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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、

技術開発室�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】自動車に代表される車両に使用されるディスクブレーキの構成部品

であるブレーキピストンの溝転造に挑戦し、「フローフォーミング加工」にて切削加

工からの工法転換を確立し、その加工機械を完成致しました。結果として金属組織の

連続化と軽量化を達成できました。【環境事業部】［集塵装置］最近の環境装置には省

エネ及び機能強化のご要求が強くなっています。今回は大型集塵装置に装備される払

落し機構に高性能パルス弁を活用し「�Way噴射管式クリ−ニング装置」を考案し

ました。性能確認はラボテスト及び本社工場に設置の実証テスト機にて行いました。

機能強化と省エネ効果が確認されました。［ドライブース］最近の精密機械製造設備

には精密環境制御に厳しい条件が出て来ています。広い面積のドライルームでなく目

的に合致した適正容積の作業環境で露点温度−30℃と厳しい要請に応える開発が完了

致しました。結果として大きな省エネ効果も期待できます。【技術開発室】既報

ジェットペースターに関しまして新たな実証成果が出ました。特に電池分野にて有効

と判断できる各成果を実験データにまとめました。また、それが裏付けされる調製材

の SEM写真も添えましたので皆様のご理解が進められることと思います。【イズミ

フードマシナリ】今回は広い操作にお応えできる乳化溶解混合タンク「USmix」のご

紹介です。食品の調製には過去から広い範囲に適用可能な処理装置の御要請がありま

して、都度その御要請にお応えすべく検討して参りました。本件は各種の調製処理に

多様にお応え可能な装置として仕上げました。各種の処理テストデータを精査戴き、

これに対応した装置の多機能をご理解戴き、是非とも試作テストの機会を下さいます

ようお願い致します。

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



ブレーキピストン加工技術および加工機の開発

Development of forming method and forming machine for brake piston

産機事業部

畠 直人，髙田 佳昭

HATAKE Naoto, TAKADA Yoshiaki

Abstract

“Spinning” and “Flow forming” are required as replacement from the conventional metal processing, in

order to satisfy the diversified demand by each automaker in recent years.

In this report, we describe the results of the examined processing conditions for brake piston by the groove

form rolling of “Flow forming”. Moreover, we introduce about the feature of new vertical type flow forming

machine which developed for brake piston.

�．はじめに

近年の自動車部品産業界では，各自動車メーカの

多様化した要求に対応していくために様々な部品に

おいて工法開発によるコストダウンや軽量化など改

善活動を活発化させており，当社産機事業部の主力

技術である「スピニング加工」及び「フローフォー

ミング加工」が従来工法からの工法転換として注目

されている．当事業部ではフローフォーミング，特

に最近は鍛造素材との組合せによる素材のネット

シェイプや切削量の削減をテーマに提案活動に取り

組んでおり成果をあげつつある．

本報告では，当事業部がこれまで取組んできたテ

スト加工の中で「フローフォーミング加工」の溝転

造によるブレーキピストンの加工に着目した．その

際問題となった溝近傍における外径ダレについて，

要因分析及び加工条件を検討した結果を報告する．

また本加工条件を反映した加工機を開発，今年�月

に量産機として市場投入した立形タイプの加工機に

ついての特徴を説明する．

�．ブレーキピストンについて

ブレーキピストンは，主に自動車等の車両に採用

されているディスクブレーキの構成部品であり，ブ

レーキ方式にもよるが自動車�台につき�〜�個使

用されている．

図�にディスクブレーキの概要を，図�にピスト

ンの断面図を示す．図�に示すピストンにおいてピ

ストンブーツが収まる溝部は，旋盤による切削加工

がほとんどであり，溝転造による成形で実用化され

ている例は少ない．

なお，ブレーキピストンの溝転造による成形は，

以下のメリットが得られると考えられる．
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図� ディスクブレーキ1) 図� ピストン断面図2)



�．切削加工の削減により素材歩留まりが向上す

る．

�．溝転造により材料が圧縮されることで強度が

増すため，溝部の最低板厚を小さく出来，か

つ，従来に比べて素材を薄肉にすることが可

能となる（図�）．

�．ピストン重量を従来に比べて約20〜30％軽減

することが可能となる．

�．溝転造加工の概要

3.1 テスト装置

溝転造加工を実施したテスト装置には，当事業部

の所有する小型テスト機（各ロール台最大推力：

70.6kN，心押し最大推力：45.2kN，主軸最大回転

数：1000rpm，主軸電動機：22kW）を使用した．

加工に用いた金型・治工具は，図�に示すワーク

を把持するためのチャック及び心押しと溝転造加工

に必要な�種類のロール（溝加工用ロール及び端面

押え用ロール）から構成されている．図�に実際の

金型・治工具を取付けた様子を示す．

3.2 素材形状及び製品形状

テスト加工で使用した素材形状と溝転造加工後の

製品形状を図	に示す．素材は S10C相当の鍛造材

であり，素材の幅方向の長さの寸法は溝転造加工後

の製品体積から図	に示す設定とした．

3.3 溝転造の加工プロセス

溝転造の加工プロセスの概要を以下に示す（図
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図� 溝転造のメリット

図� 金型・治工具⑴

図� 金型・治工具⑵



�）．

①テスト装置のチャックにワークをセットし，

チャックと心押しでワークを把持する．

②主軸を回転させ，溝加工用ロールをワークに押付

け溝転造を行う．

また素材全長方向の材料伸びをコントロールする

ために，端面押え用ロールを所定の位置まで移動

させる．

③各ロールを退避し主軸を停止後ワークをアン

チャックする．

3.4 テスト加工結果

テスト加工において，製品寸法を満足するための

加工条件を検討するにあたり，溝転造後に溝近傍の

外径に図�に示すようなダレが発生した．この外径

ダレは，許容されたダレ量を超えると後工程の研磨

において研磨後に黒皮を残す原因となり，ブレーキ

ピストンとしては不良品となる．そこでダレが発生

するための要因は何なのかを仮説を立て，検証した

結果，以下�つのパラメータが影響しているという

結論に至った．

・溝加工用ロール�回転当りの送り量 Fm

（mm/rev）

・溝加工用ロール保持時間 tm（s）

溝加工用ロール�回転当りの送り量 Fm，すなわち

溝を転造する溝加工用ロールの送り速度が速すぎる

とロール先端角部に大きな荷重が発生し，外径付近

の材料のメタルフローが促進されダレが発生すると

仮説を立て，対策としては，溝加工用ロールの送り

速度を要求される加工時間を満足したうえで極力遅

くする方向とした．

また溝加工用ロールの送り速度が速いとロール先

端部が溝底部に到達するまでの時間が短いため，溝

底部での溝加工用ロール保持時間 tmが長くなって

しまう．これにより外径付近の材料のメタルフロー

の傾きが内側へ大きくなりダレが発生すると考え，
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図	 素材形状・製品形状

図� 加工プロセス



保持時間 tmを短くする方向とした．

ダレの要因として仮説を立てた�つのパラメータ

と溝近傍部の外径との相関関係を調べた結果を図

の箱ひげ図に示す．溝加工用ロール�回転当りの送

り量 Fmが大きいほど，溝近傍部の外径が小さくな

る（ダレが大きくなる）ことがわかった．また溝加

工用ロール保持時間 tmについても長いほど Fmと同

様の傾向となることがわかった．

最終的にテスト加工では，溝加工用ロール�回転

当りの送り量 Fmを0.05mm/rev と0.1mm/rev に，

溝加工用ロール保持時間 tmを0.5s と�s に絞り込

み，�因子�水準による実験計画を行った．テスト

結果を表�に示す．なお加工時間は，各ロールが

ワークに接触している時間を示している．溝加工用
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図 溝近傍部の外径とパラメータの相関関係

図� 溝近傍のダレ

加工時間

(s)

ダレ量

(mm)

0.5※ 8

0.5※ 7

0.56

11

溝加工用ロール

保持時間

(s)

素材 No.

溝加工用ロール

�回転当りの送り量

(mm/rev)

表� テスト結果（加工条件）

4.10.02 0.05

4.10.01 0.05

3.80.03 0.1

3.50.06 0.1

10.050.043

4.610.050.034

3.80.50.10.035

3.510.10.052

4.6



ロール�回転当りの送り量 Fmと溝加工用ロール保

持時間 tmを Fm＝0.05mm/rev，tm＝0.5sに設定する

ことで許容されるダレ量に抑えられることが確認出

来た．

3.5 ピストン溝形状について

ピストンの溝形状加工状況について，溝形状部の

表層部断面をメタルフロー写真で観察した結果を図

10に示す．また加工条件を考慮し香川高等専門学校

（機械工学科 木原教授）との共同研究にてシミュ

レーションを行った結果を図11に示す．なおシミュ

レーションは，有限要素解析ソフト RADIOSS（ア

ルテアエンジニアリング㈱製）を用いた．両者を比

較すると溝形状はよく近似していることがわかっ

た．今後，製品形状や加工条件が異なる場合におい

ても，実加工を行う前にあらかじめシミュレーショ

ンで溝形状を想定出来る知見を得た．

�．ブレーキピストン加工機

今回，量産機として開発したブレーキピストン加

工機は，溝加工用ロール（1X・1Z軸）及び端面押

え用ロール（2X・2Z 軸）に対して�軸 CNC 制御

を行い，各軸サーボモータとボールねじで高精度位

置決め制御が可能となっている．また，機外で連結

された素材搬送シュートを介して自動搬入・搬出が

可能な自動ラインを想定したタイプとなっている．

ブレーキピストン加工機の外観写真を図12に，対象

ワークと加工機の主仕様を表�に示す．
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図10 実加工による溝形状（断面メタルフロー写真）

図11 シミュレーションによる溝形状

図12 ブレーキピストン加工機（立形タイプ）



�．今後の取組み

ブレーキピストンは，重要保安部品であるため，

各部品メーカは仕様変更に対して慎重かつ斬新なコ

ストダウン提案がなされていないのが現状である

が，今回，転造品が市場に出ることで前述の利点よ

り潜在需要があると予想している．今後さまざまな

製品仕様でのテスト加工の引き合いが予想される

が，本テスト結果と同様の結果が得られるかを検証

していく必要がある．

今回，新たに立形タイプのブレーキピストン加工

機を開発し市場に投入することが出来たが，さらに

設備の小型化，機能の最適化及びコストダウンを

図っていき顧客要求に合った設備を提供していく予

定である．

�．参考資料

�）曙ブレーキ工業㈱，ディスクブレーキ，http:

//www.akebono-brake.com/product_technology/pro

duct/automotive/disk/index.html

�）全国自動車整備専門学校，シャシ構造2-3訂（自

動車教科書），山海堂，2004/4/5

�．関連特許

�）日本スピンドル製造㈱，スピニングマシン，特

許第4602060号
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29.4kN絞り台⑴（1X・1Z軸）最大推力

34.3kN心押し最大推力

対象素材の円筒板厚

1000r.p.m.主軸最大回転数

対象素材サイズ（外径×高さ）

S10C相当材対象素材の材質

表� 対象ワークと加工機の主仕様

MAX.4.5mm

3600mm×1800mm×2400mm設備寸法（巾×奥行き×高さ）

約5400kg機械重量

MIN.φ30mm×30mm

29.4kN絞り台⑵（2X・2Z軸）最大推力

MAX.φ65mm×65mm



パルス集塵機用 2 Way噴射管式クリーニング装置の開発

Development of the 2 Way injection cleaning system for pulse jet bag filter system

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

We introduce “2 way injection cleaning system” which has 2 times cleaning capability for cleaning of

filtering area that is established with the high-performance pulse valve for the dust collector developed so far.

