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(57)【要約】
【課題】　貯留槽内における原料溶液の相分離を促進さ
せる方法を提供することを課題とする。
【解決手段】　包接化合物のホスト分子を溶媒としゲス
ト分子を溶質として含む溶液を、該溶液中で包接化合物
の存在比率又はゲスト分子の濃度が相対的に高い領域と
低い領域とに分離させる、相分離現象の促進又は迅速化
方法において、溶液Ｌの中に配置された熱交換器２の外
表面に包接化合物Ｌ１を生成させ、塊状体に成長させる
第１工程と、塊状体の一部を熱交換器２の外表面の側か
ら融解させることにより、塊状体の未融解部を外表面か
ら離脱させる第２工程と、第１工程及び第２工程を少な
くとも１回繰り返すことにより、包接化合物Ｌ１と溶液
Ｌとの密度差にもとづいて未融解部を溶液の中の特定領
域に偏在させ、その特定領域における包接化合物の存在
比率又はゲスト分子の濃度を相対的に高める第３工程と
を有する。
【選択図】　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
包接化合物のホスト分子を溶媒としゲスト分子を溶質として含む溶液を、前記溶液中で前
記包接化合物の存在比率又は前記ゲスト分子の濃度が相対的に高い領域と低い領域とに分
離させる、相分離現象の促進又は迅速化方法において、
　前記溶液の中に配置された熱交換器の外表面に前記包接化合物を生成させ、塊状体に成
長させる第１工程と、
　前記塊状体の一部を前記外表面の側から融解させることにより、前記塊状体の未融解部
を前記外表面から離脱させる第２工程と、
　前記第１工程及び前記第２工程を少なくとも１回繰り返すことにより、前記包接化合物
と前記溶液との密度差にもとづいて前記未融解部を前記溶液の中の特定領域に偏在させ、
その特定領域における前記包接化合物の存在比率又は前記ゲスト分子の濃度を相対的に高
める第３工程とを有することを特徴とする溶液中の包接化合物又はそのゲスト分子の相分
離促進方法。
【請求項２】
　第２工程の終了後第１工程の開始前又は第１工程の途中に、前記包接化合物の存在比率
又は前記ゲスト分子の濃度が相対的に低い領域にある溶液を攪拌する攪拌工程を有するこ
ととする請求項１に記載の溶液中の包接化合物又はそのゲスト分子の相分離促進方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、包接化合物のホスト分子を溶媒としゲスト分子を溶質として含む溶液を、前
記包接化合物の存在比率又は前記ゲスト分子の濃度が相対的に高い領域と低い領域とに相
分離する現象を促進又は迅速化させる技術に関する。
【０００２】
　なお、次に掲げる用語又は表現の意味又は解釈は、以下のとおりとする。
【０００３】
　（１）「原料溶液」とは、包接化合物のホスト分子を溶媒としゲスト分子を溶質として
含む溶液をいう。包接化合物のホスト分子を溶媒としゲスト分子を溶質として含むととも
に包接化合物が分散又は懸濁している溶液も「原料溶液」に該当する。
【０００４】
　（２）「包接化合物」とは、複数の分子が適当な条件下で組み合わさって結晶ができる
とき、一方の分子（ホスト分子）が籠状、トンネル形、層状または網状構造をつくり、そ
の隙間に他の分子（ゲスト分子）が入りこんだ構造の化合物の意味であり、包接水和物を
除くこととする狭義の包接化合物のみならず、この包接水和物（特許文献１、２参照）を
含む、言わば広義の包接化合物も「包接化合物」に該当する。言うまでもなく、水が凝固
してできる氷はこれに該当しない。
【０００５】
　（３）「熱交換器」とは、熱源又は熱媒体との熱交換を可能にする外表面を備える伝熱
物体を意味し、中実であるか否か、断面形状、寸法、材質等は問わない。プレート式や多
管式といった型式も問わない。ヒートパイプも「熱交換器」の一種である。本発明の具体
的な説明を行う際に、熱輸送媒体が流通する空洞を有する伝熱管を「熱交換器」として本
発明の具体的な説明を行う場合があるとしても、それは「熱交換器」をかかる伝熱管に限
定する意図ではない。
【０００６】
　（４）熱交換器の「外表面」とは、熱交換器の熱交換面（伝熱面）及びその熱交換の効
果が及ぶ当該熱交換面の近傍領域をいう。
【０００７】
　（５）「下方」及び「上方」とは、それぞれ、重力が働く方向及びその反対の方向をい
う。
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【０００８】
　（６）「塊状体」とは、一つの集合体としての外形を有する物体をいい、周囲のものと
視覚的に区別できる外形であれば、その形状に限定はなく、特に明記する場合を除き、内
部の構造、強度、硬度、粘性、密度、組成等は問わない。なお、「包接化合物の塊状体」
とは、包接化合物が生成を重ねて塊状をなし、塊状体と肉眼で認定できる状態になるに至
