部分はロータ軸径とロータ翼高さのみ

であり，ロータ翼長さ，ランド幅，ねじれ角度及び

食い込み角度は同一である．
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これらのニーダーのロータ外径とロータ翼先端の

チップクリアランスの寸法を表�に示す．

WD	型のチップクリアランスは D10型の�倍な

ので，ロータ回転速度・ロータ周速が等しい場合，

WD	型のチップクリアランス部のせん断速度は約

1/2となる．

そこで本実験では，チップクリアランス部でのせ

ん断速度が等しいWD	型と D10型を比較する場合

は，WD	型のロータ回転速度・ロータ周速を D10

型の�倍にした．

2.2 原材料と混練り仕様

原料ゴムには JSR ㈱製の SBR1500を，シリカに

は東ソー・シリカ㈱製のニップシール VN�を，ま

た，シランカップリング剤にはデグッサ製の Si69

を使用した．

これらの配合仕様を表�に示す．

表�の配合材料を混合室空隙に対して，最終的に

充填率が0.52となるように充填した．

図�にこの実験で行った混練り仕様を示す．

(a)の A 練りでは，入江らが SBR にカーボンブ

ラック等を分散させた混練り条件1,2)と同様に，ま

ず SBRとステアリン酸を投入してロータ回転速度

25rpmで�分間素練りし，その後シリカ等を投入し

て電力の第�ピークを過ぎるまで混練りした．ここ

で天地替えを行い，引き続き混練り中のゴムコンパ

ウンドが表示温度で155℃となるまで，または�〜

�分間の混練りを行った．

(b)の再練りでは，A練りを行ったゴムコンパウ

ンドについて，各々 A練りでのシリカ等投入後の

混練り時と同じロータ回転速度で�分間の混練りを

行った．そして，この再練りを各々�回ずつ行っ

た．

(c)のシリカの取り込み過程の写真撮影では，A

練りと同様に SBRとステアリン酸を投入してロー

タ回転速度25 rpmで�分間混練りし，次にシリカ

等を投入した後，30秒毎に混練りを中断して槽内の

混練り途中のゴムコンパウンドを写真撮影した．

混練りと写真撮影は，ゴムコンパウンドがゴム状

に混練りされるまで繰り返し行った．

2.3 ゴムコンパウンドのサンプリングと成形

方法

A練り，再練りのゴムコンパウンドのサンプリン

グは，混練り終了後に槽内の中央部で行った．

そして，サンプリングしたゴムコンパウンドは，

等速のシーティングロールで厚さ約�mmのシート

状に成形した．

2.4 ムーニー粘度と複素弾性率の歪み分散の

測定

ムーニー粘度は，ムーニービスコメータ
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図� ニーダーの断面図

(a）WD	型 	Lワンダーニーダー (b）D10型 10L従来加圧型ニーダー

Dr

Dr’

Dc

Dc

1.53ロータ チップクリアランス（mm）

200200チャンバー内径・Dc（mm）

10L	L容量

D10型WD	型タイプ

表� ロータ外径とロータ翼先端の

チップクリアランスの寸法

191 （部）合計

70
3
7
10

②シリカ・ニップシール VN3
酸化亜鉛
シランカプリング剤・Si69
アロマテックオイル

100
1

① SBR1500
ステアリン酸

表� 配合仕様



（SMV-202／島津製作所㈱製）を用いて測定した．

（MS1＋4（125℃））

複素弾性率の歪み分散は，レオメータ（AR2000EX

／TAインスルツルメント社製）を用いて測定した．

表�に，複素弾性率の歪み分散の測定条件を示

す．

�．結果と考察

3.1 ゴムコンパウンドのムーニー粘度

図�に WD	型と D10型の A 練りの混練り

チャート，図�にその際の混練り時間による単位重

量当りの積算電力であるユニットワーク，図�に A

練りゴムとその再練りゴムのムーニー粘度の結果を

示す．そして，図�に混練りチャートにおける定義

を示す．

図�(b)，(c)より，WD	型と D10型を同じロー

タ回転速度の20 rpmで比較すると，WD	型はせん

断速度が1/2ではあるが第�ピークと第�ピーク間

の BIT（Black Incorporation Time）は2.0分で，D10

型の7.4分より5.4分短いことが分かる．

これは入江らが示したカーボンブラック配合の結

果1,2)と同様にシリカ配合の場合も，シリカの原料

ゴムへの取り込みがチップクリアランス部だけでな

く，軸径の大きなロータの回転により環状部で混練

り中に生成した回転流動する複数の円筒状バンクに

多くのシリカが早く緩やかに取り込まれたことによ

るものと考える．

また，図�より，WD	型の方が単位重量当りの

積算電力であるユニットワークが高く混練りエネル
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（a）A練り 