�．はじめに

当社におけるパルス式集塵機の研究開発活動は，

ここ数年，大型集塵機（処理風量10000m3/分以上）

をターゲットに省エネ・省スペースを実現すること

を目的に推進し，具体的にはパルス弁を含むクリー

ニング機構などの改善により，長尺フィルタ（ろ布

長さ10m），高速ろ過（ろ過速度�m/分）の採用を

可能にした集塵機を提供できるレベルに至ってい

る．

しかし，集塵機は，大型機以上に多くの中・小型

機（3000〜6000m3/分）が存在し，長尺フィルタ・

高速ろ過を適用できないケースがある．

ここでは，これまでに開発した大型集塵機用高性

能パルス弁を活用して，払落し操作時のフィルタ本

数を従来の�倍にすることを可能にした「�Way

噴射管式クリーニング装置」について報告する．

�．従来製品・技術の課題

一般に集塵機において噴射管は，噴射管に設けら

れた噴射孔を列状に並べ複数のフィルタ開口部の

夫々に対向するように配設されている．

フィルタ機構のフィルタ開口部がマトリックス状

に並ぶ状態の場合には，マトリックス状に並ぶ状態

のフィルタ開口部に対応して，排気室内に複数本の

噴射管を並列して配設し，各噴射管にそれぞれ対応

するように，パルス弁を配設，すなわち，�本の噴

射管に�個のパルス弁を配設するようにされている

（図�）．

このように，�本の噴射管に�個の開閉弁を配設

する方式は，各噴射管に，列状に並ぶ�列のフィル

タに捕集された塵埃を払い落とすために必要とされ

る圧縮空気を均一に供給するための構造として，損

失の発生が少なく，極めて合理的な構造であった．

列状に並ぶ�列のフィルタの数が少ない場合や

フィルタの長さが短い場合には，パルス弁の性能

（容量）が，列状に並ぶ�列のフィルタに捕集され

た塵埃を払い落とすために必要とされる圧縮空気量

との関係で過剰能力となり，コスト高になるという

問題があった（図�，図�）．

なお，この問題に対処するため，列状に並ぶ�列

のフィルタに捕集された塵埃を払い落とすために必

要とされる圧縮空気量に適合した性能（容量）を有

するパルス弁を用いることが考えられるが，性能

（容量）の異なるパルス弁を用意する必要があり，

この点で，コスト高になるという問題があった．

�．2 Way噴射管式クリーニング装置の開発

本開発は，上記従来の�本の噴射管に�個の開閉

弁を配設する方式の集塵装置が有する問題点に鑑

み，�個の開閉弁を�本の噴射管で共用することに

より，パルス弁の性能（容量）を有効に利用し，�

個のパルス弁で多数のフィルタ払落し機能を実現で

きるようにした集塵機を提供することを目的とし

た．

対象とする集塵装置には，2Way 接続管（Y 型）

に14個の噴射孔のある�本の噴射管を設置した機構

に�個のパルス弁が設置されている（図�）．

尚，開発は数値解析（シミュレーション）と実験

室モデルテスト，実証テスト機テスト検証で行っ

た．
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図� 一般的な集塵機のクリーニング装置

図� フィルタ数が少ない事例 図� フィルタ長さが短い事例

図� 開発した 2Way噴射管式クリーニング装置



3.1 数値解析検証

最適な傾斜角度を取得するため，傾斜管部の傾斜

角を変化させて数値解析を行った．解析においては

空気を圧縮性流体とみなし，パルス弁主弁の動きは

過去の実績データをもとに挙動を再現した．また，

形状は図�に示す噴射管一組のみをモデリングし，

傾斜角θ1，θ2（図	）を変化させた．解析には

FLUENT 14.0を用いた．

図�に，接続管の傾斜管部の傾斜角θを�°と

�°，�°と	°，10°と11°，15°と16°，20°と21°に

バラツキを持たせて設定した場合の接続管及び噴射

管内の圧縮空気の速度分布のシミュレーション結果

を，また，図�に，接続管の傾斜管部の傾斜角θを

�°と�°，�°と	°，10°と11°，15°と16°，20°と

21°にバラツキを持たせて設定した場合の接続管及

び噴射管内の圧縮空気の圧力分布の解析結果を，そ

れぞれ示す．

ここで，傾斜角度のバラツキを持たせて設定した

理由は，設置誤差等が及ぼす影響が分かるようにす

るためである．

接続管の傾斜管部の傾斜角θが�°〜15°（16°）

の場合，20°と21°の場合と比較して，接続管におけ

る損失抵抗を小さくし，供給される圧縮空気の圧損

を少なくすることができることが分かった．

また，接続管の傾斜管部の傾斜角θが�°〜15°

（16°）の場合，�°と�°や20°と21°の場合と比較し

て，�本の噴射管に圧縮空気を均一に供給すること

ができることが分かった．

また，接続管の傾斜管部の傾斜角θが�°〜15°

（16°）の場合，�°と�°の場合と比較して，その長

さを抑制し，集塵装置が大型化することを防止する

ことができる．

そして，この集塵機によれば，�個のパルス弁と，

並列して配設した隣接する�本の噴射管とを，パル

ス弁側から対称に分岐し，噴射管の軸線に対して

�°〜15°の傾斜角で接続される傾斜管部を備えた接

続管によって接続するようにすることにより，接続

管における損失抵抗が小さく，供給される圧縮空気

の圧損を少なくすることができるとともに，�本の

噴射管に圧縮空気を均一に供給することができ，こ

れによって，�個のパルス弁を�本の噴射管を通し

てその噴射管に設けられた14個の噴射孔からパルス

状に噴射することになる．

また，接続管は，傾斜管部が噴射管の軸線Ａに対

して�°〜15°の傾斜角θで接続されるようにするこ

とにより，その長さを抑制し，集塵機が大型化する

ことを防止することができることが解析により検証

できた．

3.2 ラボテスト検証

解析結果に基づき，ラボテストモデルを作成して

ラボテスト検証を行った．

図にラボテストモデル図，図10にラボテスト写

真を示す．

ラボテストでは，14個の噴射孔から噴射力および

分配性，均等性をろ布内圧を測定することで検証し

た．結果，図11に示すように噴射力，各噴射管への

分配性，噴射孔間の均等性のいずれにおいても所定

の能力が確保できていることを検証できた．

3.3 実証機検証

実機に近い状態の検証を行うため実証機検証を

行った．

図12に本社工場に設置している実証テスト機外観

写真，図13に実証テスト写真を示す．実証テスト検
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図� 解析モデル形状

θ1

θ2

図	 傾斜管部拡大
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図7-1 傾斜角度�°−�°の速度分布

図7-2 傾斜角度�°−	°の速度分布

図7-3 傾斜角度10°−11°の速度分布

図7-4 傾斜角度15°−16°の速度分布

図7-5 傾斜角度20°−21°の速度分布

図8-1 傾斜角度�°−�°の圧力分布

図8-2 傾斜角度�°−	°の圧力分布

図8-3 傾斜角度10°−11°の圧力分布

図8-4 傾斜角度15°−16°の圧力分布

図8-5 傾斜角度20°−21°の圧力分布
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図 ラボテストモデル図

図10 ラボテスト写真

図11 フィルタ内圧測定結果



証では，ろ過速度1.7m/分の条件で試験粉によるパ

ルス払い落としを行った．

�．おわりに

�個のパルス弁を�本の噴射管で共用することに

より，パルス弁の性能（容量）を有効に利用し，�

個のパルス弁で多数のフィルタ払落し制御を実現す

る集塵機を提供できることが可能となった．この際

の噴射管は軸線に対して�〜15°であり，これによ

り接続管における損失抵抗が小さく，�本の噴射管

に圧縮空気を均一に供給できる．

本開発により，払落し時の圧縮空気量の消費量を

減らし省エネ効果が期待できる．

�．関連特許

特許出願中
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図12 実証テスト機写真 図13 実証テスト写真



ドライブースの開発

Development of dry booth

環境事業部

泉 憲司

IZUMI Kenji

Abstract

It may be necessary to keep the humidity of ambient environment low on quality control in various

manufacturing processes.

When about −30°C of dew point temperature is required, a dry room is needed and a huge amount of

expenses are required. Since the construction for a move is needed when change of a setting position is required,

it cannot respond to flexible use.

The dry booth was developed in order to solve the above problem.

�．はじめに

リチウムイオン電池等の各種電池，キャパシタや

化学材料等の製造工程において品質管理上，周囲環

境の湿度を低く保つ必要がある場合がある．湿度の

条件が非常に厳しい場合は，湿度（相対湿度）では

なく露点温度で管理をしている．

露点温度が−30℃程度必要な場合，従来はドライ

ルームが必要となり膨大な費用がかかることと，設

置場所の変更が必要な場合は移設のための工事が必

要となるため，フレキシブルな用途に対応すること

が出来なかった．

以上の問題を解決するためにドライブースの開発

を行った．

�．露点温度とは

空気中には水蒸気が含まれている．この水蒸気を

含んだ空気を冷却していくと，水蒸気が水滴にな

る．この水蒸気が水滴になり始める温度を露点温度

という．

露点温度は空気中の水分量により変化する．水分

量が多いと露点温度は高くなり，少ないと低くな

る．つまり露点温度は空気中の水分量を知ることが

出来る指標となる．

露点温度と相対湿度の比較を表�に示す．

�．基本仕様

ドライブースの基本仕様を表�に示す。表中の

ブースの寸法は要求に応じて変更が可能である。

�．ドライブースの特徴

★低露点

当社独自の温調除湿ユニット「ドライサーマルⓇ」

で室内露点−30℃（表�参照）

★省スペース設計

当社独自の技術により，温調除湿ユニットのコン

パクト化（表�参照）（設置面積当社比40％減）

★フレキシブル

温調除湿ユニット，ブースはキャスター付で設備

の移動は自由自在．壁材は帯電防止ビニールを使

用し，簡易でフレキシブル（図�参照）
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10−10

4.5−20

相対湿度（％ RH）

1.8−30

0.68−40

0.23

露点温度（℃ DP）

表� 露点温度と相対湿度の比較

−50

0.07−60

※乾球温度を23℃とした場合

8320

4410

220



★省エネ

当社独自の恒温恒湿制御技術で露点を無駄なく制御

★高精度制御

当社精密温調機（サーマルキューブ）で培った制

御技術で温度精度±0.5℃（乾球温度）

※オプション対応

★全面層流方式

ドライエアをブース内の隅々まで供給．独自の気

流方式を採用し，効率的で安定した超低湿空間を

実現（図�参照）

�．テスト結果

5.1 露点温度の確認

図�の通り，�名入室時にブース内の露点温度が

−30℃以下になることを確認できた．

5.2 露点温度制御性の確認

露点温度を制御することによりランニングコスト

の低減が可能である．テストを行ったところ図�の
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図� ドライブース概観

