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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ガスより密度の高い固体又は液体の粒子が浮遊するガスを清浄化するガス清浄方法であ
って、
　ロータ（８）が、固定周壁（１）により形成されたチャンバ（２）内において、回転軸
（Ｒ）周りに回転しており、前記ロータ（８）が、互いに共軸に、かつ前記回転軸と同心
に配列され、そして各々半径方向外周縁を有する円錐形分離ディスク（２２）の積層体か
らなり、
　前記清浄化されるガスが、前記分離ディスク（２２）間を、前記ロータ（８）の回転軸
（Ｒ）から異なる距離に位置するガス入口からガス出口まで案内され、ガスがロータと共
に回転し、このため前記粒子が、生じた遠心力により分離ディスク（２２）の内側に接触
し、そして
　前記ロータの回転により分離された粒子は、先ず、分離ディスク（２２）に接触したま
まその母線に沿って前記ディスクの外周縁へ向けて移動し、そして、前記固定周壁（１）
へ向って分離ディスク（２２）から放出される、ガスの清浄方法において、
　概ね分離ディスク（２２）の母線に沿って分離ディスク（２２）に接触して移動する分
離された粒子が、同様に捕捉された他の粒子と共に捕捉されて更に分離ディスク（２２）
の外周縁に向って前記母線と角度をなす経路に沿って導かれ、そして前記分離された粒子
が、前記経路からはなれて、前記分離ディスク（２２）から、その外周縁に沿って距離を
置いた限られた領域内に放出される、ことを特徴とするガス清浄方法。
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【請求項２】
　清浄化されるガスが、分離ディスク間に、回転軸（Ｒ）の方向から分離ディスク（２２
）の外周縁の方向に向って導入される請求項１記載のガス清浄方法。
【請求項３】
　清浄化されるガスが、分離ディスク（２２）の積層体内の中心入口スペース（２５）内
へ導入され、次いで分離ディスク（２２）間の中間スペース内を導かれて清浄化され、そ
ののち、この清浄化されたガスが、チャンバ（２）から分離ディスク（２２）の積層体と
固定周壁（１）間に形成された出口スペース（２８）に連通するガス出口（４）を通って
排出される請求項２記載のガス清浄方法。
【請求項４】
　清浄化されるガスが、分離ディスク（２２）間の中間スペースを通過中に、隣接する分
離ディスク間に中間スペースを形成するリブ（２６）によってロータの回転作用を受ける
請求項１～３のいずれか１項に記載のガス清浄方法。
【請求項５】
　ガスが、分離された粒子の移動経路にほぼ平行な流路（２７）に沿って分離ディスク（
２２）間を案内される請求項１～４のいずれか１項に記載のガス清浄方法。
【請求項６】
　ガスより密度の高い固体又は液体が浮遊するガスを清浄化するガス清浄装置であって、
前記ガス清浄装置が、チャンバ（２）を形成し、かつ、前記チャンバのガス入口（３）と
ガス出口（４）とを有する固定ハウジング（１）と、回転軸（Ｒ）周りに回転可能であり
、前記チャンバ（２）内においてガスを回転により清浄化するロータ（８）とを備え、前
記ロータ（８）が、互いに共軸に、かつ、前記回転軸（Ｒ）に同心に配列された円錐形分
離ディスク（２２）の積層体を備え、前記分離ディスク（２２）が、相互間に、ガス流用
の中間スペースを形成し、少くとも第１流動スペース（２５）が分離ディスク（２２）の
積層体中心部に形成されて分離ディスク（２２）間の中間スペースの半径方向内方部に連
通し、少くとも第２流動スペース（２８）が、分離ディスク積層体と固定ハウジング（１
）の間に形成されて、分離ディスク（２２）間の中間スペースの半径方向外方部に連通し
、そして前記第１流動スペース（２５）が前記ガス入口（３）とガス出口（４）の一方に
連通し、第２流動スペース（２８）が、これらガス入口（３）とガス出口（４）の他方に
連通し、前記ガス清浄装置が、更に、前記チャンバ（２）のガス入口から供給されるほぼ
全ガスを分離ディスク間の中間スペース内を誘導するように形成されている、ガス清浄装
置において、各分離ディスク（２２）の内側が細長の案内部材（２６）に接触又は接続さ
れており、各分離ディスク（２２）が、ロータの回転軸（Ｒ）から第１距離だけはなれた
点から、回転軸（Ｒ）からより長い第２距離だけはなれた点まで、前記分離ディスクの母
