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－－－（１か月目学習Ｔ－１）

１章化学工業と化学工学－－－－－－－－…･…－－－…－－－－－－－－－３
１．化学工業のプロセスとプラント－－－－－－－…－－…－－－－－…－－４
２．化学工業と化学工学一一一一一・－－－－－－－－－－－－－－－－６
（１）化学工業と単位操作６

（２）単位操作と化学機器７

（３）計測と制御８

（４）化学工学９

E章化学工学の基礎計算．…－…－－－－－－－－－－－…-－－－－－．１３
１．化学工学に関するlli､位と次元一一…-鶚－－－－－－－－－－－－－－－－１４
（１）単位と単位系」４

ａ・基本単位と組立単位Ｊ４

ｂ・国際単位系（SI）１５

（２）次元』７

（３）単,位の換算１７

ａ・エネルギーＪ７

ｂ・圧力ＪＢ

Ｃ、重力換算係数（gc）釦
ｄ・粘度２１

２．混合一物の組成と濃度－－－…-…－－－－－－．－…－－－－－－－－２３
（１）純物質と混合物２３
（２）組・成ｇｑ

ａ、重量分率（z(、望

ｂ，容禰分率（〃）２４

ｃ・モル分率（〃）妬

（３）渡度２６

３．物質の状態一…-----…･－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２７
（１）気･体の体積・圧力・温度との関係２７
ａ・ボイルの法則２７

ｂ・シヤルルの法則２８

ｃ、ボイル・シャルルの法則３０
（２）気体の状態式３１

（３）混合気体の圧力３３
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４．平衡関係と-…---……－－－－－－－－－－－……－－－－－－－－－－－‐３４

（１）相平衡３４

（２）化学平衡３６

（３）平衡定数３６

５．物質収支－－－－－－－－－…－－－－－－－－－－－－－－－－－３８

（１）物質の流れ３８

（２）物質収支３８

（３）物理プロセスの物質収支４０

ａ、分離プロセス４ｌ

ｂ、混合プロセス４３

ｃ・向流（並流）接触プロセス翌

（４）反応プロセスの物質収支４６

６．エネルギー収支－－．－－－－－－－－－…－－…－－－－－－－－－－５１

（１）エネルギーの形態５１

ａ・運動エネルギー餌.：

ｂ・位置エネルギー５２

ｃ・熱エネルギー宛

（２）熱エネルギーの収支５３

ａ・熱力学の法則印

ｂ、比熱と熱容鼠田

ｃ・顕熱と潜熱兜

ｄ・水蒸気５５

ｅ・水蒸気のエンタルピー５６

（３）熱収支５９

ａ・物理変化の熱収支５９

ｂ・化学変化を含む熱収支６０

エ

－－－－－……（２か月目学習Ｔ－２）

B章流体輸送一一一一…-－－－－

１．流体の流れ…－－－…------

（１）流体の密度と質量流量西

（２）流れの物質収支方

（３）層流と乱流７５

（４）円管内の流れの速度分布７８

２．流れのエネルギー収支－－…－－－

（１）流体のエネルギー８０

ａ・位置エネルギー８０

ｂ・運動エネルギー８０
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ｃ・圧力エネルギー８０

．．ベルヌーイの定理ａｌ

ｅ、トリチェリーの定理８４

（２）流れの摩擦損失８４

（３）管路の形状変化による頭損失８７

ａ・管が急に広くなる場合の頭損失８７

ｂ・管が急に狭くなる場合の頭損失８８

ｃ、弁・コック・継手による頭損失８９’

３．流体輸送の動力・－－－－－－－－－－．－－－－－－－－－－－－－－－‐９１
（１）理論所要動力９１

（２）軸馬力と効率９２

４．流体輸送の機器一一一一一-－－－－…－－－－－－－－－－－－－－－－－９４
（１）流体輸送機９４

ａ・遠心ポンプ９４

ｂ・軸流ポンプ９６

ｃ・往復ポンプ９６

．．回転ポンプ９７

ｅ・特殊ポンプ９８

（２）ポンプの揚程ｊＯＯ

（３）気体輸送機１０１

（４）管および管継手，弁類ｍ３

ａ・配管１０３

ｂ・管継手ＺＯ３

ｃ・弁（バルブ）類１０５

（５）最適管径」08

4章熱の移動一一・－－－．－－－－－…－－－－－も-－－－－－－－－１１１
１．伝熱の機構一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－…－－－－－－≦１１２

