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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産機事業部�件、環境事業部�

件、冷熱事業センター�件、ミキシング事業センター

�件及びイズミフードマシナリ�件の合計�件の成果を準備致しました。

【産機事業部】VFの回転しごき加工を厚肉パイプに適用検討した結果を取

り纏め、また適用条件を推定できる可能性を高めることができました。【環境

事業部】高温排ガス集塵機のフィルタ寿命について実験室試験、実証機試、及

びフィールド試験結果を取り纏めました。今後は実機フォローを行って検証結

果にて予測の正当性を示して行きます。空調では、精密加工に不可欠となって

いる作業環境を高精度で制御可能な成果を紹介いたします。【冷熱事業セン

ター】開方式大型冷却塔の開発結果を KGシリーズとして紹介いたします。従

来機種の性能改善を行い、更に適用範囲を拡大しています。【ミキシング事業

センター】実用化段階で広がりつつある Libの充填剤の調整に適用検討が広が

りつつあるジェットペースタの特性を、実績データを示して紹介しています。

【イズミフードマシナリ】顧客ニーズに応えたアイスクリームフリーザを運転

温度低温化やフリーズ性能強化例を示して解説しています。

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

となった知的財産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。

編者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





回転しごき加工について

Tube spinning

産機事業部

髙田 佳昭，小林 宗太

TAKADA Yoshiaki, KOBAYASHI Sota

Abstract

In the spinning process, there are three basic methods, that is, 1) Conventional Spinning, 2) Shear Spinning

and 3) Tube Spinning. Among these methods, Tube Spinning is the process which shall meet the recent demand

of lightening and cost down from the industry. In this article, we would like to report the fundamental experiment

results and case study using 6σ in Tube Spinning.

�．はじめに

スピニングには，①絞りスピニング，②しごきス

ピニング，③回転しごきスピニングの�基本法があ

る．そのなかでも，回転しごきスピニングが，近年，

産業界からの要求がある軽量化，コストダウンに合

致した加工である．本稿では，回転しごきスピニン

グの基本的な実験の結果と�σを利用した事例を報

告する．

はじめに，回転しごき加工の説明を図�に示す．

回転しごき加工は，一般的には，パイプ材の薄肉加

工に適用され，加工方法により，前方回転しごき加

工，後方回転しごき加工に分類される．厚肉パイプ

の場合は，加工中の温度上昇も大きくなり，適切な

潤滑と冷却が大切である．薄肉パイプの場合は，製

品の部分的膨らみ，波形あるいは真直度などに影響

が出やすく，軸方向の張力付加はその改善に効果が

大きいと考えられる1)．

これまで，当社が回転しごき加工の専用機として

納入した設備の代表機種を図�に示す．

�．事例（1）：厚肉パイプの加工

2.1 実験装置

実験装置は，当社テスト機（推力：軸方向196 kN，

径方向196 kN，主軸最高回転数800 rpm，主軸電動

機200 kW，心押台推力441 kN，加工送り速度最大

6000 mm/min）を使用した．加工時間短縮には�

ロールの使用が最適であるが，本実験では，対向�

ロールにて加工した．加工用ロールは，直径φ400

mm のそろばん形状とした．ロールの先端 R は�

mm，成形角30°，逃げ角は加工品の形状から45°と

し，材質は冷間工具鋼の SKD11，硬度 HRC60とし

た．

2.2 実験方法

図�に示す，総削り素材から前方回転しごき加工

にて製品形状に加工した．被加工材料は，S10C焼

きなまし材で，板厚は22.9 mm である．加工部の

外径公差は±0.25 mm を要求寸法とした．表�に

被加工材料の機械的性質を，図�に金型・治工具を

示す．図�に示す心押台推力は，98 kNとした．

2.3 実験結果及び考察

まず，はじめにパススケジュールをどのようにす

るか決定するため，壁厚減少率（�−仕上板厚／元

厚）を10％，20％，30％，40％で加工した．その他
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図� 回転しごき加工
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横型 3ロール機

