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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　塗装工程の前に行われる処理工程で車体に供給された処理液を回収すると共に、該回収
した前記処理液に含まれる異物を除去し、然る後、該異物を除去した前記処理液を回収先
の前記処理工程で再利用する処理液循環利用システムにおいて、
　前記循環利用すべき処理液に脱脂液が用いられ、
　前記異物を除去するための第１除去工程と、中間除去工程と、第２除去工程とを有し、
前記第１除去工程には、平滑なろ過面を水平方向に対して傾斜させて配置したろ過分離装
置が設けられ、前記中間除去工程には、前記第１除去工程で異物除去処理を受けた脱脂液
に含まれる異物としての磁性物質を吸着して分離する吸着分離装置が設けられ、かつ前記
第２除去工程には、前記中間除去工程で異物除去処理を受けた脱脂液に含まれる異物を捕
捉して分離する捕捉分離装置が設けられ、
　前記第１除去工程では、前記異物のうち相対的に大きな異物を分離除去し、前記中間除
去工程では、前記異物に含まれる磁性物質のうち前記第１除去工程でろ過分離できずに前
記脱脂液に残った相対的に小さな磁性物質を吸着分離し、かつ前記第２除去工程では、前
記第１除去工程及び前記中間除去工程で除去されずに残った相対的に小さな異物を分離除
去するように構成されている処理液循環利用システム。
【請求項２】
　前記処理工程を実施しない場合、前記異物除去工程を終了した前記脱脂液が、回収先の
前記処理工程に再利用されることなく前記第１除去工程へ循環供給されるように構成され
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ている請求項１に記載の処理液循環利用システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、処理液循環利用システムに関し、特に、車体の塗装工程の前に行われる処理
工程において使用される処理液循環利用システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　車体の塗装処理を行うに際しては、塗膜欠陥の防止の観点から、その前処理工程として
、車体の表面に付着している油分のほか、塗装工程までの各作業工程で発生し車体表面に
付着した鉄粉や繊維くずなどの異物を除去するための脱脂処理や洗浄処理を実施する場合
が多い。
【０００３】
　また、上記前処理工程で用いた処理液を有効に利用するため、例えば上記処理液に含ま
れる異物を取り除いた後、当該処理液を前処理工程に再利用する方法が提案されている。
【０００４】
　例えば、下記特許文献１には、回収水に含まれる微粒鉄粉を効果的に分離除去する目的
で、回収水の貯留タンク内に、アモルファス合金繊維よりなるストレーナ部材を磁石と相
互に近接させて配置したストレーナ装置が開示されている。また、同特許文献には、上記
ストレーナ部材が貯留タンクに着脱自在に取り付けられている旨が記載されている。
【０００５】
　また、例えば、下記特許文献２には、沈降槽において使用済み洗浄水の上昇流を形成す
ることで、洗浄水に含まれる異物のうち比較的大きなサイズの異物を沈降除去し、続いて
、沈降槽からシャワータンク内に回収した洗浄水に気泡を導入することで、回収した洗浄
水に残存する異物を浮上分離する方法、および、沈降分離時の上昇流の速度と浮上分離時
の気泡の大きさをそれぞれ所定の範囲に設定する方法が開示されている。
【特許文献１】特開平１０－１１８４２２号公報
【特許文献２】特開平１０－２４４２５２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記特許文献１に開示の装置では、鉄粉等の異物を捕捉すべきストレーナ部材が貯留タ
ンクの内部空間を隔てるように配置されている。そのため、一旦捕捉した異物をストレー
ナ部材から取り除くには、このストレーナ部材を貯溜タンクから一旦取り外す必要があり
面倒である。また、ストレーナ部材を取り外して清掃している間は実質的に回収水（洗浄