図� �名入室時のブース内露点温度（周囲温湿度：25℃55％）

1000W×2000D×1960H外形寸法

仕様

約15〜20m3/min給気風量

ドライサーマル

主仕様

名称

表� ドライブース仕様

DP−30℃※ブース内入室�名として室内露点

鋼板製パイプフレーム（□60・焼付塗装仕上）本体構造

2640W×2640D×2500H有効寸法

ブース

3000W×3000D×2700H外形寸法

約850kg本体重量

樹脂ネット吹出構造

両面カラー鋼板断熱パネル天井材質

帯電防止ビニールカーテン周囲材質



ように±�℃程度の制御が可能であることがわかっ

た．露点制御無しの場合と比較すると36％の低減と

なった．年間で27,000kWhの低減となる．

�．今後の取組み

ドライブースはさまざまな用途で使用されること

が想定される．例えばブース内部において部分的に

露点温度を変えて使用したいなど．

よりフレキシブルに，より確実に要求される低湿

度空間を作り出すために，さまざまな改良を行って

いく．

�．関連特許

�）日本スピンドル製造㈱，温度制御方法及びその

装置，特許第3790185号

�）日本スピンドル製造㈱，空気の温湿度調整装置，

特許第3280605号
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図� 露点温度制御時のデータ（設定−30℃）



ジェットペースタの基本特性
―新規電極スラリーについて―

Basic properties of Jet Paster

― New electrode slurry ―

技術開発室

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 describes the wonderful properties of Jet Paster in producing new electrode slurry.

―Part II―

�．はじめに

工業用粉体の溶解及び分散は，幅広い分野で行わ

れている．

例えば化学業界では難水溶性高分子である CMC

（カルボキシルメチルセルロース），ポリアクリル酸

ナトリウム，ポリビニルアルコールなどの溶解があ

る．また，塗料，導電剤の分野ではカーボンブラッ

クなどの分散，土木分野ではベントナイトなどの粘

土物質，セラミックス分野では酸化ケイ素などを溶

媒に分散させ使用するケースがある．

最近話題になっているキャパシタやリチウムイオ

ン電池業界でも難水溶性高分子の溶解や電極活物質

の分散技術が必要とされ短時間で均一溶解，分散で

きる技術，装置が望まれている．

本報では，弊社が独自の視点で開発し上市してい

る粉体吸引連続溶解分散装置「ジェットペースタⓇ」

による工業用粉体の吸引溶解／均一分散技術を紹介

する．

さらに，適用例としてキャパシタ，リチウムイオ
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図� ジェットペースタⓇ Lの外観



ン電池に使用されている難溶解性高分子の溶解と電

極活物質の分散について言及する．

�．ジェットペースタの特徴と用途

図�にジェットペースタ-Lの外観写真を示す．

ジェットペースタの特徴

�．本体内部インペラーで真空を発生させること

で粉体を吸引し，ケーシング内で粉体を瞬間

的に液体へ分散・混合する．

�．液体と粉体とを内部ロータリ及びスリットで

強力な剪断力をかけて瞬間的に分散・混合さ

せるのでダマ・凝集物の発生が殆どない．

�．コンパクト設計で省スペース化が可能．

�．ケーシングなどの取付はクランプであり，分

解洗浄が容易で保守・点検が簡単．

このような特徴を有するジェットペースタは次に

示すような様々な分野に適用されている．

・電池分野：リチウムイオン電池，キャパシタ

・化学品 ：高分子化合物溶解，導電助剤，顔料

・化粧品 ：乳液，サンスクリーンクリーム

・医療品 ：貼付剤，軟膏

ジェットペースタ-Lを使用した溶解・分散例を

表�に示す．

ジェットペースタシリーズとして，表�に示すよ

うに容量0.5〜�L クラスのラボ開発用「JP-SS」，

�〜10L クラスのラボ量産用「JP-S」，40L 以上の

量産用「JP-L」を保有している．特に「JP-SS」は，

ラボでの少量塗工テスト用に最適である．

ジェットペースタの使用方法としては，ワンパス

方式（図�），循環方式（図�）及び既存プロセス

改善／仕上分散のための活用方法（図�）がある．

ワンパス方式は，溶解・分散が比較的容易な場合

及び固液混合の一次処理の場合，循環方式は，高濃

度，高粘度及び高分散に適している．

�．ジェットペースタの優位性

3.1 CMC（カルボキシルメチルセルロース）

の溶解

電池分野で増粘剤として使用されている CMCの

溶解性について汎用縦型攪拌装置と比較してジェッ

トペースタの優位性を説明する．ジェットペースタ

は循環方式を採用した．

図�のように CMC粉末を水に添加すると左のよ

うなダマ状態になる．この状態を右のように溶解状

態にしなれば使用することは困難である．

ジェットペースタと汎用縦型攪拌装置を使用して

100Lスケールでテストした時の比較を表�に，ま
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ホッパ

＋ロータリーバルブ
CMC

粘度（mPa･s）
スラリー量

（kg/h）

ホッパ

＋ロータリーバルブ

濃度

（％）

粉体溶解・分散能力

（kg/h）
供給方法粉体

〜300カーボン

表� 「ジェットペースタ-L」を使用した溶解・分散例

40〜50 600〜750 5000〜10000

5000〜10000250〜34020〜35〜100
ホッパ

＋ロータリーバルブ
活性炭

〜1000〜400〜12〜50
ホッパ

＋ロータリーバルブ
PVDF

〜5000500〜10001〜2〜10

0.5〜1L処理量

JP-LJP-S

AC200V 50/60Hz �相

量産用ラボ少量産用

JP-SS

ラボ開発用

電源

表� ジェットペースタシリーズ

用途

AC200V 50/60Hz �相 AC200V 50/60Hz �相

18.5kW5.5kW5.5Wモーター

接液部 SUS304接液部 SUS304接液部 SUS304主要部材質

40L〜5L〜



た図	にジェットペースタで溶解させたケースの溶

解時間と粘度の関係を示すグラフを示す．図	より

ジェットペースタの場合はわずか数分で均一に溶解

することが分かる．

汎用縦型攪拌装置の場合は数分ではダマ状態のま

まである．

表�，図	からジェットペースタは高生産性かつ

高品質であることがわかる．

3.2 電池用スラリーの分散

3.2.1 従来の電池用スラリーの分散

キャパシタ，リチウムイオン電池の電極スラリー

を作製する場合，従来はプラネタリ型ミキサーを使

用し図�に示す方法で作製した．しかし，この方法
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図� 循環方式 図� 既存プロセス改善／

仕上げ分散機としての利用

図� ワンパス方式

図� CMC溶解状態

図	 溶解時間と粘度安定性の関係

汎用縦型攪拌装置ジェットペースタ

低い非常に高い

項目

溶解方式

表� CMC溶解（100Lスケール）での比較

生産能力

連続式 バッチ式

数時間〜一晩数分〜数十分溶解時間

長時間かけても均一化困難ダマ無完全溶解品質



では，職人技的な技術が必要であり安定した品質の

スラリーを短時間で作製することは困難であった．

3.2.2 キャパシタ用スラリーの分散

最初の例としてキャパシタ用スラリーを分散させ

る場合について説明する．

溶解・分散させる粉体として，増粘剤である

CMC，電極活物質である活性炭，導電助剤のカー

ボンブラックなどを使用する．

ジェットペースタのもう一つの非常に優れた特長

は，上記粉体をドライブレンドし一括供給が可能で

あることである．

この手法を利用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になる．

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�）．

⑴ ホッパに電極活物質，導電助剤及び CMCを

投入

⑵ タンクに水を投入

⑶ 循環式運転により電極活物質，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した．粉体

供給開始からスラリー作製に費やした時間は10分程

度であった．
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図� 従来の電極（負極）スラリー作製方法

図� ジェットペースタによる�工程での電極スラリー

作製方法

（b）汎用縦型攪拌装置（a）ジェットペースタ

図 キャパシタ用電極活物質と導電助剤の分散状態（SEM10000倍）



一方従来法として，プラネタリ型ミキサーを使用

して同様のスラリーを作製し（スケール：150cc，

作製時間：約�時間），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から，(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いる．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 CMC，電

極活物質，導電助剤をドライブレンドし一括投入す

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抵抗の低

減も期待できる．

3.2.3 リチウムイオン電池正極スラリーの分散

正極材料として LiFePO4，導電助剤としてカーボ

ンブラックと VGCF（気相成長炭素繊維）及びバイ

ンダを利用し水系で正極スラリーを作製した．

作製に使用した装置は JP-Sである．なお，水系

で LiFePO4と VGCF を分散させた例は世界で初め

てである．

方法は，3.2.2のキャパシタの場合と同様バイン

ダを含むすべての粉体をドライブレンドし一括供

給，循環方式で作製した．作製したスラリー量は�

L，作製にかかった時間は10分以内である．

本テストでは JP-Sの回転数とスラリー性能の相

関を検討した．
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図10 JP-Sの回転数とレオロジー特性 図11 JP-Sの回転数と電極 I-V特性

3000

図12 VGCF含有 LFP正極 SEM写真（7200rpm）



図10から高回転数になるにつれて粘度が低下して

いる．このことは高回転数の方がより分散が進んで

いるものと推定している．

スラリーは，せん断速度が遅いときは粘度が高

く，せん断速度が速くなるにつれて粘度が下がる擬

塑性流体（ぎそせいりゅうたい）でありダイラタン

シー現象などは観察されない良好なスラリーが得ら

れている．

作製したスラリーを金属箔に塗工→電極作製→コ

インセル作製→電極特性評価を実施した．図11に回

転数と電極の I-V 特性を示す．このグラフから

JP-S の回転数が2400rpm 以上であると電極特性が

向上することが判明した．

また，7200rpmで作製したスラリーを使用した電

極表面 SEM写真を図12に示す．この写真から電極

活物質の表面にカーボンブラックと VGCFが均一

に分散している状態が観察される．VGCFが均一分

散しているため図13に示すように30Cという高レー

トでも放電が可能となり図14からはサイクル特性も

非常に安定することが判明した．

図15には，60℃での高温サイクル特性の評価結果

を示している．4800rpm以上になると劣化が抑制さ

れることが判明した．

これらの結果より，良好な電極特性を得るために

は良好なスラリーを得る必要があり．そのためには

組成に適した回転数が存在することが明確となっ

た．

�．おわりに

ジェットペースタの優れた特徴をまとめる．

�．CMCなどの難水溶性高分子が非常に短時間

で溶解可能．

�．電極活物質，導電助剤，CMCを一括供給可

能．

�．スラリーの分散も非常に短時間かつ均一性も

良好．
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図13 LiFePO4電極特性―高レート特性― 図14 LiFePO4電極特性―サイクル特性―

2400rpm
3600rpm
4800rpm
7200rpm

2400rpm
3600rpm
4800rpm
7200rpm

60 , 3C 

4800rpm

図15 VGCF添加水系 LFP正極の高温特性（3C）



�．水系で VGCFが分散可能．

�．VGCFとカーボンブラックが均一分散するた

め高レート特性及びサイクル特性も向上す

る．

これらの特徴を生かしさらなる装置開発，用途開

発を行い様々な業界に貢献したいと考えている．
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溶解から乳化，固形物入り液状製品の均一混合までを�台で可能な

乳化溶解混合タンク「USmix®」の紹介

Introduction of dissolution and emulsification, blending tank “USmix” that can dissolve

and emulsify, mix solid ingredients in liquid without breaking the solid ingredients

株式会社イズミフードマシナリ

杉舩 大亮

SUGIFUNE Daisuke

Abstract

Recently, consumer’s foods preference has been diversifying. So, food makers should produce wide variety

of products in small lots, and need the equipments that have many functions to produce wide variety of products.