立型 3ロール機
図� スピニング加工機

※

（b）製品形状

図� 素材形状・製品形状

（a）素材形状

マンドレル

ロール

図� 金型・治工具

―伸び ％

170以上降伏点 MPa

280以上引張強さ MPa

22.9素材板厚 mm

S10C焼きなまし材質

表� 機械的性質



の加工条件は，これまでの実績をもとに主軸回転数

600 rpm，ロール送り速度500 mm/minとし，図�の

結果となった．

壁厚減少率と加工力との関係を図�に示す．計算

結果と実測値の関係は，設定壁厚減少率30％前後で

は近似していた．使用した基本の計算式2)は

Pr＝1.155σm･t0･KF･ DR･Vn･cotα

Pz＝1.155σm･t0･KF･ DR･Vn･tanα

Pθ＝1.155σm･t0･KF･Vn

KF＝2.113･1−
t

t0 −1−m･cotα−
m

2
･tanα･

1−
t

t0
＋

t

t0 ･ln
t

t0 
上記記号は，表�に名称を示す．

壁厚減少率30％以上では，図�より設定された外

径や板厚と加工品との差が大きい．壁厚減少率40％

では，加工中にワークとマンドレルの間でスベリが

発生しており，心押推力98 kNの条件では，壁厚減

少率30％が限度と考える．これらより，図�の形状

を得るパススケジュールは，�パス目の壁厚減少率

は30％とした．本来的には，�パス目以降も同様の

テストを行い，壁厚減少率を決定すべきであるが，

加工時間の制約と素材の N数の関係より，�パス，

�パスの減少率も30％を基本とし，試作結果により

壁厚減少率を変化させた．その結果を，図	に示

す．各パスの外観形状を図
に示す．

結果は，設定外径や設定板厚と加工品寸法は異

なったが，調整の結果，外径寸法は図面寸法φ195

±0.25を満足した．しかし，内径寸法は少し大きく

なった．これは，開放側端部の外径の図面寸法φ

203±0.25（図�※寸法）に対し，�パス終了後で

φ205.4，�パス終了後でφ205.4と�パス目で加工

していないためと考える．これは，�パス目は，外

径φ195の部分のみ加工し，全長を加工せずに，加

工用ロールを途中で切り上げたため，図面上φ203

部の内径が膨らんだためと考えられる．対策は，�

パス目にφ205.4部をφ203まで追い込むことと，径

日本スピンドル技報 No. 52 2012 技 術 報 告

― 3 ―

m
m

図� 測定結果

m
m

図� 壁厚減少率と加工力の関係

Pθ回転方向の加工力 kgf

Pz

m係数

αロール成形角度 度

DRロール外径 mm

Pr半径方向の加工力 kgf

記号名 称

軸方向の加工力 kgf

表� 名称と記号

σm平均変形抵抗 kgf/mm2

Vnロール速度 mm/rev

t製品の板厚 mm

t0素管の板厚 mm



方向に膨らまないように，この径の部分のみ�回転

当たりのロール送り速度を早くすることがこれまで

の加工経験より必要と考える．一部寸法が要求寸法

外れであったが，素材板厚22.9 mm の厚肉でも，

回転しごきスピニングが可能である知見を得た．

�．事例（2）：薄肉パイプの加工

3.1 実験装置

薄肉パイプの加工専用機として，下記仕様のテス

ト機を開発し，実験を行った．

絞り台推力：軸方向19.6 kN，径方向9.8 kN

主軸回転数：max. 3000 rpm

主軸電動機：14 kW

心押台推力：9.8 kN

加工送り速度：max. 3000 mm/min

加工ロール数：�

加工ロール仕様：直径φ90 mm，ロールの先端

R は�mm，成形角30°，逃

げ角15°とし，材質は冷間工

具鋼の SKD11，硬度 HRC60

とした．

3.2 実験方法

図�に示す，カップ状の素材から製品形状に加工

した．被加工材料は，SUS304で，板厚は，0.5 mm

である．加工部の板厚は0.055±0.01 mmを要求寸

法とした．図10に加工室内を示す．表�に被加工材

の機械的性質を示す．

3.3 加工条件の絞込み

板厚を0.5 mm から0.055 mm まで加工するため

に影響の大きいパラメータを選定し，最適値を求め

るために�σの手法を用いた．まず，加工寸法に影

響するパラメータに対して，重要パラメータの絞込

みを行った．結果，下記の最適化が必要との結論に

至った．
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図
 各パスの外観形状

図	 測定結果

m
m m
m

図� 素材形状・製品形状



・�パス毎の減肉率

・張力設定値

なお，張力設定値とは，加工中に心押台から製品

の引張方向にかける推力のことを示す．図11に加工

概略図を示す．

3.4 加工条件の最適化

�パス毎の減肉率及び張力設定値を複数パターン

変更して実験を行い，最適値の選定を行った．表�

に最適化したパラメータを示す．なお，他のパラ

メータは過去の実験結果をもとに固定値とした．

3.5 実験結果及び考察

最適化したパラメータで実験を行った結果，	本

の製品を加工し，加工後の製品板厚は0.052〜0.071

mmとなった．同条件下で加工後の板厚にばらつき

が発生する要因としては，素材の板厚ばらつきの影

響が最も大きいと考えられる．しかし，素材の板厚

は同一素材であっても円周方向で0.05 mm 程度の

ばらつきがあり，加工後の寸法との因果関係の解明

には至っていない．

・減肉率に関する考察

表�に示すとおり，�パス目の減肉率のみ約

60％，�パス目以降は30％前後の値となっている．

これは，�パス目は比較的肉厚が厚いため，減肉率

を大きくとっても破断に至らないことによる．�パ

ス目以降の減肉率を表の値より大きくとると，加工

中の破断が発生したため，30％程度に設定するのが

望ましい．

・張力設定値に関する考察

表�に示す張力設定値を製品に作用する引張り応

力に換算したものを表�に示す．また，素材板厚か

らの減肉率及び発生する応力と引張り強さ，耐力と

の比較を併せて示す．ここで，製品断面積の算出に

使用する板厚は，ロールとマンドレルのクリアラン

スの値にて代用した．

表�に示すとおり，素材板厚からの減肉率が大き

くなるに従い，製品の引張り応力が高くなるように

張力を設定している．

実験の結果，張力を表�の値より大きく設定する

と加工中に製品が破断し，逆に小さく設定すると加

工中に製品にらせん状のしわが発生した．特にしわ

の発生は板厚が減少するに従い顕著となった．ま

た，発生する応力を素材の機械的性質と比較する
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40以上伸び（％）

205以上耐力（MPa）

520以上引張強さ（MPa）

0.5素材板厚（mm）

SUS304材質

表� 機械的性質

ロール
（ 3ロール）

 

 

図10 加工室内

図11 加工外略図

500 500

�パス �パス

＊� 絞り台の径方向の座標（図11における X座標）により設定する値

＊� 減肉率＝(加工前の板厚−加工後の板厚)／加工後の板厚×100

�パス目の加工前の板厚は素材の板厚0.5 mmとし，以降の板厚は

ロールとマンドレルのクリアランスの値にて代用した．

1250張力設定値（kgf）

60.8�パス毎の減肉率（％)＊2

500主軸回転数（rpm）

�パス �パス

表� 最適化したパラメータ

0.0960.1460.196ロールとマンドレルのクリアランス＊1

75757538送り速度（mm/min）

1147 819 634

25.5 34.2 36.5

500

0.061



と，引張り強さに対して最大2.1倍，耐力に対して

最大5.3倍となった．これは加工硬化によるもとの

考えられる．表の値は一例であるが，素材からの減

肉率に応じて張力を設定する際の目安になるものと

考える．

加工部の板厚は要求寸法0.055±0.01 mmに対し

てばらつきはあるが，回転しごきスピニングによっ

て加工するための知見を得た．

�．おわりに

�）鋼では，素材板厚10 mm からの回転しごきが

最大素材板厚であったが，素材板厚20 mm を

超える厚板でも回転しごき加工することが可能

となり，技術力強化につながった．

�）これまで，試作を行いその加工力を測定するこ

とにより，設備の最適設計を行なっていたが，

計算により概略の設備仕様を把握できる可能性

を確認した．このことにより，設備見積時間の

短縮化が図れ，設備の受注拡大が期待される．

�）�σの手法を使用することにより，従来のトラ

イ数に比べて，少数の加工にて加工条件を決定

することができた．新規製品の立上期間短縮が

可能となった．

�．参考文献

�）内田俊夫，「スピニング加工事例の紹介」，第97

回チューブフォーミング分科会定例研究会，愛
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1981

日本スピンドル技報 No. 52 2012 技 術 報 告

― 6 ―

0.096 0.061

�パス �パス

素材からの減肉率（％）

0.196ローラとマンドレルのクリアランス

�パス �パス

表� 製品に作用する引張り応力

36.534.225.560.8�パス毎の減肉率（％）

0.146

引張り応力／素材の引張り強さ

1078.5884.2813.1658.7引張り応力（N/mm2）

63481911471250張力設定値（kgf）

87.880.870.860.8

5.34.34.03.2引張り応力／素材の耐力

2.11.71.61.3



高温排ガス用パルス式集塵機における

フィルタ耐久性長期化への検討

Examination of durability prolongation of filters in pulse-type dust collector

for high temperature exhaust gas

環境事業部 飯尾 良夫

技術開発室 木嶋 敬昌，山本 洋彰，上田 聡

IIO Yoshio, KISHIMA Takamasa, YAMAMOTO Yoshiaki, UEDA Akira

Abstract

In order to examine the technical issues of the durability prolongation of filters, we implemented laboratory

testing, proof machine examination, and field examination. As a result, we summarized the examination result

for the controlling factors of the fiber strength in the filter durability.

