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できる�そのため�O リングあるいは O リングY
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グラスライニング製機器用 ｢E‐マンホール｣
"E-MANHOLE" for Glasslined Equipments

��	
����2005�021173�

グラスライニング	<は*�なvw4と�)の+�が./されるxyz,{|$のc}でE(R

�されている�グラスライニング	<に�けられたマンホールは��の���として�~に��さ

れるが�マンホールは� のクランプにより!"けられており�その��#$には%&と�&がか

かる�この89を:;すべく�=E>マンホール?の�@をおこなった�=E>マンホール?はガスケッ

トにくらべ�.つぶし�の�さい Oリングをシールにもちいており��ないクランプで!"け

ができる�そのため���#$がnoでRいやすいマンホールである�また�コンタミレス,に�

�するクリーンなマンホールである�

Many glasslined equipments are used in pharmaceutical and chemical fields for a long time, where
high chemical resistance and high purity of products are required. Manholes of glasslined equipment
are used as feeding hole of materials. So their frequent opening and closing is troublesome and
time-consuming since they are tightened with many clamps. Owing to the application of an O-ring for
sealing that has a soft rubber cushion inside, E-MANHOLE requires only four clamps. So it is easy
to use. And the O-ring is easily removed for cleaning, reducing chances of contamination.
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にペーストを��する��はない�
Oリングは���であり	
�にやわらかいゴム

を�しているため��つぶし�が�さく	��の
クランプで��な��け�をえることができる�サ
イズ �400 mm の E�マンホールの��	クランプ
の����は４�である���のマンホールではグ
ラスライニングのガスケット�CRTN�を�し
ている��� !が"く	�#$にも%いものであ
るため	シールを&'におこなうためにはクランプ
が14���となる�しかし	E�マンホールではO
リングを�しているので	クランプの��が()
に*�している�このため	マンホールの��けお
よび��け+,の-.の/0を()に1*すること
ができる�
また	23は45に6�7�き	89りノズルが
:い;<となっている�そのため=>が"くなり	
?@AもB9している�
�����マンホールの��

E�マンホールは��のマンホールとCDし	E
FのGHをIする�
J クランプの��が�なく	KLM-がNOで
ある�
P シールQにRリングを�しているので	O
リングの�STUのV7りがNOである�

W 23の89りノズルが:いため=>が"い�
また	?@AもB9している�
X Oリングを�しているためガスケットYZ
が[�である�

���� � � �

E�マンホールの\�]^_`をEFにaす�
J ]^b�cF.V.d0.2 MPa
P ]^efcg30d158h
W ijkclb	mb	noj

X サ イ ズc�400 mm
p q�Q�#
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�マンホール������GL
またはステンレス��GL

�O リ ン グ�FEP�	 FKM
または FEP�	 VMQ

�PTFE リング�グラス
 PTFE
��えリング����またはステンレス�

����マンホールの����
��� Oリング�の��

E�マンホールの���をおこなう�に��す
るOリングの��について��をおこなった�
GL��は����において800�� の!"で
#$をおこなうため%&'()にひずみを*じてい
る�また%グラス+みも,-に./ではないため%
グラス0にはひずみが*じている�E�マンホール
の�1はGL�であるが%�1を23し45をおこ
なった67%Oリングの8り()において%その-
9におけるひずみの:が;<で１mm� *じるこ
とがわかった�そのため%Oリングのつぶししろは
./にはならず%シール=にも>?@をおよぼす�
��する O リングの��がAいほどひずみの?@
はBなくなるが%コストアップのCDとなる�
そこで%Oリングの��の;EFするためにつぶ
ししろの��をおこなった�67を	１にGす�H
I%O リングには８J30K� のつぶししろをL
えるMCがあるが%このNOをPQするためには�
�が�８mmRSMCとなる�この67をもとにO
リングの��をT5するためのテストをおこなった�
�� �８%�10および �12 mm の O リングをも

ちいてUVテストをおこなった�	２に67をGす�
この67%�� �10 mmRSであればWXなシー
ル=がえられることがわかった�コスト0をYZし%

��するOリングの��を�10 mmとT5した�
�������テスト

サイズ �400 mm の E�マンホールを23し=[
\]テストをおこなった�テストでは O リングの
シール=およびU^=を\]した�なお%クランプ
は１_8たり25J30 N�mのトルクで`aけた�
U^テストは
４のbcをもちいておこなった�
シリンダによりクランプとdeの`aけfをgえ%
そのhに`aけをijするというk�を1 000lm
nした�このo%シール=の\]は200lのpqご
とにおこなった�
UVテストではrstにおいて��Vfの1.5u
であるVf0.3 MPa までもれがないことを\]した�
また%vwリークテストの67を
５にGす�もれ
xは４lusec�hでy5し%pqlzにより{Fが
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ないことを��した�なお�このもれ�は���の
マンホールでガスケットペーストを	
しない��
のもれ�と�である�
また�����の��がシール�におよぼす��
を�べるため�スチームにより����である158
�に���３� !�した�その�シール�の��
をおこなったが�"#テストでは0.3 MPa までもれ
が$く�%&リークテストにおけるもれ�も4.3
lusec ととくに'(がないことを��した�

��クランプレスマンホールへの��
)クランプレスマンホール*は2002+４,に-.
されて/��0�に12を3ばしている45である�
67のハンドル89だけで:;の<=けおよび<=
け>?ができるという89�の@さが�いABをえ
ている�@Cなシール�をえるためにガスケットペー
ストの	
をDEしているが�コンタミレスという
FGからHればIJになる��もある�
このGをKLするため�クランプレスマンホール
に EMマンホールのNOをPQすることをRSし�
サイズ�400 mm のT9Uの49をおこなった�そ
のVFを��３にWす�このT9UをXQしてテス

トをおこなった�"#テストでは0.3 MPa までもれ
が$く�%&リークテストではもれ�が５lusec と
シール�が@Cであることが��できた�

む す び
GLUYQ)EMマンホール*について�Z[\]
のテストを^め_`した�Xいやすく�クリーンな
EMマンホールが�ユーザabの4Oc�のKLに
deできればfいである�g�もhiニーズに�j
したZ[をおこない�ユーザabのklmnのo-
にpqつ45を9りrしていきたい�
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��３ クランプレスマンホールVF
sEMマンホールタイプu




