
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
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　一側面の開放された処理ガス排出チェンバーを有する第１ケーシングと、前記第１ケー
シングの処理ガス排出チェンバーと連通するように設置された処理ガス排出ダクトとを具
備するのだが、前記第１ケーシングの開放面には処理ガス排出孔の形成されたフランジが
設置され、前記フランジ上にパージエアー供給ダクトが固定され、前記第１ケーシングの
中心と前記パージエアー供給ダクトの端部にはシャフトを回転可能に支持するシャフト支
持孔が穿孔設置され、前記シャフト支持孔の周りのパージエアー供給ダクトにはパージエ
アー供給チェンバーと連通するパージエアー供給孔が形成されてなった第１ハウジングと
;
　両側面の開放された未処理ガス供給チェンバーを有する第２ケーシングを具備するのだ
が、前記第２ケーシングの未処理ガス供給チェンバーと連通するように未処理ガス供給ダ
クトが設置され、前記第２ケーシングの一側面は前記第１ケーシングのフランジと締結さ
れ、他側面は扇子形状の開口の形成された分配プレ一トと締結されるように構成された第
２ハウジングと ;
　円筒体の中心に配置され、駆動部と連結されたシャフトとスプライン結合される軸部と
、前記軸部の外周上に配置され、前記円筒体とアームで連結され、前記パージエアー供給
孔と連通されるパージエアー供給管と、前記パージエアー供給管の外周に設置される第１
締結部とで構成された第１分配ローターと ;
　円筒体の中心に配置され、前記シャフトとスプライン結合される軸部と、前記軸部の外



【請求項２】

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、分離型分配ローターと、この分配ローターを採択した水平式ローター分配機
に関するもので、特に、回転式分配ローターを、弾性部材を介在したまま二つの分配ロー
ターに分割構成した分離型分配ローターと、この分配ローターを採択した水平式ローター
分配機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　この水平式ローター分配機は、従来、揮発性有機化学物（ＶＯＣ）を燃焼して浄化する
蓄熱燃焼装置に採択され使用されている。
【０００３】
　従来、蓄熱燃焼装置としては、米国の特許文献１および２、日本の特許文献３、本出願
人が先出願した特許について記載されている韓国の特許文献４，５及び韓国特許出願第２
００３－２１１号に開示されたものが提案されている。
【０００４】
　米国特許と日本特許公開公報の蓄熱燃焼装置は、ローター分配機が垂直式のもので、ロ
ーター分配機から一体型分配ローターを分解するのが大変不便である。
【０００５】
　一方、韓国特許公報の蓄熱燃焼装置は、ローター分配機が水平式に具現されている。と
ころが、この水平式ローター分配機の分配ローターも一体に形成されている。
【０００６】
　一体に形成された分配ローターは、別途のパッキングが必要となり、パッキングを設置
した場合も、蓄熱燃焼装置の温度が高くて、その実効性を期待するのが難しい。
【０００７】
　また、分配ローターの清掃や修理、または交換などのメンテナンス管理のために分離す
る必要のある場合、分配ローターからシャフトを解除しなければならないのだが、高温環
境での作業により、シャフトが分配ローターからうまく分離されないという不都合がある
。
【０００８】
　また、分配ローターをハウジングから解除する時、シャフトを支持している重いハウジ
ングを鉤などで吊して支持した後、分離作業をしなければならない煩わしさがある。
【０００９】
　更に、前述の分離作業のためのローター分配機の支持は、ローター分配機の結合時にも
同様に行わなければならないだけでなく、シャフトの中心を合わせて結合しなければなら
ない煩わしさがある。
【特許文献１】米国特許第５，５６２，４４２号の公報
【特許文献２】米国特許第６，２０３，３１６号の公報
【特許文献３】特開２００１－７４２２５（公開日２００１年３月２３日）
【特許文献４】韓国実用新案登録第２８０７９７号の公報
【特許文献５】韓国特許公開第２００２－２５９１５号の公報（公開日２００２年４月４
日）
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周上に配置され、前記円筒体とアームで連結され、第１分配ローターのパージエアー供給
管と連通されるパージエアー供給管と、前記パージエアー供給管の外周に設置される第２
締結部とで構成された第２分配ローターと ;
　前記第１締結部と第２締結部の間に介在される弾性部材とを具備することを特徴とする
