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静電気障害を防止する導電性グラスライニング
"ECOGL-Electrically Conductive Glass Lining"

グラスライニング
�の��に��した���によるグラス�の��を��するため����

グラスライニング�ECOGL-Electrically Conductive GL	を��した�ECOGL は��した���を

�� !に"#することで�グラス�への$�を��し�グラス�の��を�ぐことを%&とする

���グラスである�ECOGL の��'()は106*7 �/+�$�,-.�/は1.0 sec01と�2れた

$���34を5えているうえに�67�についても�89の:67�;<グラス�# 9 000	と=

>である�

また����グラスは�それ?@が��をAすため�:�,ピンホールBCがDできないとい

うEFがあったが�ECOGL は89G?のHIにより�ノーピンホール�がJKLMであるため�

NO�かつJPにノーピンホールQRをSTできるといった%&を5え�:QRな���グラスラ

イニング
�をUVしてユーザへWXできるようになった�

The electrically conductive glass lining�ECOGL	was developed to prevent breakage of glass layer by
static charge generated in the operation of glass lined equipments. The ECOGL has two layers of glass
over the substrate; conductive surface layer over an ordinary non-conductive layer. The static charge,
if generated, is introduced to the earth along the surface layer. With the surface resistivity and static
charge half-life period respectively 106 to 107 ohms per square and less than 1.0 sec., the ECOGL has
high antistatic effect. Moreover, the corrosion resistance of the ECOGL fairly compares with that of
our high corrosion resistance standard glass�# 9 000	.
The high voltage pinhole test cannot be applicable to the conductive glass lining for its electrical
conduction. The ECOGL, however, can be easily controlled to no-pinhole grade by the test because of
the characteristic 2-layer structure. Stable supply is assured for the reliable, quality-controlled
conductive glass lined equipments.
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ま え が き
グラスライニングとは�����に���	のグ
ラス
をライニングしたもので�ガラスの��	と
�の�	を�ね�えた����である�グラス

は���であるため�グラスライニング�の���
��で�� !"#が1010 �cm$�と�い%&'(
や�)*�などの���を+,した-��+,や.
/0の12によって3きな456が78し�95が
8じる�95した456はグラス
が���である
ために:;されない�95が<=$�になると>?
@5が78し�グラス
が��ABするという45
6CDがEFされている�１G�２GこのHIはJに&�
AKにとどまるものではなく�@5によって���
がL7するMN	をOめた�PQ�の3きなHIで
ある�ユーザからのいRSのTもあり�このHI
のUVはグラスライニング&�にとって3きなWI
のひとつであった�
XYがZ7した[5	グラスライニング

\ECOGLGは�このHIをUVするもので�グラス

への45695を]^し�@5の78を_`�グ
ラス
のAKを]^する�また�[5	グラスライ
ニングでありながら�ノーピンホールabのグラス
ライニング&�をcdにefすることができるとい
うghも�えている�
ijでは�2004k10lに�mされた�[5	グラ
スライニングnECOGL\Electrically Conductive GLGo
の�	pについてEFする�

�������の������
������	
の���

456CDを]^するためには��１にqすよう
に�

r s456の78を]^t
u s78した456を:;t
という２つのvwがある�
rのvwは�456x�の78を_`するvwで�
これまで�yz�の{|vwを}~して456の7
8を_`する0の�みがなされている�３Gしかし�
{|vwはユーザのプロセスに��されるため�4
56CDを�Qに]ぐことは�d�に��である�
uのvwは�����yz�にそれぞれ[5	を
��して�78した456を:;するvwである�
��のうち����への[5	の��は�ユーザの
`�があるため���pな-�が�い�XYのZ7
したECOGLでは�yz�に[5	を��するvw�
つまりi����であるグラス
に[5	を��し
て�78した456を:;させている�
���グラスライニング�からの������

グラス
に[5	を��し�95を:;させるv
wには��２にqすような２�りのv�がある�
１つは�２��a�のように�グラス
Q�に[5

	を��して�� v�に95を:;させるv�で
ある�このv�は�グラス
Q�が[5	であるた
め��5�ピンホール��によりノーピンホールの
abをc�できないという��がある�
もう１つは�２��b�のように���
�のグラ
ス
のみに[5	を��して��?v�に95を:
;させるv�である�このv�では������に
ノーピンホールのabをc�することが�pであり�
ab� の�で%¡である�
¢v�には��１にqすようにそれぞれh£�¤
£があり�ECOGL は�?v�に:;する�２��b�

