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(57)【要約】
【課題】
熱流体を送気させる流動層の壁面に接触する粒子の数
量を増やし、これによって熱伝達を行う粒子が流動層に
接触する機会及び接触している時間を適度に増大させ、
熱伝効率の向上を図る流動層装置及び流動層の流動方法
を提供する。
【解決手段】
本願に係る熱伝達率を向上させる機能を備えた流動層
装置は、加熱手段１００と、この加熱手段により加熱さ
れる固体粒子７０と、この固体粒子を搬送させるための
気体を送る送気手段２００と、該気体により搬送される
該固体粒子７０とこれを搬送する該気体の周囲に設けた
外郭（ライザー部１０）と、この外郭を重力方向に狭く
なるように傾斜させて構成しさらにこの外郭に伝熱手段
２０−１を介在させて設けた及び／または該外郭内に伝
熱手段２０−２を傾斜させて設けたことを特徴とする。
【選択図】 図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
加熱手段と、この加熱手段により加熱される固体粒子と、この固体粒子を搬送させるた
めの気体を送る送気手段と、前記気体により搬送される前記固体粒子及びこれを搬送する
前記気体の周囲に設けた外郭と、この外郭を重力方向に狭くなるように傾斜させて構成し
さらにこの外郭に伝熱手段を介在させて設けた及び／または前記外郭内に伝熱手段を傾斜
させて設けたことを特徴とする熱伝達率を向上させる機能を備えた流動層装置。
【請求項２】
前記外郭を重力方向に狭くなるように傾斜させて構成しさらにこの外郭に伝熱手段を介
在させて設けた及び／または前記外郭内に伝熱手段を傾斜させて設けた構成は、少なくと
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も前記外郭の下部において採用したことを特徴とする請求項１記載の熱伝達率を向上させ
る機能を備えた流動層装置。
【請求項３】
加熱手段と、この加熱手段により加熱される固体粒子と、この固体粒子を搬送させるた
めの気体を送る送気手段と、前記気体により搬送される前記固体粒子及びこれを搬送する
前記気体の周囲に設けた外郭と、この外郭を揺動させて構成しさらにこの外郭に伝熱手段
を介在させて設けた及び／または前記外郭内に伝熱手段を揺動させて設けたことを特徴と
する熱伝達率を向上させる機能を備えた流動層装置。
【請求項４】
前記外郭を揺動させて構成しさらにこの外郭に伝熱手段を介在させて設けた及び／また
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は前記外郭内に伝熱手段を揺動させて設けた構成は、少なくとも前記外郭の下部において
採用したことを特徴とする請求項３記載の熱伝達率を向上させる機能を備えた流動層装置
。
【請求項５】
前記気体の通過量を前記外郭の内断面積で除した空塔速度(ｍ／ｓ)を略１.０から略４
．０の間に設定したことを特徴とする請求項１及至４のうちの１項記載の熱伝達率を向上
させる機能を備えた流動層装置。
【請求項６】
前記外郭を閉ループ状に構成し、前記固体粒子を循環させたことを特徴とする請求項１
及至５のうちの１項記載の熱伝達率を向上させる機能を備えた流動層装置。
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【請求項７】
前記固体粒子が前記気体によって上方に搬送される前記外郭のライザー部において、こ
のライザー部を重力方向に狭くなるように構成しさらにこのライザー部に伝熱手段を介在
させて設けた及び／または前記ライザー部内に前記伝熱手段を傾斜させて設けたことを特
徴とする請求項６記載の熱伝達率を向上させる機能を備えた流動層装置。
【請求項８】
前記固体粒子が前記気体によって下方に搬送される前記外郭のダウンカマー部において
、このダウンカマー部を重力方向に狭くなるように構成しさらにこのダウンカマー部に伝
熱手段を介在させて設けた及び／または前記ダウンカマー部内に伝熱手段を傾斜させて設
けたことを特徴とする請求項６記載の熱伝達率を向上させる機能を備えた流動層装置。

