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(57)【要約】
【課題】被処理ガス中に含まれた除去成分を高効率で吸
着除去できる吸着装置を提供する。
【解決手段】吸着塔Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄに導入される被処理
ガスの流路を、吸着処理の初期には吸着塔を直列（例え
ば吸着塔ＡからＢ）に接続する状態に切り換え、吸着処
理の終期には下流側の吸着塔（例えば吸着塔Ｂ）のみに
被処理ガスを流通させる状態に切り換えている。これに
より、吸着処理の初期に高濃度の除去成分の大部分を吸
着塔Ａ内の吸着剤に吸着させ、吸着処理の終期における
低濃度の除去成分を、吸着処理の初期に殆ど吸着してい
ない吸着塔Ｂ内の吸着剤に吸着させることができる。こ
のため、吸着塔内の吸着剤に一度吸着された除去成分が
脱着して大気に放出されることを防ぐことができ、被処
理ガス中に含まれた除去成分を高効率で吸着処理できる
。
【選択図】 図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
吸着塔内に充填された吸着剤により被処理ガス中の除去成分を吸着除去して吸着処理す
る吸着装置であって、
複数の前記吸着塔と、
これら吸着塔に前記被処理ガスを導入するための導入ラインと、
複数の前記吸着塔で前記吸着処理された後の前記被処理ガスを大気に放出するための放
出ラインと、
前記導入ラインおよび前記放出ラインに設けられ、複数の前記吸着塔に導入される前記
被処理ガスの流路を、前記吸着処理の初期には複数の前記吸着塔を直列に接続する状態に
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切り換え、前記吸着処理の終期には下流側の前記吸着塔のみに前記被処理ガスを流通させ
る状態に切り換える流路切換手段とを備えている
ことを特徴とする吸着装置。
【請求項２】
請求項１に記載の吸着装置において、
複数の前記吸着塔は、それぞれ前記被処理ガスが導入される供給口、および、前記吸着
処理後の前記被処理ガスを排出する排出口を備えており、
複数の前記吸着塔におけるそれぞれの前記供給口および前記排出口に接続され、再生用
切換手段で循環経路を換えることにより、複数の前記吸着塔のうち再生処理の対象となる
いずれかの前記吸着塔内にキャリアガスを循環させる循環ループと、
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前記循環ループに設けられ、前記吸着剤に吸着された除去成分の脱着温度まで、前記キ
ャリアガスを加熱する加熱手段と、
前記循環ループに接続され、前記吸着剤から脱着された除去成分を含むキャリアガスを
冷却して、前記除去成分を凝縮する冷却部が設けられるとともに、前記冷却部による凝縮
後のキャリアガスを再度、循環ループに戻す凝縮手段と、
前記凝縮手段に設けられた前記冷却部により、前記吸着剤が吸着性能を発揮できる温度
まで吸着剤冷却用のガスを冷却し、複数の前記吸着塔のうち、前記吸着処理中の他の吸着
塔を介して前記再生処理中の前記吸着塔に前記吸着剤冷却用のガスを導入する吸着剤冷却
手段とを備えている
ことを特徴とする吸着装置。
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【請求項３】
請求項２に記載の吸着装置において、
前記吸着剤冷却手段は、前記加熱手段にて前記キャリアガスが加熱されて前記吸着剤に
吸着した前記除去成分が脱着した後に、不活性ガスまたは前記吸着処理中の他の吸着塔か
らの吸着処理後の前記被処理ガスで、脱着した前記除去成分を含んだキャリアガスを排出
してから、前記吸着剤が吸着性能を発揮できる温度まで前記吸着剤冷却用のガスを冷却す
る
ことを特徴とする吸着装置。
【請求項４】
請求項１ないし請求項３のいずれかに記載の吸着装置において、
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吸着剤としてＪＩＳ−Ａ型のシリカゲルを使用する
ことを特徴とする吸着装置。
【請求項５】
請求項１ないし請求項４のいずれかに記載の吸着装置において、
前記吸着剤として、比表面積５００ｍ

２

／ｇ以上で、関係湿度５０％での吸湿率２５％

以下の疎水性シリカゲルを使用する
ことを特徴とする吸着装置。
【請求項６】
請求項１ないし請求項５のいずれかに記載の吸着装置において、
複数の前記吸着塔は、前記被処理ガスを排気する複数の排気ダクトに対応してそれぞれ
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設けられて、それぞれ前記被処理ガスが導入される供給口、および、前記吸着処理後の前
記被処理ガスを排出する排出口を備えており、
前記導入ラインは、
前記排気ダクトとこれに対応する前記吸着塔の前記供給口とを接続し、かつ、途中に前
記流路切換手段としてのバルブが設けられた導入配管と、
前記導入配管の前記バルブよりも上流側とこれに隣接する前記導入配管の前記バルブよ
りも上流側とを接続する導入側連結管と、を備えており、
前記放出ラインは、
一端が前記吸着塔の前記排出口に接続されて他端側から前記吸着処理後の前記被処理ガ
スが大気放出可能とされ、かつ、途中に前記流路切換手段としてのバルブが設けられた放
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出配管と、
前記放出配管の前記バルブよりも上流側とこれに隣接する前記導入配管の前記バルブよ
りも下流側とを接続し、かつ、途中に前記流路切換手段としてのバルブが設けられた直列
連結管とを備えている
ことを特徴とする吸着装置。
【請求項７】
請求項１ないし請求項６のいずれかに記載の吸着装置において、
初期には高濃度の前記除去成分を含んで排出され、その後徐々に前記除去成分の濃度が
減少する排出パターンを持つ被処理ガスに対して前記吸着処理を行う
ことを特徴とする吸着装置。