線と一定の角度をなして延びており、各分離ディスク（２２）の案内部材（２６）が、デ
ィスクの外周縁から見て互いに間隔を置いた分離ディスクの外周縁まで延びている、こと
を特徴とするガス清浄装置。
【請求項７】
　案内部材（２６）がロータの回転軸の周りに配置され、かつ、隣接する２個の案内部材
（２６）がロータの回転軸（Ｒ）から異なる距離にある点において分離ディスクの母線に
交叉する請求項６記載のガス清浄装置。
【請求項８】
　案内部材（２６）が、互いに間隔を置いた分離ディスク（２２）間のスペースを挟んで
結んで設けられている請求項６又は７に記載のガス清浄装置。
【請求項９】
　第１流動スペース（２５）がガス入口（３）に連通し、他の流動スペース（２８）がガ
ス出口（４）に連通する請求項６～８のいずれか１項に記載のガス清浄装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
（技術分野）
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この発明は、ガスより密度の高い固体又は液体粒子が浮遊するガスを遠心力により清浄化
する方法と装置に関する。本発明は、更にクランクケースガスと呼ばれる内燃機関に発生
する油又は煤の粒子を含むガスの清浄化に用いられる上述の方法と装置に関する。しかし
この方法と装置は他の用途にも用いることができる。
【０００２】
更に詳しく述べると、本発明においては、清浄化されるガスは、固定されたハウジング内
のチャンバ内に導入され、回転軸の周りに回転するロータによりチャンバ内で回転され、
ガス中の粒子が遠心力によりガスから分離されてハウジングへ向けて放出されるようにな
っている。
【０００３】
（背景技術）
このようなガスの清浄装置は、例えば、内燃機関のクランクケースガスの清浄化に関する
ドイツ特許ＤＥ３５４１２０４Ａ１及びＤＥ４３１１９０６Ａ１に述べられている。
【０００４】
ＤＥ３５４１２０４Ａ１は、この種の装置であり、そのロータはタービン又はポンプホイ
ールとして形成され、チャンバの下方から流入する清浄化されるガスによって回転させら
れるようになっている。このガスは、タービン又はポンプホイールの中をその中心から周
辺へ向けて流れ、ホイールと同じ速度で回転しながらホイールから流出する。粒子は、チ
ャンバ内で回転するガスから遠心力により分離され、清浄化されたガスはチャンバから、
その上部の出口を経て流出する。ガスから分離された粒子はチャンバの周壁上に蓄積し、
液滴は周壁に凝集して流下し、更にチャンバの底部に位置する出口を通り排出される。
【０００５】
ＤＥ４３１１９０６Ａ１は、同様なクランクケースガスの清浄化装置を示し、そのロータ
は、クランクケースからの加圧された潤滑油によって駆動されるようになっている。クラ
ンクケースガスはこの装置によって清浄化される。駆動用潤滑油はロータの中心へ供給さ
れ、ロータの回転軸から距離をおいて位置するロータに正切する方向の出口を通ってロー
タから流出する。このロータは、駆動潤滑油の清浄化用の装置を有する。清浄化された潤
滑油はチャンバの下部へ放出され、この下部にはクランクガスが供給されて清浄化され、
そして内燃機関の潤滑油システムへ返送される。クランクケースガスは、ロータとその周
りの固定ハウジング間のチャンバ内に形成された狭い空間内を軸方向に通される。このス
ペース内で回転するガスから浮遊する粒子が除かれ、この粒子は固定ハウジングの内側に
蓄積され、液滴は凝集して出口へ向って流れる。
【０００６】
上述の二つのクランクケースガス清浄用の公知の装置は、流動するガスから粒子を分離す
る場合の効率は良くない。従って本発明は、上述のガスの清浄化、特にクランクケースガ
スの清浄化の効率が上述の方法より高い、ガスの清浄化の方法を提供することを目的とし
ている。なお、ある公知の技術であって上述のクランクケースガスの清浄化方法以外のも
のが利用され改善されていることを述べておく。
【０００７】
（発明の開示）
本発明は、冒頭に述べたとおり、ロータは、固定した周壁により形成されたチャンバ内に
おいて回転軸周りに回転し、このロータは、互いに共軸に積重ねられ、そして前記回転軸
と同軸の円錐形のディスクを有し、これら分離ディスクが半径方向外方の周縁を有し、
清浄化されるガスは、分離ディスク間に形成された中間スペース内を、ロータの回転軸か
ら異なる距離にあるガス入口からガス出口へ流動させられ、そのため、前記ガスがロータ