40

【請求項９】
前記加熱手段及び前記送気手段として船舶の主機関から排気される背圧のかかった排気
ガスを用い、前記伝熱手段で前記排気ガスからの排熱回収をおこなったことを特徴とする
請求項６乃至８記載のうちの１項記載の熱伝達率を向上させる機能を備えた流動層装置。
【請求項１０】
前記固体粒子として脱硫剤を用い、前記排気ガス中の硫黄成分の除去も行ったことを特
徴とする請求項９記載の熱伝達率を向上させる機能を備えた流動層装置。
【請求項１１】
加熱手段により加熱される固体粒子を、流体搬送手段より供給される流体により搬送さ
せ、傾斜させて設けた伝熱手段の伝熱面に対して固体粒子が該伝熱面上を重力の作用によ
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り落下流動するように構成して伝熱をおこなったことを特徴とする熱伝達率を向上させる
機能を備えた流動層の流動方法。
【請求項１２】
加熱手段により加熱される固体粒子を、流体搬送手段より供給される流体により搬送さ
せ、揺動させて設けた伝熱手段の伝熱面に対して固体粒子が該伝熱面上を重力の作用によ
り落下流動するように構成して伝熱をおこなったことを特徴とする熱伝達率を向上させる
機能を備えた流動層の流動方法。
【請求項１３】
前記加熱手段と前記流体搬送手段を有圧の熱流体としたことを特徴とする請求項１１も
しくは１２記載の熱伝達率を向上させる機能を備えた流動層の流動方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、たとえば熱伝効率の向上を図る流動層装置及び流動層の流動方法に係り、特
に熱流体を送気させる流動層が所定の傾斜を静的もしくは動的に持つことで、熱伝達を担
う粒子が流動層の壁面に接触する量及び機会を増やし、熱伝効率の向上を図る流動装置及
び流動層の流動方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来、エンジンその他燃焼機関から排出される熱を回収する技術として、流動層が注目
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されている。図８は、従来技術による流動層装置１を示す図であり、図９は、従来技術に
よる循環式流動層装置２を示す図である。これらの図に示すように、流動層装置に係る流
動層の壁面に伝熱面２０−１或いは内部に伝熱面２０−２を配置し、流動層内に固体粒子
７０を混入させ、粒子の存在により熱伝達率の向上を図ろうとしている。この場合、伝熱
面における熱伝達率に対しては、壁面に沿って流動層内の固体粒子が流下する「ダウンフ
ロー」（以下、「壁面下降流」ともいう。）と呼ばれる現象が支配的な効果を及ぼす。
【０００３】
一方、コンパクトな熱交換システムとして、熱伝達率の向上が可能な固気混相流を用い
た流動層の利用が実用化され、たとえば、下記特許文献１乃至２に記述されるような流動
層装置の思想が開示されてきた。
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【０００４】
特許文献１は、流動層内の傾斜壁により固体粒子の浮上や拡散を抑制し、少ない設置面
積でコンパクトに設備を構成し、燃焼効率を向上させる技術思想を開示している。しかし
、特許文献１に開示される傾斜壁は、流動化媒体及び／又は未燃焼物からなる固体粒子の
該流動層からの浮上を抑制するためのものであり、傾斜壁自体が熱交換と関係しているわ
けではない。
【０００５】
特許文献２は、循環機能を持つ流動装置において、その下部及び上部にそれぞれ斜設さ
れた入側斜管及び出側斜管に係る横断面形状を矩形とし、かつ、矩形断面を所定の数値範
囲とする技術思想を開示している。しかし、特許文献２に開示される入側斜管及び出側斜
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管は、予備還元炉の操業について効率性向上及び逆流ガス発生抑止をなそうとするもので
あり、斜管が熱交換と関係しているわけではない。
【０００６】
特許文献３は、流動層乾燥機に係る乾燥室を下り勾配に傾斜させ乾燥物を自然に流動化
させる技術思想を開示している。しかし、特許文献３に開示された思想では、粒子が流動
化したとしても壁面に接触する機会を増やすことは困難であるため、ダウンフローから最
適な熱伝達率が実現しているわけではない。
【特許文献１】特開平１０−０８９６４９号公報
【特許文献２】特開平０５−３３１５１６号公報
【特許文献３】特開平１０−５４５２５号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
上述したように、固気混相流を用いた流動層において、循環機能の有無に拘らず、粒子
を用いて熱伝達率を向上させるという思想は、上記特許文献等を初め、種々開示されてい
る。しかし、これらのいずれも、ダウンフローの原理を有効に活用しきれておらず、熱伝
達を最適に行っていないと考えられる。
【０００８】
すなわち、熱回収では、粒子の持っている熱量が程よく壁面に伝達される時間だけ、接
触するようにし、伝熱し終えた粒子が次から次と変わっていくことにより総合的な伝熱が
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促進されることで、熱伝達率を向上させることができるものと考えられるが、従来技術の
ように垂直な壁面だとこの接触時間が十分に確保されないことから、結果的に伝熱効率が
最適なものになっていなかったものと推定される。
【０００９】
本願は、こうした従来技術の問題点を解決するもので、熱流体を送気させる流動層にお
いて、壁面に接触する粒子の数量を増やし、これによって熱伝達を行う粒子が流動層に接
触する機会及び接触している時間を適度に増大させ、粒子の持っている熱量が程よく壁面
に伝達される時間だけ、接触するようにし、伝熱し終えた粒子が次から次と変わっていく
ことにより総合的な伝熱が促進される、熱伝効率の向上を図る流動層装置及び流動層の流
動方法を提供することを課題とする。
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【課題を解決するための手段】
【００１０】
かかる課題を達成するために、本願に係る熱伝達率を向上させる機能を備える流動層装
置は、加熱手段と、この加熱手段により加熱される固体粒子と、この固体粒子を搬送させ
るための気体を送る送気手段と、前記気体により搬送される前記固体粒子及びこれを搬送
する前記気体の周囲に設けた外郭と、この外郭を重力方向に狭くなるように傾斜させて構
成しさらにこの外郭に伝熱手段を介在させて設けた及び／または前記外郭内に伝熱手段を
傾斜させて設けたことを特徴とする。本発明では、外郭及び／もしくは伝熱手段を斜めに
するという着想を単に着想にとどまらせることなく、後述の実験データによりその効果を
実証し、しかも傾斜させた伝熱手段（たとえば伝熱板）の最適設置箇所を割り出したもの
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である。
【００１１】
ここで、加熱手段とは、物体の温度を上昇させるための加熱機能を果たす装置、機械、
器具、システム等をいい、例えば、主位的には、主機（エンジンやボイラー等）の排熱（
排気ガスから直接に、あるいは排熱回収熱交換器や排ガスエコノマイザーから得る。）、
過給機の排熱（インタークーラー等から得る。）、或いは発電機の排熱等を再利用するこ
とによって実現されるものをいうが、従位的には、重油等の化石燃料燃焼を熱源とするも
の、自然エネルギーを利用するもの、ヒートポンプ等によるものをいい、これら総てを含
み、かつ、これらに限定されない概念である。また、船舶に係るエンジンからの排熱を回
収する排熱回収熱交換器或いは排ガスエコノマイザーを用いるものであってもよい。
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【００１２】
固体粒子とは、熱を回収し、送気手段により外郭を流動するものであり、石灰石粒子（
例えば、好適には、粒径：０．１８〜０．３５ｍｍ）、活性炭、生石灰及び酸化鉄を含み
、伝熱効率が高いことが好ましい。さらに、固体粒子が脱硫効果を有し、脱硫作用を複数
回繰り返し行うことができる多孔質、及び／或いは、脱硫効果が無くなってしまった固体
粒子を都度交換できる仕組みがより好ましい。
【００１３】
外郭とは、固体粒子が飛散しないようにするシェルを指し、本願ではここを傾斜させる
構成を有している。外郭はたとえば、固体粒子及び固体粒子を搬送するための気体が通過
或いは堆積する内部を形成するように板状物質で折曲もしくは湾曲させたものでもよく、
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具体的には、固体粒子を気体により上方へ搬送させるためのライザー部を含む。また、外
郭の形状に限定はなく、筐体形、筐体斜形、円筒形、円柱形、斜円柱形、多角柱形、多角
斜柱形、円錐形、円斜錐形、多角錐形、多角斜錐形を含む。
【００１４】
送気手段とは、外郭内において固体粒子を搬送するための気体を供給する機能を備える
機械、装置、器具を含む概念であり、ブロワーやタービン駆動のコンプレッサー、船舶に
予め装備されている空気圧供給源、機関の排気ガスを加圧したもの等を含む。エンジンや
過給器のように発熱と圧力発生を同時に行うものでもよい。なお、その送気量の変動が少
ないものが好ましい。
【００１５】
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伝熱手段とは、温度の高い物体から低い物体へ効率的に熱を移動させる機能を備える機
械、装置、器具を含み、例えば、スパイラル式熱交換器、プレート式熱交換器、二重菅式
熱交換器、多重円菅式熱交換器、渦巻管式熱交換器、渦巻板式熱交換器、タンクコイル式
熱交換器、タンクジャケット式熱交換器、直接接触液式熱交換器、その他の相変化も含め
た熱交換器を含むが、これらに限定されることはない。外郭の壁面に介在させることがで
きる寸法、形状及び重量であり、或いは、外郭の内部に設置することができる寸法、形状
及び重量であることが好ましい。また、伝熱手段の材質に特に限定はないが、固体粒子と
の間の熱交換性能の高いものが好ましい。
【００１６】
「この外郭を重力方向に狭くなるように傾斜させて構成する」とは、外郭がたとえば略
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多角柱形で形成されるとき、これを縦断面視した際の左側の側面（以下、「第一の側面」
ともいう。）及び／または、右側の側面（以下、「第二の側面」ともいう。）と水平面と
によって形成される外角が９０°以下になるようにすること、或いは、外郭の下部に係る
内角が９０°以上になるような構造に形成すること、又はその両方を示す。なお、外角及
び内角の値に限定はない。
【００１７】
「外郭内に伝熱手段を傾斜させて設けた」とは、伝熱手段を、角度を持たせて（つまり
、鉛直方向と並行とはならないように）付設したことを示し、角度の値及び傾斜の向きに
限定はない。
【００１８】
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こうした構成を備えることにより、加熱手段により熱を持つ気体が排出され、固体粒子
により気体の熱が回収され、送気手段により固体粒子が搬送されて外郭内を流動する。こ
のとき外郭が重力方向に狭くなるように傾斜させるように構成されることで、外郭に介在
或いは添設させた伝熱手段に沿って固体粒子を重力の作用により落下させることができる
。また、外郭内に伝熱手段を傾斜させて設けることで、傾斜を持った伝熱手段に沿って固
体粒子を落下させることができる。これらの落下の際に伝熱手段と固体粒子との接触が増
加する。こうして、粒子の持っている熱量が程よく壁面に伝達される時間だけ、接触する
ようにし、伝熱し終えた粒子が次から次と変わっていくことにより総合的な伝熱が促進さ
れるから、熱回収を向上させることになる。なお、伝熱手段の位置、大きさ、範囲及びそ
の数に限定はない。
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【００１９】
また、本願に係る熱伝達率を向上させる機能を備えた流動層装置は、前記外郭を重力方
向に狭くなるように傾斜させて構成しさらにこの外郭に伝熱手段を介在させて設けた及び
／または前記外郭内に伝熱手段を傾斜させて設けた構成は、少なくとも前記外郭の下部に
おいて採用したことを特徴とする。
【００２０】
ここで、「外郭の下部」とは、外郭を上部、中央部及び下部として略三分割した場合の
「下部」、或いは、外郭を上部及び下部として略二分割した場合の「下部」を示し、その
範囲や寸法に限定はない。また、この分割については、二分割、三分割に限られることは
なく、実質的に「下部」といえる箇所を実現するものであればよい。

50

(6)

JP 2010‑60203 A 2010.3.18

【００２１】
この場合に、固体粒子の形状、寸法又は重量その他の性質の差異によって最適な勾配が
異なる。また、送気手段から供給される気体の圧力の差異により、固体粒子を搬送させる
のに最適な勾配が異なる。こうした最適な勾配を持たせた上記構成を備えることで、固体
粒子の性質や送気手段からの気体圧力の差異に影響されることなく一定以上のダウンフロ
ーによる固体粒子を、より多く伝熱手段に沿って落下させることができる。なお、伝熱手
段の位置、大きさ及び範囲及びその数は、いわゆる下部の領域を逸脱しないものであれば
限定はない。
【００２２】
また、本願に係る熱伝達率を向上させる機能を備える流動層装置は、加熱手段と、この

10

加熱手段により加熱される固体粒子と、この固体粒子を搬送させるための気体を送る送気
手段と、前記気体により搬送される前記固体粒子及びこれを搬送する前記気体の周囲に設
けた外郭と、この外郭を揺動させて構成しさらにこの外郭に伝熱手段を介在させて設けた
及び／または前記外郭内に伝熱手段を揺動させて設けたことを特徴とする。
【００２３】
ここで、「この外郭を揺動させて構成」するとは、外郭のみを揺動させる構成、流動層
装置自体を揺動させる構成及び流動層装置が設置されている本体が揺動する構成（例えば
、流動層装置が船舶に設置されている場合等）のうち少なくとも１つの構成を含み、複数
の構成を組み合せてもよい。揺動の形態に限定はなく、周期動、上下動、回転動、摺動を
含む。また、揺動を発生させる源にも限定はなく、船舶内の振動、浮体の揺れ、車両の揺

