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レヒラー社ドロップレットセパレーターの
オーダーメイドソリューション

様々な用途に最適なレヒラー
ドロップレットセパレーター

レヒラー社は工場現場作業者
と科学研究所と密接に連携
し、上記ニーズに合致する
様々なドロップレットセパ
レーターを開発してきまし
た。またこれらは産業の多く
の分野で成功を収めてきまし
た。既存の工場での環境汚染
物質の削減、ガス洗浄設置、
化学品、パルプ産業、オフ
ショアリング、エアコン排気
システム、冷却塔、蒸発濃縮
など液体の粒子を確実にか
つ、効果的に分離する必要の
あるところ全てに、ドロップ
レットセパレーターは必要な
のです。

レヒラードロップレットセパ
レーター

最適な問題解決

ドロップレットセパレーター
は長い間、プロセス作業やガ
ス洗浄プラントで重要な役割
を果たしてきました。ガス洗
浄プラントに残るガスによっ
て運ばれる汚染物の大幅な削
減を前にもまして必要とする
厳格な環境保護規制のため、
これらはより重要になってい
ます。

このような規制はプレッ
シャーロスをできるだけ少な
くしながら、10μm以下の
極小の粒子を捕捉できる高
性能のドロップレットセパ
レーターの設置が必要とさ
れるようになりました。

この目的のために高流量に対
応可能な少ない部品で済む分
離システムが必要となりま
す。

化学産業

発電プラント (E.ON社)

パルプ・製紙産業(KVAERNER PULPING社)
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ドロップレットセパレーター
を計画し、設計するには、ド
ロップレットセパレーターが
取付けられる工程を良く知る
と同時に様々なセパレーショ
ンシステムの機能と性能を熟
知する必要があります。
ドロップレットセパレーター
を設計する際に重要なのは、
どのようにしてドロップレッ
トが発生し、ガス流の中でど
のように運ばれるくるか理解
することです。
我々は140年以上にわたって
液滴の検出、計測とその定義
に携わって来たので、この分
野はほかの人と同等もしくは
より以上に知っていると自信
を持って言えます。
レヒラーのドロップレットセ
パレーターがプロセスエンジ
ニアリングのすべての分野で
その様な必須要素を持ってい
ることには理由があるので
す。

レヒラー社の高性能ドロップ
レットセパレーターの性能
データを決める手段として、

レヒラー社測定技術
ドロップレットセパレーターの信頼
できる機能の根拠

わが社にはしばしば自分自身
で設計した最新の計測機器を
装備したラボがあります。

例えば、測定しながら即座に
ドロップレットのサイズや速
度を計測するドロップレット
粒子分析器で、これは飛翔し
ているドロップレットを高速
カメラで撮影することも出来
ます。

自身の設備以外にも多くの科
学研究所の幅広い計測機も利
用しています。

工場現場ですでに稼働してい
る多くの計測器もレヒラー社
ドロップレットセパレーター
とその優れたデザインの高い
性能を証明しています。

ベーンタイプのセパレーター
の設計段階では、レヒラー社
にとってドロップレットが分
離されなければならないメ
ディアの性質やドロップレッ
トが含まれる液体の性質を知
ることが重要です。

レヒラー社のコンピュー
ターによる設計は、これら
の情報と常態において計測
された水ー空気システムの
データがベースになってい
ます。インパクト表面の動
作点は、特別な変換方程式
で決められます。この方程
式はすべてのプロセスエン
ジニアリングパラメーター
に誤差がでます。

それは自然の法則をベースに
して開発されその有用性はラ
ボとフィールドテストで確認
されています。

さらに、予想される圧力損
失、分離の度合、ドロップ
レットの経路とユーザーのプ
ラント設計に必要とするその
ほかの技術的データを計算す
ることができます。

測定装置: レーザードップラー粒子分析器 バッフルベーンで生成される液膜

測定：ドロップレットセパレーターラボラトリー
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機能原理
-初期の分離
-第二次的分離 

レヒラー社のベーンタイプ
のセパレーターは慣性の物
理的原則に基づき動作しま
す。分離は従って2段階にな
ります:

■ 初期野分離
■ 第二次的分離 

初期の分離

ドロップレットを含むガス
流はカーブした特別に成形
されたバッフルベーンのバ
ンドを通して流れます。慣
性の力がドロップレットに
作用しますが、それらはな
がれの方向がバッフルベー
ンの中で変化することが条
件です。これらの力が元か
らのドロップレットを転換
させます。