水）の循環利用が停止するため、作業効率の低下を招くおそれもある。
【０００７】
　また、上記特許文献２に開示の方法では、その設定すべき上昇流の速度（０．４ｃｍ／
秒以下）からも分かるように、分離除去作業に多大な時間が必要となるため、大量の処理
液を効率よく循環利用するとの観点からは実用的な方法とはいえない。また、所定の大き
さに制御した気泡を安定的に洗浄水に供給するために高精度な制御が可能な気泡発生装置
が必要となるため設備が煩雑となり、また、設備費用の増大化も避けられない。
【０００８】
　また、上記何れの特許文献においても洗浄水を処理対象としているが、異物の多くは油
分によって車体に強固に付着しているため、洗浄工程よりも脱脂工程において脱脂液中に
混入する異物の量のほうが多いのが通常である。そのため、例えば特許文献１に記載のス
トレーナ装置を脱脂液の洗浄に用いても短時間で目詰まりを生じる等して、実用性に足る
脱脂液の循環利用を図ることは難しい。
【０００９】
　以上の事情に鑑み、本発明では、処理液を効率よく循環利用できると共に、異物除去手
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段のメンテナンス性に優れ、かつ、簡素な設備で安価に構成可能な処理液循環利用システ
ムを提供することを技術的な課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　前記課題の解決は、本発明に係る処理液循環利用システムにより達成される。すなわち
、この循環利用システムは、塗装工程の前に行われる処理工程で車体に供給された処理液
を回収すると共に、回収した処理液に含まれる異物を除去し、然る後、異物を除去した処
理液を回収先の処理工程で再利用する処理液循環利用システムにおいて、循環利用すべき
処理液に脱脂液が用いられ、異物を除去するための第１除去工程と、中間除去工程と、第
２除去工程とを有し、第１除去工程には、平滑なろ過面を水平方向に対して傾斜させて配
置したろ過分離装置が設けられ、中間除去工程には、第１除去工程で異物除去処理を受け
た脱脂液に含まれる異物としての磁性物質を吸着して分離する吸着分離装置が設けられ、
かつ第２除去工程には、中間除去工程で異物除去処理を受けた脱脂液に含まれる異物を捕
捉して分離する捕捉分離装置が設けられ、第１除去工程では、異物のうち相対的に大きな
異物を分離除去し、中間除去工程では、異物に含まれる磁性物質のうち第１除去工程でろ
過分離できずに脱脂液に残った相対的に小さな磁性物質を吸着分離し、かつ第２除去工程
では、第１除去工程及び中間除去工程で除去されずに残った相対的に小さな異物を分離除
去するように構成されている点をもって特徴付けられる。                            
                                                
【００１１】
　このような構成とすることで、まず、第１除去工程において、塗装前の車体に付着して
いる比較的大きな異物、例えば粒径の比較的大きな鉄粉や繊維くずなどがろ過面により捕
捉される。そして、捕捉された異物は平滑でかつ傾斜したろ過面上を自重で滑って下方へ
と集積される。そのため、ろ過面上に捕捉した異物が堆積し目詰まりを生じる事態を可及
的に回避することができる。また、ろ過面で捕捉した異物の多くはその下方にて集積され
るため、そのメンテナンスの頻度が少なくて済む。また、次の第２除去工程においては、
第１除去工程で除去されずに残った比較的小さな異物、例えば微細な鉄粉等が分離除去さ
れる。そのため、第２除去工程以降にフィルタ等の分離除去手段を用いる場合であっても
、その目詰まりを極力減じて、メンテナンスの頻度を低減させることができる。また、上
記形態のろ過分離装置であれば、そのろ過面を大気側に開放することができるので、作業
ラインの稼動中であっても、ろ過面のメンテナンス（ろ過面上に残留した異物の除去）を
容易に行うことができる。作業者により手動でメンテナンスを行うこともできる。これに
より、ろ過分離装置の作業効率を維持することができる。