20

れなどや、動力（電気、ガス、重油・軽油、自然エネルギー等によるものであってよい）
によって意図的に発生させたものでもよい。なお、揺動の度合い（振幅や周期等）に限定
はないが、揺動を発生させるために消費するエネルギー量は小さいほど好ましい。
【００２４】
また、「外郭内に伝熱手段を揺動させて設けた」とは、伝熱手段自体を揺動させる構成
であることを示す。揺動の形態に限定はなく、周期動、上下動、回転動、摺動を含む。ま
た、揺動を発生させる源にも限定はなく、船舶内の振動、浮体の揺れ、車両の揺れなどや
、動力（電気、ガス、重油・軽油、自然エネルギー等によるものであってよい）によって
意図的に発生させたものでもよい。なお、揺動の度合い（振幅や周期等）に限定はないが
、揺動を発生させるために消費するエネルギー量は小さいほど好ましい。
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【００２５】
こうした構成を備えることにより、加熱手段により熱を持つ気体が排出され、固体粒子
によりこれらの気体に係る熱を回収し、送気手段により固体粒子を搬送して外郭内を流動
させる。その際に、外郭が揺動するように構成されることで、外郭に介在する伝熱手段が
揺動の都度傾斜を持つため、或いは、外郭内に伝熱手段を揺動させて設けることで伝熱手
段が揺動の都度傾斜を持つため、伝熱手段に沿って落下する固体粒子と伝熱手段との接触
の機会を増大させる。こうして、粒子の持っている熱量が程よく壁面に伝達される時間だ
け、接触するようにし、伝熱し終えた粒子が次から次と変わっていくことにより総合的な
伝熱が促進されるから、熱回収を向上させることになる。なお、伝熱手段の位置、大きさ
、範囲及びその数に限定はない。
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【００２６】
また、本願に係る熱伝達率を向上させる機能を備えた流動層装置は、前記外郭を揺動さ
せて構成しさらにこの外郭に伝熱手段を介在させて設けた及び／または前記外郭内に伝熱
手段を揺動させて設けた構成は、少なくとも前記外郭の下部において採用したことを特徴
とする。
【００２７】
この場合に、固体粒子の形状、寸法もしくは重量その他の性質の差異によって最適な勾
配が異なる。また、送気手段から供給される気体の圧力の差異により、固体粒子を搬送さ
せるのに最適な勾配が異なる。こうした最適な勾配を持たせた上記構成を備えることで、
固体粒子の性質や送気手段からの気体圧力の差異に影響されることなく一定以上のダウン
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フローによる固体粒子を、より多く伝熱手段に沿って落下させ、これと熱交換を伴う接触
の機会を増大させる。こうして、粒子の持っている熱量が程よく壁面に伝達される時間だ
け、接触するようにし、伝熱し終えた粒子が次から次と変わっていくことにより総合的な
伝熱が促進されるから、熱回収を向上させることになる。なお、伝熱手段の位置、大きさ
、範囲及びその数は、いわゆる下部の領域を逸脱しないものであれば限定はない。
【００２８】
また、本願に係る熱伝達率を向上させる機能を備えた流動層装置は、前記気体の通過量
を前記外郭の内断面積で除した空塔速度(ｍ／ｓ)を略１.０から略４．０の間に設定した
ことを特徴とする。
【００２９】
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この場合、固体粒子が外郭の上端まで浮上する程度の空塔速度を有することが好ましく
、空塔速度を持たせるためのエネルギー消費量が少ないほどよいため、好適には略１.０
〜略４．０が良く、さらに好適には２ｍ／ｓ〜３．６ｍ／ｓとする。
【００３０】
こうした構成を備えることにより、空塔速度が略１ｍ／ｓ〜略４ｍ／ｓと、実験上流動
層装置内での気体の浮上具合が最適化されるので、外郭の上端まで固体粒子を浮上させる
作用を最適化することができる。
【００３１】
また、本願に係る熱伝達率を向上させる機能を備えた流動層装置は、前記外郭を閉ルー
プ状に構成し、前記固体粒子を循環させたことを特徴とする。
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【００３２】
この場合、一例として、外郭のうち、少なくともライザー部、ダウンカマー部及びバル
ブが所定の配管及び継手その他連結機器もしくは素材で結合されて１つの閉じたループを
形成し、固体粒子を循環させることができる流動層装置を構成する。
【００３３】
ここで、ライザー部とは、固体粒子が気体に搬送され流動する原理を利用して熱伝達を
行う機能を有するものであり、伝熱手段（例えば、壁面に介在させたり、内部に付設した
りすることができる伝熱面や発熱板を含む。）をこれに介在もしくは添設させ或いは内包
することができるものであってよい。なお、ライザー部の材質、形状及び寸法に限定はな
い。したがって、ライザー部を重力方向に狭くなるように傾斜させて構成したり、揺動さ
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せる構成であってもよい。
【００３４】
ダウンカマー部とは、ライザー部を上昇し、ダウンフローしなかった固体粒子を所定の
配管を介して回収し、ダウンカマー部の下端からバルブに搬送することができる機能を備
えた装置、機械、器具を示し、内部の気体と固体粒子を回転させて気体と固体粒子とを分
離し、固体粒子をダウンカマー部下端の中央に集約することができるサイクロン機能を有
することが好ましい。なお、ダウンカマー部が伝熱手段（例えば、壁面に介在させたり、
内部に付設したりすることができる伝熱面や発熱板を含む。）を備えてもよく、ダウンカ
マー部の材質、形状及び寸法に限定はない。したがって、ダウンカマー部を重力方向に狭
くなるように傾斜させて構成したり、揺動させる構成であってもよい。
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【００３５】
バルブとは、ダウンカマー部から固体粒子群を回収し、固体粒子群が堆積することなく
再びライザー部に搬送されることができる機能を備えた装置、機械、器具を示し、例えば
、ループシールバルブ及びニューマチックバルブを含む。なお、バルブの材質、形状及び
寸法に限定はない。
【００３６】
こうした構成を備えることにより、ライザー部にてダウンフローしなかった固体粒子を
ダウンカマー部により回収し、ダウンカマー部ではサイクロン機能により固体粒子群を集
約してバルブに搬送し、バルブに堆積した固体粒子群を液体のように流動化させることに
より、ライザー部を流動させる固体粒子が不足することなく、一度熱回収に利用した固体
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粒子を再利用して循環させることができる。
【００３７】
また、本願に係る熱伝達率を向上させる機能を備えた流動層装置は、前記固体粒子が前
記気体によって上方に搬送される前記外郭のライザー部において、このライザー部を重力
方向に狭くなるように構成しさらにこのライザー部に伝熱手段を介在させて設けた及び／
または前記ライザー部内に前記伝熱手段を傾斜させて設けたことを特徴とする。
【００３８】
こうした構成を備えることにより、外郭のライザー部を、断面視で第一の側面及び／ま
たは第二の側面と水平面とによって形成される外角が９０°未満にし、或いは、ライザー
部の下部に係る内角が９０°を超える角度になるような構造に形成し、又はその両方によ
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り、ダウンフローによる固体粒子の持っている熱量が程よく壁面に伝達される時間だけ、
接触するようにし、伝熱し終えた粒子が次から次と変わっていくことにより総合的な伝熱
が促進されるから、熱回収率を向上させることになる。
【００３９】
また、本願に係る熱伝達率を向上させる機能を備えた流動層装置は、前記固体粒子が前
記気体によって下方に搬送される前記外郭のダウンカマー部において、このダウンカマー
部を重力方向に狭くなるように構成しさらにこのダウンカマー部に伝熱手段を介在させて
設けた及び／または前記ダウンカマー部内に伝熱手段を傾斜させて設けたことを特徴とす
る。
【００４０】
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こうした構成を備えることにより、外郭のダウンカマー部を、断面視で第一の側面及び
／または第二の側面と水平面とによって形成される外角が９０°未満にし、或いは、ダウ
ンカマー部の下部に係る内角が９０°を超える角度になるような構造に形成し、又はその
両方により、ダウンカマー部に設置した伝熱手段に、サイクロン機能により回転して落下
する固体粒子をより多く接触させて、固体粒子と伝熱手段との熱交換の機会を増大させる
。こうして、粒子の持っている熱量が程よく壁面に伝達される時間だけ、接触するように
し、伝熱し終えた粒子が次から次と変わっていくことにより総合的な伝熱が促進されるか
ら、熱回収を向上させることになる。
【００４１】
また、本願に係る熱伝達率を向上させる機能を備えた流動層装置は、前記加熱手段及び
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前記送気手段として船舶の主機関から排気される背圧のかかった排気ガスを用い、前記伝
熱手段で前記排気ガスからの排熱回収を行ったことを特徴とする。
【００４２】
ここで、船舶の主機関とは、ディーゼルエンジンその他船舶に係る駆動機関や熱エネル
ギーが発生する装置を含むが、排気ガスを供出するあらゆる機関、機構、装置、システム
であってもよい。
【００４３】
こうした構成を備えることにより、本願に係る流動層装置を船舶に搭載することで、船
舶から排出される熱を持った有圧の排気ガスを流動層装置に送気し、排気ガスによって固
体粒子は搬送されて流動し、その過程で外郭のライザー部及び／またはダウンカマー部に
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係る傾斜を静的もしくは動的に備えた伝熱手段に接触して、より向上された熱交換を行う
ので、効率の良い熱伝達を行うことができる。
【００４４】
また、本願に係る熱伝達率を向上させる機能を備えた流動層装置は、前記固体粒子とし
て脱硫剤を用い、前記排気ガス中の硫黄成分の除去も行ったことを特徴とする。
【００４５】
加熱手段により発生する排気ガスの中には、硫黄成分を含むものもあり、このまま大気
中に解放することは環境汚染にもなり得る。したがって、大気中に解放する前に硫黄成分
を回収できる固体粒子を用いることがより好ましい。
【００４６】
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ここで、脱硫剤には、水酸化脱硫が普及しており、水素を利用して各種の石油留分を精
製することで、高温・高圧下で石油留分を水素と一緒にアルミナを担体とするモリブデン
とコバルトやニッケルの硫化物を使った触媒上に通すことにより、硫黄、窒素、酸素及び
金属等の不純物を含む化合物などを分解したりするものが含まれる。なお、本出願人が行
ったスクリーニング試験によれば、脱硫剤として、酸化鉄が最も良い脱硫性能を示し、生
石灰が比較的良好な脱硫性能を示すことが確認されることから、好適にはこれらを用いる
のが良いが、これらに限定されることなく各種の脱硫剤を含んでよい。
【００４７】
こうした構成を備えることにより、固体粒子は熱回収を行いながら排気ガスが有する硫
黄成分をも回収することができるため、脱硫した排気ガスを安心して大気中に解放するこ
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とができる。
【００４８】
また、本願に係る熱伝達率を向上させる機能を備えた流動層の流動方法は、加熱手段に
より加熱される固体粒子を、流体搬送手段より供給される流体により搬送させ、傾斜させ
て設けた伝熱手段の伝熱面に対して固体粒子が該伝熱面上を重力の作用により落下流動す
るように構成して伝熱を行ったことを特徴とする。
【００４９】
ここで、流体搬送手段とは、気体（例えば、空気や排気ガスその他の気体を含み、これ
らに限定されない。）或いは液体（例えば、清水や海水その他の液体を含み、これらに限
定されない。）に係る流体の流動性質を利用して固体粒子を搬送させるものであり、上記