（b）再練り

（c）分散状態の写真撮影

図� 混練り仕様

表� 複素弾性率の歪み分散の測定条件

T＝125℃
f＝�Hz

せん断歪み＝0.04〜�％

サンプル：A練りゴム



ギーの増大はあるものの，図�よりWD	型での再

練り�回のムーニー粘度の低減効果は D10型の再練

り�回と同等であることが読み取れる．

これは，ムーニー粘度低下の支配的な要因と考え

られているチップクリアランス部のせん断速度を

1/2としても，環状部のせん断速度を約2.3倍とする

と円筒状バンクの回転流動による低せん断の効果に

より，大きなムーニー粘度の低減効果が得られるよ

うになったためと考える．

次に，チップクリアランス部でのせん断速度が等

しいWD	型の40rpmと D10型の20rpmを比較する

と，WD	型は BITが1.5分と D10型の7.4分よりも

非常に短くなり，A練りのみで D10型の再練り�回

よりも低いムーニー粘度となった．

これより，BIT の短縮とムーニー粘度の低下に

は，ロータ回転速度・ロータ周速と，環状部のせん

断速度の影響が大きいことが分かる．

3.2 シリカの分散性

充填剤を配合したゴムには動的弾性率に歪み依存

性があり，微小歪み領域に比べて高歪み領域では動

的弾性率は低下するが，その動的弾性率の低下が小

さい程分散性は良好であることが知られている．

図	に複素弾性率の歪み分散の結果を，図�にシ

リカの分散状態と相関がある0.1％歪み時と�％歪

み時の複素弾性率の比を示す．

図�より，WD	型と D10型を同じロータ回転速

度の20 rpmで比較すると，WD	型はチップクリア

ランス部のせん断速度が1/2ではあるが0.1%歪み

時と�% 歪み時の複素弾性率比は小さく，分散性

が良いことが分かる．

これはチップクリアランス部でのシリカの分散と

シリカの二次凝集塊の生成が同時に進行しやすい

D10型と異なり，WD	型では環状部で複数の円筒

状バンクが多くのシリカを緩やかに取り込み，チッ

プクリアランス部でのシリカの二次凝集塊の生成を

抑えながらチップクリアランス部でそのシリカを緩

やかに取り込んだ円筒状バンクをずりせん断にてシ

リカを効率良く分散させているためと推測する．

また，チップクリアランス部でのせん断速度が等

しいWD	型の40rpmと D10型の20rpmを比較する

と，WD	型の40rpmはより低い複素弾性率比を示
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(b)WD	型 シリカ投入後の回転速度＝20rpm (c)D10型 シリカ投入後の回転速度＝20rpm(a)WD	型 シリカ投入後の回転速度＝40rpm

図� WD	型と D10型の A練り混練りチャート

図� WD	型と D10型での A練りゴム

と再練りゴムのムーニー粘度

図� 混練りチャートにおける定義図� WD	型と D10型の A練り

のユニットワーク

BIT 

 

  

 



し，より良い分散性であることが分かる．これは，

ムーニー粘度低下の効果と同様に，ロータ回転速

度・ロータ周速が�倍であることと同時に，環状部

のせん断速度がより速い約4.6倍であることの効果

によるものと考える．

次に，図
に分散性指標の0.1％と�％歪み時の

複素弾性率比を縦軸に，�回転当りの単位重量当り

積算電力であるユニットワークを横軸にしたグラフ

を示す．

このグラフより, �回転当りのユニットワークが

大きくなると分散性指標の複素弾性率比が小さくな

り，分散性が向上することが分かる．

そして，WD	型の20rpmにおける�回転当りの

ユニットワークと複素弾性率比は，D10型の20rpm

の時の比よりもムーニー粘度の低下への影響が大き

かったロータ回転速度・ロータ周速の大きいWD	

型の40rpmのそれに近い．

これより分散性の向上には，環状部のゴムコンパ

ウンドにより多くのせん断力が掛かり�回転当りの

ユニットワークが大きくなる軸径の大きなワンダー

ニーダーにすることの効果が大きいことが分かる．

3.3 シリカの取り込み性

図10はシリカの取り込み過程の写真撮影を行った

際の混練りチャートであり，図中の数字は図11のシ

リカの取り込み過程の写真の番号に対応している．

30秒毎に混練りを中断してもいずれの混練りも第

�ピーク，第�ピークが明確に現れており，A練り

の結果と同様に，同じロータ回転速度の20 rpmで

は(c)の D10型・従来型加圧ニーダーよりも(b)の

WD	型・ワンダーニーダーの方が第�ピークまで

の混練り時間が短いことが読み取れる．また，同じ

せん断速度となる(c)の D10型のロータ回転速度の

20rpm と(a)の WD	型のロータ回転速度の40rpm
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図	 複素弾性率の歪み分散 図� 0.1％と�％歪み時の複素弾性率比