と共に回転し、粒子が、発生した遠心力により分離ディスクの内側に接触させられ、ロー
タの回転により分離された粒子は先ず、分離ディスクに接触してその母線に沿ってある距
離前記周縁へ向けて移動し、そして前記周壁へ向けて分離ディスクから外方へ投げ出され
る。
【０００８】
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この種の技術は、例えば米国特許ＵＳ－Ａ－２，１０４，６８３とＵＳ－Ａ－３，２３４
，７１６により公知である。これら特許の各仕様書には、円錐形分離ディスクの内側に接
触させられた粒子が、どのように遠心力により分離ディスクの周縁に向って移動させられ
るかが記載されている。
【０００９】
ＵＳ－Ａ－２，１０４，６８３の記載によると次の通りである。図２を参照すると、分離
ディスクの半径方向最外部の領域内の粒子は、概ね遠心力の影響のみをうけて、事実上分
離ディスクの母線に沿って、すなわち、ロータの回転軸から引かれた半径に沿う直線路に
沿って移動する。これに対して、分離ディスクの半径方向内側部の領域内の粒子は流動す
るガスの強い影響を受け、そのため、これらの直線路とある角度をなして移動する。流動
ガスは、普通ディスク間を自由に移動し、ガスがディスク間に入るときの速度によって流
れの方向が変り、そして、回転するディスクの影響を受ける。
【００１０】
ＵＳ－Ａ－３，２３４，７１６は粒子が円錐形の分離ディスクの間でどのように分離され
るかについて述べている（図３、４）。分離ディスクの内側に接触した後、分離された粒
子は、ロータの回転軸からディスクの周縁に向けて半径方向外方へ移動する。
【００１１】
これら従来技術を用いる場合の分離効率を上げるため、本発明の方法は下記の通りである
。
【００１２】
分離ディスク間に接触して概ねその母線に沿って移動する粒子は、同様な他の粒子と共に
捕捉されて更にディスクの周縁に向って母線とある角度をなす経路に沿って移動し、そし
てこの分離された粒子は、ディスクの周縁から限定されたスペース内にのみ投げ出される
。
【００１３】
本発明により得られる改善された点は、次の通りである。すなわち、一旦分離された粒子
は、従来の技術を用いた場合に比べて、ガスから分離されて粒子がロータから固定された
周壁へ至るまでに通過するスペース中で高速度のガスにより再び同伴されない確率が高い
ことである。すなわち、粒子は、案内手段すなわち誘導部材により集められ、更に遠心力
により、ディスクの周縁へ向って案内される。その間、粒子は凝集されてより大きな粒子
となる。凝集され比較的に大きくなった分離された粒子は、ディスクの周縁周りに分布す
る限定された領域内で固定された周壁に向って投げ出される。そして、そのような領域間
には、分離されたディスク間の中間スペースを出入するガスが流れるようにスペースが設
けられている。
【００１４】
浄化されるガスは、ディスク間をロータの回転軸から離れる方向又は近付く方向へ流すこ
とができるが、ガスの流れは回転軸から離れる方向であることが望ましく、これによりガ
スの流れがロータのポンプ効果により高められる。従って、ディスク間の中間スペースに
ガスを通すための補助手段は必要でない。浄化されるガスは、積層されたディスクの中心
部分に形成された入口スペースを通ってディスクの中間スペース内に導入され、一方、浄
化されたガスは、中間スペースからディスクの積層を取巻くチャンバ内の出口スペースへ
導かれる。
【００１５】
本発明は更に、粒子が浮遊するガスの清浄化装置に関する。この種の装置は、チャンバを
区画し、チャンバのガス入口と出口を有する固定ハウジングと、回転軸の周りに回転可能
であり、かつ、浄化されるガスをチャンバ内へ回転して供給するロータとを備える。本発
明の装置は下記の特徴を有する。
【００１６】
装置のロータは、互いに共軸に配列され、ロータの回転軸と同軸の円錐形の分離ディスク
の積層体を備え、これらディスクが、ディスク間にガスを流すための中間スペースを形成
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しており、
少くとも第１流動スペースが、ディスク積層体の中心部に形成され、この流動スペースが
、ディスク間の中間スペースの半径方向内方部分と連通しており、
少くとも第２流動スペースが、ディスクの積層体と固定ハウジング間に区画されており、