20

【請求項８】
吸着塔内に充填された吸着剤により被処理ガス中の除去成分を吸着除去して吸着処理す
る吸着方法であって、
複数の前記吸着塔に導入される前記被処理ガスの流路を切り換える流路切換手段により
、
前記吸着処理の初期には複数の前記吸着塔を直列に接続する状態に前記流路を切り換え
、
前記吸着処理の終期には下流側の吸着塔のみに前記被処理ガスを流通させる状態に前記
流路を切り換える
ことを特徴とする吸着方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、吸着塔内に充填された吸着剤により被処理ガス中の除去成分を吸着除去する
吸着装置および吸着方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来、有機溶剤は、機器製造業における塗装処理を始めとして様々な業種で幅広く使用
されている。このような有機溶剤において、高い揮発性を有する揮発性有機化合物（ＶＯ
Ｃ : Volatile Organic Compounds） は 、 貯 蔵 設 備 か ら 蒸 発 に よ り 放 散 し た り 、 使 用 設 備
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からの乾燥排気などから希薄なベーパーとして大気へ排出されてしまう。
特にケミカルタンカーにおいては、積荷のケミカル（有機成分）の払出後、異なる種類
のケミカルをタンクに詰め替える前に、異なる成分の混入を防ぐためにもタンク内に付着
あるいは滞留したケミカルを通風乾燥（クリーニング）している。この際、ＶＯＣが大気
中に放出され、これによる地球温暖化等の環境問題や、乗組員あるいは沿岸住民の健康被
害問題が懸念されている。
【０００３】
このような問題に際して、従来、被処理ガス中に含まれたＶＯＣなどの除去成分を吸着
剤により吸着除去する吸着装置が知られている（例えば、特許文献１参照）。
この特許文献１に記載の構成では、吸着装置は、内部にシリカゲルなどの吸着剤がそれ
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ぞれ充填された２つの吸着塔を備えている。これら吸着塔は、導入ラインを介して導入さ
れる被処理ガス中の有機溶剤等を当該吸着剤により吸着し、有機溶剤等が除去された清浄
な排気ガスを放出ラインから放出する。
導入ラインは、途中で配管によって２本に分岐され、それぞれが各吸着塔の下部に設け
られた供給口に接続されている。一方、各吸着塔の上部に設けられる排出口には、それぞ
れ、配管が接続されて、下流側で合流して放出ラインとされている。
このような吸着塔では、一方の吸着塔で被処理ガスの吸着を行い、他方の吸着塔で内部
に充填された吸着剤の再生を行って、これらの切換により連続して被処理ガスの吸着処理
を行う、という構成が採られている。
【０００４】
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【特許文献１】特開２００４−２５１３５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
しかしながら、上記特許文献１に記載の構成では、吸着処理において、導入ラインを介
して導入された被処理ガスは、いずれかの吸着塔を一度しか通過することができない。こ
のため、ケミカルタンカーのクリーニングのように、初期に高濃度（例えば３％）のＶＯ
Ｃを含む被処理ガスがタンクから排出され、その後徐々に濃度が減少するような排出パタ
ーンを持つ被処理ガスの吸着処理を行う場合、吸着処理の終期において、初期に吸着した
ＶＯＣが脱着して放出ラインから放出されてしまい、全体の除去率が低下してしまう、と
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いう問題が一例として挙げられる。
【０００６】
本発明の目的は、上記した問題に鑑みて、被処理ガス中に含まれた除去成分を高効率で
吸着除去できる吸着装置および吸着方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
上記目的を達するために、本発明の吸着装置は、吸着塔内に充填された吸着剤により被
処理ガス中の除去成分を吸着除去して吸着処理する吸着装置であって、複数の前記吸着塔
と、これら吸着塔に前記被処理ガスを導入するための導入ラインと、複数の前記吸着塔で
前記吸着処理された後の前記被処理ガスを大気に放出するための放出ラインと、前記導入
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ラインおよび前記放出ラインに設けられ、複数の前記吸着塔に導入される前記被処理ガス
の流路を、前記吸着処理の初期には複数の前記吸着塔を直列に接続する状態に切り換え、
前記吸着処理の終期には下流側の前記吸着塔のみに前記被処理ガスを流通させる状態に切
り換える流路切換手段とを備えていることを特徴とする。
【０００８】
ここで、被処理ガスのもととなる有機溶剤としては、以下のようなものが例示できる。
合繊化繊工業においては、例えば、アセトン、トルエン、二硫化炭素等が挙げられる。合
成樹脂工業においては、ＭＥＫ（メチルエチルケトン）、ＴＨＦ（テトラヒドロフラン）
、酢酸エチル、酢酸ブチル、トルエン、塩化メチレン等が挙げられる。合成・天然ゴム工
業では、ｎ−ヘキサン、ベンゼン等が挙げられる。合成皮革工業では、ＭＥＫ、ＴＨＦ、
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ジメチルフォルムアミド等が挙げられる。
【０００９】
医薬品工業においては、メタノール、エタノール等が挙げられる。加工紙工業において
は、ＭＥＫ、ＩＰＡ（イソプロピルアルコール）、酢酸エチル、メチルセルソルブ等が挙
げられる。フィルム工業では、ＴＨＦ、ＩＰＡ、エタノール、塩化メチル等が挙げられる
。粘着テープ工業では、ＭＥＫ、ＩＰＡ、酢酸エチル、トルエン等が挙げられる。磁気テ
ープ工業では、アセトン、トルエン、二硫化硫黄等が挙げられる。
【００１０】
合成樹脂工業においては、ＭＥＫ、ＭＩＢＫ（イソブチルメチルケトン）、シクロヘキ
サノン、酢酸ブチル、トルエン、キシレン等が挙げられる。塗装工業では、ＭＥＫ、ブタ
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ノール、ｎ−ヘキサン、トルエン等が挙げられる。印刷工業では、ＭＥＫ、酢酸エチル、
トルエン等が挙げられる。その他の分野では、クロロカーボン類、クロロフルオロカーボ
ン類、ハイドロフルオロカーボン類等が挙げられる。
【００１１】
また、吸着塔に充填される吸着剤としては、例えば、シリカゲル、ゼオライト、活性炭
等各種の吸着剤を使用することができるが、熱履歴に耐えるものであれば特に限定されな
い。
【００１２】
このような本発明によれば、吸着処理の初期には、複数の吸着塔を直列に接続して被処
理ガス中の除去成分の大部分を上流側の吸着塔における吸着剤に吸着させ、吸着処理の終
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期には、吸着処理の初期に殆ど吸着していない下流側の吸着塔における吸着剤に被処理ガ
ス中の除去成分を吸着させることができる。このため、吸着処理の終期において、吸着塔
の吸着剤に一度吸着された除去成分が脱着して大気に放出されることを防ぐことができる
。したがって、ケミカルタンカーのクリーニングのように、初期に高濃度の除去成分を含
む被処理ガスがタンクから排出され、その後徐々に濃度が減少するような排出パターンを
持つ被処理ガスの吸着処理を行う場合であっても、被処理ガス中に含まれた除去成分を高
効率で吸着除去できる。
【００１３】
また、本発明では、複数の前記吸着塔は、それぞれ前記被処理ガスが導入される供給口
、および、前記吸着処理後の前記被処理ガスを排出する排出口を備えており、複数の前記
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吸着塔におけるそれぞれの前記供給口および前記排出口に接続され、再生用切換手段で循
環経路を換えることにより、複数の前記吸着塔のうち再生処理の対象となるいずれかの前
記吸着塔内にキャリアガスを循環させる循環ループと、前記循環ループに設けられ、前記
吸着剤に吸着された除去成分の脱着温度まで、前記キャリアガスを加熱する加熱手段と、
前記循環ループに接続され、前記吸着剤から脱着された除去成分を含むキャリアガスを冷
却して、前記除去成分を凝縮する冷却部が設けられるとともに、前記冷却部による凝縮後
のキャリアガスを再度、循環ループに戻す凝縮手段と、前記凝縮手段に設けられた前記冷
却部により、前記吸着剤が吸着性能を発揮できる温度まで吸着剤冷却用のガスを冷却し、
複数の前記吸着塔のうち、前記吸着処理中の他の吸着塔を介して前記再生処理中の前記吸
着塔に前記吸着剤冷却用のガスを導入する吸着剤冷却手段とを備えていることが好ましい
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。
【００１４】
このような本発明によれば、循環ループには、加熱手段と、凝縮手段とが設けられてい
るため、加熱手段により加熱されて吸着剤の除去成分を脱着させたキャリアガスを凝縮手
段により冷却し、除去成分を除去し、再度、除去成分を含まないキャリアガスを循環ルー
プに戻している。この間、キャリアガスが吸着処理中の吸着塔内に流れることはほとんど
ないので、吸着処理中の吸着塔の負荷を低減させることができる。
さらに、凝縮手段に設けられた冷却部により、吸着剤を冷却するためのガスの冷却を行
っているため、吸着剤冷却手段に新たな冷却部を設ける場合に比べ、冷却部の数を削減で
きる。これにより吸着装置のコストを低減することができる。

40

また、循環ループ内で加熱手段により加熱されたキャリアガスを循環させるので、キャ
リアガスの循環量により、吸着塔の再生時間を調整することができる。
さらに、吸着剤の冷却を行う吸着剤冷却手段は、冷却部で冷却した吸着剤冷却用のガス
を運転処理中の吸着塔を介して再生処理中の吸着塔内に導入する構成であるため、冷却部
による冷却により、吸着剤冷却用のガスの体積が収縮した場合であっても、運転処理中の
吸着塔からの処理済の清浄ガスを加えることができ、これにより、体積収縮分を補給する
ことができる。
【００１５】
そして、本発明では、前記吸着剤冷却手段は、前記加熱手段にて前記キャリアガスが加
熱されて前記吸着剤に吸着した前記除去成分が脱着した後に、不活性ガスまたは前記吸着
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処理中の他の吸着塔からの吸着処理後の前記被処理ガスで、脱着した前記除去成分を含ん
だキャリアガスを排出してから、前記吸着剤が吸着性能を発揮できる温度まで前記吸着剤
冷却用のガスを冷却することが好ましい。
【００１６】
ここで、吸着塔内の吸着剤から除去成分を脱着させた直後の状態では、吸着塔や循環ル
ープ内のキャリアガスには、吸着剤から脱着した除去成分が、冷却部の温度における平衡
濃度で含有されている。そして、除去成分が除去された吸着剤を吸着性能が発揮できる温
度まで冷却する必要があるが、このまま冷却したのでは吸着塔内の温度の低下につれて、
除去成分が再び吸着剤に吸着される場合がある。そこで、本発明のように、吸着剤を冷却
する前に前記循環ループ内部および前記再生処理中の吸着塔内部に存在する除去成分を含
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んだキャリアガスを排出してから、その後に吸着剤を冷却しているので、吸着剤に除去成
分が再吸着することを防止できる。
【００１７】
また、本発明では、吸着剤としてＪＩＳ−Ａ型のシリカゲルを使用することが好ましい
。
このような本発明によれば、ＪＩＳ−Ａ型のシリカゲルは、非常に微細で多孔質な毛細
管構造になっており、被処理ガス中の除去成分の吸着力が高いため、吸着塔内の吸着剤の
再生に長時間かかることがあっても、運転中の他の吸着塔内の吸着剤が破過しない。
【００１８】
さらに、本発明では、前記吸着剤として、比表面積５００ｍ

