(19)日本国特許庁（ＪＰ）

(12)

公開特許公報（Ａ）

(11)特許出願公開番号

特開2000−193364
（Ｐ２０００−１９３３６４Ａ）
(43)公開日 平成12年７月14日(2000.7.14)
(51)Int.Cl.
F25J

７

識別記号

1/02

ＦＩ
F25J

テーマコート゛ (参考)
1/02

審査請求
(21)出願番号

特願平10−369064

(22)出願日

平成10年12月25日(1998.12.25)

(71)出願人

4D047

未請求

請求項の数13

ＯＬ （全７頁）

396020800
科学技術振興事業団
埼玉県川口市本町４丁目１番８号

(72)発明者

武田 常広
東京都江東区越中島１−３、17−306

(74)代理人

100099265
弁理士

Ｆターム(参考)

長瀬 成城

4D047 AA03 BA09 CA06 DB03 DB05

(54)【発明の名称】液体ヘリウム再凝縮装置およびその装置に使用するトランスファ―ライン
(57)【要約】
【課題】液体ヘリウム再凝縮装置において、同槽から気
化したヘリウムガスを再び液体ヘリウム貯留槽に循環利
用できる液体ヘリウム再凝縮システムを提供する。
【解決手段】液体ヘリウム貯留槽１と、該貯留槽で気化
したヘリウムガスを回収し同ヘリウムガスを冷却および
液化する冷凍機５とを有し、同冷凍機によって冷却した
冷却ヘリウムガスあるいは液化した液体ヘリウムを前記
貯留槽内に戻すことができるようにした液体ヘリウム再
凝縮装置において、同装置は前記液体ヘリウム貯留槽内
で昇温した高温ヘリウムガスを前記冷凍機に供給し前記
冷凍機で冷却ヘリウムガスにして前記貯留槽内の上部に
供給するライン９ｃと、前記液体ヘリウム貯留槽内の液
体ヘリウムの液面近傍の低温ヘリウムガスを前記冷凍機
に供給し前記冷凍機で液体ヘリウムにして前記貯留槽内
に供給するライン９ｂ、９ａとを備えてなることを特徴
とする液体ヘリウム再凝縮装置。
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【特許請求の範囲】

たことを特徴とする請求項１〜請求項８に記載の液体ヘ

【請求項１】液体ヘリウム貯留槽と、該貯留槽で気化し

リウム再凝縮装置。

たヘリウムガスを回収し同ヘリウムガスを冷却および液

【請求項１０】液体ヘリウム貯留槽で気化したヘリウム

化する冷凍機とを有し、同冷凍機によって冷却した冷却

ガスを回収し、同ヘリウムガスを冷却および液化し再び

ヘリウムガスあるいは液化した液体ヘリウムを前記貯留

液体ヘリウム貯留槽に供給するヘリウム再凝縮方法にお

槽内に戻すことができるようにした液体ヘリウム再凝縮

いて、前記液体ヘリウム貯留槽内で昇温した高温ヘリウ

装置において、同装置は前記液体ヘリウム貯留槽内で昇

ムガスを冷凍機に供給し、同冷凍機で冷却ヘリウムガス

温した高温ヘリウムガスを前記冷凍機に供給し前記冷凍

にして前記貯留槽内の上部に供給し、また前記液体ヘリ

機で冷却ヘリウムガスにして前記貯留槽内の上部に供給
するラインと、前記液体ヘリウム貯留槽内の液体ヘリウ

ウム貯留槽内の液体ヘリウムの液面近傍の低温ヘリウム
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ガスを冷凍機に供給し同冷凍機で液体ヘリウムにして前