ったものをいう。
【０００９】
　（７）「スラリー」とは、液体中に固体粒子が分散又は懸濁した状態又はその状態にあ
る物質をいう。沈降しがちな固体粒子を浮遊状態とするために界面活性剤を添加したり、
機械的に攪拌することもあるが、その場合にも「スラリー」という。特に包接化合物又は
その塊状体について「スラリー」という場合には、界面物性剤の添加や機械的攪拌の有無
に拘らず、包接化合物のホスト分子を溶媒としゲスト分子を溶質として含む溶液の中に当
該包接化合物が分散又は懸濁した状態又はその状態にある物質をいうが、分散や懸濁が均
質であることまで必要とされない。例えば、包接化合物の塊状体の一部（特に溶液に接し
ている部分）が前記溶液中に分散又は懸濁しているが残部は前記溶液中で塊状体のままで
ある場合には、その分散又は懸濁しているものは「スラリー」であり、包接化合物の塊状
体と前記溶液中で並存している状態にあるといえる。
【００１０】
　（８）「相分離」とは、原料溶液の中で包接化合物の存在比率又はそのゲスト分子の濃
度が相対的に高い領域と低い領域とに分離する現象、即ち固相が多い領域と液相が多い領
域とに分離する現象をいう。
【００１１】
　（９）「水和物生成温度」とは、原料溶液を冷却したとき、包接水和物が生成するべき
平衡温度をいう。原料溶液のゲスト化合物の濃度により包接化合物が生成する温度が変動
する場合であっても、これを「水和物生成温度」という。なお、簡便のため、「水和物生
成温度」を「融点」という場合がある。
【００１２】
　（１０）「調和融点」とは、原料溶液の液相から包接水和物が生成する際、原料溶液中
のゲスト分子の濃度と包接水和物中のゲスト分子の濃度とが等しく、包接水和物の生成の
前後において当該液相の組成が変わらない場合の温度をいう。なお、縦軸を水和物生成温
度、横軸を原料溶液の液相のゲスト化合物の濃度とした状態図では極大点が「調和融点」
となる。また、調和融点を与える原料溶液中のゲスト分子の濃度を「調和融点濃度」とい
う。調和融点濃度未満の濃度の原料溶液から包接水和物を生成する場合には、包接水和物
の生成につれて原料溶液のゲスト分子の濃度が低下し、その濃度に対する水和物生成温度
が低下する。
【００１３】
　（１１）包接化合物の存在比率又はゲスト分子の濃度が相対的に高い領域を「高濃度領
域」という場合があり、前記包接化合物の存在比率又はゲスト分子の濃度が相対的に低い
領域を「低濃度領域」という場合がある。尤も、「高濃度領域」以外のすべての領域が「
低濃度領域」に該当するという意味ではなく、「低濃度領域」以外のすべての領域が「高
濃度領域」に該当するという意味でもない。
【背景技術】
【００１４】
　包接化合物は、その生成時に潜熱として熱エネルギーを蓄積し、融解時にその熱エネル
ギーを放出する性質を有することから、これを、例えば蓄熱材の主成分又は組成物として
利用するための研究開発が行われている（特許文献１及び２）。
【００１５】
　ここで、容器内の原料溶液中に配置された熱交換器を介した熱媒体との熱交換により、
その原料溶液の中に包接化合物を生成させる場合、包接化合物と原料溶液との間に密度差
があると、その密度差に起因して包接化合物が原料溶液の中で浮揚又は沈降して上方又は
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下方に偏在することになり、原料溶液の中で包接化合物の存在比率又はそのゲスト分子の
濃度が相対的に高い領域（高濃度領域）と相対的に低い領域（低濃度領域）とに分離する
現象、あるいは固相が多い領域と液相が多い領域とに分離する現象、即ち相分離現象が生
じる。
【００１６】
　しかし、前記の特許文献１～４の例はいずれも、原料溶液を収容している容器（貯留タ
ンクや蓄熱槽）から当該原料溶液を容器外に取り出し、該容器外に設置された熱交換器を
介した冷熱又は熱媒体と当該原料溶液との熱交換により包接化合物を生成させ、これをス
ラリーにして前記容器に戻し、その容器の中で原料溶液と包接化合物のスラリーとを相分
離させている。すなわち、容器に収容された原料溶液の中に熱交換器が配置されている構
成ではない。
【００１７】
　また、前記の特許文献１～４の例の場合のように、包接化合物が原料溶液中でスラリー
になり得る性質を有しているときには、包接化合物の原料溶液への分散性が高く又は原料
溶液中での包接化合物の凝集性が低く、相分離現象が速やかに起こり難いことが多く、数
時間又はそれ以上の時間が経過しないと相分離現象を肉眼視できない場合すらある。この
ため、成層型の貯留タンクや蓄熱槽を早期に定常稼動させる必要がある局面では、その定
常稼動に耐え得るだけの相分離状態を可及的速やかに実現することが求められてくる。
【００１８】
　尤も、包接化合物が原料溶液の中でスラリーになり得る性質を有していても、包接化合