�．はじめに

燃焼排ガスの集塵は，熱回収設備の除塵，有害物

質の効率的除去，DXN類のデノボ生成の抑制，装

置の腐食対策などにより通常150〜200℃の高温度域

で運転されている．

パルス式集塵機では，フィルタの交換周期は運転

条件ごとに異なり，短いケースで�年，長いケース

で�〜�年と他の構成機器と比較して短期である．

フィルタのトラブルは，目詰まり（フィルタ内部へ

のダストの侵入）による集塵機の差圧上昇が原因と

なる集塵性能の低下，破損による粒子状物質の大気

放散がある．そのため，フィルタ交換は，トラブル

が発生する期間より短い周期で交換されている．特

にフィルタ破損は，繊維強度の低下により発生す

る．

本稿では，フィルタの耐久性低下の要因である物

理劣化（屈曲劣化），化学劣化（高温劣化，結露劣化）

に関し，影響の程度と耐久性向上のための対策案を

解析，実験，調査により定量的に検討した結果を報

告する．

�．フィルタ耐久性改善のための高温排

ガス用パルス式集塵機の対策技術

一般的にフィルタの寿命判定は，フィルタの圧力

損失の上昇と繊維強度低下（繊維破損）で評価され

る．表�に高温排ガス用パルス集塵機に関するそれ

ぞれの対策技術をまとめた．ここでは，フィルタ繊

維強度確保の�つの対策技術について以下の項で検

証した．
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パルスクリーニングによるダスト目詰まりの改善

プレコートの最適制御技術によるダストの目詰まりの改善

集塵機内整流制御技術によるダスト目詰まりの改善

屈曲劣化の改善

主要な改善対策フィルタ耐久性低下の要因

高温（酸化）劣化の改善

結露劣化の改善

表� フィルタ寿命耐久性低下の要因と改善対策技術

圧力損失の上昇

繊維強度の低下

＊粒子衝突摩耗およびフィルタ衝突摩耗による耐久性劣化1)は対象外とした．



�．屈曲劣化の検証

3.1 MIT屈曲試験法による検証

パルス集塵機における粉塵払落し操作2)において

は，極短時間の払落し気流のフィルタ内外への通過

により，フィルタが連動して変位（屈曲）する．屈

曲試験はこの挙動を再現する代用試験法として一般

的に使用されている．本稿では，コークス煙道用集

塵機を想定し，フィルタ材質にポリイミドを選定

し，JIS P 8115に基づいて試験を行った．図�に屈

曲回数におけるフィルタ横方向の引っ張り強力（初

期引っ張り強度を基準とした割合）を示す．これよ

り，フィルタ交換の規格である30％の強力には，約

�万回の屈曲で到達していることがわかる．

3.2 実証テスト機によるパルス試験

図�に10 m長尺フィルタに対する当社仕様の払

落し制御によるパルス疲労試験の結果を示す．図�

では，�万回の屈曲回数において初期強度の30％ま

で低下していたのに対し，ろ過速度1.6 m/minの集

塵条件下で�万回のパルス操作を行った場合の強度

は90％を維持していることがわかる．ここで，�万

回のパルス量は一巡周期�時間の運転条件では，�

年以上の回数に相当する．以上より，常温・空気雰

囲気では，当社のパルス方式による屈曲のみでは数

年でのフィルタ劣化は生じないといえる．MIT 試

験との差異については，パルス時のフィルタ通過エ

ア量やフィルタ加速度，フィルタ内圧の各経時変化

によるものであると推定される2)ことから，屈曲に

よるフィルタ耐久性評価には実証試験での検証が必

要であるといえる．

�．高温劣化（酸化劣化）の検証

ポリイミドフィルタの高温（酸化）劣化の影響は，

サンプリングしたフィルタの溶解度を代用特性とし

て評価することができる．これを基に評価した暴露

温度によるフィルタ寿命推定結果を図�に示す．こ

れより，集塵温度を210℃に設定することで�年以

上のフィルタ寿命が期待でき，190℃以下に設定す

ることで10年以上のフィルタ寿命が期待できること

がわかる．以上から，フィルタの高温（酸化）耐久
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図� ポリイミドフィルタの屈曲疲労性

図� 実証機によるパルス疲労性の検証



性を維持するためには，集塵温度の制御技術が不可

欠であることがわかる．当社では，ガス冷却技術と

気流分配技術（コンピュータシミュレーション）に

よる集塵温度の均一化・安定化に留意した設計を

行っており，図�にコンピュータシミュレーション

の事例を示す．

尚，粉体工業技術協会集じん分科会では，バグ

フィルタの性能評価方法として，図�に示す JIS Z

8903の中で，運転時差圧・耐熱・耐薬に関する規格

を制定し，特に本項の高温劣化と次項の結露劣化に

着目した ISO化を視野に入れた活動を行っている．

�．結露劣化の検証

燃焼排ガス中の SOxには，数％の SO3が含まれ

ており，コークス炉排ガス雰囲気においては，SO3

は，高温で水分と反応し，以下の関係により硫酸ミ

ストとして存在する．

SO3 ＋ H2O → H2SO4 （ミスト）

また，図�の関係から，SO3濃度と水分率からミス

ト化する結露温度を算出することが可能であり，結

露によるポリイミドフィルタの劣化はサンプリング

したフィルタの固有粘度を代用特性として評価する

ことも可能である．

ここで，コークス炉実機より屈曲劣化が検証可能

な総払落し回数が推定できるフィルタをサンプリン

グし，これまでに説明したフィルタ劣化の代用特性

（フィルタ溶解度・フィルタ固有粘度）と耐久性

（フィルタ横方向引張強度）の相関関係を分析し，

フィルタの劣化には結露の影響が大きいことがわ

かった．また，さらに詳細な設計条件との因果関係

の検証を行い，結露には図	に示す主要パラメータ

が相関していることがわかった．

これらより，フィルタ劣化防止対策としては，集

塵温度とフィルタへのプレコート粒子（フィルタ表

面の保護層形成のための粒子）のプレコート率を考
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図� 集塵温度の均一化・安定化技術 解析例

図� ポリイミドフィルタの長期疲労性

図� JIS Z 8903によるフィルタ耐久評価装置

図� 硫酸の結露温度（大塚の式による）



慮し，以下の相関式により設計することで，フィル

タの耐久性（横方向引張強度）が確保できる知見を

得た．

Y(フィルタ横方向引張強度)

＝ A×(B×集塵温度＋C×プレコート率)−D

＊ A〜Dは係数

�．パルスクリーニング時のフィルタ内

温度挙動

集塵機内温度制御については，�項で集塵機内集

塵運転時の温度解析により可能であることを述べ

た．しかし，粉塵払落し時（パルス時）の極短時間

のフィルタ内への高圧縮空気（常温）噴射による

フィルタ内の急激な温度変化を考慮した払落し操作

の制御も重要である．

図
，�にコークス炉用集塵機内（集塵時190℃）

における実機によるフィルタ各部のパルス時の温度

推移と流体解析結果を示す．実機フィールド試験に

よるパルス時減温測定の結果，パルス減温はフィル

タ上部で40℃前後と大きく，パルス時の温度は190

→150℃に減温していることがわかる．最も低温の

時でも図�より同条件にて求まる結露温度140℃以

上になっているが，設計時には本操作を十分に考慮

する必要性があるといえる．

また，パルス噴射エア量の増加と頻度アップが温

度低下となりフィルタ寿命に影響すると考えられる

ため，設計時には十分な流体解析による減温の検証

が必要であり，フィルタ各部位に均一なパルス噴射

量となるようインジェクタチューブを設計すること

の重要性がわかる．

�．まとめ

コークス煙道用集塵機を対象としたフィルタ耐久

性における繊維強度の支配要因に対する�つの検討

結果を以下にまとめた．

①パルス操作におけるフィルタの屈曲回数による

強度劣化の影響は少ない

②集塵機内温度はフィルタの強度劣化と相関が大

きい

③結露によるフィルタ劣化対策には，集塵機内温

度とフィルタへのプレコート率の寄与が大きい
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図	 フィルタ固有粘度と影響パラメータとの相関

 

図
 パルス時の IPからの噴射気流の観察と流体解析例



以上より，集塵およびパルス時における流体解析

に基づく設計が重要であるといえる．今後もこれら

の精度向上と，耐久性の高い集塵機の設計に向け，

実機での長期検証結果を反映させていく予定であ

る．
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図� 実機フィールド試験によるパルス時の減温測定と流体解析結果



空気の揺らぎ抑制の取組みについて

The measure of air fluctuation control

環境事業部

泉 憲司

IZUMI Kenji

Abstract

It is found that “air fluctuation” brings a significant effect on accuracy of the device in the environment

where the nanofabrication and nanometrology devices are used.