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記載の送気手段もその一部に含まれるものである。
【００５０】
こうした構成を備えることにより、固体粒子は加熱手段によって加熱された後及び／ま
たは加熱されつつ、流体搬送手段に係る流体により、その下方から圧力をうけて重力に逆
らって上昇するが、一方で、流体搬送手段に係る流体から受ける圧力が固体粒子に係る重
力よりも小さくなると、固体粒子は重力の作用により自然落下を始める。このとき、伝熱
手段の伝熱面を所定の角度で傾斜させて設けることで、固体粒子を伝熱手段に沿って落下
させる。こうして、粒子の持っている熱量が程よく壁面に伝達される時間だけ、接触する
ようにし、伝熱し終えた粒子が次から次と変わっていくことにより総合的な伝熱が促進さ
れる。したがって、熱交換、熱回収効率を増大、向上させることができる。
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【００５１】
また、本願に係る熱伝達率を向上させる機能を備えた流動層の流動方法は、加熱手段に
より加熱される固体粒子を、流体搬送手段より供給される流体により搬送させ、揺動させ
て設けた伝熱手段の伝熱面に対して固体粒子が該伝熱面上を重力の作用により落下流動す
るように構成して伝熱を行ったことを特徴とする。
【００５２】
こうした構成を備えることにより、固体粒子は加熱手段によって加熱された後及び／ま
たは加熱されつつ、流体搬送手段に係る流体により、その下方から圧力をうけて重力に逆
らって上昇するが、一方で、流体搬送手段に係る流体から受ける圧力が固体粒子に係る重
力よりも小さくなった場合、固体粒子は自然落下を始める。このとき、伝熱手段の伝熱面
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を揺動させて設けることで、伝熱手段が揺動の都度傾斜を持つため、粒子の持っている熱
量が程よく壁面に伝達される時間だけ、接触することができ、伝熱し終えた粒子が次から
次と変わっていくことにより、総合的な伝熱が促進される。したがって、熱交換、熱回収
効率を増大、向上させることができる。
【００５３】
また、本願に係る熱伝達率を向上させる機能を備えた流動層の流動方法は、前記加熱手
段と前記流体搬送手段を有圧の熱流体としたことを特徴とする。
【００５４】
こうした構成を備えることにより、加熱手段と流体搬送手段とから排出される流体が、
熱を発する有圧の気体（例えば、主機（エンジン）の排気ガス等）或いは液体（例えば、
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熱湯等）である場合、固体粒子はかかる流体から熱回収を行い、熱伝達率の向上を実現さ
せることができる。
【発明の効果】
【００５５】
本願によれば、流動層装置の外郭を重力方向に狭くなるように傾斜させることで、外郭
に介在した／添設させた伝熱手段に沿って落下する固体粒子と伝熱手段との接触・熱交換
の機会を増大させることができる。また、外郭内に伝熱手段を傾斜させて設けることで、
傾斜を持った伝熱手段に沿って落下する固体粒子の数量を増大させて、固体粒子と伝熱手
段との接触・熱交換の機会を増大させることができる。すなわち、固体粒子が伝熱手段の
表面を転がる状態であったり、滑って下降していく状態であったり、或いは一度伝熱手段
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上に落下した固体粒子がリバウンドする状況等が形成される。こうして、粒子の持ってい
る熱量が程よく壁面に伝達される時間だけ、接触するようにし、伝熱し終えた粒子が次か
ら次と変わっていくことにより総合的な伝熱が促進されるため、熱伝達率の向上を実現す
ることができる。
【００５６】
また、本願によれば、流動層装置の外郭を揺動させて構成することで、外郭に介在する
伝熱手段が揺動の都度傾斜を持つため、伝熱手段に沿って落下する固体粒子と伝熱手段と
の接触・熱交換の機会を増大させることができる。また、外郭内に伝熱手段を揺動させて
設けることで、伝熱手段が揺動の都度傾斜を持ち、伝熱手段に沿って落下する固体粒子と
伝熱手段との接触・熱交換の機会を増大させることができる。すなわち、外郭或いは外郭
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内に伝熱手段を傾斜させて設けることなく、伝熱手段に傾斜を動的にもたらすことができ
る。また、揺動によって伝熱手段が左右或いは多方向に揺れる効果を利用することで、固
体粒子が伝熱手段の表面を転がる状態であったり、滑って下降していく状態であったり、
或いは一度伝熱手段上に落下した固体粒子がリバウンドする状況等が形成される。こうし
て、粒子の持っている熱量が程よく壁面に伝達される時間だけ、接触するようにし、伝熱
し終えた粒子が次から次と変わっていくことにより総合的な伝熱が促進されるため、熱伝
達率の向上を実現することができる。
【００５７】
さらに、本願によれば、傾斜させた外郭の下部に伝熱手段を介在させ、及び／または外
郭内の下部に伝熱手段を傾斜させて設けることで、固体粒子の性質の差異及び送気手段か
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らの気体圧力の差異に影響されることなく、ダウンフローによる固体粒子を、より多く伝
熱手段に沿って落下させることができる。すなわち、ダウンフローによる固体粒子は外郭
の下部まで落下することで、外郭の下部には固体粒子が滞留する。したがって、伝熱手段
を少なくとも外郭の下部において設けることで、粒子の持っている熱量が程よく壁面に伝
達される時間だけ、接触するようにし、伝熱し終えた粒子が次から次と変わっていくこと
により総合的な伝熱が促進されるため、より一層熱伝達率の向上を実現させることができ
る。また、外郭の下部で効率の良い熱回収が実現すれば、上部或いは中部に伝熱手段を設
ける必要がなくなることから、その分の経費を節約することができる。
【００５８】
また、本願によれば、揺動させた外郭の下部に伝熱手段を介在させ、及び／または外郭
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内の下部に伝熱手段を揺動させて設けることで、上記記載同様、固体粒子の性質の差異に
影響されることなく、ダウンフローによる固体粒子を、より多く伝熱手段に沿って落下さ
せることができる。すなわち、ダウンフローによる固体粒子は外郭の下部まで落下するこ
とで、外郭の下部には固体粒子が滞留する。また、揺動によって伝熱手段が左右或いは多
方向に揺れる効果を利用することができる。したがって、伝熱手段を少なくとも外郭の下
部において採用することで、粒子の持っている熱量が程よく壁面に伝達される時間だけ、
接触するようにし、伝熱し終えた粒子が次から次と変わっていくことにより総合的な伝熱
が促進されるため、一層熱伝達率の向上を実現させることができる。また、外郭の下部で
効率の良い熱回収が実現すれば、上部或いは中部に伝熱手段を設ける必要がなくなるため
、その分の経費を節約することができる。
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【００５９】
さらに、本願によれば、空塔速度を略１ｍ／ｓ〜略４ｍ／ｓになるように送気させるこ
とで、外郭の上端まで固体粒子を浮上させることができる。すなわち、固体粒子を上端ま
で浮上させることにより、伝達手段に沿って落下する固体粒子の数も増加し、伝熱手段を
外郭に設けることで、熱伝達率の向上を実現させることができる。さらに、固体粒子を上
端まで浮上させることで、循環流動層としても活用することができる。
【００６０】
また、本願によれば、外郭を閉ループ状に構成し、固体粒子を循環させることで、一度
熱回収に利用した固体粒子を再利用して循環させることができる。すなわち、固体粒子が
有する熱を閉ループの過程で再び回収することができるため、より効率の良いエネルギー
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回生効果を実現させることができる。
【００６１】
さらに、本願によれば、外郭としてライザー部を用いることができ、外郭のライザー部
を、断面視で第一の側面及び／または第二の側面と水平面とによって形成される外角が９
０°未満にし、或いは、ライザー部の下部に係る内角が９０°を超える角度になるような
構造に形成し、又はその両方により、ダウンフローする固体粒子を、より多く伝熱手段に
沿って落下させることができる。すなわち、ライザー部を設けて循環流動層を形成するこ
とができるところ、ライザー部内壁面近傍に浮遊し、循環せずにダウンフローした固体粒
子において、固体粒子が伝熱手段の表面を転がる状態であったり、滑って下降していく状
態であったり、或いは一度伝熱手段上に落下した固体粒子がリバウンドする状況等が形成
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される。こうして、粒子の持っている熱量が程よく壁面に伝達される時間だけ、接触する
ようにし、伝熱し終えた粒子が次から次と変わっていくことにより総合的な伝熱が促進さ
れるため、熱伝達率の向上を実現させることができる。このとき、さらに好適には、傾斜
角度を下方から上方に向かい少ない角度、すなわち空気の自然拡散に合った広がり(たと
えば片側５〜６°)で拡大する。この場合には、摩擦抵抗が減る現象を踏まえた適度な広
がり角を選定することになり、摩擦抵抗の低減で送気手段の使用エネルギーが低減できる
。
【００６２】
また、本願によれば、外郭としてダウンカマー部を用いることができ、外郭のダウンカ
マー部を、断面視で第一の側面及び／または第二の側面と水平面とによって形成される外
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角が９０°未満にし、或いは、ダウンカマー部の下部に係る内角を９０°を超える角度に
なるような構造に形成し、又はその両方により、ダウンカマー部に設置した伝熱手段に、
サイクロン機能により回転して落下する固体粒子を接触させることができる。すなわち、
ダウンカマー部を設けて循環流動層を形成することができ、ライザー部でダウンフローし
なかった固体粒子を回収し、かつ、残熱を有する固体粒子がダウンカマー部の壁面に介在
した伝熱手段或いはダウンカマー部の内部に設けられた伝熱手段に接触する機会が増加す
る。こうして、粒子の持っている熱量が程よく壁面に伝達される時間だけ、接触するよう
にし、伝熱し終えた粒子が次から次と変わっていくことにより総合的な伝熱が促進される
ため、極めて効率よく熱伝達率の向上を実現させることができる。
【００６３】
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さらに、本願によれば、加熱手段及び送気手段として船舶の主機関から排気される背圧
のかかった排気ガスを用い、伝熱手段で排気ガスからの排熱回収を行うことができる。す
なわち、排気ガスに係る排熱を固体粒子が熱回収し、かかる固体粒子が伝熱手段に接触す
ることで排熱回収することができるため、排気ガスからの排熱を利用して熱伝達の向上を
実現させることができる。また、大気中に高温ガスを放出することを防げるため、温暖化
防止の対策にも繋がる。さらに、回収した排熱は再び船舶の運用（例えば、洗浄用水、調
理用水及びバラスト水の加熱を含む。）として再利用することができるため、船舶駆動の
省エネ化にも通ずる。
【００６４】
また、本願によれば、固体粒子として脱硫剤を用い、排気ガス中の硫黄成分の除去も行
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うことができる。すなわち、固体粒子は熱回収を行いながら排気ガスが有する硫黄成分を
も回収することができるため、脱硫した排気ガスを安心して大気中に解放し、環境汚染を
未然に防ぐことができる。また別途、脱硫装置や脱硫手段を設ける必要がなく、構成の簡
素化とコストの低減が図れる。
【００６５】
さらに、本願に係る流動層の流動方法によれば、流体により加熱された固体粒子から熱
伝達を行うため、伝熱手段の伝熱面を所定の角度で傾斜させて設けることで、固体粒子を
伝熱手段に沿って落下させることができる。すなわち、物体の自由落下の原理を利用して
、その落下地点に傾斜を持った伝熱手段の伝熱面を設けることで、より多くの落下する固
体粒子が伝熱面に接触する機会が増加する。このように、粒子の持っている熱量が程よく

