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社 長 有 藤 博

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。

「たゆまぬ技術革新と最高のサービスにより、お客さま

から【ずっと付き合いたい】と思われる企業を目指します」

という経営理念のもと、当社は長年の事業活動を通して、

環境改善・省エネ・省資源を実現する技術、並びに安心・

安全を実現する技術の開発、研鑽に努め、社会への貢献を

果しております。

今年の技術報告では、それぞれの業界で高い評価をいた

だいている戦略商品に関する環境関連技術、並びに省エネ、省資源化関連技術につい

て、環境事業部�件、産機モリヤマ事業部�件の成果を報告しております。

【環境事業部】

当社の産業用集塵装置は、これまでの実績と解析力を駆使して、省エネ・高性能化・

コンパクト化の実現と併せ、交換部品の長寿命化を実現し、環境改善・省エネ・省資

源で貢献しております。第40回優秀環境装置経済産業省 産業技術環境局長賞を受賞

いたしました新型バグフィルタ「エコパルサー」のコア技術について報告しております。

【産機モリヤマ事業部】

バリホーマは自動車部品業界の多様な要請に応える工法開発力をコア技術として、

自動車の更なる軽量化を実現し、省エネ・省資源に貢献しております。今回はアジア

市場向け戦略商品として開発いたしました新型排気系加工機について報告しております。

シーティング装置はタイヤを代表とする自動車用ゴム製品の製造プロセスにおい

て、省エネ・省資源並びに安心・安全を実現する技術で貢献しております。実機検証

を完了した新機能技術について報告しております。

ジェットペースタは、その卓越した分散性能により電池製造分野において、省エ

ネ・省資源に貢献しております。今回は前年度の続報としてジェットペースタにて生

成した高分散スラリーの電池特性への影響についての研究成果を報告しております。

当社は、これら技術開発成果の保護と利用を推進して企業価値の最大化を図るた

め、研究開発活動と一体となった知財活動を実行しております。その一例として、国

内保有特許件数の推移および近年の登録特許を巻末に紹介いたします。

今後とも、社会に貢献する企業として最善の努力を尽くす所存ですので、引き続き

ご愛顧、ご指導を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

巻 頭 言



第40回優秀環境装置

経済産業省 産業技術環境局長賞受賞

新型パルス式バグフィルタ（エコパルサー®）

New pulse jet bag filter : Eco Pulser
®

環境事業部 笹倉 洋一，濱田 典好

技術開発室 木嶋 敬昌，飯尾 良夫，山本 洋彰

SASAKURA Yoichi, HAMADA Noriyoshi, KISHIMA Takamasa, IIO Yoshio, YAMAMOTO Yoshiaki

Abstract

It is our pleasure to introduce our new machine called “Eco Pulser®” which was given “40th excellent

environment award” by METI (Ministry of Economy, Trade and Industry) Japan. This machine can max. 35 %
space-saving and 17 % saving blower energy more than usual by using developed large-size diaphragm valve,

developed long-size filter and new perforated type pre-duster. Their major characteristics are introduced.

�．開発経過

各種工場における排ガス中の高濃度の粉塵を除去

する目的では，隔壁形式の集塵装置としてバグフィ

ルタが最も多く使用される．この形式では，粒子は

主にフィルタ表面に堆積した粒子層に捕集されるた

め，99％以上の高い捕集効率を得ることができる．

同形式による本開発装置であるパルス式バグフィル

タの概要を図�に，運転操作概要を図�に示して説

明する．含塵ガスは装置内よりフィルタで図�（a）

のように捕集されると同時に，これによる通気抵抗

の増加によるフィルタ圧損が運転経過時間と共に図

�（a）のように上昇する．送風機能力を考慮して上

限値に到達すると，図�（b）に示す捕集粉塵の払落

し操作を行う．本方式では，極短時間のダイヤフラ

ム弁開閉制御による高圧縮空気が噴射管内に流入

し，フィルタ頂部開口部上部の噴射孔よりフィルタ

内部に噴射される．これをパルスジェット方式と呼

び，これにより捕集粉塵を集塵装置ケーシング内底

部のホッパーまで落下させ，圧損（通気抵抗）を低

下させることが可能となる．

産業用バグフィルタに対するニーズは，国内基幹

産業である製鉄・製鋼業を中心に排ガス処理運転時

のフィルタの圧損低減（送風機電力の低減）と，最

近の装置更新需要も含めた装置設置スペースの制限

などによる省スペース（設置面積/処理風量），フィ

ルタ耐久性向上が最も高い．当社は，1960年頃より

集塵機の製造・販売を開始し，今日まで50年以上の

経験を持っており，この中でもパルス式バグフィル

タは廃棄物焼却炉を中心に500施設以上の実績を有

している．そこで，産業ニーズ及び当社業容特性か

ら高炉市場向けにパルス式バグフィルタを改良開発

して社会的ニーズに対応することとし，表�に開発

目標を設定した．

開発は，図�に示す工程で進め，第�世代での商
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図� パルス式バグフィルタ
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（a）集塵操作時 （b）払落し操作時

図� パルス式集塵操作の概略

開発内容

①バグフィルタ省スペース

ニーズ 目標値

表� 開発目標

長尺フィルタ仕様による省スペース化
バグフィルタ

省スペース率30％

プレダスタ

省エネ率70％

軽量多孔型プレダスタ（前置集塵機能）に

よるフィルタ集密設置及び低圧損省エネ化

送風機

省エネ率20％

高性能ダイヤフラムによる払落し能力 UP

による高速ろ過仕様での低圧損省エネ化
②バグフィルタ省エネ制御

/

図� 開発ロードマップ



品を�号機として上市し，現在は第�世代を上市し

つつ第�世代の開発を進めている．

�．開発成果

図�は，大型社内実証試験装置の概略である．こ

こでは，Ⅰ〜Ⅳの各機能の説明と検証結果を説明す

る．

2.1 フィルタ（Ⅰ）

小・中風量の集塵機においては，封筒型カート

リッジフィルタ（当社「パルスジェット方式カート

リッジ型バグフィルタ (NS エアロパルサー

NEWDJEシリーズ)」など）などが使用されること

が多い．しかし，大風量・高粉塵濃度の含塵排ガス

においては，これらはフィルタ間隔が狭く払落し操

作による隣接フィルタへの再付着などが発生するた

め，適度なフィルタ間隔があり，プレダスタなどの

摩耗性粉塵除去機能が設置しやすい円筒型フィルタ

が一般的となっている．本開発では，集塵機の省ス

ペース化を目標として，図�に示す10 mのフィル

タを設置可能な集塵機を開発し，Ⅱ〜Ⅳの各機能を

改善した．

日本スピンドル技報 No. 54 2014 技 術 報 告

― 3 ―

図� 実証試験設備フロー

図� 集塵機内にて設置された長尺フィルタ（10 m）



2.2 ダイヤフラム（Ⅱ）

大口径新型および現状ダイヤフラム弁の構造概略

を以下に示す（図�，	）．長尺フィルタの粉塵払

落し操作を達成するには，フィルタ頂部からパルス

エアを底部まで到達させる必要があり，弁の作動速

度上昇が不可欠である．開発した新型ダイヤフラム

は大径化（100 A）することで，エア量1.2倍，弁開

閉速度1.2倍を達成した．

図
は新型ダイヤフラム弁の構造概略を，図�は

外観を示したものであり，ダイヤフラムが上昇する

ことによりインジェクタチューブとの隙間が開き，

払落し用圧縮空気がチューブ内に流入する構造と

なっている．

2.3 インジェクタチューブ（噴射管）（Ⅲ）

インジェクタチューブ（噴射管）噴射ノズルの性

能は，「ノズルごとの噴射力が均一化されている」，

「ノズルごとの噴射方向が均一化されている」，など

で評価する．図10は，穴径及び穴間隔最適化のため

の検証試験風景であり，図11は，この検証に使用す

る流体解析の一例である．

図12は，インジェクタチューブの形状例を示した

ものであり，図13，14から，現状の噴射管と比較し

て，この開発した噴射管を使用した際のノズル16ヶ

所よりパルスエアが噴射されたろ布内圧は払落しに

必要な臨界圧力（Pc）以上を維持すると共に分布

が均一化していることがわかる（ろ過速度�m/min

での社内試験による）．

2.4 プレダスタ（Ⅳ）

ろ過速度の増加は，フィルタへの単位面積当たり

の粉塵負荷の増加を招く．また，フィルタの局部摩

耗の危険性が高まる．そこで，集塵機内にプレダス

タ前置集塵機を内蔵することで，前置集塵率を高

め，フィルタへの粉塵負荷を低減すると共に，ろ過

風速を均一化することによる局部摩耗防止が可能と

なる．プレダスタの最適設計には，熱流体解析ソフ

ト（FLUENT）による含塵気流の軌跡シミュレー
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図
 新型ダイヤフラム弁構造概略