バッフルベーンの形、ガ
ス、液体、サイズの性質と
ある特定のドロップレット
の最初の位置によって、ガ
スがバッフルベーンの間の
スペースを通してドロップ
レットを運ぶか、セパレー
ター表面の一つを接触する
かどうかが決まります。

与えられた条件下で100%
バッフルベーンに接触し、
他のドロップレットと結合
して液体のフィルムを形成
したドロップレットは、”限
定的なドロップレット”とし
て、この段で分離されま
す。ガス流で運ばれる
ドロップレットの割合は、
分別度（fractional degree of 
separation）と呼ばれ、ド
ロップレットセパレーショ
ンシステムの効率を測る目
安になります。

第二次的分離

バッフルベーンの曲がりと
形が、初期分離の結果とし
て表面に形成される液体の
フィルムをガスの流れから
完全に除去することになり
ます。これは特別に作った
相分離チャンバーを持つ
バッフルベーンで一般的に
達成されます。ドロップ
レットセパレーターがプ
レッシャーロスを出来るだ
け少なくしなければならな
いので、バッフルベーンに
は、相分離チャンバーに
は、形とサイズの異なるも
のがあります。ガス流の方
向が変わることとは別に、
相分離チャンバー数とサイ
ズはドロップレットセパ
レーションシステムに大き
く影響します。

横・縦あるいは斜めのガスの
流れ

レヒラー社の高性能ドロップ
レットセパレーターには、ど
の方向にガスが流れるかに応
じて色々な縦型、横型があり
ます。必要であれば、斜めの
ガス流にも対応できます。適
正なセパレーターの選定は、
プラント設計やその他の要望
によります。レヒラーの技術
スタッフは正しい選定をアド
バイスでき、すべての設計面
で、お客様を支援したいと考
えています。

水平タイプセパレーターの一般的な粒子の飛行経路
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ベーン上で形成された液体
フィルムは、ドロップレット
にもどさねばなりません。

ガス流によってピックアップ
され再循環するドロップレッ
トによるシステムへの過剰な
ストレスを避けるために、こ
れらのドロップレットはガス
によってセパレーターに持ち
込まれるドロップレットよ
り、かなり大きいものでなけ
ればなりません。

機能原理
縦あるいは横のガスの流れ

水平タイプセパレーターの機能原理垂直タイプセパレーターの機能原理

水平ガス流のドロップレッ
トセパレーター

水平ガス流のベーンタイプ
ドロップレットセパレー
ターは縦型のバッフルベー
ンのシステムを使います。
第二次的分離には、縦のガ
ス流用のセパレーターとは
異なるデザインのものを使
います。

ガス流が水平の場合、バッ
フルは縦に位置し、バッフ
ル上に形成するフィルム
は、重力で下向きに流れま
す。相分離チャンバーの前
か後にガス流によってバイ
パスさせられたこの領域に
あるものが、バッフルから
ガスに再接触することなく
液体フィルムをながしま
す。

重力で流すことが、ドロッ
プレットセパレーターが特
に高性能を発揮する結果に
なります。

セパレーターによってはガ
ス流の速さが10m/sにもな
ります。

バッフルは特にガスの流れ
をよくするようにデザイン
することができます。した
がってそのようなセパレー
ターの圧力損失は著しく低
くなります。

各々のアプリケーションの
ニーズに合わせるために、
単数か複数のガス流拡散を
伴う段階的な種類のバッフ
ルベーンタイプから選択す
ることができます。

垂直ガス流のドロップレット
セパレーター

垂直ガス流のベーンタイプド
ロップレットセパレーターで
は、バッフルベーンは横か少
し傾いています。ガス流は上
方向なので、バッフルベーン
は或る領域がガス流の流れに
よってバイパスするように設
計する必要があります。従っ
て、ガスとインタラクション
（接触orぶつかる）すること
なくドロップレットを回収で
きるゾーンができます。これ
らのゾーンはベーンの表面か
ら回収された液体を確実に脇
に逸らす場所にもあります。
この必要性は様々な方法と
ベーンの形状の機能になりま
す。

液体はガス流と反対方向に流
れなくてはならないので、



6

レヒラー社水平型ドロッ
プレットセパレーター
Type LTH 100

LTH 100は多くのアプリケー
ションと組み合わせた能力を
持つ良く知られた機種です。
突き出た相分離チャンバーを
持つ正弦的な波状の形のプ
レートは、広いガス流の速
度に対して高い分離性能を
発揮します。

