
ま え が き
グラスライニング��� GL と�ぶ���は�	

な
��と��の	が��される�������
��の��プロセスで��く��されている�GL
�コンデンサーは� このような��プロセスの!
"�#$�%&で'(する)'*を+,$させるこ
とを-.に/コンデンサー�0でGL�リアクタの
1234として��されていることが�い�56で
は/19697にGL��89:コンデンサーを;<し
て�=19867には GL��>:?@A4をB��し
ており/CくからDEをおこなってきている�これ

ら GL�コンデンサーは GL のF�GHからIJ�
がKLであり/?MN�をOP�/カーボン�など
の?@A4とQRするとM?STをUやすV�があ
りWJである�X7/YZでの�1[\]��の^
�_`a(bがUえるとともに/34のIJ�ニー
ズもU[してきており/これはコンデンサーについ
てもcdである�このたび/IJ�のニーズにこた
えるべく/�>:?@A4のeIモデルであるM?
ST５m2 ��において/�89:?@A4よりI
Jなコンパクトコンデンサーのf'をghしDEを
fiしたのでjkする�
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｢グラスライニング製コンパクトコンデンサー｣ の商品化
The Commercialization of "Glasslined Compact Condenser"

グラスライニング�コンパクトコンデンサーはグラスライニング�コンデンサーのIJ�ニーズ

に"えるべく�8qrs�をもちいることでIJ�tuをおこなったvしいタイプのコンデンサー

である�wf'ではxy3の�yをおこない/
z/?{|x}/M?�~の��をおこなってき

た�このたび/��メニューである�89:��>:?@A4とQRしてIJでメンテナンス�/

�~に�れたグラスライニング�コンパクトコンデンサーのB��をgえたのでjkする�

Glasslined compact condenser is newly developed using multiplex circular cylinder and designed in
response to needs for compact equipment. We had verified it's pressure-resistance, thermal shock
resistance and heat-transfer characteristics. This report introduces the commercialization of glasslined
high efficiency compact condenser that improved maintainability over the conventional double jacketed
type and shell and tube type.
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�セールスポイント�

IJでメンテナンス�に�れたグラスライニング�コンデンサーを��する�



��コンパクトコンデンサー
���コンパクトコンデンサーの��

�１にコンパクトコンデンサーの�����を�
す�コンパクトコンデンサーは�	
きの��と
��に����を�えた��を��わせることで�

�されている���はサイズの�なった��の��
���を� に!"した２#���となっており$
��が%&から'&へショートパスすることを()
するために����に*+り,を-けている�プロ
セス�.は/0��に-けられたベーパー%&か
ら%り$12の���3の45を67して�れ$8
9:による;<=は>�;<='&より?@できる
��になっている�
���ラインナップと����

�２にラインナップとABCDを�す�E8�F
は１m2$３m2$５m2 の３GHをIJKLとしてい
る�MN$IJKLO�のニーズが'てきたP�も$
QRラインナップにSTしUい��になっている�
���コンパクトコンデンサーの�	

Vに$コンパクトコンデンサーのWXを�す�
Y -Z�Fが[\Kより]ない�
�３は５m2 コンデンサーにおける[\Kとの^
_である�`#aLと^_してb１c２$`�Lと
^_してb１c３のd
�Fである�
e メンテナンスがfUである�
89:�がgh��であるため$ijkにglを
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�３ [\KとのCD^_rE8�F５m2s
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おこなった��もGL�の����が�	な
�と
なっている��４に���を�す�また���
�は���では��であった��な����の�
 えを!"とするものである�
���������

#$%&'(を)*に�す�
+ ,-./012プロセス3 0.5 MPa

456783 0.5 MPa
9 ,-./:;2プロセス3 230<

456783 230<
= >��?@:;AB��C2 100<
����	
の���

コンパクトコンデンサーはDEのような���
のため����である78FのGHがIてJKでき
ない��となっている�これはL�のMNOP��
�QにおいてもR(である�GHをSり えて./
する���TUGHがVWするXれがYるので�Z
;[してTUGHをJKするなどの\]が^�で
ある�

��コンパクトコンデンサーの����
１m2_`aをもちいて*Eb"��をおこなった�

���������������

１m2 _`aにおいて�>��?@:;Aを��
した�>��?@:;Aとは��?@によるGL�
cdにeして>�できる:;Aのことである��?
@_fは78Fに10<のチラーgをhした�iで�
コンデンサープロセス3jkより140 <スチーム
Bl0.3 MPaCをZmにhjさせ�プロセス3Kkを
noした�iでF0をpqしたままおこなった��
?@_fr�GL�のcdのYsを��するためス
タティーフラックス_fをおこない�GL�がtI
であることを��した��?@_fでは��u130
<をvwしているが�xIyをz{んで#$%&'
(では��u100<としている�
������� !���

１m2 _`aをもちいて100<|m0スチームを
}~させる�fをおこない�������を�Kし
た�����はコンデンサーGHKjkのGHBg
�メタノール20�C:;Aを��することで�め
た��fデータのまとめを"１に�す������
�は45��78�のおのおのの����を�Kし�
����の�いを��して���I�の���とし
て�めた�また���b"の��をおこなうために�
M8P���Qの&��との��を�５で�してい
る��５の��は�������たりのh�を�し
ている�� を��すると�ほぼRZのb"である
ことが��できる�
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"１ �fデータ

��ª«
����
¬m2

GHh�
¬m3/m2/H

GHjk:;
¬<

GHKk:;
¬<

����
¬W

4 5 � 0.38
1.8
3.4
5.0

4.6
4.6
4.4

19.2
13.8
11.4

10 555
12 522
14 030

F 7 � 0.63
1.8
2.5
3.8

4.6
4.5
4.8

20.5
16.3
13.3

17 641
19 394
21 115



む す び
��１は５m2 GL�コンパクトコンデンサーの�
�である�また���２は１m2 GL�コンパクトコ
ンデンサーの��である�GL�コンパクトコンデ
ンサーは2008�９�より�	を
�しており�すで
に�のご��を�いている��
�は2007���
より
�し���の11�におこなわれたインケム�
�で���として��をした����の !が"かっ

たことより�さらなる#$みをおこない��%の&
れた'()*によりこのたび+,することができた�
-.も/0の1を2き�/0の34に3った���
りができるよう56していく78である�

������

１9フアウドラー:ニュース�Vol;13�No.3<19699�P.1
２9=>フアウドラー)?�Vol;29�No.3<19869�P.20

=>@Aソリューション)? Vol. 5 No. 2<2009B2932

��１ ５m2��CD ��２ １m2��CD

EプロセスFGHIJ )*J 
�K