図
 �回転当りのユニットワークと0.1％と

�％歪み時の複素弾性率比

(b)WD	型・回転速度＝20rpm (c)D10型・回転速度＝20rpm(a)WD	型・回転速度＝40rpm

図10 シリカの取り込み過程の写真撮影を行った際の混練りチャート



日本スピンドル技報 No. 51 2011 技 術 報 告

― 26 ―

④ �分
30秒

③ �分

② 30秒

① �秒

⑦ �分

⑥ �分
30秒

⑤ �分

図11 シリカの取り込み過程からゴム状に混練りされるまでのゴムの状態⑴

(b)WD	型・回転速度＝20rpm (c)D10型・回転速度＝20rpm(a)WD	型・回転速度＝40rpm

シリカ等投入後の
加圧混練り合計時間
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⑩ �分
30秒

⑨ �分

―

⑭ �分
30秒

⑧ �分
30秒

―

⑬ �分

―

⑫ �分
30秒

⑪ �分

(b)WD	型・回転速度＝20rpm (c)D10型・回転速度＝20rpm(a)WD	型・回転速度＝40rpm

シリカ等投入後の
加圧混練り合計時間

図11 シリカの取り込み過程からゴム状に混練りされるまでのゴムの状態⑵



では，D10型よりもWD	型の方が混練り時間は非

常に短い．

次に，シリカの取り込み過程の写真を図11に示

す．

写真による混練り状態の評価においても，表�に

示すようにシリカの取り込み時間はWD	型40 rpm

＜WD	型20rpm＜ D10型20rpmの順で短くなって

いることが分かる．

そして，これらの写真は，第�ピーク後の電力が

最も低下する時にシリカと SBRがぬれ合って部分

的にだんご状態に変化していく様子と，第�ピーク

を越える時に混練り効果が発揮された状態となって

いく様子が良く表われている．

�．結言

密閉式混練り機では十分な混練り性を得難いシリ

カ高充填ゴムについて，ロータ軸径が大きく環状部

が狭いワンダーニーダーにて，シリカの取り込み

性，分散性とムーニー粘度の低減効果という点から

混練り性を検討した．

その結果，ワンダーニーダーは当社製従来加圧型

ニーダーと比較して，シリカの取り込み性と分散性

が向上し，ムーニー粘度の低減効果も大きくなるこ

とを確認した．

これは，ワンダーニーダーが持つ軸径の大きな

ロータの回転により発生する環状部の複数の筒状バ

ンクが起こす回転流動によるシリカの取り込みや，

それによりゴムコンパウンドが低せん断を受けた効

果によるものと考える．

また，再練りによるムーニー粘度の低減効果も大

きく，同じロータ回転速度でのワンダーニーダーの

再練り�回のムーニー粘度の低減効果は，従来加圧

型ニーダーの再練り�回と同等であった．

今後は，本報で得た知見を基に，充填剤の高配合

ゴムに適したワンダーニーダーの混練り仕様を見出

したいと考えている．
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40rpm

⑧�分30秒

⑨�分

④�分30秒

⑦�分

SBRとシリカのだんご状態＊

D10型・従来加圧型ニーダーWD	型・ワンダーニーダー

混練り効果発揮状態

＊ゴム状となる直前の状態．各々この次の写真では，初期のゴム状状態となる．

表� WD	型と D10型の同等の混練り状態となる混練り時間の比較

⑪�分

⑥�分30秒

20rpm 20rpm



【産機事業部】

特許第4485579号「非円形筒状の被加工材料の絞り加工方法」

【請求項�】主軸の先端に絞りローラを取り付けた主軸機構と、該主

軸機構に対向して配備される非円形筒状の被加工材料を保持する被加

工材料保持機構とを備え、前記被加工材料の端部を円形筒状に形成す

る絞り加工を行う絞り成形加工方法において、被加工材料の端部を漸

次小径になるように傾斜した傾斜面に形成する絞り加工を行った後、

非円形筒状の被加工材料の短軸面を含む面内で被加工材料を所定角度

変位させて被加工材料の短軸部の近傍域の膨出部に絞り加工を行うこ

とを特徴とする非円形筒状の被加工材料の絞り加工方法。

特許第4509049号「ワーク固定装置」

【請求項�】ワーク固定装置本体に放射方向に形成した案内溝に沿って移動可能に配

設した複数個のクランプ片と、該複数個のクランプ片を同期して放射方向に移動する

ためのクランプ片の移動機構とを備え、ワーク固定装置本体に形成した孔部に挿通し

た断面円形のワークを把持するためのワーク固定装置において、前記クランプ片の移

動機構が、中心にワークを挿通する孔部を、中心から外周に向けてうずまき線状のス

クロール用ガイドを、それぞれ形成し、ワーク固定装置本体に回転可能に支持された

�個の作動円盤と、該�個の作動円盤の直径方向に対向する位置で該�個の作動円盤

を同じ回転方向に独立して回転駆動するとともに油圧回路をブロックすることにより

クランプ片の把持力を一定状態に維持することができる�台の油圧シリンダを含む回

転駆動機構と、作動円盤のスクロール用ガイドと噛合する嵌合部を有し、それぞれの

作動円盤の複数個のクランプ片にそれぞれ対応するように配設したスクロール片とか

らなることを特徴とするワーク固定装置。
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特許第4584292号「絞り加工装置」