10

壁面に伝達される時間だけ、接触するようにし、伝熱し終えた粒子が次から次と変わって
いくことにより総合的な伝熱が促進されるため、熱伝達率の向上を実現させることができ
る。
【００６６】
また、本願に係る流動層の流動方法によれば、伝熱手段の伝熱面を揺動させて設けるこ
とで、伝熱手段が揺動の都度傾斜を持つため、固体粒子を、傾斜を持った伝熱手段に沿っ
て落下させることができる。すなわち、外郭或いは外郭内に伝熱手段を傾斜させて設ける
ことなく、伝熱手段に傾斜をもたらせることができる。また、揺動によって伝熱手段が左
右或いは多方向に揺れる効果を利用することで、接触する固体粒子の数量、接触する機会
が増加する。このように、粒子の持っている熱量が程よく壁面に伝達される時間だけ、接
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触するようにし、伝熱し終えた粒子が次から次と変わっていくことにより総合的な伝熱が
促進されるため、熱伝達率の向上を実現させることができる。
【００６７】
さらに、本願に係る流動層の流動方法によれば、加熱手段と流体搬送手段とから排出さ
れる流体が、熱を発する有圧の気体（例えば、主機（エンジン）の排気ガス等）或いは液
体（例えば、熱湯等）である場合、固体粒子はかかる流体から熱回収を行い、熱伝達率の
向上を実現させることができる。すなわち、燃焼機関（例えば、プラントの燃焼装置及び
船舶のエンジンを含む。）においては有圧の熱流体を発するため、固体粒子が熱回収を行
うことができれば、かかる燃焼機関にも本願に係る技術思想を応用することができる。
【００６８】
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特に船舶の場合、動力機関として高効率なディーゼルエンジン（低質油）を利用してい
る場合には、排気ガス性状の悪さ（すす（スート）やＳＯｘ等）が際立つ。一方では、船
舶は装置の設置スペースの制限や波浪による船体の揺動といった制約があるため、省エネ
対策が困難となっている。したがって本願は、スート対策やＳＯｘ対策としてコンパクト
で信頼性が高く、揺動にも強い、船舶における省エネ対策として顕著な効果を発揮する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６９】
以下、図面を参照して本発明を実施するための最良の形態について説明する。なお、以
下では、本発明の目的を達成するための説明に必要な範囲を模式的に示し、本発明の該当
部分の説明に必要な範囲を主に説明することとし、説明を省略する箇所については公知技