Here, the outline and function of “USmix” is introduced based on experiments.

�．はじめに

近年，消費者の趣向の多様化により，食品メー

カーでは多品種少量生産が求められている．多品種

少量生産を行うとなると，工場の設置スペース等に

も限度があるため，様々な製品をひとつの装置で製

造することが必要となる．製品の品種が異なれば，

製品の粘性や固形物の有無といった製品の物性の違

いがあり，さらに，粉の溶解が必要であったり，乳

化が必要であるなどのプロセスの違いもある．すな

わち，食品を製造する機械装置には様々なプロセス

が可能であることが求められ，ひとつの装置に多く

の機能を持たせることが必要である．そこで，弊社

では溶解から乳化，固形物入り液状製品の固形物を

崩さずに混合できる乳化溶解混合タンク「USmix」

を開発した．ここでは「USmix」の装置の概要及び

システム，可能なプロセスとその性能を実験例を交

えて紹介する．

�．「USmix」の概要

2.1 「USmix」の適用アプリケーション

図�に「USmix」の適用アプリケーションを示し

た．

「USmix」では�台で丸のままの野菜の破砕から

微細化，粉体の溶解，ペーストの溶解，乳化，固形

物入り液状製品の固形物を崩さない混合，高粘度液

の混合，加熱調理，バッチ殺菌，冷却までが可能な

機能性タンクである．

2.2 「USmix」の構成

「USmix」は円筒型縦型タンクであり，タンク底
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図� 「USmix」の適用アプリケーション



の中心に高速で回転するロータと，タンク底に固定

されているステータで構成されるボトム撹拌装置が

付属している．用途幅に応じて，上部撹拌装置をタ

ンクの上蓋の中心に付属したり，それが必要なけれ

ば，液面の渦発生防止のためのバッフルを付属した

り，上部撹拌装置用のバッフルまで付属したりする

こともある．すなわち，用途に応じて，最適なシス

テム選択をすることが可能である．さらに，加熱と

冷却用のジャケットを装備できる．

図�に「USmix」のイメージ図を示した（図�は

上部撹拌装置付きでバッフルも付属している場合）．

2.3 ボトム撹拌装置

図�にボトム撹拌装置のイメージ図を示した．

ボトム撹拌装置の反時計回りに高速回転するロー

タの外側にタンク底に固定されたステータが付属し

ている．タンク内の液はロータに付属するカップと

その下の開口部より吸い込まれ，ステータのすぐ内

側の歯により激しく混合されつつ，ステータの開口

部を通過して吐出される．ロータとステータの隙間

を十分に小さくしないと，ステータの開口部ではな

く，ロータとステータの隙間を通過する液が多くな

るため，せん断作用が効率良く加わらない．ロータ

とステータの隙間を十分に小さくした上で，特にス

テータの開口部を通過する際に最も高いせん断作用

が加わり，ダマがつぶれたり，水と油の乳化がされ

たりする．

2.3.1 タンクの液全体の流動

タンクの液全体の流動状態としては，ボトム撹拌

装置による液の吸い込みにより，タンク中心部に下

降流が生じ，ステータの開口部を通過し，吐出され

た液の流れにより，タンク壁面に沿った上昇流が生

じる．さらにその上昇流により液面に到達した液が

中心からボトム撹拌装置へと吸い込まれることで，

上下の循環流が生じる．また，旋回流もボトム撹拌

装置のロータの回転により生じるが，タンク直胴部

とタンク底鏡板に固定されたバッフルにより，上下

循環を増幅しつつ，液面の渦の発生を防止する．上

部撹拌装置がある場合には上部撹拌装置を止めた

際，主に上部撹拌装置の底翼がバッフルとしての機

能を果たす．ただし，ボトム撹拌装置は小さなロー

タが高速回転することにより液を吐出するため，液

の粘度が高い場合（1000mPa・s以上の場合）には

ボトム撹拌装置の周辺でしか液の循環流が生じない

ことがある．その場合は上部撹拌装置によりタンク

の液全体の流動を作る必要がある．また，高いせん

断作用を加えるため，固形物入り製品の固形物を崩

さずに混合することはできない．その場合も上部撹

拌装置を付属し，ボトム撹拌装置で溶解と乳化を

行った後で固形物を投入し，上部撹拌装置のみで均

一混合する必要がある．

2.3.2 「Chopper Blade」

ボトム撹拌装置の高速回転する軸のロータの上に

固形物をカットする「Chopper Blade」というカッ

ターを取り付けることができる．「Chopper Blade」

により，丸のままの野菜の破砕が可能となる．ま

た，「Chopper Blade」により，ある程度細かく破砕

された野菜がロータに吸い込まれ，ステータの開口

部を通過することにより，高いせん断作用を受け，

野菜の微細化ができる．

2.3.3 ボトム撹拌装置の洗浄

ボトム撹拌装置の洗浄はボトム撹拌装置が隠れる

まで洗浄液を張った状態にして回転させることによ

り行う．この場合，破砕や溶解，微細化，乳化を行

う時ほど回転数を大きくする必要はない．ボトム撹

拌装置以外の部分の洗浄は CIPスプレーボールに

より行う．
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図� 「USmix」のイメージ図

（上部撹拌あり，バッフルあり）

図� ボトム撹拌装置のイメージ図



2.4 上部撹拌装置

高いせん断作用を加えるボトム撹拌装置に対し

て，上部撹拌装置は大きな翼を低速で回転させるこ

とにより，せん断をかけずに液全体を混合すること

が主な機能である．この機能はボトム撹拌装置にな

い機能であり，ボトム撹拌装置では混合できない高

粘度液を混合したり，固形物を崩さずに混合したり

することができる．高粘度液を混合するケースでは

同時にボトム撹拌装置で乳化や溶解を行うケースも

あるため，ボトム撹拌装置と同じ反時計回りに回転

させ，流れが反発し合わないようにする．

2.4.1 底翼

上部撹拌装置の軸はタンクの上蓋中心からボトム

撹拌装置付近まで延長し，その一番下に必ず大きな

底翼が付属する．底翼はボトム撹拌装置と干渉しな

いように，かつボトム撹拌装置のメンテナンスス

ペースが十分に取れるように，切欠きを設けてい

る．上部撹拌装置による撹拌は主に底翼により行わ

れる．底翼から吐出された液はタンクの壁面に当た

ると，タンク壁面に沿って上昇する上昇流となる．

その上昇流により液面に到達した液は軸に沿って下

降し，底翼により吐出されるという上下循環流が形

成される．また，同時に強い旋回流も生じる．この

ようにして，底翼によりタンクの液全体の流動を作

り出すが，大きな底翼によるものであるため，高粘

度液であっても，低速での回転で十分に強い流動を

起こすことができ，せん断をかけずに混合すること

が可能である．

底翼のもうひとつの機能として，停止時に，ボト

ム撹拌装置のバッフルとしての効果を発揮する点が

ある．低粘度液と高粘度液の双方を仕込む場合にお

いて，低粘度液の場合で，ボトム撹拌装置により溶

解や乳化をするケースではバッフルがないと気泡だ

らけの液となってしまう．しかし，停止した底翼が

バッフル効果を発揮し，液面の渦の発生を防止しつ

つ，上下循環流を増幅させるため，効率の良い混合

と溶解，乳化ができる．

2.4.2 スクレーパー

底翼からパイプのスクレーパーアームを伸ばし，

スクレーパーアームと底翼にスクレーパーブレード

を取り付けることができる．スクレーパーブレード

は高粘度液の場合に壁面付近の流れの滞留を防止す

る効果があり，特にマヨネーズなどの「流動しない

と粘度が高い製品液」の滞留を防止したり，加熱調

理の際の焦げ付きを防止する手段として用いられ

る．スクレーパーブレードには PTFE製の壁面と接

触するものとステンレス製の壁面と非接触のものの

双方がある．壁面と接触するほうが，より流れの滞

留を防止することができるが，スクレーパーブレー

ドの摩耗が懸念される．状況に応じて最適なほうを

選択する必要がある．

2.4.3 バッフル

上部撹拌装置用のバッフルとして，上部バッフル

とボトムバッフルがある．タンク内全体の構造が複

雑であるため，上部バッフルには，CIPでの洗浄が

しやすいように，パイプバッフルを用いることを標

準としている．上部バッフルはスクレーパーアーム

と干渉しないように，スクレーパーアームの内側に

固定する．ボトムバッフルには主に平板のものを用

い，タンク底鏡板に固定する．ボトムバッフルはタ

ンク底鏡板の中心と側壁の間に固定するが，底翼が

干渉しないよう，底翼に切欠きを設ける．この上部

撹拌装置用のバッフルは特に粒ゴマなどの液面に浮

いてしまう固形物入りの製品液の混合を行う場合に

有効である．粒ゴマなどの液面に浮いてしまう固形

物入りの製品液の均一混合には強い上下循環流が必

要であり，そのためにバッフルを設ける．

2.4.4 上部撹拌装置のラインナップ

図�に上部撹拌装置のラインナップを示した．上

部撹拌装置には底翼のみの場合からスクレーパーが

付属している場合，さらに，それぞれにバッフルが
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図� 上部撹拌装置ラインナップ



