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明 細 苫

蒸発脱水装置

技術分野

０００1 本発明は蒸発脱水を伴ぅ濃縮及び乾燥プロセスの省ェネルギー化に関し、より詳

細には、水蒸気を圧縮して凝縮潜熱 (気化熱)を回収利用する蒸発脱水装置に関す

る。

背景技術

０００2 濃縮や乾燥などの蒸発脱水は、水の蒸発潜熱が大き v ００でで2258 J gに
とに起因して、ェネルギーを多呈に消費し、逆伝コストが高いと吉ぅ問題がある。

これを解決するために、蒸発脱水過程で生じた水蒸気を昇圧して飽和温度を高め

、被乾燥物と熱交換して凝縮させ、この潜熱を回収利用して、引き続く蒸発脱水に利

用する技術が存在する。係る技術は、水蒸気を圧縮 (co ess o )して凝縮 (co d

e sa o )することから、木明細菩では、「 CC ( a o Co ess o a d Co d

e sa o ) 」或いは「 CC技術」と表記する。

０００3 CCは、原理的には、蒸発脱水を伴ぅプロセスに広く適用でき、大きな省ェネルギ

ー効果を発揮するものであるが、従来の技術は、熱交換の容易な溶液等の濃縮に限

られており、乾燥にっいての実用例は見られない。また、 CCは公知の技術である

が、広く知られているとは言い難く、技術の詳細を記述した資料も少ないのが実情で

ある。

０００4 図 8の CC技術は、粒状物質の乾燥を目的とし、螺旋オーガー形状の熱交換器

を用いて連続処理を行ぅ蒸発装置である (特許文献 参照 )。

図 8の乾燥器は3木の管2００ 2０2 ０4から成り、乾燥器内部は外気から遮断さ

れている。

この様な気密性の乾燥器では、乾燥器内部の圧力が大気圧と典なるため、内部圧

力が大気圧以上の場合は蒸気の噴出を防ぎ、内部圧力が大気圧以下の場合は空

気の侵入を防止する構造が必要となる。

０００5 図 8では、乾燥器2００ 2０2 ０4の出入口に特別のシール装置232 2０6 23



4、242 46等を用いて、中間室23０と中間室24０の内部を液体リングポン 236

で真空引きする構造を示している。

しかし、その様な出入口の空気侵入防止構造は複雑であり、且つ、製造コストの高

騰を招いてしまぅ。

さらに、被乾燥物が付着性を有する場合は、付着した被乾燥物が螺旋オーガーと

供回りを起こしてしまぅので、被乾燥物の搬送と、被乾燥物への伝熱 (熱交換)が不可

飴になることも予想される。

０００6 それに加えて、図 8で示す蒸発装置では、被乾燥物である粒状物質が、螺旋オー

ガーによって押圧されて管2００ 2０2 ０4を移動するので、粒状物質が管2００ ０

2、2０4を移動するのに必要な時間は比較的短い。

そのため、被乾燥物が粒状物質ではなく、水分率が比較的高い流動体や液体の

場合には、十分な蒸発脱水がされていない状態で、被乾燥物が出口から排出されて

しまぅ、といぅ問題が存在する。

そして、十分な蒸発脱水がされていない被乾燥物が排出されてしまぅと、出口近傍

を汚染して、作業環境が若しく劣化してしまぅ。

さらに、被乾燥物が付着性を有する場合は、付着した被乾燥物が螺旋オーガーと

供回りを起こしてしまぅので、被乾燥物の搬送と、被乾燥物への伝執 「執交換)が不可

能になることも予想される。

０００7 その他の従来技術として、例えば、気密構造の乾燥容器の回伝撹件式水蒸気凝

縮器が提案されている (例えば、特許文献2参照 )。

係る従来技術 (特許文献2)の乾燥容器は気密構造であり、乾燥容器内部の圧力

は、成り行きとして大気圧以下の真空状態で逆伝される。

しかし、被乾燥物の排出に際して、空気が浸入してしまぅといぅ上述の問題点を解

消することは出来ない。そのため、バッチ (回分)処理を前提としている。

また、被乾燥物が乾燥容器内を移動することに関する上述した問題点を解消するこ

とは出来ない。

特許文献 特開昭58 58485号公報

特許文献2 :特許第368 ０49号公報



発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００8 本発明は上述した従来技術の問題点に鑑みて提案されたものであり、外気浸入防

止機構を簡略化でき、効率良い熱交換が可能であり、逆伝時のェネルギー消費呈を

抑制することが出来る蒸発脱水装置の提供を目的としている。

また本発明は、乾燥容器内で被乾燥物を十分に蒸発脱水する事が出来て、効率

良い熱交換が可能であり、逆伝時のェネルギー消費呈を抑制することが出来る蒸発

脱水装置の提供を目的としている。

課題を解決するための手段

０００9 本発明の蒸発脱水装置 ( ００) は、乾燥容器 ( ) と、水蒸気圧縮機 (2) と、乾燥容

器 ( ) の内容物と熱交換を行ぅ水蒸気凝縮器 (3) と、これ等の機器 ( 、2、3)を速通

する水蒸気ライン( a ０ ) と、乾燥容器 ( ) の内容物を排出する排出機構 (4０

) とを有し、水蒸気圧縮機 (2) にょり水蒸気を昇圧して飽和温度を高め、昇圧された

脱水に利用する蒸発脱水装置において、前記排出機構 (4０) は乾燥容器 ( ) と速通

するシリンダ (4 ) と、乾燥容器 ( ) 内から出口 を経由してシリンダ内 (4 ) に移

動した被乾燥物をシリンダ出口 (4 )側に押圧するピストン(42) と、シリンダ出口 (4

) に設けられた逆止弁 (43) とを有することを特徴としている (請求項 )

００1０ 本発明において、前記シリンダ (4 ) は2重壁構造となっており、水蒸気圧縮機 (2)

の吐出口に速通する水蒸気ライン( )を介して、シリンダ (4 ) の外壁 (4 a ) と内壁

(4 b) との間の空間 (4 s ) に水蒸気圧縮機 (2)で昇圧された水蒸気を供給するのが

好ま (請求項2

そして、水蒸気圧縮機 (2)で昇圧されて、シリンダ (4 ) の外壁 (4 a ) と内壁 (4 b)

との間の空間 (4 5 ) に供給された (昇圧された)水蒸気は、水蒸気凝縮器 (3) に供給

されるのが好ましい。

但し、前記シリンダ (4 ) の隔壁 (4 )を一重壁で構成することも可能である。

００11 また、前記排出機構 (4０) において、乾燥容器 ( ) の出口 ( ) に被乾燥物の切断

手段 (エッジ5０)を設けることが好ま (請求項3)



００12 係る構成において、例えば前記回伝子 (3a )は、回伝軸 (325) と同軸に配置され

た中央の中空管 (例えば、鋼管 :胴部32a) と、中央の中空管 (32a) の半径方向外方

に配置され且つ中央の中空管 (32a) と平行に配置された複数の中空管 (チューブ3

a) とを有し、複数の中空管 (3 a)は円周方向に等間隔に配置されており、複数の

中空管 (3 )の各々は中空の連通管 (3 ) により中央の中空管 (32a) に支持されて

或いは、係る回伝子 (3a )において、中央の中空管 (32a) を省略することが可能

である。

００13 本発明において、前記逆止弁 (43) は弾性体 (43a 43b) で構成されており、常閉

に構成されているのが好ま 、(請求項4)

００14 本発明において、水蒸気圧縮機 (2)から水蒸気凝縮器 (3) の出口に至る何れかの

位置 (例えば、ザブ凝縮器3b) と、乾燥容器 ( )の排出系統および吸入系統に設け

００15 本発明の蒸発脱水装置 ( ００) は、乾燥容器 ( ) と、水蒸気圧縮機 (2) と、乾燥容

器 ( )の内容物と熱交換を行ぅ水蒸気凝縮器 (メイン凝縮器3、3a ０3a 2０3a、3

０3a 4０3a) と、これ等の機器 ( 、2、3)を速通する水蒸気ライン( a ０ ) とを

有し、水蒸気圧縮機 (2) により水蒸気を昇圧して飽和温度を高め、昇圧された水蒸

気の凝縮潜熱を乾燥容器 ( ) 内の被乾燥物と熱交換して被乾燥物の蒸発脱水に利

用する蒸発脱水装置において、前記水蒸気凝縮器 (メイン凝縮器3、3a ０3a 2０

3a 3０3a 4０3a) は平行に延在した複数 (例えば、2本で 対 )の中空回伝体 (ュニ

ット3a )を備え、該複数の中空回伝体 (ュニット3a )は相互に接触することなく回伝

する様に配置されていることを特徴としている (請求項5)

前記中空回伝体 (3a )は、例えば鋼管、ステンレス管、チタン管、アルミニウム管、

セラミックス管等で構成されるのが好ま 、。

００16 本発明において、水蒸気発生手段 (水蒸気ポイラー7)を設けることが好ま 、。

或いは、水蒸気発生手段 (水蒸気ポイラー7)を設けることに代えて、乾燥容器 ( )

内に加熱装置 (例えば、電気式のヒータ)を設け、その加熱装置により乾燥容器 ( )