40

術によるものとする。
【００７０】
本発明の一実施形態に係る流動層装置及び循環式流動層装置における構成は、ライザー
部及び／またはダウンカマー部において、従来技術とその構成を異にする。具体的には、
ライザー部及びダウンカマー部の形状は筐体形、筐体斜形、円柱形、円筒形、斜円柱形、
多角柱形、多角斜柱形、円錐形、円斜錐形、多角錐形、多角斜錐形のいずれでもよいが、
直立状態で第一の側面及び／または第二の側面が重力方向に狭くなるように傾斜させて構
成し（側面と水平面とによって形成される外角が９０°未満になるように構成し）、側面
に略平行となるように伝熱面を介在もしくは添設させる。または、直立状態の断面視で、
第一の内壁面及び／または第二の内壁面に傾斜を設けて構成し（内壁面と水平面とによっ
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て形成される内角が９０°を超える角度になるように構成し）、内壁面に平行に伝熱面を
介在もしくは添設させる。さらに、ライザー部及びダウンカマー部の内部に傾斜を有する
伝熱面を付設できる構成とする。伝熱面はライザー部及び／またはダウンカマー部を三分
割したとき、上部、中央部及び下部のいずれにも設けることができる。このとき、さらに
好適には、傾斜角度を下方から上方に向かい少ない角度、すなわち空気の自然拡散に合っ
た広がり(たとえば片側５〜６°)で拡大することにより、摩擦抵抗が減る現象を踏まえ、
適度な広がり角を選定することにより、摩擦抵抗の低減で送気手段の使用エネルギーが低
減できる。
【００７１】
また、上記構成の有無に関わらず、ライザー部及び／またはダウンカマー部を揺動させ
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る構成でもよい（揺動の方向、振幅及び周期に限定はないものとする。）。ここで、揺動
とは、振幅動、上下動、回転動、摺動を問わず、固体粒子が伝熱手段（たとえば伝熱板）
に角度をもって衝突することを動的に可能にする作用・動作総てを含む概念をいう。また
、ライザー部及び／またはダウンカマー部のみを揺動させる構成、ライザー部及び／また
はダウンカマー部を含む流動層装置及び循環式流動層装置を揺動させる構成、及び流動層
装置及び／または循環式流動層装置を搭載した本体（例えば、プラントや船舶等）を揺動
させる構成のうち少なくとも１つの構成を含めばよく、複数の構成の組合せでもよい。
【００７２】
次に、本願に係るライザー部及び／またはダウンカマー部を含む流動層装置及び／また
は循環式流動層装置の動作原理について、説明する。
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【００７３】
図１は、流動層装置及び／または循環式流動層装置におけるライザー部の内壁面の状態
を表す状態図である。同図（ａ）は、ライザー部を正立させたときの状態を示すところ、
重力（自然落下）の影響により固体粒子７０が内壁面に接触するタイミングがまばらであ
る。したがって、熱伝達率の向上は困難と想定される。一方、同図（ｂ）は、ライザー部
を傾斜させて設けた構成或いはライザー部の内部に傾斜させて設けた伝熱面の表面の状態
を示すところ、固体粒子７０に係る自然落下の過程でこれらの傾斜が障害となり、固体粒
子７０が傾斜面に沿って滑って下降していく状態であったり、或いは一度伝熱手段上に落
下した固体粒子がリバウンドする状況等が形成される。また、落下せずに壁面に付着する
固体粒子もある。固気混相流の熱伝達においては、粒子と壁面との接触頻度が重要である
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ことが推定されるところ、粒子の持っている熱量が程よく壁面に伝達される時間だけ接触
（程良く付着）するようにし、伝熱し終えた粒子が次から次と変わっていくことにより総
合的な伝熱が促進されることになるから、傾斜壁による熱伝達率の向上が期待される。
【００７４】
この場合、傾斜を持った伝熱手段の表面等に付着した固体粒子が堆積しない構成、例え
ば、伝熱手段の表面の摩擦力を低下させる加工を施したり、摩擦力を低減させる部材を塗
布したりすることが好ましい。しかしたとえ固体粒子が堆積したとしても、固体粒子同士
が熱伝達を行い、最終的に伝熱手段に熱伝達される構成であればよい。このようにするこ
とにより、外郭を重力方向に狭く傾斜させることは、流動層装置における熱伝達率の向上
を実現させるものである。
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【００７５】
図２は、本発明の一実施形態に係る流動層装置及び／または循環式流動層装置の熱伝達
率に関するグラフである。同図（ａ）は、流動層装置及び／または循環式流動層装置にお
けるライザー部の空塔速度と熱伝達率との関係を示すグラフである。同図において、正立
させたライザー部を、断面視にて第一の外壁面及び／または第二の外壁面が重力方向に狭
くなるように傾斜させたライザー部（以下、「傾斜させたライザー部」ともいう。）及び
揺動させたライザー部のそれぞれの上部、中央部及び下部における空塔速度Ｕｇ（ｍ／ｓ
）と熱伝達率ｈ（Ｗ／ｍ２ｋ）の値を示す。なお、ライザー部各部には計測用の発熱板を
介在させている。
【００７６】
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実験装置及び実験方法は以下のとおりである。
・

ライザー部側面の３箇所に、厚さ：０．１ｍｍのステンレス発熱板（寸法：１２６

ｍｍ×３２４ｍｍまたは１２６ｍｍ×４２４ｍｍ）を内壁面に貼付した同一寸法のベーク
ライト製側壁を設置し、ステンレス発熱板を通電加熱して、その表面温度を外径：１ｍｍ
のＴ型シース熱電対で計測すると共に、分散板から７６６ｍｍ上方のライザー中央部の固
気混相流温度を計測して熱伝達率を求めた。
・

固体粒子は、粒径０．１８〜０．３５ｍｍの石灰石粒子（充填量：４０ｋｇ）とし

た。
・

ライザー部の傾斜は、傾斜角＝１５°として構成した。

・

ライザー部の揺動は、実験装置に揺動台を搭載し、揺動に係る横揺れ振幅＝±１５

10

°、周期＝６ｓの横揺れ運動として構成した。
【００７７】
同図に示すとおり、ライザー部の中央部及び上部では、正立させたライザー部より、揺
動させたライザー部及び傾斜させたライザー部のほうが、熱伝達率が数倍大きいことが確
認できる。このことから、熱伝達率の増大は壁面下降流による固体粒子の発熱板へ程よく
付着することに起因すると考えられる。また、空塔速度の増大に伴い壁面下降流が増大す
ることによると考えられる。
【００７８】
一方、ライザー部の下部での熱伝達率は、Ｕｇ≦２．２１（ｍ／ｓ）では中央部及び上
部に比べて遥かに大きい。これは下部の粒子容積分率が中央部及び上部に比べて高いため

20

であると考えられる。しかし、Ｕｇ＞２．２１（ｍ／ｓ）では熱伝達率は急激に減少する
。これは、空塔速度の増大に伴って下部の粒子容積分率が急減するため、下部に介在する
発熱板に程よく付着する粒子量が減少するからであると考えられる。
【００７９】
また、同図では同時に、横揺れ状態及び傾斜状態における各部熱伝達率を示すところ、
横揺れ時の中央部及び上部では正立時と比べると顕著に増大することが確認できる。これ
は、横揺れ運動によりライザー部の側面の壁面下降流が周期的に変動し、粒子流下量も大
幅に増加するためと考えられる。一方、下部の熱伝達率は、空塔速度が小さいＵｇ≦２．
２１（ｍ／ｓ）を除いて正立時の熱伝達率よりも大きい。これは流下量が増加した石灰石
粒子が下部に滞留するため、正立状態に比べると粒子容積分率が増大するためであると考

30

えられる。さらに、傾斜状態における熱伝達率はいずれも正立時、横揺れ時よりも遥かに
大きい。これは、発熱板が傾斜したライザー部の側面の下側となるため、壁面下降流が発
熱板に接触する度合いが高まるからであると考えられる。
【００８０】
同図（ｂ）は、流動層装置及び／または循環式流動層装置におけるライザー部の粒子容
積分率と熱伝達率との関係を示すグラフである。図中の実線は、正立状態のライザー部の
上部及び下部の熱伝達データの整理式を指標するものである。これにより、ライザー部の
中央部及び上部での熱伝達は内壁面に沿って流下する粒子が壁面と接触することにより促
進されることが認識できる。一方、壁面下降流によってライザー部の下部に滞留する粒子
が直接発熱板に接触することにより熱伝達が促進され、伝熱促進のメカニズムも中央部及

