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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被塗物を液状塗料の噴霧により塗装する塗装作業室と、この塗装作業室からの排気中に
含まれる浮遊塗料ミストを捕集して排気を浄化する乾式フィルタユニットとを備える塗装
ブース設備であって、
　前記塗装作業室に対し室間開口を通じて連通させたフィルタ室を設け、
　円筒周面部を濾材により形成した円筒状フィルタユニットを前記乾式フィルタユニット
として前記フィルタ室に内装し、
　この円筒状フィルタユニットをその円筒形状の中心軸芯周りで駆動手段により回転させ
るとともに、この回転を許容する状態で円筒状フィルタユニットの内部に吸引排気路を連
通させて、この吸引排気路を通じた吸引排気により円筒状フィルタユニットの内部を負圧
状態に保つ構造にし、
　前記円筒状フィルタユニットにおける前記濾材の外表面に粉状の被覆剤からなる通気性
を有する濾過用の被覆層を形成する被覆層形成手段、及び、浮遊塗料ミストの捕集で塗料
蓄積した前記被覆層を前記円筒状フィルタユニットの前記濾材から剥離させて回収する回
収手段を設けてある塗装ブース設備。
【請求項２】
　前記被覆層形成手段は、前記円筒状フィルタユニットの回転に伴いその回転方向におけ
る特定位置で前記濾材の外表面に前記被覆層を連続的に形成する構成にしてある請求項１
記載の塗装ブース設備。
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【請求項３】
　前記被覆層形成手段として、粉状被覆剤を浮遊離散が自在な状態に堆積させた被覆剤堆
積層を前記円筒状フィルタユニットの回転方向における特定位置で前記濾材の外表面に近
接させた状態に配置してある請求項２記載の塗装ブース設備。
【請求項４】
　前記被覆剤堆積層をそれに対する気体の吹き付けにより流動床化する被覆層形成促進用
の気体吹き付け手段を設けてある請求項３記載の塗装ブース設備。
【請求項５】
　前記室間開口を通じ前記フィルタ室に流入した前記塗装作業室からの排気気流を案内し
て、その案内気流により前記被覆剤堆積層の粉状被覆剤を舞い上がらせる被覆層形成促進
用の気流案内手段を設けてある請求項３又は４記載の塗装ブース設備。
【請求項６】
　前記被覆層形成手段として、前記円筒状フィルタユニットの回転方向における特定位置
で前記濾材の外表面に粉状被覆剤を吹き付ける又は振り掛ける被覆剤送出手段を設けてあ
る請求項２記載の塗装ブース設備。
【請求項７】
　前記被覆層形成手段として又は前記被覆層形成手段に対する補助手段として、前記室間
開口を通じ前記フィルタ室に流入する前記塗装作業室からの排気気流に対し粉状被覆剤を
噴出して混合する被覆剤噴出混合手段を設けてある請求項１～６のいずれか１項に記載の
塗装ブース設備。
【請求項８】
　前記円筒状フィルタユニットの回転に伴い前記被覆層の外表面に摺接掻き取り作用させ
て被覆層を均厚化するスクレーパ装置を設けてある請求項１～７のいずれか１項に記載の
塗装ブース設備。
【請求項９】
　前記回収手段は、前記円筒状フィルタユニットの回転に伴いその回転方向における特定
位置で塗料蓄積状態の前記被覆層を前記濾材から剥離させる構成にしてある請求項１～８
のいずれか１項に記載の塗装ブース設備。
【請求項１０】
　前記回収手段は、前記円筒状フィルタユニットの回転方向における特定位置で開口縁を
前記濾材の内表面に近接又は接触させた被覆層剥離用の作用開口を備える内部仕切室と、
この内部仕切室から前記作用開口を通じて前記濾材の内表面に被覆層剥離用の気体を吹き
付ける又は被覆層剥離用気体のパルス波を付与する剥離用気体操作手段とを備える構成に
してある請求項９記載の塗装ブース設備。
【請求項１１】
　前記回収手段は、前記円筒状フィルタユニットの回転方向における特定位置で開口縁を
前記濾材の外表面に近接させた受入開口を備える外部仕切室と、この外部仕切室から前記
受入開口を通じて濾材上の前記被覆層に被覆層剥離用の気体吸引力を作用させる剥離用気
体吸引手段とを備える構成にしてある請求項９又は１０記載の塗装ブース設備。
【請求項１２】
　前記円筒状フィルタユニットを、その回転軸芯が前記室間開口の開口面に対して平行姿
勢又は傾斜姿勢となるユニット姿勢で前記室間開口を通じて前記塗装作業室に臨む位置に
配置し、
　前記円筒状フィルタユニットの回転に伴いその回転方向における特定位置で前記濾材の
外表面に前記被覆層を連続的に形成する形式の前記被覆層形成手段を、前記円筒状フィル
タユニットに対して前記室間開口の形成位置とは反対側に配置するとともに、
　前記円筒状フィルタユニットの回転に伴いその回転方向における特定位置で塗料蓄積状
態の前記被覆層を前記濾材から連続的に剥離させる形式の前記回収手段を、前記円筒状フ
ィルタユニットに対して前記室間開口の形成位置とは反対側で前記被覆層形成手段の被覆
層形成位置に対して円筒状フィルタユニット回転方向の上手側近傍に位置する状態に配置
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してある請求項１～１１のいずれか１項に記載の塗装ブース設備。
【請求項１３】
　前記室間開口の開口縁部に、その室間開口を通じて前記フィルタ室に流入する前記塗装
作業室からの排気気流を前記円筒状フィルタユニットの円筒周面部のうち前記室間開口に
臨む側の部分に向けて集合させる状態に案内する排気集合用の気流案内手段を設けてある
請求項１２記載の塗装ブース設備。
【請求項１４】
　前記塗装作業室の底部に前記室間開口を形成して、前記円筒状フィルタユニットを前記
室間開口の直下に配置し、
　前記被覆層形成手段及び前記回収手段を前記円筒状フィルタユニットの下方側に配置し
てある請求項１２又は１３記載の塗装ブース設備。
【請求項１５】
　内部を前記フィルタ室とするフィルタユニットケースを、その内部に配置した前記円筒
状フィルタユニットとともに又はその内部に配置した前記円筒状フィルタユニットを使用
位置に残置した状態で前記塗装作業室における前記室間開口から離れた位置に離脱移動さ
せるための移動補助手段を設けてある請求項１～１４のいずれか１項に記載の塗装ブース
設備。
【請求項１６】
　複数の前記円筒状フィルタユニットを前記塗装作業室の長手方向に一列状又は複数列状
に並べて配置してある請求項１～１５のいずれか１項に記載の塗装ブース設備。
【請求項１７】
　前記塗装作業室をその長手方向において塗装条件が互いに異なる複数の区分室に区分し
、
　前記塗装作業室の長手方向に列状に並べて配置する複数の前記円筒状フィルタユニット
の夫々を前記区分室ごとの専用フィルタユニットとして前記区分室ごとに個別に対応させ
て配置してある請求項１６記載の塗装ブース設備。
【請求項１８】
　前記室間開口を通じて前記フィルタ室に流入する前記塗装作業室からの排気中に含まれ
る浮遊塗料ミスト数の変化を検出するミスト数変化検出手段を設けるとともに、
　このミスト数変化検出手段の検出情報に基づき、前記排気中の浮遊塗料ミスト数の変化
に応じて前記円筒状フィルタユニットの回転速度を調整する制御手段を設けてある請求項
１～１７のいずれか１項に記載の塗装ブース設備。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は自動車ボディなどの塗装を行う塗装ブース設備に関し、詳しくは、被塗物を液
状塗料の噴霧により塗装する塗装作業室と、この塗装作業室からの排気中に含まれる浮遊
塗料ミストを捕集して排気を浄化する乾式フィルタユニットとを備える塗装ブース設備に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、塗装作業室からの排気中に含まれる浮遊塗料ミスト（即ち、被塗物に対する噴霧
塗料のうち被塗物に塗着せずに排気とともに塗装作業室から排出される塗料ミスト）を捕
集して排気を浄化するには、塗装作業室からの排気を洗浄水とともに絞り流路（ベンチュ
リ）に高速通過させて排気と洗浄水とを強制的に気液接触させることで排気中の塗料ミス
トを洗浄水に捕捉させる湿式洗浄方式が広く使用されている。
【０００３】
　また、この湿式洗浄方式に代え、浮遊塗料ミストを含む塗装作業室からの排気を乾式フ
ィルタに通過させることで、その塗料ミストを乾式フィルタにより捕集して排気を浄化す
る乾式フィルタ方式も提案され一部において使用されている（特許文献１及び２参照）