内に投入された被乾燥物を加熱して、水蒸気を発生させることが出来る。



００17 本発明において、前記回転体 ( ０3a ) は、円筒形状であるのが好ましい(請求項6

００18 そして、前記回転体 (2０3a )の表面には、突起 ( )が形成されているのが好まし

い(請求項7

ここで、当該突起 ( )は中空円筒形状の回転体表面全体に点在していても良いし

、畝 (ビード)状に形成されていても良い。或いは、断続的な突起をビード状に配置し

ても良い。さらに、連続したビード或いは断続的なビードとして形成されている突起は

、円筒形の中心軸と平行に、長手方向へ延在していても良い。或いは、螺旋状に延

００19 また本発明において、前記回伝体 (3０3a )は、断面の輪郭が山部 ( ) と谷部 ( )

で形成されているのが好ましい(請求項8)

ここで、山部の頂点 ( )と谷部の底部 ( )とを、湾曲させて形成することが可能

である。

００2０ さらに本発明において、前記回伝体 (4０3a )は、断面の輪郭が凹曲線を主体に形

成された兄形であるのが好ましい(請求項9)

００2 1 本発明において、前記水蒸気凝縮器 (3) は、複数の回伝体 (いわゆる「リス籠」状の

回伝体3a )を平行に配置して構成し、該回伝体 (3a )は中空管 (例えば鋼管、ステ

ンレス管、チタン管、アルミニウム管、セラミックス管等)で構成されており、並列に且

つ回伝体 (3a )同上が干渉しない様に交差しつつ回伝する様に配置して構成し、前

記回伝体 (3a )は、複数の直線状の中空管 (チューブ3 a 例えば、鋼管、ステンレ

ス管、チタン管、アルミニウム管、セラミックス管等)で構成されており、該直線状の中

空管 (3 a) は、各々が回伝軸 (全体がいわゆる「リス籠」状に構成された回伝体の中

心軸325) と平行に配置され、回伝軸 (3 25) の半径方向外方で且つ円周方向へ等

間隔に配置されており、該直線状の中空管 (3 a) の各々は中空の連通管 (33) によ

り回伝軸 (3 2S) に設けられた通路 ( 32e )に速通されて (全体がいわゆる「リス籠」

状に構成されて)いるのが好ましい(請求項 ０)

００22 係る構成 (請求項 ０の回伝体 ) において、例えば前記回伝体 (3a )は、回伝軸 (3

25) と同軸に配置された中央の中空管 (例えば、鋼管 :胴部32a) と、中央の中空管 (



32a) の半径方向外方に配置され且つ中央の中空管 (32a) と平行に配置された複数

の中空管 (チューブ3 a) とを有し、複数の中空管 (3 a) は円周方向に等間隔に配

置されており、複数の中空管 (3 a)の各々は中空の連通管 (33) により中央の中空

管 (32a) に支持されているのが好ま 、。

或いは、係る回伝体 (3a )において、中央の中空管 (32a) を省略することが可能

である。

００23 本発明において、前記水蒸気凝縮器 (3) ほ、複数段 (メイン凝縮器3a、サブ凝縮器

3b)を直列に配列して構成されており、最終段の水蒸気凝縮器 (ザブ凝縮器3b) に

速通する不凝縮性ガスの排出弁 (5) を設けるのが好ま 、。

より詳細には、最終段の水蒸気凝縮器 (ザブ凝縮器3b) に速通する不凝縮性ガス

排出用の接続 口 (3b )とライン(不凝縮性ガス排出管27) を設け、該ライン(不凝縮

性ガス排出管27) に不凝縮性ガスの排出弁 (5) を介装するのが好ま 、。

００24 本発明において、不凝縮性ガス排出用のライン(不凝縮性ガス排出管27) を流れる

気体 (不凝縮性ガスと水蒸気との混合気 )を、被乾燥物 (6) に熱交換させて予熱 (し

て熱回収 )するよぅに構成するのが好ま 、。

発明の効果

００25 上述したよぅな構成を具備する本発明 (請求項 の発明) によれば、乾燥容器 ( )の

出口 を経由してシリンダ (4 ) 内に移動した被乾燥物をシリンダ出口 (4 )側に

押圧するピストン(42) と、シリンダ出口 (4 ) に設けられた逆止弁 (43) とを有してい

るので、乾燥容器 (1) の出口 ( 1 )から排出された被乾燥物は、外気から遮断された

シリンダ内部 (4 )の空間に押し出されるので、出口 ( 1 )から乾燥容器 (1) 内に外気

(空気 ) が浸入する事がない。

また、逆止弁 (43) により、シリンダ出口 (4 )から外気 (空気 ) が浸入することも防

止される。

００26 該逆止弁 (43) を弾性体 (43a 43b) で常閉に構成すれば (請求項4) 、被乾燥物

が一定最以上溜まると、ピストン(42) により押圧された被乾燥物は、シリンダ出口 (4

)側に設けられた逆止弁 (43) における弾性体 (43a 43b) の反発力に抗して、弾

性体同上を押し広げるよぅにしてシリンダ (4 )外に排出される。



その際に、逆止弁 (43) の弾性体 (43a 43b) は、その弾性反発力により被乾燥物

に押し付けられた状態を保つので、逆止弁 (43) から空気が浸入することが防止され

る。

００27 ここで、本発明の蒸発脱水装置の連伝に際して、逆伝初期には液体材料が乾燥容

器 ( ) に充満してしまぅ事態も想定される。さらに、汚泥の様に、乾燥に至る前の段階

で粘桐物となるものを処理するべき場合が存在する。そのため、 CC蒸発脱水装置

の排出機構でほ、液体、粘桐体、固体等を排出可能であることが要求される。

これに対して、本発明によれば、ピストン(42) により被乾燥物をシリンダ出口 (4 )

側に押圧してシリンダ内で移動せしめているので、液体、粘桐体、固体に拘らず、乾

燥容器 (1) の出口 )から押し出された被乾燥物をシリンダ出口 (4 )側へ確実に

移動させる事が出来る。

００28 また本発明において、前記シリンダ (4 )を2重壁構造とせしめ、水蒸気圧縮機 (2)

の吐出口 (2 ) に速通する水蒸気ライン( )を介して、シリンダ (4 )の外壁 (4 a) と

内壁 (4 b) との間の空間 (4 s ) に水蒸気圧縮機 (2)で昇圧された水蒸気を供給する

様に構成すれば (請求項2) 、乾燥容器 (1) から出口 ( 1 )を介して前記シリンダ (4 )

に供給された被乾燥物は、シリンダ (4 ) 内を通過する際に、水蒸気圧縮機 (2)で昇

圧された水蒸気が保有する顕熱及び潜熱がシリンダ内 (4 ) の被乾燥物に供給され

るので、当該被乾燥物を加熱、乾燥することが出来る。

そのため、被乾燥物が固体であっても、シリンダ (4 ) 内を迫加する際に、迫加的に

加熱され、乾燥されるのである。

００29 さらに本発明において、乾燥容器 (1) の出口 ( 1 ) に被乾燥物の切断手段 (ェッジ5

０)を設ければ (請求項3) 、乾燥して硬化した被乾燥物を、乾燥容器 (1) から押し出さ

れた際に切断手段 (5０) により細断することが出来るので、シリンダ内 (4 )を移動し

易く、且つ、逆止弁 (43) の弾性体問を通過し易くすることが出来る。

００3０ 本発明 (請求項5の発明) によれば、水蒸気凝縮器 (メイン凝縮器3、3a ０3a 2０

3a 3０3a 4０3a) は平行に延在した複数の中空回伝体 (ュニット3a ０3a 2０3

a 3０3a 4０3a )を備え、該複数の中空回転体 (ュニット3a ０3a 2０3a

3０3a ０3a )は相互に接触することなく回伝する様に配置されており、被乾燥物



を中空回伝体の長手方向 (軸方向) に搬迭する機構はついていない。

乾燥容器 内のユ二外間に被乾燥物か投入されると、投入された被乾燥物は、複

数の (例えは 対の) 回伝体 (ユニノト3a 、 ０3a 、2０3a 、3０3a 、4０3a )の回

伝による撹件作用を受け、流動化して、回伝体 (ユニノト3a ０3a 2０3a 3０3

a ０3a )の長手方向 (軸方向) に移動する。乾燥容器 ( ) 内の回伝体 (ユニノト3

a ０3a 、2０3a 、3０3a 、4０3a )間に投入された被乾燥物は、被乾燥物の水

分か丞発して容積か減少している排出機構 (4０)側に溢れ出す様に、乾燥容器 ( )