【００１２】
　また、上記構成で処理液である脱脂液を清浄化できるので、分離除去に要する設備も簡
易なもので済み、その設備費用も安価である。また、ろ過分離装置が上記構造を有する点
、上記メンテナンス頻度が低い点、および、サイズの大きい異物から順に分離除去する点
から、脱脂液の許容処理量を引き上げることができると共に、脱脂液中に含まれる異物の
除去効率を高めることができる。これにより、脱脂液による脱脂作用を改善でき、ひいて
は電着塗装等の塗装品質の向上につながる。
【００１３】
　なお、上記ろ過分離装置に係る構造は、車体の脱脂等に使用される脱脂液を循環利用シ
ステムの循環媒体として使用する場合にはじめて有効に作用する。すなわち、脱脂や洗浄
等の車体表面処理に使用された処理液には、車体表面に付着していた油分が混入すること
から、例えば車体洗浄に用いる洗浄水を本発明に係る循環利用システムの循環媒体として
使用した場合、洗浄水中に含まれる油分がろ過面上に油膜を張り、これにより、通過させ
るべき液体成分が通過できない不具合を生じるおそれがある。本発明者らの行った実験に
よれば、油膜の形成を回避できる程度にまでろ過面の目（通過孔やすき間）のサイズを大
きくすると、ろ過分離すべき比較的大径の鉄粉や繊維くずまで通してしまい、フィルタと
しての本来的機能を奏し得ない。これに対して、脱脂液を循環媒体に使用する場合には、
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脱脂液に混入した油分は脱脂液により適度に分解されるため、所望の異物が捕捉できる程
度にまでろ過面の目を細かくしても油膜を形成することはなく、円滑かつ効果的なろ過作
用を奏し得る。以上より、ろ過分離装置を第１段階の異物除去工程に設けると共に、脱脂
液を循環利用媒体とする循環利用システムを構築することで、はじめて、車体の表面に付
着した異物を処理液中から効果的に分離除去することが可能となる。
【００１４】
　この場合、例えば第１除去工程と第２除去工程との間に中間除去工程を設け、この中間
除去工程に、第１除去工程で除去されずに残った異物のうち磁性物質を磁力で吸着して脱
脂液から分離する吸着分離装置を設けるようにしてもよい。これは、第１除去工程を経て
なお脱脂液中には種々のサイズの鉄粉が主として多く含まれるとの事実に基づきなされた
ものであり、上記吸着分離装置を設けることで、第１除去工程で取り切れなかった鉄粉等
を効率よく分離除去することができる。
【００１５】
　また、第２除去工程には、第１除去工程で除去されずに残った異物を捕捉して脱脂液か
ら分離する捕捉分離装置が設けられていてもよい。このような構成とすることで、第１除
去工程（あるいは上記の中間除去工程）では取り切れなかった微細な異物までを確実に捕
捉除去することができ、脱脂液の清浄度を高めることができる。これは、当該除去工程に
至るまでに所定の大きさの異物が確実に除去されており、この工程に、除去すべき異物の
大きさに対応した捕捉除去手段（フィルタなど）を配置することができることによる。ま
た、各異物除去工程ごとに異なるサイズないし種類の異物が除去されることで、各々のメ
ンテナンス頻度を減じ、言い換えると、現実的な周期でメンテナンスを実施でき、これに
より実用性に足る循環利用システムの構築が可能となる。
【００１６】
　また、上記構造を有する処理液循環利用システムは、ラインの稼動時と非稼動時とでそ
の循環系統を切替えるように構成することも可能である。例えば、処理工程を実施しない
場合、異物除去工程を終了した脱脂液が、回収先の処理工程に再利用されることなく第１
除去工程へ循環供給されるように構成することも可能である。このように構成することで
、ライン稼動時には、脱脂液による処理工程で混入した異物をこれに続く除去工程で分離
除去することで、脱脂液を所定の清浄度に保つことができる。また、ラインの稼動停止時
には、脱脂液の循環系統に異物が新たに混入することはないため、脱脂液をより効果的に
洗浄でき、結果として、上記循環系統を構成する上記各分離装置の自動メンテナンスが可
能となる。
【発明の効果】
【００１７】