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１１－７６８８９号公報
【特許文献２】実公昭５２－２０５２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、前記した湿式洗浄方式では次の問題があった。
　・排気を洗浄水とともに絞り流路に高速通過させるため排気系の圧力損失（換言すれば
排気抵抗）が大きく排気用送風機に高出力のものを要するとともに排気用送風機の消費動
力が大きい。
　・洗浄水を排気とともに絞り流路に高速通過させて分散状態で排気に接触させるため騒
音が大きい。
　・塗料ミストを捕集した洗浄水の処理に大きな処理水槽及びその処理水槽に対するポン
プなどの種々の付帯装置を要し設備が大型化する。
　・使用済み洗浄水から分離回収した捕集塗料分は含水率が大きく、また凝集用の薬品な
ども含んでおり、それの後処理負担が大きい。
　・排気と洗浄水との気液接触による塗料ミスト捕集のため塗料ミストを捕集して浄化し
た排気は湿度が極めて高く、この湿度の高い浄化排気を塗装作業室の換気用空気などとし
て再利用するには相当の除湿を要し、その除湿に要する消費動力が大きい。
【０００６】
　一方、前記した従来の乾式フィルタ方式では湿式洗浄方式で生じる上記の如き問題を解
消するのに有効であるものの、粘着性を有する捕集塗料ミストの付着によりフィルタ濾材
が早期に目詰まりするため頻繁なフィルタ交換が必要となり、メンテナンスの負担が大き
い問題があった。
【０００７】
　また、乾式フィルタを洗浄により再生して継続使用することも考えられるが、粘着性を
もってフィルタ濾材に付着した塗料分を効率的に除去するには薬剤を混合した洗浄液が大
量に必要となり、このため、程度の差こそあれ湿式洗浄方式と同種の問題が生じる。
【０００８】
　これらの実情に鑑み、本発明の主たる課題は、基本的には乾式フィルタ方式を採用しな
がらも合理的な捕集回収方式を採ることにより、乾式フィルタ方式で生じる上記の如き問
題を効果的に解消することができて、湿式洗浄方式に対する優位性や有利性が一層高い塗
装ブース設備を提供する点にある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　・本発明の第１特徴構成は塗装ブース設備に係り、その特徴は、
　被塗物を液状塗料の噴霧により塗装する塗装作業室と、この塗装作業室からの排気中に
含まれる浮遊塗料ミストを捕集して排気を浄化する乾式フィルタユニットとを備える塗装
ブース設備であって、
　前記塗装作業室に対し室間開口を通じて連通させたフィルタ室を設け、
　円筒周面部を濾材により形成した円筒状フィルタユニットを前記乾式フィルタユニット
として前記フィルタ室に内装し、
　この円筒状フィルタユニットをその円筒形状の中心軸芯周りで駆動手段により回転させ
るとともに、この回転を許容する状態で円筒状フィルタユニットの内部に吸引排気路を連
通させて、この吸引排気路を通じた吸引排気により円筒状フィルタユニットの内部を負圧
状態に保つ構造にし、
　前記円筒状フィルタユニットにおける前記濾材の外表面に粉状の被覆剤からなる通気性
を有する濾過用の被覆層を形成する被覆層形成手段、及び、浮遊塗料ミストの捕集で塗料
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蓄積した前記被覆層を前記円筒状フィルタユニットの前記濾材から剥離させて回収する回
収手段を設けてある点にある。
【００１０】
　つまり、この構成によれば、吸引排気路を通じた吸引排気により円筒状フィルタユニッ
トの内部を負圧状態（即ち、外部に比べて低い圧力状態）に保つから、円筒状フィルタユ
ニットの円筒周面部に吸引作用が生じて、その吸引作用により塗装作業室の室内気が室間
開口を通じ排気としてフィルタ室に流入し、その流入排気は被覆層形成手段により円筒状
フィルタユニットにおける円筒周面部の濾材外表面に形成した粉状被覆剤からなる上記濾
過用の被覆層及び濾材をその順に通過して円筒状フィルタユニットの内部に吸入される。
【００１１】
　この吸入過程において、塗装作業室からの排気中に含まれる浮遊塗料ミストは濾材外表
面の被覆層により捕捉されて排気中から分離捕集され、これにより、塗料ミストが直接に
濾材に付着して付着塗料により濾材が目詰まりすることを防止した状態で排気を浄化する
ことができる。
【００１２】
　このように浄化された排気は濾材を通過し円筒状フィルタユニットの内部を経て吸引排
気路を通じ所定の排出部に排出される。また、この吸引排気路を通じた吸引排気により円
筒状フィルタユニットの内部が負圧状態に保たれることで、円筒状フィルタユニットの回
転に対しても粉状被覆剤からなる被覆層は円筒状フィルタユニットにおける円筒周面部の
濾材外表面に安定的に保持される。
【００１３】
　しかも、円筒状フィルタユニットの円筒周面部に濾材及び被覆層を設けることから、一
般的な平板状の乾式フィルタユニットに比べフィルタユニットをコンパクトにしながら大
きな濾過面積を確保することができ、さらに、平板状のフィルタユニットやバッグフィル
タなどでは多くの場合、捕集物の分布に偏りが生じるが、上記構成によれば駆動手段によ
り円筒状フィルタユニットをその円筒形状の中心軸芯周りで回転させるから、フィルタ室
に流入する排気気流の偏流等が原因で塗料ミスト捕集量に偏りが生じること（即ち、後述
の回収手段により剥離回収する被覆層の塗料蓄積量が円筒状フィルタユニットの円周方向
において差のあるものとなること）を効果的に抑止することができ、これらのことが相俟
って、排気系の圧力損失（排気抵抗）の増大による動力ロスや塗料ミスト捕集量が少ない
ままで被覆層を剥離回収してしまう無駄を回避することができて、塗料ミスト捕集運転の
運転効率を効果的に高めることができる。
【００１４】
　上記の如き塗料ミスト捕集において捕集塗料の蓄積量がある程度大きくなった被覆層は
回収手段により円筒状フィルタユニットの濾材から剥離させて回収するが、もともと被覆
層は粉状の被覆剤からなるから、この剥離による回収は極めて容易であり、そして、被覆
層を剥離回収した後の濾材外表面に再度、被覆層を被覆層形成手段により形成することで
、乾式フィルタユニットである円筒状フィルタユニットを容易に再生更新して継続使用す
ることができる。
【００１５】
　即ち、上記構成によれば、先述の如き湿式洗浄方式における問題を効果的に解消するこ
とができ、また、頻繁なフィルタ交換が必要となったりフィルタ洗浄に薬剤を混合した洗
浄液が大量に必要になるなどの従来の乾式フィルタ方式で生じる問題も効果的に解消する
ことができ、さらには上記の如くフィルタユニットをコンパクト化するとともに、塗料ミ
スト捕集運転の運転効率を効果的に高めることができ、これらのことから、これまで一般
的に用いられている湿式洗浄方式に対する優位性や有利性が一層高い優れた塗装ブース設
備とすることができる。
【００１６】
　なお、円筒状フィルタユニットに代え、濾材をコンベア状（キャタピラ状）に回動させ
るフィルタユニットを採用して、その濾材外表面に粉状被覆剤からなる濾過用の被覆層を
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形成する方式も考えられるが、この場合、円筒状フィルタユニットをその円筒形状の中心
軸芯周りで回転させるのに比べて、濾材をコンベア状（キャタピラ状）に回動させるため
の構造が複雑になり設備の簡素化の面で上記構成に比べ劣ったものとなる。
【００１７】
　また、このコンベア方式のフィルタユニットでは、濾材により囲まれるユニット内部空
間を負圧状態にするのに断面形状が円である円筒状フィルタユニットに比べ圧力分布に偏
りが生じ易くて濾材表面の吸引力を均一にすることが難しく、このため、塗料ミスト捕集
運転の運転効率面でも上記構成に比べ劣ったものになる。
【００１８】
　上記構成の実施において被覆層の形成剤とする粉状被覆剤には、石灰、酸化ケイ素、ケ
イ酸アルミニウム、酸化アルミニウム、酸化バリウム、粉体塗料、二酸化チタンや酸化鉄
などの顔料、草木灰など、粉状のもので化学的に安定なものであれば種々のものを採用す
ることができる。
【００１９】
　また、粉状被覆剤として、それ自身があるいはそれによる形成被覆層が塗料ミストの溶
剤液分を吸収する吸液性（水性塗料ミストの場合は吸水性や吸湿性）を備えるようなもの
を用いれば、捕集した塗料ミストの粘着性を一層効果的に低下させることができて、回収