内を移動する。

００3 1 中空の回伝体 (ユニノト3a 、 ０3a 2０3a 、3０3a 4０3a )はスクリューの様

な構造は採用しておらす、被乾燥物を排出機構 (4０)側へ積極的に押圧する構造を

有しておらす、投入された被乾燥物か、排出機構 (4０)側に溢れ出す様に乾燥容器

( ) 内を移動する。そのため、被乾燥物か乾燥容器 ( ) 内を移動する速度か極めて

低速てあり、被乾燥物か排出機構 (4０) 近傍まて移動する間に、水丞気の潜熱及ひ

顕熱により長時間に丘って加熱され、水分か十分に丞発する。従って、十分に丞発

脱水されていない被乾燥物 (特に被体 ) か排出機構 (4０)から排出されてしまぅ事態

か防止されるのてある。

００32 本発明 (請大項5の発明) によれは、投入された被乾燥物か、乾燥容器 内を溢れ

出る様に移動するのて、被乾燥物か投入されてから排出されるまての時間は、被乾

燥物の投入呈により決定される。そして、被乾燥物の投入呈を制御する事により、被

乾燥物か投入されてから排出されるまての時間を燗節する事かてきる。

００33 本発明ては、上述した適り、排出機構 (4０)側へ積極的に押圧しないのて、回伝体

(ユニノト3a ０3a 2０3a 3０3a 4０3a )をスクリュー状や螺旋状オーカー

形状に加工する必要か無い。

スクリュー状や螺旋状オーカー形状に加工することは比較的離しい機械加工てあり

、その様な難しい機械加工を必要としない本発明の丞発脱水装置は、製造コストを

低く抑えることかてきる。

００34 本発明において、前記回伝体 (4０3a )の断面を、輪郭か凹曲線を主体に形成さ

れた兄形にすれは (請大項 ) 、一対の回伝体 (4０3a )間に被乾燥物か扶まったと



しても、当核被乾燥物は兄型の突起部分 (半径方向外方へ突出した部分) に挟まれ

た状態てあり、当核突起部分は細いのて、被乾燥物は容易に掻き出され、挟まれた

状態から脱出する事か出来る。

すなわち、前記回伝体 (4０3a )の断面の輪郭か凹曲線を主体に形成された兄形

てあれは、一対の回伝体 (4０3a )間に被乾燥物か噛み込んてしまぅことにより、いわ

ゆる「甜まった」状態となってしまぅことか防止される。

００35 本発明において、前記水丞気凝縮器 (3 3a) を、複数の回伝体 (3a )を平行に配

置して構成し、核回伝体 (3a )は中空管て構成し、並列に且つ回伝体 (3a )同上か

干渉しない様に交差しつつ回伝する様に配置して、前記回伝体 (3a )を複数の直

線状の中空管 (3 a ) て構成し、核直線状の中空管 (3 a ) の各々を回伝軸 (3 2S) と

平行に配置し、回伝軸 (3 25) の半径方向外方て且つ円周方向へ等間隔に配置して

、核直線状の中空管 (3 a ) の各々を中空の連通管 (33) により回伝軸 (3 25) に設け

られた通路 (3 2e )に速通すれは (請求項 ０) 、被乾燥物の輸迭よりも、撹件と、内

部を流れる水丞気の気化熱との熱交換に適した構造となる。それに加えて、ェネル

キー効率の観点から、水丞気凝縮器 (3 3a) の回伝数を最適化することか可能にな

る。

００36 また、中空管 (3 a ) の総延長を長くすることかてきるため、伝熱面積を大きくして、

凝縮潜熱を確実に被乾燥物へ投入することか出来る。その結果、被乾燥物からの水

分除去を、高含水の被体状態から乾燥した固体状態まて乾燥機内て行ぅことも可能

てある。

００37 さらに、多軸式て相互の中空管 (3 a ) か接触することなく噛み合ぅ構造てあるため、

被乾燥物か凝縮器 (3a) 表面へ付着して堆積する呈を減少することか出来る。それに

より、水丞気凝縮器 (3a) と被乾燥物との相対的な位置か変化しなくなってしまぅ状態

、いわゆる「供回り」を回避して、熱交換能力の低下を防止する効果をも奏する。

発明を実施するための最良の形態

００38 以下、添付図面を参照して、本発明の実施形態について説明する。

先す、図 に某ついて、本発明の第 実施形態を説明する。

図 において、全体を符号 ００て示す丞発脱水装置は、断熱した密閉構造の乾燥



容器 と、水蒸気等の気体を圧縮する圧縮機2と、乾燥容器 内の被乾燥物6に水蒸

気が保有する凝縮潜熱を投入する水蒸気凝縮器 (凝縮器) 3と、水蒸気ポイラー7と

を装備している。

凝縮器3において、保有する熱呈 (凝縮潜熱及び顕熱)を被乾燥物6に対して投入

した水蒸気は、凝縮して温水 (ドレン、液相 ) となる。

００39 乾燥容器 には、被乾燥物6を容器 内に投入する被乾燥物投入口 (投入口) 8と、

乾燥した乾燥物を排出する乾燥物排出口 (排出口) 9とが形成されている。排出口9

の下方には、乾燥物運搬用のコンテナ9０が配置されている。

なお、投入口 (ホッパ一) 8内の供給機構 4は、回伝容積型の一軸偏心ネジポンプ

(例えば、いわゆる「モ一ノポンプ」)で構成している。ここで、供給機構 4の回伝数を

制御することにより、排出機構4０から排出される乾燥物の水分呈が調節出来る。

００4０ 詳細は後述するが、凝縮器3の胴部両端に回伝軸32 (図9の32S 32S 参照 )