In this report, we describe the case in which we have been making efforts to suppress the air fluctuation.

�．はじめに

近年，ナノテクノロジーと呼ばれる超微細加工技

術の進展に伴い，ナノメートル（nm）またはそれ

より細かい加工精度が要求されている．加工精度の

向上に伴い評価を行うための測定器の精度もさらに

高いものが必要となる．

ナノ加工及びナノ計測を行う装置を使用する環境

において「空気の揺らぎ」は装置の精度に大きな影

響をもたらすことが分かっている1)．弊社が製造・

販売を行っている精密温調装置「サーマルキュー

ブ」及び「恒温ブース」では温湿度を精密に制御す

ることにより空気の揺らぎを抑制する取組みを行っ

てきた．

しかし，温湿度の制御だけでは空気の揺らぎを極

限まで抑制することができないことが考えられ，他

の要因についても新たな取組みを行った．

以下において「空気の揺らぎを抑制するための取

組み」について記述する．

�．空気の揺らぎとは

物理学において，ゆらぎとは広がりまたは強度を

持つ量（エネルギー・密度・電圧など）の空間的ま

たは時間的な平均値からの変動を指す．ゆらぎの大

きさを表すのに用いられる二乗平均ゆらぎは，統計

学における分散と同じものである．

空気揺らぎの要因である「騒音」「気流」「温度分

布」を抑制することを目標に取組みを行った．

�．騒音低減

3.1 測定値の評価について

顧客要求は騒音（気圧変動）により「装置に微振

動を伝えたくない」ということである．装置に対し

て影響の大きい騒音の周波数帯は200 Hz以下（低

周波域）の場合が多く，測定時の重み付け特性によ

り数値が大きく異なる（図�参照）．一般的な騒音

値としては A特性が使用されているが，可聴域で

ない低周波数域は補正がかけられ数値が小さくな

る．A特性を用いると低周波数の騒音の変化が確認

できないため F特性（FLAT）を用いる．

3.2 測定位置について

図�に示すようにブース中央の床から1000 mm

の高さにて，騒音値の評価を行った．

3.3 測定結果について

下記因子を変化させて騒音値低減に対して効果が
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図� 騒音計の周波数重み付け特性



あることが確認できた．

リターンダクトの長さ，ファン回転数，

コイルバイパス量の比率，

ファン吹出し口の風速，

ダクトの面積，ダクトの距離

測定結果からそれぞれの因子の最適値を統計的に

処理し，表�の条件を得た．

最適値での測定結果では，図�のように低周波数

帯において騒音低減を実現することができた．

�．気流について

気流によって発生する音や気流の乱れが加工精度

及び測定精度に影響を与える装置に対しては，空気

の循環を行わずに温調を行う輻射温調システムが有

効である．

ただし，輻射温調システムを使用するときの問題

点として起動時から温度が安定するまでに長い時間

を要することがあった．そこで，輻射温調を行う場

合の制御対象となる水温を最適に制御することによ

り温度が安定するまでの時間を短縮する取組みを

行った．

4.1 測定位置について

図�に示すようにブース中央の床から1000 mm

の高さにて，温度の評価を行った．

4.2 測定結果について

室温にてフィードバック制御を行うと図�のよう

に水温がハンチングを起こしてしまい室温の安定に
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コイルバイパス量の比率

単位

3,000mmダクトサイレンサーの長さ

表� 各因子の最適水準

40Hzファン回転数

最適水準

ダクトの距離

0.063m2ダクトの面積

7.8m/sファン吹出し口の風速

0％

5,000mm

図� 騒音測定結果

図� 騒音測定位置

図� 室温，水温測定位置



長時間要するため，室温の変化を監視し水温の目標

値をステップ的に変化させることによって図�のよ

うにハンチングが抑制され，立ち上がり時間が従来

の17時間から�時間まで短縮することができた．

�．温度分布の均一化

5.1 測定位置について

図	に示すようにブース中央の床から1200 mm

の高さにて，任意の
点（①〜⑧）にて，温度分布

の評価を行った．

5.2 測定結果について

下記因子を変化させて温度分布均一化に対して効

果があることが確認できた．

ブースパネル温度と設定温度の差，

ブース内滞留，ステップ制御のヒステリシス，

チャンバー入口温度の差

測定結果からそれぞれの因子の最適値を統計的に

処理し，下記の条件を得た．

最適値での測定結果では，図
のように温度分布

を均一化することができた．

�．まとめ

今回行った空気の揺らぎを抑制するための取組み

は，精密な加工や計測を行う装置の環境を改善する

ものと思われる．

今後は「騒音」「気流」「温度分布」以外の要因に

ついても取組みを行い，更なる揺らぎの抑制を行っ

ていきたい．
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図� 従来制御での測定結果（上：室温，下：水温）

図� 新制御での測定結果（上：室温，下：水温）

図	 温度分布測定位置

ステップ制御のヒステリシス

単位

−3℃プールパネル温度と設定温度の差

表� 各因子の最適水準

4ヶ所ブース内滞留（吸込み口の数）

最適水準

0.1℃チャンバー入口温度の差

0.04―
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図
 温度分布の測定結果



開放式大型冷却塔 KGシリーズの開発

Development of KG series

冷熱事業センター 関口 宏

技術開発室 木嶋 敬昌

SEKIGUCHI Hiroshi, KISHIMA Takamasa

Abstract

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

market for China and ASEAN. New efforts about the way of evaluating in the heat exchange parts which were

made the point of the development are described.