被覆層の後処理を一層容易にするなど取り扱い面で一層有利になる。
【００２０】
　使用する粉状被覆剤によっては、濾材の外表面に形成する被覆層に水噴霧や蒸気噴霧を
行うなどして被覆層に僅かな水分を含ませ、これにより塗料ミストの捕捉性や濾材外表面
における被覆層の保持性あるいは回収時における被覆層の剥離性などを高めるようにして
もよい。
【００２１】
　濾材外表面に被覆層を形成する被覆層形成手段及び捕集塗料が蓄積した被覆層を濾材か
ら剥離させる回収手段には夫々、種々の形式・構造のものを採用することができ、また、
それら被覆層形成手段及び回収手段は、塗料ミスト捕集運転を停止した状態で被覆層の剥
離回収及び形成（再形成）を行なう方式のもの、あるいは、塗料ミスト捕集運転を行ない
ながら円筒状フィルタユニットの円筒周面部における被覆層の回収及び形成（再形成）を
部分的かつ順次に行なう方式、あるいは、それら方式を組み合わせた方式など、運用方式
面でも種々の方式のものを採用することができる。
【００２２】
　フィルタ室に内装する円筒状フィルタユニットは１ユニットに限られるものではなく、
複数の円筒状フィルタユニットを並列的に配置してフィルタ室に内装してもよい。
【００２３】
　複数の円筒状フィルタユニットをフィルタ室に内装する場合、被覆層形成手段及び回収
手段は夫々、複数の円筒状フィルタユニットについて兼用のものにしてもよく、また、各
別のものにしてもよい。
【００２４】
　・本発明の第２特徴構成は、第１特徴構成の実施に好適な実施形態を特定するものであ
り、その特徴は、
　前記被覆層形成手段は、前記円筒状フィルタユニットの回転に伴いその回転方向におけ
る特定位置で前記濾材の外表面に前記被覆層を連続的に形成する構成にしてある点にある
。
【００２５】
　つまり、この構成によれば、円筒状フィルタユニットの回転に伴いその回転方向の特定
位置において、円筒状フィルタユニットの円筒周面部における濾材の外表面に被覆層を円
周方向で順次に連続して形成していくから、即ち、円筒状フィルタユニットの回転を利用
して円筒状フィルタユニットの円筒周面部に被覆層を形成するから、円筒状フィルタユニ
ットの全体について未だ被覆層が形成されていない状態、あるいは、捕集塗料が蓄積した
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被覆層を円筒状フィルタユニットの全体について剥離回収した状態から被覆層を新たに形
成ないし再形成する場合にしても、例えば円筒状フィルタユニットの回転を停止した状態
で円筒状フィルタユニットの全体に被覆層を形成するのに比べ、被覆層形成手段を簡略な
ものにしながら被覆層を容易にかつ能率良く形成することができる。
【００２６】
　また特に、この構成によれば、円筒状フィルタユニットの回転に伴いその回転方向の特
定位置において塗料蓄積被覆層を回収手段により順次に連続して剥離回収しながら、それ
に続いて、その剥離回収済みの部分に新たな被覆層を被覆層形成手段により順次に再形成
していくといったことも可能になり、この場合には、被覆層形成手段を簡略なものにしな
がら被覆層を容易にかつ能率良く形成し得ることに加え、塗料ミスト捕集運転を行いなが
ら被覆層の更新（換言すれば、フィルタユニットの再生）を行なうことができて、塗装ブ
ース設備の稼動効率を一層効果的に高めることもできる。
【００２７】
　・本発明の第３特徴構成は、第２特徴構成の実施に好適な実施形態を特定するものであ
り、その特徴は、
　前記被覆層形成手段として、粉状被覆剤を浮遊離散が自在な状態に堆積させた被覆剤堆
積層を前記円筒状フィルタユニットの回転方向における特定位置で前記濾材の外表面に近
接させた状態に配置してある点にある。
【００２８】
　つまり、この構成によれば、上記特定位置において円筒状フィルタユニットの円筒周面
部における吸引作用（即ち、内部を負圧状態にすることにより生じる吸引作用）により被
覆剤堆積層における粉状被覆剤を浮遊離散させて濾材の外表面に付着させる形態で、円筒
状フィルタユニットの回転に伴い被覆層を円筒状フィルタユニットの円周方向で順次に連
続して形成していくことができるから、即ち、円筒状フィルタユニットの回転のみならず
吸引作用も利用した状態で被覆層を連続的に形成するから、設備構成を一層簡素化するこ
とができる。
【００２９】
　・本発明の第４特徴構成は、第３特徴構成の実施に好適な実施形態を特定するものであ
り、その特徴は、
　前記被覆剤堆積層をそれに対する気体の吹き付けにより流動床化する被覆層形成促進用
の気体吹き付け手段を設けてある点にある。
【００３０】
　つまり、この構成によれば、円筒状フィルタユニットの円筒周面部における吸引作用だ
けで被覆剤堆積層の粉状被覆剤を浮遊離散させるとともに濾材の外表面に付着させて被覆
層を形成するのに比べ、上記気体吹き付けによる流動床化により粉状被覆剤の濾材外表面
への付着を促進することができ、これにより、円筒状フィルタユニットの吸引作用を利用
した被覆層の形成を一層効率的かつ確実なものにすることができる。
【００３１】
　・本発明の第５特徴構成は、第３又は第４特徴構成の実施に好適な実施形態を特定する
ものであり、その特徴は、
　前記室間開口を通じ前記フィルタ室に流入した前記塗装作業室からの排気気流を案内し
て、その案内気流により前記被覆剤堆積層の粉状被覆剤を舞い上がらせる被覆層形成促進
用の気流案内手段を設けてある点にある。
【００３２】
　つまり、この構成によれば、上記排気気流の案内により被覆剤堆積層の粉状被覆剤を舞
い上がらせて濾材外表面への粉状被覆剤の付着を促進するから、円筒状フィルタユニット
の吸引作用を利用した被覆層の形成を設備構成の簡素化も図りながら一層効率的かつ確実
なものにすることができる。
【００３３】
　本発明の第６特徴構成は、第２特徴構成の実施に好適な実施形態を特定するものであり
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、その特徴は、
　前記被覆層形成手段として、前記円筒状フィルタユニットの回転方向における特定位置
で前記濾材の外表面に粉状被覆剤を吹き付ける又は振りかける被覆剤送出手段を設けてあ
る点にある。
【００３４】
　つまり、この構成によれば、上記特定位置で濾材の外周面に吹き付けた又は振りかけた
粉状被覆剤を円筒状フィルタユニットの円筒周面部における吸引作用により濾材外表面に
保持していく形態で、円筒状フィルタユニットの回転に伴い被覆層を円筒状フィルタユニ
ットの円周方向で順次に連続して形成していくことができるから、円筒状フィルタユニッ
トの回転を利用した被覆層の形成において粉状被覆剤の吹き付け量の設定や振りかけ量の
設定を行うことで均一な被覆層を確実かつ安定的に形成することができる。
【００３５】
　本発明の第７特徴構成は、第１～第６特徴構成のいずれかの実施に好適な実施形態を特
定するものであり、その特徴は、
　前記被覆層形成手段として又は前記被覆層形成手段に対する補助手段として、前記室間
開口を通じ前記フィルタ室に流入する前記塗装作業室からの排気気流に対し粉状被覆剤を
噴出して混合する被覆剤噴出混合手段を設けてある点にある。
【００３６】
　つまり、この構成によれば、上記被覆剤噴出混合手段により塗装作業室からの排気気流
に混合させた粉状被覆剤と排気中における浮遊塗料ミストとの接触により浮遊塗料ミスト
の溶剤液分（水性塗料では水分）を吸収させて、排気中における浮遊塗料ミストの粘着性
を低減することができ、これにより、フィルタ室各部などへの浮遊塗料ミストの付着堆積
を効果的に抑止することができてメンテナンス負担を軽減することができる。
【００３７】
　そしてまた、この排気気流中に混合した粉状被覆剤を排気とともに円筒状フィルタユニ
ットにおける円筒周面部の吸引作用によりその円筒周面部の濾材外表面に至らせて、その
粉状被覆剤を濾材外表面に堆積させることで、被覆剤噴出混合手段を被覆層形成手段とし
て濾材外表面に被覆層を形成する、又は、被覆剤噴出混合手段を被覆層形成手段の補助手
段として被覆層形成手段による被覆層形成を補助する、ないしは、被覆層形成手段により
既に形成してある被覆層を増強することもできる。
【００３８】
　なお、被覆剤噴出混合手段による上記の如き被覆剤混合をもって円筒状フィルタユニッ
トの濾材外表面に新たな被覆層を形成する場合、少なくとも被覆層形成当初は塗装作業室
での塗装作業を休止して塗装作業室からの排気に塗料ミストが含まれない状態にするのが
望ましい。
【００３９】