水平式ローター分配機。

　前記第１分配ローターと第２分配ローターの間にストリップが更に設置されていること
を特徴とする請求項１に記載の水平式ローター分配機。



【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、前述の問題を解決するために案出されたもので、簡単な構造を介してシーリ
ング効果を高めながら、分離および結合が大変便利で、メンテナンス管理が容易な、分離
型分配ローターと、この分離型分配ローターの採択された水平式ローター分配機を提供す
ることにその目的がある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　前述の目的を達成するための本発明は、気体を分配する水平式ローター分配機の分配ロ
ーターにおいて、
　エアーパージ供給用開口と処理ガス排出用開口とを有する第１分配ローターと、未処理
ガス供給用開口、エアーパージ供給用開口、処理ガス排出用開口とを有する第２分配ロー
ターと、前記第１分配ローターと前記第２分配ローターの間に介在される弾性部材とから
構成されている。
【００１２】
　この構成により、簡単な構造を介してシーリング効率を高めることができる。
【００１３】
　本発明の他の特徴は、気体を分配する水平式ローター分配機において、
　パージエアー供給ダクトと処理ガス排出ダクトとを有する第１ハウジング；前記第１ハ
ウジングと前記分配管の間に配置され、未処理ガス供給ダクトを有する第２ハウジング；
前記第２ハウジング内に配置され、未処理ガス供給用開口、パージエアー供給用開口、処
理ガス排出用開口とを有する分配ローター；前記第１ハウジングに回転可能に支持された
まま、前記分配ローターを回転させるシャフトとを含んで成るのだが、
　前記分配ローターは、第１分配ローター、第２分配ローター、前記第１分配ローターと
前記第２分配ローターの間に介在される弾性部材とから構成されている。
【００１４】
　この構成により、第１分配ローターと第２分配ローターが弾性部材によって分配管と第
１ハウジング間に密着してシーシング効率を高め、第１ハウジングと第２ハウジングの締
結を解くと、第１分配ローターの押しによって第１ハウジングの分離が容易に行われるこ
とができる。
【００１５】
　前述の構成で、前記第１ハウジングにローラーが更に設置されると、第１ハウジングの
押されがより円滑に行われるだけでなく、第１ハウジングの支持ベースの働きをして、シ
ャフトの中心が自動的に整列された状態で結合されることができる。
【００１６】
　また、前記第１分配ローターと前記第２分配ローターの間に伸縮可能なストリップが更
に設置されると、分配ローター間の間隔を確実にシーリングすることができる。
【発明の効果】
【００１７】
　以上の説明から明白なように、本発明の分離型分配ローターと、この分離型分配ロータ
ーの採択された水平式ローター分配機によると、次のような効果がある。
【００１８】
　一つ、未処理ガス供給用開口、パージエアー供給用開口、処理ガス排出用開口とを有す
る分配ローターが、第１分配ローター、第２分配ローター、前記第１分配ローターと前記
第２分配ローターの間に介在される弾性部材とから構成されることにより、（１）パージ
エアー供給ダクトと処理ガス排出ダクトとを有する第１ハウジングと第２ハウジングを締
結する締結要素を解くと、弾性部材の弾性力により第１分配ローターが第１ハウジングを
押しだし、初期の状態がある程度分離されていて、分離作業が容易に行われ、維持補修管
理 (maintenance)が向上され得、（２）弾性部材によって、第１分配ローターと第１ハウ
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ジングの間、および第２分配ローターと分配プレート（または、分配管）の間がシーリン
グされたまま回転し、回転中に摩耗が生じても、密着効率を持続的に維持して、実質的に
シーリング効果を大幅に高めることができる。
【００１９】
　二つ、第１ハウジングにローラーが更に設置されることにより、（１）弾性反力により
第１ハウジングの分離がよりスムーズに行われ、（２）ローラーが第１ハウジングの支持
ベース機能をして、安定的にシャフトを支持するだけでなく、（３）シャフトの中心と第
１ハウジングの中心を自動的に合わせてくれる機能をして、分離 /結合効率を高めること
ができる。
【００２０】
　三つ、第１分配ローターと第２分配ローターの間にストリップが更に設置されることに
よって、第１分配ローターと第２分配ローターの境界面が開く場合、例えば、初期締結時
や、回転による摩耗時でも、第１分配ローターと第２分配ローター間の間隔を柔軟にシー
リングすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、本発明の好ましい実施例を添付の図面に従い説明する。