物の種類や包接化合物と原料溶液との組み合わせなどによっては、相分離現象が速やかに
起こるものもあるかも知れない。しかし、その場合であっても、相分離現象をさらに促進
させる必要性は別途あり得る。例えば、相分離現象を促進させて、原料溶液中の特定領域
に高濃度領域を形成し、その特定領域又は高濃度領域から原料溶液又は包接化合物若しく
はゲスト分子を取り出すことにより、包接化合物のゲスト分子を回収してこれを蓄熱材組
成物としての再利用を企図する場合である。逆の場合もあり得る。即ち、相分離現象を促
進させて、原料溶液中の特定領域に低濃度領域を形成し、その特定領域又は低濃度領域か
ら原料溶液又は包接化合物若しくはゲスト分子を取り出すことにより、原料溶液中に包接
化合物のゲスト分子を濃縮してこれを蓄熱材組成物としての再利用を企図する場合である
。
【００１９】
　包接化合物のゲスト分子の濃縮技術の一例が、包接水和物を生成する薬剤（当該包接水
和物のゲスト分子）の水溶液から不純物を除去するための水溶液再生技術である（特許文
献５）。この水溶液再生技術では、不純物を含む原料溶液とその原料溶液中に配置される
熱交換器を備える処理槽を用意し、熱交換器に冷却用熱媒体を流すことで熱交換器の周り
に包接水和物の結晶を生成させ、その結晶が生成した後に残った水溶液を処理槽外に排出
することで不純物を除去し、次いで熱交換器に加熱用熱媒体を流すことで包接水和物の結
晶を融解し、不純物が除去された原料溶液、更にはその原料溶液を加熱・濃縮等してゲス
ト分子の析出物を得ている。
【特許文献１】特公昭５７－３５２２４号公報
【特許文献２】特許３６４１３６２号公報
【特許文献３】特開２０００－１２１２６６号公報
【特許文献４】特開２００２－３３３１６５号公報
【特許文献５】特開２００２－３３３１６８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２０】
　しかし、冷却用熱媒体が流れる熱交換器の周りに包接化合物が生成して厚みを増すにつ
れて伝熱抵抗が大きくなるため、その冷却用熱媒体による冷却の効果が水溶液に及ばなく
なってくる。このことは、特許文献５記載の技術において、熱交換器の周りに包接水和物
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の結晶を生成させても、結晶にならないまま水溶液中にゲスト分子が残り、相分離を行な
うことに限界があることを意味している。それ故、特許文献５記載の技術は、これにより
包接化合物のゲスト分子の濃縮が可能になるとはいえ、原料溶液の中で、包接化合物の存
在比率又はゲスト分子の濃度が相対的に高い領域と相対的に低い領域とに相分離する現象
を促進するには、未だ効率的なものとはいえない。また、前記の従来技術では、包接化合
物とそのゲスト分子を溶質として含む原料溶液との密度差と、包接化合物の濃縮との関係
について、全く考慮されておらず、技術的な示唆も見当たらない。
【００２１】
　本発明は、以上の問題や事情に鑑みてなされたものであり、原料溶液の中で、包接化合
物の存在比率又はゲスト分子の濃度が相対的に高い領域と相対的に低い領域とに相分離す
る現象を促進又は迅速化若しくは高速化させる技術、加えて、これを効率的に行うことが
できる技術を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　上記課題を解決するための、本発明の第１の形態に係る相分離の促進又は迅速化方法は
、包接化合物のホスト分子を溶媒としゲスト分子を溶質として含む溶液を、前記溶液中で
前記包接化合物の存在比率又は前記ゲスト分子の濃度が相対的に高い領域と低い領域とに
分離させる方法であって、前記溶液の中に配置された熱交換器の外表面に前記包接化合物
を生成させ、塊状体に成長させる第１工程と、前記塊状体の一部を前記外表面の側から融
解させることにより、前記塊状体の未融解部を前記外表面から離脱させる第２工程と、前
記第１工程及び前記第２工程を少なくとも１回繰り返すことにより、前記包接化合物と前
記溶液との密度差にもとづいて前記未融解部を前記溶液の中の特定領域に偏在させ、その
特定領域における前記包接化合物の存在比率又は前記ゲスト分子の濃度を相対的に高める
第３工程とを有することを特徴とする。
【００２３】
　本発明の第２の形態に係る相分離の促進又は迅速化方法は、第１の形態に係る方法にお
いて、第２工程の終了後第１工程の開始前又は第１工程の途中に、前記包接化合物の存在
比率又は前記ゲスト分子の濃度が相対的に低い領域にある前記溶液を攪拌する攪拌工程を
有することを特徴とする。
【００２４】
　本発明の第３の形態に係る相分離の促進又は迅速化方法は、第１又は第２の形態に係る
方法において、前記第１工程が、前記包接化合物の潜熱により熱エネルギーを蓄積する工
程であり、前記第２工程が、前記熱交換器により前記塊状体の一部から熱エネルギーを取