最小の圧力損失、高い水分離
力、低い汚染度がLTH100を
して特に排ガス処理地域で
は、どの地域でも据付可能に
し、長く認められたドロップ
レットセパレーターシステム
にしています。

LTH 100を多くの異なる形で
お届けします:
■ コンプリートハウジング
フレームユニットとして
貴社の既存配管に接続で
きる形で、あるいは貴社
建設中のものに取付ける
フレームユニットとして

■ 簡単なパッケージか最
も高い要求に対しては
安定した形のフレームユ
ニッ
トで

■ 一段階のデザインかリン
シングシステムを備えた
複数のもの

■ 固形物を分離するセパ
レーター間の距離の長い
もの、あるいは極小のド
ロップレットを分離する
距離の短いもの 

レヒラー社のLTH100は貴社
のご要望にご満足いただける
フレキシブルなセパレーター
です。

LTH100の技術データシート
をお送りします。

排煙脱硫プラント内、据付中のLTH 100

排煙脱硫プラント内に据付られたLTH100

LTH100とハウジング 

LTH 100 断面形状
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レヒラードロップレット
セパレーター水平型
Type LTH 600

LTH600のシリーズは特にス
テンレスが使われま
す。type601からtype604に
ついては各々のタイプにガス
流が効果的に反転するために
セパレーター数を増やしてい
ます。セパレーター間にグラ
デーションと様々な間隔をつ
けることで、お客様の特定の
要求に対応するために可能な
限り細かく回転させることが
できます。

最も広く使われている、3つ
の相分離チャンバーを装備し
ているtype603は高水圧に
よってその優位性を示して
います。高度の分離ができ
高速のガス流に適していま
す。

LTH600は高温や防錆ステン
レスの必要とされる場所で使
用され、水平ガス流から非常
に細かいドロップレットを確
実に且つ効果的に除去しま
す。

LTH 601 から 604 断面形状

例えばパルプ工場や製紙工
場、エバポレーター、コン
デンサーやスクラバーを使
用する製糖工場や化学工場
ではお客様のニーズに合わ
せて受注生産したLTH600
をお届けしています：

■ 既存の配管に直接接続で
きるコンプリートハウジ
ングユニットとして

■ 現在の工事現場で建設で
きるフレームユニットと
して

■ 貴社の槽のマンホールか
ら据付できるようにいく
つかに分けられたフレー
ムユニットとして

LTH600で条件に合った正し
い機器が得られます。

LTH600の技術データをお送
りします。

LTH 600とフレーム、分割デザイン

LTH 600 とハウジング

LTH 600とフレーム
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レヒラー社ドロップレット
セパレーター垂直ガス流
Type LTV 271 

LTV 271 断面形状

上部からの拡大写真
 LTV 271 円形カット

LTV 271 円形カット

排煙脱硫プラント内　微細な液滴分離用LTV271セパレーター

LTV 271 据付途中

大きなセパレーター領域はこ
のように手軽なサイズの単一
に標準化されたセクションに
組み立てられます。

オプションのクリップコネク
ター”Fix-clip”を使うと、梱包
の滑り止めにもなります。ま
た限られたスペースでの最適
な作業を可能にするためにセ
クション毎に分けられた特別
な形でも納入可能です。

レヒラーのLTV271でセパ
レーター技術を簡単に且つ堅
牢に建設することができま
す。

LTV271の技術データをお送
りします。

LTV271の標準化された本品
は経費削減と注文してから
到着までの時間を短縮しま
す。LTV271は通常マンホー
ルサイズから据付できるよ
うに長さは異なりますが、
幅は305,610,905mmに統一
され出荷されます。

TypeLTV271は良く知られて
いるプラスチック製のセパ
レーションシステムです。分
離部分にある特徴的なガイド
チャネルは分いrされた液体
を適切に排出します。

LTV271は広い分野－排ガス
脱硫での精密セパレーターと
して排ガス処理、蒸発装置や
コラムあるいは排気エアーシ
ステム－で使われていま
す。LTV271は取扱いの際ト
ラブルが起きない、また据付
の現場で簡単に取付けられる
ことで評価を得ています。
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レヒラー社ドロップレット
セパレーター垂直ガス流
Type LTV 300