２

／ｇ以上で、関係湿度５
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０％での吸湿率２５％以下の疎水性シリカゲルを使用することが好ましい。
このような疎水性のシリカゲルは、空気中の湿分を吸着しにくく、湿分による吸着負荷
や脱着負荷が少ないため、吸着塔内への吸着剤の充填量が少なくてすみ、再生時間を短縮
することができる。
【００１９】
また、本発明では、複数の前記吸着塔は、前記被処理ガスを排気する複数の排気ダクト
に対応してそれぞれ設けられて、それぞれ前記被処理ガスが導入される供給口、および、
前記吸着処理後の前記被処理ガスを排出する排出口を備えており、前記導入ラインは、前
記排気ダクトとこれに対応する前記吸着塔の前記供給口とを接続し、かつ、途中に前記流
路切換手段としてのバルブが設けられた導入配管と、前記導入配管の前記バルブよりも上
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流側とこれに隣接する前記導入配管の前記バルブよりも上流側とを接続する導入側連結管
と、を備えており、前記放出ラインは、一端が前記吸着塔の前記排出口に接続されて他端
側から前記吸着処理後の前記被処理ガスが大気放出可能とされ、かつ、途中に前記流路切
換手段としてのバルブが設けられた放出配管と、前記放出配管の前記バルブよりも上流側
とこれに隣接する前記導入配管の前記バルブよりも下流側とを接続し、かつ、途中に前記
流路切換手段としてのバルブが設けられた直列連結管とを備えていることが好ましい。
【００２０】
このような本発明によれば、吸着処理の初期において、複数の導入配管に設けられた各
バルブのうち上流側の吸着塔に対応するバルブのみを開放し、直列連結管に設けられたバ
ルブを開放し、かつ、複数の放出配管に設けられた各バルブのうち下流側の吸着塔に対応
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するバルブのみを開放すれば、複数の前記吸着塔を直列に接続する状態に流路を切り換え
ることができる。一方、吸着処理の終期において、複数の導入配管に設けられた各バルブ
のうち下流側の吸着塔に対応するバルブのみを開放し、直列連結管に設けられたバルブを
閉塞し、かつ、複数の放出配管に設けられた各バルブのうち下流側の吸着塔に対応するバ
ルブのみを開放すれば、下流側の吸着塔のみに被処理ガスを導入することができる。
これにより、各配管に設けられたバルブを適宜閉塞・開放するだけで、排気ダクトから
排出された被処理ガスの状態に合わせて好適な吸着処理を行うことができる。つまり、簡
易な構成であるので吸着装置の製造コストを低廉なものとすることができる。
また、通常、ケミカルタンカーのタンクをクリーニングする場合、右舷及び左舷に設け
られた複数のタンクのクリーニングを同時に行うため複数の排気ダクトから同時に被処理
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ガスが排出されるが、本発明では、これら複数の排気ダクトを連通させる状態に導入側連
結管を設けているので、いずれかのタンクのクリーニングを停滞させることなく効率良く
クリーニングすることができる。したがって、低コストで高効率の吸着処理を行うことが
できる。
【００２１】
そして、本発明では、初期には高濃度の前記除去成分を含んで排出され、その後徐々に
前記除去成分の濃度が減少する排出パターンを持つ被処理ガスに対して前記吸着処理を行
うことが好ましい。
このような本発明によれば、ケミカルタンカーのクリーニングのように、初期に高濃度
のＶＯＣを含む被処理ガスがタンクから排出され、その後徐々に濃度が減少するような排
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出パターンを持つ被処理ガスの吸着処理を行う場合であっても、クリーニングの作業の後
期において、初期に吸着したＶＯＣが脱着して放出されることを確実に防ぐことができる
。したがって、全体の除去率が低下することを防ぐことができる。
【００２２】
以上のような、本発明は、吸着装置としてのみならず、吸着方法としても成立しうるも
のである。すなわち、本発明の吸着方法は、吸着塔内に充填された吸着剤により被処理ガ
ス中の除去成分を吸着除去して吸着処理する吸着方法であって、複数の前記吸着塔に導入
される前記被処理ガスの流路を切り換える流路切換手段により、前記吸着処理の初期には
複数の前記吸着塔を直列に接続する状態に前記流路を切り換え、前記吸着処理の終期には
下流側の吸着塔のみに前記被処理ガスを流通させる状態に前記流路を切り換えることを特
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徴とする。
このような本発明によれば、前述した吸着装置と同様の効果を奏することができる、す
なわち、被処理ガス中に含まれた除去成分を高効率で吸着除去できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
以下、本発明の一実施形態を図面に基づいて説明する。
〔吸着装置１の構成〕
図１には、本発明の一実施形態に係る吸着装置１が示されている。この吸着装置１は、
例えば、左舷および右舷にペアで設けられたタンクａ，ｂ、および、左舷および右舷にペ
アで設けられたタンクｃ，ｄの計４基のタンクを備えた図示しないケミカルタンカーに搭
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載されている。そして、吸着装置１は、各タンクａ，ｂ，ｃ，ｄにそれぞれ対応する吸着
塔Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄと、これら吸着塔Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄに被処理ガスを導入するための導入ラ
イン１０と、吸着塔Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄで吸着処理（後述）された後の被処理ガスを放出する
ための放出ライン２０と、循環ループ３０とを備えている。
【００２４】
吸着塔Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄは、タンクａ，ｂ，ｃ，ｄから導入ライン１０を介して導入され
る被処理ガス中のＶＯＣなどの除去成分（例えば、有機溶剤等）を吸着剤により吸着する
吸着処理を実施し、この吸着処理後の除去成分が除去された清浄な排気ガス（清浄ガス）
を放出ライン２０から放出する設備である。
そして、各吸着塔Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄの内部に充填される吸着剤は、ＪＩＳ−Ａ型のシリカ
ゲルであり、比表面積が５００ｍ