のv�を¥¦している�
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�����������������������

¬456の78を]^ {|vwの}~\|®¯の°± 0G

���の}~\95]^²の³´ 0G

¬78した456の:; ���より:; 95]^²の³´

イオナイザーのµ¶

yz�より:; [5	グラス\ECOGL0G

�１ グラスライニングyz�における95]^·

�１ ¢:;v�のh£と¤£

:;v�

g ¸

� v�

への:;
�?v�

への:;

[5	�b³´¹

:;º»

[5
のアース
ノーピンホール� 

� い
¤ い
¼�½み
� �

¾ な い
h い
¿À¼�ÁR

� Â

�２ グラスライニング&�からの456の:;v�
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�������の��
ECOGL は���の��グラスである���	

# 9 000グラス
�����グラス�の�に���

として��	グラス
を��している�その��
	グラス
の��において���	ガスケット�を
もちいて���にアースすることで���を��す
る �となっている�
��
の��	グラス
は���グラスに��	
!"を#$して%&される���	グラス
'では
�３の()*+,-に.すように���	!"が�
�/0を��しており�この/0によって��	を
えている�

�������の�����	
��	
���

ECOGL は12した3�4を�)56に��する
57のため���
の��	グラス
の�)89:
が;<となる�=>によると�
２に.すように�
�)89:が1010 �/?�@であれば��がABでき
るといわれている�４� ECOGL の�)89:をCD
した,-を�@に.す�
ECDFGH

IJKLM4NOP10Q�@�RP20S25T
IJKするグラス
�)のUVWXをYZさせた
[にJKする�
I�)89\Nシムコ% ST-3�ヒューレットI

パッカード% HP4339A

ECD]^H

�� GL�ECOGL で�@サンプルを%&した�
I?100 mm_t1 mm
I100 L`a��b��cde��バッフル�を
CD�

ECD,-H


３にJK,-を.す���グラスの�)89:
が1014 �/?と��のfきさが１g10 kVhPである
のに]し�ECOGL の�)89:はどの�iにおい
ても106j7 �/?�@のため���が0.1 kV�@hP
とklにmさいことがnoされた�
����������

pにqrに ECOGL を��させ���sがtXに
��するまでに<するuv���stwuv�をJ
Kして���AB	をCDした�
JK5xは���	yzx�JIS L 1094�を{し
た5xでおこなった�|しくは�４に.すように�
グラス
�)より15 mm の}~に��した���
�に20 kV を�$してコロナ��を12させる�コ
ロナ��によって�@のグラス
�)を30 sec��
させた[��ちに��を��させる�それと�uに�
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�３ ECOGL の() �


２ ��	の�)89:の��

��のfきさ����iの��
�kV�

� ) 8 9 :
��/?�

ほとんどなし�0.1�@
mさい�0.1�1
���1�10
fきい�10��

1010�@
1010�1012

1012�1014

1014��


３ �グラスの�)89:JK,-

グラス��

サンプル��

�)89:��/?�

����グラス
�# 9 000�

��	グラス
�ECOGL�

100 mm_t1 mm サンプル 7.5_1014 105j6

100 L
`a�

b �

c d e �

バッフル�
1012��

2.5_106

106j7

4.0_106

�４ ��sw�JK�<�
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グラス���より10 mm で����があった�	
に
������������ KSD-0109�
KS-2001�の�プローブを��させて�グラス�
��の���の����を�した�
�は100 L !�の"#と$%&#において'
(した�グラス���から)�*へと+,する�-
の./を0なくするため� !�1の23�を45
10678に9:し�１�7;<=して�グラス�
��の>?@AをBCさせてから�した�
Dとして�E�によってえられた ECOGL とF
Gグラス !�"#の���HIJKを�５にLす�
このHIJKからえられた���MH��を�４に
Lす�FGグラスのMH��が700 sec7;である
のにNして�ECOGL のMH��は1.0 sec78とO
PにQいというRSがえられた�このRSは��さ
れるTより�ECOGL が+,するTのUが)きいこ
とをLしており�"#のみならず�V�がWXな$
%&#においても�ECOGL の��YZ[\がOP
に]いことがわかる�
���� � � �

ECOGL が��U^に��を+,するには���
の_�[グラス�がアースされていることが`aと
なる�アースがbcAな�d�_��がefされた
�gになるため���は+,されない�さらにその
�gでh�がijすると�h�k	に��-がl*
し�エネルギーの)きなh�となるため�imnの
opがijするqr[が]まることとなる�
アースがとれているかどうかをLすsFはtuv
wであり�xyによるとh�がijするzれがある
�	でのtuvwは109 �78にする{aがあると
いわれている�５�

78�ECOGLのtuvwを|}したRSをLす�
~|}���

��23��4510678��520�25�
� !�1#を;�23�に9:し�１�7;<

=してグラス���の@AをBCさせた�に
�する�
�efvw������� 2406
~|}N��

�100 L !��"#�$%&#�バッフル#
~|}RS�

100 L !�の�#における�ECOGL�から�
#アース��までのtuvwの�RS�および
�RSから��した10 m3 !�の�#におけるt
uvwを�５にLす���RSは�10 m3 !�と
100 L !�の�#における���の�より��し
た�である�
ERSより ECOGL は�10 m3 の !�において
も���Gであるtuvw109 �78の��が�\
であり���な��YZ[をLすものと��できる�

�������のその�の�	
ECOGL は��な��YZ[\をLす7�に�そ
の ¡によって�78のような¢£を¤えている�
¥¦FGグラスと§nの¨©[�¨ª«¬[
ECOGL は¨©[を¤えた_�[®¯を_�°±

として²³するため��６にLすようにFGグラス
と§nの¨©[を´する�
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�４ ��#�における���HI�RS

GL¼½
��	

¾¿����kV�µ���MH���sec�

ÀÁFGグラス
�# 9 000�

_�[グラス
�ECOGL�

100 L !�"#
100 L !�$%&

4.5µ721
ÂµÂ

0.778µ1.078
0.378µ1.078

�５ ECOGL !�の��#�におけるtuvw

�#�
tuvw��/Ã�

100 L !��RS 10 m3 !���RS

" #

$ % & #

バッフル#

1.6Ä5.0Å106

1.3Ä2.5Å107

5.5Å106Ä5.0Å107

1.6Å106Ä8.5Å107

1.3Å107Ä3.1Å108

5.5Å106Ä5.0Å108

�６ �グラスの¨©[

ÀÁFGグラス
�# 9 000�

_�[グラス
�ECOGL�

¨@[

�Æ@�ÇÈ��É�

�mm/Ê�
0.01 0.01

¨Ë[

�206 HCl�ÇÈ��É�
�mm/Ê�

0.04 0.04

¨アルカリ[
�1N-NaOH�80��ÌÉ�
�mm/Ê�

0.20 0.20

�５ �グラスの���HIJK
�100 L !�"#������20 kVÂ30 sec�
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また������についても��の�	を
して
おり����グラス���グラス�で��がれ
や�れが�じることはない�
����で��なノーピンホール���� 
!"#のグラスにピンホールやクラック�の$
%が�じていると�グラスライニングの&'のひと
つである�(�が)われ�その*+より,-./の
0(が1�してしまう�このため234に5�6ピ
ンホール78によって�グラスのピンホール�ク
ラック78がおこなわれる�5�6ピンホール78
とは�グラス9:に;<5�6を=>して�?@
AB�6がCくなっているピンホールやクラック�
の$%*を�?@ABさせて7Dする78である�
Eテストは���かつ��な78FGであるが�
���グラスにHIすると�=>した5�6は�
Jしてしまうため�$%*で?@ABが1�せず�
ピンホール�そのKの$%の7Dができなくなって
しまう�そのため�グラスLが���グラス
M�２��a�Nであると�5�6ピンホール78が�
Oできず�グラスライニングのノーピンホール��
をPQすることがRSであった�
それにTして ECOGL は�5�6ピンホール78
により��グラスがU$%であることを�Vして�
�(�を�Qした#�W9に���グラスをO
XするM�６N�このため ECOGL は���に�か
つ��に5��なグラスライニングYZを[\でき

るという&'を
する�
]�^_な`a� 
ECOGL ではbcdの��e�をfIするため�
gd�hidの��e�をfIしたjkとlmして�
グラス9:のnoがpなく�qrである�そのた
めstZuvへのu�eのwxがyzでき�また`
a{も^_な`a�がえられるという&'を
する�

む す び
|�}~�	を��に����グラスライニング

�ECOGL�の&'を��した�ECOGL はstZだ
けでなく���に�����が��となる�Z��
�b��k��YMCDBNへもHI�	であり�
E�1によって��の��であった�����を�
�し�ユーザにTしてより�Lな����を[\で
きるようになったと��している�

����	
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�６ ECOGL でのノーピンホール�のPQ