図� 新型ダイヤフラム弁外観

図� 従来型高圧パルス集塵機仕様

図	 新型低圧パルス集塵機仕様



ションを実施して検討した．

図15，16は，更に軽量化した多孔型プレダスタの

偏流低減効果を示したものである．これにより，

フィルタ設置間隔が210 mm から180 mm へと低減

できることによる集塵機の省スペース（約10％）が

可能となった．

�．性能評価

ここでは，開発したエコパルサーの主要性能につ

いて，代表的な�仕様（A（矩形型プレダスタ仕様），

B（軽量多孔型プレダスタ仕様））を従来仕様と比

較して説明する．
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図10 パルス噴射試験概況

図11 パルスクリーニング時の流体解析

図12 整流板内蔵噴射管概略特許1)



3.1 バグフィルタ設置スペース

�号機仕様（A仕様）では，フィルタ長尺化によ

る集塵機の約30％の省スペース化を実現でき，B仕

様では，多孔型プレダスタ機能が付与されることに

より，フィルタ摩耗軽減のためのフィルタ周囲の整

流機能が向上し，フィルタ設置間隔が狭くなること

で，約35％の省スペース化が実現できる（表�）．

3.2 送風機省エネ率

パルスクリーニング機能が向上することで，フィ

ルタ捕集粉塵の払落し効率が高くなり，低差圧運転
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図13 改善前の払い落とし時フィルタ最大の内圧分布（10 m・�m/min）

9.5m

図14 改善後の払い落とし時フィルタ最大の内圧分布（10 m・�m/min）

図15 軽量多孔型プレダスタによる偏流の低減



が可能となることで，送風機電力量が低減できる

（表�）．

3.3 プレダスタ部圧損

これまでの複雑な矩形体から，パンチングメタル構

造（B仕様）へ改善することにより流通抵抗の低減

を実現できる（表�）．

3.4 集塵機出口ダスト濃度

最も重要な集塵基本性能は，従来以上の性能を満

足できる（表�）．

表� ダスト濃度比較

対象設備

ダスト濃度（mg/Nm3）

A仕様従来仕様

33

B仕様

0.5

�．維持管理

長期間の稼働においては，集塵機差圧，パルスエ

ア，ドレン等を日常及び定期点検時に確認する以外

は，数年間（フィルタ寿命）の連続運転が維持でき

るよう設計されている．

フィルタ取り換えは，短尺の従来品よりも取り換

え本数が少ないことから工数の低減が可能となる．
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プレダスタ形式

210

従来仕様

210フィルタ設置間隔（mm）

216.5304.5設置面積（m2）

約30％―

風量（m3/min）

省スペース率

対象設備 A仕様

表� 設置スペース比較

約35％

194.9

180

軽量多孔型

10

2,400

15,000

B仕様

107ろ布長さ（m）

チャンネル型（高性能型）チャンネル型（従来型）

15,000 15,000

2,4003,430ろ布本数

図16 軽量多孔型プレダスタの集塵機内風速分布（10 mフィルタ・2.0 m/min（Vc：摩耗破損危険風速））

省エネ率

従来仕様

フィルタ差圧（Pa）

対象設備 A仕様

表� 省エネ比較

916111142送風機電力量（MWh/年）

約17％―

2,000 1,200

従来仕様対象設備 B仕様

表� 圧損比較

約70％―省エネ率

2580プレダスタ圧損（Pa）



�．経済性

フィルタ差圧の低減による運転時の送風機電力量

が低減でき，フィルタ長尺化による集塵機本体のコ

ンパクト化が達成されると共に，プレダスタ重量の

低減と基礎工事コスト低減が可能となる（表�）．

表� 経済性比較

対象設備

送風機電力量（MWh/年）

A仕様従来仕様

プレダスタ重量からのコスト割合 1 1 0.5

基礎工事コスト割合 1 0.7 ―

9,16111,142

B仕様

―

�．おわりに

現在，本開発商品は製鉄・製鋼市場を中心に製造

販売を行っている．本市場は基幹産業であると共に

中国を中心としてグローバルな拡がりもあり，特に

更新需要に強みを発揮する省スペース性を最大の魅

力として普及が見込める．また，当社に強みの多い

製鋼市場においては最も普及している逆洗式集塵機

の代替として，やはり省スペース・省エネルギーを

魅力にパルス式集塵機として本機を普及させること

を見込んでいる．また，国内外の廃棄物焼却炉市場

においても今後拡がりが予想されており，キーパー

ツ（ダイヤフラム，インジェクタチューブ，ろ布，

プレダスタ）を市場ニーズに対応させた仕様での普

及を見込んでいる．

	．関連特許

�）日本スピンドル製造㈱，集塵装置，韓国特許第

10-1329020号

�）日本スピンドル製造㈱，集塵装置，特許第

5446010号

�）日本スピンドル製造㈱，バグ式集塵機の設計方

法，特許第4227094号
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新型排気系部品加工機の開発

Development of the new exhaust parts processor

産機モリヤマ事業部

薮内 直也，小林 宗太，岩崎 泰典

YABUUCHI Naoya, KOBAYASHI Sota, IWASAKI Yasunori

Abstract

We have been doing development, manufacturing and sales of the exhaust parts processor as our main

product for processing catalytic converters and mufflers of the automobiles. We have developed a new exhaust

parts processor. The processor has been changed the structure of the roller drive unit and the main shaft. And its

cost goes down by the review of the motor capacity. Moreover, its added value has increased by adding waste

processing functions.

�．はじめに

当社では主力製品として，自動車のマフラーや触

媒コンバータを加工する排気系部品加工機の開発・

製造・販売を行っている．排気系部品加工機は，バ

リホーマ®（以下，VF）の製品の一つであり，スピ

ニング加工によって図�のように筒状のワークから

自動車用のマフラーや触媒コンバータを加工するた

めの装置である．

現在，当社では排気系部品加工機にワーク固定式

を採用している．ワーク固定式とは，図�のように

主軸に加工ローラを取り付け，主軸と一緒に回転す

るローラを固定されたワークに押し当てて加工する

方式である．ワーク固定式のメリットはサイクルタ

イムの短さである．ワークを着脱する際に主軸を毎

回止める必要が無く，主軸の起動・停止時間を短縮

することが可能である．また，ワークの着脱も容易

であり，全体のサイクルタイムを短くすることがで

きる．しかし，ワーク固定式はローラ駆動部の機構

が複雑であり，部品点数も多くなっている．このた

め，設備自体のコストが高くなるデメリットがある．

排気系部品加工機業界において，当社の排気系部

品加工機は国内の特定顧客に対してはトップシェア

を築いている．しかし，現行商品は国内特定顧客の

VOC を満たすために設計されており，新興国の

ニーズに合致していない．特に，価格面で苦戦を強

いられており，新興国での受注拡大を目指すべく，
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図� 排気系部品加工