�．はじめに

国内での冷却塔の需要が低迷している一方，近年

では海外，特に中国や東南アジアでの冷却塔の市場

が大きくなってきている．空調設備用途と共に産業

機器用途での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，空調設備用途で

あれば，建物における空調機器の設置スペース上の

制約や騒音，水飛散など周囲環境への配慮など様々

な制約の中で塔体を選定しなければならない為，

様々な要求仕様が発生する．このことは，産業用途

においても同様で，冷却対象の生産プロセスの事情

や設置する工場環境により，従来に増して要求の多

様性が広がっている．

弊社では，従来大型開放式冷却塔として KX シ

リーズを販売していたが，顧客要求の多様化に充分

応えることが出来なかった．今回，より広範な顧客

要求に迅速に応える為に開放式大型冷却塔 KG シ

リーズの開発を実施した．

本報では，開発のポイントとなった冷却塔内部の

熱交換部品である充填材の性能評価法について実験

と数値解析を用いて実施し，その後その充填材を組

み込んだ商品である，KGシリーズの特長を紹介す

る．

�．充填材の改善について

冷却塔は，入り口から入ってくる供給水を，充填

材と呼ばれる熱交換部品に流し，合わせて送風機に

て風を送ることにより熱交換を行い，所定の水温ま

で温度を下げる役割をはたす．この部分により冷却

塔の性能が左右されるため，充填材は冷却塔の中の

キーパーツと言える．

充填材は，PVC製のシートを成形して適正な凹

凸を作り，それを多数枚重ねることによりブロック

形状を形成する．そのシートの表面形状は，上部か

ら落下する水と送風による空気のコンタクトを適正

に行うために形状を工夫している．また，その充填

材の端部の形状により水滴飛散の状況が大きく変る

ことから，各社それぞれ特有の充填材形状を製作

し，最適化に向けて取り組んでいる．

�．充填材設計への数値解析の活用

冷却塔の冷却機能は，充填材の構造・形状および

対象とする液体と塔内の気流分布の影響を大きく受

ける．充填材の設計はこれらを加味した検証が必要

となるが，厳密な設計計算が困難であり，実験によ

る性能評価が主体となっている．そこで，コン

ピュータを用いた数値流体解析による充填材上の空

気および水の流れ解析による設計を当社では検証し

ており，ここではその有効性を以下に説明する．

図�に試験装置，図�に解析モデルを示す．冷却

対象水は，充填材上部より流下し，冷却用空気流れ

方向より�か所に設置した回収容器の水量と空気出

口温度を計測または解析可能となっている．ここで

は，各部位での無次元流量（測定流量／充填材入口

の流下流量）による実験および解析の整合性を検証

した．尚，解析領域は�セル中央の充填材間および

充填材内壁を対象とした．

水の流れを離散的な粒子の集団として扱う粒子法

により充填材上の流路の概略を理解することは可能
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だが，表面張力の影響が考慮されないため，液膜流

動を対象にした流動解析が理想的である．ここで

は，Eulerian Wall Filmモデル1)を使用した解析を実

施した．表�に試験および解析条件を示す．

図�に充填材壁の液膜分布の解析結果を示す．

(a)図は全体的に液膜厚みが薄く，また充填材下部

の分布も少なくなっているが，(b)図は充填材中部

以下において液膜が厚くまた，空気の流れ方向に向

かって厚くなる傾向があることがわかる．また，液

膜のかなり薄い部位も確認され，これらは高風速に

より液膜が空気の流れ方向に移動することで厚み分

布が生じたこと，および一部液滴として剥離した部

位が生じたことが要因と推定される．

図�は，各測定地点での実験および解析による流

量を示したものである．これより，いずれも風速が

速くなると，流量は空気の流れ方向（測定地点 aか

ら iに向けて）に多くなっていく傾向があることが

わかる．また，値は同一ではないが，各地点におけ

る実験および解析値の傾向は概ね類似しており，本

法による設計検証が可能であると判断できる．

図�は，条件�における充填材間の空気の温度分

布の解析結果を示したものである．これより，空気

の流れ方向に空気温度は高くなっていくことがわか

る．また，上部ほど高く，充填材にて熱交換が進ん

でいることが推察できる．また，実験による充填材

出口の平均測定温度は18.9℃であり，解析による平

均温度19.4℃と類似していることからも，解析によ

る充填材の設計は有効であるといえる．

このように解析手法を用いることにより，今後充

填材の改善検討において，スピードアップを図れる

と共に，可視化，データ化が可能な為，精度の高い

検討が可能となる．
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2.21 17.0

1.15 17.0

風速(m/s) 冷却水量(L/min) 冷却水温(℃)条件

13.441.5�（低風速）

表� 実験および解析条件

13.141.6�（高風速）

入口空気温度(℃)

回収容器
（測定地点 a）

回収容器
（測定地点 i）

図� 実験装置概観

a

i
b

h

図� 解析モデル



�．改善充填材について

前項での手法を用い，従来モデルである KXの充

填材から，KG用充填材として新しい形状に改善を

実施した．充填材形状は，空気の流れに沿って水膜

が変化していく傾向から，その水の流れに合った斜

め形状とし，表面のデザインについても，現状の

KXデザインの特徴を生かしながら，新規デザイン

をミックスし，ファイン化を実施した．

その結果，KX充填材の通過空気の圧力損失を大

幅に減らし，充填材に流せる水の流量を増やすこと

が可能となり，装置のコンパクト化を実現した．そ

して図�に示すように，流す空気量の増減（使用条

件の変化）に関わらず，全領域において低い圧力損

失レベルを確保する形状と．合わせて，水膜が極力

充填材表面から離れないよう，表面形状に注意を払

うことにより，外部への水飛散量を大幅に削減する

ことが出来た．

�．新型開放式冷却塔 KGシリーズの特

長（図	）

・ワイドバリエーション（図
）

KGシリーズは，従来の KXシリーズから大幅な

バリエーションの拡大を図った．塔体のサイズは15

種類，また，それぞれのサイズ毎にモーター容量を

選択可能とし，幅広いラインアップをそろえた．

顧客要求により，「モーター動力を極力抑えたい」

「出来る限り少ないスペースに設置したい」「設置場

所の制約から，小さいサイズの塔体を多セルで選定
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(a）条件�（低風速） （b）条件�（高風速）

図� 計測値と解析値の比較

液膜厚さ（m）

(a）条件�（低風速） (b）条件�（高風速）

図� 液膜厚みの解析結果

図� 充填材内部の空気温度分布



したい」「とにかく価格優先」など，様々な要求に

対応した最適な機種を選定することが出来る．

なお，ラインアップを増やしても，部品の共通化，

モジュール化により，使用する部品種類の増加を抑

えたため，製品や部品の安定供給，そして品質安定

につながっている．

・水飛散量低減

KGシリーズは，従来モデルと比較すると大幅な

水飛散量低減を実現した（従来機比約 1/10）．充填

材の改善と，充填材と一体化したエリミネーター部

の形状改善による水滴飛散防止効果により，水の無

駄をなくすと共に，周囲環境への影響を低減させ

た．

・信頼性，耐久性向上

フレーム部材には，溶融亜鉛めっきを施した材料

を採用し，様々な環境での長期使用に耐えるよう配

慮している．外板パネルや，上部下部水槽には軽量

かつ高強度の FRPを使用し，強度を確保すると共

に，腐食環境にも強い構造とした．様々な環境での

長期使用に耐えうる信頼性，耐久性を確保した．
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図� 充填材に流す空気量とその圧力損失の関係（テスト結果）

図	 KGシリーズ構造図



�．おわりに

経済環境としては，設備投資，固定資産投資など，

減速感はあるものの新興国を中心に，継続的な発展

は有るものと考えられる．それに伴い冷却塔は様々

な分野でのビル空調，産業用プロセス冷却を中心に

需要が出てくると考えられる．各国様々な使用環

境，使用温度条件など，要求仕様としてはますます

多種多様となっていくこととなり，その対応性を如

何に上げるかが，重要な要素となる．

しかしながら，そこに新しい取り組みへのポイン

トがあり，更なるステップアップを目指す課題の宝

庫でもある．今回の，充填材に関する課題のみなら

ず，冷却塔の基本要素の更なる向上を目指し，今後

も開発を推進し，より顧客に要求される商品，信頼

される商品につなげて行く所存である．
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図
 KGシリーズラインアップ



ジェットペースタの基本特性

Basic properties of Jet Paster

ミキシング事業センター

浅見 圭一

ASAMI Keiichi

Abstract

Jet Paster is a device which can produce electrode slurry from high ability for the dispersion in a short time.