　・本発明の第８特徴構成は、第１～第７特徴構成のいずれかの実施に好適な実施形態を
特定するものであり、その特徴は、
　前記円筒状フィルタユニットの回転に伴い前記被覆層の外表面に摺接掻き取り作用させ
て被覆層を均厚化するスクレーパ装置を設けてある点にある。
【００４０】
　つまり、この構成によれば、円筒状フィルタユニットの回転に伴い上記スクレーパ装置
を円筒状フィルタユニットの円筒周面部における濾材外表面の被覆層に対し順次に連続し
て摺接掻き取り作用させて、円筒状フィルタユニットの円筒周面部における被覆層の全体
を容易に適切な均厚状態にすることができ、これにより、排気系の圧力損失を低く保った
状態の効率良い塗料ミスト捕集運転を一層安定的かつ確実に実現することができる。
【００４１】
　・本発明の第９特徴構成は、第１～第８特徴構成のいずれかの実施に好適な実施形態を
特定するものであり、その特徴は、
　前記回収手段は、前記円筒状フィルタユニットの回転に伴いその回転方向における特定



(9) JP 5222178 B2 2013.6.26

10

20

30

40

50

位置で塗料蓄積状態の前記被覆層を前記濾材から剥離させる構成にしてある点にある。
【００４２】
　つまり、この構成によれば、円筒状フィルタユニットの回転に伴いその回転方向の特定
位置において、円筒状フィルタユニットの円筒周面部における濾材の外表面から塗料蓄積
被覆層（塗料ミスト捕集で捕集塗料が蓄積した被覆層）を円周方向で順次に連続して剥離
回収していくから、即ち、円筒状フィルタユニットの回転を利用して円筒状フィルタユニ
ットの円筒周面部における塗料蓄積被覆層を剥離回収するから、捕集塗料が蓄積した被覆
層を円筒状フィルタユニットの全体について一旦全て剥離回収してしまう場合にしても、
例えば円筒状フィルタユニットの回転を停止した状態で円筒状フィルタユニットの全体に
ついて塗料蓄積被覆層を剥離回収するのに比べ、回収手段を簡略なものにしながら塗料蓄
積被覆層を容易にかつ能率良く剥離回収することができる。
【００４３】
　また特に、この構成によれば、円筒状フィルタユニットの回転に伴いその回転方向の特
定位置において塗料蓄積被覆層を回収手段により順次に連続して剥離回収しながら、それ
に続いて、その剥離回収済みの部分に新たな被覆層を被覆層形成手段により順次に再形成
していくといったことも可能になり、この場合には、回収手段を簡略なものにしながら塗
料蓄積被覆層を容易にかつ能率良く剥離回収し得ることに加え、塗料ミスト捕集運転を行
いながら被覆層の更新（換言すればフィルタユニットの再生）を行なうことができて、塗
装ブース設備の稼動効率を一層効果的に高めることもできる。
【００４４】
　・本発明の第１０特徴構成は、第９特徴構成の実施に好適な実施形態を特定するもので
あり、その特徴は、
　前記回収手段は、前記円筒状フィルタユニットの回転方向における特定位置で開口縁を
前記濾材の内表面に近接又は接触させた被覆層剥離用の作用開口を備える内部仕切室と、
この内部仕切室から前記作用開口を通じて前記濾材の内表面に被覆層剥離用の気体を吹き
付ける又は被覆層剥離用気体のパルス波を付与する剥離用気体操作手段とを備える構成に
してある点にある。
【００４５】
　つまり、この構成によれば、上記特定位置において開口縁を濾材内表面に近接又は接触
させた作用開口を通じ内部仕切室から濾材の内表面に気体を吹き付ける又は気体パルス波
を付与することにより濾材外表面の被覆層を剥離させる形態で、円筒状フィルタユニット
の回転に伴い塗料蓄積被覆層を円筒状フィルタユニットの円周方向で順次に連続して剥離
回収していくことができる。
【００４６】
　即ち、上記作用開口を濾材内周面に近接又は接触させた状態での円筒状フィルタユニッ
ト内部からの濾材内表面に対する気体吹き付けや気体パルス波の付与により濾材外表面の
塗料蓄積被覆層を効率良く剥離させることができ、これにより、円筒状フィルタユニット
の回転を利用して被覆層の剥離回収を行なうことと相俟って、捕集塗料が蓄積した被覆層
を一層容易にかつ能率良く剥離回収することができる。
【００４７】
　そしてまた、これら気体吹き付けや気体パルス波の付与は円筒状フィルタユニットの内
部に設ける内部仕切室で行なうから、それら気体吹き付けや気体パルス波の付与が吸引排
気路による円筒状フィルタユニット内部の負圧化に影響することを回避することができ、
これにより、円筒状フィルタユニットの円筒周面部のうち上記特定位置（即ち、内部仕切
室の作用開口位置）以外の部分の濾材外表面を吸引作用させて塗料ミスト捕集を上記の如
き塗料蓄積被覆層の剥離回収と併行する場合にも良好な塗料ミスト捕集を行なうことがで
きる。
【００４８】
　・本発明の第１１特徴構成は、第９又は第１０特徴構成の実施に好適な実施形態を特定
するものであり、その特徴は、
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　前記回収手段は、前記円筒状フィルタユニットの回転方向における特定位置で開口縁を
前記濾材の外表面に近接させた受入開口を備える外部仕切室と、この外部仕切室から前記
受入開口を通じて濾材上の前記被覆層に被覆層剥離用の気体吸引力を作用させる剥離用気
体吸引手段とを備える構成にしてある点にある。
【００４９】
　つまり、この構成によれば、上記特定位置において開口縁を濾材外表面に近接させた受
入開口を通じ外部仕切室から濾材外表面上の被覆層に気体吸引力を作用させることにより
被覆層を濾材外表面から剥離させる形態で、円筒状フィルタユニットの回転に伴い塗料蓄
積被覆層を円筒状フィルタユニットの円周方向で順次に連続して剥離回収していくことが
できる。
【００５０】
　即ち、上記受入開口を濾材外表面に近接させた状態での外部仕切室からの気体吸引によ
り濾材外表面の塗料蓄積被覆層を効率良く剥離させることができ、これにより、円筒状フ
ィルタユニットの回転を利用して被覆層の剥離回収を行なうことと相俟って、捕集塗料が
蓄積した被覆層を一層容易にかつ能率良く剥離回収することができる。
【００５１】
　そしてまた、この構成によれば、剥離した塗料蓄積被覆層を受入開口を通じ外部仕切室
に受け入れるから、回収した塗料蓄積被覆層の後処理も一層容易にすることができ、特に
剥離用気体吸引手段により外部仕切室に作用させる気体吸引力を利用して外部仕切室の回
収被覆層を外部仕切室から搬出するようにすれば、回収した塗料蓄積被覆層の後処理をさ
らに容易にすることができる。
【００５２】
　なお、内部仕切室の作用開口に対し外部仕切室の受入開口を濾材及び被覆層を挟んで正
対させる構成にして第１０特徴構成と第１１特徴構成とを併行実施すれば、円筒状フィル
タユニットの回転に伴う塗料蓄積被覆層の剥離回収を一層効率的かつ確実なものにするこ
とができる。
【００５３】
　また、内部仕切室の作用開口に対し外部仕切室の受入開口を濾材及び被覆層を挟んで正
対させる構成を採用する場合は、内部仕切室の作用開口を通じて濾材の内表面に被覆層剥
離用の気体を吹き付ける又は被覆層剥離用気体のパルス波を付与する剥離用気体操作手段
と、外部仕切室の受入開口を通じて濾材上の被覆層に被覆層剥離用の気体吸引力を作用さ
せる剥離用気体吸引手段とのうち、いずれか一方を他方に兼用機能させる形態して省略す
るようにしてもよい。
【００５４】
　・本発明の第１２特徴構成は、第１～第１１特徴構成のいずれかの実施に好適な実施形
態を特定するものであり、その特徴は、
　前記円筒状フィルタユニットを、その回転軸芯が前記室間開口の開口面に対して平行姿
勢又は傾斜姿勢となるユニット姿勢で前記室間開口を通じて前記塗装作業室に臨む位置に
配置し、
　前記円筒状フィルタユニットの回転に伴いその回転方向における特定位置で前記濾材の
外表面に前記被覆層を連続的に形成する形式の前記被覆層形成手段を、前記円筒状フィル
タユニットに対して前記室間開口の形成位置とは反対側に配置するとともに、
　前記円筒状フィルタユニットの回転に伴いその回転方向における特定位置で塗料蓄積状
態の前記被覆層を前記濾材から連続的に剥離させる形式の前記回収手段を、前記円筒状フ
ィルタユニットに対して前記室間開口の形成位置とは反対側で前記被覆層形成手段の被覆
層形成位置に対して円筒状フィルタユニット回転方向の上手側近傍に位置する状態に配置
してある点にある。
【００５５】
　つまり、この構成によれば、塗料ミスト捕集運転を行いながら、円筒状フィルタユニッ
トの回転に伴いその回転方向の特定位置において塗料蓄積被覆層を上記回収手段により順