ある場合とない場合があり，可能なアプリケーショ

ン範囲が異なる．用途幅に応じた最適なシステム選

択を行う必要があり，それを可能としている．

2.4.5 上部撹拌装置の洗浄

主に CIP スプレーボールにより行うが，タンク

内の構造が複雑なため，回転式のスプレーボールを

用いる必要がある．これにより，タンク壁面と上

蓋，スクレーパーアームとスクレーパーブレード，

スクレーパーブレードの取り付け部，軸，上部パイ

プバッフルを洗浄することができる．CIP時，上部

撹拌装置は回転させる必要があるが，混合をする時

ほど回転数を大きくする必要はない．また，ボトム

バッフルはボトムバッフルが隠れるまで液を張った

状態にして，ボトム撹拌装置を回転させ，ボトム撹

拌装置の洗浄と一緒に行う．

�．「USmix」の実験例

3.1 乳化の実験例

弊社にて，375Lのタンクを用いて，高速溶解タ

ンクと連続式回転式乳化機を組み合わせた場合と

「USmix」の乳化性能の比較実験を行ったので，実

験例として紹介する．

3.1.1 実験の流れ

図�に乳化実験の流れを示した．まずタンクに水

を投入し，ボトム撹拌装置を起動しながらキサンタ

ンガムを投入し，溶解する．次に，卵黄を投入し，

ボトム撹拌装置を起動して混合する．次に，大豆油

を投入し，その後でボトム撹拌装置を起動し，

「USmix」では仕上げ乳化まで行う．それに対して，

高速溶解タンクではタンクでの乳化の後で，払い出

しをしながら連続式回転式乳化機で仕上げ乳化を行

う．サンプリングは「USmix」では仕上げ乳化完了

時，高速溶解タンクではタンクでの乳化の後と連続

式回転式乳化機で仕上げ乳化を行った後の双方で行

う．

3.1.2 実験機器と条件

①高速溶解タンク＋連続式回転式乳化機の場合

・高速溶解タンク

高速溶解タンクはボトム撹拌装置付きの375L

のタンクであり，ボトム撹拌装置はタンク底の中

心に取り付けられている．ボトム撹拌装置には高

速で回転するインペラーが付属しており，インペ

ラーが高速で回転することにより，タンク内の液

の混合と粉体の溶解，水と油の乳化などを行う．

インペラーは1800rpmで回転し，22kW程度の動

力を消費していた．

・連続式回転式乳化機

連続式回転式乳化機には液の吸い込み機能がな

い．そのため，タンクからポンプで液を引き抜

き，約1500L/Hrの流量で連続式回転式乳化機に

液を押し込んだ．連続式回転式乳化機はロータ＆

ステータ構造であり，ロータとステータの隙間を

狭くし，高速回転するロータと固定のステータの

狭い隙間を通ることで乳化を行う．ロータは

3600rpm で回転し，7.5kW 程度の動力を消費し

ていた．
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図� 乳化実験の流れ



②「USmix」の場合

高速溶解タンクのボトム撹拌装置を改造し，

USmix用のステータをタンクに固定して取り付け，

高速回転軸にロータを取り付けて実験を行った．ス

テータはスリット型を用いた．ロータは3600rpmで

回転し，22kW程度の動力を消費していた．

3.1.3 実験結果

図	に高速溶解タンクのみの場合と「USmix」の

場合の処理時間と乳化後の液の粒子径の関係を示し

た．ここで，処理時間は油の投入を完了し，ボトム

撹拌装置を起動してからの時間である．また，90％

Dとは例えば，100個の粒子があったとして，その

中で90番目に小さい粒子の粒子径である．

図	から，「USmix」では平均粒子径と90％D の

双方で高速溶解タンクよりも粒子径が小さくなって

いることがわかる．

図�に粒度分布図を示した．図�から，「USmix」

では高速溶解タンクで乳化した後に連続式回転式乳

化機で乳化したものとほぼ同じ粒度分布となってい

る．すなわち，「USmix」では�台で混合から溶解，

仕上げ乳化までが可能であることを意味する．

3.2 混合の実験例

弊社にて，粒ゴマ入り製品模擬液の混合実験を

行ったので，実験例として紹介する．

3.2.1 実験機器と条件

タンク内径900mm の「USmix」にて実験を行っ

た．混合は上部撹拌装置のみで行い，ボトム撹拌装

置は一切起動していない．上部撹拌装置には壁面に

接触するスクレーパーブレードを装着し，さらに上

部バッフルとボトムバッフルを設けて実験を行っ

た．上部撹拌装置は44rpm にて回転させて実験を

行った．粒ゴマとしては市販されている白い粒ゴマ

を使用した．粒ゴマの密度は乾燥状態で828kg/m3

であった．粒ゴマを水に投入した場合と粘度

105mPa・s に調整した水あめ水溶液（密度＝1260

kg/m3）に投入した場合の双方で払い出される液を

サンプリングし，ゴマの濃度を測定した．なお，粒

ゴマの重量を計測する際には可能な限り水切りを行

い，粒ゴマの濡れ方にバラつきがないように努め

た．

3.2.2 実験結果

図�にタンクの H/D（タンクの内径に対するタ

ンク底から液面までの高さの比率）と払い出された

液の粒ゴマの濃度の変化を示した．

図�から，水と粒ゴマの混合の場合では粒ゴマの

濃度のバラつきが大きいことがわかる．これは液の

粘度が低いと，粒ゴマが液面に浮いていきやすいた

めであると考えられる．粘度の低い液に粒ゴマのよ

うな密度の小さい固形物を入れて，それを均一に分
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図� 高速溶解タンクと連続式回転式乳化機，「USmix」の粒度分布

図	 高速溶解タンクのみの場合と「USmix」の場合の

処理時間と粒子径



散することは非常に難しく，均一に混合しきれない

場合もある．また，タンク内で均一に混合できてい

たとしても，タンク底の液出口からは上に浮くゴマ

が抜けていきにくいことも考えられる．しかし，

105mPa・sに調整した水あめ水溶液と粒ゴマの混合

の場合では粒ゴマの濃度のバラつきが小さい．すな

わち，105mPa・sの粘度の液には粒ゴマが十分に均

一に分散でき，かつ最後のほうまで粒ゴマの濃度が

バラつくことなく払い出すことができる．市販され

ている粒ゴマ入り焼き肉のたれの粘度は100mPa・s

程度かそれよりも高いため，「USmix」の上部撹拌

装置で十分に対応が可能であるものと考えられる．

�．おわりに

これまでに，乳化溶解混合タンク「USmix」の開

発を行い，ベースとなる部分に関する検討は終了し

た．しかし，今後はお客様にて実際に扱う製品液で

のテストを行っていき，実ラインへの適用をしてい

かなければならないが，これまでに扱ってきた模擬

液とは異なる性質等があるものと考えられる．その

ような場合にはその性質に応じた改良開発が必要と

なることも考えられる．また，弊社では「USmix」

を適用できる分野として，ドレッシングやたれに関

しては把握しているが，その他の分野にも適用でき

るところはあるものと思われ，さらなるポテンシャ

ルを引き出していく必要がある．当然，適用する分

野が多くなれば改良開発が必要となることも多くな

るものと考えられる．例えば，香料などの食品添加

物の分野では非常に高い乳化性能が求められること

があり，ボトム撹拌装置の乳化性能を向上すべく改

良開発が必要となる可能性が考えられる．あるい

は，分野によってはオーバースペックとなるため

に，スペックダウンの開発が必要となる可能性もあ

る．例えば，飲料の分野ではドレッシングなどの分

野ほど高い乳化性能や溶解性能を求められることは

なく，ボトム撹拌装置のモーター動力を小さくする

ことを求められる可能性が考えられる．

「USmix」をあらゆる分野に適用し，発展させて

いくことを考えている．
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図� タンクの H/Dと払い出された液のゴマ濃度



【産機事業部】

特許第5199839号「スピニング加工装置の運転方法及びスピニング加工装置」

【請求項�】回転する成形型に板状の被加工材を押し付けてその被加工材

を成形型の外周面に沿う形状に加工するローラと、駆動流体の流体圧によ

り前記ローラを前記成形型の回転軸心と平行な横方向に移動させる横送り

機構と、駆動流体の流体圧により前記ローラを前記成形型の回転軸心に交

差する縦方向に移動させる縦送り機構と、前記ローラの前記横方向及び前

記縦方向夫々での移動方向及び移動速度を指令する手動操作式のローラ移

動操作具と、そのローラ移動操作具の操作状態に基づいて前記横送り機構

及び前記縦送り機構夫々の作動を制御する制御手段とが設けられたスピニ

ング加工装置の運転方法であって、前記スピニング加工装置に、前記縦送

り機構に供給される駆動流体の上限圧を可変設定する上限圧設定手段を設

け、その上限圧設定手段により、前記成形型の回転軸心に平行な方向に設

定移動量移動する間の前記回転軸心に垂直な方向への前記ローラの移動量

が基準移動量よりも大きい急拡大移動時に採用する上限圧である急拡大移

動上限圧を、前記平行方向に設定移動量移動する間の前記垂直方向への前

記ローラの移動量が前記基準移動量以下の通常移動時に採用する上限圧で

ある基準上限圧よりも小さく設定して、スピニング加工を実行するスピニ

ング加工装置の運転方法。
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【環境事業部（集塵）】

特許第5105451号「ダイヤフラムバルブ」

【請求項�】集塵機のフィルタの外表面に付着したダストを払い落とす

ために設けられる圧力空気供給用のバルブに用いられる、ブリードホー

ルを形成したダイヤフラムにかかる背圧を抜くための排気弁を配設し、

該ダイヤフラムにかかる背圧を抜くことによって弁体を弁座から離間さ

せるようにしたダイヤフラムバルブであって、前記ダイヤフラムの変位

によって、弁体が弁座に着座しているときはブリードホールを閉鎖状態

にし、弁体が弁座から離間しているときはブリードホールを開放状態に

する、ブリードホール開閉手段を備え、かつ、前記排気弁に、ブリード

ホールを形成したダイヤフラムにかかる背圧を抜くことによって弁体を

弁座から離間させるようにするとともに、ダイヤフラムの変位によっ

て、弁体が弁座に着座しているときはブリードホールを閉鎖状態にし、

弁体が弁座から離間しているときはブリードホールを開放状態にする、

ブリードホール開閉手段を備えたダイヤフラムバルブを用いたことを特

徴とするダイヤフラムバルブ。

特許第5140048号「パルス式集塵装置」

【請求項�】区画壁により内部が含塵空気導入室と浄化空気室とに区画

された筐体と、前記区画壁のうち前記含塵空気導入室と前記浄化空気室

とを連通する複数の連通部のそれぞれに設けられ、前記含塵空気導入室

側から前記浄化空気室側に通流する含塵空気中に含まれる塵埃を捕集す

る複数のフィルタを有するフィルタ部と、前記浄化空気室側から前記

フィルタ部を介して前記含塵空気導入室側に圧縮空気を噴出させて、前

記フィルタ部に付着した塵埃を清掃する圧縮空気噴出部とを備え、前記

圧縮空気噴出部が、基端が圧縮空気源に接続されるとともに先端が閉塞

されたインジェクターチューブと、前記圧縮空気源から前記圧縮空気を

前記インジェクターチューブ内へ断続的に供給可能な開閉弁と、前記イ

ンジェクターチューブの長手方向に複数設けられ、前記インジェクター

チューブ内に供給された前記圧縮空気を前記複数のフィルタに各別に噴

出させる噴出孔とを備えたパルス式集塵装置であって、前記圧縮空気噴

出部の前記インジェクターチューブにおいて、前記開閉弁が設けられる

基端と前記複数の噴出孔のうち前記基端に最も近接する噴出孔が設けら

れる箇所との間である基端側領域に、前記開閉弁を介して前記インジェ

クターチューブ内に前記基端側から前記先端側に向けて供給された前記

圧縮空気の空気流により、外部空気を前記インジェクターチューブ内に

誘引可能な誘引部を備えたパルス式集塵装置。

特許第5234578号「水冷ダクト」

【請求項�】内筒と外筒とからなり、両筒間の間隙に、給水

口から排水口間に亘って、給水ヘッダから送出される冷却水

を周回しながら流通させる流路を形成する流水ガイドを配設

した水冷ダクトにおいて、流路内に系外に冷却水を分岐させ

る分岐口と、給水口とは別に給水ヘッダから冷却水の供給を

受ける補助給水口とを備えたことを特徴とする水冷ダクト。
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特許第5216692号「集塵装置」