り出す工程であることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明は、包接化合物が原料溶液と異なる密度と原料溶液中でスラリーになり得る性質
を有していることを利用して、原料溶液の中に配置された熱交換器の外表面に包接化合物
を生成させ塊状体に成長させる工程と、その塊状体の一部を熱交換器の外表面の側から融
解させ、その外表面から未融解部を離脱させる工程とを少なくとも１回繰り返すことによ
り、包接化合物と原料溶液との密度差に従って未融解部を原料溶液の中の特定領域に偏在
させ、その特定領域における包接化合物の存在比率又はゲスト分子の濃度を相対的に高め
ることを基本構成とする。
【００２６】
　熱交換器の外表面に生成した包接化合物をその外表面の側から融解させると、融解した
部分は原料溶液に戻り外表面から未融解部が離脱し、未融解部は包接化合物と原料溶液と
の密度差に従って原料溶液の中で浮揚又は沈降し、原料溶液中の特定領域に集まり偏在す
ることになる。この結果、包接化合物の存在比率又はゲスト分子の濃度が相対的に高い領
域と相対的に低い領域とに分離することになる。
【００２７】
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　ここで、未融解部は、包接化合物の塊状体の一部であるので、包接化合物のスラリーと
異なり、溶媒への分散性がなく、溶媒の中での凝集性もないので、スラリーよりも迅速に
、包接化合物と原料溶液との密度差に従って上方に浮揚又は下方に沈降する。
【００２８】
　それ故、本発明によれば、原料溶液の中で、包接化合物の生成と融解を少なくとも１回
繰り返すことにより、高濃度領域と低濃度領域とに相分離する相分離現象を促進させるこ
とができる。
【００２９】
　しかも、包接化合物の生成と融解を繰り返すたびに未融解部が特定領域に集まり、当該
特定領域に形成される高濃度領域における包接化合物の存在比率又はゲスト分子の濃度は
漸増し、当該特定領域又は高濃度領域以外の領域（低濃度領域を含む）の原料溶液におけ
る包接化合物の存在比率又はゲスト分子の濃度は平均して漸減することになるが、熱交換
器の外表面に原料溶液への伝熱を妨げ伝熱抵抗となる包接化合物が存在しない又は殆ど存
在しない状態になるので、原料溶液が熱交換器と直接接触して熱交換器による熱交換の効
果（熱伝達性）は高いまま維持され、故にゲスト分子の濃度が低い原料溶液からも引き続
き包接化合物が生成する。尤も、ゲスト分子の濃度が低下した分だけ包接化合物の生成量
は漸減するが、熱伝達性が低下しないことから包接化合物をより多く生成させることがで
きる、換言すれば、原料溶液の中に残存するゲスト分子の量をより少なくすることができ
る。
【００３０】
　それ故、本発明によれば、原料溶液の中で、包接化合物の生成と融解を複数回繰り返す
ことにより、原料溶液から包接化合物又はゲスト分子を上方又は下方の特定領域に累積的
に偏在させることができ、包接化合物の存在比率又はゲスト分子の濃度が相対的に高い領
域と相対的に低い領域とに速やかに、しかも効率的に、またゲスト分子の濃度の高低差が
より明確になるように分離させることができる、という基本的な効果を得る。
【００３１】
　また、本発明の各形態が奏する個別的な作用効果は以下のとおりである。
【００３２】
　本発明の第１の形態によれば、原料溶液の中で、高濃度領域と低濃度領域とに相分離す
る現象を促進又は迅速化させる方法を実現できる。特に、原料溶液の中で、包接化合物の
生成と融解を複数回繰り返すことにより、相分離を速やかに且つ効率的に行うことができ
る。なお、包接化合物の生成と融解の繰返し回数を多くすることにより、ゲスト分子の濃
度の高低差をより明確にすることができる。
【００３３】
　この第１の形態において、第１の工程で包接化合物の潜熱により熱エネルギーを蓄積し
、第２の工程で熱交換器により熱エネルギーを取り出すという蓄熱・放熱の過程でゲスト
分子の相分離現象の促進又は迅速化を実現することができる。このことは、原料溶液を収
容する容器（貯留タンクや蓄熱槽）の中に、当該原料溶液の中に没するように熱交換器を
配置すれば、この熱交換器により包接化合物の生成と融解を行うことにより、当該容器の
中で包接化合物の存在比率又はゲスト分子の濃度が相対的に高い領域と低い領域とに相分
離する相分離現象を促進又は迅速化させることができるということをも意味している。
【００３４】
　包接化合物を熱交換器の外表面の側から融解させると、融解した部分は原料溶液に戻る
。このとき、熱交換器外表面に近い原料溶液におけるゲスト分子の濃度が相対的に高くな
り、熱交換器の外表面から原料溶液に向かって濃度勾配が生じる。このような濃度勾配は
熱交換器の外表面における包接水和物の生成を阻害する。他方、熱交換器の外表面に生成