ムの液面近傍の低温ヘリウムガスを前記冷凍機に供給し

記貯留槽内に供給してなることを特徴とする液体ヘリウ

前記冷凍機で液体ヘリウムにして前記貯留槽内に供給す

ム再凝縮方法。

るラインとを備えてなることを特徴とする液体ヘリウム

【請求項１１】前記液体ヘリウムを、少なくとも低温ヘ

再凝縮装置。

リウムガスまたは冷却ヘリウムガスの一方のガスによっ

【請求項２】前記冷凍機と前記液体ヘリウム貯留槽内の

て高温部に直接触れないようにしながら前記液体ヘリウ

上部とを接続するラインと、前記低温ヘリウムガスを前

ム貯留槽内に供給するようにした請求項１０に記載の液

記冷凍機に供給し前記冷凍機で液体ヘリウムにして前記

体ヘリウム再凝縮方法。

貯留槽内に供給するラインとを周囲が真空層で断熱され

【請求項１２】液体ヘリウムを供給するラインと、低温

た一つの管内に配置したことを特徴とする請求項１に記

ヘリウムガスを供給するラインと、前記低温ヘリウムガ

載の液体ヘリウム再凝縮装置。

20

スよりも高温の冷却ヘリウムガスを供給するラインとを

【請求項３】前記配置は、液体ヘリウムを供給するライ

備え、前記ラインは夫々が真空層を外周に有する管で形

ンを中心とし、その周囲に低温ヘリウムガスを冷凍機に

成されているとともに、各管は周囲が真空層で断熱され

供給するラインを配置し、さらにその周囲に冷凍機で冷

た一つの管内に配置して構成されてことを特徴とするト

却された冷却ヘリウムガスを供給するラインを配置した

ランスファーライン。

３重管となるように形成したことを特徴とする請求項２

【請求項１３】液体ヘリウムを供給するラインを中心

に記載の液体ヘリウム再凝縮装置。

に、その周囲に低温ヘリウムガスを供給するラインを配

【請求項４】前記配置は、液体ヘリウムを供給するライ

置し、さらにその周囲に前記低温ヘリウムガスよりも高

ンと、低温ヘリウムガスを冷凍機に供給するラインと、

温の冷却ヘリウムガスを供給するラインを配置し、前記

冷凍機で冷却された冷却ヘリウムガスを供給するライン

ラインは夫々が真空層を外周に有する管で構成されてい

とを互いに並列に配置してなることを特徴とする請求項

30

ることを特徴とするトランスファーライン。

２に記載の液体ヘリウム再凝縮装置。

【発明の詳細な説明】

【請求項５】前記ラインは夫々が真空層を周囲に有する

【０００１】

管で形成されていることを特徴とする請求項３または請

【発明の属する技術分野】本発明は、液体ヘリウム再凝

求項４に記載の液体ヘリウム再凝縮装置。

縮装置およびその装置に使用するトランスファーライン

【請求項６】前記冷凍機と前記液体ヘリウム貯留槽内の

に関するものであり、具体的には、脳磁気計測システム

上部とを接続するラインと、前記低温ヘリウムガスを前

内で使用する脳磁計を極低温に維持するための液体ヘリ

記冷凍機に供給し前記冷凍機で液体ヘリウムにして前記

ウム貯留槽において、同槽から気化したヘリウムガスを

貯留槽内に供給するラインとを分離して配置し、各ライ

再び液体ヘリウム貯留槽に循環利用できる液体ヘリウム

ンを真空層で断熱した管として構成したことを特徴とす
る請求項１に記載の液体ヘリウム再凝縮装置。

再凝縮装置およびトランスファーラインに関するもので
40

ある。また、この液体ヘリウム再凝縮装置およびトラン

【請求項７】前記冷凍機で液化された液体ヘリウムはそ

スファーラインは前記脳磁気計測システム以外にも心磁

の周囲を低温ヘリウムガスによって高温部と断熱した状

図やＭＲＩを測定する装置や、極低温における様々の材

態で貯留槽に供給されるようにしたことを特徴とする請

料物性の開発評価研究等に利用可能である。

求項６に記載の液体ヘリウム再凝縮装置。

【０００２】

【請求項８】前記高温ヘリウムガスの一部を冷凍機で液

【従来の技術】人間の脳から発生する磁界を検出する脳

化し、前記貯留槽に供給可能にしたことを特徴とする請

磁気計測システムの開発が進められている。このシステ

求項１〜請求項７のいずれか１項に記載の液体ヘリウム

ムでは脳の活動を高時空間分解能で非侵襲的に計測でき

再凝縮装置。