【請求項�】区画壁により内部が含塵空気導入室と浄化空気室とに区画

された筐体と、前記区画壁に設けられ、前記筐体の内部に前記含塵空気

導入室側から前記浄化空気室側に通流する含塵空気中に含まれる塵埃を

捕集するフィルタ部と、前記浄化空気室側から前記フィルタ部を介して

前記含塵空気導入室側に高圧空気をパルス状に噴出させて、前記フィル

タ部に付着した塵埃を清掃する高圧空気噴出部と、前記高圧空気噴出部

の作動を制御する制御部とを備えた集塵装置であって、前記フィルタ部

が、支持体に袋状のバグが被せられたバグフィルタからなり、前記制御

部が、前記バグフィルタに前記含塵空気導入室側から前記浄化空気室側

に前記含塵空気を通流させて、前記バグフィルタに塵埃を捕集している

状態で、前記高圧空気噴出部を作動させて前記浄化空気室側から前記含

塵空気導入室側に高圧空気をパルス状に噴出させ、続いて、前記バグ

フィルタの内側と外側との圧力差が、前記塵埃を捕集している状態にお

ける圧力差に回復する前に前記高圧空気噴出部を再度作動させて、前記

浄化空気室側から前記含塵空気導入室側に前記高圧空気をパルス状に再

度噴出させる際、前記パルス状に噴出される高圧空気の噴出時間が、再度パルス状に噴出される高圧空気の噴出時間

よりも小さく設定されている集塵装置。

【環境事業部（空調・冷熱）】

特許第5006827号「温調装置」

【請求項�】冷媒の圧縮、凝縮、膨張、蒸発を行う冷凍サイクルによっ

てチャンバーから取り込んだ空気を冷却する冷却手段と、加熱する加熱

手段とを備え、温調後の空気を前記チャンバーに供給する温調装置で

あって、前記チャンバーの内部温度と温調目標値との偏差が規定値を超

える場合にエイジング制御を行い、前記偏差が規定値を超えない場合に

高精度温調制御を行う制御手段を備え、前記制御手段は、前記エイジン

グ制御において、前記チャンバー内の温度を計測するチャンバー温セン

サの計測値を基準にして設定値だけ前記温調目標値に近い値のエイジン

グ制御の目標値を設定して温調制御を行い、この温調制御の開始時点と

設定時間経過時点との前記チャンバー温センサの計測値から温度変化率

を求めると共に、この温度変化率が基準値未満である場合には、この温

度変化率を維持するように前記設定値に基づいて目標値が設定される標

準温調ステップを実行し、この温度変化率が基準値を超える場合には、

温度変化率が前記基準値未満となる目標値が新たに設定される補正温調

ステップを実行する温調装置。

特許第5102195号「温度調整装置」

【請求項�】温調対象流体を冷却させる冷却用熱

交換器と、その冷却用熱交換器にて冷却された温

調対象流体を加熱する加熱手段とを備え、前記加

熱手段を通過した温調対象流体を空調対象空間に

供給する温度調整装置であって、前記冷却用熱交

換器にて冷却された温調対象流体を、前記加熱手

段に供給する第�分岐温調対象流体と前記冷却用

熱交換器にて冷却された温調対象流体が有する熱

を利用する熱利用部に供給する第�分岐温調対象

流体とに分岐させる分岐手段と、前記熱利用部を

通過した前記第�分岐温調対象流体を前記加熱手

段に供給される前の前記第�分岐温調対象流体に

合流させる合流手段とが備えられている温度調整

装置。
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特許第5123867号「温度校正装置」

【請求項�】温調対象空間内の温度を計測する温度センサの計測温度を、

基準温度センサにより計測された基準温度にて補正する温度補正手段を

備えた温度校正装置であって、前記温度補正手段は、サンプリング時間

内に前記温度センサ及び前記基準温度センサにて温度計測処理を行い、

その温度計測処理における前記温度センサの計測温度を補正値にて補正

した補正温度と前記温度計測処理における前記基準温度センサの基準温

度との温度差を求め、その求めた温度差が許容範囲内であるか否かを判

別する判別処理を行い、前記温度差が前記許容範囲外であれば前記温度

差が前記許容範囲内となるまで前記温度計測処理及び前記判別処理を繰

り返し行う温度計測判別処理部を備え、前記温度計測判別処理部は、前

記許容範囲を第�許容範囲に設定し、前記補正値について、�回目の前

記判別処理では補正値をゼロとし、�回目以降の前記判別処理では前回

の判別処理における温度差を前回の判別処理における補正値に加算して

更新した更新後の補正値を用いる第�補正工程を行い、前記温度差が前

記第�許容範囲内になると、前記許容範囲を前記第�許容範囲よりも狭

い範囲に設定された第�許容範囲に設定し、前記補正値について、�回

目の前記判別処理では前記第�補正工程において前記温度差が前記第�許容範囲内となったときの補正値を用い、�

回目以降の前記判別処理では前回の判別処理における温度差を前回の判別処理における補正値に加算して更新した更

新後の補正値を用いる第�補正工程を行う構成であり、前記温度計測判別処理部が前記第�補正工程において前記温

度差が前記第�許容範囲内であると判別したときの補正値を、前記計測温度を前記基準温度にて補正するときの校正

用補正値として求める校正用補正値演算部を備えている温度校正装置。

特許第5129625号「空調装置」

【請求項�】冷媒が循環する循環経路と、蒸発した冷媒

を圧縮する圧縮機と、前記圧縮機にて圧縮された冷媒を

凝縮させる凝縮器と、前記凝縮器にて凝縮された後の冷

媒を膨張させる膨張弁と、前記膨張弁にて膨張された後

の冷媒中の凝縮冷媒を蒸発させると共に、吸込空気と前

記凝縮冷媒との熱交換により前記吸込空気を冷却する蒸

発器と、前記蒸発器において冷却された冷却空気を加熱

する加熱手段と、運転を制御する制御手段とを備え、前

記制御手段は、前記加熱手段から吹き出される吹出空気

の温度に応じて、前記圧縮機の運転状態が各別に規定さ

れた複数の圧縮機運転モードのうちの何れかの圧縮機運

転モードを選択し、選択した圧縮機運転モードで前記圧

縮機を作動させる通常運転制御を実施し、及び、前記吹

出空気の温度が設定吹出空気温度を含む温度範囲内にあるように前記加熱手段の作動を制御するように構成されてい

る空調装置であって、前記制御手段は、前記吹出空気の温度とは無関係に、前記複数の圧縮機運転モードのうちの一

つの圧縮機運転モードを特別な圧縮機運転モードとして選択し、選択した前記特別な圧縮機運転モードで前記圧縮機

を作動可能に構成されているとともに、前記制御手段は、前記通常運転制御において、設定期間内に前記圧縮機運転

モードが設定回数以上変更されたとき、前記設定期間内に選択されていた時間が最も長い圧縮機運転モードを前記特

別な圧縮機運転モードとして選択し、前記特別な圧縮機運転モードで前記圧縮機を作動させるように構成されている

空調装置。
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特許第5167174号「熱交換器及び温度調整装置」

【請求項�】温調対象流体を冷却用熱交換器にて冷却し、冷却された前

記温調対象流体を加熱用熱交換器にて加熱して空調対象空間に供給する

温度調整装置に用いられる熱交換器であって、前記冷却用熱交換器にて

冷却された前記温調対象流体の一部と第�加熱用流体とを熱交換させ当

該温調対象流体の一部を加熱する温調流体用加熱部と、前記冷却された

温調対象流体の他部と第�加熱用流体とを熱交換させ当該温調対象流体

の他部を加熱する加熱部と、前記加熱部の下流側において、前記加熱部

にて加熱された前記温調対象流体の他部と前記温調対象流体とは別の別

温調対象流体とを熱交換させ当該別温調対象流体を温調する温調部と、

を一体化して備えた前記加熱用熱交換器としての熱交換器。

【建材事業部】

特許第5016536号「戸当たり」

【請求項�】引戸の戸先の上部に配設した当接部材と、該当接部材が当

接する弾性体を備えた固定部材とからなる戸当たりにおいて、前記固定

部材を、対向する立設面と、該立設面を連結する底面とを備えて構成し、

前記立設面に開口部を形成し、前記開口部から突出する突出部と立設面

の内側に当接する当接部とを形成した弾性体を固定部材に配置したこと

を特徴とする戸当たり。

特許第5054619号「フリーストッパ解除装置」

【請求項�】引戸の開閉方向に配設したストッパ用

レールに、引戸に揺動自在に配設した弾性係止部材を

傾斜した状態で当接させることによって引戸を任意の

位置で停止させるようにするとともに、ストッパ用

レールに案内されて移動するキッカーの移動によって

弾性係止部材を揺動させて弾性係止部材とストッパ用

レールとの間に隙間を生じさせ、引戸の停止状態を解

除するようにしたフリーストッパ解除装置において、

キッカーの弾性係止部材との当接端に、引戸を全開状

態にしたときに当接端と弾性係止部材との間に隙間を

形成させる隙間形成部材を配設したことを特徴とする

フリーストッパ解除装置。
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特許第5192973号「フリーストッパ解除機構を備えた引戸装置」