し外表面を覆う包接化合物は伝熱抵抗になるので、熱交換器の外表面に包接化合物を生成
して、塊状体にまで成長させようとしても、その成長には限界がある。
【００３５】
　そこで、本発明の第２の形態によれば、第２工程の終了後第１工程の開始前までに、低
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濃度領域で攪拌されるので、その低濃度領域にある原料溶液が均一化される。また、本発
明の第２の形態によれば、第１工程の途中において、未融解部が低濃度領域で攪拌される
ので、その低濃度領域にある原料溶液が均一化される。そして、これらの攪拌により、熱
交換器の外表面（当該外表面に包接水和物が生成している場合には、原料溶液と接する当
該包接水和物の表面）から原料溶液への伝熱性が改善される。
【００３６】
　これらの結果、低濃度領域における原料溶液からも包接化合物を生成させることができ
るようになり、原料溶液全体から効率的に包接水和物を塊状体に成長させることができる
ようになる。それ故、原料溶液からより多くの包接化合物を生成させ、塊状体にまで成長
させ、未融解部として原料溶液の中の特定領域に偏在させることができるようになり、延
いては、原料溶液の中で、高濃度領域と低濃度領域とに相分離する相分離現象をより効率
的に促進させることができる。
【００３７】
　本発明の第３の形態においては、記第１工程が、前記包接化合物の潜熱により熱エネル
ギーを蓄積する工程であり、前記第２工程が、前記熱交換器により前記塊状体の一部から
熱エネルギーを取り出す工程となる。これらの工程は、それぞれ、包接水和物を潜熱蓄熱
材とする蓄熱方法における蓄熱工程及び放熱工程又は包接水和物を潜熱蓄熱材とする蓄熱
装置の蓄熱運転及び放熱運転に対応している。それ故、この第３の形態によれば、包接水
和物を潜熱蓄熱材とする既存又は公知の蓄熱方法や蓄熱装置（特に所謂内融式蓄熱装置）
を転用することにより、本発明の第１又は第２の形態に係る原料溶液中の包接化合物又は
そのゲスト分子の相分離促進方法を容易に実現することができる。これは、使用済みの包
接化合物のゲスト分子を回収又は濃縮による再利用を企図する場合において特に有益であ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３８】
　以下、図面にもとづき本発明の実施の形態について説明する。本実施形態では、包接化
合物の具体例を包接水和物として説明するが、当該具体例が包接水和物であるからといっ
て、本発明から包接水和物以外の包接化合物が除外されることではなく、包接水和物以外
の包接化合物でも本発明を実施できる。また、包接水和物は原料溶液に比べて密度が大き
く、未融解の包接化合物の塊状体（未融解部）が原料溶液中を沈降する場合について説明
するが、密度が小さい場合は未融解部が原料溶液中を浮上する挙動を示す点で異なるだけ
であり、基本的な構成は同様になる。
【００３９】
　図１は、包接水和物を生成、融解して蓄熱、放熱する装置の概要説明図である。この図
において、符号１は原料溶液Ｌが貯留されている貯留槽、符号２は貯留槽１内に配設され
た熱交換器（伝熱管）である。
【００４０】
　熱交換器２は貯留槽１内で水平方向に蛇行し高さ方向に複数段をなしていて、該熱交換
器２内を熱媒体が流通している。この熱交換器２は、水平方向の蛇行によらずとも、上下
方向に蛇行していてもよい。前記原料溶液Ｌは、そのゲスト分子の濃度が調和融点を与え
る濃度（調和融点濃度）であっても、それ未満あるいはそれより高い濃度であってもよい
。
【００４１】
　図１に示した装置は、蓄熱装置に喩えれば所謂内融式蓄熱装置と実質的に同じである。
そしてこの装置において、熱エネルギーを蓄積するための蓄熱工程と蓄積された熱エネル
ギーを放出する又は取り出すための放熱工程とを実行することにより、換言すれば、蓄熱
工程を実現するための蓄熱運転と放熱工程を実現するための放熱運転を行うことにより、
包接水和物の存在比率又は前記ゲスト分子の濃度が相対的に高い領域と低い領域とに分離
させる。
【００４２】
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　＜蓄熱工程（蓄熱運転）＞
　熱交換器（伝熱管）２に、包接水和物生成温度より低温の熱媒体が流通され、熱交換器
２の外表面で原料溶液Ｌが熱交換して冷却され包接水和物Ｌ１が生成される。包接水和物
Ｌ１は、図１に見られるように、熱交換器２の外表面に付着し堆積して、該熱交換器２の
周囲に包接水和物Ｌ１の塊状体が形成される。
【００４３】
　＜放熱工程（放熱運転）＞
　熱交換器２に、包接水和物の融解温度より高温の熱媒体が流通され熱交換器２の外表面
で包接水和物Ｌ１と熱交換して、熱媒体が冷却されて冷熱エネルギーが取出される。包接
水和物Ｌ１は熱交換器２の外表面に接している部分から融解し、その融解によりできる原