図� ワーク固定式加工



次項の設計コンセプトに基づき新型排気系部品加工

機の開発を開始した．

設計コンセプト

・コストダウン（従来比の60％）

・サイクルタイムは従来の設備と同等とする．

（直径120 mm，板圧1.5 mm のワークを直径50

mmまで加工した場合の参考値：約40秒）

・対象ワークは従来の設備と同等とする．

・スリッタは標準装備とする．

・省スペース

�．新型排気系部品加工機（型式：

SRS150-T4）の構造

新型排気系部品加工機の構造を図�に示す．図�

は X軸と Z軸の�軸機である．新型機では，加工

ローラとスリッタ（ワーク端面を切削する工具）を

標準装備としている．そして，この加工ローラとス

リッタを駆動させる主軸部およびローラ駆動部の構

造を従来の方式から変更し，機械のコストダウンを

行っている．主軸部およびローラ駆動部は加工ロー

ラやスリッタを回転させる主軸，主軸を回転させる
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22

（a）機械本体正面 （b）加工部詳細

（c）機械本体背面

図� 新型排気系部品加工機の構造



主軸駆動モータ，加工ローラやスリッタを X軸方

向へ移動させる X 軸モータから構成されている．

新型機では，主軸ベアリングへの給脂をグリス給脂

へと変更しており，従来機に付属していた主軸給油

装置は廃止している．この他，ワークを固定させる

クランプ装置，ワーククランプ装置を Z軸方向へ

前後させるワーククランプスライド装置，ワークの

位置決めを行うための位置決めシャッタ，クランプ

装置を動作させる油圧ユニット（機械一体型），芯

金（金型）用シリンダを動作させるためのエア機器

によって構成されている．また，制御盤は機械本体

と一体型となっている．

�．仕様比較

新型機と従来機との仕様比較を表�に示す．表�

に示すように，新型機では従来機と同じ対象ワー

ク，サイクルタイムとしながら，スリッタを追加さ

せることで付加価値を高めている．一方，X軸・Z

軸のサーボモータ容量を下げたことにより，コスト

だけでなく制御盤サイズも落とすことができた．更

に制御盤を�分割することにより，機械と一体型と

することが可能になり，装置をコンパクトにしてい

る（従来比70％）．また，運転時（無負荷）の騒音も，

機構の変更の効果もあり約83 dB（Aスケール）か

ら約70 dB（Aスケール）まで低減している（測定

条件：主軸回転数650 rpm）．

�．おわりに

新型機では，従来機と同等の性能を持ちつつ，従

来比60％のコストダウンを実現した．新型機で機構

を大きく変更した主軸部およびローラ駆動部につい

ては，耐久テストを行い，性能，耐久性ともに問題

無いことを確認した．新型機は2014年10月より上市

を開始している．

�．関連特許

特許出願済
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素材材質

機械仕様

表� 新型排気系部品加工機と従来の排気系部品加工機との仕様比較

SUS409他

3.0 kW ACサーボモータ

650 rpm（一定）

150 mm（�ポジション）

SRS-150-T4

新型排気系部品加工機

主軸回転数

X軸

電動機容量

型式

高さ

約3900 mm×1050 mm約2500 mm×1100 mm長さ×幅
機械本体寸法

SUS409他

5.0 kW ACサーボモータ

650 rpm（一定）

100 mm

SRL150-T3

従来の排気系部品加工機

機械本体と別置き機械一体型制御盤

約2950 kg約2200 kg機械本体重量

芯金

約1950 mm約1650 mm

20.5 kN×230 mm20.5 kN×230 mmZ軸

10 kN×67.5 mm10 kN×75 mmX軸

推力と移動量

機械本体と別置き機械一体型油圧ユニット

素材長さ

2.2 kW1.5 kW油圧ユニット

5.5 kW ACサーボモータ2.5 kW ACサーボモータZ軸

φ90〜φ150 mm素材寸法

対象ワーク

無し�個スリッタ数

�個�個ローラ数

150〜600 mm150〜600 mm

�〜�mm�〜�mm素材板厚

φ35〜φ155 mmφ10〜φ160 mmローラ動き代

φ 90〜φ140 mm



ストレーニング機能を付加したシーティング装置の開発

Development of the sheeting machine with straining function

産機モリヤマ事業部

福田 裕之

FUKUDA Hiroyuki

Abstract

We have developed the machine which can accommodate in-line sheeting process from straining of natural

rubber to composition kneading without the dedicated equipment. In this development, we have added the

straining function to sheet pre-forming machine (SPM), which is used as pre-former after kneading.

�．はじめに

近年，環境問題の高まりにより，タイヤ用の配合

には非石油由来の天然ゴムが多用される．天然ゴム

は農園で採取した樹液を凝固させて製造されている

ため，製造工程中に多数の異物が混入しており，こ

れらを除去するためにストレーニング工程が行われ

る．自動車の高性能化に伴ってタイヤでは低扁平率

タイヤの需要が高まっており，その重要性が増して

いる．

ストレーニング工程では表�に示す押出装置が押

出材料の特性や必要能力に応じて使用されている．

当社では，図�の�軸テーパースクリューと単軸ス

クリューを組み合わせたフィーダールーダー（FR）

及び，図�の�軸テーパースクリューの�本の先端

を単軸スクリューとした�軸�軸押出機（2TR），

更に図�に示す様な�軸テーパースクリュー押出機

（2TE）とギヤポンプを組み合わせて販売を行って

いる．これらは材料供給部に�軸テーパースク

リューを採用しており，ミキサーから投入される大

きな塊状のゴム材料でも，そのまま噛み込むことが

できる特長がある．また，スクリュー�回転当たり

の押出容積が大きい�軸テーパースクリュー押出機

に直接ゴム中の異物を除去するストレーナー装置を

装着することができれば，更に生産効率の高い装置

とすることが期待できる．
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昇圧能力

低

単軸押出機

低清掃作業性

中多スクリュー（ギヤ）摩耗量

当社ラインアップ

材料供給部

FR

表� 各押出機の特徴

中

低

高

中

可

�軸テーパー

スクリュー

2TE＋ギヤポンプ開発機

低低処理量

高高

単軸スクリュー
�軸テーパー

スクリュー

中少

良良

中低

中高

可可

�軸テーパー

スクリュー

�軸テーパー

スクリュー

2TR

可不可ミキサーから直接投入

ケーシング

シリンダー

ヘッド

中間部
1軸ストレートスクリュー

2軸テーパー
スクリュー

図� フィーダールーダー（FR）



しかし，�軸テーパースクリュー押出機は�軸押

出機に比べて昇圧能力が低く安定した処理量を得ら

れないため，スクリューデザインの変更等を行い，

昇圧能力を高めることで天然ゴムのストレーニング

工程に要求される能力を備えた装置を開発した．

�．開発技術の紹介

2.1 商品コンセプト

タイヤ製造ラインでは，ミキサー混練後のシー

ティング装置として�軸テーパースクリュー押出機

とローラーヘッドを組み合わせたシートプレフォー

ミングマシン（SPM）が使用されている．この

SPM の押出機とローラーヘッドの間にストレー

ナー装置を装着することによりゴム中の異物を除去

するストレーニング機能を付加できる（図�）．更

に，ストレーナー装置にスライド式のスクリーン

チェンジャーを採用して，スクリーンメッシュに目

詰まりを生じた際には，他方に準備したスクリーン

メッシュとブレーカープレートに切り替えることが

でき，迅速なスクリーンメッシュの交換を可能とす

る（図�）．

尚，ストレーナーを使用しない時にはスクリーン

メッシュとブレーカープレートの代わりにスペー

サーリングを装着することで通常の SPMとして使

用でき，ストレーニング用に専用の設備を必要とす

ることがなく設備のイニシャルコストを低減するこ

とができる．
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図� �軸テーパースクリュー押出機（2TE）＋ギヤポンプ