　以上のように、本発明によれば、処理液を効率よく循環利用できると共に、異物除去手
段のメンテナンス性に優れ、かつ、簡素な設備で安価に構成可能な処理液循環利用システ
ムを提供することができる。また、上記処理液を工業用廃液として排水処理する際にも、
当該廃液に含まれる異物が少なくなることから、排水処理への負担も軽減され、その処理
コストも低減される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明に係る処理液循環利用システムの一実施形態を図面に基づき説明する。
【００１９】
　図１は、本発明に係る処理液循環利用システム１の全体構成を概念的に示している。こ
の実施形態では、溶接工程後でかつ電着塗装の前処理工程に該当する脱脂工程を、本発明
に係る処理液循環利用システムに組み込んだ場合を例にとり説明する。
【００２０】
　図１に示すように、脱脂処理の対象となる車体２は、ハンガー等の適当な搬送手段によ
り搬送ライン上を所定の搬送方向に向けて搬送されると共に、搬送中の車体２に対して所
定の方向（ここでは略水平方向）から脱脂液Ｌ１を噴射供給するための脱脂液供給手段３
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が上記搬送ラインに沿って配設されている。そして、図１に示すように、車体２に向けて
脱脂液Ｌ１を噴射供給可能な領域の鉛直下方には、車体２に噴射供給した脱脂液Ｌ１を回
収するための回収槽４が配設されると共に、回収槽４の下流側に位置する第１除去工程に
は脱脂液Ｌ２のろ過分離装置５が配設されている。第１除去工程の後には第２除去工程が
続くが、この実施形態では、第１除去工程と第２除去工程との間に中間除去工程が設けら
れており、この中間除去工程には、第１除去工程で異物除去処理を受けた脱脂液Ｌ３に含
まれる異物を吸着して分離する吸着分離装置６が配設されている。また、この中間除去工
程に続く第２除去工程には、中間除去工程で異物除去処理を受けた脱脂液Ｌ４に含まれる
異物を捕捉して分離する捕捉分離装置７が配設されている。また、この実施形態では、吸
着分離装置６の下流側に、吸着分離装置６により異物の除去処理を受けた脱脂液Ｌ４を貯
留するためのタンク８が配設されると共に、このタンク８と捕捉分離装置７との間に、タ
ンク８内の脱脂液Ｌ４を加圧して捕捉分離装置７へ送り込むためのポンプ９が配設されて
いる。以下、異物の除去手段に関する事項を中心に説明する。
【００２１】
　ろ過分離装置５は、その上部に、回収槽４内の脱脂液Ｌ２を受入れ可能なオーバーフロ
ー槽１０を有すると共に、このオーバーフロー槽１０から溢れ出た脱脂液Ｌ２をろ過可能
なろ過面１１とを主に有する。この実施形態では、ろ過面１１は、平行に配列した複数の
ウェッジワイヤ１２の一端面と、これらウェッジワイヤ１２，１２間に設けられる所定間
隔の隙間とで構成されている。上記形態のろ過面１１は平滑な面性状をなすと共に、その
上部をオーバーフロー槽１０のオーバーフロー部に隣接させ、かつ、水平方向に対して傾
斜した状態で配設されている。なお、ウェッジワイヤ１２，１２間の隙間の大きさは、後
述する目的の異物１３ａを捕捉分離でき、かつ、残りの脱脂液Ｌ３を通過可能な程度の大
きさに設定することが好ましく、例えば１００μｍ以上３００μｍ以下、より好ましくは
１００μｍ以上２００μｍ以下に設定される。
【００２２】
　吸着分離装置６には１又は複数のマグネットローラ１４が回転自在に取り付けられてお
り、その一部がろ過分離装置５から供給された脱脂液Ｌ３と接触可能な高さに配設されて
いる。また、マグネットローラ１４の大気接触側には、マグネットローラ１４の回転に伴
いその外周面に吸着された後述する異物（鉄粉等）１３ｂを当該外周面から取り除いて、
取り除いた箇所から離れた位置で異物１３ｂを堆積させる堆積板１５が傾斜して配置され
ている。
【００２３】
　捕捉分離装置７は、ここではいわゆるバグフィルタを備えるものであり、その目のサイ
ズ（目の細かさ）は例えば５０μｍ以上２００μｍ以下、好ましくは５０μｍ以上１００
μｍ以下に設定される。そして、このバグフィルタを通過して捕捉分離装置７による異物