この第２流動スペースがディスク間の中間スペースの半径方向外方部分に連通しており、
前記第１流動スペースが、ガス入口とガス出口の一方に連通し、他の流動スペースが、こ
のガス入口とガス出口の他方に連通し、前記ガス清浄装置が、ガス入口からチャンバに供
給されるほぼ全量のガスを分離ディスク間の中間スペースを経て案内し、そして、
円錐形分離ディスクの各々が、その内側において、細長の誘導部材に接触又は接続されて
おり、各部材がディスクの母線とある角度をなして、ロータの回転軸から第１距離の点か
ら、より大きい第２距離の点まで延び、各ディスクに対する誘導部材が、ディスクの周縁
から見て互いに離隔している、ディスクの周縁付近まで延びている。
【００１７】
分離ディスクは、完全な円錐か又は円錐台の形状を有し、各ディスクは、１箇の大径の孔
又は数箇の小径の孔をその中心部に有し、浄化される又は浄化されたガスが流通するよう
になっている。ディスクのこのような孔は、中間スペースと共に、ディスク間に、１又は
２以上の入口又は出口スペースを、ディスクの積層体の中心に形成している。前述の理由
により、ディスクの積層体の中心部の流動スペースが入口と連通することと、ディスク周
りの流動スペースがガス出口と連通していることにより、浄化されるガスが、ロータの回
転軸から離れる方向に、ディスク間の中間スペースを通って流れることが望ましい。
【００１８】
本発明の装置の運転においては、分離ディスクの表面に付着した液体粒子はより大きな液
滴に凝集し、そしてこの液滴は前記誘導部材に到達して移動し更に大きな液滴になる。デ
ィスクから離れるとき、この液滴は、従って、未浄化ガスに含まれる液滴より相当大きい
。ディスクの表面に付着する固体粒子も積み上げられ又は固められて大きな粒になってデ
ィスクの外周縁から放出される。
【００１９】
ディスクに接触した粒子は、次いでディスクの母線に沿って移動するので、前述の誘導部
材は、ロータの回転軸の周りに分布して設けられ、そして、隣接する２箇の誘導部材が、
ロータの回転軸から異なる距離にある点においてディスクの母線に交叉するような延長部
分を有することが望ましい。このようにすることにより、ディスクに接触した全ての粒子
が誘導部材に捕捉され、粒子がディスクの周縁へ向う途中誘導部材上で集合又は凝集して
より大きな塊となる。
【００２０】
誘導部材は、隣接する分離ディスク間の間隔部材としても用いることができる利点がある
。そして、各誘導部材の延長部の一部又は全部が隣接するディスク間に橋渡しされ、その
ため誘導部材はまた、ディスク間を流れるガスの流れ方向を多少とも決めることができる
。誘導部材の全体又は一部は、隣接するディスクの軸方向距離の一部に亘ってのみ延びて
いてもよいが、誘導部材はしっかりと分離ディスクに固定されることが望ましい。
【００２１】
ロータを囲む固定ハウジングは、好ましくは、汚染されたガスから分離されてチャンバの
周壁に積った液又はスラッジ用の出口をチャンバの下部に有する。
【００２２】
本発明の装置においては、ロータは適当な種類の駆動装置、すなわち、電気的および油圧
又は空気圧駆動の原動機により駆動される。
【００２３】
（発明を実施するための最良の形態）
本発明を詳細に説明するために添付の図に従って述べる。図１は本発明の装置の縦断面を
示し、図２は図１のII－II線に沿った断面を表わす。
【００２４】
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図１は装置の縦断面を示し、本装置は、ガスより高い密度の粒子が浮遊するガスの清浄化
を目的とするものである。この装置は、チャンバ２を形成する固定ハウジング１を備えて
いる。ハウジング１には、浄化されるガス用のチャンバ２へのガス入口３と、浄化された
ガス用のチャンバ２からのガス出口４が形成されている。ハウジング１には更にガスから
分離された粒子用の、チャンバ２からの粒子出口５が形成されている。
【００２５】
ハウジング１は、ねじ６により結合された２部分からなる。これらねじ６は又、支持部材
７にハウジングを固定する。支持部材７は、弾性材料からなり、ハウジングはサポート（
不図示）上に支持される。
【００２６】
チャンバ２内には、縦回転軸Ｒ周りに回転可能のロータ８が設けられている。モータ９、
例えば電動機がロータ８を回転するために設けられている。ロータ８は垂直に延びる中心
スピンドルを有し、その上端は軸受１１と軸受ホルダ１２とを介してハウジング１内に支