るＳＱＵＩＤ（超電導量子干渉素子）が利用されてお

【請求項９】前記冷凍機によって液化された液化ヘリウ

り、このＳＱＵＩＤは断熱された槽内に貯留されている

ムは気液分離器を通して貯留槽内に供給されるようにし

50

液体ヘリウムに侵漬され、冷却された状態で用いられ
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る。

が、移送途中で気化する割合が高くなり移送効率が悪く

【０００３】上記システムに使用している従来からの液

なる。よって装置の維持管理に莫大な運転コストが必要

体ヘリウム貯留槽では、同槽から蒸発したヘリウムガス

となり、結果的に大気開放と同程度のコストがかかって

はほとんどの場合大気に開放している。しかしこの方式

いる。このためさらに経済効率に優れた新しい形態の液

では１リットル当たり１２００円以上する高価なヘリウ

体ヘリウム再循環システムの開発が必要とされている。

ムを多量に無駄に消費するため経済的に極めて不利であ

【０００７】上記のような背景の中で、本発明者は、液

る。また、液体ヘリウム貯留槽で減少した分の液体ヘリ

体ヘリウムは約４°Ｋの液化状態から約４°Ｋのガス状

ウムを液体ヘリウムタンクから補う必要があるが、液体

態に状態変化する際に必要とする熱量（気化熱）より

ヘリウムを補充するための作業は極めて煩雑である上、
業者に依頼する場合にはコストが嵩む等の問題がある。

も、約４°Ｋのガスから約３００°Ｋのガスに昇温する
10

までに必要とする熱量（顕熱）の方が遙かに大きいこ

【０００４】上記背景から最近では、液体ヘリウム貯留

と、同時に高温ヘリウムガスを低温ヘリウムガスに冷却

槽で気化したヘリウムガスを全量回収し再凝縮して液化

するのは、それほどエネルギーを必要としないが、低温

し、再び液体ヘリウム貯留槽内に戻す液体ヘリウム再循

ヘリウムガスを液体ヘリウムに液化する際には大きなエ

環システムの開発が進められている。こうした液体ヘリ

ネルギーを必要とすることに着目して、本発明を成すに

ウム再循環システムの一例の概略構成を図４を参照して

至った。

簡単に説明すると、図中１０１は脳磁計を収容している

【０００８】即ち、本発明はヘリウムを循環する際に、

液体ヘリウム貯留槽、１０２は貯留槽１０１内で気化し

液体ヘリウム貯留槽内の約３００°Ｋにまで昇温した高

たヘリウムガスを回収するドライポンプ、１０３はヘリ

温ヘリウムガスを回収し、冷凍機で比較的容易に冷却で

ウムガス内に混入している水分を除去する乾燥器、１０

きる温度、例えば約４０°Ｋの冷却ヘリウムガスにして

４は流量調整弁、１０５は精製器、１０６は補助冷凍

20

前記貯留槽内の上部に供給し、また前記液体ヘリウム貯

機、１０７は同補助冷凍機１０６の第１熱交換器、１０

留槽内の液体ヘリウムの液面近傍で冷えている低温ヘリ

８は再凝縮冷凍機、１０９は再凝縮冷凍機１０８の再凝

ウムガス、例えば約１０°Ｋの低温ヘリウムガスを回収

縮熱交換器であり、液体ヘリウム貯留槽１０１で気化し

し、冷凍機で約４°Ｋの液体ヘリウムにして前記貯留槽

昇温した約３００°Ｋのヘリウムガスはドライポンプ１

内に供給し、貯留槽内で蒸発した分の液体ヘリウムを容

０２で吸引され、乾燥器１０３、精製器１０５を経て補

易に補充できる新しい液体ヘリウム再循環装置を提供

助冷凍機１０６で約４０°Ｋの極低温ヘリウムガスに冷

し、上記従来の再循環システムのもつ問題点を解決する

却され、さらに再凝縮冷凍機１０８の再凝縮熱交換器１

ことを目的とする。

０９で約４°Ｋの液体ヘリウムに液化され、ここからト

【０００９】こうして本装置では、液体ヘリウム貯留槽

ランスファーライン１１０を経由して液体ヘリウム貯留

内では冷却ヘリウムガスの顕熱によって大量の熱を奪う

槽に供給される構成となっている。

30

ことができ、蒸発する液体ヘリウムを極めて少量に押さ

【０００５】この液体ヘリウム再循環システムは基本的

えることが可能となる。また約３００°Ｋの高温ヘリウ

に、液体ヘリウム貯留槽内で蒸発したヘリウムガスを全

ムガスから約４０°Ｋの冷却ヘリウムガスにまで冷却す