【００２２】
　また、本実施例の水平式ローター分配機は、前述の蓄熱燃焼設備の分配機と連通するも
ので説明するが、本出願人が先出願した“対称して連動するローターの分配作用により、
熱回収効率を高めた廃熱回収装置（特許出願第２００３－１３３１１）”と、“有機溶剤
濃縮設備（特許出願第２００３－１３３１２）”にも採択使用されるものと定義する。
【００２３】
　図１は、本発明の好ましい実施例による水平式ローター分配機を示した分離斜視図で、
図２は、図１の結合斜視図で、図３は、図２のＡ－Ａ’線から見た断面図で、図４は、図
３で第１ハウジングが押された状態を示した断面図である。
【００２４】
　図１および図４に図示されているように、本実施例の水平式ローター分配機１００は、
大きく第１ハウジング１０、第２ハウジング３０，第２ハウジングに配置され、第１分配
ローター５０ａと第２分配ローター５０ｂとで構成される分配ローター５０，第１分配ロ
ーター５０ａと第２分配ローター５０ｂの間に介在される弾性部材８０，分配ローター５
０を支持するシャフト７０とから構成されている。このシャフト７０は、駆動部９０の回
転動力の伝達を受けて分配ローター５０を回転させる。
【００２５】
　第１ハウジング１０は、一側面が開放された処理ガス排出チェンバー１１ａを有する第
１ケーシング１１，この第１ケーシング１１の処理ガス排出チェンバー１１ａと連通する
処理ガス排出ダクト１３，処理ガス排出チェンバー１１ａに配置されるパージエアー供給
ダクト１５とから構成されている。第１ケーシング１１の前面には、処理ガス排出孔１７
ａが区画されたフランジ１７が設置され、このフランジ１７上にパージエアー供給ダクト
１５が固定されている。第１ケーシング１１の中心とパージエアー供給ダクト１５の端部
には、後述するシャフト７０を回転可能に支持するシャフト支持孔が穿孔設置されている
。このシャフト支持孔の周りのパージエアー供給ダクト１５には、パージエアー供給チェ
ンバー１５ａと連通するパージエアー供給孔１５ｂが区画されている。
【００２６】
　第２ハウジング３０は、両側面が開放された未処理ガス供給チェンバー３１ａを有する
第２ケーシング３１と、この第２ケーシング３１の未処理ガス供給チェンバー３１ａと連
通する未処理ガス供給ダクト３３とから構成されている。第２ケーシング３１の一側面は
、第１ケーシング１１のフランジ１７と締結され、第２ケーシング３１の他側面は、蓄熱
燃焼設備の分配管に締結固定される分配プレート４０に締結されることになる。この分配
プレート４０は、図１に図示されているように、分配管の分配室と対応するように扇子形
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状の開口が多数形成され、未処理ガス、パージエアー、処理ガスを分配案内する。
【００２７】
　分配ローター５０は、第２ケーシング３１に配置される第１分配ローター５０ａおよび
第２分配ローター５０ｂとに分割されている。第１分配ローター５０ａは、円筒体５１ａ
，この円筒体５１ａの中心に配置され、シャフト７０とスプライン結合される軸部５３ａ
，軸部５３ａの外周上に配設され、パージエアー供給孔１５ｂと連通するパージエアー供
給管５５ａ，パージエアー供給管５５ａの外周に設置される第１締結部５７ａとから構成
される。パージエアー供給管５５ａと円筒体５１ａは、アーム５９ａによって連結される
。このアーム５９ａとアーム５９ａの間を処理されたガスが通過することになる。
【００２８】
　第２分配ローター５０ｂも第１分配ローター５０ａと同様に、円筒体５１ｂ，この円筒
体５１ｂの中心に配置され、シャフト７０とスプライン結合される軸部５３ｂ，軸部５３
ｂの外周上に配設され、パージエアー供給管５５ａと連通するパージエアー供給管５５ｂ
，パージエアー供給管５５ｂの外周に設置される第２締結部５７ｂとから構成される。パ
ージエアー供給管５５ｂと円筒体５１ｂは、アーム５９ｂによって連結されている。この
アーム５９ｂとアーム５９ｂの間を未処理ガス、パージエアー、処理ガスが流動すること
になる。
【００２９】
　円筒体５１ｂは、大きく第２締結部５７ｂの配置される部分５０ｂ’と、この部分５０
ｂ’を除いた残り部分５０ｂ’’が一体に構成されている。この時、部分５０ｂ’と部分
５０ｂ’’の境界面は、密閉された部分と、開放された部分とで構成されている。この密
閉された部分のある部分５０ｂ’’の外周面には、未処理ガスチェンバー３１ａと連通す
る連通孔６１ｂが穿孔されており、この連通孔６１ｂは、アーム５９ｂに形成された貫通
孔６２ｂおよび供給孔６３ｂと連通されている。一方、開放された部分のある部分５０ｂ
’’の外周面は、密閉され、前後に連通されている。