２

40

／ｇ以上、関係湿度５０％での吸湿率が２５％以下の

疎水性シリカゲルである。このような疎水性シリカゲルは、ＪＩＳ−Ａ型のシリカゲルを
４００〜６００℃で、２０分〜４時間程度焼成することで得られる。また、シランカップ
リング剤等で表面処理することによっても得ることができる。
【００２５】
導入ライン１０は、タンクａの排気ダクトと吸着塔Ａの下部に設けられた供給口とを接
続する導入配管１１と、タンクｂの排気ダクトと吸着塔Ｂの下部に設けられた供給口とを
接続する導入配管１２と、タンクｃの排気ダクトと吸着塔Ｃの下部に設けられた供給口と
を接続する導入配管１３と、タンクｄの排気ダクトと吸着塔Ｄの下部に設けられた供給口
とを接続する導入配管１４と、を備えている。これら導入配管１１，１２，１３，１４の
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途中には、それぞれバルブ１１０，１２０，１３０，１４０が設けられている。これらバ
ルブ１１０，１２０，１３０，１４０の開放により吸着塔Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄに被処理ガスが
導入可能とされる。
【００２６】
また、導入ライン１０には、導入配管１１のバルブ１１０よりも上流側と導入配管１２
のバルブ１２０よりも上流側とを接続する導入側連結管１５、および、導入配管１３のバ
ルブ１３０よりも上流側と導入配管１４のバルブ１４０よりも上流側とを接続する導入側
連結管１６が設けられている。これにより、タンクａ，ｂからの被処理ガスが吸着塔Ａ，
Ｂのいずれにも供給可能とされ、タンクｃ，ｄからの被処理ガスが吸着塔Ｃ，Ｄのいずれ
にも供給可能とされている。すなわち、導入側連結管１５によりタンクａ，ｂの排気ダク
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トが連通した状態となり、導入側連結管１６によりタンクｃ，ｄの排気ダクトが連通した
状態となる。
【００２７】
放出ライン２０は、吸着塔Ａの上部に設けられた排出口に接続された放出配管２１と、
吸着塔Ｂの上部に設けられた排出口に接続された放出配管２２と、吸着塔Ｃの上部に設け
られた排出口に接続された放出配管２３と、吸着塔Ｄの上部に設けられた排出口に接続さ
れた放出配管２４と、を備えている。これら放出配管２１，２２，２３，２４の途中には
、それぞれバルブ２１０，２２０，２３０，２４０が設けられている。これらバルブ２１
０，２２０，２３０，２４０の開放により吸着塔Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄからの清浄ガスが大気に
放出可能とされる。
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【００２８】
また、放出ライン２０には、放出配管２１のバルブ２１０よりも上流側と導入配管１２
のバルブ１２０よりも下流側とを接続する直列連結管２５、および、放出配管２３のバル
ブ２３０よりも上流側と導入配管１４のバルブ１４０よりも下流側とを接続する直列連結
管２６が設けられている。これら直列連結管２５，２６の途中には、それぞれバルブ２５
０，２６０が設けられている。これらバルブ２５０，２６０を開放することにより、吸着
塔Ａを上流側としかつ吸着塔Ｂを下流側とした直列の流路が形成され、また、吸着塔Ｃを
上流側としかつ吸着塔Ｄを下流側とした直列の流路が形成されるようになる。
【００２９】
そして、放出配管２１，２２，２３，２４の他端側は配管２７に接続されて合流し、こ
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の配管２７の一部には排気管２８が接続されている。この排気管２８を介して吸着塔Ａ，
Ｂ，Ｃ，Ｄから排出された清浄ガスが大気放出可能とされている。また、配管２７は、後
述する吸着剤冷却手段６０のブロア６１に接続されており、これにより後述するスウィー
プ工程および吸着剤冷却工程において吸着塔Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄから排出された清浄ガスが利
用可能とされている。
なお、上述したバルブ１１０，１２０，１３０，１４０，２１０，２２０，２３０，２
４０，２５０，２６０は、本発明における流路切換手段として機能する。
【００３０】
循環ループ３０は、吸着塔Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄの供給口および排出口に接続され、再生用切
換手段であるバルブにより循環経路を換えることにより、吸着塔Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄのうちい
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ずれか一方の吸着塔内にキャリアガス等を循環させるものである。
このような循環ループ３０は、不活性ガス導入管３１と、不活性ガス導入管３１および
後述する加熱手段４０を接続する配管３２と、加熱手段４０および吸着塔Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ
のそれぞれの排出口を接続する配管３３と、吸着塔Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄのそれぞれの供給口に
接続された配管３４と、この配管３４が接続された配管３４と、このブロア３５および配
管３２を接続する配管３６とを備えて構成されている。
【００３１】
不活性ガス導入管３１には、図示しない不活性ガス供給手段から窒素ガスなどの不活性
ガスが一定の流量で供給される。この不活性ガスは、後述する再生処理準備工程およびス
ウィープ工程において、循環ループ３０および吸着塔Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ内部における爆発雰
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囲気の生成を防止するため、あるいは、吸着装置１の各部内に存在するガス成分を排出す
るために使用される。
上記操作で循環ループ３０および吸着塔Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄに導入された不活性ガスは、そ
のままキャリアガスとして循環され、後述する脱着工程および凝縮工程において、主に吸
着塔Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ内部の吸着剤を加熱および冷却するために使用される。
このような不活性ガスとしては、窒素ガス、炭酸ガス、希ガス、エンジン排ガス、燃焼
排ガス等の酸素を含有しない、あるいは酸素濃度が低い（例えば４％以下）ガスが用いら
れる。
【００３２】
配管３２は、後述するバルブ３６３と後述する加熱手段４０とを接続し、途中に不活性
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ガス導入管３１と後述する配管６２が接続されている。
配管３３は、一端が後述する加熱手段４０に接続され、他端側が４つに分岐されている
。すなわち、配管３３の他端側には、吸着塔Ａの排出口に接続される配管３３１と、吸着
塔Ｂの排出口に接続される配管３３２と、吸着塔Ｃの排出口に接続される配管３３３と、
吸着塔Ｄの排出口に接続される配管３３４とが設けられている。これら配管３３１，３３
２，３３３，３３４の途中には、それぞれ再生用切換手段としてのバルブ３３５，３３６
，３３７，３３８が設けられている。
【００３３】
配管３４は、前述したように一端がブロア３５に接続され、他端側が４つに分岐されて
いる。すなわち、配管３４の他端側には、吸着塔Ａの供給口に接続される配管３４１と、
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吸着塔Ｂの供給口に接続される配管３４２と、吸着塔Ｃの供給口に接続される配管３４３
と、吸着塔Ｄの供給口に接続される配管３４４とが設けられている。これら配管３４１，
３４２，３４３，３４４の途中には、それぞれ再生用切換手段としてのバルブ３４５，３
４６，３４７，３４８が設けられている。
【００３４】
このようなバルブ３３５，３４５を開放することにより吸着塔Ａ内部にキャリアガスが
導入可能とされ、バルブ３３６，３４６を開放することにより吸着塔Ｂ内部にキャリアガ
スが導入可能とされ、バルブ３３７，３４７を開放することにより吸着塔Ｃ内部にキャリ
アガスが導入可能とされ、バルブ３３８，３４８を開放することにより吸着塔Ｄ内部にキ
ャリアガスが導入可能とされている。
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【００３５】
ブロア３５は、吸着塔Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄの排出口から供給口に向かって循環ループ３０内
のキャリアガスを循環させる送風手段である。
配管３６は、前述したように一端がブロア３５に接続され、他端側が２つに分岐されて
いる。すなわち、配管３６の他端側には、後述する凝縮手段５０における冷却部５１に接
続された配管３６１と、バルブ３６３に接続された配管３６２とが設けられている。この
バルブ３６３は本発明における再生用切換手段に相当し、このバルブ３６３を開放するこ
とにより、配管３２と、加熱手段４０と、配管３３と、吸着塔Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄと、配管３
４と、ブロア３５と、配管３６とでキャリアガスが循環可能な一連の閉経路が形成される
。
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【００３６】
また、前述のように、循環ループ３０における配管３２，３３の間には加熱手段４０が
設けられている。この加熱手段４０は、循環ループ３０内を循環するキャリアガスを、吸
着剤に吸着された除去成分の脱着温度まで加熱するものである。このような加熱手段４０
としては、スチームを熱源とする、プレートフィン式、シェルアンドチューブ式、プレー
ト式等の熱交換器を採用できる。
【００３７】
以上のような、循環ループ３０には、吸着剤から除去成分を脱着させたキャリアガスを
冷却して当該除去成分を凝縮し、さらに、この除去成分を除去したキャリアガスを循環ル
ープ３０に戻す凝縮手段５０と、吸着剤冷却用のガスを冷却して後述する再生処理中の吸
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着塔内の吸着剤の温度を下げる吸着剤冷却手段６０とが接続されている。
【００３８】
凝縮手段５０は、循環ループ３０の配管３６１に接続された冷却部５１と、この冷却部
５１の下部から延びる凝縮液導入管５２と、この凝縮液導入管５２の下端が接続された凝
縮液受槽５３と、一端が冷却部５１に接続された配管５４と、この配管５４の他端側が分
岐されて構成された配管５５，５６，５７，５８，５９とを備えている。また、この凝縮
手段５０では、循環ループ３０の配管３４，ブロア３５，配管３６，３６１，３６２，バ
ルブ３６３および配管３２を使用している。
【００３９】
冷却部５１は、後述する凝縮工程において、配管３６１から導入されたキャリアガスを

10

冷却し、吸着塔Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ内部の吸着剤から脱着された除去成分を当該キャリアガス
から凝縮する。また、冷却部５１は、後述するスウィープ工程および吸着剤冷却工程にお
いて、配管３６１から導入されたキャリアガスを冷却する。このような冷却部５１として
は、熱交換用冷媒（例えば、水等）を循環させる、プレートフィン式、シェルアンドチュ
ーブ式、プレート式等の一般的な熱交換器を採用することができるが、凝縮液が凝縮液受
槽５３にスムーズに落下するものであればいずれでもよい。
凝縮液受槽５３は、冷却部５１にて凝縮された後、凝縮液導入管５２を介して滴下した
液状の除去成分を受容する。
【００４０】
配管５５は、分岐された配管５４の他端側の一部であり、配管３４におけるブロア３５

20

の直前に接続されている。この配管５５には、再生用切換手段としてのバルブ５５０が設
けられている。このバルブ５５０は、後述する凝縮工程において開放される。
配管５６は導入配管１１におけるバルブ１１０と吸着塔Ａとの間に接続され、配管５７
は導入配管１２におけるバルブ１２０と吸着塔Ｂとの間に接続され、配管５８は導入配管
１３におけるバルブ１３０と吸着塔Ｃとの間に接続され、配管５９は導入配管１４におけ
るバルブ１４０と吸着塔Ｄとの間に接続されている。これら配管５６，５７，５８，５９
の途中には、再生用切換手段としてのバルブ５６０，５７０，５８０，５９０が設けられ
ている。これらバルブ５６０，５７０，５８０，５９０は、後述するスウィープ工程や吸
着剤冷却工程などを対応する吸着塔に対して施す場合に開放される。
【００４１】
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吸着剤冷却手段６０は、吸着塔Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ内の吸着剤が吸着性能を発揮できる温度
まで、吸着剤冷却用のガスを冷却し、このガスを吸着塔Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄのうち、吸着処理
中の吸着塔（例えば、吸着塔Ｂ）を介して再生処理中の吸着塔（例えば、吸着塔Ａ）に導
入する。なお、吸着剤冷却用のガスには、キャリアガス、および、吸着処理中の吸着塔か
ら発生した清浄ガスを使用する。
【００４２】
このような吸着剤冷却手段６０は、放出ライン２０の配管２７に接続されたブロア６１
と、ブロア６１の排出方向先端から２方に分岐して延びる配管６２，６３とを備えている
。また、この吸着剤冷却手段６０では、循環ループ３０の配管３２，３３，３４，ブロア
３５および配管３６と、凝縮手段５０の冷却部５１，配管５４，５６，５７，５８，５９