量回収し再利用する方式であるため、従来のように大気

るエネルギーは、約４０°Ｋのヘリウムガスから約４°

開放したり、あるいはガスバッグ等に回収して再液化を

Ｋの液体ヘリウムとするまでに必要とするエネルギーに

行う方法に比較して、ヘリウムの使用量が非常に少な

比較して格段に少なくてすむことから、本装置では従来

く、極めて経済的、かつ、効率的であり、最近では積極

のように回収したヘリウムガスを全量液化する従来の方

的にその実用化が進められている。また、不足分の液体

法に比較してヘリウムガスを液化するための冷凍機運転

ヘリウムを充填する作業もほとんど必要ないため装置の

等に必要なエネルギーを大幅に低下させることが可能と

維持管理の面で取扱いが容易である。
【０００６】

なり極めて経済的である。また、本装置によれば液体ヘ
40

リウム貯留槽内に貯留されている液体ヘリウムの液面近

【発明が解決しようとする課題】しかし、上記のような

傍の低温ヘリウムガスを回収し液化することでヘリウム

再循環システムでは次のような改善すべき問題点があ

ガスを液化するためのエネルギーを大幅に節約すること

る。即ち、液体ヘリウムはＳＱＵＩＤなどを冷却するた

ができランニングコストの低減を図ることができる。

めには不可欠であるが、ヘリウムガスを液体ヘリウムに

【００１０】さらに、冷凍機で液化したヘリウムを供給

するためには、冷凍機を作動するための非常に大きな電

するラインの周囲に、冷却したヘリウムガスや低温のヘ

気エネルギーが必要となり、また、冷凍機用の圧縮ポン

リウムガスを流すことにより、液体ヘリウムを供給する

プを冷却するために大量の水が必要となる。また、冷凍

ラインを外部の高温部と遮断し、輸送中の液体ヘリウム

機で液化した液体ヘリウムをトランスファーラインを経

の気化を防止しているため、ヘリウムガスを液化するた

由して液体ヘリウム貯留槽に循環する際に、液体ヘリウ

めのエネルギロスがなくなり、効率の良いヘリウム再凝

ムを高温部と完全に隔離することが難しく液体ヘリウム

50

縮装置を得ることができる。
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【００１１】

に供給し、また前記液体ヘリウム貯留槽内の液体ヘリウ

【課題を解決するための手段】このため、本発明が採用

ムの液面近傍の低温ヘリウムガスを冷凍機に供給し同冷

した課題解決手段は、液体ヘリウム貯留槽と、該貯留槽

凍機で液体ヘリウムにして前記貯留槽内に供給してなる

で気化したヘリウムガスを回収し同ヘリウムガスを冷却

ことを特徴とする液体ヘリウム再凝縮方法であり、前記

および液化する冷凍機とを有し、同冷凍機によって冷却

液体ヘリウムを、少なくとも低温ヘリウムガスまたは冷

した冷却ヘリウムガスあるいは液化した液体ヘリウムを

却ヘリウムガスの一方のガスによって高温部に直接触れ

前記貯留槽内に戻すことができるようにした液体ヘリウ

ないようにしながら前記液体ヘリウム貯留槽内に供給す

ム再凝縮装置において、同装置は前記液体ヘリウム貯留

るようにした液体ヘリウム再凝縮方法であり、液体ヘリ

槽内で昇温した高温ヘリウムガスを前記冷凍機に供給し
前記冷凍機で冷却ヘリウムガスにして前記貯留槽内の上

ウムを供給するラインと、低温ヘリウムガスを供給する
10

ラインと、前記低温ヘリウムガスよりも高温の冷却ヘリ

部に供給するラインと、前記液体ヘリウム貯留槽内の液

ウムガスを供給するラインとを備え、前記ラインは夫々

体ヘリウムの液面近傍の低温ヘリウムガスを前記冷凍機

が真空層を外周に有する管で形成されているとともに、

に供給し前記冷凍機で液体ヘリウムにして前記貯留槽内

各管は周囲が真空層で断熱された一つの管内に配置して

に供給するラインとを備えてなることを特徴とする液体

構成されてことを特徴とするトランスファーラインであ

ヘリウム再凝縮装置であり、前記冷凍機と前記液体ヘリ

り、液体ヘリウムを供給するラインを中心に、その周囲

ウム貯留槽内の上部とを接続するラインと、前記低温ヘ

に低温ヘリウムガスを供給するラインを配置し、さらに

リウムガスを前記冷凍機に供給し前記冷凍機で液体ヘリ