．（１）熱伝導ＪＪ２

（２）熱対流１１２

（３）熱放射ＪＪ３

２．伝導による熱移動－－－－－－－－－－－－－－－－…－－－－－…--114
（１）熱伝導１１４

ａ、平面壁の伝熱速度ＪＪ４

ｂ・多層壁の熱伝導ＩＪ６

ｃ・円管壁の熱伝導１１７

３．対流による熱移動－－－－－－－－－－－－…－－－－－－－－…－－１１９
（１）固体壁を隔てた対流伝熱１１９
（２）汚れ係数」幻

（３）境膜伝熱係数〃を求める実験式１２４

企



４．熱放射による熱移動一一-－－－－－－－－－…--亀---…－－－－…--126
（１）熱放射１２６

（２）固体の熱放射126

（３）２つの物体間の熱放射１２９

ａ,２つの平行面が対立している場合ｊ２９

ｂ・他面に完全に囲まれた面の場合１２９

５．熱交換器－－－－－－…--.------．…－－－…－－－－－－－－－１３１
（１）熱交換器の構造ｊ３ｚ

ａ・二重管式熱交換器１３ｌ

ｂ，多管式熱交換器Ｉ３１

ｃ、その他の形式の熱交換器」３４

（２）熱交換器の熱収支１３５

（３）熱交換器の伝熱速度】3７

６．蒸発一－－－－－－－－－－－－…－－－－－－－－－－－－－－－－－１４０
（１）蒸発装置１４０

（２）蒸発装置の計算』空

ａ・溶液の沸点上昇Ｉ４２

ｂ・液の深さによる沸点上昇Ｊ４３

ｃ、蒸発の物質収支と熱収支」翌

ｄ・蒸発装置の能力Ｚ４５

ｅ・蒸発装置の運転時の障害147

（３）真空蒸発Ｊ４８

（４）多重効用蒸発と自己蒸気圧縮法１５０．

ａ・多重効用蒸発１５ｌ

ｂ・自己蒸気圧縮法』ぬ
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(）〈じ

(Ｓか月目学習Ｔ－Ｓ）

Ｂ章物質移動－．－－－…－－－－－－－－…---……－－－－－－－……－－３
１．物質移動操作－－－．……－－－－－－……-…－－……-－－－－－－－－４
２．調温…－．－－－－．－－－－－－－－－…－－…－－－－－－－－－－…－５
（１）湿度５