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次に連続して剥離回収するとともに、それに続いて、その剥離回収済みの部分に新たな被
覆層を上記被覆層形成手段により順次に再形成して被覆層を更新することができ、これに
より、塗装ブース設備の稼動効率を一層効果的に高めることができる。
【００５６】
　そして、被覆層形成手段及び回収手段を上記の如く円筒状フィルタユニットに対して前
記室間開口の形成位置とは反対側に配置するから、円筒状フィルタユニットの円筒周面部
のうち室間開口を通じて塗装作業室からフィルタ室に流入する排気中の浮遊塗料ミストを
捕捉し易い部分、即ち、円筒状フィルタユニットの円筒周面部のうち室間開口の形成位置
側の部分（換言すれば、室間開口を通じて塗装作業室に臨む側の部分）を面積的に極力有
効に活用する形態で排気中塗料ミストの捕集を行なうことができ、これにより、塗料蓄積
被覆層の剥離回収及びそれに続く被覆層の再形成と併行して実施する塗料ミスト捕集にお
ける塗料ミスト捕集効率を高くすることができる。
【００５７】
　なお、上記構成の実施において室間開口を通じ塗装作業室に臨む位置に配置する円筒状
フィルタユニットは１ユニットに限られるものでなく、複数の円筒状フィルタユニットを
室間開口を通じ塗装作業室に臨ませる位置で並列配置するようにしてもよい。
【００５８】
　・本発明の第１３特徴構成は、第１２特徴構成の実施に好適な実施形態を特定するもの
であり、その特徴は、
　前記室間開口の開口縁部に、その室間開口を通じて前記フィルタ室に流入する前記塗装
作業室からの排気気流を前記円筒状フィルタユニットの円筒周面部のうち前記室間開口に
臨む側の部分に向けて集合させる状態に案内する排気集合用の気流案内手段を設けてある
点にある。
【００５９】
　つまり、この構成によれば、円筒状フィルタユニットの円筒周面部のうち室間開口に臨
む側の周面部分（即ち、排気気流とともに流入する塗料ミストを受け止め易い部分）に塗
装作業室からの排気気流を集合させるから、そのような集合案内を行なわない場合に比べ
円筒状フィルタユニットよる排気中浮遊塗料ミストの捕集を一層効果的かつ効率的なもの
にすることができる。
【００６０】
　また、塗装作業室からの排気気流を上記の如く集合案内することにより、フィルタ室各
部への塗料ミストの付着堆積も効果的に低減することができる。
【００６１】
　・本発明の第１４特徴構成は、第１２又は第１３特徴構成の実施に好適な実施形態を特
定するものであり、その特徴は、
　前記塗装作業室の底部に前記室間開口を形成して、前記円筒状フィルタユニットを前記
室間開口の直下に配置し、
　前記被覆層形成手段及び前記回収手段を前記円筒状フィルタユニットの下方側に配置し
てある点にある。
【００６２】
　つまり、この構成によれば、円筒状フィルタユニットの円筒周面部のうち室間開口に臨
む側の周面部分が室間開口の直下から室間開口に臨む部分（即ち、円筒状フィルタユニッ
トの円筒周面部における上部側の部分）になるから、前述の如く室間開口に臨む周面部分
において塗料ミストを効率的に捕集するにあたり、排気中の浮遊塗料ミストに作用する重
力も寄与させることができ、これにより、塗料ミストの捕集効率を一層高めることができ
る。
【００６３】
　・本発明の第１５特徴構成は、第１～第１４特徴構成のいずれかの実施に好適な実施形
態を特定するものであり、その特徴は、
　内部を前記フィルタ室とするフィルタユニットケースを、その内部に配置した前記円筒
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状フィルタユニットとともに又はその内部に配置した前記円筒状フィルタユニットを使用
位置に残置した状態で前記塗装作業室における前記室間開口から離れた位置に離脱移動さ
せるための移動補助手段を設けてある点にある。
【００６４】
　つまり、この構成によれば、上記移動補助手段によりフィルタユニットケースを塗装作
業室における前記室間開口から離れた位置に容易に離脱移動させることができ、そして、
この離脱移動により、フィルタユニットケースの内部（即ち、フィルタ室内部）に対する
清掃や点検捕集等のメンテナンス、並びに、フィルタユニットケースとともに移動させた
又はフィルタユニットケースの移動に対し使用位置に残置させた円筒状フィルタユニット
に対する清掃や点検捕集等のメンテナンスを、支障他物の少ない開放された状態下で容易
に能率良く行なうことができる。
【００６５】
　なお、上記移動補助手段はフィルタユニットケースに取り付けたキャスタ、フィルタユ
ニットケースの移動を案内する案内レールや案内溝、あるいは、駆動力によりフィルタユ
ニットケースを移動させる移動用の駆動手段など、フィルタユニットケースの上記離脱移
動を補助するものであれば、どのようなものであってもよい。
【００６６】
　・本発明の第１６特徴構成は、第１～第１５特徴構成のいずれかの実施に好適な実施形
態を特定するものであり、その特徴は、
　複数の前記円筒状フィルタユニットを前記塗装作業室の長手方向に一列状又は複数列状
に並べて配置してある点にある。
【００６７】
　つまり、この構成によれば、塗装作業室がトンネル状のものなどである場合、塗装作業
室における長手方向各部からの排気中に含まれる塗料ミストを、列状に並べて配置した複
数の円筒状フィルタユニットのうちの最寄の円筒状フィルタを用いて捕集する設備形態に
することができ、これにより、例えば、塗装作業室における長手方向各部からの排気をダ
クトを通じ一箇所に集めてその排気中塗料ミストをフィルタユニットにより捕集するとい
った設備形態に比べ設備の全体構成を簡略化することができる。
【００６８】
　また、塗装作業室からの排気を円筒状フィルタユニットに導く過程での設備各部への塗
料ミストの付着堆積も少なくすることができて、メンテナンス負担も効果的に低減するこ
とができる。
【００６９】
　・本発明の第１７特徴構成は、第１６特徴構成の実施に好適な実施形態を特定するもの
であり、その特徴は、
　前記塗装作業室をその長手方向において塗装条件が互いに異なる複数の区分室に区分し
、
　前記塗装作業室の長手方向に列状に並べて配置する複数の前記円筒状フィルタユニット
の夫々を前記区分室ごとの専用フィルタユニットとして前記区分室ごとに個別に対応させ
て配置してある点にある。
【００７０】
　つまり、この構成によれば、使用塗料が異なるなど塗装条件が互いに異なる複数の区分
室夫々からの排気中に含まれる塗料ミストをそれら区分室に個別に対応させた専用の円筒
状フィルタユニットで捕集するから、回収手段により剥離回収した塗料蓄積被覆層や回収
被覆層の蓄積塗料（捕集塗料）に対し各塗装条件に応じた後処理を各別に施すことを容易
にすることができる。
【００７１】
　また、回収被覆層の蓄積塗料を再利用する場合には、塗装条件が異なる塗料の交じり合
いも回避することができて、塗料の再利用も容易にすることができる。
【００７２】
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　・本発明の第１８特徴構成は、第１～第１７特徴構成のいずれかの実施に好適な実施形
態を特定するものであり、その特徴は、
　前記室間開口を通じて前記フィルタ室に流入する前記塗装作業室からの排気中に含まれ
る浮遊塗料ミスト数の変化を検出するミスト数変化検出手段を設けるとともに、
　このミスト数変化検出手段の検出情報に基づき、前記排気中の浮遊塗料ミスト数の変化
に応じて前記円筒状フィルタユニットの回転速度を調整する制御手段を設けてある点にあ
る。
【００７３】
　つまり、この構成によれば、円筒状フィルタユニットの回転にかかわらず排気中塗料ミ
スト数の変化が原因で円筒状フィルタユニットの円周方向において回収手段による被覆層
剥離回収時における塗料ミスト捕集量に偏りが生じること（換言すれば、回収手段により
剥離回収する被覆層の塗料蓄積量が円筒状フィルタユニットの円周方向において差のある
ものとなること）を、制御手段による上記回転速度の調整をもって効果的に抑止すること
ができる。
【００７４】
　即ち、このことにより排気系の圧力損失（排気抵抗）の増大による動力ロスや塗料ミス
ト捕集量が少ないままで被覆層を剥離回収してしまう無駄を一層効果的に回避することが
できて、塗料ミスト捕集運転の運転効率を一層効果的に高めることができる。
【００７５】
　なお、上記構成の実施においては、ミスト数変化検出手段の検出情報に基づく円筒状フ
