
ま え が き
グラスライニング��� GL と�す����	は


��の��で����されてきた���ではと
くに��やファインケミカルの��での��が�く
なってきている�この��では��の��を��す
るためにサンプリングすることが�く�ほとんどの
ユーザが��	の��にあるマンホールを !しチュー
ブや"#などにより$%す&'をとっている�この
ような(はケミカルハザードの)からも*ましく
ない�また�+,�-である.サンプリング/01
�23パンテツク45 Vol.43 No.1�はその�67で
１8だけの��であれば9:ないが�;<しておこ
なう=>には?@ABのCDがおこなえないため�

E8サンプリングFのコンタミネーションとなって
しまう=>がある�このような9:をGHするため
.サンプリングバルブ1の Iをおこない�JKを
 Lした�

��サンプリングバルブの��
サンプリングバルブのMNOを�１にPす���
QRするセラミック�のSTとフッUVW�のXY
とからなり�STの��はエアシリンダでおこなう�
ST�ZFにはST��のテーパ�とXYの O
リングでシールされる�Oリングとすることで[\
]がスラリーでもシールできる�^_の`aはこの
��でも]のbRがcdであり�eBとfgされた
��でサンプリングバルブBのh]CDなどがcd
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グラスライニング製機器用 ｢サンプリングバルブ｣
"SAMPLING VALVE" for Glasslined Vessel

��	において���のl)やmnのopなどを��するためにサンプリングによる��がqr

となる=>がある�サンプリングの&'として�マンホールを !して"#やチューブなどにより

stuvする&'�+,のGL�サンプリング/0による&'�wRでサンプリングからサンプリ

ングxABのCDまでおこなえる/0を��する&'などがある�yzほど{|で}~であるが{

��9:であり��zになるとコスト�に�|となる�����たに Iした.サンプリングバル

ブ1は�eBが�������にかかわらずバルブ�(のみによって��にサンプリングがおこな

え�xABのCD���がcdである�また�このサンプリングバルブは�t]�にふっUVWあ

るいはセラミックを��し���に�れ�コンパクトで��サンプリングがcdである��をもつ�

Sampling is often essential to check the end of reaction and the particle size of crystallization made
in reactors. The conventional sampling devices used to be inexpensive and simple but not safe or
automatic and cleanable but expensive. The SAMPLING VALVE developed recently realizes sampling
with simple operation of valves regardless of pressurized and depressurized reactors as well as cleaning
and sterilization of the sampling pipe. In addition to excellent corrosion resistance with use of using
fluoro-resin or ceramics, the VALVE has such features as low price, compact size and quantitative
sampling.
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となる�
サンプリングバルブと���のシールは V パッ

キンでおこなう�この��は�に�	および
�が
おこなわれるため�Vパッキンでもスラリーに�
できる�
�����にはサンプリングバルブ�に��の�
��が��する�サンプリングバルブの����に
はそれぞれバルブを�
し�の� にしておけば�
�!�に���が"たされることとなる�

��サンプリング��
サンプリングバルブは#���２に$すようなフ
ローにて%&される�サンプリングバルブの'�に
バルブがあり�(�が�	����もう(�にはサ
ンプリング&のサンプル)*が+,する�サンプリ
ングの-.を/�に$す�
１0サンプリング1
すべてのバルブは�とし�サンプル)*をサンプ
ル��に2+ける�
２0サンプリング34
サンプリングバルブの��を�げ�サンプリング
バルブの�!�に���が��する�
３0サンプリング56
��を78させることにより�!�に���を9
したまま�:とサンプリングバルブが;<される�
これでサンプリングが=6する�
４0サンプル>?
サンプル)*が+,する�のバルブを3くと�!