持され、その下端は軸受１３と軸受ホルダ１４を介してハウジング１内に支持されている
。軸受ホルダ１４は、ハウジングのガス入口３内に位置するので、浄化される流入ガス用
の貫通孔１５を備えている。
【００２７】
ロータ８は更に、上端壁１６と下端壁１７とを有し、これら２個の端壁は中心スピンドル
１０に接続されている。端壁１７の中央部分には貫通孔１８が形成され、ロータの内部は
ガス入口３に連通している。その上、端壁１７には環状フランジ１９が備えられ、軸受ホ
ルダ１４の環状フランジ２０と協同するようになっており、ガス入口３に入ったガスが孔
１８を経てロータ８の内部へ導入される。フランジ１９，２０は互いに気密に保つことが
できるが、完全な気密は必ずしも必要ではない。その理由は後に述べる。
【００２８】
下端壁１７は、この壁１７から軸方向上方へ延びる中空の柱２１と一体に形成され、中心
スピンドル１０を気密に包囲している。柱２１は、上端壁１６まで上方へ延びている。柱
２１内では、中心スピンドル１０は筒状、好ましくは、コスト上、円筒形であり、そして
、柱２１の内側はスピンドルの外側と同様に形成される。柱２１の外側は図２に示すよう
に、非円形の断面を有する。
【００２９】
円錐形の分離ディスクの積重ね体２２は、端壁１６，１７の間に配列されている。分離デ
ィスクは、それぞれ、円錐台部と、これと一体で柱２１に近接した平面部２３とを有する
。平面部は、図２に示すように、非円形柱２１に係合してディスクがこの柱２１に対して
回転しないようになっている。更に、平面部２３は数個の貫通孔２４を備えている。この
ディスクの孔２４が互いに軸方向に揃っているか否かに拘らず、これらの孔は、ディスク
２２の中心部分の間の中間スペースと共にロータ８（図１）の中に中央入口スペース２５
を形成する。このスペース２５はガス入口３に連通している。
【００３０】
明確にするため、図は大きな軸方向の中間スペースを有する少数個のディスクしか示して
いないが、実際は、更に数個のディスクが端壁１６，１７間に配列され、ディスクの間に
は比較的薄い中間スペースが形成されている。
【００３１】
図２は、図１のディスクの上面側を示し、以下、このディスクの上面側をディスクの内側
と呼ぶ。それは、この面がロータの回転軸に対して内方に向っているからである。図示の
ように、ディスクの内側には数個の細長のリブ２６が設けられ、ディスク間に間隔部材を
形成し、隣接するディスクがその上に位置するようになっている。２個のディスク間の中
間スペース内には、隣接するリブ２６の間に浄化されるガス用の流路２７が形成されてい
る。図２において、リブ２６は曲線に沿って延びて、少くともディスク半径方向外側の外
周部において、ディスクの母線に対してある角度を形成している。この曲線状のリブ２６
のために、浄化されるガスの流路２７は、リブの形状に相当する曲線に沿って延びている
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。リブ２６は、各ディスクの円錐状部分の全体に亘ってディスクの外周付近まで延びてい
ることが望ましい。
【００３２】
環状スペース２８がハウジング１内でロータ８を包囲してチャンバ２の１部分を形成して
いる。
【００３３】
上述の装置は、図に示すように、浄化されるガスに、ガスの密度より高い密度の粒子が浮
遊しているとき、次のように機能する。この場合、粒子は２種類の、すなわち、一部は固
体、例えば煤の粒子、一部は液体の粒子、例えば油の粒子であると仮定する。
【００３４】
ロータ８はモータ９により回転される。粒子により汚染されたガスがハウジング１内へ下
方から入口３を経て供給され、更に中心入口スペース２５内へ導入される。此処からガス
はディスク２２の間の中間スペース内へ、半径方向外側へ向って流入する。
【００３５】
ガスがディスク２２間を流れているとき、ガスはロータの回転により回転させられる。こ
のため、ガス中に含まれる粒子は遠心力により強制的にディスクの内側、すなわち図１に
示す上方に向く側に向って移動させられて、ディスクの内側に接触する。粒子はディスク
に接触すると、このディスクに引っ張られ、次いで遠心力によりディスクの母線に沿って
半径方向外方へ移動させられる。この粒子の移動は図２の矢印により示される。
【００３６】
リブ２６は、ディスクの母線とある角度を形成しているので、リブはディスクに接触して