【請求項�】主軸先端に、絞りローラ及び切断ローラを半径方向に摺動

可能に支持するローラ取付台を備えるとともに、前記主軸と同芯に主軸

内に嵌挿したカム軸先端に、前記絞りローラ及び切断ローラを半径方向

に移行させるカム板を備え、前記主軸及びカム軸を中空軸で構成し、カ

ム軸内にマンドレルを進退せしめる中空の軸と、該軸内に前記切断ロー

ラで切断した廃材を受けるガイド棒を進退可能に配設した絞り加工装置

において、ガイド棒を、廃材受部と、該廃材受部を進退せしめるガイド

軸とから構成し、廃材受部に揺動自在に爪部材を軸支し、廃材受部を前

進させるとともに、爪部材の作用点を主軸の軸芯と平行方向へ移動させ

ることにより爪部材を廃材受部の周面よりも突出するようにして切断さ

れた廃材が廃材受部の端部から脱落することを防止するようにし、爪部材の作用点を逆方向へ移動させることにより

爪部材を廃材受部の周面よりも内側に格納されるようにするとともに、廃材受部をマンドレル内に後退させて、切断

された廃材が廃材受部の端部から脱落するようにしたことを特徴とする絞り加工装置。

特許第4598035号「絞り加工装置」

【請求項�】主軸先端に、絞りローラ及び切断ローラを半径方向に摺動

可能に支持する主取付台と、前記主軸と同芯に嵌挿したカム軸先端に、

前記絞りローラ及び切断ローラを支持する支持部材から突出した案内ピ

ンが嵌入する渦巻き状溝を刻設したカム板とからなるローラ取付台を備

え、絞りローラ及び切断ローラのいずれか一方を、逆行機構によって案

内ピンの移動方向とローラの移動方向とを逆転させ、両ローラを�の渦

巻き状溝の変形部によって半径方向に移行させるようにした絞り加工装

置において、逆行機構を、案内ピンを配設した案内スライダの案内ピン

を配設した面の反対面に刻設したラックと、絞りローラ又は切断ローラ

を配設したローラスライダの絞りローラ又は切断ローラを配設した面の

反対面に刻設したラックと、前記両ラック間に回動自在に配設したピニ

オンとから構成し、該逆行機構を主取付台の前面側に開口する装着部に装着して主取付台の前面側からカバーで挟持

し、カバー、絞りローラ又は切断ローラを配設したローラスライダ、ピニオン及び該ピニオンを回動自在に軸支する

中間軸受、案内ピンを配設した案内スライダの順に、主取付台の前面側から取り外し、かつ、逆順に主取付台の前面

側から取り付け可能にしたことを特徴とする絞り加工装置。

特許第4602060号「スピニングマシン」

【請求項�】有底筒状の素材の開口側の端部に塑性加工を施すスピニングマシ

ンにおいて、素材の外周面を挟持するチャックを配設した主軸と、素材の胴部

の内径より小径のマンドレルと、素材の開口側の端部を前記マンドレルに押し

当てる押圧ローラと、主軸の軸芯に対して直角方向の回転軸に回動自在に取り

付けられ、押圧ローラによって押圧されることによる素材の開口側の端部の軸

方向の延びを規制するローラ面を有する規制ローラとからなり、素材の開口側

の端部の内径が素材の胴部の内径よりも小径になるように塑性加工することを

特徴とするスピニングマシン。

特許第4602425絞り加工装置及び絞り加工方法」

【請求項�】金型と、該金型の表面形状に沿った形状に素材を成形する絞りロー

ラとを備えた絞り加工装置において、前記金型を、凹凸状の表面形状を有し、

かつ、周方向に分割形成し、摺接する分割面を絞り加工を施した素材の抜き方

向に対して傾斜させて形成することにより、素材の成形後に縮径可能にした主

軸の先端に配設した分割型と、該分割型の内表面に摺接して放射方向に押圧支

持する、素材を分割型に押し当てて固定する心押し軸に配設した、錐状のコア

部とで構成するとともに、前記主軸の先端に金型受けを配設し、該金型受けに、

分割型を縮径する方向に押圧するバネからなる押圧部材と、分割型を�つ置き

に心押し軸方向に押圧するバネからなる押圧部材とを配設したことを特徴とす

る絞り加工装置。
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特許第4642732号「塑性加工方法」