40

と、導入ライン１０の導入配管１１，１２，１３，１４と、放出ライン２０の放出配管２
１，２２，２３，２４および配管２７とを使用している。
【００４３】
ブロア６１は、ブロア３５と略同様の性能を有するものであり、冷却部５１で吸着剤を
冷却するために冷却されたガスを吸着処理中の吸着塔を介して、再生処理中の吸着塔に送
る役割を果たしている。
配管６２は、ブロア６１の排出方向先端から循環ループ３０の配管３２の途中までを接
続する。この配管６２には、再生用切換手段としてのバルブ６２０が設けられている。こ
のバルブ６２０は、後述するスウィープ工程において開放され、当該開放により吸着処理
中の吸着塔からの清浄ガスあるいは当該吸着塔を通過したキャリアガスが循環ループ３０
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内に供給可能になる。
配管６３は、ブロア６１の排出方向先端から、循環ループ３０の配管３３における分岐
点よりも上流側までを接続する。この配管６３には、再生用切換手段としてのバルブ６３
０が設けられている。このバルブ６３０は、後述する吸着剤冷却工程において開放され、
当該開放により吸着処理中の吸着塔からの清浄ガスあるいは当該吸着塔を通過したキャリ
アガスが循環ループ３０内に供給可能になる。
【００４４】
以上のような凝縮手段５０と吸着剤冷却手段６０とは、バルブ５５０とバルブ５６０，
５７０，５８０，５９０とで冷却部５１からのガスの排出経路が切り換えられることによ
り適宜作動し、冷却部５１ではこのバルブの切り換えに応じてキャリアガスの冷却または

10

吸着剤冷却用のガスの冷却の何れか一方のみが行われる。
【００４５】
〔吸着装置１の動作〕
次に、このような吸着装置１の動作について説明する。なお、ここでは、説明の簡易化
のために、吸着塔Ａ，Ｂの吸着処理および吸着塔Ａの再生処理についてのみ説明するが、
吸着塔Ｃ，Ｄの吸着処理および吸着塔Ｂ，Ｃ，Ｄの再生処理についても同様であり、かつ
、吸着塔Ａ，Ｂと吸着塔Ｃ，Ｄとの同時稼動も可能である。
【００４６】
（吸着塔Ａ，Ｂの吸着処理）
本実施形態では、ケミカルタンカーにおけるタンクａ，ｂのクリーニングを行う。すな

20

わち、初期に高濃度（例えば３％）のＶＯＣなどの除去成分を含む被処理ガスがタンクａ
，ｂから排出され、その後徐々に濃度が減少するような排出パターンを持つ被処理ガスの
吸着処理を行う。
【００４７】
まず、吸着処理の初期において、バルブ１１０，２５０，２２０を開放し、これら以外
の全てのバルブを閉塞する。そして、タンクａ，ｂから排出された被処理ガスは導入配管
１１，１２に導入され、導入側連結管１５を介してタンクｂからの被処理ガスが導入配管
１１に合流する。合流したタンクａ，ｂからの被処理ガスは、導入配管１１、吸着塔Ａ、
放出配管２１、直列連結管２５、導入配管１２、吸着塔Ｂ、放出配管２２、配管２７およ
び排気管２８を経由して、吸着塔Ａ，Ｂにて吸着処理されて清浄ガスとなった後に大気放

30

出される。これにより、高濃度の除去成分の大部分が吸着塔Ａ内の吸着剤に吸着し、吸着
塔Ｂ内の吸着剤には僅かな量しか吸着しない。
【００４８】
次に、吸着処理の終期において、バルブ１２０，２２０を開放し、これら以外の全ての
バルブを閉塞する。そして、タンクａ，ｂから排出された被処理ガスは導入配管１１，１
２に導入され、導入側連結管１５を介してタンクａからの被処理ガスが導入配管１２に合
流する。合流したタンクａ，ｂからの被処理ガスは、導入配管１２、吸着塔Ｂ、放出配管
２２、配管２７および排気管２８を経由して、吸着塔Ｂのみにて吸着処理されて清浄ガス
となった後に大気放出される。これにより、吸着処理の終期における低濃度の除去成分は
、吸着処理の初期に殆ど吸着していない吸着塔Ｂ内の吸着剤に吸着される。当然に、吸着

40

処理の終期には吸着塔Ａに対する流路は遮断されているため、吸着塔Ａ内の吸着剤に一度
吸着された除去成分が脱着して大気に放出されてしまうことはない。
【００４９】
（吸着塔Ａの再生処理）
ここで、吸着塔Ａによる吸着処理が停止し、吸着塔Ｂによる吸着処理のみが実施されて
いる吸着処理の終期において、同時並行して吸着塔Ａの再生処理を行う。ここで、再生処
理は、再生処理準備工程、脱着工程、凝縮工程、スウィープ工程、吸着剤冷却工程を備え
ている。
【００５０】
（再生処理準備工程）
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まず、バルブ１２０，２２０のみが開放された状態から、さらにバルブ３３５，３４５
，５７０を開放し、これら以外の全てのバルブは閉塞したままとする。次に、循環ループ
３０のインベントリーの約６０％以上に相当する量の不活性ガスを、不活性ガス導入管３
１から導入する。この不活性ガスは、不活性ガス導入管３１から、配管３２、加熱手段４
０、配管３３、配管３３１、吸着塔Ａ、配管３４１、配管３４、ブロア３５、配管３６、
配管３６１、冷却部５１、配管５４、配管５７、導入配管１２、吸着塔Ｂ、放出配管２２
、配管２７および排気管２８へと流れて大気放出される。
このようにすることで、吸着塔Ａの再生処理に当って循環ループ３０の経路内の酸素濃
度を最小燃焼酸素濃度（ＭＯＣ）以下に下げることができ、これにより、次工程の脱着工
程にて脱着された除去成分による爆発雰囲気が生成されないことになる。

10

【００５１】
（脱着工程）
この後、ブロア３５を起動し、さらに加熱手段４０を駆動する。次に、バルブ３６３を
開放してバルブ５７０を閉塞する。つまり、バルブ１２０，２２０，３３５，３４５，３
６３のみが開放された状態とし、これらのバルブ以外の全ては閉塞したままとする。そし
て、不活性ガス導入管３１から配管３２を介して加熱手段４０に導入された不活性のキャ
リアガスは、吸着塔Ａ内の除去成分が脱着可能な温度（例えば、約４０〜１６０℃）まで
加熱される。加熱されたキャリアガスは、配管３３、配管３３１、吸着塔Ａ、配管３４１
、配管３４、ブロア３５、配管３６、および、配管３６２を順に経由して、再度配管３２
に戻る。すなわち、加熱されたキャリアガスは循環ループ３０によって形成された吸着塔