料溶液Ｌは、その包接水和物Ｌ１の融解温度よりも高温で低密度なので貯留槽１の上方に
移動し、貯留槽１の上方に偏在する。他方、未融解のまま残る包接水和物Ｌ１の塊状体（
未融解部）は熱交換器２の表面から離脱し、包接水和物Ｌ１と原料溶液Ｌとの密度差に応
じて、従って重力により下方に沈降する。
【００４４】
　この未融解部は、包接水和物の塊状体の一部であるので、包接水和物のスラリーと異な
り、溶媒への分散性は比較的小さく、溶媒の中での凝集性も比較的小さいので、スラリー
よりも迅速に、包接水和物と原料溶液との密度差に従って下方に沈降してゆく。その過程
で未融解部の一部は原料溶液に分散又は懸濁してスラリーとなり、比較的遅い速度で沈降
してゆく。こうして未融解部は、塊状体、スラリーといった形態で貯留槽１の下方の領域
に偏在することになる。また、貯留槽１の下方の領域に偏在するに至った未融解部が融解
すると、上方の原料溶液Ｌと拡散混合するに足るだけの長時間が経過しない限り又は上方
の領域と下方の領域との間で強制的な攪拌を行わない限り、当初の原料溶液Ｌのゲスト分
子濃度より高い濃度の原料溶液となり滞留する。
【００４５】
　かくして、図２のように貯留槽１の上方には低濃度領域が、下方には高濃度領域が形成
される。
【００４６】
　＜蓄熱工程と放熱工程の繰返し＞
　原料溶液Ｌの中に配置された熱交換器２の外表面に包接水和物Ｌ１を生成させ塊状体に
成長させる工程（蓄熱工程）と、その塊状体の一部を熱交換器２の外表面の側から融解さ
せ、その外表面から未融解部を離脱させる工程（放熱工程）とを少なくとも１回繰り返す
と、包接水和物Ｌ１と原料溶液Ｌとの密度差に起因して未融解部を原料溶液の中の特定領
域に偏在させることとなり、その特定領域における包接水和物の存在比率が相対的に高ま
り、また未融解部が融解して現れるゲスト分子の濃度が相対的に高まる。その結果、包接
水和物の存在比率又はゲスト分子の濃度が相対的に高い領域と相対的に低い領域とに相分
離することになる。
【００４７】
　ここで、未融解部は、包接水和物の塊状体の一部であるので、包接水和物のスラリーと
異なり、溶媒への分散性は比較的小さく、溶媒の中での凝集性も比較的小さいので、スラ
リーよりも迅速に、包接水和物と原料溶液との密度差に従って下方に沈降する。その過程
で未融解部の一部は原料溶液に分散又は懸濁してスラリーとなり、比較的遅い速度で沈降
してゆく。こうして未融解部は、塊状体、スラリーといった形態で貯留槽１の下方の領域
に偏在することになる。また、貯留槽１の下方の領域に偏在するに至った未融解部が融解
すると、例えば上方の原料溶液Ｌと拡散混合するに足るだけの長時間が経過しない限り又
は上方の領域と下方の領域との間で強制的な攪拌を行わない限り、当初の原料溶液Ｌのゲ
スト分子濃度より高い濃度の原料溶液となり滞留する。更に、下方の領域に滞留するに至
った未融解部分、スラリー及び原料溶液は、蓄熱工程と放熱工程の繰返しの過程で、例え
ば上方の領域と下方の領域との間で強制的な攪拌を行わない限り、あたかも当該下方の領
域に閉じ込められた状態になる。
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【００４８】
　かくして、貯留槽１の上方には低濃度領域が、下方には高濃度領域が形成される。
【００４９】
　それ故、本発明によれば、原料溶液の中で、包接水和物の生成と融解を少なくとも１回
繰り返すことにより、包接水和物の存在比率又はゲスト分子の濃度が相対的に高い領域と
低い領域とに分離する相分離現象を促進させることができる。
【００５０】
　また、包接水和物の生成と融解を繰り返すと、その繰返しのたびに熱交換器の外表面に
付着していた包接水和物が融解するとともに、未融解部が熱交換器の外表面から離脱して
行く。すると、未融解部が包接水和物と原料溶液との密度差に起因して原料溶液中の特定
領域（包接水和物の方が原料溶液よりも密度が高い場合には、下方の領域）に集まり、包
接水和物の存在比率又はゲスト分子の濃度が漸増し、当該特定領域に高濃度領域が形成さ
れ、それと同時に、その他の領域の原料溶液における包接水和物の存在比率又はゲスト分
子の濃度は漸減する。この結果、熱交換器の外表面の周囲は低濃度領域となり、包接水和
物が生成しにくい環境となる。
【００５１】
　ところが、熱交換器の外表面に付着していた包接水和物が融解するとともに、未融解部
が熱交換器の外表面から離脱して行くと、その熱交換器の外表面は原料溶液への熱伝熱を
妨げる包接水和物が存在しない又は殆ど存在しない状態になるので、熱交換器による熱交
換の効果は高いまま維持され、故に低濃度領域の環境下であっても引き続き包接水和物の
生成が起こる。勿論、包接水和物の存在比率又はゲスト分子の濃度が漸減すると、熱交換
器の外表面に生成する包接水和物の量も漸減するが、熱交換器の外表面の熱伝達性が低下
