
Equipm
ent

真空ろう付処理を目的にした装置です。
ろう付性，生産性，品質を重視した構造を採用し、
真空ろう付専用として最適な装置です。

真空ろう付炉 FBC シリーズ

	ろう付室は常に真空に保持され、安定した雰囲気のもと、優れたろう付性、安定した
品質が得られます。

	低真空でも高真空と同等の清浄な雰囲気が得られるキャリアガス方式を標準装備
しています。

	有効処理ゾーンのロット内昇温バラツキを最小限にするために、ろう付室の前に
予熱室を備えています。

	準備室は水分・油分の付着防止、脱ガス促進を、内部からの放散熱を利用したホット
ウォール方式で、真空チャンバ温度をある一定以上に保ちます。

	搬送系はラックアンドピニオン式を採用し、より確実な試料の搬送を実現しています。
	生産性向上のため、リターンラインを標準装備しています。

特 長

	EGR クーラのニッケルろう付
	オイルクーラの銅ろう付
	その他、ステンレス材のニッケル，銅，銀ろう付

用 途

Model : FBC5-317S

Vacuum Brazing Furnace FBC Series

Th is  sys tem spec ia l i zes  vacuum b raz ing 
process for reliable brazing, high productivity 
and high quality.

	Nickel brazing for EGR cooler

 Cupper baring for oil cooler

	Nickel, cupper, silver brazing for various parts

 Brazing chamber is kept in vacuum to achieve superior brazing and 
quality under stable atmosphere

 Carrier gas system is implemented for clean atmosphere under low 
vacuum, equivalent to high vacuum

 Preparation chamber is implemented at front side of brazing chamber so 
that temperature unevenness can be minimized in effective heat zone

 Preparation chamber wall is kept in stable temperature by remaining 
heat to degass and prevent absorption of moisture and oil

 Transfer system is rack/pinion type to ensure reliable handling

 Semi-automatic return line is included for high productivity as standard

Features

 Appl icat ions

Equipment

①	準　備　室／ Preparation

②	予　熱　室／ Preheating

③	ろ う 付 室／ Brazing

④	放　冷　室／ Buffer

⑤	冷　却　室／ Cooling

⑥	制　御　盤／ Operation panel

⑦	加熱電源盤／ Heater power supply
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名　称 ／ System 5室半連続式真空ろう付炉
Semi-continuous five-chambers type vacuum brazing furnace

型　式 ／ Model FBC5-317S
有効処理寸法 ／ Effective heat zone 310W×1700L×1300H mm
最大処理量 ／ Max. load 450kg
室　数 ／ Chamber Quantity 5室 ／ 5 chambers

室構成
Chamber configuration

準備室＋予熱室＋ろう付室＋放冷室＋冷却室
Preparation, Preheating, Brazing, Buffer and Cooling

室名称
Chamber name

準備室
Preparation

予熱室
Preheating

ろう付室
Brazing

放冷室
Buffer

冷却室
Cooling
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常用速度（最高温度）
Normal temp. (Max. temp.) 500℃（550℃） 950℃（1200℃） 1100℃（1200℃） ー ー

均熱特性
Heat uniformity 500℃±10℃ 950℃±10℃ 1100℃±10℃ ー ー

到達圧力
Ultimate press.

約1Pa以下
Approx. 1Pa or less

約1Pa以下
Approx. 1Pa or less

約1Pa以下
Approx. 1Pa or less

操作圧力（キャリアガスモード時）
Operation press. (At carrier gas mode) 30 ～ 200Pa 30 ～ 200Pa ー

冷却機構
Cooling system ー ー ー 放冷

Natural cooling
約88kPaにて40分（可変）強制冷却
40min. Forced cooling at approx. 86kPa

排気時間
Evacuation

大気圧から6.7Paまで15分
15 min. from atmosphere to 6.7Pa ー ー ー 大気圧から6.7Paまで15分

15 min. from atmosphere to 6.7Pa
リーク量
Pressure rise

6.7×10－4Pa･m3/sec以下
6.7×10-4Pa･m3/sec. or less

9.4×10－4Pa･m3/sec以下
9.4×10-4Pa･m3/sec. or less

6.7×10－4Pa･m3/sec以下
6.7×10-4Pa･m3/sec. or less
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所要床面積
Footprint

8.0W× 20.0L ×3.5H m（メンテスペース別）
8.0W×20.0L×3.5H m(Not include maintenance space)

所要電気量
Power consumption

約1000kVA（操作動力系：140kVA, 加熱電源系：860kVA）
Approx. 1000kVA (Control and operation: 140kVA, Heating: 860kVA)

所要冷却水量
Cooling water 48.0m3/hr（20 ～ 30℃ , 0.2 ～ 0.25MPa・G）

所要ガス量 (N2)
Gas  (N2)

キャリアガス
Carrier gas 5 ～ 50NI/min（0.2MP・G） 3 ～ 30NI/min（0.2MP・G） 3 ～ 30NI/min（0.2MP・G） 3 ～ 30NI/min（0.2MP・G） ー

冷却ガス
Cooling gas ー ー ー ー 約6.5Nm3/回

Approx. 6.5Nm3/cycle
復圧ガス
Vent gas

約6.0Nm3/回
Approx. 6.0Nm3/cycle ー ー ー ー

圧縮空気
Pneumatic air

約1800Nl/サイクル（0.55 ～ 0.60MPa・G, 約1200Nl/min）
Approx. 1800NI/cycle (0.55 to 0.60MPa・G, Approx. 1200NI/min.)

付属品
Accessories

リターンライン，トラバーサ，試料移動台車（6台）
Return line, traverser, work dolley (6 sets)

真空ろう付炉 FBC シリーズ
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Vacuum Brazing Furnace FBC Series

単位：mm / unit:mm
加熱電源盤／ 

Heater power 
supply

加熱電源盤／ 

Heater power 
supply

加熱電源盤／ 

Heater power 
supply

制御盤／Operation panel

19800

68
10

84
60

/ Perform
ance

/ Utilities