40

び上部とは異なるものと考えられる。
【００８１】
ライザー部の上部の熱伝達率に注目すると、横揺れ時の熱伝達（整理式を破線で示す。
）は、正立状態と比べると（粒子容積率が同じでも）増大していることが確認される。こ
れは、横揺れ運動により内壁面に付着する固体粒子の数量が増大し、粒子の持っている熱
量が程よく壁面に伝達される時間だけ、接触するようにし、伝熱し終えた粒子が次から次
と変わっていくことにより総合的な伝熱が促進されるため、（粒子容積分率が同じでも）
熱伝達率が増大することによるものと考えられる。また、壁面下降流により上部を流下す
る粒子は、引き続き中央部も流下するため、中央部の熱伝達率は（粒子容積分率が同じで
も）上部に比較すると熱伝達率が大きくなっているものと考えられる。さらに、上部と同
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様、横揺れ運動により内壁面に付着する固体粒子の数量が増大し、粒子の持っている熱量
が程よく壁面に伝達される時間だけ、接触するようにし、伝熱し終えた粒子が次から次と
変わっていくことにより総合的な伝熱が促進されるため、正立状態に比べると横揺れ時の
熱伝達率の方が大きくなると考えられる。
【００８２】
一方、下部における横揺れ時の熱伝達率は、実線で示す正立状態の整理式に対応する場
合とほとんど一致しており、下部においては正立状態と横揺れ時で熱伝達率の実態は変わ
らないと考えられる。ただし、横揺れにより粒子容積分率が増大するため、横揺れ時の熱
伝達率は正立状態のものより増大するものと考えられる。
【００８３】

10

次に、本願に係るライザー部及び／またはダウンカマー部を含む流動層装置及び／また
は循環式流動層装置の構成について、説明する。図３は、本発明の一実施形態に係る流動
層装置３及び４の構成を示す図である。同図（ａ）の流動層装置３は、ライザー部１０、
分散板３０、伝熱面２０−１を備えて形成され、ライザー部１０の内部を固体粒子７０が
流動する仕組みになっている。固体粒子７０は、分散板３０を介して加熱部１００、送気
部２００を有した燃焼機関（例えば、プラントの燃焼装置及び船舶のエンジン等）から供
給される高温ガス（例えば、二酸化硫黄（ＳＯ２）をはじめとするＳＯｘ類を含む排気ガ
ス等）の流れによって上昇し、ライザー部１０内を流動する。このとき、ライザー部１０
を、断面視で第一の側面を重力方向に狭くなるように傾斜させて構成すること（第一の側
面と水平面とによって形成される外角が９０°未満になるようにすること）で、第一の内

20

壁面付近に浮遊する固体粒子７０は、ダウンフローにより第一の内壁面に沿って滑ったり
転がったりリバウンドしたりしながら下降する。したがって、伝熱面２０−１が介在する
第一の内壁面に固体粒子７０が接触する機会が増加し、粒子の持っている熱量が程よく壁
面に伝達される時間だけ、接触するようにし、伝熱し終えた粒子が次から次と変わってい
くことにより総合的な伝熱が促進されるため、熱伝達率を向上させることができる。なお
、図示はしないが、伝熱面２０−１をライザー部１０の下部の内壁面に介在させることで
、ライザー部１０の下部に滞留する固体粒子７０が伝熱面２０−１に接触するため、さら
に熱伝達率を向上させることができる。また、分散板３０の下部から空気を供給し、ライ
ザー部１０から燃料ガスを吹き込んだり可燃材を入れることにより、ライザー部１０内で
燃焼による発熱が同時に行われるような方式にしてもよい。

30

【００８４】
同図（ｂ）の流動層装置４は、ライザー部１０の内部に伝熱面２０−２を１又は複数個
設ける構成を有している。このとき、ライザー部１０を、断面視で第一の側面及び第二の
側面が重力方向に狭くなるように傾斜させて構成し（第一の側面と水平面とによって形成
される外角及び第二の側面と水平面とによって形成される外角が９０°未満になるように
すること）、かつ、内部に伝熱面２０−２を傾斜させて設けることで、第一の内壁面、第
二の内壁面及び伝熱面２０−２付近に浮遊する固体粒子７０は、ダウンフローにより第一
の内壁面、第二の内壁面及び伝熱面２０−２に沿って滑ったり転がったりリバウンドした
りしながら下降する。したがって、伝熱面２０−１が介在する第一の内壁面、第二の内壁
面及び伝熱面２０−２に固体粒子７０が接触する機会が増加し、粒子の持っている熱量が

40

程よく壁面に伝達される時間だけ、接触するようにし、伝熱し終えた粒子が次から次と変
わっていくことにより総合的な伝熱が促進されるため、熱伝達率を向上させることができ
る。なお、図示はしないが、伝熱面２０−１をライザー部１０の下部の内壁面に介在させ
るか、或いは伝熱面２０−２をライザー部の下部に設けることで、ライザー部１０の下部
に滞留する固体粒子７０が伝熱面２０−１或いは伝熱面２０−２に接触するため、さらに
熱伝達率を向上させることができる。
【００８５】
図４は、本発明の別の一実施形態に係る循環式流動層装置５の構成を示す図である。同
図に示すとおり、循環式流動層装置５は、図３の流動層装置３及び４に係る構成に加え、
固気分離部４０、ダウンカマー部５０、バルブ６０（例えば、ループシールバルブ或いは
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ニューマチックバルブ等）、粒子供給装置８０及び粒子回収装置９０をさらに備えて構成
される。このとき、ライザー部１０を、断面視で第一の側面を重力方向に狭くなるように
傾斜させて構成すること（第一の側面と水平面とによって形成される外角が９０°未満に
なるようにすること）で、第一の内壁面付近に浮遊する固体粒子７０は、ダウンフローに
より第一の内壁面に沿って滑ったり転がったりリバウンドしたりしながら下降する。した
がって、伝熱面２０−１が介在する第一の内壁面に固体粒子７０が接触する時間が増加し
、粒子の持っている熱量が程よく壁面に伝達される時間だけ、接触するようにし、伝熱し
終えた粒子が次から次と変わっていくことにより総合的な伝熱が促進されるため、熱伝達
率を向上させることができる。なお、図示はしないが、伝熱面２０−１をライザー部１０
の下部の内壁面に介在させることで、ライザー部１０の下部に滞留する固体粒子７０が伝

10

熱面２０−１に接触するため、より熱伝達率を向上させることができる。また、ライザー
部１０の内部の下部に伝熱面を傾斜させて設ければ、一層伝熱率を向上させることができ
る。
【００８６】
また図５は、本発明のまた別の一実施形態に係る循環式流動層装置６を示す図である。
同図に示すとおり、ライザー部１０を、断面視で第一の側面及び第二の側面が重力方向に
狭くなるように傾斜させて構成すること（第一の側面と水平面とによって形成される外角
及び第二の側面と水平面とによって形成される外角が９０°未満になるようにすること）
で、第一の内壁面及び第二の内壁面付近に浮遊する固体粒子７０は、ダウンフローにより
第一の内壁面及び第二の内壁面に沿って滑ったり転がったりリバウンドしたりしながら下
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降する。したがって、伝熱面２０−１が介在する第一の内壁面及び第二の内壁面に固体粒
子７０が接触する時間が増加し、粒子の持っている熱量が程よく壁面に伝達される時間だ
け、接触するようにし、伝熱し終えた粒子が次から次と変わっていくことにより総合的な
伝熱が促進されるため、熱伝達率を向上させることができる。なお、図示はしないが、伝
熱面２０−１をライザー部１０の下部の内壁面に介在させることで、ライザー部１０の下
部に滞留する固体粒子７０が伝熱面２０−１に接触するため、より熱伝達率を向上させる
ことができる。また、ライザー部１０の内部の下部に伝熱面を傾斜させて設ければ、一層
熱伝達率を向上させることができる。
【００８７】
一方、図４及び図５に係る循環式流動層装置５及び６で、ダウンフローせずに上昇した
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固体粒子７０は、所定の配管等を介して搬送され、固気分離器４０で気体及び微小の粒子
と分別される。そして、固体粒子７０は、サイクロン機能によってダウンカマー部５０の
下部中央に集約される。このとき、図６において、本発明の一実施形態に係る循環式流動
層装置７を示すところ、ダウンカマー部５０を、断面視で第一の側面及び第二の側面が重
力方向に狭くなるように傾斜させて構成されること（第一の側面と水平面とによって形成
される外角及び第二の側面と水平面とによって形成される外角が９０°未満になるように
すること）により、第一の内壁面及び第二の内壁面に沿って滑ったり転がったりリバウン
ドしたりしながら下降する。したがって、伝熱面２０−３が介在する第一の内壁面及び第
二の内壁面に固体粒子７０が接触する機会が増加し、粒子の持っている熱量が程よく壁面
に伝達される時間だけ、接触するようにし、伝熱し終えた粒子が次から次と変わっていく