In this paper, the author describe the basic properties of Jet Paster in producing electrode slurry.

�．はじめに

1991年に商品化されたリチウムイオン電池（以下

Libと略す）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，ハイブリッド車や電

気自動車への搭載などにより伸びつつある．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，2016年には

ハイブリッド車や電気自動車用 Lib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，Lib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

リー化生産工程は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（以下 JPと略する）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．

本報告では粉末の供給方法の違いによる Lib用負

極スラリーの特性と電極特性を紹介し，JPの特徴

を説明する．

�．粉末供給方法の違いによる Lib用負

極スラリー及び電極特性

2.1 粉末供給方法

JPを使用してスラリーを作製する場合，負極材

料などの粉末供給方法には次の二つがある．

�．増粘剤として使用する CMCと黒鉛及び導

電助剤をドライブレンドした粉末をロータ

リーバルブで水中に一括供給する方法

�．CMC溶液を作製し，その溶液中に黒鉛な

どの粉末を供給する方法

汎用ミキサーを使用する場合は，�．の方法であ

る．�．の方法では CMC溶液を作製する必要がな

いので省スペース，生産性向上が図れるというメ

リットがある．

本報告では，粉体供給方法の違いによるスラリー

特性及びそれを塗工した電極特性を評価し，一括供

給方法の優位性を述べる．

2.2 スラリー作製条件

次に示すような Lib 用負極材料，及びジェット

ペースタの条件でスラリーを作製し評価した．スラ

リーの塗工，電極作製及び電極特性評価は，住友重

機械工業株式会社技術研究所に協力いただいた．

＜ Lib用負極材料＞

負極活物質 天然黒鉛 CGB-20（日本黒鉛㈱社製）

導電助剤 天然黒鉛 SP-270（日本黒鉛㈱社製）

増粘剤 CMC（ダイセルファインケム㈱社製）

バインダー SBR系（日本ゼオン㈱社製）

＜装置＞

ジェットペースタ-L（以下 JPLと略する）

＜条件＞

粉体投入方法：一括供給，

CMC溶液作製→粉末供給

の�種類

粉体供給時回転数：3000 rpm

粉体供給後回転数：2400，3000，3600 rpm

ワンパスタンク交互交換回数：�回
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バインダー添加：JPL作製スラリーに所定量のバ

インダーを添加し汎用ミキ

サーにて攪拌し作製した．

＜塗工＞

銅箔にコンマコーター（東洋システム社製）にて

塗工

＜プレス＞

ロールプレス機にてプレス

＜電池作製＞

対極：銅箔上にリチウム金属箔を張り合わせたもの

セパレーター：セルロース紙

負極：銅箔に JPL作製スラリーを塗工したもの

上記の�種類を積層し，ラミネートフィルムで外

装し電解液を注入し作製した．電池作製は，露点

−50℃の雰囲気下で実施．

電解液：�M LiPF6 EC＋DEC

＜スラリー特性＞

レオメーター（TA インストルメント社製 AR

2000 ex）により剪断速度と粘度の関係評価

＜電極特性評価＞

・塗工表面状態（目視確認）

・剥離試験（180度テープ剥離）

・電極表面 SEM撮影

（日立製作所社製 FE-SEM S4800）

・電極密度

・充放電特性

（北斗電工社製 充放電装置にて測定）

・電極インピーダンス（ブリンストンアプライド

リサーチ社製 VersaSTATにて測定）

2.3 スラリー作製装置のフローと JPL

図�にスラリー作製装置のフローと JPLを示す．

スラリー作製装置は JPLと粉体供給装置のロータ

リーバルブ，ホッパ及びスラリーを循環させるポン

プからなりたっている．スラリー作製装置の心臓部

である JPLを図�の右の写真で示す．

�．スラリー作製方法

スラリー作製試験方法の粉体供給方法として次の

二つの方法を比較した．

・一括供給方法

・CMC溶液に粉末供給する方法

スラリーの均一化は粉体供給方法にかかわらず図

�に示すようなワンパスタンク交互交替式で実施

し，濃度48％前後のスラリーを作製した．ワンパス

タンク交互交換式方法は，次のような特徴を有して

いる．

・分散が完成するのに必要なパス数を経験させる

事が簡単に行える．

・汎用ミキサーに比べ同生産量では圧倒的にコン

パクト．

図�のフローによるスラリー作製方法を次に示

す．

�．粉体ホッパに必要量の粉体を投入

�．タンク①に所定量の溶液を投入

�．JPLを所定の回転数で起動

�．循環ポンプを起動

�．溶液の循環を確認してロータリーバルブを起

動

�．粉体が全量供給できたことを確認しワンパス

タンク交互交換式方法にてスラリーを作製し

た

	．作製したスラリーにバインダーを所定量添加

し汎用ミキサーで混合した
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図� 試験フローと試験装置（JPL）（特許出願中）



�．評価結果

4.1 Lib用負極スラリー特性

粉体の供給方法によるスラリー特性はレオメー

ターによるレオロジー評価により行った．その結果

を図�から�に示す．図から明らかなように，すべ

ての回転数で一括供給方法が低粘度である．一般的

に同組成の場合，分散が進むと低粘度になる傾向に

ある．この結果より，一括供給方法，すなわち

CMCと黒鉛などがドライブレンドされた粉末が水

中に一気に拡散することが重要な因子であると推定

できる．

4.2 塗工

コンマコーターによる塗工はすべて順調で問題な

かった．

4.3 電極特性

電極表面評価結果を表�に示す．一括供給方法に

より粉体供給し JPLの回転数を変更して作製した

スラリーからなる電極表面 SEM写真を図�から	

に示す．これらの写真から明確なように回転数を増

加させても黒鉛が粉砕されている様子は観察されな

い．このことは剪断力を大きくしても JPL では黒

鉛の粉砕は進行しないことを示す．CMC溶液に黒

鉛などの粉末を供給する方法でも同様の結果であっ

た．

日本スピンドル技報 No. 52 2012 技 術 報 告

― 23 ―

CMC ＋

2400rpm 60mm
1 400　1/s

120

図� 粉体供給方法の違いによるレオロジー特性

3000rpm

CMC ＋

図� 粉体供給方法の違いによるレオロジー特性

3600rpm

CMC ＋

図� 粉体供給方法の違いによるレオロジー特性

筋，粒状物の存在は観察されない電極表面状態（目視確認）

すべて1.5 N以上の剥離強度を有する剥離試験（180度テープ隔離）

表� 電極表面評価



次に粉体供給方法と回転数の違いによる電極密度

と充放電特性を表�に示す．表�より電極密度は，

3000 rpm が高くなる傾向である．充放電容量及び

クーロン効率は粉体供給方法，回転数によらずほぼ

同様の結果であった．

電極インピーダンスを図
に示すが，粉体供給方

法及び回転数による違いは観察されなかった．

以上のことにより電極性能（充放電容量，クーロ

ン効率及び電極インピーダンス）に粉末供給方法の

影響は見られなかった．

�．結論

本報告では，JPLを使用し粉体供給方法の違いに

よるスラリー特性および電極性能について説明し

た．

粉体一括供給方法ではスラリーが低粘度になる傾

向がある．また，粉体一括供給方法と CMC溶液に

粉体を供給する方法では得られたスラリーから作製

した電極の充放電容量，インピーダンスに差は見ら

れなかったことから，粉体一括供給方法が優れた方

法であるということが明らかになった．

JPを使用することより CMC溶液を作製する工程

の省略が可能となり省スペース，生産性の向上に大

きく寄与することが判明した．

今後は，このような特徴を生かした JPを中心と
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図� JPL回転数と電極表面 SEM写真（1000倍）