その周囲に前記低温ヘリウムガスよりも高温の冷却ヘリ

ウムにして前記貯留槽内に供給するラインとを周囲が真

ウムガスを供給するラインを配置し、前記ラインは夫々

空層で断熱された一つの管内に配置したことを特徴とす

が真空層を外周に有する管で構成されていることを特徴

る液体ヘリウム再凝縮装置であり、前記配置は、液体ヘ

20

とするトランスファーラインである。

リウムを供給するラインを中心とし、その周囲に低温ヘ

【００１２】

リウムガスを冷凍機に供給するラインを配置し、さらに

【実施の形態】以下図面を参照して本発明に係わる多重

その周囲に冷凍機で冷却された冷却ヘリウムガスを供給

循環式液体ヘリウム再凝縮装置を説明すると図１は同装

するラインを配置した３重管となるように形成したこと

置の概略構成図である。図１において、１は磁気シール

を特徴とする液体ヘリウム再凝縮装置であり、前記配置

ドルーム内に配置されＳＱＵＩＤを収容するための液体

は、液体ヘリウムを供給するラインと、低温ヘリウムガ

ヘリウム貯留槽、１ａは同槽内に配置した気液分離器、

スを冷凍機に供給するラインと、冷凍機で冷却された冷

１ｂは槽内の液体ヘリウムの液面を測定する液面計、１

却ヘリウムガスを供給するラインとを互いに並列に配置

ｃは貯留槽１内で約３００°Ｋに昇温した高温ヘリウム

してなることを特徴とする液体ヘリウム再凝縮装置であ

ガスを回収するための管、２は管１ｃを介して回収した

り、前記ラインは夫々が真空層を周囲に有する管で形成

30

高温ヘリウムガスを小型冷凍機に供給する流量調節ポン

されていることを特徴とする液体ヘリウム再凝縮装置で

プ、４は流量調整弁、５は最近進歩の著しい４ＫＧＭ冷

あり、前記冷凍機と前記液体ヘリウム貯留槽内の上部と

凍機、６は同冷凍機の第１熱交換器、７は第２熱交換

を接続するラインと、前記低温ヘリウムガスを前記冷凍

器、６ａ、７ａは万一貯留槽内の液体ヘリウムが不足し

機に供給し前記冷凍機で液体ヘリウムにして前記貯留槽

た時に貯留槽内から回収した高温ヘリウムガスあるいは

内に供給するラインとを分離して配置し、各ラインを真

ヘリウム補給用ボンベ１０からのヘリウムガスをライン

空層で断熱した管として構成したことを特徴とする液体

２０を経由して液化するための第３熱交換器、第４熱交

ヘリウム再凝縮装置であり、前記冷凍機で液化された液

換器、８はヘリウムコンプレッサー、９は冷凍機５によ

体ヘリウムはその周囲を低温ヘリウムガスによって高温

って液化された液体ヘリウムを液体ヘリウム貯留槽１に

部と断熱した状態で貯留槽に供給されるようにしたこと
を特徴とする液体ヘリウム再凝縮装置であり、前記高温

供給する管９ａと貯留槽１内から低温ヘリウムガスを回
40

収するための管９ｂと冷凍機５によって約４０°Ｋにま

ヘリウムガスの一部を冷凍機で液化し、前記貯留槽に供

で冷却されたヘリウムガスを液体ヘリウム貯留槽１に供

給可能にした特徴とする液体ヘリウム再凝縮装置であ

給する管９ｃとを束ねてなるトランスファーライン、１

り、前記冷凍機によって液化された液化ヘリウムは気液

０は緊急時にヘリウムガス不足を補うことができるヘリ

分離器を通して貯留槽内に供給されるようにしたことを

ウム補給用ボンベ、１１はトランスファーライン９に接

特徴とする液体ヘリウム再凝縮装置であり、液体ヘリウ

続されるとともに液体ヘリウム貯留槽１に配置される挿

ム貯留槽で気化したヘリウムガスを回収し、同ヘリウム

入管であり、各機器は、図示のように流れ方向を矢印で

ガスを冷却および液化し再び液体ヘリウム貯留槽に供給

示している流路で連通されている。また、前記装置内の

するヘリウム再凝縮方法において、前記液体ヘリウム貯

流路中には、圧力計Ｐが図のように配置されている。

留槽内で昇温した高温ヘリウムガスを冷凍機に供給し、

【００１３】前記トランスファーラインの構造について

同冷凍機で冷却ヘリウムガスにして前記貯留槽内の上部
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説明すると、トランスファーラインには種々の形態のも

( 5 )