20

Ａを経由する閉経路内を循環する。これにより、吸着塔Ａ内の吸着剤に吸着された除去成
分が脱着して、キャリアガスによって当該閉経路内を循環する。このキャリアガスの循環
量は、所定の時間内に、除去成分が脱着する温度まで吸着剤を加熱するのに必要な量とす
る。
【００５２】
（凝縮工程）
上記脱着工程により充分に除去成分が脱着したら、凝縮手段５０によりキャリアガス中
の除去成分を冷却除去する。具体的には、冷却部５１を駆動し、ブロア３５および加熱手
段４０は駆動したままとする。そして、バルブ５５０を開放する。つまり、バルブ１２０
，２２０，３３５，３４５，３６３，５５０のみが開放された状態とし、これらのバルブ
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以外の全ては閉塞したままとする。これにより、循環ループ３０の上記閉経路（配管３２
、加熱手段４０、配管３３、配管３３１、吸着塔Ａ、配管３４１、配管３４、ブロア３５
、配管３６、および、配管３６２）内を循環するキャリアガスが、配管３６１を介して冷
却部５１へと流れ、冷却部５１にて当該キャリアガス中に含まれる除去成分が冷却凝縮さ
れた後、配管５４および配管５５を介して当該閉経路内へと戻る。
【００５３】
この工程をしばらく続けると、当該閉経路内を循環するキャリアガスに含まれる除去成
分の濃度が、冷却されたキャリアガスの飽和量以下に下がる。
なお、冷却部５１にて冷却されたキャリアガスは、再度加熱手段４０にて加熱されて当
該閉経路内を循環するので、吸着塔Ａ内の吸着剤に吸着した除去成分の脱着も同時に進行
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する。また、凝縮手段５０側に流すキャリアガスの量は、上記閉経路内を循環するキャリ
アガスの５〜３０％程度が好ましい。５％を大きく下回ると、上記閉経路内を循環する除
去成分の濃度が高くなり、吸着剤からの除去成分の除去効率が低下する可能性がある。一
方、３０％を大きく超えた場合には、凝縮及び加熱に大きなエネルギーを必要とするため
、コストが増加する可能性がある。
【００５４】
（スウィープ工程）
上記凝縮工程により充分にキャリアガスから除去成分を凝縮除去したら、吸着剤冷却手
段６０により循環ループ３０の上記閉経路および凝縮手段５０の各部内に残存する除去成
分を含んだキャリアガスを排出する（スウィープ）。
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具体的には、まず、ブロア３５の吸い込み側ダンパーを絞ることまたは、インバータ制
御等によりブロア３５の回転数を下げることにより、キャリアガスの流量を設定する。こ
の流量は、ブロア３５がサージング（流量が周期的に変動）しない条件とする。
【００５５】
次に、バルブ３６３，５５０を閉じ、バルブ５７０を開く。つまり、バルブ１２０，２
２０，３３５，３４５，５７０のみが開放された状態とし、これらのバルブ以外の全ては
閉塞した状態とする。そして、不活性ガス導入管３１から循環ループ３０内の上記閉経路
のインベントリーの約６０％に相当する不活性ガスを導入する。不活性ガス導入管３１か
ら導入された不活性ガスは、配管３２、加熱手段４０、配管３３、配管３３１、吸着塔Ａ
、配管３４１、配管３４、ブロア３５、配管３６、配管３６１、冷却部５１、配管５４、

10

配管５７、導入配管１２、吸着塔Ｂ、放出配管２２、配管２７および排気管２８へと流れ
て大気放出される。これにより、上記閉経路内の酸素濃度を最小燃焼酸素濃度（ＭＯＣ）
以下に下げることができる。
【００５６】
この後、不活性ガス導入管３１からの不活性ガスの導入を停止するとともに、加熱手段
４０の駆動を停止する。そして、バルブ６２０を開き、さらに、ブロア６１を起動する。
すると、吸着塔Ｂからの清浄ガスが放出配管２２、配管２７、ブロア６１、配管６２、配
管３２、加熱手段４０、配管３３、配管３３１、吸着塔Ａ、配管３４１、配管３４、ブロ
ア３５、配管３６、配管３６１、冷却部５１、配管５４、配管５７、導入配管１２、吸着
塔Ｂ、放出配管２２、配管２７および排気管２８へと流れて大気放出され、一部は配管２
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７から再度ブロア６１に取り込まれて循環する。以上より、循環ループ３０の上記閉経路
および凝縮手段５０の各部内がスウィープされる。ここで、スウィープを行うために必要
なガスの量は一般には、吸着塔Ａの容積の１〜１０倍程度である。
なお、不活性ガス導入管３１からの不活性ガスの供給に余裕がある場合には、不活性ガ
スの導入を継続し、吸着塔Ｂからの清浄ガスの導入を省くことも可能である。
【００５７】
（吸着剤冷却工程）
上記スウィープ工程の後、吸着塔Ａ内の吸着剤を冷却する。この吸着剤の冷却は、上記
スウィープ工程で循環ループ３０の上記閉経路内にパージされた清浄ガスを吸着剤冷却用
のガスとして使用し、これを冷却部５１で冷却し、吸着処理中の吸着塔Ｂを介して吸着塔
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Ａに導入することで行われる。
具体的には、まず、バルブ６２０を閉塞し、バルブ６３０を開放する。次に、ブロア３
５，６１の吸い込み側のダンパーを開けるか、インバータ制御等によりブロア３５，６１
の回転数を上げることにより、流量を適宜調整する。この流量は、所定の時間内で吸着塔
Ｂ内の吸着剤を冷却するのに必要な流量とする。
【００５８】
そして、吸着塔Ｂからの清浄ガスは、放出配管２２、配管２７、ブロア６１、配管６３
、配管３３、配管３３１、吸着塔Ａ、配管３４１、配管３４、ブロア３５、配管３６、配
管３６１、冷却部５１、配管５４、配管５７、導入配管１２、吸着塔Ｂ、放出配管２２、
配管２７および排気管２８へと流れて大気放出され、一部は配管２７から再度ブロア６１
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に取り込まれて循環する。
このように吸着塔Ｂからの清浄ガスを循環させ、当該清浄ガスの温度が所定の温度まで
下がった時点で冷却操作を終了し、ブロア３５，６１を停止させる。
【００５９】
以上のようにして、吸着塔Ａの再生処理は終了する。次に、吸着塔Ａを吸着処理させ、
吸着塔Ｂの再生処理を行う。まず、バルブ１１０，２１０を開き、バルブ１２０，２２０
を閉じる。また、バルブ３３６，３４６，５６０を開き、バルブ３３５，３３７，３３８
，３４５，３４７，３４８，３６３，５５０，５７０，５８０，５９０，６２０，６３０
を閉じる。そして、前述した再生処理準備工程で述べた手順と略同様に不活性ガスを導入
してから、再生処理を行う。
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【００６０】
〔実施形態の効果〕
従って、このような上記実施形態によれば、以下の効果を奏することができる。
（１）流路切換手段としてのバルブにて、吸着塔Ａ，Ｂに導入される被処理ガスの流路を
、吸着処理の初期には吸着塔Ａ，Ｂを直列に接続する状態に切り換え、吸着処理の終期に
は下流側の吸着塔Ｂのみに被処理ガスを流通させる状態に切り換えている。これにより、
吸着処理の初期に高濃度の除去成分の大部分が吸着塔Ａ内の吸着剤に吸着し、吸着処理の
終期における低濃度の除去成分は、吸着処理の初期に殆ど吸着していない吸着塔Ｂ内の吸
着剤に吸着される。このため、吸着処理の終期には吸着塔Ａに対する流路は遮断されてい
るので、吸着塔Ａ内の吸着剤に一度吸着された除去成分が脱着して大気に放出されること

10

を防ぐことができる。したがって、ケミカルタンカーのクリーニングのように、初期に高
濃度の除去成分を含む被処理ガスがタンクから排出され、その後徐々に濃度が減少するよ
うな排出パターンを持つ被処理ガスの吸着処理を行う場合であっても、被処理ガス中に含
まれた除去成分を高効率で吸着処理できる。
【００６１】
（２）循環ループ３０には、加熱手段４０と、凝縮手段５０とが設けられているため、加
熱手段４０により加熱されて吸着剤の除去成分を脱着させたキャリアガスを凝縮手段５０
により冷却して、除去成分を除去し、再度、脱着した除去成分を含まないキャリアガスを
循環ループ３０に戻している。この間、キャリアガスが吸着処理中の吸着塔（例えば、吸
着塔Ｂ）内に流れることはほとんどないので、吸着処理中の吸着塔（例えば、吸着塔Ｂ）