【請求項�】円筒状の素材の一端を主軸の先端に配設したマンドレルに

固定し、他端を押圧機構の先端に配設した押圧型によって主軸側に押圧

しつつ、絞りローラを素材の周面に押し当てて素材に縮径部を成形する

塑性加工方法において、押圧型の移動を規制する押圧型移動規制機構を

設けて、押圧型の移動を規制しながら、素材を素材径の50〜60％まで縮

径する�次加工を行い、その後、押圧型移動規制機構による押圧型の移

動の規制を解除し、素材を素材径の40％以下まで縮径する�次加工を行

うことを特徴とする塑性加工方法。

特許第4664736号「プーリの製造方法」

【請求項�】有底筒状の素材を、該素材の内面と所定の隙間をあけた円筒部と、素材

の開口端に当接する傾斜部とからなるマンドレルに装着し、ついで、前記素材の外周

端部相当箇所にフランジポケットを形成した心押台を素材に当接し、素材を、マンド

レルと心押台で挟持した状態で回転させ、素材周面の底部近傍に平ローラを押し当て

つつ、心押台を、弾性部材によって心押台に向けて付勢される前記平ローラと共に、

マンドレル側に押圧、移動させ、素材の底部近傍において、素材周面を折り曲げて、

心押台のフランジポケットの位置で素材の底部の外周に外側に向けて突出した形状に

形成された環状突部の側面に当接させるとともに、素材の開口端

を平ローラ側面と前記マンドレルの傾斜部とで挟み込むようにし

て外周側に折り曲げることを特徴とするプーリの製造方法。

特許第4549134号「テーパー鋼管の製造方法」

【請求項�】10mを越える長尺の鋼管の両端を加工ロー

ル装置の両側に配置された�台の台車上の回転軸にそれ

ぞれ保持させて回転させながら軸線方向に移動させ、加

熱された状態で前記加工ロール装置のフリー回転型の加

工ロールによりテーパー状に絞り加工を行うテーパー鋼

管の製造方法において、鋼管の送り込み側の回転台車上

に設置された回転軸から鋼管に回転力を与え、引き抜き側の軸移動台車の回転軸はフリー回転として、引き抜き側の

径が大きく送り込み側の径が小さいテーパー状に絞り加工を行うことを特徴とするテーパー鋼管の製造方法。

特許第4531648号「テーパ鋼管の製造方法」

【請求項�】加熱した鋼管の周面に絞り加工装置の絞りローラの加工面を当接して鋼管を

テーパ加工するテーパ鋼管の製造方法において、前記絞りローラを、ブラケットに回動自

在に配設した主軸と、該主軸に固定した第�ローラと、前記主軸に回動自在に配設した第

�ローラとからなり、第�ローラと第�ローラとが互いに相対回転するとともに各々の凸

状の周面が連続した加工面を形成するように隣接して配設するようにした複数のローラ単

体でもって構成し、該絞りローラを用いて鋼管を一段階でテーパ加工することを特徴とす

るテーパ鋼管の製造方法。
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特許第4666617号「液体サイクロン」