特開２０００−１９３３６４

7

8

のが考えられるが、ここでは図２、図３を参照して二つ

ガス化され、さらに、約３００°Ｋの常温状態になるま

の例を説明する。図２はトランスファーラインの一部破

で昇温しながら顕熱によって同槽１内の冷却作用を行

断側面図、図３（イ）は図２中のＡ−Ａ断面図、同

う。

（ロ）は異なる構造からなるトランスファーラインの断

【００１７】約３００°Ｋに昇温した高温ヘリウムガス

面図である。第１の例は、図３中（イ）に示すように周

は、貯留槽１の上部に配置したヘリウムガス回収管１ｃ

囲に真空層９ｄを有しその中心部に約４°Ｋの液体ヘリ

を介して流量調節ポンプ２で吸引され、その全量が小型

ウムが流れる流路を備えた管９ａと、周囲に真空層９ｄ

冷凍機５の第１熱交換器６に送られる。第１熱交換器６

を有しその中心部に貯留槽１内から回収した約１０°Ｋ

では、ヘリウムガスを約４０°Ｋまで冷却し、冷却した

の低温ヘリウムガスが流れる流路を備えた管９ｂと、周
囲に真空層９ｄを有しその中心部に冷凍機によって約４

ヘリウムガスをトランスファーライン内の管９ｃを通し
10

て液体ヘリウム貯留槽１内の上部に供給する。液体ヘリ

０°Ｋに冷却された冷却ヘリウムガスが流れる流路を備

ウム貯留槽１に送られた約４０°Ｋの冷却ヘリウムガス

えた管９ｃとを並列に配置し、さらにこれらの三つの管

は同槽内で約３００°Ｋに昇温するまで間、顕熱により

９ａ、９ｂ、９ｃの周囲に断熱用の真空層９ｄを有して

効率的に液体ヘリウム貯留槽１を冷却する。また、貯留

いる大径の管９Ａを配置して構成したものであり、大径

槽１の下部は液体ヘリウムの気化により常に約４°Ｋに

の管９Ａ内には断熱材１３が配置されている。

保持され、上記ヘリウムガスが上部からの熱侵入を押さ

【００１４】また、第２の例は、トランスファーライン

えることから液体ヘリウム蒸発量が押さえられる。な

９を３重管として構成したものであり、周囲に真空層９

お、貯留槽の保冷性能を上げるためには貯留槽１内に約

ｄを有する大径の管９

４０°Ｋ以下のできるだけ冷えた冷却ヘリウムガスを供

を有する中径の管９

ｃの中心部に周囲に真空層９ｄ
ｂを配置し、さらに中径の管９

ｂの中心部に周囲に真空層９ｄを有する小径の管９

給することが望ましいが、冷凍能力がその分多く必要と

を配置し、中径の管９

ａ
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ｂの周囲に約４０°Ｋの冷却ヘ

リウムガスを、小径の管９

【００１８】また、貯留槽１内の液体ヘリウムの液面近

ａの周囲に約１０°Ｋの低

温ヘリウムガスを、さらに、小径の管９

なり、コスト面で不利となる。
傍に開口部を有する管９ｂから約１０°Ｋの低温ヘリウ

ａの中心部に

ムガスを回収し小型冷凍機５の第２熱交換器７で液化す

約４°Ｋの液体ヘリウムを流すことができるようにして

る。液化されたヘリウムはトランスファーライン９内の

ある。前記（イ）の例の場合には、三つの管を束ねるこ

管９ａを通って必要に応じて気液分離器１ａを介して貯

とができるため、前記（ロ）のように３重管とする場合