図 において、回伝軸32の両端には、回伝シール 8が設けられている。回伝シー

ル 8は、水蒸気や凝縮水 (メイン凝縮器3aで凝縮した凝縮水 )を流過させることが出

来る。図 のシヤフト32右琳における回伝シール 8は、間接的に、吐出配管 と接

続されている。また、図 のシヤフト32左端における回伝シール 8は、ザブ凝縮器3b

の流入口3b止接続されている。

また、シヤフト3 2左端では、チェーン8 、プ一リ を介して、電動機 3の回伝が伝

達されるよぅに構成されている。

００4 1 乾燥容器 と圧縮機2とは、吸入配管 (圧縮機2の吸入側2 に速通する配管 ) と、

吐出配管 (圧縮機2の吐出側2 に速通するライン) とにより、接続されている。

吸入配管 ０は、ライン ０a ０bより構成されている。ライン ０aは流呈制御弁24を

介装しており、その一端は乾燥容器 に接続され、他端はミキザ (気液分離手段と

して構成されている) に接続されている。ライン ０bは、一端がミキザ 7に接続され、

他端が圧縮機2の吸入側2 に接続されている。

００42 吐出配管 ほ、ライン a bより構成されている。ライン aの一端は圧縮機2

の吐出側2 に接続され、他端 (分岐点 ) はライン bの一端に接続されている。ライ



ン bの他端は、排出機構4０のシリンダ4 (図3参照 )側に接続されている。ここで、

排出機構4０は、凝縮器3の図 における右端に設けられている。

分岐点 では、ライン aからバイパスライン が分岐し、バイパスライン はバ

イパス弁2 を介装しており、且つ、バイパスライン eは凝縮器3と速通している。

００43 凝縮器3には、凝縮水排出ライン28 (排出ライン28) の一端が接続されており、排

出ライン2 は、凝縮器3の底部に溜まった凝縮水を排出するために設けられている。

排出ライン28の途中にほ、蒸気トラッ が介装されている。排出ライン28の他拙

は、投入口8に設けた熱交換器 9に接続されている。凝縮水トラッ によって、乾

燥に利用可能な水蒸気が排出ライン2 を流過する事が防止される。

００44 凝縮器3には、ガス排出ライン27 (排出ライン27) の一端が接続されており、排出ラ

イン27は不凝縮性ガス (例えば空気 )を凝縮器3外に排出するために設けられている

不凝縮性ガス排出ライン27には、蒸気用空気抜き弁 (不凝縮性ガスの排出弁 :空

気抜き弁 ) 5が介装されている。そして排出ライン27は、合流点Gに接続されている。

なお、合流点Gは、排出ライン2 において、蒸気トラッ よりも熱交換器 9側の領

城に設けられている。

００45 排出ライン27 28によって、 ００oCに近い温水である凝縮水と、加熱された水蒸気

と不凝縮性ガス (主として空気 ) が、投入口 (ホッパ一) 8に設けた熱交換器 9に供給

される。ここで熱交換器 9は、二重壁構造となっている。

熱交換器 9中では、 ００oCに近い凝縮水が保有する熱呈と、加熱された水蒸気と

不凝縮性ガス (主として空気 ) が保有する熱呈が、ホッパー8内の被乾燥物に投入さ

れて、予熱している。そのため、図示の実施形態を用いれば、省ェネルギー性が向

上する。

００46 熱回収器 9で被乾燥物を予熱して凝縮した水は、熱回収器 9の上端近傍に設け

た排水 口29から系外に排出される。

排出ライン27に介装された排出弁 5は、水蒸気に空気が混入することにより飽和温

度が低下する現象を利用して、液体が封入されたべローズを伸縮させて弁を開閉す

るもので、差温は一定値 (6 程度 ) に設定されている。排出弁 5は開度の自動調整を



行ぅ弁であり、「蒸気用ェアベント」と呼ばれる。

００47 水蒸気ポイラー7は、蒸発脱水装置 ００の起動時の立ち上げ加熱 (予熱)用や逆

伝時の追い炊き加熱用としての役割を有している。

蒸気ポイラー7には、低圧側水蒸気供給弁 2aが介装された蒸気供給ライン aの

一端が接続され、蒸気供給ライン aの他端はミキザ 7に接続されている。水蒸気ポ

イラー7で発生した水蒸気は、ミキザ 7において、吸気配管 ０を介して供給される蒸

気と混合されて、ライン ０bを経由して、圧縮機2の吸入側 (2 低圧側) へ供給される

或いは、水蒸気ポイラー7で発生した水蒸気は、ミキザ 7で混合されること無く、ラ

イン a を経由して、圧縮機2の吐出側 (2 :高圧側)へ供給される。

００48 蒸気ライン a には、開閉弁 2bが介装されている。

この様に構成することにより、開閉弁 2bが閉鎖して、低圧側水蒸気供給弁 2aが

開放している際には、水蒸気ポイラー7で発生した水蒸気は圧縮機2の吸入側 (2

低圧側)へ供給される。

一方、低圧側水蒸気供給弁 2aが閉鎖して、開閉弁 2bが開放している場合には

、水蒸気ポイラー7で発生した水蒸気は圧縮機2の吐出側2 へ供給されるので、圧

縮機2の動力が不要となる。また、水蒸気ポイラー7で発生した水蒸気は、吸気配管

0を介して供給される蒸気と混合されないので、減圧されることなく、凝縮器3へ供給

される。

ここで、低圧側水蒸気供給弁 2aと開閉弁 2bの開閉は、状況に応じて使い分けら

れる。なお、低圧側水蒸気供給弁 2aと開閉弁 2bとを、同時に開放することも可能

である。

００49 図示の実施形態では、圧縮機2は、シリンダ潤滑油を使わないオイルフリー型を用

いている。

圧縮機2の形式としては、遠心式、軸流式、スクリュー式、往復動式、揺動式、ル一

ソ式、スクロール式、ロータリー式等がある。

００5０ 図2には、その内のウィングタイプ・オイルフリー方式の圧縮機2が示されている。

図2において、シリンダ2０ 内には回伝子2０2が揺動可能に設けられ、シールバー



2０3を介して4室に分かれている。シリンダ2０ 内部には、2個の吸気弁台2０4が挿

入されており、吸気弁第2０4には吸気通路が穿孔されている。該吸気通路からは、

吸入弁2０5を介して、各室に吸入口が開口している。

シリンダ2０ の側面に取り付けられた吐出通路には、吐出弁2０6を介して、各部屋

から吐出口が速通している。

００5 1 回転子2０2は、図示しない電動機の回転運動を、クランク機構によって、往復運動

に換えて揺動している。

図2で示す状態では、回転子2０2が時計方向に回ると、ブラス記号で示された空間

内が圧縮され、吐出弁2０6を押し上げて吐出される。同時に、マイナス記号で示され

た空間内は圧力が下がり、吸気弁2０5が開いてシリンダ2０ 内に水蒸気が吸入され

る。

回転子2０2が半時計方向に回転する時は、ブラスとマイナスとが入れ替わり、同様

に吸引、圧縮、吐出が行われる。

００5 2 シリンダ2０ と回転子2０2とのクリアランスは、自己潤滑性 (力一ボン系など) のシー

ルバー2０3を用いることで、オイルフリー化が行われている。シリンダ2０側面のクリ

アランスについても、同様のシールバー構造が用いられている。

００5 3 図 では水蒸気発生手段として水蒸気ポイラー7を設けているが、水蒸気ポイラー7

の代わりに、乾燥容器 内に電気成のヒータ (加熱装置 :図示せず)を設け、商用電

源から電力供給ラインを介して作動するように構成しても良い。

００54 蒸発脱水装置 ００の起動時には、圧縮機2は、バイパス弁2 を開いた状態で起動

される。そのため、圧縮機2の吐出口2 から吐出された空気は、ライン a、分岐点

、バイパスライン 、乾燥容器 の頂部に形成された突出部 d、ライン ０a、ミキザ

7、ライン ０bを介して、圧縮機2の吸入口2 から吸入される。この状態で逆伝を継

続すると、圧縮機2の吐出口2 から、ライン a、分岐点 、ライン c、突出部 d、ラ

イン ０a、ライン ０bを介して、圧縮機2の吸入口2 に至る閉鎖経路内で空気を循環

させることとなり、閉鎖経路内で空気が循環するので、圧縮機2の内部の温度が昇温

する。

なお、圧縮機2の過負荷を防止するためには、必要に応じてバイパス弁2 を開放し



ても良い。

００5 5 そして、圧縮機2の内部の温度が充分に昇温した段階で、ボイラー7から水蒸気を

導入する。この時点では、水蒸気圧縮機2の内部温度が十分に高くなっているため、

圧縮機2内部 (シリンダ等)で水蒸気が凝結する恐れは無い。

仮に、バイパスライン 。及びバイパス弁2 が存在しなければ、圧縮機2を起動す

ると、圧縮機2の内部が十分に昇温していない状態でボイラー7からの水蒸気を吸い

込むことになり、圧縮機2内部で水蒸気が凝結して、液圧縮による破損や液滴による

ェロージョンが生ずる恐れがある。

００56 これに加えて、図示の実施形態では、圧縮機2の内部が昇温する際に、ライン ０も

同時に予熱される。

ライン ０の温度が低い場合には、ライン ０内で水蒸気が凝縮し、この凝縮水を圧

縮機2が吸い込むことにより、破損してしまぅ恐れがある。これに対して、圧縮機2の内

部の昇温と共に、ライン ０も同時に予熱すれば、ライン ０内の水蒸気の凝縮が防止

され、凝縮水を圧縮機2が吸い込みことが防止される。

００5 7 蒸発脱水装置 ００の連伝が進行し、被乾燥物が加熱されると水蒸気が発生して、

乾燥容器 内部における空気と水蒸気の混合気体における水蒸気分圧 (比率) が高

まる。

さらに、被乾燥物の温度が ００oC近くまで上昇すると、被乾燥物からの水蒸気発生

最が、圧縮機2の吸引呈と釣り合ぅ。係る状態に到達したならば、バイパス弁2 を閉

鎖するのである。

００58 凝縮器3は、メイン凝縮器3aと、ザブ凝縮器3bとを有している。

メイン凝縮器3aでは、水蒸気が保有する凝縮潜熱が、被乾燥物に投入され、被乾

燥物はさらに加熱されて乾燥し、凝縮潜熱を投入した水蒸気は凝縮して凝縮水とな

る。

係る凝縮水は、凝縮水排出ライン28を介して、ザブ凝縮器3bから排出される。そし