ａ・絶対湿度５

ｂ・比較湿度６

ｃ・相対湿度７

（２）湿り空気の性質９

ａ、湿り比熱９

ｂ・湿り比容９

ｃ･湿りエンタルピ－．１０

．．露点ｍ

ｅ、湿球温度１０

（３）湿度図表１２

（４）調湿操作ｊ７

ａ・増湿操作Ｊ７

ｂ・減湿操作１８

（５）冷水操作２０

ａ・噴水池２０

ｂ・自然通風冷水塔２０

ｃ、強制通風冷水塔２１

３．乾操一一………－－…－－－－－－－－－－－－－－－－－－…-．…２２
（１）含水率羽

（２）Ｔ篇台水率と自由含水率幻
（３）乾燥速度２５

ａ・恒率乾燥速度２６

ｂ・減率乾燥速度２７

（４）乾燥装置２８

４．蕪留一一……--…－－－－－－－－－－－－－－－－－．－－－－．－－…---…３０
（１）気液平衡関係３０

ａ、気・液の組成と温度との関係３０
ｂ・工一〃線図３２

Ｐ



ｃ・気液平衡関係の測定３２

．．気液平衡関係の計算３３

（２）単蒸留・平衡蒸留３６

ａ、単蒸留３６

ｂ、平衡蒸留（フラッシュ蒸留）３７

（３）精留４１

ａ、精留の原理４ｌ

ｂ・回分精留４１

ｃ・連続精留４３

．．精留塔の物質収支翌

ｅ・精留塔の段数４７

ｆ・最小理論段数と最小還流比４９

９．精留装置５０

ｈ．充てん塔－，５２

（４）共沸混合物の蒸留５３

ａ，共沸混合物５３

ｂ、共沸蒸留５６

ｃ・抽出蒸留５７

（５）水蒸気蒸留５８

５．ガス吸収一一一-－－－－－－－－－…－－…－－－－－－－－－－…-‐６０

（１）気体の溶解度６０

ａ・気体の溶解度曲線６０

ｂ・ヘンリーの法則６１

（２）吸収の計算６５

ａ・吸収塔の物質収支６５

ｂ・最小溶媒量６７

（３）吸収装置７０

ａ・充てん塔７０

ｂ、気泡式吸収装侭刀

６．柚出－－－－…－－－…－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－７２

（１）抽出の操作西

ａ，回分式液体抽出巧

ｂ･連続式液体抽出河

（２）液体抽出の計算７６

ａ･液液平衡７６

ｂ・溶解度曲線と対応線７７

（３）抽出装置８１

ｓ章機械的な分離操作…－－－－…－－－－－－－－－－－－－－－８５

１．粉粒体の`性質－－…－－－－－－－－－…－－－－－－－－－－－－－－‐８６

Ｐ



（１）粒子の大きさ８６

ａ，相当径８６

ｂ，定方向径８６

ｃ・有効径８６

（２）粒径の分布８７

ａ・粒径分布曲線８７

ｂ・粒子群の平均径８９

（３）粒子の形状８９

２．液体中の粉粒体－－…－－－…－－………－．－－．－－－－－－－…－－－９２
（１）粒子の沈降”

ａ、球形粒子の受ける力”

ｂ，終末速度”

（２）沈降法による粒径分布の測定９５

ａ・ピペット法９５

ｂ・ひょう量法９６

（３）固定層９６

（４）流動層９７

３．機械的な分離装置……－－－－…－－－…－－－－－．－．－－－－－－１０１
（１）分離効率１０１

（２）分級装置１０３

（３）ふるい分け装置１０３

（４）沈降分離装置106

（５）遠心分離機１０６

（６）炉過装置１０９

ａ･炉過の機構Ｚ０９

ｂ．ｉ戸過操作ｌｊＯ

ｃ・炉過装置１１１

（７）集じん装置ｌＪ４

ａ・サイクロンｌＪ４

ｂ・洗浄集じんｌＪ５

ｃ、炉過集じん１１５

．．電気集じん装置１１６

４．粉砕装置一-－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－…------‐１１８
（１）粉砕の目的１１８

（２）粉砕機１１８

・Ｐ
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(４か月自学習Ｔ－４）

７章反応操作-------…-－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１２３

１．反応装置の特'住-------.-------------------－124

（１）反応装置の機能ｊ２４

ａ，反応時間（滞留時間）の保持ｊ２４

ｂ．熱の伝達Ｊ２４

ｃ・反応相の混合１２５

（２）反応装置の操作方式１２６

ａ・回分式１２７

ｂ・半回分式１２７

ｃ・連続式１２７

（３）各種の反応装置ｊ２８

ａ、撹枠槽形反応装霞ｊ２８

ｂ・管形連続反応装置１羽

ｃ，塔形反応装置Ｊ３０

ｄ・固定層反応装置１３０

ｅ，流動層反応装置１３１

２．回分式反応装置一一一一-－－－－－－－…－－－－－－－－－－．１３２

（１）反応速度１３２

（２）反応時間１３３

３．連続式反応装置－－－－－－－－－－………－－．－…－－－－－－１３７

（１）連続式管形反応装置１３７

（２）連続式槽形反応装置１３９

Ｂ章計測と制御－－－－－…-－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１４３

１．プロセス変量の計測一一一…--…－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１４４

（１）測定と計測』廻

ａ・側定ｌ４４

ｂ・計測144

（２）流量の測定Ｊ４５

ａ、ピトー管ｌ４５

ｂ，オリフィス計」`６

ｃ・ベンチュリー計１４９

．．ローターメーター１４９

ｅ・容積式流壁計Ｉ５０

ｆ・せき（weir）１５１

９．電磁流量計１ｍ

（３）圧力の測定１５２



Ｉ』

ａ、液柱式圧力計」ぬ

ｂ・ブルドン管圧力計ｊ５３

ｃ・ダイアフラム圧力計１５４

．．ベローズ圧力計」“

（４）温度の測定１５５

ａ・液体温度計１５５．

ｂ・圧力式温度計ｊ５６

ｃ・バイメタル式温度計１５６

．．熱電温度計Ｊ５７

ｅ・抵抗温度計ｊ５８

（５）液位の測定１５９

ａ・フロート（浮子）式液面計Ｊ５９

ｂ・差圧式液面計Ｚ６０

ｃ・パージ式液面計１６０

．.デイスプレーサー式液面計161

（６）成分湛度の測定Ｊ６ｊ

ａ・比重による方法Ｊ６１

ｂ・差圧による方法Ｊ６２

ｃ、電気電導度による方法１６２

．．ガスクロマトグラフによる方法１６２

２．計測・制御用機器－－－－－－－－－－…--------…口Ｉ｡ｗ￣ｌｐＷＷｎｌ挫藏￣~－－－－－－－－~~…￣~￣~~－－－－~…~~－－－￣１６４
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