除去処理が完了した脱脂液が脱脂液供給手段３へと供給されるように、捕捉分離装置７と
脱脂液供給手段３とが流路を介して接続されている。
【００２４】
　以下、上記構成を有する処理液循環利用システム１の使用態様の一例を説明する。
【００２５】
　まず、脱脂処理の対象となる車体２が、上記態様で脱脂工程領域中の所定位置まで搬送
されてくると、車体２に対して脱脂液供給手段３から脱脂液Ｌ１を噴射供給する。これに
より、車体２の表面に付着していた油分が取り除かれると共に、当該油分によって車体２
の表面に比較的強固に付着していた大小様々の鉄粉やスパッタ、砥石から出る繊維くず等
の固体状の異物が車体２から取り除かれる。これら取り除かれた油分や固体状の異物は脱
脂液Ｌ１に混入し、供給領域の下方に位置する回収槽４にて回収される。
【００２６】
　このようにして回収槽４に回収された脱脂液Ｌ２は、その底部に設けられた排出口を通
ってろ過分離装置５のオーバーフロー槽１０へと送られる。そして、脱脂液Ｌ２がオーバ
ーフロー槽１０を満たしそのオーバーフロー部から溢れ出ると、オーバーフロー部と連続
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しているろ過面１１の最上部から溢れ出た脱脂液Ｌ２が、平滑で傾斜したろ過面１１上を
伝って下方に流れていく。この間（ろ過面１１全体のうち上側における例えば三分の一程
度の領域において）、所定の大きさ以上の異物、例えば最大径５００μｍ以上の鉄粉や繊
維くず等がろ過面１１に設けられた隙間を通過することなく下方に滑り落ちる一方で、上
記以外の異物や脱脂液は隙間を介してろ過面１１を通過し、下方に落下していく。このよ
うにして、所定の大きさ以上の異物１３ａのみがろ過面１１の下方に堆積していき、脱脂
液Ｌ２から分離除去される（第１除去段階）。
【００２７】
　然る後、ろ過分離装置５の下方に位置する貯留部に溜められたろ過処理済みの脱脂液Ｌ
３は次段階となる吸着分離装置６へと送られる。そして、この吸着分離装置６の貯留槽へ
と脱脂液Ｌ３が送られてくると、マグネットローラ１４を図示しない適当な駆動手段によ
り回転させ、回転状態のマグネットローラ１４と接触した磁性物質をマグネットローラ１
４の表面に吸着させる。ここでは主に、第１除去工程でろ過分離できずに脱脂液Ｌ３中に
残った鉄粉（５００μｍ未満）が異物１３ｂとして吸着され、脱脂液Ｌ３から分離される
（中間除去工程）。吸着分離された異物１３ｂは堆積板１５によってその板上に掻き集め
られ、傾斜下方に堆積される。
【００２８】
　上述のようにして吸着分離処理を受けた脱脂液Ｌ４は、一旦タンク８に貯留されると共
に、ポンプ９により捕捉分離装置７に向けて圧送される。そして、圧送状態の脱脂液Ｌ４
が捕捉分離装置７のバグフィルタを所定の圧力下で通過することで、第１および中間除去
工程では除去し切れなかった比較的小さな異物（例えば２００μｍ未満）が当該フィルタ
により捕捉される（第２除去工程）。このようにして、大半の異物が取り除かれた脱脂液
は、脱脂液供給手段３へと循環供給され、再び車体２の脱脂工程に利用される（図１を参
照）。
【００２９】
　以上、説明したように、脱脂液に含まれる異物の組成に応じた段階的な異物除去工程（
ここでは中間除去工程も含め三段階）を設けることで、脱脂液Ｌ２，Ｌ３，Ｌ４からの異
物除去が効率的かつ確実に実施できる。また、各除去工程ごとに分離除去すべき異物の具
体的対象が定まっているので、各々の分離除去に際して目詰まり等の不具合を生じること
もない。例えば、この実施形態においては、第１除去工程で、第２除去工程にて目詰まり
の原因となる可能性の高い比較的大径の鉄粉（５００μｍ以上）や繊維くずが除去され、
また、中間除去工程では、同じく第２除去工程にて目詰まりの原因となる可能性の高い粒
径の鉄粉等が除去される。
【００３０】
　また、この実施形態のように、第１除去工程にてろ過分離を実施し、中間除去工程で磁
力による吸着分離を併せて実施することで、重さの異なる繊維くずと鉄粉とが絡み合うこ
となく各々の除去工程で分離回収される。これにより、各々の分離装置５，６のメンテナ