【請求項�】円筒部と該円筒部の下方から漸次縮径する円錐部とからなる本体と、前記円筒

部に連接した処理液導入口と、円錐部下方を開口してなる異物排出口と、清浄液を一時貯留

する上部ケースと、前記本体と同心で、本体上方に配設した上部ケースに繋がる出口管とか

らなる液体サイクロンにおいて、上部ケース下面の出口管上に、最小径を出口管内径よりも

大とし、横断面が、出口管を上昇する気液の旋回方向と逆向きとなるうずまき線状とした

メッシュ状又は多数の穿孔を開口した板材からなる気液分離板を配設したことを特徴とする

液体サイクロン。

特許第4666624号「液体サイクロン」

【請求項�】円筒部と該円筒部の下方から漸次縮径する円錐部とからなる本体と、前記円筒

部に連接した処理液導入口と、円錐部下方を開口してなる異物排出口と、清浄液を一時貯留

する上部ケースと、前記本体と同心で、本体上方に配設した上部ケースに繋がる出口管とか

らなる液体サイクロンにおいて、前記出口管内周部に隙間をあけて、処理液導入口から導入

される処理液によって生じる旋回流の中心部に発生する空気芯よりも大径で、かつ、周面を

メッシュ状とした筒体を上部ケースから挿入したことを特徴とする液体サイクロン。

特許第4666658号「ワーク把持装置」

【請求項�】円筒状のワークの半面を保持する第�の把持部材と、該第�の把持部材を

配設した架体と、該架体に配設した支持台と、該支持台に敷設したレールにガイドされ、

押圧手段によって移動可能に取り付けた、前記第�の把持部材と協働してワークを保持

する第�の把持部材とからなるワーク把持装置において、前記第�の把持部材をワーク

の長手方向に�分割した構造とし、前記押圧手段の先端に、ワークの長手方向と直交す

る向きに揺動軸を配設し、該揺動軸を介して揺動押圧体を揺動自在に取り付けるととも

に、該揺動押圧体に架け渡した係止部材に前記�分割した第�の把持部材をそれぞれ取

り付けて、前記揺動押圧体の押圧面と対向するように配設し、前記揺動押圧体の押圧面

又は揺動押圧体が当接するそれぞれの第�の把持部材に、第�の把持部材又は揺動押圧

体の押圧面と当接する押圧部を突設したことを特徴とするワーク把持装置。

特許第4672609号「絞り加工装置」

【請求項�】円筒状のワークを保持する保持機構と、該保持機構に取り付け

たワークに対して相対的に回転する絞り用工具とからなる絞り加工装置にお

いて、保持機構に、該保持機構の中心軸と直角方向に移動する複数のクラン

プ爪と、クランプ爪の移動距離を計測するための計測装置とを配設し、計測

装置によって計測したクランプ爪の移動距離によって、ワークの直径を導出

し、これに基づいて制御機構の加工用プログラムを選択又は補正するように

したことを特徴とする絞り加工装置。
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【環境事業部】

特許第4494334号「有機ハロゲン化合物等の有害物質の処理装置」

【請求項�】有機ハロゲン化合物等の有害物質が付着・吸着した固体を導入

する筐体と、該筐体内に導入した有害物質が付着・吸着した固体にマイクロ

波を照射するマイクロ波照射機構とを備えた有機ハロゲン化合物等の有害物

質の処理装置において、マイクロ波の照射空間を構成する筐体の上半部の周

壁の平面断面形状を�角形以上の奇数個の辺を有する多角形に形成したこと

を特徴とする有機ハロゲン化合物等の有害物質の処理装置。

特許第4494432号「有機ハロゲン化合物等の有害物質の処理装置」

【請求項�】有機ハロゲン化合物等の有害物質が付着・吸着した固体を導入

する筐体と、該筐体内に導入した有害物質が付着・吸着した固体にマイクロ

波を照射するマイクロ波照射機構と、筐体内に導入した有害物質が付着・吸

着した固体を攪拌する上下方向に多段に配設した回転羽根を有する攪拌機構

とを備えた有機ハロゲン化合物等の有害物質の処理装置において、前記攪拌

機構の回転羽根を、板状部材で構成し、該板状部材を、板状部材の下端が回

転羽根の回転方向の前方側に位置するように、回転軸に対して放射方向に延

びる回転支軸に傾斜して取り付けるようにするとともに、下段に配設した回

転羽根の傾斜方向の略延長線上に、上段に配設した回転羽根が位置するよう

にしたことを特徴とする有機ハロゲン化合物等の有害物質の処理装置。

特許第4584238号「排ガスの冷却方法及びその装置」

【請求項�】高温の排ガスが内部を通過する冷却管の外表面を冷却

空気によって冷却することによって、排ガスを冷却する排ガスの冷

却方法において、前記冷却空気が通過する配管内で冷却空気に液体

を接触させて、冷却空気の温度を低下させることを特徴とする排ガ

スの冷却方法。

特許第4593463号「集塵装置」

【請求項�】排ガスを濾過することにより集塵するフィルタと、

圧縮空気を噴射することによりフィルタの逆洗を行う逆洗手段

と、前記圧縮空気の噴射を制御するダイヤフラム弁とを備えた

集塵装置において、前記ダイヤフラム弁の圧縮空気の流出ポー

トを、弁ケースと別部材で、一端側に径外方向に突出した突縁

部を形成し、一端側の端面が前記ダイヤフラム弁の弁体の弁座

となり、他端側を噴射管に接続するようにしたステンレスス

チール製のスリーブにより構成し、前記スリーブを弁ケースに

形成された筒状部に挿入し、スリーブの突縁部を弁ケースの筒

状部の端面に係止するようにしたことを特徴とする集塵装置。
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特許第4485447号「空気調整装置における湿度制御方法｣