ィルタユニットの回転速度調整を、ミスト数変化検出手段の検出情報に基づき吸引排気路
における吸引排気量を調整することと組み合わせて実施するようにしてもよい。
【００７６】
　また、ミスト数変化検出手段は排気中の浮遊塗料ミスト数や浮遊塗料ミスト濃度を直接
的に計測する検出方式のものに限らず、塗装機の運転状態や自動塗装作業の実施プログラ
ムなどに基づき排気中における浮遊塗料ミスト数の変化を間接的に検出する方式を採用し
てもよい。
【図面の簡単な説明】
【００７７】
【図１】塗装ブース設備の横断面図
【図２】塗装ブース設備の縦断面図
【図３】濾材張設部の拡大断面図
【図４】別実施形態を示す塗装ブース設備の横断面図
【図５】別実施形態を示す塗装ブース設備の縦断面図
【図６】その他の別実施形態を示す塗装ブース設備の概略横断面図
【図７】その他の別実施形態を示す塗装ブース設備の概略横断面図
【図８】その他の別実施形態を示す塗装ブース設備の概略横断面図
【発明を実施するための形態】
【００７８】
　図１は塗装ブース設備を示し、この塗装ブース設備では、トンネル状の塗装作業室１を
形成する塗装ブース２の下方にその塗装作業室１からの排出空気である排気ＥＡ中に含ま
れる浮遊塗料ミストｍ（被塗物Ｗに塗着せずに排気ＥＡとともに塗装作業室１から排出さ
れる塗料ミスト）を除去する塗料ミスト除去装置３を設けてある。塗料ミスト除去装置３
は、内部をフィルタ室４とするフィルタユニットケース５（以下、ユニットケースと略称
する）を塗装作業室１の下方に配設し、このフィルタ室４に乾式の円筒状フィルタユニッ
ト６（以下、フィルタユニットと略称する）を内装したものである。
【００７９】
　塗装作業室１の天井部には、そのほぼ全面にわたらせて天井フィルタ７を張設してあり
、この天井フィルタ７を通じて天井裏部の給気チャンバ８から塗装作業室１に温湿度を調
整した換気用空気ＳＡを下向き層流状に吹き出し供給し、塗装作業室１では、この換気用
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空気ＳＡの吹き出し供給下で塗装作業を行なう。給気チャンバ８には換気用空気ＳＡの温
湿度調整を行なう空調機９から給気ダクト１０を通じて給気ファンＦｓにより換気用空気
ＳＡが供給される。
【００８０】
　図２に示すように、被塗物Ｗ（本例では自動車ボディ）の搬送方向に延びるトンネル状
の塗装作業室１は、その長手方向である被塗物搬送方向において複数の区画室１ａに区画
してあり、塗料ミスト除去装置３としてのユニットケース５及びそれに内装のフィルタユ
ニット６は各区画室１ａに対し個別に対応させて設けてある。
【００８１】
　ユニットケース５の内部フィルタ室４は塗装作業室１の底部に形成した室間開口１１を
通じて塗装作業室１の各区画室１ａに連通させてあり、具体的にはフィルタ室４の上面部
のほぼ全面を開口部１１ｂとして、このフィルタ室４の上面開口部１１ｂと各区画室１ａ
の底部に形成した排気口としての開口部１１ａとを上下に正対させた状態で、それら開口
部１１ａ，１１ｂどうしを伸縮自在な継手１２により接続することで各区画室１ａに対し
各フィルタ室４を個別に連通させてある。
【００８２】
　室間開口１１の横幅寸法Ｌ２は塗装作業室１の横幅寸法Ｌ１の６０％～８０％程度にし
、フィルタユニット６はその円筒形状の中心軸芯Ｐが塗装作業室１の長手方向に向くユニ
ット姿勢で室間開口１１の直下に配置し、その直径Ｄは室間開口１１の横幅寸法Ｌ２の７
０％～８０％程度にしてある。すなわち、円筒状フィルタユニット６はその中心軸芯Ｐが
室間開口１１の開口面に対し平行姿勢となるユニット姿勢で室間開口１１を通じて塗装作
業室１の各区画室１ａに臨む位置に配置してある。
【００８３】
　フィルタユニット６は、モータ（図示省略）及びそれに連結した減速機１３を駆動手段
として、円筒形状の中心軸芯Ｐ周りで図中矢印の示す方向に回転させるようにしてあり、
フィルタユニット６の回転軸１４はユニットケース５の底板台車部５ａに立設した支持脚
１５により軸受１６を介して支持してある。
【００８４】
　また、フィルタユニット６は、その両端部６ａ（具体的には両端開口の周縁部）をユニ
ットケース５の前後壁５ｂ，５ｃ（塗装ブース長手方向で対向する側壁）に対し摺接させ
る状態で回転させるようにユニットケース５に内装し、フィルタユニット６の両端部６ａ
ないしユニットケース５の前後壁５ｂ，５ｃには、フィルタユニット６の回転を許しなが
らフィルタユニット６の両端部６ａとユニットケース５の前後壁５ｂ，５ｃとの間の隙間
をシールするシール部材１７を設けてある。
【００８５】
　フィルタユニット６の円筒周面部は通気性の濾材１８により形成してあり、具体的には
（図３参照）、網状材からなる円筒状基体１９をその中心軸部に配置した回転軸１４に対
しスポーク部材２０により連結固定し、この円筒状基体１９の外周面部に濾材１８を張設
してフィルタユニット６を形成してある。
【００８６】
　塗装作業室１の下方でその長手方向に一列状に並ぶ状態に配置されるユニットケース５
の隣り合うものどうしの間の夫々には、排気ファンＦｅに接続した吸引排気路としての排
気ダクト２１を配置し、各ユニットケース５の前壁５ｂ及び後壁５ｃの夫々には、フィル
タユニット６の両端開口を通じてフィルタユニット内部の上部域に開口させた前後排気口
２２ａ，２２ｂを形成し、これら前後排気口２２ａ，２２ｂは夫々、それらに隣接する最
寄りの排気ダクト２１に短ダクト２１ａを通じて連通させてある。
【００８７】
　つまり、この塗装ブース設備では、円筒周面部に濾材１８を張設するとともに両端開口
をユニットケース５の前後壁５ｂ，５ｃにより閉塞した状態にあるフィルタユニット６の
内部を排気ファンＦｅによる排気ダクト２１を通じた吸引排気により負圧状態にすること
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で、フィルタ室４においてフィルタユニット６の円筒周面部に吸引作用を生じさせ、これ
により、天井フィルタ７からの換気用空気ＳＡの吹き出し供給に伴い、塗装作業室１の各
区画室１ａにおける室内空気を室間開口１１を通じ作業室排気ＥＡとしてフィルタ室４に
吸引排気しながら、塗装作業室１の各区画室１ａにおいて塗装作業を行なう。
【００８８】
　そして、フィルタ室４に流入する各区画室１ａからの排気ＥＡを濾材１８に通過させて
フィルタユニット６の内部に吸入する過程で、各区画室１ａからの排気ＥＡ中に含まれる
浮遊塗料ミストｍを濾材１８により捕集（厳密には後述の被覆層Ｓにより捕集）して、排
気ダクト２１に導く作業室排気ＥＡを浄化する。なお、このように浄化した排気ＥＡは塗
装作業室１に吹き出し供給する換気用空気ＳＡの一部として再利用するのが望ましい。
【００８９】
　２３は塗装作業を行なう塗装ロボットであり、回転霧化式の静電塗装機など液体塗料の
噴霧により被塗物Ｗを塗装する塗装機２３ａを塗装ロボット２３のアーム先端部に装備し
てある。また、２４は被塗物Ｗを搬送する搬送装置であり、この搬送装置２４により順次
搬送する被塗物Ｗを塗装作業室１の各区画室１ａにおいて所要の塗装条件で塗装する。
【００９０】
　塗装作業室１の各区画室１ａからの排気ＥＡに含まれる塗料ミストｍをフィルタユニッ
ト６により捕集するのに、この塗装ブース設備では、フィルタユニット６における濾材１
８の外表面に粉状被覆剤ｘからなる濾過用の被覆層Ｓを予め形成しておくようにしてあり
、フィルタ室４には、フィルタユニット６の回転に伴いその回転方向における特定位置で
濾材１８の外表面に被覆層Ｓを連続的に形成する被覆層形成手段Ｔ、及び、フィルタユニ
ット６の回転に伴いその回転方向における特定位置で塗料蓄積状態の被覆層Ｓを濾材１８
の外表面から連続的に剥離回収する回収手段２９，３２を設けてある。
【００９１】
　具体的には被覆層形成手段として、粉状被覆剤ｘを浮遊離散が自在な状態に堆積させた
被覆剤堆積層Ｔを被覆剤容器２５に収容した状態でフィルタユニット６の濾材１８に近接
させてフィルタユニット６の最下部下方（即ち、フィルタユニット６に対して室間開口１
１の形成位置とは反対側）に配置し、フィルタユニット６の円筒周面部における吸引作用
により被覆剤堆積層Ｔにおける粉状被覆剤ｘを浮遊離散させて被覆剤堆積層Ｔに臨む濾材
外表面部分に付着させることで、フィルタユニット６の回転に伴いその最下部において濾
材１８の外表面に粉状被覆剤ｘからなる被覆層Ｓを連続的に形成する。
【００９２】
　被覆剤容器２５の底部には、被覆剤堆積層Ｔをそれに対する気体吹き付けにより流動床