LTV300は微細なドロップ
レットでも優れた分離性能
と極めて高い分離能力が特
徴です。特別な形をしてお
り、15°～60°の傾きで据
付られる際、流れから分離
された液体を除去すること
ができる小さな排出溝があ
ります。LTV300はステンレ
ス製で排ガス処理設備、エ
バポレーターやプロセスガ
ス洗浄や同様の設備で使わ
れています。 LTV 300 断面形状

垂直ガス流から極小のドロッ
プレットを効果的に分離しな
ければならない場
合、LTV300はより大きなセ
パレーターエリアに組み立て
ることのできる据付場所に
簡単に合うようなハンディ
―なパッケージでお届けし
ます。

特別なLTV300の形としては
300.30.B（屋根付）、横支
柱式もあります。15°～
45°の傾いている据付のた
めに丸く且つ斜めにカット
されたLTV300は流れの断面
を最適に利用します。

レヒラーのLTV300は簡単で
ありながら効率的且つ安全な
セパレーター技術です。

LTV300の技術データをお送りします。

LTV 300.30.B, 水平サポー
ト組立

LTV 300 プラスチック、標準組立

LTV 300　円形カット  30° 据付用角度カット

LTV 300 ステンレス
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レヒラー社ドロップレット
セパレーター垂直ガス流
Type LTV 400 

LTV400はプラスチックかス
テンレス製の汎用セパレー
ションシステムです。長いセ
パレーター技術の経験が
LTV400にたどり着きまし
た。形状の徹底的な開発と最
適化を通じて、LTV400は分
離液体に付加的な排水設備を
つけずに高い分離をすること
ができます。滑らかな形は汚
れの傾向が非常に低く、簡単
に洗浄することができます。
LTV400はその多様な長さの
パッケージと分離の形状の異
なる送達可能な分離距離なた
め多様な用途に使用できま
す。

LTV 400 断面形状

LTV400は特に多くの固形物
が含まれていても高い分離力
の必要なところにお勧めしま
す。これはよく排ガス処理
（例えばガス脱硫での粗い、
あるいは細かい分離）、蒸発
器、コンデンサー（パルプや
製紙工業、化学工業）や類似
の使用に使われています。

組立LTV 400プラスチック, 排煙脱硫プラント内

LTV 400 ステンレス

LTV 400ステンレス、  "ケーキピース”形状

据付LTV 400 排煙脱硫プラント内

LTV400はハンディ―なパッ
ケージユニットでお届けしま
す。また流れの断面の利用可
能なスペースを最適に利用す
るために丸くカットされたセ
クションのようなものも提供
できます。

LTV400で更に有効な構造の
可能性を備えた、非常に効
果的で簡単に洗浄できるセ
パレーターがえられます。

LTV400の技術データをお送
ります。
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水平と垂直のガス流用の多様な形状

LTV 110.33.-B 洗浄塔内

LTH 501, 502, 503, 504

LTV 203

LTV 110　上部より撮影　排
煙脱硫プラント内

レヒラー社は多くの異なるせ
セパレーターの形状で大きな
多様性を持っています。私た
ちは貴社の多様な問題を解決
する最適な可能性を持ってい
ます。すでに前ページで紹介
したシステムの他に、実証さ
れているいくつかの形状を紹
介したいと思います。その
いくつかをこの写真で紹介
します。例え
ば、LTV110.33.Bは排ガス脱
硫プラントでの粗い分離で稼
働しています。
短納期で納入できるその他の
タイプは下記のモデルです:

■ LTH 200
■ LTH 400
■ LTH 500
■ LTV 203
■ LTV 900
適切な形状をお尋ねくだ
さい!

LTH 200 LTH 400

LTV 900
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取付可能なドロップレットセパレーターと
個別のバッフルエレメント–
レヒラーは個別ケースの解決方法を持っています

プロジェクトには各々特別な
ドロップレットセパレーター
のデザインや配置を必要とし
ます。レヒラーのドロップ
レットセパレーターではバッ
フルが配置されるデザイン、
設置と方法はプロジェクトの
要求、詳細及び仕様に大きく
依存します。レヒラーは標準
の既成の解決方法を提供しま
せんが、レヒラーのユニット
システムの標準の部品を使っ
て各々の特定の要求に最も合
うセパレーターのデザインと
アッセンブリーを提供しま
す。