【請求項�】除湿負荷及び温度負荷に合わせて段階的

に複数の出力レベルに切り替えることができるように

した冷凍機を備え、湿度調整器による加湿及び電気

ヒータによる再加熱によって湿度及び温度を補正する

ようにした空気調整装置における湿度制御方法におい

て、除湿負荷に対応する冷凍機の出力レベルが温度負

荷に対応する冷凍機の出力レベルと同じか、温度負荷

に対応する冷凍機の出力レベルより大きい場合には、

湿度の基準設定値並びに該基準設定値を挟んで上限設

定値及び下限設定値を制御範囲として段階的に複数の

湿度の制御レベルを設定し、該湿度の制御レベルと前

記冷凍機の出力レベルとを対応させて、湿度検出器からの湿度信号によって冷凍機の運転を制御し、前記湿度の制御

レベルと冷凍機の出力レベルの組み合わせのうちの特定のレベルの組み合わせにおいて、湿度の制御レベルが許容範

囲を超えたときは、湿度検出器からの湿度信号によって他のレベルの組み合わせへの移行を図るとともに、移行した

レベルの湿度の基準設定値が目標とする設定湿度となるように各湿度の制御レベルに設定した湿度の設定値を自動的

に変更し、該変更した湿度の設定値を基準として湿度制御を行い、除湿負荷に対応する冷凍機の出力レベルより温度

負荷に対応する冷凍機の出力レベルが大きい場合には、温度負荷に対応する冷凍機の出力レベルによって冷凍機の運

転を行いながら湿度制御を行うことを特徴とする空気調整装置における湿度制御方法。

特許第4555856号「温度調整装置」

【請求項�】冷媒が、圧縮機、凝縮器、膨張弁、蒸発器を記載順に循環す

る冷凍サイクルを備え、温調対象流体が前記蒸発器内を流れる冷媒により

冷却される構成で、前記蒸発器で冷却された前記温調対象流体を加熱する

加熱手段を備え、前記蒸発器と前記加熱手段との間の前記温調対象流体の

温度の検出結果に基づいて、当該位置の温度を降温設定範囲内とする形態

で前記冷凍サイクルを運転制御するメイン制御手段と、前記加熱手段の出

口側の前記温調対象流体の温度の検出結果に基づいて、当該位置の温度を

昇温設定範囲内とする形態で前記加熱手段を制御する加熱制御手段とを備

え、前記加熱手段として、前記蒸発器で冷却された前記温調対象流体を加

熱する一次加熱手段と、前記一次加熱手段で加熱された前記温調対象流体

をさらに加熱する二次加熱手段とを備え、前記加熱制御手段として、前記

一次加熱手段と前記二次加熱手段との間の前記温調対象流体の温度の検出

結果に基づいて、当該位置の温度を第�昇温設定範囲内とする形態で前記

一次加熱手段を制御する第�加熱制御手段と、前記二次加熱手段の出口側

の前記温調対象流体の温度の検出結果に基づいて、当該位置の温度を第�

昇温設定範囲内とする形態で前記二次加熱手段を制御する第�加熱制御手

段とを備え、前記温調対象流体の取り入れ口から前記蒸発器及び前記一次

加熱手段を介して前記温調対象流体が通流するメイン吸引路と、前記温調対象流体の取り入れ口からダンパーを介し

て前記温調対象流体が通流するバイパス吸引路とを備え、前記ダンパーが前記メイン吸引路と前記バイパス吸引路と

を流れる前記温調対象流体の量を調整可能に構成され、前記二次加熱手段により加熱された前記温調対象流体を温調

室に送るファンが、前記二次加熱手段の上流側、且つ、前記メイン吸引路に対する前記バイパス吸引路の合流部の下

流側に設けられ、両吸引路を通流する前記温調対象流体を吸引する構成で、前記加熱制御手段としての前記第�加熱

制御手段に、前記蒸発器に流入する温調対象流体の温度の時間領域における温度変化に基づいて、制御対象の前記二

次加熱手段を制御して前記温調対象流体の温度を前記第�昇温設定範囲内とする予測制御要素が含まれ、前記第�加

熱制御手段が前記二次加熱手段に対して予測制御を実行する温度調整装置。
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特許第4664941号「温調用ブース」

