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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 (2)

―その優れた静電気破壊防止効果―
"ECOGL-Electrically Conductive Glass Lining -2-"
―The Excellent Static Electricity Destruction

Prevention Performance―


�ではグラスライニング�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� !"している#そ

の$れた%���&'をユーザに()して*き�+,��CDB�Conical Dryer Blender�-で.50

�と/012を31に4ばしつつある#5678へ%�を9:する ECOGL は���;�を<した

1=で�>?の@��� GL にくらべ２ABの�C�DをEし�FG78へ%�を9:する>?の

@��� GL にくらべ$れた����C��&'をHしている#I	では ECOGL のその$れた�

��;��C��&'�%����J�56KLM 106�7N/O�%�DPQ�R 1.0 secST�-

についてUVする#

The electrically conductive glass lining�ECOGL�has been developed to prevent breakage of the glass
layer by static charge accumulation during the operation of glass lined equipments. ECOGL has been
put on the market and the excellent static charge accumulation prevention performace is evaluated by
customers. The number of ECOGL's track records reaches approximately fifty as reactors, CDB
�Conical Dryer Blender�etc.. ECOGL has the structure that the electrically conductive glass lining
layer is lined on the conventional non-conductivity glass lining layer. The structure of ECOGL shows
the excellent static electricity destruction prevention peformance compared with conventional one. As
the result of experiments, the structure of ECOGL shows more than twice breakdown voltage compared
with conventional one. Static electricity destruction prevention performance, static charge accumulation
prevention peformance etc. are reported in this paper.

Key WordsW

���グラスライニング Electrically conductive glass lining
� � � Static electricity
% � � � & ' Static charge accumulation prevention
ノーピンホール� No-pinhole grade
����C��&' Static electricity destruction prevention performance

�X��IY
プロセス�X��Y Z[プロセス\

] ^ _ `
Atsusi Tada
a b c d e
Tomoharu Maeseto

�fghi�
プロセス�jkY
�lY  m\

n o p q
Hirotaka Miyauchi



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�GL��
の����で !"#の�い$�%&や'( など
の�)�を*+した,��*+や-./の01によっ
て2きな345が67�84が7じる�84が9:
;�になると<=>4が67し�グラス
が��?
@する345ABがCDされている�１��２� 345に
EFする>4はGL�GのHIとともに�>4によ
る�)�J6のKL	もMめておりNO�の2きな
PQである�RSは2004T10UにV4	グラスライ
ニングWECOGL�Electrically COnductive GL�Xを
Y6し��Z[した�６�その\れた84]^_`を
ユーザにabしてcき�����CDB�Conical Dryer
Blender�/でd50�とefghをigにjばしつ
つある�k=lmへ84をnoする ECOGL は !
lmへ84をnoするpqの�345 GL にくらべ
\れた345?@]^_`を$している�345>
4をrしたgst`では�pqの�345 GL にく
らべ２uの?@4vをwした�;xに ECOGL の
その\れた345>4?@]^_`�84]^	y
�k="#z 106{7 |/}�84v~��� 1.0 sec
;x�/についてCD���する�

�������の������
������	
の���

345ABを]^するためには��345の67
]^�と��67した345をno�の２つの��
がある��は*+��の������fl���f
��の��/��l�による34567��l�で
ある�３�しかし�あくまで34567を��するl
�であり�345ABを�Oに]ぐことは��であ
る��のl�は�)�や�GにV4	を��し�6
7した345をnoするl�である��)�へのV
4	��については�Zへ��をおよぼすため�g
にはg���である�RSのY6した ECOGL はグ
ラス
にV4	を��し�67した345をnoさ
せている�

��������の�

ECOGL の��は�１の�a�にwすように ¡グ
ラスの¢k
にV4グラス
を£けたk=nol¤
を¥¦している�9l�pqの�345 GL は�b�
にwすようにグラス
O をV4グラス
とした 
!nol¤を¥¦している�この345nol¤の
§いが¨©する345?@]^やピンホールª«と
いった¬でpq®より\れた	yをもたらしてい
る�

�������の������へ��をおよぼす
����
すでに©べたように GL�Gで !"#の�い$
�%&や'( などの�)�を*+した,��グラ
ス=と%&や�)�との01や¯°±²が�Fとな
り�345が67しグラス
と%&や�)�に84
が7じる�ECOGL は1. 2で©べたように¢k
に
V4グラス
を£けることでグラス
に67した3
45を³´させグラス
の84を]^している�そ
の84]^	yを6µするためには�V4グラス