て、不凝縮性ガス (例えば空気 ) は凝縮せずに、排出ライン27を介して、排出される。

００59 定常な脱水運伝では、バイパス弁2 を全閉とする。

乾燥容器 内で発生した水蒸気は、ライン ０、ミキザ 7を介して圧縮機2の吸入側



へ供給される。そして圧縮機2で昇圧されて、ライン を介して凝縮器3aに供給され

、メイン凝縮器3aにおいて潜熱 (凝縮潜熱)を被乾燥物に投入し、以って、被乾燥物

が加熱される。

ここで、乾燥容器 全体の熱損失や、新たに投入される被乾燥物6の加熱呈によっ
ては、ボイラー7を追い炊きする。

００6０ 何らかの原因で乾燥容器 内部の圧力が低下した場合は、バイパス弁2 の開度を

増加させて、圧力の低下を速やかに回復させる。

また、何らかの原因で凝縮器3側の圧力が典常に上昇した場合には、これを吐出

配管 に介装した図示しない圧カセンザで検知してバイパス弁2 を開き、蒸気がメ

イン凝縮器3aを迂回するよぅに制御する。

図 における符号 6は、吐出ライン の圧力が所定値以上となった場合に開放し

て、ライン の圧力を下げるレリーフバルブである。

００6 1 段構成の水蒸気凝縮器では、水蒸気が一方向に流れながら凝縮するのではなく

、水蒸気が凝縮して体積が千分の 程度に減少した際に、体積減少分を充填する (

埋める)ために水蒸気が殺到するよぅに流れる。そして、凝縮水は例えば公知の排出

機構によって排出される。

しかし、 段構成の水蒸気凝縮器では、空気等の不凝縮性ガスは、水蒸気凝縮器

内に滞留して、水蒸気凝縮器内における水蒸気の凝縮を阻苦してしまぅ。

００62 不凝縮性ガスの存在に起因して、水蒸気凝縮器内における水蒸気の凝縮が阻苦さ

れる事態を解決するため、図示の実施形態では、水蒸気凝縮器3を複数段 (図 で

は2段 :メイン凝縮器3aとザブ凝縮器3b) に構成している。

図 において、第 段の水蒸気凝縮器に相当するメイン凝縮器3aは、乾燥容器 内

に位置し、水蒸気の凝縮潜熱を被乾燥物に投入する熱交換用の凝縮器として作用

する。第2段の水蒸気凝縮器であるザブ凝縮器3bは、乾燥容器 の下方に位置し、

不凝縮性ガスを乾燥容器 の外部へ排出する作用を奏する。

より詳細には、ザブ凝縮器3bは、メイン凝縮器3aにおいて不凝縮性ガスが滞留す

ることを防ぐため、水蒸気と不凝縮性ガスの混合気体を強制的に吸引し、水蒸気を更

に凝縮させて潜熱を回収するとともに、排気されるガス中の不凝縮性ガス (空気 ) の比



率を高めることを目的として、設けられている。

００63 ザブ凝縮器3bの不凝縮性ガスの流入口3b は、図 においてザブ凝縮器3bの左

端に設けられている。一方、ザブ凝縮器3bの不凝縮性ガスの排出口3b は、図 に

おいて、ザブ凝縮器3bの長手方向の中央部で、やや右側の位置に設けられている

ザブ凝縮器3bには、凝縮して発生した凝縮水を排出する凝縮水排出口3b が設

けられている。凝縮水排出口3b は、図 において、ザブ凝縮器3bの長手方向の右

端近傍に配置されている。

不凝縮性ガスの排出口3b には不凝縮性ガス排出管27が接続され、凝縮水排出

口3b には凝縮水排出ライン2 が接続され、凝縮水排出ライン28には蒸気トラップ

4が介装されている。

００64 水蒸気凝縮器3を直列複数段構成 (メイン凝縮器3a及びザブ凝縮器3bを有する構

成) とし、最終段のザブ凝縮器3bに後述する不凝縮性ガスの排出弁 (空気抜き弁 ) 5

を設けることにより、メイン凝縮器3aに滞留した不凝縮性ガスは、ザブ凝縮器3b、不

凝縮性ガス排出管27、空気抜き弁 5から系外に排気される。その結果、不凝縮性ガ

スの滞留に起因する水蒸気の凝縮が阻苦されることが防止され、熱交換能力の低下

を避けることができる。

空気抜き弁 5を介してザブ凝縮器3bから排出される気体においては、不凝縮性ガ

スの比率が高められる。

００65 凝縮水排出管28から排出される凝縮水は、 ００Cに近い温水である。凝縮水が保

有する熱を回収するため、図示の実施形態では、被乾燥物供給用の投入口 (ホッパ

一) 8を二重壁構造の熱回収器 9とし、この中に凝縮水を流して、被乾燥物を予熱

するよぅに構成している。

熱回収器 9で被乾燥物を予熱して凝縮した水は、熱回収器 9の上端近傍に設け

た排水 口29から系外に排出される。

００66 乾燥容器 内で乾燥処理の終わった乾燥物は、図 における乾燥容器 の右端の

排出機構4０から排出される。排出機構4０の詳細構成に関しては、図3を参照して後

述する。



図 において、符号 fは、投入口8から被乾燥物を乾燥容器 に供給する被乾燥

物供給ラインを示している。また、符号 fは、被乾燥物供給ライン fに介装された開

閉弁である。

００67 次に、図3～図5を主として参照しつつ、排出機構4０を説明する。

図3において、排出機構4０は、シリンダ4 と、ピストン4 2と、ピストン駆動用のエア

シリンダ7０と、逆止弁4 3とを有している。

シ比ンダ4 ほ、図 における乾燥容器 右蝋の被乾燥物排出口 (出口) に隣接し

て、その中心軸が垂直方向へ延在するよぅに配置されている。

００68 ピストン4 2は、ピストンロッド4 2 の先端に取り付けられている。ピストンロッド4 2 は、

接続部材 72を介して、ピストン駆動用のエアシリンダ7０の伸縮ロツド7 に係合されて

いる。

エアシリンダ7０は、エアシリンダ取り付けブラケット7 5を介して、乾燥容器 の石壁

eの上方に取り付けられている。

エアシリンダ7０は複動式であり、上方の給気 口7０aを介して高圧エアを供給すると

、接続部材 72、ピストンロッド4 2 を介してピストン4 2が下方に移動する。一方、エア

シリンダ7０下方の給気 口7０bに高圧エアを供給すれば、ピストン4 2は上方に動く。

００69 シリンダ4 は2重壁構造となっており、外壁4 aと内壁4 bとを有している。

シリンダ4 の外壁4 aの上方には蒸気注入口4 cが設けられ、外壁4 bの下方に

は蒸気排出口4 dが設けられており、外壁4 aと内壁4 bとの間の空間4 s に、圧縮

機2で加圧されて吐出された水蒸気が通過するよぅに構成されている。

蒸気注入口4 cは、蒸気吐出ライン bに接続されている。一方、蒸気排出口4 d

は、図示されていない水蒸気ラインを介して、一対の回伝軸325 (図9)の各々にお

ける水蒸気が流入する 32 (図9) に接続されている。

００7０ 乾燥容器 から排出され、シリンダ4 に供給された被乾燥物が液体や粘桐体であ

っても、当該被乾燥物がシリンダ内4 を移動する際に、水蒸気圧縮機2で昇圧され

た水蒸気が保有する顕熱及び潜熱が (シリンダ内4 の)被乾燥物に投与され、当該

被乾燥物をさらに加熱、乾燥することが出来る。

そのため、被乾燥物が液体や粘桐体であっても、排出に際しても十分に加熱され、



乾燥される。

００71 シリンダ出口4 には逆止弁43が取り付けられている。

逆止弁43は、図4、図5で示すよぅに、弾性体43a 43bを有し、弾性体43a 43b

の内周側にはインナーライナー43cが裏打ちされ、上部にはフランジ fが形成され

ている。

図示の例では、弾性体43a 43b、インナーライナー43cは、テ一パーを有して、一

体化している。そして、逆止弁43として、例えばダックビル弁 ( c b 弁 )を採用す

ることが出来る。

なお、図3における逆止弁43の下端が、図 における排出口9に相当する。

００72 逆止弁43の内周部が被乾燥物で押圧されていない場合は、図4に示すよぅに、弾

性体43a 43bの弾性反発力及び背圧 (大気圧)の作用により、内側に向かぅ付勢力

P が作用して、逆止弁の出口43 は閉鎖される。換言すれば、逆止弁 の内側が

被乾燥物で押圧されていない通常時には 単ャ肘本43a 43bの弾性反発力が、相互

に押圧し合ぅ様に作用して、逆止弁43を閉鎖する。それに加えて、背圧 (大気圧)が

高いため、逆止弁43は閉鎖される。そのため、逆止弁43からシリンダ4 内に空気が

浸入する事は防止される。

００73 ピストン42によって被乾燥物がシリンダ出口4 へ押し出され、図5に示すよぅに、

逆止弁43の内側が被乾燥物 (図示を省略)で押圧された際には、被乾燥物に作用

する押圧力P が、弾性体43a 43bの相互に押圧し合ぅ付勢力P に打ち勝って、逆

止弁の出口43 は開放される。そして、出口4 から被乾燥物6が押し出される。

その際に、逆止弁43の弾性体43a 43bは、その弾性反発力及び背圧により被乾

燥物の表面に押し付けられる。従って、逆止弁43から被乾燥物が押し出される際に

も、逆止弁43からシリンダ4 内に空気が浸入することは防止される。

００74 図3で示す排出機構4０において、乾燥容器 の出口 の下方には、ェッジ5０が

取り付けられている。ェッジ5０を乾燥容器 の出口 の下方に取り付けることにより、

ピストン42が下降する際に、被乾燥物は適当な大きさに切断される。

００75 上述したような排出機構4０によれば、逆止弁43ほ弾性体43a 43bを相互に押圧

し合ぅ様に配置されている。そして、乾燥容器 の出口 から排出された被乾燥物は



、外気から逆断されたシリンタ内部4 の空間部に押し出される。そして、シリンタ内4

に被乾燥物か一定最以上溜まると、ピストン4 2により被乾燥物かシリンタ出口4

側に押圧される。

ピストン4 2により被乾燥物か押圧されると、庄止弁4 3における 咄，性体43a 43b の

坤，性反発力及ひ背圧に抗して、被乾燥物は坤性体同上を押し広けるように作用して

、シリンタ4 外に排出される。

００76 庄止弁4 3として、上述した様なタノクヒル弁以外を用いる事か可能てある。例えは

、排出物か儂縮被体の場合には、いわゆるコーン形弁やフラノパ一弁を用いる事か