留槽１内に供給される。こうして同槽内で蒸発によって

に比較してトランスファーラインの外径を小さくできる

減少した分の液体ヘリウムは約１０°Ｋの低温ヘリウム

というメリットがある。

ガスを小型冷凍機５で液化することにより低いエネルギ

【００１５】前記いずれのトランスファーライン９も貯

ーコストで常時補われる。また、トランスファーライン

留槽側端部は図１に示すように液体ヘリウム貯留槽１に
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９内を流れる液体ヘリウムは同ライン９内を通る冷却ヘ

配置される挿入管１１に接続され、さらに挿入管１１の

リウムガスあるいは低温ヘリウムガスによって高温部か

端部には気液分離器１ａが設けられている。この気体液

ら保護されながら移送されるため、液体ヘリウムの気化

分離器１ａは本発明に関わる装置では必須の構成要件で

が極力押さえられる。なお、液化するために回収する低

はなく、液体ヘリウム輸送中に生じる僅かなヘリウムガ

温ヘリウムガスは貯留槽１内のできるだけ温度の低いヘ

スが貯留槽内の温度平衡を乱すことを防止する必要があ

リウムガスを吸引すると、冷凍機による液化効率がよく

る場合に設けることが望ましい。トランスファーライン

なり、冷凍機に小型のものを使用でき、ランニングコス

９内に配置されている三つの管のうち、冷凍機によって

トが少なくできる。

液化された液体ヘリウムを貯留槽１に供給する管９ａの

【００１９】上記実施形態では、冷凍機で約４０°Ｋに

端部は気液分離器１ａに接続され、さらに、貯留槽１内
の低温ヘリウムガスを回収し冷凍機に供給する管９ｂの

まで冷却したヘリウムガスを貯留槽に供給する管９ｃ、
40

貯留槽１内から回収した約１０°Ｋの低温ヘリウムガス

端部は、槽内の可能な限りの低温域（約４°Ｋに近い低

を移送する管９ｂ、液体ヘリウムを移送する管９ａをト

温域）から低温ヘリウムガスを回収できるよう挿入管１

ランスファーライン９内に配置したものについて説明し

１の気液分離器１ａの近く、もしくは、貯留槽１内の液

たが、冷却ヘリウムガスを貯留槽１に供給する管９ｃの

体ヘリウムの液面近傍に配置され、さらに、冷凍機によ

みをトランスファーラインから分離し、独立した断熱管

って約４０°Ｋに冷却された冷却ヘリウムガスを貯留槽

として構成することも可能である。また、上記実施形態

１内に供給する管９ｃの端部は挿入管１１の上部（貯留

では貯留槽１内で約３００°Ｋに昇温した高温ヘリウム

槽１内の上部）において貯留槽１に開放されている。

ガスを全量約４０°Ｋまで冷却し、冷却ヘリウムガスを

【００１６】以上のように構成された液体ヘリウム再凝

トランスファーライン９内の流路を通して液体ヘリウム

縮装置の作動を説明する。液体ヘリウム貯留槽１内に貯

貯留槽１内の上部に供給する構成としているが、貯留槽

留された液体ヘリウムは、同槽内で約４°Ｋの液体から
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１内に供給する液体ヘリウムの補充量が不足する場合に

( 6 )