で67した4¶がいかに·¸しやすいかをwす¹ 
であるk="#zと�その·¸した4¶をºgにアー
スへ³´させるための¹ である³´"#の２つが
»¼となる�;xにその２つの»¼な¹ について
½¾する�
��������

9¿には�１にwすように�k="#zが1010|/
};xであれば84が]^できるといわれている�４�

ECOGLのk="#zをÀ:したt`を;xにwす�
ÁÀ:ÂÃÄ

ÅÀ:ÆÇ5ÈÉ�10Ê;x�Ë�20Ì25Í
Åk="#ÎÈシムコ� ST-3�ヒューレットÅパッ

カード� HP4339A
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�１ ECOGL とpq®の��および345nol¤の§い

�１ 84に�するk="#zの¹ 

84の2きさÒ844ÓのÔN
�kV�

k="#z
�|/}�

ほとんどなしÒ0.1;x
ÕさいÒ0.1{1
Ö×Ò1{10
2きいÒ10;�

1010;x
1010{1012

1012{1014

1014;�



���サンプル�
��グラス�ECOGLで�	サンプルを
�した�

テストピース�100 mm�100 mm�グラス���
み１mm����み3.2 mm�

100 L��������������バッフル�
で���
� !"#�

��"#を�２に$す���グラスの%&'()
が1014 */+と,-が.きい/�0に12するのに
3して�ECOGL の%&'()は10547 */+�	と
,-をほとんどしない/�01010 */+を.きく	
5ることがわかる�また��３に6�の%&'()
��"#7を$しているが�いずれも10547*/+�
	と�２のテストピースや����8�100 L�と
9:の;<な=>を$していることがわかる�
���� � � �

;<な?@がおこなわれていなければABしたC
-DをEFにGHすることはIJ>である�その/
�はKL'(であり�MNによるとO-がABする
PれがあるQRでのKL'(は109*STにするU
Vがあるといわれている�５�WXではGL�8のアー
スラグをYZして?@�[がおこなわれるが�
ECOGL\とアースラグまでのKL'(がEFに]
ければ�そのXは^_の?@�[がおこなわれてい
ればとくに`aはない�ECOGL6�ではbcdに
KL'(��を6�しef0である109*STであ
ることをghしている�そのKL'(��"#7を
�３に$す�KL'(は�２に$すようにijのアー
スラグまでのklがmnoくなるセンターマンホー
ル�の ECOGL%\とアースラグpでの��"#で

ある�CDB と���のいずれの��"#も106*q
であり�Xrsべたef0/tu/�109*STを.
きく	5っている�したがって�WXにてGL�8
アースラグから^_の?@�[をおこなってvくこ
とでtwしてxZvけることがわかる�

�������の��	
��
6yに GL
���にz{|として}�~�と�
���:を�れ��,-させる�わりに�コロナO
-をYZして ECOGL を,-させ�,-�が�Fに
GHするまでにVする�p�,-����p�によ
り,-��=を !した�����は,-=���
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�２ ECOGL の��での?@��とKL'(��ポイ
ント
KL'(��ポイントは�	�
����では�X��と��の���Fp
バッフル�ではバッフルX�とアースラグp
ij�Fではセンターマンホールとアースラグp

�２ �グラスの%&'()��"#

グラス��

サンプル��

% & ' ( )�*/+�

2���グラス�#9 000�  -=グラス�ECOGL�

テストピース�100 mm�100 mm� 7.5�1014 10546

100 L���
� �

� � � �

バッフル�
1012�¡

2.5�106

10647

4.0�106

�３ ECOGL の6�でのKL'(と%&'()の��7


¢�� { £ KL'(�M*� %&'()�*/+�

CDB
CDB
CDB
����JOW�
����JOW�
����JCW�

16��u{£ 2 170 L�
18��u{£ 2 940 L�
21��u{£ 5 000 L�

1 000 L
5 000 L
6 000 L

2.9
4.0
5.1
2.1
2.4
3.8

0.5¤1.7�106

1.1¤3.8�106

0.8¤4.1�106

0.6¤1.5�106

0.4¤1.2�106

0.8¤2.6�106



�JIS L 1094�を�した��でおこなった�100 L�
�	
�のグラス��より15 mm の��に��
した����に20 kV を��してコロナ��を��
させ�30 sec��させた�に�ちに��を !させ�
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./01を'(した�'(は��	2の
34%を5610789に:;して１+8<=>し
た�におこなった�?@ABグラスと ECOGL の'
(CDを�３にEす�ABグラスのFG./700 sec