図� ストレーナー付きシーティング装置（SPM）

図� �軸�軸押出機（2TR）

図� スクリーンチェンジャー



2.2 性能検証に用いた試験装置

75 Lニーダーに対応する SPM75をベースとした

テスト装置で処理量と圧力を測定し，標準機との能

力比較を行った．

（テスト条件）

○ 押出材料： 天然ゴム（RSS#3）

○ 投入温度： 160℃

○ メッシュ： #16

図�はスクリュー回転速度に対する処理量を示し

ており，図	は処理量に対する吐出圧力を示す．

スクリューデザイン等を変更した開発機では標準

機に対して昇圧能力が向上し，スクリュー回転速度

30 rpm で目標とした処理量500 kg/h を達成した．

目標値はタイヤ製造ラインで使用される270 Lミキ

サーに対応する装置（SPM-9N）の処理量5000 kg/h

を想定し，テスト装置とのスクリュー容積比を考慮

して設定した．

�．まとめ

�軸テーパースクリューのスクリューデザインの

変更等により，昇圧能力を高めて天然ゴムのスト

レーニング工程に要求される能力を備えることがで

きた．

タイヤ製造ラインで使用されているシーティング

装置（SPM）にスクリーンチェンジャー付のスト

レーナー装置を付加することにより，ストレーニン

グ工程専用に設備を必要とせずにインラインで天然

ゴムのストレーニングから配合練りまでのシーティ

ング工程を行うことができ，イニシャルコストを抑

えることができる装置とすることができた．

現在，テスト機での検証を終え実機に展開中であ

り，2014年度に上市予定である．

�．関連特許

特許出願済
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図� スクリュー回転数と処理量 図	 処理量と圧力



ジェットペースタ®と汎用ミキサーの比較

（電極・電池特性への影響について）

Comparing Jet Paster
®
with conventional mixers : the influence on the electrode and battery properties

産機モリヤマ事業部

浅見 圭一

ASAMI Keiichi

Abstract

Jet Paster® is a better device which can produce electrode slurry from high ability for the dispersion in a

short time.

In this paper, the author reports the result compared with the electrode and battery produced from the slurry

by Jet Paster and conventional mixers.

�．はじめに

2013年度日本スピンドル技報1)及び第54回電池討

論会2)では，CMC（カルボキシルメチルセルロース）

溶解，キャパシタ用の活性炭スラリーやリチウムイ

オン電池用の LiFePO4 スラリーを例にジェット

ペースタ®の次のような特長を報告した．

�．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の一括供給

が可能

�．スラリー分散も非常に短時間

�．水系で疎水性の VGCF（気相成長炭素繊

維）とカーボンブラックの分散が可能

�．電極活物質，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

ル特性が向上

本報では，ジェットペースタとリチウムイオン電

池業界ではスタンダードになっているミキサーによ

り作製したスラリーを利用した電極及び電池特性を

比較したところ，ジェットペースタの優れたパ

フォーマンスが見いだせたので報告する．

�．ジェットペースタと汎用ミキサーの

比較

装置：ジェットペースタとしては図�に示すラボ

用小型「JPSS」を，汎用ミキサーとして

は自転公転式ミキサーと多軸遊星ミキサー

を使用した．

2-1 ジェットペースタ「JPSS」と汎用ミキ

サーとの比較 ―正極―

リチウムイオン電池の正極材料を使用して比較を

行った注1)．本実験で使用した LiFePO4 は，一次粒

子を造粒し球状に加工したものであり，せん断力に

より容易に粉砕される．また，VGCF（平均直径

150 nm，繊維長10〜20 μm）も導電助剤として添加

するケッチェンブラック同様水中では凝集しやすい

物質である．

表�の組成と表�の作製条件の下，JPSSと自転

公転式ミキサーを使用し水系でスラリーを各々作製

した．

作製したスラリーを集電体上に塗工⇒乾燥⇒プレ

スした後の表面状態を電子顕微鏡で観察した結果を

図�，�に示す．図�より明らかなように自転公転

式ミキサーの場合は電極活物質である LiFePO4粒

子が粉砕されていることがわかる．これはせん断力
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図� JPSS



により生じたものと考えられる．ジェットペースタ

「JPSS」では電極活物質の球状がそのまま観察され

ていることから粉砕は生じていないことが判明し

た．また，自転公転式ミキサーでは VGCF の凝集

体が何か所か見られる．ジェットペースタの場合

は，図�特に図�から凝集体は見られず VGCFが

電極活物質間をブリッジしている様子が確認できる．

2-2 ジェットペースタ「JPSS」と汎用ミキ

サーとの比較 ―電池―

次にジェットペースタと自転公転式ミキサーで表

�，�の組成の正極，負極の両方の電極を作製し電

池としての性能評価をしたところ，ミキサーによる

違いが大きく表れたので報告する注1)．

表�，�に示す組成で JPSS と自転公転式ミキ

サーを利用し正極は有機溶媒系で，負極は水系でス

ラリーを作製した．そのスラリーを使用し図�の電

池（サイズ：17.0×42.0×3.0 mm）を作製した．

ミキサーの違い以外はすべて同素材，同電解液を使

用した．その放電特性を図�，�に示す．充放電

カットオフ：4.2 V−2.5 V，0.2 Cで充放電を実施

した．

自転公転式ミキサーで混練した場合は，2.5 Vで

カットオフした直後に電圧が3.5 V近くまで上昇す
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アクリル系バインダー

質量％

LiFePO4

組 成

・固形分濃度：40％

表� リチウムイオン電池正極スラリー組成

2VGCF

5

91

2導電助剤（ケッチェンブラック）

自転公転式ミキサー

�分

回転数 7200 rpm

JPSS

表� スラリー作製条件

2000 rpm

30分作製時間

PVdF

質量％

LiCoO2

組 成

・固形分濃度：55％

表� リチウムイオン電池正極スラリー組成

1.5VGCF

6

91

1.5導電助剤（アセチレンブラック）

アクリル系バインダー

質量％

黒鉛

組 成

・固形分濃度：40％

表� リチウムイオン電池負極スラリー組成

0.7VGCF

4

93.4

1.9導電助剤（ケッチェンブラック）

図� 電極表面状態（1000倍）

図� 電極表面写真（3000倍）



るという現象が生じた．これはまだ容量が残ってお

り電池性能を100％使い切っていないことを示して

いる．しかし，ジェットペースタを用いて混練した

電極ではカットオフ後，電圧は上昇していない．こ

のことは全容量を放電できたことを示している．分

散性が自転公転式ミキサーより非常に良いため電極

反応が効率的に起こっているからだと考えている．

その結果として，自転公転式ミキサーよりジェット

ペースタで作製したスラリーでは約�倍の電池寿命

を発揮することが明らかになった．

電極反応が効率的に起こるため図	に示すように

充放電カーブも非常に良好であることが判明した．

また，図
に示すサイクル特性からも�サイクル目

から放電電流を2.5倍の0.5 Cに上げたが容量低下

もわずかであり良好なサイクル特性を示すことが明

らかになった．

2-3 ジェットペースタ「JPSS」と汎用ミキ

サーとの比較 ―CNT分散―

現在，リチウムイオン電池業界や化学業界で注目

されているカーボンナノチューブ（CNT）の分散に

おいてジェットペースタと汎用ミキサーの比較を実

施した注2)．

今回使用した CNT は，平均直径10〜15 nm，平

均繊維長10 μmと非常に細長いため，絡みやすく凝

集しやすい CNTである．表�の組成と表�に示す

作製条件の下，JPSS，自転公転式ミキサー及び多

軸遊星ミキサーを使用し水系でリチウムイオン電池

用 CNT含有黒鉛スラリーを各々作製した．

2-1節と同様の方法で電極を作製し電極表面を電

子顕微鏡で観察した結果を図�，10に示す．自転公

転式ミキサーと多軸遊星ミキサーで作製したスラ
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SBRバインダー