特開２０００−１９３３６４

9

10

は、流量調整弁４を操作し、図中２０で示すラインを通

とができる。本発明はその精神または主要な特徴から逸

して高温ヘリウムガスの一部を冷凍器５内の前述とは別

脱することなく、他のいかなる形でも実施できる。その

の第１熱交換器６ａ、第２熱交換器７ａを通して液化

ため、前述の実施形態はあらゆる点で単なる例示にすぎ

し、前述の管９ａを介して貯留槽１に供給することも可

ず限定的に解釈してはならない。

能である。

【００２３】

【００２０】以上のように、上記液体ヘリウム再凝縮装

【発明の効果】以上詳細に説明したように本発明によれ

置では、液体ヘリウム貯留槽で約３００°Ｋにまで昇温

ば、貯留槽内の液体ヘリウムの液面近傍に開口部を有す

したヘリウムガスを回収し、回収ヘリウムガスの全量を

る管から低温ヘリウムガス（約１０°Ｋ）を回収し小型

冷凍機の第１段目の冷凍サイクルを利用して約４０°Ｋ
にまで冷却して液体ヘリウム貯留槽に還流し、また、貯

冷凍機で液化し、貯留槽内で蒸発して不足した液体ヘリ
10

ウムを補充することができるようにしたため、液体ヘリ

留槽内の液体ヘリウムの液面近傍に開口部を有する管か

ウムを生成する際のエネルギーロスを極めて小さくで

らは約１０°Ｋの低温ヘリウムガスを回収し小型冷凍機

き、高効率、かつ、低ランニングコストの液体ヘリウム

の第２熱交換器７を経て液化し、蒸発して不足した分の

再凝縮装置を構成することができる。約４０°Ｋのヘリ

液体ヘリウムを補充することができるようにしたため、

ウムガスが約３００°Ｋにまで昇温する間に必要とする

約４０°Ｋのヘリウムガスが約３００°Ｋにまで昇温し

大量の顕熱を液体ヘリウム貯留槽を冷却するために有効

て行く間に奪う大量の熱量によって液体ヘリウム貯留槽

利用できるため、従来装置のようにヘリウムガスを全量

を冷却することができ、貯留槽下部は液体ヘリウムによ

液体ヘリウムにする必要がなくなり、従来システムに比

って約４°Ｋに保たれるため冷却効果としては従来の装

較して多大なエネルギー、費用を節約できる。また、ヘ

置と遜色のない装置とすることができる。また、貯留槽

リウムを完全回収して再利用できるため、煩雑なヘリウ

内で蒸発し不足した液体ヘリウムは、貯留槽内の液面に

20

ムガスの補充作業を不要にできるとともに液体ヘリウム

近い冷えた低温ヘリウムガスを回収して液化し貯留槽に

に掛かる費用を大幅に低減できる。冷凍機で液化された

戻す構成としたため、液体ヘリウムを生成する際のエネ

液体ヘリウムは、前記冷凍機で冷却されたヘリウムガス

ルギーロスを極めて小さくでき、高効率、かつ、低コス

によって高温部と接触することを無くした状態で移送さ

トの液体ヘリウム再凝縮装置を構成することができる。

れるようにしてあるため移送中に液体ヘリウムが気化す

【００２１】また、冷凍機で液化された液体ヘリウム

ることを防止でき、安定した状態で液体ヘリウムを槽内

は、少なくとも前記冷凍機で冷却されたヘリウムガスあ

に還流することができる。等の優れた効果を奏すること

るいは貯留槽から回収した低温ヘリウムガスによって高

ができる。

温部と接触することを無くした状態で移送されるため、

【図面の簡単な説明】

移送中に液体ヘリウムが気化する量を大幅に低減でき

【図１】本発明に係わる多重循環式液体ヘリウム再凝縮

る。また、約４０°Ｋのヘリウムガスを約４°Ｋの液体
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装置の概略構成図である。

ヘリウムに凝縮するまでに必要とするエネルギーは莫大

【図２】本発明に係わるトランスファーラインの拡大一

であるが、本発明では約１０°Ｋの低温ヘリウムガスを

部破断側面図である。

液体ヘリウムとするため、液化するためのエネルギーを

【図３】トランスファーラインの異なる二つの例の断面

少なく押さえることができ、小型の冷凍機を使用するこ

図である。

とができる。

【図４】従来の循環式式液体ヘリウム再凝縮装置の概略

【００２２】なお、上記実施形態中で説明した小型冷凍

構成図である。

器に代えて他の冷凍機を使用することができることは当

【符号の説明】

然であり、多段の冷凍機を用いてさらに多くの温度のガ

１

液体ヘリウム貯留槽

１ａ

気液分離器

１ｂ

液面計

体ヘリウム貯留槽内に配置した液面計等のセンサからの

１ｃ

約３００°Ｋの高温ヘリウムガス回収

情報により図示せぬ制御機器によって制御することがで

用の管

きる。また、装置内に使用する機器の材質等は適宜最適

２

流量調整ポンプ

なものを選択して使用することができる。上記例では液

４

流量調整弁
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