ンスも容易となる。特に、この実施形態のように、ろ過面１１を複数のエッジワイヤ端面
で構成することで、繊維くずがろ過面１１に引っかかるのを極力避けて、これを分離回収
することができる。
【００３１】
　また、この実施形態に開示の構成であれば、実質的にバグフィルタの定期的な交換のみ
で済むため、非常にメンテナンスも簡易かつ容易である。もちろん、バグフィルタによる
異物除去（第２除去工程）までに目詰まりの原因となり易い種類の異物（繊維くずや比較
的大径の鉄粉など）は脱脂液から取り除かれているため、この点からもフィルタの交換頻
度が少なくて済む。また、ろ過分離装置５は脱脂液Ｌ２の自重作用でろ過を行うため、実
質的に分離除去作業にエネルギが必要となるのはマグネットローラ１４の回転動作とポン
プ９の圧送動作のみとなり、経済的である。
【００３２】
　以上、本発明に係る処理液循環利用システム、および、この循環利用システムの使用態
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様の一形態を例にとり説明したが、本発明は、この形態に限られることなく、当該発明の
範囲内において任意の具体的形態を採り得ることはもちろんである。
【００３３】
　例えば、上記実施形態では、脱脂液が、車体２の脱脂工程（に係る脱脂設備）から、各
段階の分離除去工程（ろ過分離装置５，吸着分離装置６，捕捉分離装置７）を経て、再び
脱脂工程へと戻る循環系統を備えた処理液循環利用システム１を例示したが、これに別形
態の循環系統を加えた構成とすることも可能である。その場合、上記例示の循環系統と、
他の循環系統との間で脱脂液の循環利用を切替え可能とするのがよい。例えば、図２はそ
の一例を示すもので、同図に係る処理液循環利用システム２１は、図１に示す循環系統に
加え、各段階の分離除去工程（ろ過分離装置５，吸着分離装置６，捕捉分離装置７）を出
て直接に第１段階の分離除去工程（ろ過分離装置５）へと戻る循環系統を備えたものを示
している。
【００３４】
　詳細には、最終段階の異物除去工程（第２除去工程）に係る捕捉分離装置７と脱脂液供
給手段３との間には切替え弁１６が配設されると共に、回収槽４と第１除去工程に係るろ
過分離装置５との間に第２切替え弁１７が配設されており、第１切替え弁１６の出口側ポ
ートが、第２切替え弁１７の入口側ポートに接続されている。これら双方の切替え弁１６
，１７は、車体２の作業ライン稼動時と非稼動時とで適宜切り替えられるように図示しな
い適当な制御手段により制御されている。例えば、ライン稼動時、第１切替え弁１６は、
捕捉分離装置（バグフィルタ）７と脱脂液供給手段３との間で脱脂液が流通可能に切替え
られると共に、第２切替え弁１７は、回収槽４とろ過分離装置５のオーバーフロー槽１０
との間で脱脂液が流通可能に切替えられる。また、ライン非稼動時、第１切替え弁１６は
、捕捉分離装置７と第２切替え弁１７の入口側ポートとの間で脱脂液が流通可能に切替え
られると共に、第２切替え弁１７は、その入口側ポートとつながる第１切替え弁１６の出
口側ポートとオーバーフロー槽１０との間で脱脂液が流通可能に切替えられる。
【００３５】
　このような構成とすることで、ライン稼動時には、車体２に向けて常に清浄な脱脂液Ｌ
１を継続して供給することができ、脱脂作用が向上される。ひいては、この後の工程に係
る電着塗装工程における塗装品質の向上にもつながる。一方、ライン非稼動時には、異物
の混入がない一定量の脱脂液に対して上記一連の異物除去処理を繰り返し実施することに
なるため、当該除去処理に係る脱脂液を高精度に洗浄することができる。また、比較的清
浄度の高い脱脂液を繰り返し循環流動させることで、結果的に上記複数の異物除去装置の
自動メンテナンスにもなる。
【００３６】
　また、上記脱脂工程を常に含む２以上の循環系統を備えた構成とすることも可能である
。すなわち、例えば、図２でいえば、第１切替え弁１６と第２切替え弁１７との間に、図
示は省略するが、別形態の異物除去装置を設けて、例えば、ライン上を流れる車体２の種
類に応じて、図１や図２に示す一連の異物除去装置（ろ過分離装置５，吸着分離装置６，