可能てある。

しかし、上述した様に、排出物か固形物を含れ場合には、コーン形弁やフラノパ一

弁を用いた場合には、庄止弁4 3か固形物を噛み込んてしまう恐れかあるのて、咄，性

体 (例えはコム )を用いた弁 (例えはタノクヒル弁等) か好適てある。換言すれは、坤

性体 (例えはコム )を用いた弁を庄止弁4 3とすれは、排出物か被体てある場合から

固体てある場合の全てに対応可能てある。

００77 坤，性体 (例えはコム)を用いた弁としては、上述のタノクヒル弁のみならす、開口部

か十字形の弁、開口部か兄形の弁、開口部か肛門部状の弁、心臓弁の様に開口部

か円形の弁等か使用可能てある。

００78 図示の実施形態において、乾燥庫伝の初期には、被体材科か乾燥容器 に充満し

てしまう事態も想定される。さらに、而泥の様に、乾燥に至る前の段階て粘桐物となる

ものを処理するへき場合か存在する。そのため、 CC丞発脱水装置 (前述の従来技

術を参昭) の排出機構ては、被体、粘桐体、固体等を、確実に排出てきる構造てある

ことか要大される。

これに対して、図示の実施形態によれは、ピストン4 2により被乾燥物をシリンタ出口

4 側に押圧して、シリンタ内4 て移動せしめているのて、被体や粘桐体てあって

も、乾燥容器 の出口 から押し出された被乾燥物を、シリンタ出口4 側へ確実に

移動させる事か出来る。

００79 また、図示の実施形態においては、シリンタ4 を2重壁構造とし、圧縮機2の吐出

口2 に庫適する水丞気ライン を介して、シリンタ4 の外壁4 aと内壁4 bとの間



の空間4 s に、圧縮機2で昇圧され吐出された水蒸気を供給している。

そのため、乾燥容器 から出口 を介してシリンダ4 に排出された被乾燥物が、シ

リンダ内4 を移動する際に、圧縮機2で昇圧された水蒸気が保有する顕熱及び潜

熱がシリンダ内4 の被乾燥物に供給され、当該被乾燥物を迫加的に加熱、乾燥し

て、水分を除去することができる。そのため、固体乾燥物の水分をさらに低下させる

事ができる。

それに加えて、外気により水蒸気が凝縮し、被乾燥物に付若することが防止できる

００8０ さらに、乾燥容器 の出口 に被乾燥物の切断用ェッジ5０を設けてあるので、乾

燥して硬化した被乾燥物を細断して、シリンダ内4 を移動し易く、且つ、逆止弁4 3

の弾性体問を通過し易くすることが出来る。

００8 1 図3を参照して説明した排出機構は、シリンダ4 を2重壁構造とし、シリンダ4 に供

給された被乾燥物がシリンダ内4 を移動する際に、迫加的に加熱、乾燥される様に

構成されている。

これに対して、図6で示す排出機構の変形例は、より某本的な構成となっており、シ

リンダ4 の隔壁4 は一重壁となっている。

図6の変形例におけるその他の構成及び作用効果は、図3で示す排出機構と同様

である。

００82 次に、図7以下を参照して、水蒸気凝縮器3について説明する。

図7で示す様に、乾燥容器 内にメイン凝縮器3aが設けられ、乾燥容器 内の下方

にはザブ凝縮器3bが設けられている。メイン凝縮器3aの上方には、突出部 dが形

成され、メイン凝縮器3aと突出部 dとの境界部には、フィルタ 7が介装されている。

ザブ凝縮器3bは、図7で示す様に構成するのみならず、乾燥容器 の周囲を覆ぅよ

ぅに構成することも可能である。

００83 図7～図9で示す凝縮器 (メイン凝縮器3a) は、二つの共通するユニット3a を備

えている。各ユニット は、凝縮器長手方向へ延在する中空の円筒状胴部32a と、

凝縮器長手方向へ延在する複数の中空のチューブ3 aと、チューブ3 aを胴 32a

とを速通するスポーク状の連通管 (中空管 ) 33とを有している。速通管33は、半径方



向へ延在している。

そしてユニット3a は、複数のチューブ3 aを、胴部32aの半径方向外方に配置し、

且つ、円周方向に等間隔に配置して、籠状 (愛玩動物として飼育されているリスやネ

ズミ等の運動用回伝器具の様な形状 :いわゆる「リス籠」の様な形状) に構成されてい
る。

００84 チューブ3 aは、図8、図9で明示する様に、胴部32aと平行に、凝縮器長手方向 (

ユニット の長手方向)へ延在している。

図7において、速通管33は半径方向外方へ延在しており、 木のチューブ3 aは、

中空管で構成された複数本の連通管33と速通している。

なお図9では、チューブ3 aの1本当たりの連通管33を、2本 (長手方向両端部の2

箇所)のみ示す。

００85 図7において、チューブ3 aの半径方向外方端部には、スクレーパー35が設けら

れている。このスクレーパー35は、乾燥容器 の内壁に固着した被乾燥物と、他方の

ユニット の周辺に固着した被乾燥物とを、掻き取って除去する作用を奏する。

図7で明示されている様に、2つのユニット3a は、回伝時に相互に干渉しない様に

、複数のチューブ3 aの相対位置関係を調節して、配置されている。

図7において、二つのユニット3a は、破線の矢印で示すよぅに、左側が時計方向

に、右側が半時計方向に回る。図8では、ユニット3a の回伝方向が、矢印 で示さ

れている。

００86 図9において、胴部32aは、その軸方向 (図9では左右方向)端部において、左右

の端面部材32eと回伝軸32S 2S とが、一体的に構成されている。

回伝軸32S 2S は、回伝伝達系 (図 のチェーン8 、プ一リ82 :図9では図示

せず)を介して、電動機 3 (図 参照 )から回伝が伝達される。

００87 図9の右側の回伝軸325 には、圧縮機7から供給される力く蒸気が流入する孔32

が、円周方向に等間隔にて穿孔されている。孔 は、端面部材32e中を軸方向に

延在する盲孔32e と速通しており、盲孔32e は胴部32aの内部空間32a に速通し

ている。

ここで、盲孔32。からは、半径方向外方へ延在する複数の孔32e が分岐しており



、孔32e は速通管33の内径側の中空部を経由して、チューブ3 aの内部空間3 a

と速通している。

図7で明示されている様に、孔32e は、円周方向に等間隔にて形成されている。

００88 再び図9において、左側の端面部材32。にも、半径方向外方へ延在する複数の孔

32e と、盲孔32e が形成されている。

盲孔32e は胴部32aの内部空間32a と速通している。それと共に、半径方向外方

へ延在する複数の孔32e が、盲孔32e に速通している。

００89 また、胴部32aの内部空間32a において、図9の左側で且つ半径方向外方には孔

32 が形成されており、 32 は半径方向外方へ延在する複数の孔32。と速通し

ている。

図9において、孔32 と孔32e とは、円周方向位置が同一である。

００9０ 図9の左側の端面部材32eに形成された目孔32e の左端部には、凝縮水排水孔

32d が形成されており、凝縮水排水孔 d は半径方向外方に延在している。

凝縮水排水孔32d は、凝縮水を凝縮器3から排出するために形成されており、そ

の内部を凝縮水が流れる。

００91 図9における左側の目孔32e において、内部空間32a との境界部分近傍には、

仕切り部材32Wが配置されている。

図 ０で示す様に、仕切り部材32Wは、複数枚 (6枚 )の隔壁状部材を盲孔32e の

中心軸近傍で束ねて構成されており、盲孔32e を複数の空間 (図 ０では6区画) に

仕切っている。

なお、図9において、符号34は、チューブ3 aを胴部32aに支持するための補強材

００92 図9を参照して、凝縮器3内における水蒸気或いは凝縮水の流れについて、説明

する。

凝縮器3内では、水蒸気が凝縮潜熱を発生して凝縮するので、胴部32aの内部空

間32a とチューブ3 aの内部空間3 a は、圧縮機2からの吐出配管 よりも低圧で

ある。そのため、圧縮機2から吐出された蒸気は配管 (図 参照 )を経由して、図9

において矢印 で示す様に、図9の右側における端面部材32eに形成された孔32



を介して、水蒸気が凝縮器3内に流入する。

ここで、圧縮機2から吐出された蒸気は、配管 を流れ、排出機構4０(図 )を経由

した後、端面部材32。の孔32 を介して、凝縮器3内に入る。

００93 図9の右側における端面部材32eに流入した水蒸気は、盲孔32e を流れて、一部

は孔32e を介してチューブ3 a内の空間3 a を流れ、一部は胴部32aの内部空間

に流れる。

チューブ3 a内の空間3 a 、或いは、胴部32aの内部空間32a を流れる際に、水

蒸気が保有する凝縮潜熱が凝縮器3近傍の被乾燥物に伝達され、被乾燥物を加熱

する。これにより、胴部32a、チューブ3 a周辺の被乾燥物に含有される水分が気化

して、水蒸気が被乾燥物から発生し、被乾燥物は乾燥する。

００94 凝縮潜熱を放出して水蒸気が凝縮しで液相 (凝縮水 )になると、凝縮器3において、

上方に位置しているチューブ3 a内に溜まった凝縮水は、矢印 で示す様に、半径

方向へ延在する孔32。内を落下する。

孔32e 内を落下した凝縮水は、仕切り部材 Wの隔壁に沿って図9の左側へ流

れ、凝縮水排出孔32d を経由して、矢印 で示す様に凝縮器3から排出される。

００95 一方、凝縮器3の下方に位置しているチューブ3 aの内部空間3 a に溜まった凝

縮水は、凝縮器3の回伝により、当該チューブ3 aが上方に位置した際に、半径方向

へ延在する孔 。「内を落下する。

胴部32aの内部空間32a に溜まった凝縮水は、矢印 dで示す様に、孔32 、孔3

2e を経由して、凝縮器3の下方に位置しているチューブ3 aの内部空間3 a に流

入する。そして、チューブ3 a内に溜まっている凝縮水と共に、当該チューブ3 aが

上方に位置した際に、半径方向へ延在する孔32。内を落下する (矢印 )