質量％

黒鉛

組 成

・固形分濃度：35％

表� リチウムイオン電池負極スラリー組成

1.5CMC

2.5

91

5カーボンナノチューブ

図� 自転公転式ミキサー

図� ジェットペースタ

図	 充放電カーブ（ジェットペースタ）

図
 サイクル特性（ジェットペースタ）

図� 試作電池（上部）



リーでは CNTが強固に凝集し黒鉛上に分散してい

ないことがわかる．ジェットペースタで分散させた

方は，黒鉛上及び黒鉛間に CNTがある程度均一に

分散していることが明らかになった．

ジェットペースタと多軸遊星ミキサーで作製した

スラリーから作製した電極の体積抵抗を測定した結

果を図11に示す．ジェットペースタの方が多軸遊星

ミキサーより約40％低い体積抵抗を示している．こ

のことは，CNTの分散性が良好なため黒鉛間をブ

リッジし導電性を向上させていることを示してい

る．図には示していないが，自転公転式ミキサーも

多軸遊星ミキサーと同様に電極の体積抵抗は高かっ

た．

�．おわりに

ジェットペースタと汎用ミキサーの比較をしたと

ころ次のような素晴らしい特長が判明した．

�．電極活物質を粉砕しない．

�．汎用ミキサーに比べ分散が良好なため，作

製した電池はカットオフ後電圧上昇が殆ど

見られず，容量をほぼ完全に消費する事が

でき電池の長寿命化が達成できる．

�．平均直径10〜15 nm，平均繊維長約10 μm

の CNTが水系で分散可能なため電極の低

抵抗化に大きく寄与できる可能性がある．

今後は，電極特性の評価と正極材料に CNTを分

散させた電極の特性評価を行いジェットペースタの

さらなるブランド力向上に努める所存である．ま

た，これらのジェットペースタ特有の高分散現象

は，せん断力だけでは考えられないことである．分

散機構の解明も進めていく．

これらの特長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．

謝辞：（独）産業総合技術研究所と住友重機械工業

株式会社 技術研究所様のご協力に感謝い

たします．
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図� 電極表面写真（10,000倍）

図10 電極表面写真（20,000倍）

Ω/cm

図11 電極の体積抵抗値

自転公転式ミキサー

・すべて CMC溶液作成時間を含む

�時間

30〜50 rpm

多軸遊星ミキサー

	分

回転数 4800 rpm

JPSS

表� スラリー作製条件

2000 rpm

40分作製時間
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【産機モリヤマ事業部（産機）】

特許第5249674号「処理液清浄装置」

【請求項�】スラッジを含む処理液を貯留する有底円筒形状の

処理液タンクと、前記処理液からスラッジを除去する分離機構

と、前記処理液タンクに貯留されている処理液を前記分離機構

に供給し且つ前記分離機構から排出された処理液を前記処理液

タンクに戻す分離用循環機構とを備え、前記処理液タンク内に

当該処理液タンク中央を中心とする渦が形成される処理液清浄

装置であって、前記分離用循環機構が、前記処理液タンクにお

ける中央部の処理液を吸引して前記分離機構に供給させる吸引

部と、前記吸引部にて吸引する処理液に脈動を発生させる脈動

発生手段とを備えて構成され、前記脈動発生手段が、前記吸引

部に設けられた流量制御弁と前記吸引部にて吸引する処理液に

脈動を発生させるべく前記流量制御弁の作動を制御する制御手

段とを備えて構成されている処理液清浄装置。
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特許第5351679号「縦型回転塑性加工装置」

【請求項�】成形型に載置された被加工材を、上下方向軸芯

回りに回転させる駆動回転機構と、基台の上部フレームに設

けられ、前記駆動回転機構により回転される前記被加工材を

前記成形型の上方側から支持する心押機構と、回転状態にあ

る前記被加工材に当接して、前記被加工材を前記成形型の形

状に沿った形状に塑性加工するローラと、前記心押機構を、

前記成形型の上方で前記被加工材を支持可能な加工位置と前

記成形型の上方から退避した退避位置との間で移動させる移

動機構とを備えた縦型回転塑性加工装置であって、前記ロー

ラにより塑性加工される前記被加工材を加熱する加熱手段を

備え、前記心押機構の前記加工位置から前記退避位置への移

動において、前記心押機構の一部の移動を許容する開口部が

前記基台の上部フレームに形成され、前記開口部は、前記加

工位置に対応する第�開口部と、前記退避位置に対応する第�開口部とを備えて形成されており、前記心押機構が前

記退避位置に位置する退避姿勢で、前記第�開口部が前記成形型が通過可能に開口形成されるとともに、前記第�開

口部が閉塞され、前記心押機構が前記加工位置に位置する加工姿勢で、前記第�開口部が開口されるとともに、前記

第�開口部が閉塞される構成で、前記加工姿勢において、前記第�開口部を閉塞する閉塞手段を備えた縦型回転塑性

加工装置。

特許第5415904号「塑性加工装置」

【請求項�】主軸回転軸心で駆動回転される主軸と、前記主軸の先端に設

けられ、平板素材を取り付けるマンドレルと、前記平板素材を前記マンド

レルとの間で挟持する挟持機構と、ローラ回転軸心で回転可能に構成さ

れ、前記挟持された平板素材の表面を押圧して前記平板素材の肉厚を減肉

させるローラと、前記主軸回転軸心で回転する平板素材の表面を押圧した

状態で前記ローラを少なくとも前記主軸回転軸心に対して接近或いは離間

する方向に移動させるローラ移動機構と、運転を制御する制御手段とを備

えた塑性加工装置であって、前記ローラが前記ローラ回転軸心を含む断面

視で直線となる加工平面を備え、前記加工平面が前記ローラの移動方向に

対して鋭角に角度 θ1傾斜して形成され、前記制御手段が前記ローラ移動

機構を制御して、前記加工平面にて前記平板素材の表面を押圧した状態で

前記ローラを前記移動方向に移動させることにより、前記平板素材が前記

ローラの前記移動方向側に位置する壁面に当接した状態で、前記平板素材

の肉厚を減肉させて、前記加工平面と前記マンドレルとの間に増肉部を形

成させる構成で、前記ローラの前記加工平面における前記移動方向側の先

端より後端側に前記増肉部の前記移動方向側の先端が位置する状態で、前

記制御手段による前記ローラの移動を完了するように構成され、前記制御

手段が前記ローラ移動機構を制御して、前記ローラを少なくとも前記主軸回転軸心に対して接近する方向に移動させ

る構成で、前記ローラの前記ローラ回転軸心が、前記ローラの前記移動方向に対して鋭角に角度 θ2傾斜して形成さ

れ、前記角度 θ1 と前記角度 θ2 とが、θ2＜θ1 を満たすとともに、前記増肉部における前記ローラの前記移動方向側

とは反対側の後端と前記主軸回転軸心との距離を D1、前記増肉部における前記ローラの前記移動方向側の先端と前

記主軸回転軸心との距離を D2 とし、前記増肉部における前記ローラの前記移動方向側とは反対側の後端と前記ロー

ラ回転軸心との距離を P1、前記増肉部における前記ローラの前記移動方向側の先端と前記ローラ回転軸心との距離

を P2 とした場合に、これら各距離が、P2/P1＝D2/D1 を満たすように設定されている塑性加工装置。
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特許第5447973号「シューマイ成形装置」