20

の負荷を増大させることはない。
また、スウィープ工程においても、未凝縮の除去成分を含むキャリアガスを吸着塔Ｂ内
に導入することとなるが、この除去成分の量も非常に微量であるため、吸着塔Ｂには、大
きな負荷がかからない。
【００６２】
（３）また、凝縮手段５０で、循環ループ３０を循環するキャリアガスの一部を凝縮する
ことで、循環ループ３０内には、除去成分をほとんど含まないキャリアガスが順次導入さ
れる。そして、この除去成分をほとんど含まないキャリアガスが加熱手段４０により加熱
されて、吸着剤の除去成分の脱着を行うため、吸着剤からの除去成分の脱着を効率よく行
うことができる。
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【００６３】
（４）吸着装置１では、吸着剤から除去成分を除去する際に、減圧を行う必要がないため
、吸着塔Ａ，Ｂを減圧に耐えうる構造とする必要がなく、吸着塔Ａ，Ｂにかかるコストを
低減することができる。また、減圧を行う必要がないので、減圧用の真空ポンプ等の構成
が不要であり、吸着装置１を安価なものとすることができる。
【００６４】
（５）さらに、吸着剤冷却手段６０では、凝縮手段５０に設けられた冷却部５１により、
吸着剤を冷却するためのガスの冷却を行っている。従って、吸着剤冷却手段６０に新たな
冷却部を設ける場合にくらべ、冷却部の数を削減できる。これにより吸着装置１のコスト
を低減することができる。
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【００６５】
（６）循環ループ３０内で加熱手段４０により加熱されたキャリアガスを循環させる構成
を採用しているので、キャリアガスの循環量により、吸着塔Ａの再生時間を調整すること
ができる。
【００６６】
（７）吸着剤の冷却の際に、吸着処理中の吸着塔（例えば吸着塔Ｂ）を介して再生処理中
の吸着塔（例えば吸着塔Ａ）内に吸着剤冷却用のガスを導入する構成としたので、吸着剤
冷却用のガスの冷却に伴って体積が収縮した場合であっても、吸着処理中の吸着塔Ｂから
の処理済の清浄ガスを加えることができ、体積収縮分を補給することができる。
【００６７】
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（８）除去成分を除去するためのキャリアガスの冷却と、吸着剤を冷却するための吸着剤
冷却用のガスの冷却とを同時に行った場合には、冷却部５１に大きな負荷がかかることと
なる。これに対し、本実施形態では除去成分を除去するための冷却と、吸着剤冷却用のガ
スの冷却の何れか一方のみが冷却部５１で行われ、これらが同時に行われることがないの
で、冷却部５１に大きな負荷がかかることがない。
【００６８】
（９）凝縮手段５０では、循環ループ３０の配管３４，ブロア３５，配管３６，３６１，
３６２，バルブ３６３および配管３２を使用している。また、吸着剤冷却手段６０では、
循環ループ３０の配管３２，３３，３４，ブロア３５および配管３６と、凝縮手段５０の
冷却部５１，配管５４，５６，５７，５８，５９と、導入ライン１０の導入配管１１，１

10

２，１３，１４と、放出ライン２０の放出配管２１，２２，２３，２４および配管２７と
を使用している。このため、凝縮手段５０および吸着剤冷却手段６０として設ける新たな
配管等の数を削減できる。
【００６９】
（１０）吸着塔Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ内に充填されているＪＩＳ−Ａ型のシリカゲルは、非常に
微細で多孔質な毛細管構造になっており、被処理ガス中の除去成分の吸着力が高いため、
吸着塔（例えば吸着塔Ａ）内の吸着剤の再生に長時間かかっても、運転中の他の吸着塔（
例えば、吸着塔Ｂ）内の吸着剤が破過しない。
さらに、吸着剤を比表面積が５００ｍ

２

／ｇ以上であり、関係湿度５０％での吸湿率が

２５％以下の疎水性シリカゲルとしており、空気中の湿分を吸着しにくく、湿分による吸

20

着剤への吸着負荷や脱着負荷が少ないため、吸着塔Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ内への吸着剤の充填量
が少なくてすみ、再生時間を短縮することができる。
【００７０】
（１１）吸着塔Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄは、被処理ガスの供給口が下部側に設けられており、排出
口が上部側に設けられているため、被処理ガスが上昇流として吸着塔Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ内を
流れることとなる。
通常、吸着塔Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ内の吸着剤には、微粉末等が含まれているため、被処理ガ
スを下降流となるように供給すると、吸着剤の層が微粉末により閉塞され、圧力損失が増
大してしまい、被処理ガスがスムーズに流れなくなる可能性がある。これに対し、本実施
形態のように、処理ガスが上昇流として吸着塔Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ内を通るような構成とする
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ことで、スムーズに被処理ガスを流すことができ、効率的に被処理ガスの吸着処理を行う
ことができる。
【００７１】
（１２）吸着塔Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ内の吸着剤の脱着工程が終了した状態では、吸着塔Ａ，Ｂ
，Ｃ，Ｄや循環ループ３０内のキャリアガスには、吸着剤から脱着した除去成分が、冷却
部５１の温度における平衡濃度で存在する。除去成分が除去された吸着剤を吸着性能が発
揮できる温度まで冷却する必要があるが、このまま冷却したのでは吸着塔Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ
内の温度の低下につれて、除去成分が再び吸着剤に吸着される場合がある。そこで、本実
施形態のように、スウィープ工程を設け、除去成分を含むキャリアガスを取り除き、その
後、吸着剤冷却工程を設けることで、吸着剤に除去成分が再吸着することが防止できる。
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これにより、吸着剤の吸着性能の低下を防ぐことができる。
【００７２】
（１３）導入配管１１，１２，１３，１４と、バルブ１１０，１２０，１３０，１４０と
、導入側連結管１５，１６と、放出配管２１，２２，２３，２４と、バルブ２１０，２２
０，２３０，２４０と、直列連結管２５，２６と、バルブ２５０，２６０とで、吸着塔Ａ
，Ｂ，Ｃ，Ｄへと導入される被処理ガスの流路を形成している。
そして、吸着処理の初期において、複数の導入配管１１，１２，１３，１４に設けられ
た各バルブ１１０，１２０，１３０，１４０のうち上流側の吸着塔に対応するバルブのみ
を開放し、直列連結管２５，２６に設けられたバルブ２５０，２６０を開放し、かつ、複
数の放出配管２１，２２，２３，２４に設けられた各バルブ２１０，２２０，２３０，２
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４０のうち下流側の吸着塔に対応するバルブのみを開放すれば、複数の吸着塔を直列に接
続する状態に流路を切り換えることができる。
一方、吸着処理の終期において、複数の導入配管１１，１２，１３，１４に設けられた
各バルブ１１０，１２０，１３０，１４０のうち下流側の吸着塔に対応するバルブのみを
開放し、直列連結管２５，２６に設けられたバルブ２５０，２６０は閉塞し、かつ、複数
の放出配管２１，２２，２３，２４に設けられた各バルブ２１０，２２０，２３０，２４
０のうち下流側の吸着塔に対応するバルブのみを開放すれば、下流側の吸着塔のみに被処
理ガスを流通させることができる。
これにより、各配管に設けられたバルブを適宜閉塞・開放するだけで、排気ダクトから
排出された被処理ガスの状態に合わせて好適な吸着処理を行うことができる。つまり、簡

10

易な構成であるので吸着装置の製造コストを低廉なものとすることができる。
【００７３】
（１４）ここで、通常、ケミカルタンカーは航海の安全上、左舷と右舷のタンクに同一の
有機成分を同量積載し、積荷と荷卸は左右同時に行われている。そして、通風乾燥による
クリーニング操作も左右同時に行われている。したがって、クリーニングの排気ガス中の
有機成分濃度は、初期に高濃度（例えば３％）のガスが発生し、その後約３時間かけて徐
々に濃度が減少するような排出パターンを持つ。
このような濃度変化するガスの処理においては、初期に吸着した有機成分が濃度が低下
したガスを流通させることによって脱着してしまい、全体の除去率が低下してしまう。
そこで、本実施形態のように、吸着処理の初期には複数の吸着塔Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄを直列
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に接続して被処理ガスを流通させ、終期には下流の吸着塔（例えば吸着塔Ｂ、Ｄ）のみに
ガスを流通させる。これにより、初期の高濃度有機成分は直列接続された吸着塔のうち、
上流側の吸着剤に吸着除去され、この吸着塔を切り離すことにより、吸着済みの有機成分
の脱着を防ぐことができ、全体の除去率を高く維持することができる。
【００７４】
（１５）そして、ケミカルタンカーにおけるタンクのクリーニングに際して、導入側連結
管１５，１６にて複数の排気ダクトを連通させる状態にしているので、いずれかのタンク
のクリーニングを停滞させることなく効率良くクリーニングすることができる。
【００７５】
（１６）また、本実施形態では、吸着塔Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ内の吸着剤に吸着された除去成分
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を脱着させるために、脱着工程および凝縮工程において、加熱手段４０にてキャリアガス
を加熱して、この加熱されたキャリアガスを介して吸着塔Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ内の吸着剤を加
熱している。
ここで、吸着剤の加熱にはスチーム吹き込み、電気加熱などの手段を採用することがで
きる。
しかし、スチーム吹き込みでは、スチームを吸着塔Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ内に直接吹き込むと
、スチームの凝縮水と脱着した除去成分とが混じってしまい、大量の排水が発生してしま
う。ケミカルタンカーにおいては、スロップタンクに一時保管することになるが、通常、
スロップタンクはそれほど大きくなく、排水を全て保管することは困難である。
また、電気加熱は吸着塔の構造が複雑となるためコスト高となり、また吸着剤は伝熱が