捕捉分離装置７）を通る循環系統と、上記別形態の異物除去装置を通る循環系統とを切替
えて使用するように構成してもよい。この場合、別形態の異物除去装置は、単数もしくは
複数とを問わず、また、本発明に開示の異物除去装置（ろ過分離装置５，吸着分離装置６
，捕捉分離装置７）の一部あるいは全部を有するものであってもよい。この場合、例えば
ろ過面１１の目の細かさやマグネットローラの磁力ならびに回転速度、バグフィルタの目
の細かさ等を適宜調整することで、複数種類の車体に対応することができる。
【００３７】
　また、上記実施形態では、異物除去装置の組合せとして、第１段階にろ過分離装置５、
第２段階に捕捉分離装置７、および、第１と第２との中間段階に吸着分離装置６をそれぞ
れ配置した場合を例示したが、もちろん、この組合せに限る必要はない。第１段階の異物
除去工程にろ過分離装置５を有し、このろ過分離装置５で脱脂液に含まれる異物のうち相
対的に大きな異物を分離除去すると共に、第２除去工程以降で、第１除去工程で除去され
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合せは任意である。例えば、ろ過分離装置５とバグフィルタを備えた捕捉分離装置７のみ
で上記循環利用システムに係る異物除去工程を実施するよう構成してもよいし、吸着分離
装置６が上記相対的に小さな異物を分離除去可能であれば、ろ過分離装置５と吸着分離装
置６のみで上記異物除去工程を実施するよう構成してもよい。あるいは、吸着分離装置６
と捕捉分離装置７の一方または双方に代えて、他の異物除去装置を配置し、これとろ過分
離装置５とで異物除去工程の実施を図るようにしてもよいことはもちろんである。
【００３８】
　また、上記実施形態では、処理液循環利用システムが、車体２の脱脂工程を含む循環系
統を構成している場合を例示したが、溶接工程の前に行われる処理工程であって、脱脂液
を処理液として使用可能な工程、例えば洗浄処理工程などであれば本発明に係るシステム
を適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明の一実施形態に係る処理液循環利用システムの全体構成を概念的に示す図
である。
【図２】本発明の他の実施形態に係る処理液循環利用システムの全体構成を概念的に示す
図である。
【符号の説明】
【００４０】
１，２１　処理液循環利用システム
２　　　車体
３　　　脱脂液供給手段
４　　　回収槽
５　　　ろ過分離装置
６　　　吸着分離装置
７　　　捕捉分離装置
１０　　オーバーフロー槽
１１　　ろ過面
１２　　ウェッジワイヤ
１３ａ，１３ｂ　異物
１４　　マグネットローラ
１６，１７　切替え弁
Ｌ１，Ｌ２，Ｌ３，Ｌ４　脱脂液



(9) JP 5334155 B2 2013.11.6

【図１】 【図２】



(10) JP 5334155 B2 2013.11.6

10

フロントページの続き

(72)発明者  佐々木　康之
            大阪府池田市桃園２丁目１番１号　ダイハツ工業株式会社内
(72)発明者  後藤　謙太郎
            大阪府池田市桃園２丁目１番１号　ダイハツ工業株式会社内

    審査官  瀧口　博史

(56)参考文献  特開平０７－１８００７５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－２４４２５２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－２９３１５５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－２３１４０４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－２３１２６３（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｃ２３Ｇ　　　３／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