【請求項�】原材料が充填される上面が開口した成形用穴を設けるとともに、

下降位置で前記成形用穴の底面を構成するようにした底面構成部材を成形用

穴内に昇降自在に配設したターンテーブルと、ターンテーブルの原材料供給

位置にある前記成形用穴に、原材料である麺皮及び具材を供給する原材料供

給手段と、ターンテーブルの成形位置にある前記成形用穴に充填されている

麺皮及び具材の上面を成形用穴から延出した麺皮で包んでシューマイに成形

する成形手段と、ターンテーブルの送出位置にある前記成形用穴に充填され

ているシューマイを、前記成形用穴の底面を構成していた底面構成部材を

ターンテーブルの上面のレベルまで上昇させることによって当該レベルまで

押し上げる押し上げ手段と、該シューマイを次工程に送り出す送り出し手段

とを備えたシューマイ成形装置において、前記底面構成部材が当接すること

によって底面構成部材の下降位置を規制する位置規制手段を、ターンテーブ

ルに設けるとともに、送出位置に続けて清掃位置を設定し、ターンテーブル

の清掃位置にある前記成形用穴の該成形用穴の底面を構成していた底面構成

部材をターンテーブルの上面のレベルまで上昇させる第�の押し上げ手段

と、ターンテーブルの上面を掃いて残滓を除去するスクレーパ手段を備えた

ことを特徴とするシューマイ成形装置。

特許第5459711号「食品の搬送装置」

【請求項�】製造工程から複数個ずつ並んで送出位置に送出された食

品を、複数の挟持部材によってそれぞれ一旦挟持して持ち上げ、次工

程の払出位置に整列した状態で払い出す食品の搬送装置において、前

記挟持部材を開閉操作する挟持部材操作手段と、該挟持部材操作手段

によって挟持部材を開操作したときの挟持部材の開度を、前記送出位

置で食品を挟持するときの前記開度に対して前記払出位置で食品を払

い出すときの前記開度が小さくなるように設定する挟持部材開度設定

手段と、前記挟持部材が開方向に移動する際に該挟持部材に当接して

挟持部材の開方向の移動範囲を規制可能に、前記複数の挟持部材のす

べてに対して共通のものとして構成した規制部材とを備え、前記挟持

部材開度設定手段を、前記挟持部材の移動範囲における前記規制部材の当接位置を変更して、前記開度を設定するよ

うに構成したことを特徴とする食品の搬送装置。

特許第5467608号「シューマイ成形装置」

【請求項�】平行に配設した無端状の循環駆動部材間に複数の板状で先

端に間隔をあけて切欠部を形成した支持部材の基端側を等間隔に架け渡

してなる麺皮支持移送手段と、該麺皮支持移送手段の支持部材の先端に

支持部材間に架け渡すように麺皮を供給する麺皮供給手段と、麺皮支持

移送手段の支持部材の先端位置で麺皮を前記切欠部に残存するように押

し切る押切手段と、支持部材間に架け渡された麺皮の上方から下降する

ように昇降可能に設けられた具材を供給する具材供給ノズルを有する具

材供給手段と、下降した具材供給ノズルの先端部が挿入されることに

よって麺皮及び具材が充填される成形用穴を有する成形手段とを備えた

シューマイ成形装置において、前記具材供給手段の具材供給ノズルの下

方位置で麺皮を架け渡す支持部材の最上流側の支持部材の位置に、支持部材の切欠部に残存する接続部を含む麺皮の

表面に接触し、該麺皮を支持部材との間で保持する麺皮接触保持部材を配設したことを特徴とするシューマイ成形装

置。
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特許第5470657号「処理液浄化装置」

【請求項�】処理液を貯留する処理液タンクを備え、処理液被供給

部から回収した回収処理液を前記処理液タンク内に案内するホッパ

を備え、前記処理液を固液分離する固液分離器を備え、前記処理液

タンクの深部に設けた処理液採集口から、前記処理液タンクの底部

に沈殿した異物を、処理液とともに吸引して前記固液分離器に搬送

するポンプを設け、前記固液分離された処理液を処理液被供給部に

供給するための供給部を備えた処理液浄化装置であって、前記処理

液タンクに、前記処理液を前記処理液タンクの内部で水平方向に循

環させる循環機構を設けるとともに、前記処理液タンク内を循環す

る処理液を前記深部よりも液面に近い浅部から前記深部に誘導する

誘導部を設けてあり、前記誘導部が、前記処理液タンクにおいて、

前記処理液を水平方向に循環する上流側から下流側に向かって次第

に深くなるように傾斜させた前記ホッパの底面から構成されている処理液浄化装置。

特許第5470658号「処理液浄化装置」

【請求項�】スラッジを含む浄化対象の処理液を受入れて、前記浄化対

象の処理液よりスラッジ成分の多い第�処理液と、前記浄化対象の処理

液よりスラッジ成分の少ない第�処理液とに遠心分離する遠心分離器

と、前記第�処理液を受け入れる受入タンクと、前記受入タンクの処理

液の液面上にある泡を処理液とともに混合吸引する吸引手段と、前記吸

引手段より吐出される吐出処理液を受入れ、前記吐出処理液を濾過する

濾過手段とを備え、前記吸引手段が、処理液を絞り部に通流させ、前記

絞り部に連通する吸入部に前記泡を吸引するエゼクタで構成され、前記

濾過手段において濾過された処理液を濾過後処理液として得る処理液浄

化装置。

特許第5495271号「シューマイ成形装置」

【請求項�】平行に配設した無端状の循環駆動部材間に複数の板状の

支持部材の基端側を等間隔に架け渡してなる麺皮支持移送手段と、該

麺皮支持移送手段の隣接する支持部材間の先端側の間隔が広がる位置

で麺皮支持移送手段の支持部材の先端に支持部材間に架け渡すように

麺皮を供給する麺皮供給手段と、麺皮支持移送手段の支持部材の先端

位置で麺皮をその一部が残存するように押し切る押切手段と、麺皮支

持移送手段の隣接する支持部材間の先端側の間隔が狭まる位置で、支

持部材間に架け渡された麺皮の上方から下降するように昇降可能に設

けられた具材を供給する具材供給ノズルを有する具材供給手段と、下

降した具材供給ノズルの先端部が挿入されることによって麺皮及び具

材が充填される成形用穴を有する成形手段とを備えたシューマイ成形装置において、麺皮支持移送手段の隣接する支

持部材間の先端側の間隔が狭まる位置に設けられ、前記下降した具材供給ノズルの先端部が貫通するガイド孔を有

し、麺皮支持移送手段の支持部材間に架け渡された麺皮の下表面が接触しない成形用穴の直上の下降位置と、麺皮の

下表面が接触し、該麺皮をガイド孔の周縁部で支持する上昇位置との間で昇降可能とされたガイド部材を備えてなる

ことを特徴とするシューマイ成形装置。
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【産機モリヤマ事業部（モリヤマ）】

特許第5521517号「シート成形装置」

【請求項�】粘性材料を押出口から押し出し供給する材料供給部と、前記材料供

給部により前記押出口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対して、押圧部材を押圧して押圧力を印加