【請求項�】空気温調装置からの温調空気が導入されるチャンバを頂部に有す

るブース本体と、このブース本体の周囲に配設されてブース空間を外部空間と

仕切る仕切部材とを備え、空気温調装置からの温調空気をチャンバを介して

ブース空間に導入するようにし、仕切部材を、所定間隔を存じて内外に配設し

た二重のシート材にて構成することにより内外シート材間に空間を形成し、内

外シート材間に形成した空間とチャンバとを連通する連通手段を設けるととも

に、内外シート材間に形成した空間とブース空間とを連通する連通手段を設け

た温調用ブースにおいて、チャンバは、温調空気流れ下流側に配される下流側

チャンバと、温調空気流れ上流側に配され、下流側チャンバの吹出し面積より

も小さな吹出し面積の吹出し開口部を有する上流側チャンバとよりなり、上流

側チャンバの吹出し開口部と下流側チャンバとの間にエアフィルタユニットを

介設し、下流側チャンバ内に、温調空気を吹出し面板を介してブース空間に向

けて吹き出すための多数の孔が穿設された拡散板を、温調空気を側方に向けて

吹き出す開口部分が四方の側面に設けられた枠体によって支持することにより

エアフィルタユニットと対向させて設け、下流側チャンバの外周部に配設した

チャンバ枠フレームに内外シート材間に形成した空間とチャンバとを連通する

連通手段としての連通孔を穿設したことを特徴とする温調用ブース。

特許第4549278号「ブース」

【請求項�】支柱と、支柱の上部を連結する梁と、梁の上面に載置される天板と、側

面を覆うカーテンとからなるブースにおいて、カーテンを吊り下げるカーテン支持部

材の端部を、支柱の上端部に形成した保持部に固定し、前記カーテン支持部材の中間

部によって梁の上面に載置した天板の側縁部を押さえて固定するようにしたことを特

徴とするブース。

特許第4549304号「ブース」

【請求項�】フレームと、該フレームの周囲に配設されブース空

間を外部空間と仕切るシート材とを備え、シート材の側縁部の

ブース内側をフレームの支柱に止着部材により着脱可能に止着す

るようにしたブースにおいて、シート材の側縁部の端部をブース

内側に折り返し、該折り返した折り返し片を止着部材によりフ

レームの支柱に止着するようにしたことを特徴とするブース。

特許第4642828号「パネル型エアフィルタ」

【請求項�】エアフィルタ材をフィルタ枠内に配置してなるパネル型

エアフィルタであって、エアフィルタ材が、網目状の基布と、その基

布に編み込まれ、基布の濾過面となる一方の表面上に刷子状にフィル

タ層を形成するパイルとよりなり、前記エアフィルタ材を基布の他方

の表面側から支持するためにフィルタ枠内に架設した棒材からなる骨

材に、前記エアフィルタ材を結束部材により結束固定したことを特徴

とするパネル型エアフィルタ。
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【建材事業部】

特許第4484688号「引戸装置」

【請求項�】出入り口に配置される引戸と、引戸上部に取り付けられる走行

車輪を載置し引戸を吊り下げる走行用レールと、引戸を全開位置で停止せし

めるためのレリーズ機構と、非常時にレリーズ機構を解除するための解除機

構とを備えた引戸装置において、レリーズ機構は、引戸の引戸戸先側の上面

に配設される棒状固定具と、棒状固定具に当接することによって棒状固定具

を係止して引戸を全開位置で停止させる全開保持具とを備え、棒状固定具

は、走行車輪のうち戸先側走行車輪を取り付ける取付アームに走行用レール

と直交かつ水平方向に突設して配設されるとともに、全開保持具は、走行用

レールと直交かつ水平方向に移行可能に戸袋の入口部分にあたる方立に配設

される構成で、解除機構は、解除信号によって棒状固定具の軸長方向に全開保持具を移動させ、全開保持具と棒状固

定具との係止を解除して引戸の全開位置での停止を解除する構成で、戸袋の入口部分にあたる方立に配設されている

引戸装置。

特許第4502926号「引戸装置」

【請求項�】引戸の上部に固定した戸車ブラケットに戸車を配設し、該戸

車を介して、引戸を第�レールに移動可能に、かつ、自動的に閉鎖する方

向に付勢して懸架するとともに、引戸を任意位置にて停止するためのフ

リーストップ機構を配設した引戸装置において、断面形状が略コ字状の補

助ブラケットと、前記補助ブラケットに設けられた揺動軸に揺動可能に構

成され、前記フリーストップ機構を成す弾性係止部材とを備え、前記補助

ブラケットの基端側を引戸の戸先側上部に固定された前記戸車ブラケット

に固定し、前記補助ブラケットの他端側を引戸の戸先側における戸車の側面に延設して構成し、前記揺動軸を前記補

助ブラケットの他端側から当該戸車に向けて設け、前記弾性係止部材が、引戸の戸先側における戸車の側面位置に揺

動可能に配設される引戸装置。

特許第4528311号「上吊り式レール引戸」

【請求項�】上枠に並設して開放側を下向きに取り付けた断面Ｃ字状

の複数の上吊り用レールのそれぞれに、戸車を配設した上吊り用ブラ

ケットを介して引戸扉を取り付けるようにした上吊り式レール引戸に

おいて、複数の前記上吊り用レールが、隣り合う前記上吊り用レール

間に幅を形成する状態で、それぞれ平行に配置され、前記上吊り用

レールが下方両端から内側に向かって突設されたリップ部を備え、前

記戸車が前記リップ部の上部に載置される構成で、隣り合う前記上吊

り用レール間の幅と略等しい幅をもった断面コ字状の本体部分と、前

記本体部分のコ字状端部のそれぞれから外側に突出した一対のレール

保持部分とからなる補強部材を備え、前記レール保持部分の外側の端

縁が前記本体部分のコ字状端部よりも上方となるように、前記レール保持部分が上向きに傾斜して形成され、隣り合

う前記上吊り用レール間に前記本体部分を挿入し、隣り合う前記上吊り用レールの前記リップ部の下面に前記レール

保持部分が当接した状態で、前記補強部材が配設される上吊り式レール引戸。
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【㈱モリヤマ】

特許第4607076号「密閉式混練機及びその冷却方法」

【請求項�】混練材料を収容するチャンバと、チャンバの上部開口部に上下方向に

摺動可能に挿入される加圧蓋と、チャンバに収容された混練材料を混練する並列し

た�本のロータとを備え、前記チャンバ、加圧蓋及びロータをジャケット構造とし、

該ジャケット構造のジャケットに冷却水を通水することによって混練材料を冷却す

るようにした密閉式混練機において、加圧蓋の上下方向の位置を検出する検出器

と、該検出器によって検出した加圧蓋の上下方向の位置に合わせて、前記チャンバ、

加圧蓋及びロータのジャケットに通水する冷却水の水量を制御するアクチュエータ

の制御機構とを備えたことを特徴とする密閉式混練機。

特許第4607209号「シート成形装置」

【請求項�】弾性材料を供給するための材料供給部と、該材

料供給部から供給された弾性材料を一時的に貯留する材料貯

留部と、該材料貯留部に貯留されている弾性材料を圧延し、

シート状に成形するための材料圧延部とを備えたシート成形

装置において、前記材料貯留部に貯留されている弾性材料を

上方から予め設定した圧力をかけて押圧するための材料押圧

機構を設け、材料押圧機構が、材料押圧部材と、該材料押圧

部材の材料押圧面から材料貯留部に貯留されている弾性材料

に予め設定した圧力をかけるためのアクチュエータと、該ア

クチュエータの力を材料押圧部材に伝達するリンク機構とか

らなり、前記材料押圧機構を構成する材料押圧部材の材料押

圧面の面積を材料貯留部の上部開口部の面積の30〜95％に設

定したことを特徴とするシート成形装置。

【㈱イズミフードマシナリ】

特許第4486797号「抽出装置」

【請求項�】原料を処理液で抽出する抽出室と、前記抽出室内にある

フィルタと、前記フィルタで分離した抽出液を受ける貯留室と、前記

抽出室の上部に接続された凝縮器とを備える抽出装置において、前記

凝縮器は、抽出中に発生する気体成分を凝縮させるために凝縮温度を

設定できるものであって、かつ、直列に�段または�段以上設けられ

ていることを特徴とする抽出装置。
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