しない分だけより多くの包接水和物が生成し、塊状体となる。
【００５２】
　かくして、包接水和物の生成と融解を繰り返すことにより、熱交換器の外表面の周囲は
低濃度領域となり、包接水和物が生成しにくい環境になっても、原料溶液中の特定領域に
高濃度領域が形成され、同時に当該特定領域以外に低濃度領域が形成され、これが繰り返
される。
【００５３】
　それ故、本発明によれば、原料溶液の中で、包接水和物の生成と融解を複数回繰り返し
ても、原料溶液から包接水和物又はそのゲスト分子を下方の領域に累積的に偏在させるこ
とができ、包接水和物の存在比率又はそのゲスト分子の濃度が相対的に高い領域と相対的
に低い領域とに速やかに、しかも効率的に、またゲスト分子の濃度の高低差がより明確に
なるように分離させることができる。
【００５４】
　なお、上記のとおり、熱交換器の外表面に付着していた包接水和物が融解するとともに
、未融解部が熱交換器の外表面から離脱して行くと、熱交換器による熱交換の効果は高い
まま維持され、故に低濃度領域の環境下であっても引き続き包接水和物の生成が起こる。
このことは、本発明によれば、ゲスト分子の濃度が低い原料溶液からも当該ゲスト分子を
速やかに、効率的に分離することができることを意味している。このような本発明の効果
は、使用済みの原料溶液から包接化合物のゲスト分子を回収又は濃縮してこれを蓄熱材組
成物としての再利用を企図する場合に特に有益である。
【００５５】
　また、熱交換器２の外表面において融解する包接水和物の量に比べて、その融解の結果
当該外表面から離脱して下方に沈降する未融解部における包接水和物の量の方が多いのが
普通である。特に、熱交換器が伝熱管の場合には、包接水和物の塊状体は重力の影響を受
けて、伝熱管の上方にある包接水和物の塊状体の限られた部分（伝熱管の直上又はその近
傍の部分）のみが融解し易くなり、従ってより多くの未融解部が下方に沈降し易くなる。
このような場合、特に熱交換器が伝熱管である場合には、包接水和物の存在比率又はゲス
ト分子の濃度の高低差がより明確になり易くなり、低濃度領域と高濃度領域の形成も効率
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的且つ迅速に起こり易くなるので、蓄熱工程と放熱工程とを繰り返すと否とに拘らず、本
発明の実施形態として好ましい。
【００５６】
　図３は、包接水和物のゲスト分子として臭化テトラｎブチルアンモニウム（ＴＢＡＢ）
の調和融点濃度未満である３０ｗｔ％の水溶液を原料溶液として、図１に示した装置によ
り、包接水和物の生成と融解を複数回繰り返した後における貯留槽１内の原料溶液中のＴ
ＢＡＢ濃度の高さ方向の分布を示したものである。ここで横軸は、原料溶液中のＴＢＡＢ
濃度、縦軸は、貯留槽１内の原料溶液の液面高さを１とした高さ比を示している。
【００５７】
　図３によると、ＴＢＡＢの包接水和物の密度は原料溶液より大きいが、下部にＴＢＡＢ
濃度の高い領域、上部にＴＢＡＢ濃度の低い領域として相分離していることが分かる。
【００５８】
　本実施形態では、種々の観点から、例えば、以下のごとく、さらに改善を加えることが
できる。
【００５９】
　（ｉ）放熱工程の効率向上
　図２は、図１に示した装置の変形例の概要説明図である。この図に示した装置では、貯
留槽１の下部に包接水和物の存在比率が高い領域が形成されている。つまり、図２装置に
おいて包接水和物と熱エネルギーを取り出す熱交換器の外表面が接触し効率的に熱交換で
きる領域を特定できる長所がある。包接水和物を熱交換器の外表面側から融解させると、
融解した部分は原料溶液に戻る。この原料溶液の温度は包接水和物の融解温度よりも高温
となっているため、交換する熱量を多くとることができ、原料溶液と熱交換器外表面が接
触しているよりも、包接水和物と熱交換器外表面が接触している方が効率的に熱エネルギ
ーを取り出すことができる。
【００６０】
　図２に示した熱交換器は、水平方向に蛇行し高さ方向に連続して複数段を構成している
伝熱管であるが、貯留槽１の上部、即ち包接水和物の存在比率が低い領域と、下部、即ち
包接水和物の存在比率が高い領域とに別々に熱交換器を設けて、放熱工程では、主に包接
水和物の存在比率が高い領域に設けられた熱交換器により熱エネルギーを取り出すように
すれば効率的に、そして包接水和物の存在比率が高い領域に熱エネルギーを取り出すため
の熱交換器を密に設けるようにすればより効率的に、熱エネルギーを取り出すことができ
る。
【００６１】
　（ii）相分離の更なる促進
　図４は、図１に示した装置の別の変形例の概要説明図である。この図に示した装置は、
図２に示した装置に循環手段を設けたものにも相当する。この循環手段は、貯留槽１の上
方の領域と下方の領域とを接続する循環用配管と、その循環用配管に取り付けられたポン
プ３により構成される。
【００６２】