【００３０】
　この密閉された部分と開放された部分は、図１に図示したように、パージエアー供給部
（多孔板で構成される）６４ｂと、その対称になる部分（密閉板で構成）とを境界に、上
方は前後に開放、下方は外周面と後方に開放されている。このパージエアー供給部６４ｂ
は、パージエアー供給管５５ｂの内周面に形成されたパージエアー供給孔６５ｂと連通し
ている。パージエアー供給部６４ｂと対称になる部分で、多孔板を介してのみパージエア
ーが排出されることになる。つまり、多孔板を除いたパージエアー供給部６４ｂと対称に
なる部分は密閉空間を形成している。
【００３１】
　弾性部材８０は、第１締結部５７ａと第２締結部５７ｂの間に介在されたまま、ボルト
８１によって支持されている。第１締結部５７ａまたは第２締結部５７ｂは、ボルト８１
に対してスライディング可能に設置されている。また、第１締結部５７ａのストッパーの
役割をするナット８２がボルト８１に締結されている。
【００３２】
　この弾性部材８０の構成により、第１分配ローター５０ａと第２分配ローター５０ｂの
間に間隔が形成されるようにナット８２で締結した後（図４参照）、第１ハウジング１０
を押すと、図３のように第１分配ローター５０ａが押されながら弾性部材８０が圧縮され
ることになる。この圧縮された状態で、第１ハウジング１０と第２ハウジング３０を締結
すると、分配ローター５０は弾性部材８０によって両側に押されることになり、分配プレ
ート４０とフランジ１７に密着した状態で回転動作するため、シーリング効率を簡単に高
めることができる。また、弾性部材８０の弾性力を補強するために、軸部５３ａ，５３ｂ
にもにもスプリング８５を設置するのが好ましい。
【００３３】
　反対に、分配ローター５０の掃除や修理のために分離する場合、第１ハウジング１０と
第２ハウジング３０の締結を解除すると、弾性力に対する反力を提供する分配プレート４
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０により、第１分配ローター５０ａが第１ハウジング１０を押すことになり、図４のよう
に第１ハウジング１０が分離されることになる。この状態で、第１ハウジング１０を後に
抜くと、分配ローター５０が容易に露出され、メンテナンスを便利に行える。
【００３４】
　この分離または結合をよりスムーズに行うために、第１ハウジング１０の第１ケーシン
グ１１にローラー２０が更に設置されるのが好ましい。このローラー２０は、シャフト７
０の中心と第２ハウジング３０の中心、または分配プレート４０の中心と一致する位置に
設置するのが好ましい。これは、分配ローター５０の分離 /結合効率を向上させることが
できる。
【００３５】
　また、第１分配ローター５０ａと第２分配ローター５０ｂの間にストリップ８７が更に
設置されるのが好ましい。このストリップ８７は、設置した状態の分配ローター間の間隔
を塞いだり、稼働中の摩耗によって分配ローター間に生じる間隔に可変的に適用して、ロ
ーターのシーリング効果を確実に維持することができる。
【００３６】
　シャフト７０は、駆動部９０の回転動力の伝達を受け、分配ローター５０を回転させる
ことになる。この回転を正確で確実に伝達しながら、前述したように弾性力による分離を
円滑にするために、スプライン軸に具現するのが好ましい。このシャフト７０の先端は、
分配プレート４０に結合されるベアリングハウジング７５に支持されている。
【００３７】
　本発明の実施例による分離型分配ローターと、この分離型分配ローターの採択された水
平式ローター分配機は、前述した実施例に局限されず、本発明の技術思想が許容する範囲
内で多様に変形して実施することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明の好ましい実施例による水平式ローター分配機を示した分離斜視図である
。
【図２】図１の結合斜視図である。
【図３】図２のＡ－Ａ’線から見た断面図である。
【図４】図３で、第１ハウジングが押された状態を示した断面図である。
【符号の説明】
【００３９】
　１０　　　　第１ハウジング
　１３　　　　処理ガス排出ダクト
　１５　　　　パージエアー供給ダクト
　２０　　　　ローラー
　３０　　　　第２ハウジング
　４０　　　　分配プレート
　５０　　　　分配ローター
　５０ａ　　　第１分配ローター
　５０ｂ　　　第２分配ローター
　７０　　　　シャフト
　８０，８５　弾性部材
　８７　　　　ストリップ
　９０　　　　駆動部
１００　　　　ローター分配機
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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