００96 図7～図9で示す様に、メイン凝縮器3aにおいて、ユニット には、図示しない被

乾燥物をチューブ3 a、胴部32aの長手方向 (軸方向) に搬送する機構はついてい

ない。

被乾燥物投入口8 (図 参照 )を介して、乾燥容器 内のユニット3a 間に被乾燥物

が投入されると、投入された被乾燥物は、ユニット3a の回伝による撹件作用を受け

、流動化して、ユニット の長手方向 (軸方向) に移動する。



換言すれば、乾燥容器 内のユニット3a 間に投入された被乾燥物は、排出機構4

０側、すなわち被乾燥物の水分が蒸発して容積が減少している側、へ向かって溢れ

出す様に、乾燥容器 内を移動するのである。

００97 上述した様に、メイン凝縮器3aでは、スクリューの様な構造は採用しておらず、被乾

燥物を排出機構4０側へ積極的に押圧する構造を有していない。上述した様に、被

乾燥物の容積が減少している側に向かって、被乾燥物が溢れ出る様に移動するの

である。

そのため、図7～図9で示すメイン凝縮器3aによれば、被乾燥物がユニット3a の軸

方向、すなわちチューブ3 a及び胴部32a の軸方向へ移動する速度は、スクリュー

やオーガーなどで移動させる場合に比較して、極めて低速である。

被乾燥物が投入されてから排出機構4０近傍まで移動する時間は、ユニット3a の

実際の連伝条件によって相違するが、発明者が作成した実機では、 時間～2時間

程度かかる。その様な長い時間に丘って、被乾燥物は水蒸気の潜熱及び顕熱により

長時間に丘って加熱されるので、排出機構4０近傍まで移動する間に、水分が十分

に蒸発する。

００98 換言すれば、図7～図9で示すメイン凝縮器3aでは、投入された被乾燥物を排出

機構4０側へ積極的に押圧していないので、被乾燥物がチューブ3 a及び胴部32a

の軸方向へ移動する速度が極めて低速であり、十分に蒸発脱水されていない被乾

燥物 (特に液体 ) が排出機構4０から排出されてしまぅ事態が防止されるのである。

００99 図7～図9で示すメイン凝縮器3aによれば、上述した様に、投入された被乾燥物は

、乾燥容器 内を、蒸発脱水が進行して被乾燥物の容積が減少している排出機構4

０側に向かって、溢れ出る様に移動する。そのため、被乾燥物が投入されてから排出

されるまでの時間は、被乾燥物の投入呈により決定される。

すなわち、図7～図9で示すメイン凝縮器3aによれば、被乾燥物の投入呈を制御す

る事により、被乾燥物が投入されてから排出されるまでの時間を調節する事ができる

。被乾燥物の投入呈が多ければ排出されるまでの時間が長時間となり、被乾燥物の

投入呈が少なければ排出されるまでの時間が短時間で済む。

なお、被乾燥物が新たに投入されなければ、それ以前に投入された被乾燥物は、



乾燥容器 内に留まることになる。

０1００ また、図7～図9のメイン凝縮器3aによれば、一対のユニット のチューブ3 aが

、相互に接触することなく噛み合ぅ構造であるため、被乾燥物がメイン凝縮器3a表面

へ付着して堆積する呈は減少する。

被乾燥物がメイン凝縮器3a表面へ付着する呈が減少するため、メイン凝縮器3aと

被乾燥物との相対的な位置が変化しなくなってしまぅ状態、いわゆる「供回り」を防止

することが出来る。そして、「供回り」を防止することにより、熱交換能力の低下を防止

することが出来る。

０1０1 排出機構4０側へ積極的に押圧しないメイン凝縮器3a (図7～図9のメイン凝縮器3

a ) では、ユニット3a をスクリュー状に加工する必要が無い。ここで、スクリュー状に加

エすることは比較的難しい機械加工であり、その様な難しい機械加工を必要としない
メイン凝縮器3aは、製造コストを低く抑えることができる。

０1０2 さらに、図7～図9のメイン凝縮器3aでは、一対のユニット3a 、3a は、同一平面

上に配置されており、被乾燥物投入側と排出機構4０との間に高低差は存在しない。

被乾燥物投入側に比較して排出機構4０が低い位置にあると、特に被乾燥物が液

体の場合には、十分に蒸発脱水されていない被乾燥物が、乾燥容器 内を瞬時に

排出機構まで移動してしまぅおそれがある。被乾燥物投入側と排出機構4０との間に

高低差は存在しなければ、係る事態が防止される。

０1０3 図 は、図7～図9で示すメイン凝縮器の第 変形例を示している。

図 において、全体を符号3ac で示す第 変形例に係るメイン凝縮器は、ユニット3

a における6木の連通管33の両側 (円周方向両側) に、概略三角形状の補強材34

を設けている。

０1０4 中空の連通管33に、チューブ3 aを確実に支持するだけの強度を持たせることは

困難である。

補強材34を設けることにより、チューブ3 aは補強材34によって支持されるので、

チューブ3 aは胴部32a に対して、確実に(堅固に)支持されることになる。

図 の第 変形例に係るメイン凝縮器3a。における上記以外の構成及び作用効果

は、図7～図9で示すメイン凝縮器3aと同様である。



０1０5 図 2は、メイン凝縮器の第2変形例を示している。

図 で示す様な補強材34では、被乾燥物がチューブ3 aの長手方向 (図 にお

いて、紙面に垂直な方向) に移動するのを妨げてしまぅ恐れがある。

それに対して、図 2で示す補強材34 は棒状部材で構成されているため、速通管

33と円管状補強材34 との間に隙間が形成され、係る隙間を経由して、被乾燥物は

チューブ3 aの長手方向 (図 2において、紙面に垂直な方向) に移動することが可

能になる。

０1０6 そして、円管状補強材34 を設けたことにより、チューブ3 aは胴部32a に対して

堅固に支持されることになる。

さらに図 2では、チューブ3 aの断面形状が円形ではなく、半径方向内方がつぶ

れたよぅな形状となっており、胴部32a とチューブ3 aとの隙間を大きくする様に構成

されている。

第2変形例におけるメイン凝縮器3ad の上記以外の構成及び作用効果に関しては

、図7～図9に示すメイン凝縮器3aと同様である。

０1０7 図 3は、本発明の第2実施形態を示している。

図 ～図 2の第 実施形態では、特に図7、図8で示すよぅに、メイン凝縮器3aは、

籠状 (いわゆる「リス籠」の様な形状 ) に構成されている二つの共通するユニット(中空

回伝体 ) 3a から構成され、各中空回伝体3a は、長手方向へ延在する中空の円筒

状胴部32a と、長手方向へ延在する複数の中空のチューブ3 aと、チューブ3 aを

胴部32a に支持するスポーク状の連通管 (中空管 ) 33とを有している。

これに対して、図 3で示すメイン凝縮器 ０3aは、一対の中空回伝体 ０3a の各

々は、単純な円筒形状となっている。

０1０8 被乾燥物が液体であり、その液体を蒸発脱水する場合には、図 3に示すよぅに、

一対の中空回伝体 ０3a の断面形状が単純な円形で、全体形状が円筒形であって

も、当該円筒形の中空回伝体 ０3a 表面に接する流体の粘性によって撹件される。

中空回伝体 ０3a の表面積は 体いが、被乾燥物が液体の場合は沸騰熱伝達が

商いため、必要な熱通過呈は確保できる。そしで液状被乾燥物の濃縮によって粘性

物が生じても、中空回伝体 ０3a 相互の反伝によって、粘性物は除去される。中空



回伝体 ０3a は、表面のクリーニングが容易であり、形状も単純であるため、製作コ

ストが安価に抑えられる。

従って、特に液体を濃縮する場合には、図 3のメイン凝縮器 ０3aを用いるのが好

ましい。

０1０9 図 3で示すメイン凝縮器 ０3aを用いた第2実施形態におけるその他の構成及び

作用効果については、図 ～図 2の第 実施形態と同様である。

０11０ 図 4ほ、本発明の第3実施形態を示している。

図 4において、全体を符号2０3aで示すメイン凝縮器は、円筒形状の一対の中空

回伝体2０3a から構成されている。円筒形状の中空回伝体2０3a の表面には、複

数の突起物 が形成されている。

図 4では、突起物 は円周方向に等間隔に形成されているが、突起物 の円周方

向間隔は同一でなくても良い。

中空回伝体2０3a の円筒の外周に複数の突起 を形成することにより、被乾燥物

が固形物である場合や、固形物を含れ流動体である場合に、効率良く撹件すること

ができる。

０111 なお、突起 は、円筒形の表面全体に点在していても良いし、畝 (ビード)状に形成

されていても良い。或いは、断続的な突起をビード状に配置しても良い。

連続したビード或いは断続的なビードとして形成されている突起は、円筒形の中心

軸と平行に、長手方向へ延在していても良い。或いは、中心軸に対して傾斜するよう

に、螺旋状に延在していても良い。

０112 図 4で示す第3実施形態におけるその他の構成及び作用効果については、図

～図 2の実施形態と同様である。

０113 図 5、図 6は、本発明の第4実施形態を示している。