　この循環手段により、包接水和物の存在比率又はゲスト分子の濃度が低い領域Ｂからこ
の領域Ｂの原料溶液のうち１０％程度を抜出し、ポンプ３によって包接水和物の存在比率
又はゲスト分子の濃度が高い領域Ａへ、低濃度領域Ｂと高濃度領域Ａとが混合しないよう
に低流速で流入させる。これにより、低濃度領域Ｂから高濃度領域Ａに流入したゲスト分
子濃度が低い原料溶液の一部からも包接水和物の塊状体を生成することができ、包接水和
物の存在比率を高め、ゲスト分子濃度を高めることができるので、包接水和物の存在比率
の高い領域と低い領域との相分離をより促進することができる。
【００６３】
　（iii）低濃度領域における攪拌
　包接水和物を熱交換器の外表面の側から融解させると、融解した部分は原料溶液に戻る
。このとき、熱交換器外表面に近い原料溶液におけるゲスト分子の濃度が相対的に高くな
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り、熱交換器の外表面から遠い原料溶液に向かって濃度勾配が生じる。他方、包接水和物
の熱伝導性は原料溶液に比べて低く、熱交換器の外表面の熱伝達性はその外表面に包接水
和物が生成しこれを覆うにつれて低下するので、熱交換器の外表面に生成した包接水和物
を塊状体にまで成長させようとしても、その成長には限界が生じてくる。それ故、効率的
に包接水和物を塊状体にまで成長させ、未融解部として原料溶液の中の特定領域に偏在さ
せるためには、包接水和物の存在比率又はゲスト分子の濃度が低い領域にある原料溶液に
おけるゲスト分子の濃度勾配を解消させ、均一化させ、熱交換器における熱交換を促進す
るのが好ましい。
【００６４】
　しかして図５及び図６は、いずれも、図１に示した装置の更に別の変形例の概要説明図
である。これらの各図に示した装置は、図２に示した装置に、貯留槽１の低濃度領域Ｂに
攪拌するための循環手段を設けたものにも相当する。図５に示した循環手段は、低濃度領
域Ｂの上方の領域と下方の領域とを接続する循環用配管と、その循環用配管に取り付けら
れたポンプ４により構成される。また、図６に示す循環手段は、低濃度領域Ｂにある原料
溶液を攪拌する回転翼５を備える攪拌装置である。
【００６５】
　特に図５においては、包接水和物の少ない領域Ｂの原料溶液を、ポンプ４により、低濃
度領域Ｂの上方の領域から抜き出し、低濃度領域Ｂの下方の領域へ、領域Ａの内容物と領
域Ｂの内容物とが混合しないように流入させ、これにより低濃度領域Ｂの原料溶液を攪拌
する。これにより、低濃度領域Ｂにおいて、熱交換器２の外表面または外表面近傍に包接
水和物が存在して熱伝達が低下することを防ぎ、熱交換器２の外表面と原料溶液の熱交換
を促進し、包接水和物の生成を促進することができる。
【００６６】
　なお、図５に示す攪拌手段を設ける際には、原料溶液の吸込部及び吐出部の少なくとも
一方を一つ又は複数個設けてもよい。
【００６７】
　図５及び図６に示した攪拌手段による低濃度領域Ｂにおける原料溶液の攪拌により、熱
交換器２の外表面から遠い原料溶液に向かって生じていた濃度勾配が解消され、低濃度領
域Ｂにある原料溶液が均一化される。そのため、原料溶液への熱伝達性が維持され、包接
水和物の生成と塊状体の成長が円滑に進められる。
【００６８】
　なお、このような攪拌は、放熱工程の終了後蓄熱工程の開始前までに行うのが好ましい
。包接水和物の生成開始前までに、熱交換器２の外表面から遠い原料溶液に向かって生じ
ていた濃度勾配が解消され、低濃度領域Ｂにある原料溶液が均一化されるからである。
【００６９】
　また、蓄熱工程の途中において低濃度領域Ｂを攪拌してもよい。これにより低濃度領域
Ｂにある原料溶液が均一化され、同時に熱交換器２の外表面から原料溶液への伝熱性を改
善することができる。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１】本発明の一実施形態に係る装置の概要説明図であり、蓄熱状態を示す。
【図２】図１に示した装置の放熱状態を示す。
【図３】原料溶液の相分離の様子を高さ方向に関して示す図である。
【図４】図１に示した装置の変形例を示す図である。
【図５】図１に示した装置の他の変形例を示す図である。
【図６】図１に示した装置のさらに他の変形例を示す図である。
【符号の説明】
【００７１】
　１　貯留槽
　２　熱交換器
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　３　ポンプ
　４　ポンプ
　５　回転翼
　Ａ　特定領域又は高濃度領域
　Ｂ　低濃度領域
　Ｌ　原料溶液
　Ｌ１　包接化合物（包接水和物）

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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