【請求項�】引戸の開閉方向に配設したストッパ用

レールに、引戸に揺動自在に配設した弾性係止部材を

傾斜した状態で当接させることによって引戸を任意の

位置で停止させるようにするとともに、付勢手段の作

用によりストッパ用レールに案内されて移動するキッ

カーの移動によって弾性係止部材を揺動させて弾性係

止部材とストッパ用レールとの間に隙間を生じさせ、

引戸の停止状態を解除するようにしたフリーストッパ

解除機構を備えた引戸装置において、ストッパ用レー

ルは引戸枠部材に配設され、弾性係止部材は引戸の戸

先側に配設され、付勢手段は、引戸枠部材の戸先側に

取付けられ、キッカーは、引戸枠部材の戸尻側で係止

手段により係止され、付勢手段は、付勢手段とキッカーとを連結する連結部材を引き込むことで、係止手段により係

止されたキッカーに付勢力を常時作用させ、係止手段による係止が解除されると、キッカーをストッパ用レールに案

内された状態で戸尻側から戸先側に移動させて、弾性係止部材に突き当たり停止させ、弾性係止部材を揺動させるよ

うに構成され、付勢手段とキッカーとを連結する連結部材のキッカー側に弾性体を介在させたことを特徴とするフ

リーストッパ解除機構を備えた引戸装置。

【㈱モリヤマ】

特許第5027717号「�軸押出機」

【請求項�】一対のロータ軸を先端に向かうほど間隔が狭くなる状

態で回転自在に配置し、前記一対のロータ軸の夫々の先端側にスク

リュー羽根を取り付け、それらロータ軸間で一方の前記スクリュー

羽根のピッチ間に他方の前記スクリュー羽根が入り込むように構成

し、前記一対のロータ軸の夫々の基端側に前記ロータ軸を回転駆動

する駆動装置を取り付けた�軸押出機であって、前記一対のロータ

軸の夫々を回転駆動するときに、前記一対のロータ軸における所定

の位相差を許容しながら所定の位相差よりも大きい位相差を阻止す

るスクリュー羽根接触防止機構を設け、前記スクリュー羽根接触防

止機構を構成するに、一方の前記ロータ軸に複数の突出部を周方向

に同じ又はほぼ同じ間隔を隔てる状態で並べて第�接当部材を構成

し、他方の前記ロータ軸に複数の突出部を周方向に同じ又はほぼ同じ間隔を隔てる状態で並べて第�接当部材を構成

し、前記第�接当部材における突出部の軌跡と、前記第�接当部材における突出部の軌跡とが干渉するように構成し、

前記第�接当部材における突出部と、その突出部に周方向に対向する前記第�接当部材における突出部との間に、前

記一対のロータ軸における所定の位相差を許容しながら所定の位相差よりも大きい位相差を阻止する隙間を設けてあ

る�軸押出機。

特許第5102168号「シート成形装置のトラブル解消方法及びシート成形装置」

【請求項�】塑性変形可能材料を押し出す材料供給部と、塑

性変形可能材料をシート状に成形する上下一対のロールを設

けた材料圧延部を設け、前記材料供給部と前記材料圧延部と

の間に、前記材料供給部から押し出された塑性変形可能材料

を一時的に貯留して前記材料圧延部に受け渡す材料貯留部を

設けてあるシート成形装置において、予め前記一対のロール

を互いに近接離間自在に設けておいて、前記材料圧延部での

塑性変形可能材料の詰まり検出に基づいて、前記一対のロー

ル間の隙間をシートの成形予定厚よりも広げ、前記一対の

ロールの少なくとも一方を正回転方向に駆動回転させなが

ら、前記材料貯留部に貯留する塑性変形可能材料を前記一対

のロール間に押し込むシート成形装置のトラブル解消方法。
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特許第5102248号「シート成形装置」

【請求項�】塑性変形可能な材料を押し出し供給する材料

供給部と、前記材料供給部から供給される材料を一時的に

貯留する材料貯留部と、前記材料貯留部に貯留されている

材料に押圧部材を押圧方向に押圧する材料押圧部と、前記

材料貯留部に貯留されている材料を一対のロールにてシー

ト状に成形して払い出す材料圧延部と、前記押圧部材の押

圧方向における位置を検出する位置検出手段と、運転を制

御する制御部とが設けられ、前記制御部が、前記位置検出

手段にて検出される前記押圧部材の位置に基づいて、前記

押圧部材の位置が予め設定された位置になるように、前記

材料圧延部の出力に対する前記材料供給部の出力の比率で

ある払い出し出力対供給出力比率を設定範囲内で調整すべ

く前記材料供給部及び前記材料圧延部の作動を制御する通常処理を実行するように構成されたシート成形装置であっ

て、前記制御部は、前記位置検出手段にて検出される前記押圧部材の位置に基づいて、前記材料供給部による前記材

料貯留部への材料供給量が前記通常処理が実行されている定常状態よりも少ない状態を推定する推定手段と、前記推

定手段により、前記材料供給部による前記材料貯留部への材料供給量が前記定常状態よりも少ないと推定された場合

に、前記払い出し出力対供給出力比率を前記設定範囲よりも大きくする設定条件で前記材料供給部及び前記材料圧延

部の作動を制御する終期処理を実行する終期処理手段を備えているシート成形装置。

特許第5149777号「混練機及びこれを用いた混練方法」

【請求項�】内部に混練材料を収容する混練槽と、前記混練槽内の底部に並列に

配置され前記混練材料を混練する一対のロータとを備えた開放型の混練機であっ

て、前記一対のロータを互いに異なる回転速度で回転させる回転手段を備え、前

記混練槽の内壁面が、前記ロータの回転軌跡に沿った円弧形状の円弧部を有し、

前記混練槽の開口部を鉛直上方に向けて前記混練材料の混練を行う混練姿勢にお

いて、前記ロータの回転軸芯周りで当該回転軸芯を含む水平方向から前記円弧部

の上端部までの角度である円弧部角度について、前記一対のロータのうち回転速

度の速いロータが配置される側の円弧部角度に対して、回転速度の遅いロータが

配置される側の円弧部角度が大きくなるように形成された混練機。

特許第5180160号「多軸押出機」

【請求項�】受入口から内部に供給される材料を吐出口から押

し出すための複数の押し出し軸を回転自在に収納し且つそれら

複数の押し出し軸を出し入れするための開口部を備えたケーシ

ング本体と、前記複数の押し出し軸の支軸の一端を回転自在に

支持した状態で前記開口部を閉じる軸支持壁体とを備えたケー

シングが設けられ、前記軸支持壁体に形成された複数のボルト

挿通孔を通して前記押し出し軸の回転軸心に沿う方向で前記

ケーシング本体に螺合されて、前記軸支持壁体を前記ケーシン

グ本体に固定する複数の固定用ボルトが設けられた多軸押出機

であって、前記軸支持壁体が、前記複数の押し出し軸の支軸を

回転自在に支持する蓋部とその蓋部の外側に重ねられてその蓋

部の面方向に沿うスライド方向に沿って移動自在な押さえ部とを備えて構成され、前記蓋部に、前記複数のボルト挿

通孔として、前記固定用ボルトの頭部が通過可能な複数の内側ボルト挿通孔が設けられ、前記押さえ部に、前記複数

のボルト挿通孔として、前記固定用ボルトの軸部が挿通可能で且つ前記固定用ボルトの頭部よりも小径の小径部と前

記固定用ボルトの頭部が通過可能な大径部とを連通して備えた複数の長孔状の外側ボルト挿通孔が、夫々の長手方向

を前記スライド方向に沿わせた状態で設けられ、前記複数の固定用ボルトを緩めた状態で、前記押さえ部が、前記外

側ボルト挿通孔の前記小径部に前記固定用ボルトが挿通される状態の位置と前記大径部に前記固定用ボルトが挿通さ

れる状態の位置とにわたって前記スライド方向に沿って移動自在とされている多軸押出機。
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特許第5182808号「回転軸のシール機構」

【請求項�】被処理物を処理する内部空間と外部空間との間に設け

られるパッキンを備え、該パッキンの端面を回転軸のシール端面に

向かう軸方向に付勢機構によって付勢するようにするとともに、前

記パッキンに流体供給路を形成し、該流体供給路を介してパッキン

の端面に流体を供給する流体供給機構を備えた回転軸のシール機構

において、パッキンの端面に供給された流体の圧力を測定する圧力

測定機構及び／又はパッキンの端面に供給される流体の流量を測定

する流量測定機構を備え、前記圧力測定機構及び／又は流量測定機

構の測定値によって、パッキンのシール不良を検知するようにし、

かつ、前記圧力測定機構が圧力降下を検知したとき及び／又は前記

流量測定機構が流量の増大を検知したときに、パッキンの端面に前

記パッキンの端面に供給していた流体よりも高圧の流体を供給し、

噴出させる流体噴射機構を備えたことを特徴とする回転軸のシール

機構。

特許第5216643号「混練判定システム」

【請求項�】混練開始からの時間、及び、各時間における

負荷、被混練物温度を含む混練データを入力する混練デー

タ入力部と、正常な混練波形の基準として用いる基準混練

波形を設定する基準混練波形設定部と、前記混練データ入

力部から入力された混練データの混練波形である入力混練

波形と前記基準混練波形とを比較して、その乖離により前

記混練データに係る混練について混練状態を判定する混練

状態判定部とを備える混練判定システムであって、前記混

練状態判定部が、混練条件毎に混練工程を区分したステッ

プを単位として混練状態を判定する構成とされ、各ステッ

プの混練状態の判定において、前記入力混練波形において

混練に要した時間である入力混練時間の長さと前記基準混練波形において混練に要した時間である基準混練時間の長

さが異なる場合は、前記入力混練時間と前記基準混練時間とが同一の長さとなるように前記入力混練波形を変換する

混練波形変換部を備えることを特徴とする混練判定システム。

【㈱イズミフードマシナリ】

特許第4974160号「連続脱気脱泡装置」

【請求項�】回転円筒に連続的に液を注入し、液に遠心力をかけることにより脱泡

する連続脱気脱泡装置において、回転円筒の内側に液溜まりとなる少なくとも�本

の環状溝を形成するとともに、該回転円筒と共に回転する円盤を周縁部が環状溝に

没するように設け、環状溝の最上部に回転中心方向に向けて形成した側壁の長さを

最下部に回転中心方向に向けて形成した側壁の長さより大きくすることにより、前

記最上部の側壁を前記最下部の側壁より高い壁に形成し、前記最上部の側壁によっ

て囲まれた回転中心側に、円盤上に液を供給する液供給部を設けたことを特徴とす

る連続脱気脱泡装置。
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特許第4981760号「乳化分散装置」

【請求項�】ディスクバルブと、前記ディスクバルブに対向して設けられるシー

トとを備え、前記ディスクバルブと前記シートとの間に径方向に形成される乳

化処理路に、被処理流体を通過させて前記被処理流体を乳化する乳化分散装置

であって、前記シートに面する前記ディスクバルブの表面には、軸心周りにリ

ング状のバルブ側突起部が設けられ、前記ディスクバルブに面する前記シート

の表面には、前記バルブ側突起部に組み合うシート側溝部が設けられ、前記バ

ルブ側突起部は、その先端側が基端側よりも幅狭に形成され、その先端部が前

記乳化処理路に面する面状に構成されており、前記バルブ側突起部は、その先

端側ほど幅狭に形成され、前記シート側溝部は、その深さが深くなるほど幅狭

に形成され、前記バルブ側突起部は、前記ディスクバルブの径方向に並ぶ状態

で複数設けられ、前記複数のバルブ側突起部の夫々の先端部における前記乳化

処理路に面する面は、前記ディスクバルブの径方向で内径側のものほどその面

積が大きくなるように構成されている乳化分散装置。

特許第4990578号「茶殻分離液の製造方法」

【請求項�】20メッシュ通過画分を50〜100重量％含む微細茶葉、緑茶の新茶葉、

および高級玉露茶葉の中から選ばれる�種もしくは�種の茶葉を水とともに抽

出装置内に供給する工程と、抽出装置内でこれらの茶葉と水を混合して茶殻を

含む抽出液を製造する工程と、抽出装置内の抽出液を多数の孔を含む有孔板か

らなるスクリーンに通して抽出液中の茶殻を除去する工程と、スクリーンを

通った抽出液を受けタンクに供給する工程とを備え、有孔板は平板からなり、

孔の開孔率20〜50％で、かつ各孔の内径が1.5mm〜2.5mmとなっており、抽

出液は平板状の有孔板からなるスクリーン上に注がれてスクリーンを通ること

を特徴とする茶殻分離液の製造方法。

特許第4998947号「粉体供給装置」

【請求項�】粉体が投入される円筒状のホッパと、該ホッパ内に摺接して回転

可能に配設された円錐形状の回転ノーズと、該回転ノーズの底壁周縁部とホッ

パ内壁との間に形成された粉体の絞り通路と、該絞り通路と連通して回転ノー

ズの下方に形成された周方向の排出溝と、回転ノーズから該排出溝に延設され

た攪拌ブレードと、該攪拌ブレードの周回軌跡の直下に設けられ、攪拌ブレー

ドにより送られた粉体を排出溝から吸引して排出する下流側を広く形成したオ

リフィスからなる吸引ノズルとを備えたことを特徴とする粉体供給装置。

特許第5013428号「攪拌機」

【請求項�】攪拌槽に垂設した攪拌軸に、上部傾斜翼を、該上部傾斜翼の上方

が攪拌軸側に傾斜するように逆Ｖ字状に配設するとともに、該上部傾斜翼を、

循環流の上部を内斜め下方に巻き込むように回転方向の前面が攪拌軸を含む面

に対して内側に傾斜させて設け、該上部傾斜翼の下に、平板状のボトム翼を配

設したことを特徴とする攪拌機。
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特許第5033159号「気液分離液体サイクロン及び気液分離システム」