8<にHし�ECOGL のFG./は1.0 sec89とI
JにKくLMな��NOPQをEすことがわかる�

���������	

R�P GL	)をSTすることで GL	)Uの�
�VWはXQであるが�YZPの2[\の��VW
は]XQである�したがって�2[\の��^が_
きくなり�2[\からの$�%��がグラス�に
�じることで�`aのb$�% GL	)ではグラス
�がcdするefがある�そこで�$�%��を�
したg�-パルスをもちいることで�そういった2
[\からの$�%��によるグラス�のcdにHす
るhさ�$�%cdNOiD�をjkした�
サンプルは ECOGL とlじ�VW�mの GL サ
ンプルと`aのb$�% GL とlじnoVW�mの
GL サンプルの２pqで�R�P GL へr�するR
�P\sのr�^を:;してtuvwを105x1014y
と01させたサンプルを,zし�その$�%cdN
OiDをjkした�{|は�４の}~�-����
����	,z#,�をもちい�$�%��を�し
た�５の��のg�-の�パルスを��し�グラス
�がcdする�-���cd�-�を'(した�2
[\の���Pは2[\とグラスの���により0
1するため���Pおよび��Pの��のパルスで
{|をおこなった�'(CDを�６および�７にE
す��６は��Pのパルスを��した"�で��７

は��Pのパルスを��した"�である�noVW
�mのサンプルではtuvwのG�とともにcd�
-がやや�9する��をEすのにHして��VW
�mのサンプルではtuvwのG�とともにcd�
-が<�する��をEすことがわかった�{�のR
�P GL	)で�Tされているtuvw109 y��
では�VW�mがnoVW�mの�２�gいcd
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�３ �グラスの��-G���
�100 L��	
���� ¡¢20 kV£30 sec�

����	������������

�������������	
�

������ !"���#����	
�

�$�%&�'������(��)�(���

�*�+,�-.*�

�/01�+2�������(������
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����	
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�５ $�%��を�して��したg�-パルス��
�４ $�%cdNOiDjk{|��

�800 kV}~�-�����

$�3456
�7�	89$�34�

-.:	;<
=>56



��を�すことがわかった�これらの��は���	

��の����を�した���	
��いずれ
のパルス��の��でも��の��を�した�
この��としては	������では��の� 
!"が����となり	���が#$%に&�し
����へ� するため'��がGL(にかかり	
��� による)きなエネルギが*い� !"を+
れるため	,-の./� GL よりも01��が23
する��を�すと4われる5�	67����では
� 89の23にともない���の67��への
:;<=が>�し���が?;するためGL(へ
かかる��が23することで@�� GL(の3(に
ABする,-の./� GL(の./01がCじにく
くなり	DEとして01��がFGする��を�し
たものと4われる�

�������のその�の��
ECOGL はこれまでHべたようにIJなK�LM
�Nを�すOPに	そのQRによってO3のような
STをUえている�
VWXYグラスと�Zの[\�	[]^_�`
ECOGL は[\�をUえた@��abをcdして

いるため	efXYグラスと�Zの[\�をgする�
また	[]^_�についても�Zの�Nをgする�
hWijでklなノーピンホールmbn�`
,- GLopはグラス(の'��ピンホールqr
により	ノーピンホールmbをstしている�'�
�ピンホールqrとは	グラス(67にu+'��
を��し	ピンホールやグラス(vにw)なxがA
Bし./01��が23しているy?を./01さ
せてqzする01qrである�{|の������
の[��� GL opでは��した'��が@��
GL(を@,するため}~�をl�することが��
Nであり	グラスライニングのノーピンホールmb

を�sすることが��であった�しかし	ECOGL
では'��ピンホールqrによりXYグラス(が�
��であることをk�した�に	�6(へ@�グラ
ス(を��している�このため ECOGL はijに	
かつklに'mbなグラスライニングopを��で
きるというSTをgする�
�WIJな���`
ECOGL では���の@�abをcdするため	
��	���の@�abをcdする{|の[���
GLopと��してグラス(67の��が�なく	
��である�そのためグラス7への�iaの ¡が
¢£でき	また	��¤もIJな���がえられる
というSTをgする�

む す び
¥れた���01LM¦EとIJなK�LM�N
をv§に@��グラスライニング¨ECOGL©のS
Tをª«した�すでにHべたように ECOGL はその
¥れたK�LM�Nをユーザに¬して®き	¯°
o	CDBZですでに±²の³´lµがあり	¡l
にlµを¶ばしつつある�ユーザの�·に ECOGL
を¸d®くことで¹mのよりº»なC¼½¾をおこ
なっていただけるものとk¿している�
}ÀÁをおこなうにあたり	gÂなごÃÄとごÅ
Æを®きましたÇÈÉÊ�¾'ZËÌÍÎ ���

ÍÏ ÐÑÒÓÔÕにÖ×Øします�
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