ステンレスハウジング内のドロップレットセパレーター

LTH 600の製作

LTV 400とサポート

LTV 400の製作
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多様な材質

時には色々な酸やアルカリ液
を使った洗浄懸濁液は、しば
しばそれに耐える材料以上で
す。安心して運転するために
各々の工場のニーズに合った
正しい材料を選ぶことが重要
です。レヒラーはドロップ
レットセパレーターの最適な
材料をお勧めします。した
がって特殊なアプリケーショ
ンによって与えられるストレ
スにも耐えるでしょう。

私たちは建設されるシステム
に下記材質を提供します:

■ ステンレス
1.4301, 1.4541, 1.4571
その他アロイ

■ プラスチック
PP, PPtv, GRP, PE, PVC,
PVDF

LTH 600とステンレスハウジング

LTV 400, 円形カット, 材質：耐UV-PE

LTH 100とGRPハウジング
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極小のドロップレット用 –
レヒラーエアロゾルセパ
レーター

特別な状態の下ではベーンタ
イプのセパレーターの限界サ
イズよりもっと小さいドロッ
プレットを分離する必要があ
ります。このような場合、規
則正しいものとそうでない構
造を持つファイバーパックが
ベーンタイプのセパレーター
と共にエアロゾルセパレー
ターあるいはエアロゾル凝集
器としてつかわれます。

水平ガス流量として凝集器と
ベーンタイプセパレーター

第一段階でのファイバーパッ
ク凝集器と第二段階のベーン
タイプセパレーターの組合せ
は特別な利点があります。
ベーンタイプのセパレーター
許容ガス速度がエアロゾルセ
パレーター単独では対処出来
ない小さい流れの領域でも受
け入れます。エアロゾルセパ
レーターは高速のドロップ
ソットを捕捉し、凝集された
大きい粒子としてそれらを
ベーンタイプのセパレーター
に導きます。このセパレー
ツーの組合せをプラスチック
(PP, PVDF) かステンレスで
(1.4301, 1.4571, etc.) で完成ユ
ネットとしてハウジング付か
ナウジングなしでお届けでき
ます。ベーンタイプのセパ
ラーターとファイバーパック
ムパレーターの多様な組合せ
の可能性がパフォーマンスを
高めます。 

垂直ガス流:ベーンタイプとエ
アロゾルセパレーターセパ
レーター

垂直のガス流にはベーンタイ
プのセパレーターを第一段階
で、エアロゾルセパレーター
を第二段階で使います。この
コンビネーションは単一のも
のより高い性能が得られま
す。

規則的な構造のファイバーパック

水平ガス流: 凝集器付ベーンタイプセパレーター

Demisec (詳細）

垂直ガス流: エアロゾルセパレーターDemisec(上部撮影)

したがって例えばエアロゾル
（ファイバーパック）セパ
レーターの感度は高い水含有
量に直面してもこの組み合わ
せならばまったく問題ありま
せん。ベーンタイプのセパ
レーターの第一段階で大きな
粒子をそれらがエアロゾルセ
パレーターに着く前に除去し
ます。エアロゾルセパレー
ターはスタンドだけの溶液で
可能なように、高速のガス流
にも使えます。このことが
微細のドロップレットサイ
ズについても高い分離性能
をもたらします。

レヒラーはこの分離コンセプ
ソを”DEMISEC”という呼び名
でプレハブユニットでお届け
します。大きな領域をカバー
する際はユニットを互いにつ
なぎあわせます。 

材質はプラスチック
(PP,PVDF)とステンレス
(1.4301, 1.4571 etc), の選定の
ほかに、多様な組合せを用意
し、お客様のご要望や運転方
法の変更への適用やその他の
ご要求にもお応えます。



レヒラーのドロップレットセ
パレーターはガス流に対して
できるだけ制約のないように
しています。しかしガスに過
度にダストが含まれている場
合、固形粒子がバッフルに
くっついたり、焼き付いたり
します。これがセパレーター
の分離効率に影響します。

運転の継続を確実にしコスト
の発生するダウンタイムを避
けるために、洗浄システムを
装備することが望ましいで
す。バッフルの前後に取付け
たフルコーンノズルで定期的
にドロップレットセパレー
ターを洗浄することが特に効
果的です。

この処置をすることが信頼性
を増し、付着物を回避して長
期にわたり最適な効率を維持
します。
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レヒラーの洗浄ノズルで汚染
物質を除去

噴霧ノズルシステムの詳細

噴霧パターン：フラットノズル

噴霧パターン：フルコーンノズル

ノズル噴霧状態　LTH100

噴霧ノズルシステム
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Internet: www.lechler.de

World Headquarters
Lechler Companies
Sales Offices