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、前記材料供給部、前記材料押圧部及

び前記材料圧延部の作動を制御して、前記材料貯留部に貯留されている材料を

シート状に成形する制御部とを備えたシート成形装置であって、前記制御部が、

前記押圧部材を、前記材料貯留部に貯留されている材料に対して前記押圧力が開

放されるように押圧方向とは反対側に移動させる押圧開放処理を実行可能に構成

されているシート成形装置。

【環境事業部】

特許第5271311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機構と、前記浄化

空気室側から前記フィルタ機構を介して前記含塵空気導入室側

に圧縮空気をパルス状に噴出させて、前記フィルタ機構に捕集

された塵埃を清掃する噴出機構とを備えた集塵装置であって、

前記フィルタ機構は、複数の有底筒状の筒状フィルタを所定の

フィルタ配設方向に沿って並列配置して構成され、前記噴出機

構は、開閉弁を介して圧縮空気源に接続される基端部側から閉

塞させた先端部側に向けて前記フィルタ配設方向に沿う状態で

延出して形成された筒状の通流管部を備えるとともに、前記通

流管部の管壁に前記複数の筒状フィルタの夫々の開口部に夫々

が対応する複数の噴出孔を並列配置して構成され、前記開口部の中心点である開口部中心位置に対して、前記開口部

を含む開口面に対する前記噴出孔の軸芯の到達点である噴出孔軸芯到達位置の前記基端部側への変位量が、前記基端

部側に近いほど大きくなるように、前記開口部及び噴出孔の夫々が配置されている集塵装置。

特許第5337001号「集塵用フィルタ、それを備えた集塵装置、及び、集塵用フィルタの製造方法」

【請求項�】筒状に形成された濾布が、織布からなる基布層と、当該基布層の

少なくとも濾過表面側に結合された不織布からなるフィルタ層とを積層して構

成され、前記濾布の濾過表面側から濾過裏面側に含塵空気を通過させて濾過を

行い、且つ、前記濾布の前記濾過裏面側から前記濾過表面側に逆流気流を通過

させて、捕集された塵埃の払落しを行うように構成されている集塵用フィルタ

であって、前記基布層は、帯状に織られた織布を螺旋状に巻いて筒状に形成し

て縫合することにより形成され、前記基布層の織布を構成する経糸と緯糸との

一方及び他方が、前記筒状に形成された濾布の筒周方向に対して傾斜して配設

されている集塵用フィルタ。
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特許第5388103号「集塵機の運転方法」

【請求項�】含塵空気を濾過するフィルタの濾過面に付着したダストを、フィル

タの濾過面の裏面側に向けて噴出される圧力気体で払い落とすようにした集塵機

の運転方法において、圧力気体の供給源に接続される一のヘッダタンクに、複数

の開閉弁を配設し、該開閉弁を選択的に開放することにより前記ヘッダタンク内

に貯留されている圧力気体を各開閉弁を介してインジェクターチューブに向けて

噴出させるに際して、開放する開閉弁の選択と、前記圧力気体の噴出力及び圧損

の値と関係なく所定時間ごとに払い落としを行う圧力気体の噴出周期とを、予め

設定したパターンで変化させるに当たり、一のヘッダタンクに配設した複数の開

閉弁のうち同時に開放する開閉弁の数を変化させることによって圧力気体の噴出

力を変化させるとともに、同時に開放する開閉弁の数に対応して、開放する開閉

弁の数が多くなるに従って圧力気体の前記噴出周期が長くなるように設定するよ

うにした同時に開放する開閉弁の数を異ならせた複数のタイプ及び各タイプを実

行する順序をパターンとして予め設定しておき、前記所定時間ごとに前記パター

ンにより払い落としを行うことを特徴とする集塵機の運転方法。

特許第5446010号「集塵装置」

【請求項�】含塵空気が導入される導入口が形成された有底の上下筒状のダクト室と、

前記含塵空気を濾過するフィルタを配設したフィルタ室とが、複数の貫通孔が形成さ

れた平板状の整流板を介在させた状態で側方に隣接して配置され、前記複数の貫通孔

を通じて前記ダクト室から前記フィルタ室に通流した前記含塵空気を前記フィルタに

より濾過して、濾過により得られた清浄空気を前記フィルタ室内から排出する集塵装

置において、前記導入口が前記ダクト室の上側に配設されて、前記含塵空気が、前記

ダクト室内の上部から下部に向かって前記整流板に沿う方向に導入されるとともに、

前記複数の貫通孔を通じて前記ダクト室から前記フィルタ室に向かって側方に通流さ

れる構成で、前記整流板の正面視で、前記整流板の平面部分において水平方向におけ

る中央部に、前記複数の貫通孔を有さない無孔部帯が上下方向に沿って形成されると

ともに、前記整流板の平面部分における当該無孔部帯の両側方に、前記複数の貫通孔

を有する有孔部帯が上下方向に沿って形成され、前記整流板の正面視で、前記フィル

タ室内において前記フィルタが配設されるフィルタ配設部の少なくとも一部が、前記

整流板の平面部分に形成された前記有孔部帯と重なる位置に配設されている集塵装置。

【空調・冷熱事業部（空調）】

特許第5268857号「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であって、圧縮機、凝縮

器、第�膨張部、前記冷却用熱交換器としての第�蒸発器の

順に冷媒を循環させる第�冷凍サイクルを備えるとともに、

前記第�冷凍サイクルにおいて、前記冷媒を前記凝縮器と前

記第�膨張部との間から分岐させて、前記第�膨張部及び前

記第�蒸発器に対して並列に設けられた第�膨張部及び前記

温調対象流体とは別の第�別温調対象流体を温調する第�蒸

発器を通流させ、前記第�蒸発器と前記圧縮機との間に戻す

第�冷凍サイクルを備え、前記冷媒を前記圧縮機と前記凝縮

器との間から分岐させて、前記温調対象流体を加熱する前記

加熱用熱交換器に通流させ、前記第�冷凍サイクルにおける前記第�膨張部と前記第�蒸発器との間に戻す第�分岐

路と、前記冷媒を前記圧縮機と前記凝縮器との間から分岐させて、前記第�冷凍サイクルにおける前記第�膨張部と

前記第�蒸発器との間に戻す第�分岐路と、前記冷媒を前記圧縮機と前記凝縮器との間から分岐させて、前記温調対

象流体とは別の第�別温調対象流体を温調する温調部を通流させ、前記第�冷凍サイクルにおける前記第�膨張部と

前記第�蒸発器との間に戻す第�分岐路と、を備え、前記第�冷凍サイクルにおいて当該第�冷凍サイクルを通流す

る冷媒の流量を調整する第�流量調整部と、前記第�分岐路において当該第�分岐路を通流する冷媒の流量を調整す

る第�流量調整部と、前記第�分岐路において当該第�分岐路を通流する冷媒の流量を調整する第�流量調整部と、

を設け、前記第�流量調整部、前記第�流量調整部、前記第�流量調整部を通流する前記冷媒に関し、少なくとも通

流を断続させることが可能な制御手段を備えた温度調整装置。
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特許第5385869号「温度調整システムおよび温度調整方法」

【請求項�】検出光の通路である光路を備えた光学機器と、前記

光学機器が収容されるブースと、前記光路を囲繞するカバーと、

前記ブース内で前記カバー外の温度をブース内温度として検出す

るブース内温度検出手段と、前記カバー内の温度をカバー内温度

として検出するカバー内温度検出手段と、前記ブース内に温調空

気を通流させ当該温調空気の温度を調整可能な第�温度調整手段

と、前記ブース内温度を制御対象温度として当該制御対象温度が

設定温度になるように前記第�温度調整手段の運転を制御する制

御手段とを備えた温度調整システムであって、前記制御手段が、

前記カバー内温度の前記設定温度に対する温度差が所定の基準値

以上となる状態を温度乖離状態として判定し、当該温度乖離状態では前記制御対象温度を前記ブース内温度から前記

カバー内温度に切り替えるように構成されている温度調整システム。

特許第5488444号「輻射温調装置」

【請求項�】ブース内に配設された輻射パネル内に流体を循環供給

して前記ブース内を輻射温調する輻射温調手段と、前記輻射温調手

段の運転を制御する制御手段とを備えた輻射温調装置であって、前

記ブースが、天井部と側壁部とを備えて構成され、前記ブース内の

空気を前記輻射パネルの外表面に送風する送風手段を、前記ブース

内に配設し、板状の前記輻射パネルが、前記側壁部に沿って配設さ

れるとともに、前記送風手段が前記輻射パネルと前記側壁部との間

に配設され、前記輻射温調手段の起動運転において、前記制御手段

が、前記輻射温調手段を働かせて前記ブース内を輻射温調するとと

もに、前記送風手段を働かせて、前記送風手段により送風される空気を前記輻射パネルの外表面に吹付けて、当該空

気と前記輻射パネル内の流体との間で熱交換させ、当該空気の対流により前記ブース内を温調する輻射温調装置。

【建材事業部】

特許第5255357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、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、弾性係止部材をキッカーの