40

ことにより総合的な伝熱が促進されるため、熱伝達率を向上させることができる。なお、
図示はしないが、伝熱面２０−３をダウンカマー部５０の下部の内壁面に介在させること
で、ダウンカマー部５０の下部に滞留する固体粒子７０が伝熱面２０−３に接触するため
、さらに熱伝達率を向上させることができる。また、ダウンカマー部５０の内部の下部に
伝熱面を傾斜させて設ければ、より一層伝熱率を向上させることができる。
【００８８】
また、循環式流動層装置５、６及び７に係る粒子供給装置８０にて、不足した固体粒子
７０を供給することができ、粒子回収装置９０にてその効用を終えた固体粒子７０（例え
ば、複数回循環を繰り返して熱回収効果や脱硫効果が著しく低減してしまった粒子等）を
回収することができる。一方さらに、ダウンカマー部５０で集約した固体粒子７０は、バ
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ルブ６０に堆積せずに流動が可能な状態にし、再びライザー部１０に搬送される。またさ
らに、内壁面に介在させた伝熱面２０−１及び２０−３は、熱媒体（例えば、清水等の伝
熱効果を有するものを含む。）の入口と出口を設けることで、熱伝達された熱媒体を他の
用途（例えば、洗浄用水及び調理用水等）に利用することができる。
【００８９】
また、上記に記載した実施形態における個体粒子７０を、酸化鉄の粒子や生石灰の粒子と
することにより、高温ガスや燃焼ガス中に含まれるＳＯｘ等の硫黄成分の脱硫を同時に行
うことができる。
【００９０】
図７は、本発明のさらに別の一実施形態に係る循環式流動層装置を揺動させる構成にし

10

た状態を示す概念図である。ここで、揺動とは、振幅動、上下動、回転動、摺動を問わず
、固体粒子が伝熱手段（たとえば伝熱板）に角度をもって衝突することを動的に可能にす
る作用・動作総てを含む概念をいう。同図に示されるように、揺動により周期的に傾斜面
が形成される流動層となるため、上記で説明した傾斜による熱伝達効率の向上が動的にも
たらされることとなる。また、循環式流動層装置を船舶等に搭載した場合には、船舶は波
浪の影響により所定の周期で揺れるため、揺動のための動力を特に別途設ける必要なく、
ライザー部及びダウンカマー部は都度傾斜を動的に構成する。この場合、図示はしないが
、固体粒子７０は傾斜した内壁面に沿って滑ったり転がったりリバウンドしたりしながら
下降する。したがって、伝熱面が介在する第一の内壁面及び第二の内壁面に固体粒子７０
が接触する機会が増加し、粒子の持っている熱量が程よく壁面に伝達される時間だけ、接

20

触するようにし、伝熱し終えた粒子が次から次と変わっていくことにより総合的な伝熱が
促進されるため、熱伝達率を向上させることができる。
【００９１】
なお、本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、本発明の主旨を逸脱し
ない範囲内で種々変更して実施することが可能である。
【００９２】
また、上述した実施例は、本発明に係る技術思想を具現化するための実施形態の一例を
示したにすぎないものであり、他の実施形態でも本発明に係る技術思想を適用することが
可能である。たとえば、上記では、揺動が自発的にもたらされる産業的応用の例として船
舶の燃焼機関（例えば、船舶のボイラーやエンジン等）を取り上げて説明したが、本願は
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船舶に限定されることなく、たとえば、海洋に設けた浮体、車両等であっても、同じよう
に、そこから供給される高温ガスや燃焼ガスから熱を回収しながらライザー部１０内を流
動させることで、本願の技術的思想を適用して本願による効果を奏することが可能である
。
【００９３】
さらにまた、本発明を用いて生産される装置、方法、システムが、その２次的生産品に
搭載されて商品化された場合であっても、本発明の価値は何ら減ずるものではない。
【産業上の利用可能性】
【００９４】
上述したように、本願に係る流動層装置若しくは循環式流動層装置の外郭（ライザー部
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及び／またはダウンカマー部を含む。）を重力方向に狭くなるように傾斜させることで、
外郭に介在した伝熱手段（伝熱面、発熱板を含む。）に沿って固体粒子を落下させること
ができる。また、外郭内に伝熱手段を傾斜させて設けることで、傾斜を持った伝熱手段に
沿って固体粒子を落下させることができる。すなわち、固体粒子が伝熱手段の表面を転が
る状態であったり、滑って下降していく状態であったり、或いは一度伝熱手段上に落下し
た固体粒子がリバウンドしたりする状況が形成される。したがって、接触する固体粒子の
数量、固体粒子が伝熱手段に接触する機会が増加し、粒子の持っている熱量が程よく壁面
に伝達される時間だけ、接触するようにし、伝熱し終えた粒子が次から次と変わっていく
ことにより総合的な伝熱が促進されるため、熱伝達率の向上を実現させることができる。
【００９５】
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特に船舶の場合、動力機関として高効率なディーゼルエンジン（低質油）を利用している
ため、排気ガス性状の悪さ（すす（スート）やＳＯｘ等）が際立つが、その一方では、船
舶は装置の設置スペースの制限や波浪による船体の揺動といった制約があるため、省エネ
対策が困難となっている。よって本願は、スート対策やＳＯｘ対策がなされたコンパクト
で信頼性が高く、かつ揺動を有効活用した船舶での省エネ対策として顕著な効果を発揮す
る。さらに本願では環境保全や汚染の抑制を行う効果を発揮し得る。排熱の熱回収は地球
の温暖化を、脱硫は空気汚染を防止するため、これらの要素は今後ますます重要性が高い
ものといえる。
【００９６】
したがって、本願の技術思想は船舶にその適用範囲を限定されることなく、海洋に設け
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た浮体、車両等であってもよく、また、燃焼機関を有するプラント、発電所及び製造業に
係る工場にも利用可能性が高く、省エネ効果、環境保全対策といった現代及び将来のニー
ズに合致し、各種産業全般に対して大きな有益性をもたらすものである。
【図面の簡単な説明】
【００９７】
【図１】本発明の一実施形態に係る流動層装置及び／または循環式流動層装置におけるラ
イザー部の内壁面の状態を表す状態図であり、同図（ａ）は、ライザー部を正立させたと
きの状態を示し、同図（ｂ）は、ライザー部を傾斜させて設けた構成或いはライザー部の
内部に傾斜させて設けた伝熱面の表面の状態を示す。
【図２】本発明の一実施形態に係る流動層装置及び／または循環式流動層装置の熱伝達率
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に関するグラフであり、同図（ａ）は、流動層装置及び／または循環式流動層装置におけ
るライザー部の空塔速度と熱伝達率との関係を示すグラフを示し、同図（ｂ）は、流動層
装置及び／または循環式流動層装置におけるライザー部の粒子容積分率と熱伝達率との関
係を示すグラフを示す。
【図３】本発明の一実施形態に係る流動層装置３及び４を示す図であり、同図（ａ）では
ライザー部１０の内部を固体粒子７０が流動する仕組みを示し、同図（ｂ）の流動層装置
４は、ライザー部１０の内部に伝熱面２０−２を１又は複数個設ける構成を示す。
【図４】本発明の一実施形態に係る循環式流動層装置５を示す図である。
【図５】本発明の一実施形態に係る循環式流動層装置６を示す図である。
【図６】本発明の一実施形態に係る循環式流動層装置７を示す図である。
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【図７】本発明の一実施形態に係る循環式流動層装置を揺動させる構成にした状態を示す
概念図である。
【図８】従来技術による流動層装置を示す図である。
【図９】従来技術による循環式流動層装置を示す図である。
【符号の説明】
【００９８】
７…船舶、１０…ライザー部（外郭）、２０−１…伝熱面（伝熱手段）、２０−２…伝熱
面（伝熱手段）、３０…分散板、４０…固気分離部、５０…ダウンカマー部（外郭）、６
０…バルブ、７０…固体粒子、８０…粒子供給装置、９０…粒子回収装置、１００…加熱
部（加熱手段）、２００…送気部（送気手段）
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