2400 rpm

図� JPL回転数と電極表面 SEM写真（1000倍）

3000 rpm

図	 JPL回転数と電極表面 SEM写真（1000倍）

3600 rpm

356.9

一括

346.5

367.9

容量

（mAh/g）
紛体供給方法

充電

充放電条件：充電 0.05 C 放電 0.2 C

表� 電極特性

容量

（mAh/g）

クローン効率

（％）

回転数

（rpm）

電極密度

（g/cm3）

容量

（mAh）

放電

367.1

365.9

376.5

CMC溶液＋黒鉛

3000 1.35 39.02

32.81 315.3 882400 1.35 37.14

容量

（mAh）

38.03

35.71 331.7 882400 1.30 40.53

36.77 328.7 903600 1.30 41.05

35.64 332.3 91

30.97 320.8 873600 1.24 35.51

33.40 304.3 883000 1.38



したスラリー生産ユニット及びシステム開発を行い

Lib生産性向上に貢献したいと考えている．

�．参考文献

�）浅見圭一，ジェットペースタの挑戦，日本スピ

ンドル技報，2011，No. 51，pp. 16-20

�）本川健一，「リチウムイオン二次電池用黒鉛負

極材」，炭素材料学会先端科学技術講習会2012

リチウムイオン電池用炭素負極，京都市，

2012-7-6，炭素材料学会

�．関連特許

�）㈱イズミフードマシナリ，粉体混合ポンプ，特

許第4458536号
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アイスクリームフリーザーの開発

Development of ice cream freezer

株式会社イズミフードマシナリ

土井 宏文

DOI Hirofumi

Abstract

Ice cream industry is lately booming again and IFM develops a new ice cream freezer, which is essential in

the ice cream production process, based on the customer’s requirements or demands.

The features of the new ice cream freezer are as follows:

1. Lowering the freezing temperature of ice cream

2. Improving yield rate (reducing loss of products)

3. Touch screen that considers operability

4. Design for easy cleaning and maintenance

�．はじめに

アイスクリームフリーザーとは調合，殺菌，冷却

されたミックスを連続で冷却硬化すると同時にエ

アーを混合させることで，滑らかで口溶けの良いア

イスクリームを製造することが出来る装置である．

使用する冷媒はアンモニアかフロンである．

アイスクリーム業界は2000年以降，アイスクリー

ム離れが加速し，業界自体の停滞，衰退が続いてい

た．しかし近年は猛暑や長い残暑，夏場の節電問題

によりアイスクリームの需要が大きく増え，図�に

示すように生産量の不足がニュースになる程好調を

継続している．

アイスクリーム業界が停滞，衰退していた期間に

弊社も飲料業界等に力を注いでいた為，アイスク

リームフリーザーは改良，開発はされることなく，

気付けば国内のフリーザーは外国メーカーが大きく

シェアを持つ状況となっている．そこで2009年より

アイスクリームフリーザーの商品力を向上し，国内

シェアを取り戻すべく開発を行う事とした．

�．アイスクリームフリーザーとは

アイスクリームフリーザーの構造を簡単に説明す

る．図�に示すアイスクリームフリーザーは連続的

にアイスリームを製造する機械である．図�に示す

ように，シリンダーと言われる二重管構造の内側に

アイスクリームミックスを通過させ，ダッシャーと

言われる回転軸を回すことで，ミックスを熱交換し

ながら混合・攪拌する．この時エアーをミックスと

混合させることでアイスクリームが滑らかで柔らか

な食感となる．シリンダーを通過したミックスは�

℃からMin−	℃まで冷却される．
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図� アイスクリーム類及び氷菓の販売金額の推移1)



�．業界のニーズ

従来のスーパー・コンビニ向け製品に加え，最近

は PB（プライベート・ブランド）製品も増えてき

たことで更なる多品種化の傾向が強くなり，�台の

アイスクリームフリーザーでシャーベットから高脂

肪アイスまでを製造出来るように求められている．

またエアーの混合量を示すオーバーランも20〜30％

の少ない製品から100％の多い製品まで広範囲に求

められている．

その他原料の高騰により歩留まりが良くなるよう

に生産の高効率化，誰もが容易に操作出来るように

操作性を重視したタッチパネル，HACCPや�S対

応工場に適する衛生的でメンテナンス性の良い機器

を求められている．

�．開発機の特徴

前述のニーズに基づき下記の項目に対して開発を

行った．

① アイスクリーム温度の低温化

従来のアイスクリームフリーザーでの最低温度は

−5.5℃であったが，客先要望より−	℃は必要で

あることが分かった．そこで DMAIC手法を用いて

仮説→検証を繰り返し，下記の項目の最適条件を確

立する事で−	℃を実現させた．

ａ．スクレーパの刃先形状

ｂ．ダッシャー回転数

ｃ．シリンダー内圧

② 歩留まり向上対策

アイスクリームフリーザーの起動から生産開始ま

での品質調整に必要とするミックスは基本的に廃棄

されており，型式の一番大きいフリーザーでは50 L

と言われている．そこで前述と同じく DMAIC手法

により最適条件を確立し廃棄量を約50％少なくする

ことが可能となった．

③ 操作性を重視したタッチパネル（図�）

顧客が求める設定値を容易に設定し，装置モニタ

で設定値と現在値を表示させることで，機器のどの

部分がどの様な値になっているのか分かる構成とし

た．

④ 衛生的・メンテナンス性を考慮した設計（図�）

衛生面について従来接液部以外は鉄材を使用して

いたが，錆や異物が食品に混入する恐れがある為，

ステンレス材に統一した．メンテナンス性について
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図� アイスクリームフリーザーの構造

図� アイスクリームフリーザー フロー

図� タッチパネル（装置モニタ）



従来ヒンジ式カバーを取り付けていたので扉を開閉

する必要があったが，引き戸式扉にする事で開閉を

容易にし，大きな開口部を設けることでメンテナン

ス性が向上した．

�．今後の予定

アイスクリームを製造する上で必要とされるアイ

スクリームフリーザーを始めとする機器，工程にお

いてイズミの特徴ある製品群を武器に提案し，周辺

も含めた技術革新を実現していく（図�）．

�．参考文献

�）㈳日本アイスクリーム協会，「統計情報編」，日

本アイスクリーム協会ホームページ，http:

//www.icecream.or.jp/data/04/statistics01.html，

2012/8/28閲覧

�．関連特許

�）特許出願中
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図� アイスクリームフリーザー外観

図� アイスクリームの製造工程とイズミの対象機器



【環境事業部（環境）】

特許第4784996号「鋳物砂の再生方法」

【請求項�】還元雰囲気下で鋳物砂にマイクロ波を照射することによって、

鋳物砂に付着した有機物を炭化させ、その後、酸化雰囲気下で鋳物砂にマイ

クロ波を照射することによって、前記炭化した有機物を酸化させることを特

徴とする鋳物砂の再生方法。

特許第4789154号「冷却装置」

【請求項�】高温の排ガスを所定温度に冷却するための冷却媒体

を流通させる流路を形成した水冷ダクトを備えた冷却装置におい

て、前記水冷ダクトに蓄熱機構を有する蓄熱ダクトを連結したこ

とを特徴とする冷却装置。
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◆国内保有特許権の推移

◆登録特許紹介（2011年度）



【環境事業部（空調）】

特許第4968742号「空気温調装置」

【請求項�】冷媒配管によって互いに接続される圧縮機、凝縮器、膨張弁及び

蒸発器を有する冷凍機と、蒸発器の空気出口面から流れ出る冷空気を加熱する

電気ヒータとを備え、冷凍機と電気ヒータの協働によって設定温度に調整され

た温調空気を吹き出すように構成される空気温調装置において、蒸発器の空気

出口面に対向配置され、その空気出口面からの冷空気が通過する複数の通気口

を有する伝熱板と、この伝熱板の温度を検出する伝熱板温度センサと、この伝

熱板温度センサの検出温度が設定温度に対し所定値だけ低い温度となるように

圧縮機を制御する制御器とを備えたことを特徴とする空気温調装置。

【㈱モリヤマ】

特許第4730788号「メカニカルシール」

【請求項�】ケーシングの側壁側に配設した、外端面を摺接面とする

円筒状のパッキンと、付勢手段によって前記パッキン側に付勢され、

かつ、軸部と一体に回転するように配設した、内端面を前記パッキン

に摺接する摺接面とする円筒状のパッキン受け部材とからなる、ケー

シングの側壁を貫通してケーシング外に突出するように配設した軸部

のメカニカルシールにおいて、前記パッキン受け部材を、前記付勢手

段の付勢力に抗して前記パッキンから離間させる、パッキン受け部材

のフランジ部の内側に当接し、パッキン受け部材を軸部の軸方向外側

に移動させる当接片と、該当接片を中間位置に取り付け、一端をケーシングの側壁に揺動可能に取り付け、他端を操

作部とした操作アームとから構成した離間機構を備えたことを特徴とするメカニカルシール。

【㈱イズミフードマシナリ】

特許第4771498号「液体熱処理システム」

【請求項�】内部を液体が流通するチューブと、該チューブを収容し、

該チューブの外側に熱媒体が流通するように構成したシェルとを備

え、そのシェルの一側を液体の流入口とし、他側を流出口としたシェ

ルチューブ式熱交換器を、液体の貯蔵タンクから容器に液体を充填す

る充填機への送液経路中に配設した液体熱処理システムにおいて、前

記貯蔵タンクから熱交換器へ液体を送液する送液ポンプを備えるとと

もに、前記熱交換器をその流出口が流入口よりも下方に位置するよう

に傾斜させ、かつ前記流入口を前記貯蔵タンクの排液口よりも下方に

位置させるとともに、前記流出口を前記充填機が備える充填タンクの

給液口よりも上方に位置させて設け、液体が貯蔵タンクから熱交換器を介して充填タンクへ高低差により流下し得る

ように構成し、かつ前記熱交換器と充填タンクとの間に絞り弁を設け、定常運転時には、前記送液ポンプにより貯蔵

タンクから熱交換器へ液体を送液して前記充填タンクへ送出し、前記送液ポンプを停止して、高低差によって貯蔵タ

ンクからの送液経路中の液体を前記貯蔵タンクへ流下させる場合には、前記絞り弁の開度の調整により、前記熱交換

器において伝熱上必要な液体のホールド量を確保するようにしたことを特徴とする液体熱処理システム。
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特許第4853907号「液体定量送り装置の制御方法」

【請求項�】複数の往復動ポンプで吸入した液体を加圧して交互に吐出す

ることにより送液ラインに連続的に送出する液体定量送り装置において、

運転スタート時に、往復動ポンプで液体を吸入した後に吸込バルブ及び吐

出バルブを閉じた状態でピストンによる圧縮を行ったときのポンプ駆動

モータのトルクが、送液ラインの圧力に対応するポンプ駆動モータのトル

クに達するまでのピストンの移動距離を圧力調整距離として前記複数の往

復動ポンプの各々で設定しておき、運転中は、往復動ポンプが往復動ポン

プを制御する制御部により吐出までの待機の間にピストンが前記設定した

圧力調整距離を移動して往復動ポンプに吸入した液体を圧縮した後、吐出

を行うことを繰り返すことにより、液体を送液ラインに連続的に送出する

ことを特徴とする液体定量送り装置の制御方法。

特許第4866378号「不純物除去方法及び不純物除去装置」

【請求項�】揮発性不純物を含む処理液を、脱気缶が組み込まれた

循環系を循環させながら前記脱気缶内に処理液を分散吐出して蒸留

することによって、前記処理液から前記揮発性不純物を除去する不

純物除去方法であって、前記循環系の内、前記脱気缶の上流側の処

理液流路に対して、前記揮発性不純物を含む処理液の循環を維持し

ながらスチームを導入させ、前記脱気缶内の前記処理液の沸点が、

前記スチームを導入する前の前記処理液の温度と等しくなるよう

に、前記脱気缶内の圧力を調整する不純物除去方法。

特許第4873450号「粉体吸引溶解ポンプ」

【請求項�】円筒状ケーシング（�）の内部に、攪拌翼（�）を

備えたロータ（�）を同心状に配設し、該攪拌翼（�）の回転に

より、ロータ（�）の前方に設けた液体導入口（�）から液体を

導入するようにした粉体吸引溶解ポンプにおいて、前記攪拌翼

（�）をロータ（�）の外周部に突設し、該攪拌翼（�）の内側

にスリット（Ｓ）を有する筒状のステータ（�）を配設するとと

もに、前記ロータ（�）にステータ（�）の内側を前記液体導入

口（�）からの液体が導入される液体流路（	）とチャンバ（
）

とに区画する仕切板（�）を配設し、該仕切板（�）のチャンバ

（
）側に、チャンバ（
）に連通する粉体導入口（10）から導

入される粉体を掻き出す掻出翼（�）を配設し、さらに、前記チャンバ（
）に粉体と混合する液体を導入する液体

導入口（18a、18b）を形成したことを特徴とする粉体吸引溶解ポンプ。

特許第4925134号「攪拌機の攪拌動力制御方法」

【請求項�】攪拌槽に配設した攪拌軸をモータで回転させることにより攪拌を

行う攪拌機の攪拌動力制御方法であって、モータの回転数を調節するインバー

タと、インバータを制御する制御装置と、攪拌槽の液量を計測する液量計とを

設け、攪拌槽の液量と、インバータの周波数、出力電流及び出力電圧とを測定

することによりリアルタイムの攪拌単位動力と液粘度とを算出し、該算出した

攪拌単位動力が、液粘度に対する最適攪拌単位動力のデータテーブルと該算出

した液粘度とから導出される攪拌単位動力になるように、インバータの周波数

を制御することを特徴とする攪拌機の攪拌動力制御方法。
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