【請求項�】処理対象液である気液混合液を受け入れる液

入口と、前記気液混合液を遠心力により気液分離して、液

体分を主とする第一成分を送り出す第一出口と、気体分を

主とする第二成分を送り出す第二出口とを備えた気液分離

液体サイクロンであって、前記第一出口の下流側に接続さ

れる第一接続路に、当該第一接続路を遮断可能な第一弁

を、前記第二出口の下流側に接続される第二接続路に、当

該第二接続路を遮断可能な第二弁をそれぞれ設け、前記気

液混合液を気液分離する通常運転状態においては、前記第

一弁及び第二弁の両方を開状態に維持し、前記液入口から

洗浄液を受け入れる洗浄運転状態においては、前記第一弁

及び第二弁を交互に開状態とする弁制御手段を備えた気液

分離液体サイクロン。

特許第5054564号「溶媒除去方法及び溶媒除去装置」

【請求項�】有機溶媒を含む処理液を循環自在な循環系が

設けられ、前記循環系に組み込まれた脱気缶内を減圧環境

にした減圧環境下において前記処理液を蒸留することに

よって、前記処理液から前記有機溶媒を除去する溶媒除去

方法であって、蒸留の前処理工程として、前記処理液の品

質劣化を生じない80℃以下で且つ前記有機溶媒の沸騰しな

い温度範囲の減圧環境下において、前記循環系内の前記処

理液を循環させながら、前記脱気缶内に前記処理液を分散

させて、処理液中の溶存ガスを脱気する工程と、その後、

前記温度範囲の減圧環境下において、前記処理液を循環さ

せながら昇温し、前記脱気缶内に前記処理液を分散させ

て、処理液中の溶存ガスを脱気する工程とを含む脱気工程を実行し、その後、前記循環系内の前記処理液を循環させ

ながら、前記脱気工程よりも昇温し、前記脱気缶内に前記処理液を分散させて、前記処理液に対する蒸留によって前

記処理液から前記有機溶媒を除去する蒸留工程を実行する溶媒除去方法。

特許第5062696号「攪拌機」

【請求項�】攪拌槽の中心部に回転可能な攪拌軸を配設し、該攪拌

軸に攪拌翼を設けた攪拌機において、攪拌軸の下部に、攪拌槽の底

部を攪拌し、攪拌槽の側壁に沿う上昇流と攪拌槽の中心付近で下降

する下降流とからなる循環流を発生させるボトム翼を配設するとと

もに、攪拌軸のボトム翼の上方に、回転方向に角部を向けた角材に

より構成することにより循環流を剪断する腕翼を、該腕翼の先端側

が外周側に向かって斜め上方に延びるように配設したことを特徴と

する攪拌機。

特許第5062699号「粉体供給装置におけるミキシングノズル」

【請求項�】粉体供給管から供給される粉体を混合室において溶媒と混合し、該混

合した混合液を溶解装置に供給する粉体供給装置におけるミキシングノズルにおい

て、粉体供給管及び混合室の中心軸を、供給方向が下向きとなるように、水平面に

対して30〜60°傾斜させて配置し、粉体供給管の端部を粉体供給管よりも大径に形

成した円筒状の内周壁を備えた混合室に挿入して開口することにより、混合室の中

心部に粉体を供給するようにするとともに、接線方向から溶媒が供給される環状の

溶媒流路の内周側に形成した環状のスリットを介して、粉体供給管の外周壁と混合

室の内周壁の隙間から溶媒を中空円筒状の旋回流として混合室に供給して、混合室

において粉体と溶媒を混合し、該混合した混合液を溶解装置に供給するようにした

ことを特徴とする粉体供給装置におけるミキシングノズル。
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特許第5093818号「粉体定量供給装置及びその粉体定量供給装置を備えた粉体溶解装置」

【請求項�】粉体供給口及び粉体排出口を備えたケーシングと、複数の粉

体収容室を周方向に等間隔に備え、ケーシング内に回転可能に配設した計

量回転体と、計量回転体を回転駆動する駆動機構とからなる粉体定量供給

装置において、粉体供給口から計量回転体の粉体収容室に供給された粉体

が放出される前記ケーシング内の位置に、粉体排出口から作用する吸引力

によって、粉体供給口よりも低圧に維持される膨張室を形成し、計量回転

体の回転に伴って、各粉体収容室が、膨張室に開放される膨張室開放状態、

膨張室及び粉体供給口と連通しない第�密閉状態、粉体供給口に開放され

る粉体供給口開放状態、粉体供給口及び膨張室と連通しない第�密閉状態

の順で、その状態が繰り返して変化するように構成されてなり、かつ、前

記粉体収容室を計量回転体の外周面及び中心部において開口するように構

成し、計量回転体の外周面側の開口が第�密閉状態及び第�密閉状態にお

いて閉鎖されるようにケーシングを形成するとともに、計量回転体の中心

部側の開口が第�密閉状態、粉体供給口開放状態及び第�密閉状態におい

て閉鎖されるように計量回転体の中心部に開口閉鎖部材を偏在させてケー

シングに配設するとともに、少なくとも�つの粉体収容室が、該粉体収容

室を構成する計量回転体の外周面側の開口及び中心部側の開口が閉鎖され

ない膨張室開放状態のときに、該粉体収容室よりも第�密閉状態側に位置

する少なくとも�つの粉体収容室が、該粉体収容室を構成する計量回転体

の中心部側の開口のみが閉鎖されない膨張室開放状態となるように構成されてなることを特徴とする粉体定量供給装

置。

特許第5139890号「乳化分散装置」

【請求項�】プランジャーポンプ機構による圧縮により被処理流体を昇圧

し、ディスクバルブと当該ディスクバルブに対向して設けられるシートと

の間で径方向に形成される乳化処理路に、前記昇圧された被処理流体を通

過させて乳化分散する乳化分散装置であって、前記プランジャーポンプ機

構の駆動部が、クランクシャフトに連結された連結棒と、ピストンに設け

られたピストンピンとが軸受け部材を介して摺動可能に連結され、前記ク

ランクシャフトの回転により前記連結棒及びピストンが往復運動すること

で、当該ピストンの一端側に設けられたプランジャーがシリンダ内を往復

運動して、当該シリンダ内の吸入圧縮室で被処理流体を吸入又は圧縮し送

出する構成の駆動装置で構成され、前記軸受け部材が、銅を主成分とし、

ケイ化マンガンを含む金属材料を、少なくとも摺動面に備え、前記金属材

料におけるケイ素とマンガンとの質量比が、66：34〜53：47の範囲である

メタルブッシュで構成されてなる乳化分散装置。

特許第5170568号「粉体供給装置」

【請求項�】粉体が貯留されるホッパと、該ホッパの下部に設けられた粉

体排出機構と、該粉体排出機構を介してホッパに貯留されている粉体に対

して排出のための吸引力を付与する吸引機構とを備えた粉体供給装置にお

いて、ホッパを逆三角錐形状に形成し、該逆三角錐形状のホッパの最下端

に位置する頂点から当該頂点を通る�つの辺に沿ってスリット状の排出口

を形成するとともに、該排出口を形成した辺を含まない壁面を鉛直面に形

成したことを特徴とする粉体供給装置。
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特許第5201632号「溶解装置」

【請求項�】回転翼を回転させて、吸入部から溶質及び溶媒を一

次原料として導入室に吸入して、絞り流路を通過させ、回転翼に

よって攪拌して、吐出部から溶解液を吐出させるとともに、吐出

部から吐出された溶解液の一部を前記吸入部に循環させる循環流

路及び排出流路を有する一次溶解を行う第�の溶解ポンプと、回

転翼を回転させて、吸入部から前記第�の溶解ポンプの排出流路

から排出された溶解液を二次原料として導入室に吸入して、絞り

流路を通過させ、回転翼によって攪拌して、吐出部から溶解液を

吐出させるとともに、吐出部から吐出された溶解液の一部を前記

吸入部に循環させる循環流路及び排出流路を有する二次溶解を行

う第�の溶解ポンプとからなることを特徴とする溶解装置。

特許第5207285号「流動物の加熱装置」

【請求項�】流動物を流路内で連続的に移動させながら、流路の一部に設けた加熱部で加

熱する流動物の加熱装置において、加熱部の下流側で分岐するとともに加熱部の上流側に

合流する循環流路と、加熱部を通過した流動物の一部を該循環流路に取り込んで再循環さ

せる循環ポンプとを備えたことを特徴とする流動物の加熱装置。

特許第5224382号「溶解ポンプにおける分離装置」

【請求項�】溶解ポンプの吐出側に連なる導入パイプを円筒状容器の底面から内

部に突出して配設し、円筒状容器の上部に排出口を備えるとともに、下部に前記

溶解ポンプに連通する循環口を備え、導入パイプの吐出端に、導入パイプから吐

出される溶解液の流れを旋回させる捻り板を配設したことを特徴とする溶解ポン

プにおける分離装置。

【新日本ファスナー工業㈱】

特許第5190885号「ローレットピンの成形方法及びその装置」

【請求項�】軸状部材の周面にローレット部を形成するローレットピンの成形方法に

おいて、対となる転造ダイスの上面で一端部に軸径より大径の頭部を有する軸状部材

の頭部の下面を支持し、転造ダイスの対向する面に備えたローレット形成部によって

軸状部材の周面にローレット部を形成するとともに、転造ダイスの対向する面に備え

た、転造ダイスを相対的に移動させることによって漸次接近する刃部によって前記頭

部を切除するようにしたことを特徴とするローレットピンの成形方法。
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