化する被覆層形成促進用の気体吹き付け手段として、空気送給路２６を通じ供給される圧
縮空気Ａを被覆剤容器２５の底板２５ａに形成した多数の微細孔を通じて被覆剤容器２５
の内部に下方から吹き込む空気吹き込みチャンバ２７を設け、この空気吹き込みによる被
覆剤堆積層Ｔの流動床化により被覆剤堆積層Ｔを用いた被覆層形成を促進する。
【００９３】
　被覆剤容器２５は、その容器周壁２５ｂの先端部をフィルタユニット６の濾材外表面に
対し近接させて容器内部領域をフィルタ室４における容器外部領域と仕切る構造にしてあ
り、これにより、空気吹き込みチャンバ２７からの吹き込み空気Ａをフィルタユニット６
の円筒周面部のうち被覆剤容器２５の内部に臨む濾材部分のみを通じてフィルタユニット
６の内部に吸引する形態にして上記被覆層形成の一層の効率化を図ってある。
【００９４】
　また、被覆剤容器２５の容器周壁２５ｂのうちフィルタユニット６の回転方向下手側に
位置する部分の先端部近傍には、上記の如き被覆層形成においてフィルタユニット６の回
転に伴い形成被覆層Ｓの外表面に摺接掻き取り作用して形成被覆層Ｓを均厚化するスクレ
ーパ装置２８を設けてある。なお、このスクレーパ装置２８により掻き取った粉状被覆剤
ｘは落下により被覆剤容器２５に戻すようにするのがよい。
【００９５】
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　回収手段としては、被覆剤容器２５のフィルタユニット回転方向における上手側近傍箇
所でフィルタユニット６の内部に内部仕切室２９を設けるとともに、開口縁を濾材１８の
内表面に近接又は接触させる被覆層剥離用の作用開口２９ａを内部仕切室２９に形成し、
この作用開口２９ａを通じて空気送給路３０からの送給圧縮空気Ａを濾材１８の内表面に
吹き付ける剥離用気体操作手段としての空気ノズル３１を内部仕切室２９の室内に設けて
ある。
【００９６】
　また、同じく被覆剤容器２５のフィルタユニット回転方向における上手側近傍箇所でフ
ィルタユニット６の外部に外部仕切室３２を設けるとともに、開口縁を内部仕切室２９の
作用開口２９ａに対し濾材１８及び被覆層Ｓを挟んで正対させる状態で濾材１８の外表面
に近接させる受入開口３２ａを外部仕切室３２に形成し、この受入開口３２ａを通じてフ
ィルタユニット６の回転に伴い被覆層Ｓに対し掻き取り作用して被覆層Ｓを剥離させる剥
離用スクレーパ装置３４を外部仕切室３０の室内に設けてある。
【００９７】
　また同図に示す如く、この受入開口３２ａを通じて濾材１８上の被覆層Ｓに空気吸引力
を作用させる剥離用気体吸引手段としての空気吸引路３３を外部仕切室３２に接続するよ
うにしてもよい。
【００９８】
　つまり、フィルタユニット６の最下部において被覆剤堆積層Ｔからの粉状被覆剤ｘの吸
引により濾材１８の外表面に連続的に形成した被覆層Ｓをフィルタユニット６の連続的な
いしは間欠的な回転によりその回転方向に移動させながら、塗装作業室１の各区画室１ａ
からの排気ＥＡを被覆層Ｓ及び濾材１８を通じてフィルタユニット６の内部に吸引する過
程で、その排気ＥＡ中に含まれる塗料ミストｍを濾材１８上の被覆層Ｓにより捕捉して捕
集し、これにより、粘着性を有する塗料ミストｍが濾材１８に直接に付着堆積することを
防止した状態（図３参照）で塗料ミストｍを捕集する。
【００９９】
　そして、排気中塗料ミストｍの捕集が進むフィルタユニット６における円筒周面部の上
側半部領域（即ち、フィルタユニット６の円筒周面部のうち室間開口１１を通じて各区画
室１ａに臨む部分の領域）を経て被覆層Ｓにおける捕集塗料の蓄積が進むことに対し、フ
ィルタユニット６の回転に伴い内部仕切室２９及び外部仕切室３２の配設位置において、
内部仕切室２９の作用開口２９ａを通じたフィルタユニット内部側からの空気ノズル３１
による空気吹き付けと外部仕切室３２内でのスクレーパ装置３４による掻き取りとにより
、また、前記吸引排気路３３を設ける場合には外部仕切室３２の受入開口３２ａを通じた
フィルタユニット外部側からの空気吸引路３３による空気吸引とにより、塗料蓄積が進ん
だ被覆層Ｓを濾材１８から剥離させて外部仕切室３０に回収し、これに続き、被覆剤堆積
層Ｔの配設位置で濾材１８上の被覆層除去部分に被覆層Ｓを再度形成して更新することで
、フィルタユニット６を継続的に使用する。
【０１００】
　回収タンクとしての外部仕切室３２に回収した使用済みの被覆剤ｘは適宜、外部仕切室
３２から取り出して処理するが、外部仕切室３２に接続した空気吸引路３３を回収被覆剤
ｘの搬出路に兼用して、空気吸引路３３による空気吸引により回収被覆剤ｘを空気吸引路
３３を通じ所定箇所へ空気搬送するようにしてもよい。
【０１０１】
　各区画室１ａにおける室間開口１１（１１ａ）の周縁底壁部１ｓは、排気集合用の気流
案内手段として室間開口１１の側ほど低位となる傾斜底壁にしてあり、これにより、室間
開口１１を通じてフィルタ室４に流入する各区画室１ａからの排気気流ＥＡをフィルタユ
ニット６の円筒周面部のうち室間開口１１に臨む側の部分（即ち、排気中塗料ミストｍが
捕集されやすい部分）に向け集合させて塗料ミスト捕集効率を高める。
【０１０２】
　また、この塗装ブース設備では、塗装ロボット２３及び塗装機２３ａ等の自動制御によ
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り自動塗装作業を行なう制御盤３５において、その自動塗装作業のプログラムに基づき各
区画室１ａからの排気ＥＡ中に含まれる塗料ミスト数の変化を監視するとともに、その監
視結果に基づき塗料ミスト数の変化に応じて各区画室１ａに対するフィルタユニット６の
回転速度を排気中塗料ミスト数が増加するほど増速させる方向で自動調整するようにして
あり、これにより、フィルタユニット６の継続使用において回収時における被覆層Ｓの捕
集塗料蓄積量が適度となる状態を維持する。
【０１０３】
　つまり、この制御盤３５は、室間開口１１を通じてフィルタ室４に流入する塗装作業室
１からの排気ＥＡ中に含まれる浮遊塗料ミスト数の変化を検出するミスト数変化検出手段
、及び、その検出情報に基づき排気ＥＡ中の浮遊塗料ミスト数の変化に応じて円筒状フィ
ルタユニット６の回転速度を調整する制御手段を構成する。
【０１０４】
　ユニットケース５の底板台車部５ａには、ユニットケース５の移動を容易にする移動補
助手段として移動輪３６（キャスタ）を設けてあり、フィルタ室４やフィルタユニット６
などに対するメンテナンス時には継手１２による区画室１ａ側との接続を解除するととも
にストッパ（図示省略）を解除した状態でユニットケース５を側方から押し操作又は引き
操作することで、移動輪３６の転動によりユニットケース５を内部のフィルタユニット６
とともに室間開口１１から離れた位置に容易に離脱移動させることができ、また、メンテ
ナンス終了後はユニットケース５を内部のフィルタユニット６とともに室間開口１１の直
下の使用位置へ容易に復帰移動させることができる。
【０１０５】
　また、フィルタ室４の内部に配置する被覆剤容器２５にも移動輪３７を設けてあり、被
覆剤容器２に対する被覆剤補充や清掃等のメンテナンス時には、この移動輪３７の転動に
より被覆剤容器２５をフィルタ室４においてフィルタユニット６の最下部下方からユニッ
トケース５の点検口箇所などへ容易に移動させることができる。
【０１０６】
　なお、被覆剤容器２５の容器周壁２５ｂは適度な柔軟性を備える可撓材で形成して、被
覆材容器２５の移動等で容器周壁２５ｂがフィルタユニット６に干渉する状態になっても
容器周壁２５ｂの柔軟性によりその干渉をやり過ごすことができるようにしてもよい。
【０１０７】
　また、被覆剤容器２５への被覆剤ｘの補充は搬送用ブロアの発停や弁の開閉などにより
管路等を通じて行なえるようにしてもよい。
【０１０８】
　〔別実施形態〕
　次に本発明の別実施形態を列記する。
【０１０９】
　塗装作業室１は前述の如くその長手方向において複数の区画室１ａに区画したものに限
らず、単純な一室構成のものであってもよい。
【０１１０】
　円筒状フィルタユニット６はその円筒周面部を濾材１８により形成するものであれば、
その組み立て構造などの具体的構造は前述の実施形態で示した構造に限らず種々の構成変
更が可能である。
【０１１１】
　また、円筒状フィルタユニット６の回転を許容しながらダクト構成などの吸引排気路２
１を円筒状フィルタユニット６の内部に連通させる具体的接続構造も前述の実施形態で示
した構造に限らず種々の構成変更が可能である。