40

悪いため全体の加熱には非効率である。
一方、キャリアガスの循環による加熱は、加熱手段４０とキャリアガスが隔離されてい
るので、排水の発生は少量であるためスロップタンクへの保管は容易であり、また回収再
利用も容易となる。また電気加熱と比べても効率的な加熱が可能である。
【００７６】
〔実施形態の変形〕
なお、本発明は上述の実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成できる
範囲での変形、改良等は本発明に含まれるものである。
【００７７】
例えば、前記実施形態では、吸着装置１は、例えば、左舷および右舷にペアで設けられ
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たタンクａ，ｂ、および、左舷および右舷にペアで設けられたタンクｃ，ｄの計４基のタ
ンクを備えた図示しないケミカルタンカーに搭載されているとしたが、これに限らない。
すなわち、ケミカルタンカーのタンクは左舷および右舷にペアで３つ以上、すなわち計６
基あるいは８基、１０基などいずれの数量で設けられてもよい。また、左舷および右舷に
１つずつペアで設けられたタンクに対して複数の吸着塔を連結した状態で設けるだけでな
く、３つセットあるいは４つセットなどのタンクに対して複数の吸着塔を連結した状態で
設ける構成としてもよい。さらに、３つセットのタンクと２つペアのタンクとを備えたケ
ミカルタンカー、すなわち、タンクの合計数が奇数であるケミカルタンカーに対しても本
発明の吸着装置は適用可能である。また、本実施形態の吸着装置は、ケミカルタンカーだ
けでなく、その他の貯蔵設備や使用設備、輸送設備に対しても適用することができる。

10

【００７８】
また、前記実施形態では、吸着剤をシリカゲルとしたが、これに限らず、熱履歴に耐え
られるものであればよく、例えば、ゼオライト等であってもよい。また、活性炭を使用し
てもよい。
【００７９】
さらに、前記実施形態では、加熱手段４０の熱原としてスチームを採用したが、これに
限られず、例えば、熱水、熱油、熱源としてもよい。さらに、加熱器として電気ヒータを
使用してもよい。
【００８０】
また、前記各実施形態では、凝縮手段５０は、循環ループ３０の配管３４，ブロア３５
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，配管３６，３６１，３６２，バルブ３６３および配管３２を使用しているとしたが、こ
れに限らず、凝縮手段は個別に配管、ブロアおよびバルブを備えている構成としてもよい
。同様に、吸着剤冷却手段６０は、循環ループ３０の配管３２，３３，３４，ブロア３５
および配管３６と、凝縮手段５０の冷却部５１，配管５４，５６，５７，５８，５９と、
導入ライン１０の導入配管１１，１２，１３，１４と、放出ライン２０の放出配管２１，
２２，２３，２４および配管２７とを使用しているとしたが、これに限らず、吸着剤冷却
手段は個別に配管、ブロアおよびバルブを備えている構成としてもよい。
【００８１】
また、前記実施形態では、吸着装置１は、スウィープ工程を実施できるものであるとし
たが、これに限らず、スウィープ工程が実施できないような構成であってもよい。この場
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合には、再生処理時間を短縮することができる。
【００８２】
そして、前記実施形態では、吸着塔Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄには被処理ガスの排出口から循環ル
ープ３０内のキャリアガスを導入し、被処理ガスの供給口からキャリアガスを排出する構
成としたが、これに限らず、供給口からキャリアガスを供給し、排出口からキャリアガス
を排出させてもよい。
また、吸着塔Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄの下部を被処理ガスの供給口とし、上部を排出口としたが
、これに限らず、上部を供給口、下部を排出口としてもよい。
【実施例】
【００８３】

40

以下、実施例を挙げて、本発明をより具体的に説明する。
[実 施 例 １ ]
前記実施形態と同様の吸着装置１を用いて以下に示すような条件で、クリーニングガス
（被処理ガス）の吸着処理を行った。
ケミカルタンカー

４９９ＧＴ船（８タンク）

有機成分

ベンゼン１３００ｋＬ（１タンクあたり１６３ｋＬ）

クリーニングガス流量

４８００ ｍ

クリーニングガス組成

ベンゼン

クリーニング時間

３時間

３

／ｈｒ（１タンクあたり６００ ｍ

max.３ ％

３

／ｈｒ）

その他は空気
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吸着塔

各タンクの排気ダクトに設置（計８基）

吸着剤

Ｊ Ｉ Ｓ ‑Ａ 型 シ リ カ ゲ ル
（比表面積

吸着剤充填量

５８０ｍ

２

５００℃

２時間焼成品

／ｇ、関係湿度５０％での吸湿率２１％）

２８００ｋｇ（１タンクあたり３５０ｋｇ）

【００８４】
吸着塔の切り換えについて、左舷４基と右舷４基の吸着塔のうち、前後方向同位置にあ
る左右それぞれの吸着塔を１セットとし、計４セットとする。それぞれのセットで左舷側
吸着塔出口からバルブを介し右舷側吸着塔入り口に配管で連通させた。
クリーニング３時間のうち、最初の３０分間は左舷側から右舷側へと吸着塔を直列にガ
スを流し、残りの時間は下流の右舷側の吸着塔だけで吸着操作を行った。
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【００８５】
（吸着処理の結果）
吸着塔出口濃度を測定した結果、クリーニング操作全体での有機成分除去率は９５％で
あった。
【００８６】
その後、下記の条件で１塔ずつ吸着剤の再生を行った。なお、スウィープおよび冷却後
のガスは冷却凝縮器で３０℃まで冷却した後、次回再生予定の吸着塔に流通させた。
（吸着剤再生条件）
３

循環ガス量

８００ ｍ

加熱源

１７６℃（８ｋｇ／ｃｍ

／ｈｒ

吸着剤温度

６０分で１４０℃まで昇温

吸着剤のスウィープ

２００ ｍ

３

／ｈｒにて１０分間実施

吸着剤の冷却

４００ ｍ

３

／ｈｒの吸着塔出口ガス（３０℃）を６０分間流

２

Ｇ

スチーム）

20

通し、吸着剤の温度を４０℃以下まで冷却した。
【００８７】
（吸着剤再生の結果）
上記操作により吸着剤は完全に再生でき、その後のクリーニング操作時の有機成分の吸
着処理も問題なくできた。
【００８８】
[実 施 例 ２ ]

30

実施例１において、ベンゼンをトルエンとした以外は、実施例１と同様の操作を行った
。
（結果）
吸着塔出口濃度を測定した結果、クリーニング操作全体での有機成分除去率は９６％で
あった。
【００８９】
[比 較 例 １ ]
実施例１において、左舷側と右舷側の吸着塔を連通させず、それぞれの吸着塔でそれぞ
れのタンクからのクリーニングガスを個別に吸着処理したこと以外は、実施例１と同様の
操作を行った。
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（結果）
吸着塔出口濃度を測定した結果、クリーニング操作全体での有機成分除去率は８８％で
あった。
【００９０】
[比 較 例 ２ ]
実施例２において、左舷側と右舷側の吸着塔を連通させず、それぞれの吸着塔でそれぞ
れのタンクからのクリーニングガスを個別に吸着処理したこと以外は、実施例２と同様の
操作を行った。
（結果）
吸着塔出口濃度を測定した結果、クリーニング操作全体での有機成分除去率は８９％で

50

(19)

JP 2007‑69156 A 2007.3.22

あった。
【００９１】
[考 察 ]
以 上 の よ う な 実 施 例 １ ,２ お よ び 比 較 例 １ ,２ の 結 果 よ り 、 実 施 例 １ ,２ は 比 較 例 １ ,２ と
比較して有機成分除去率が高いため、被処理ガス中に含まれた除去成分を高効率で吸着除
去できていることが確認された。
【図面の簡単な説明】
【００９２】
【図１】本発明の一実施形態に係る吸着装置を示す模式図である。
【符号の説明】
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【００９３】
１…吸着装置
１０…導入ライン
１１，１２，１３，１４…導入配管
１１０，１２０，１３０，１４０…バルブ（流路切換手段）
１５，１６…導入側連結管
２０…放出ライン
２１，２２，２３，２４…放出配管
２１０，２２０，２３０，２４０…バルブ（流路切換手段）
２５，２６…直列連結管

20

２５０，２６０…バルブ（流路切換手段）
３０…循環ループ
３１…不活性ガス導入管
３２，３３，３４，３６…配管
３３１，３３２，３３３，３３４…配管
３３５，３３６，３３７，３３８…バルブ（再生用切換手段）
３４１，３４２，３４３，３４４…配管
３４５，３４６，３４７，３４８…バルブ（再生用切換手段）
３６１，３６２…配管
４０…加熱手段
５０…凝縮手段
５１…冷却部
６０…吸着剤冷却手段
Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ…吸着塔
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【図１】
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