図 5において、全体を符号3０3aで示すメイン凝縮器は、中空回伝体3０3a の断

面の輪郭が複数の山部 と谷部 とにより形成されている。

ここで、図 6で示す変形例の様に、中空回伝体3０3a の山部の頂点 と谷部の

底部 とを、湾曲させて (いわゆる「アール」を付けて)形成する事もできる。

図 5、図 6の第4実施形態のメイン凝縮器3０3aは、中空回伝体3０3a の断面を



凹凸状にして表面積を拡大することにより、中空間天体3０3a 内の水蒸気の凝縮潜

熱及び顕熱と被乾燥物との熱交換性能を向上すると共に、 CC蒸発脱水の成績係

数 ( OP) を向上させている。

０114 図 5、図 6で示すメイン凝縮器3０3aを用いた第4実施形態におけるその他の構

成及び作用効果については、図 ～図 ０の実施形態と同様である。

０115 図 7は、本発明の第5実施形態を示している。

図 7において、全体を符号4０3aで示すメイン凝縮器は、中空回伝体4０3a の断

面形状は、その輪郭が凹曲線を主体に構成され、複数 (図示の例では8つ) の頂部

或いは突起部 (半径方向外方に突出している部分)を有する「兄形」状となっている。

中空回伝体4０3a の内部には、概略円形断面の樋状部材Cが複数 (図 7の例で

は4つ)設けられている。

０116 4つの樋状部材Cは、中空回伝体4０3a の中心と共通の中心を有するピッチ円上

に等間隔に設けられている。樋状部材Cは、円形断面の 箇所が欠損した形状であり

、欠損した箇所が、中空回伝体4０3a の半径方向外方を向いている。そして、4つの

樋状部材Cは、中空回伝体4０3a の外周の湾曲した底部 (満) 近傍に配置されて

いる。

底部 の管内周面には、隔壁1が管の半径方向内方に向かって延在しており、この

隔壁1が、樋状部材Cの欠損した箇所を2分するよぅに配置されている。

図 7において、全体を符号 で示す部分は、図 7の X 断面矢視を示してい
る。また図 7において、全体を符号 で示す部分は、図 7のX2 X2断面矢視を示

している。

０117 図 7の右端の流路 32e を経由して中空回伝体4０3a 内に流入した水蒸気 は、

その凝縮潜熱及び顕熱を乾燥容器 内の被乾燥物に投入して凝縮し、凝縮水は、

中空回伝体4０3a の管壁 (内壁 )から、隔壁1を伝わって樋状部材Cに溜まる。

樋状部材Cに溜まった凝縮水は、点線で示す矢印 のよぅに流れ、排水孔32d

から中空回伝体4０3a の外に排出される。

０118 図 7の第5実施形態では、中空回伝体4０3a の断面形状の輪郭は凹曲線を主体

に構成されており、当該断面形状は8つの突起部 (半径方向外方に突出している部



分) を有する兄形となってぃるので、一方の中空回伝体4０3a の突起部 (半径方向

外方に突出してぃる頂部 ) によって、他方の中空回伝体4０3a 外周の底部 (満) に

付着した被乾燥物を、容易に掻き落とすことができる。

また、図 7の中空回伝体4０3a の様な断面形状であれば、一対の断面形状が兄

型の中空回伝体4０3a における突起部 (半径方向外方に突出してぃる部分) 間に被

乾燥物が挟まっても、当該突起部が尖った形状をしてぃるので、当該被乾燥物は容

易に兄型中空回伝体4０3a の突起部間の凹曲線で構成された面から除去される。

換言すれば、一対の断面形状が兄型の中空回伝体4０3a 同上が噛み込み合って

しまっても、被乾燥物は兄型中空回伝体4０3a の突起部間の凹曲線で構成された

面から容易に外れるので、ぃわゆる「詰まった」状態になって回伝が停止することはな

０119 図 7で示す第5実施形態におけるその他の構成及び作用効果につぃては、図

～図 6の実施形態と同様である。

０12０ 図示の実施形態はあくまでも例示であり、本発明の技術的範囲を限定する趣旨の

記述ではなぃことを付記する。

図面の簡単な説明

０12 1 図 本発明の第 実施形態を示すブロック図。

図2 第 実施形態で用ぃられる圧縮機の断面図。

図3 第 実施形態の排出機構の断面図。

図4 逆止弁の閉鎖状態を示す斜視図。

図5 逆止弁の開放状態を示す斜視図。

図6 ぢ 出機構の変形例を示す断面図。

図7 図 のX X断面矢視図。

図8いイン凝縮機を示す斜視図。

図9いイン凝縮器の縦断面図。

図1０図9の 断面矢視図。

図11 凝縮器の第 変形例の断面図。

図12 凝縮器の第2変形例の断面図。



図13 第2実施形態に係るメイン凝縮器の断面図。

図14 第3実施形態に係るメイン凝縮器の断面図。

図15 第4実施形態に係るメイン凝縮器の断面図。

図16 第4実施形態の変形例に係るメイン凝縮器の断面図。

図17 第5実施形態に係るメイン凝縮器の断面図。

図18 従来技術を示すブロック図。

符号の説明
‥・乾燥容器

2‥・水蒸気圧縮機 圧縮機

3‥・水蒸気凝縮器

3a ０3a 2０3a 3０3a 4０3a メイン凝縮器

3b‥・ザブ凝縮器

4‥・蒸気トラップ

5‥・不凝縮性ガスの排出弁 空気抜き弁

6‥・被乾燥物

7‥・水蒸気ポイラー

8‥・被乾燥物の投入ロ ホッパー

9‥・乾燥物の排出口

０‥・圧縮機吸入水蒸気配管 吸入配管

‥・圧縮機吐出水蒸気配管 吐出配管

4０‥・排出機構

4 ‥・シリンダ

4 2‥・ピストン

4 3‥・逆止弁



請求の範囲

乾燥容器 ( ) と、水蒸気圧縮機 (2) と、乾燥容器 ( )の内容物と熱交換を行ぅ水蒸

気凝縮器 (3) と、これ等の機器 ( 、2、3)を速通する水蒸気ライン( a ０ ) と、

乾燥容器 ( )の内容物を排出する排出機構 (4０) とを有し、水蒸気圧縮機 (2) により

水蒸気を昇圧して飽和温度を高め、昇圧された水蒸気の凝縮潜熱を乾燥容器 ( )

内の被乾燥物と熱交換して被乾燥物の蒸発脱水に利用する蒸発脱水装置 ( ００) に

おいて、前記排出機構 (4０) は乾燥容器 ( ) と速通するシリンダ (4 ) と、乾燥容器 (

) 内から出口 を経由してシリンダ内 (4 ) に移動した被乾燥物をシリンダ出口 (4

)側に押圧するピストン(42) と、シリンダ出口 (4 ) に設けられた逆止弁 (43) とを

有することを特徴とする蒸発脱水装置。

2 前記シリンダ (4 ) は2重壁構造となっており、水蒸気圧縮機 (2)の吐出口 (2 ) に

速通する水蒸気ライン( )を介して、シリンダ (4 )の外壁 (4 a ) と内壁 (4 b) との

間の空間 (4 5) に水蒸気圧縮機 (2)で昇圧された水蒸気を供給する請求項 の蒸

発脱水装置。

3 前記排出機構 (4０) において、乾燥容器 ( )の出口 ( ) に被乾燥物の切断手段 (

5０)を設ける請求項 、2の何れかの蒸発脱水装置。

4 前記逆止弁 (43) は弾性体 (43a 43b) で構成されており、常閉に構成されている

請求項 ～3の何れか 項の蒸発脱水装置。

5 乾燥容器 ( ) と、水蒸気圧縮機 (2) と、乾燥容器 ( )の内容物と熱交換を行ぅ水蒸

気凝縮器 (3 3a ０3a 2０3a 3０3a 4０3a) と、これ等の機器 ( 、2、3)を速通す

る水蒸気ライン( a ０ ) とを有し、水蒸気圧縮機 (2) により水蒸気を昇圧して飽

和温度を高め、昇圧された水蒸気の凝縮潜熱を乾燥容器 ( ) 内の被乾燥物と熱交

換して被乾燥物の蒸発脱水に利用する蒸発脱水装置 ( ００) において、前記水蒸気

凝縮器 (3 3a ０3a 2０3a 3０3a 4０3a) は平行に延在した複数の中空回伝体 (

3a )を備え、該複数の中空回伝体 (3a )は相互に接触することなく回伝する様に配

置されていることを特徴とする蒸発脱水装置。

6 前記回伝体は、円筒形状である請求項5の蒸発脱水装置。

7 前記回伝体の表面には、突起が形成されている請求項5、6の何れかの蒸発脱水



8 前記回伝体は、断面の輪郭が山部と谷部で形成されている請求項5の蒸発脱水装

置。

9 前記回伝体は、断面の輪郭が凹曲線を主体に形成された兄形である請求項5の蒸

発脱水装置。

０ 前記水蒸気凝縮器 (3) ほ、複数の回伝体 (3a )を平行に配置して構成し、該回伝

体 (3a )は中空管で構成されており、並列に且つ回転体 (3a )同士が干渉しない様

に交差しつつ回伝する様に配置して構成し、前記回伝体 (3a )は、複数の直線状の

中空管 (チューブ3 a)で構成されており、該直線状の中空管 (3 a) は、各々が回伝

軸 (325) と平行に配置され、回伝軸 (325) の半径方向外方で且つ円周方向へ等間

隔に配置されており、該直線状の中空管 (3 a)の各々は中空の連通管 (33) により

回伝軸 (325) に設けられた通路 (3Ze )に速通されている請求項 ～5の何れか 項

の蒸発脱水装置。
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