移動により揺動させた後にキッカーが移動することを防止する停止

部材を配設し、キッカーに形成した係止端が当接する停止部材の当接面から弾性係止部材までの距離を、キッカーに

形成した弾性係止部材に当接する当接端から前記係止端までの距離よりも短く設定し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。

【㈱イズミフードマシナリ】

特許第5294264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

により送られた粉体を排出溝に設けた排出口から吸引して排出する吸引ノズルと、排出

口に粉体を導くために排出溝に突出した切出爪とを備え、攪拌ブレードに、切出爪の通

過を許容するスリットを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5294284号「ミキシングノズルを備えた粉体供給装置」

【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

により送られた粉体を排出溝に設けた排出口から吸引して排出する吸引ノズルと、該吸

引ノズルに接続された粉体供給管から供給される粉体を溶媒と混合するミキシングノズ

ルとを備え、該ミキシングノズルにおいて混合した混合液を溶解装置に供給する粉体供

給装置において、排出溝から排出口に粉体を導くために排出溝に突出するように切出爪

を設け、攪拌ブレードが切出爪の突出位置を通過するときに、切出爪を後退させる進退

機構を備えるとともに、ミキシングノズルを、粉体供給管の端部を粉体供給管よりも大

径に形成し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しな

がら、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ミキシングノズルを備えた粉体供給装置。

特許第5297395号「液滴径予測方法及び液滴径予測シミュレータ」

【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

バルブシートとを備えて構成されるとともに、前記ディスクバルブと前記バ

ルブシートとの対向壁面間に径方向に放射状に延びる乳化処理路が形成さ

れ、前記乳化処理路には前記対向壁面同士が平行な隙間平行部が前記ディス

クバルブの中心軸に対して径方向に第�距離の位置から第�距離の位置にま

で形成される均質バルブ機構において、前記均質バルブ機構の前記乳化処理

路に、分散相と連続相とを含む乳化前エマルションを通過させ、乳化された

乳化後エマルション中の分散相の液滴径を予測する液滴径予測方法であっ

て、前記隙間平行部を形成する前記対向壁面におけるせん断応力の代表値で

ある壁面せん断応力の平均値 τave、前記乳化処理路通過時の圧力損失から算

出される前記隙間平行部における前記対向壁面間の有効間隔 δ、前記乳化前

エマルション中の分散相と連続相との界面の界面張力 γ、前記乳化前エマル

ション中の分散相の液滴径 dbeforeに基づいて、前記乳化後エマルション中

の分散相の液滴径を、液滴径 dthe＝（kγ/（τaveδ））1/m・dbefore（ただし、k，

mは定数）として予測する液滴径予測方法。

特許第5341609号「送液システム」

【請求項�】溶存ガスを含む処理対象液を、昇圧するとともに昇

温する第一処理機構と、前記第一処理機構により処理済みの昇

圧・昇温状態にある処理対象液を、降温する第二処理機構と、前

記第二処理機構により処理された処理対象液を減圧する弁機構

と、前記弁機構にて減圧された処理対象液を受入れる気液分離液

体サイクロンと、前記気液分離液体サイクロンから送り出される

液体分を主とする第一成分と気体分を主とする第二成分との両方

を受入れる気液分離タンクとを備え、前記気液分離タンクから当

該気液分離タンク内の液体分を常圧に戻して取り出す構成にして

ある送液システム。

特許第5360902号「粒子の研磨方法及び粒子の研磨システム」

【請求項�】研磨装置の回転翼を回転させて、吸入部から導入室に吸入

した液体及び該液体に非溶解性の粒子を、導入室から絞り流路を通過さ

せるとともに、回転翼により攪拌して、吐出部から液体に粒子を分散さ

せた分散液を吐出させ、該吐出部から吐出された分散液の少なくとも一

部を循環流路を介して前記吸入部に循環させ、分散液に回転翼の回転に

よる剪断力及び遠心力を作用させるとともに、分散液が絞り流路を通過

する際にキャビテーション現象を発生させることによって、分散液中の

粒子の表面を研磨することを特徴とする粒子の研磨方法。
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特許第5368836号「循環加熱式の抽出装置と抽出方法」

【請求項�】抽出原料に処理液を注いで前記抽出原料から抽出される抽

出成分を含む抽出液を生成する抽出器本体と、その抽出器本体から排出

される抽出液を加熱する加熱装置を備え、前記抽出器本体と前記加熱装

置が互いに接続されて、前記抽出器本体から排出される抽出液を前記加

熱装置により加熱して前記抽出器本体に循環させる密閉式の循環経路が

形成されるとともに、その循環経路内に加圧用流体を圧入して当該経路

内を加圧可能な加圧装置が設けられ、前記抽出器本体から排出される抽

出液を前記加熱装置により加熱して前記抽出器本体に循環させる循環加

熱運転を行うに、前記加圧装置を作動させて、前記循環経路内における

前記処理液の飽和蒸気圧より高い圧力に前記循環経路内を加圧する制御

手段を備え、前記制御手段が、前記循環加熱運転の開始時に、前記処理

液の最高抽出温度における飽和蒸気圧より高い圧力に前記循環経路内を

加圧するように構成されている循環加熱式の抽出装置。

特許第5397914号「冷菓製造装置」

【請求項�】基端側に冷菓原料が供給される原料供給ヘッダを、

先端側に冷菓を排出する冷菓排出口を形成した冷菓排出ヘッダを

それぞれ設けたシリンダと、該シリンダの外表面を冷却する冷却

手段と、前記シリンダ内で回転駆動することにより、シリンダの

内表面に氷着する冷菓原料を掻き取りながら攪拌する攪拌手段と

を備えてなる冷菓製造装置において、冷菓排出ヘッダが、前記冷

菓排出口を形成した円筒形状の円筒体と、その先端側を覆う端面

板を有して形成され、前記冷菓排出口が、該冷菓排出口の先端側

の側縁を規定する前記端面板の内平面を包含する面と、冷菓排出

口の前記攪拌手段の回転方向に対する上流側の縁を規定する前記

円筒体の内周面の接線を包含する面とによって規定される形状で、前記円筒体の内周面の最低位置を含み、かつ、前

記接線の内周面との接点から前記攪拌手段の回転方向で水平又は下方に向けて開口するように形成され、前記冷菓排

出口の開口方向に連続するように冷菓排出管が接続されてなることを特徴とする冷菓製造装置。

特許第5472993号「分散装置及び分散方法」

【請求項�】分散媒に分散質を分散させるための複数の攪拌翼及び絞

り流路を有する筒状のステータを備えた攪拌ポンプと、該攪拌ポンプ

に液体状の分散媒を供給する液体供給手段及び粉体状の分散質を供給

する粉体供給手段と、攪拌ポンプから排出された分散液が導入される

タンクと、該タンクに導入された分散液を攪拌ポンプに還流させる還

流経路と、該タンクの内部を選択的に大気圧状態と減圧状態にする圧

力調節手段とを備え、さらに、�次分散工程として、液体供給手段及

び粉体供給手段からの液体状の分散媒及び粉体状の分散質を供給しな

がら、タンクの内部を圧力調節手段によって大気圧状態にして攪拌ポ

ンプを運転するとともに、�次分散工程として、液体供給手段及び粉

体供給手段からの液体状の分散媒及び粉体状の分散質の供給を停止す

るとともに、閉止手段によって粉体供給手段から気体が吸い込まれる

ことを防止し、タンクの内部を圧力調節手段によって減圧状態にして攪拌ポンプを運転する制御手段を備えたことを

特徴とする分散装置。
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