�の���がサンプル)*へ>?される�>?@そ
のバルブを�め�サンプル)*を2りはずし�サン
プルA2が56する�
５0�	BスチームCD
サンプリング56@�サンプル)*を2りはずし
た��に�	&のEFをGHするか�I*をJKす
る��	���のバルブを3くことで�	�がLM
され����のバルブを3けることで�	�がN�
される�その@�スチームを�すことでサンプリン
グバルブとEF�のCDをすることもOPである�
６0�	56
�	56@�サンプリング)*を2+け�QRの
サンプリングがおこなえる� となる�
このシステムであれば���がST�あるいはU
V�であっても)Wにサンプルを2�すことがOP
である�

��サンプリングバルブの��
サンプリングバルブのXYを/�に$す�
１0Zい[\]
G��^_はフッ`abおよびセラミックのため
c\]のある�:にも%&できる�
２0�	]BdD]
サンプリング@のサンプリングEF�は�efB
スチームなどによる#��	BCDがOPである�
３0g h ]

サンプリングバルブの����にはバルブがつい
ており�iがj�もれがklしたmnでもghなo
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�１ サンプリングバルブwxy �２ サンプリングz{



���となっている�
４�� � �

	
の���にかかわらず�バルブの��だけ
で��にサンプリングができる�またエアシリンダ
の��により�バルブは����する�����で
��をおこないたい��にはエア��へハンドバル
ブを��することで� !な"#を$さず��に�
�できる�

��� � � �
%&�の'(を�１に)す�*+けノズルサイズ
は50A もしくは80A である�*+け,�は	-.
/あるいは	-0/となり�1�のノズル2を34
する56がある�

��バルブ��テスト
サンプリングバルブのテスト&�を�	１に)す�
7およびスラリーにて89テストを:;し�<�テ
ストによる=>をおこなった�89テストはサンプ
リングバルブを1 000?��させ�:@のAに�
わせるため�サンプリングごとにBCDEをFんだ
GHでおこなった�また�<�テストはサンプリン

グバルブ
をIJの��にKLM���N.のない
ことを=>した�
�２にそのOPを)す�スラリーとしては�QR
カルシウムを7にSTさせたものをU�した�QR
カルシウムはVWのXなるものを３YU�し�スラ
リーのZ[は15 wt\とした�このOPより�1 000
?の��テストでは]^のないことが=>できた�

��サンプリングテスト
サンプリングをおこなうのに56な_`をabす
るために�c[のXなる7および CMC7deにて
サンプリングテストをおこなった�	
はf �を
gJして�hでおこなった�そのOPを
３に)す�
サンプリングバルブは50A と80A のiYjをU�
した�サンプリングにかかる_`としては�サンプ
ルを=Kする_`とサンプルをklする_`とにS
けられるが�
３はサンプルを=Kする_`を)す�
c[がmくなるほどサンプリングにかかる_`がn
くなる�また�サンプリングバルブ
のopがqい
80A のGがr_`でstできる�ちなみに7であ
れば50A でu20v�80A でu５vとなった�また�
サンプルのklまでFんだサンプリング_`でのw
xを300vとすると�50A では500 mPa�s まで�80A
では1 000 mPa�s までのc[にyz{|である�

む す び
GL}~���サンプリングバルブ�についてテ
ストデータを�えて�$した�%}�はシンプルな
��でありながら�これまでのサンプリング&�と
くらべてBC���をおこなえる��がある�%}
�が���からおこなわれているマンホールを�h
しての��なサンプリングGHなどに�わってU�
されることで����の=Kに��するものと�え
ている�

Vol. 1 No. 2�2005�2� ����ソリューション�� 45

�１ サンプリングバルブの'(

� � � �

� � � [

サンプルe�

F.V./0.19 MPa
�30 158¡

u100 mL���nにより¢£{|�

�２ 89テスト¤¥およびOP

7
SS
CaCO3

�4.5�m�

No.R
CaCO3
�20�m�

No.A
CaCO3

�200�m�

スラリーZ[ [wt\] 0 15 15 15

<�テスト
O P

��?¦

w /

. /

1 000
§¨

§¨

1 000
§¨

§¨

1 000
§¨

§¨

1 000
§¨

§¨

�	１ サンプリングバルブテスト~


３ サンプル=K_`