【０１１２】
　前述の実施形態では、円筒状フィルタユニット６をその回転軸芯Ｐが塗装作業室１の長
手方向（被塗物搬送方向）に沿うユニット姿勢で配置したが、これに代え、図４、図５に
示す如く、円筒状フィルタユニット６をその回転軸芯Ｐが塗装作業室１の長手方向とは直
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交する横向きのユニット姿勢で配置してもよい。
【０１１３】
　円筒状フィルタユニット６における濾材１８の外表面に粉状被覆剤ｘからなる通気性濾
過用の被覆層Ｓを形成する被覆層形成手段は、前述の実施形態で示した如く被覆材堆積層
Ｔを円筒状フィルタユニット６の円筒周面部に近接させて配置する方式に限らず、種々の
形成方式・構造のものを採用することができ、例えば、図６に示す如き被覆剤吹き付けノ
ズル３８を設けるなど、円筒状フィルタユニット６の回転方向における特定位置で濾材１
８の外表面に粉状被覆剤ｘを吹き付ける又は振り掛ける被覆剤送出手段を設け、この被覆
材送出手段を被覆層形成手段として被覆層Ｓを形成するようにしてもよい。
【０１１４】
　また、図７に示す如き混合用の被覆剤噴出ノズル３９を設けるなど、室間開口１１を通
じフィルタ室４に流入する塗装作業室１からの排気気流に対し粉状被覆剤ｘを噴出して混
合する被覆剤噴出混合手段を設け、この被覆剤噴出混合手段３９を被覆層形成手段として
又は被覆層形成手段に対する補助手段として被覆層Ｓの形成又は増強を行なうようにして
もよい。
【０１１５】
　なお、この被覆剤噴出混合手段３９から噴出させる粉状被覆剤ｘは、排気ＥＡ中への混
合により排気中塗料ミストｍの溶剤液分を吸収して塗料ミストｍの粘着性を低下させる性
状を備えるものが望ましい。
【０１１６】
　これら被覆剤送出手段や被覆剤噴出混合手段を設ける場合、その具体構造は図６、図７
に示す構造に限らず種々の構成変更が可能である。
【０１１７】
　被覆層形成手段として前述のごとき被覆剤堆積層Ｔを配備する場合、室間開口１１を通
じフィルタ室４に流入した塗装作業室１からの排気気流ＥＡを案内して、その案内気流Ｅ
Ａにより被覆剤堆積層Ｔの粉状被覆剤ｘを舞い上がらせる被覆層形成促進用の気流案内手
段を設け、これにより、被覆層形成を促進するようにしてもよい。
【０１１８】
　また、被覆剤堆積層Ｔをそれに対する気体の吹き付けにより流動床化する被覆層形成促
進用の気体吹き付け手段を設ける場合、その気体吹き付け手段の具体的構造は、前述の如
く被覆剤容器２５の底板に多数形成した微細孔を通じて空気を被覆剤容器２５の内部に下
方から吹き込む構造に限らず、種々の構成変更が可能である。
【０１１９】
　浮遊塗料ミストｍの捕集で塗料蓄積した被覆層Ｓを円筒状フィルタユニット６の濾材１
８から剥離させて回収する回収手段は、前述の実施形態で示した如く内部仕切室２９の作
用開口２９ａを通じて濾材１８の内周面に空気を吹き付ける方式や、スクレーパ装置３４
を濾材外表面の被覆層Ｓに対し掻き取り作用させる方式、あるいは、外部仕切室３２の受
入開口３２ａを被覆層Ｓに対して吸引作用させる方式などに限らず、種々の剥離方式・構
造のものを採用することができ、また、内部仕切室２９からの気体吹き付けに代え、内部
仕切室２９の作用開口２９ａを通じて濾材１８の内周面に気体パルス波を付与する方式を
採用するなどしてもよい。
【０１２０】
　円筒状フィルタユニット６をその回転軸芯Ｐが室間開口１１の開口面に対して平行姿勢
又は傾斜姿勢となるユニット姿勢で室間開口１１を通じて塗装作業室１に臨む位置に配置
する構成を採用する場合、室間開口１１を塗装作業室１の側壁部に形成して、この側壁部
の室間開口１１を通じて円筒状フィルタユニット６を塗装作業室１に臨ませるようにして
もよい。
【０１２１】
　前述の実施形態では１つの区画室１ａに対し１つの円筒状フィルタユニット６を装備す
る構成にしたが、これに代え、１つの区画室１ａ又は１つの塗装作業室１に対して図８に
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示す如く２以上の複数の円筒状フィルタユニット６を回転半径方向に並列配置して装備す
る構成や、回転軸芯方向に直列的に並べて装備する構成を採用してもよい。
【０１２２】
　また、複数の円筒状フィルタユニット６の塗装作業室１の長手方向に列状に並べた配置
する場合、前述の実施形態の如く複数の円筒状フィルタユニット６を１列状に並べて配置
するに代え、同図８に示す如く複数の円筒状フィルタユニット６を２列状や３列以上の複
数列に並べて配置するようにしてもよい。
【０１２３】
　前述の実施形態ではフィルタユニットケース５を内部の円筒状フィルタユニット６とと
もに室間開口１１から離れた位置へ離脱移動させる構成にしたが、内部の円筒状フィルタ
ユニット６は使用位置に残置した状態でフィルタユニットケース５のみを室間開口１１か
ら離れた位置に離脱移動させるようにしてもよい。
【０１２４】
　その他、本発明による塗装ブース設備の実施にあたり、各部の設備構成は前述の実施形
態で示した構成に限らず種々の構成変更が可能である。
【産業上の利用可能性】
【０１２５】
　本発明による塗装ブース設備は、自動車ボディの塗装に限らずバンパーなどの自動車部
品の塗装や家電製品のケーシングの塗装、あるいは、加工前の鋼板の塗装など種々の物品
の塗装を行う塗装設備に適用することができる。
【符号の説明】
【０１２６】
　Ｗ　　　　　　　　被塗物
　１　　　　　　　　塗装作業室
　ＥＡ　　　　　　　排気
　ｍ　　　　　　　　塗料ミスト
　１１　　　　　　　室間開口
　４　　　　　　　　フィルタ室
　１８　　　　　　　濾材
　６　　　　　　　　円筒状フィルタユニット
　Ｐ　　　　　　　　中心軸芯，回転軸芯
　１３　　　　　　　駆動手段
　２１　　　　　　　吸引排気路
　ｘ　　　　　　　　粉状被覆剤
　Ｓ　　　　　　　　被覆層
　Ｔ　　　　　　　　被覆層形成手段、被覆剤堆積層
　２９　　　　　　　回収手段、内部仕切室
　３２　　　　　　　回収手段、外部仕切室
　２７　　　　　　　被覆層形成促進用の気体吹き付け手段
　３８　　　　　　　被覆剤送出手段
　３９　　　　　　　被覆剤噴出混合手段
　２８，３４　　　　スクレーパ装置
　２９ａ　　　　　　被覆層剥離用の作用開口
　３１　　　　　　　剥離用気体操作手段
　３２ａ　　　　　　受入開口
　３３　　　　　　　剥離用気体吸引手段
　１ｓ　　　　　　　排気集合用の気流案内手段
　３６　　　　　　　移動補助手段
　３５　　　　　　　ミスト数変化検出手段，制御手段



(20) JP 5222178 B2 2013.6.26

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(21) JP 5222178 B2 2013.6.26

【図５】 【図６】

【図７】

【図８】



(22) JP 5222178 B2 2013.6.26

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特表２００８－５３６６６１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－３０１４０９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭５４－０５００４９（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開昭４９－１１１４５６（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開平０４－２９０５１６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０５－０６８８１７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭６２－０５７６２９（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ０５Ｂ　　１５／１２　　　、　　１５／０４　　　　　
              Ｂ０５Ｂ　　　５／０８　　　　
              Ｂ０１Ｄ　　１５／０２　　　　　　　
              Ｂ０１Ｄ　　５３／０６　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