移動する粒子を捕捉して、ディスクの周縁に向って移動させる。捕捉された粒子は更にリ
ブ２６に沿って移動される。従ってリブ２６は粒子に対して案内部材として機能すること
になる。
【００３７】
分離された液体粒子は、ディスク２２に接触して移動中に凝集してより大きな粒子となる
。更に、この凝集は液体粒子がリブに沿って更にその外周縁へ移動すると生じる。この後
者の移動は、遠心力によっても生じる。液体粒子がディスクの外周縁に到達したときは、
その凝集は、液が比較的大きな液滴になって、ロータから放出される程に進んでいる。こ
れら液滴はハウジング１の周壁に衝突してこの周壁に沿って流下し、粒子出口５を経て排
出される。
【００３８】
この液滴は分離ディスクから、ディスクの外周縁に沿って、距離をおいた限られた領域、
すなわちリブ２６の半径方向外端の領域へ排出される。
【００３９】
固体粒子について述べると、固体粒子はディスク２２に接触してリブ２６へ向って移動し
、更に、これらリブに接触してディスクの半径方向最外方縁部に向って移動する。固体粒
子は液体粒子と共にロータからハウジング１の周壁へ向って放出され、そこで流下する液
に伴われて粒子出口５から排出される。
【００４０】
図２から判るように、リブ２６は同一のディスク上の２個の隣接するリブが、ディスクの
母線と、ロータの回転軸から異なる距離において、交わるような位置と延長部を持ってい
る。換言すれば、回転軸周りに分布されたリブ２６は、もしリブを回転軸側から見ると、
互いに部分的に重なりあっている。このような重なりによって、程度に大小があろうが、
ディスクの下側に接触させられた粒子の殆ど全部が、曲線状のリブにより捕捉され、そし
て、リブによって更にディスクの外周縁へ向って移動させられる。
【００４１】
曲線形のリブ２６の上述の機能は、ロータの選定された回転方向とは拘わりなく得ること
ができる。リブは図２のように湾曲させることは必ずしも必要ではない。主要なことは、
リブがディスクの母線に対して角度を持ち、そしてこの角度が、リブにより捕捉された粒
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、粒子の安息角について個々の場合に応じて考慮しなければならない。
【００４２】
隣接する分離ディスク間の中間スペースのそれぞれにおいて、粒子が分離されたガスは、
前述の領域間のスペースを経て中間スペースから排出され、分離された粒子は分離ディス
クから固定ハウジングへ向けて放出される。この清浄化されたガスは、チャンバ２から出
口４を経て排出される。ロータの回転のため、ディスク２２間の中間スペースを流れるガ
スの圧力が上昇する。そのため、ロータ8周りのスペース２８とガス出口４内の圧力が、
中心スペース２５とガス入口３内の圧力より高くなる。このことは、フランジ１９と２０
間の漏れは、あったとしても事実上重要でないことを意味する。従って清浄化されていな
いガスは、ガス入口３から出口４へ、フランジ１９，２０間を通って流れず、清浄化され
たガスの一部が中心スペース２５内を逆流することになる。
【００４３】
上述のように、分離ディスク上で、特にスペース部材２６の近くで、粒子が集合又は凝集
するために、ガスから分離された固体又は液体は、凝集粒子又は液滴となって大きくなる
ので、分離ディスクから離れるとき、スペース２８を通るガスの流れに伴われてハウジン
グ１から排出されることは殆どない。
【００４４】
上述のとおり、本ガス清浄機は、高い分離効率を有し、部品ごとに材質を選定することに
より低コストで製作することができる。そのため、部品の多くはプラスチックスで作るこ
とができ、ねじや軸受は別として、中心スピンドル１０のみは金属製とすべきである。
【００４５】
ロータの下端壁１７と柱２１はプラスチックスの一体構造にするとよい。ロータの部品は
このようにして作り、それは分離ディスクの自動取付けのベースになる。このディスクも
プラスチックス製にする。このようにして組立てたロータ全体は、スピンドル１０は別と
しても、分離機の完成品に対する低コストのユニットを形成し、このユニットは簡単に交
換できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明にかかるガス清浄装置の縦断面を示す図である。
【図２】　図１のII－II線に沿う断面を示す図である。
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