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グラスライニング製機器用

｢E‐マンホール｣ のラインナップ
The Lineup of "Ｅ-MANHOLES" for Glass-lined Equipment

���������2006	206107


グラスライニング
�は�な���と��の�が��される�������の��で� !

"されている#このグラスライニング
�に$けられたマンホールは%&の'()として*+に,

-されるが./0のクランプにより12けられており.その,-3�には45と65がかかる#こ

の78を9:すべく.;E<マンホール=の,>１�をおこなった#

;E<マンホール=はシートガスケットにくらべ?�12け@のAさい OリングをシールBにも

ちいることにより.Cないクランプで12けができる#そのため.,-3�がDEで!いやすいマ

ンホールである#また.コンタミレス�にFGするクリーンなマンホールである#2005 11Hから

IJを,Kし.LMにIJN0をOばしており.PQRSTUにおいてもVWをえている#この

たび.�400マンホールにXいて.YのZ[についても E<マンホールのシリーズ�を\]したので

	^する#

Glass-lined equipment have been used for years in the fields of pharmaceutical and chemical industries
where high degrees of corrosion resistance and product purity are required. Manholes provided for such
glass-lined equipment, used as inlets for feeding materials, are frequently opened and closed. However,
manholes are closed tightly with many clamps, and its opening and closing take extra work and time.
"E-Manhole" was developed to solve this problem. An "E-Manhole" can be tightened with fewer
clamps by the use of an O-ring for sealing which requires less tightening force compared with sheet
gasket. Accordingly, the manhole insures easy opening and closing operations and is thus easy to use.
Furthermore, it is a clean manhole contributing to reducing contamination�with the O-ring easily
removed for cleaning�. Since the introduction to market in November 2005 the number of sales has
been on a steady increase, and a customer satisfaction survey shows that the product has been favora-
bly accepted. The report here is made at this time when a series of "E-Manhole" of other dimensions
have been completed following 400 mm�.
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ま え が き
����ソリューション�� Vol.1 No.2ですでに

E�マンホールの�	について�
しているが�め
て�する�グラスライニング��� GL と�ぶ�
����には�������� !"#$の%&で
マンホールが'けられている�とくに� !"#$
�として(�する)*��+,-が./&0くなる
が�GL����においては��01のクランプで
23けられているため�その�+45には67と8
7がかかる�また�9:�;の<=->への?@に
ともない��A'Bへのコンタミレス>�CDEの
Fさが@められている�これらのGHをIJすべく
�	されたのがKE�マンホールLである�この E�
マンホールはMNOP１:がQRし�STにUVW
1をXばしている�また�YZ[\-]^からも
�400�_への`�ニーズのaはbきくcd�Mに
e�fの45��においてghをしてもらっている
ことがわかってきた�このたび�MN�ijkんで
きた E�マンホールのシリーズ>をlえ��400�_
のマンホールへの`�がmnになったので�めて�

しoめとする�

����マンホール
�����マンホールの��

E�マンホールとpqrマンホールの_sをそれ
ぞれ��１�２�３にtす�また�それぞれのuA
を�１�２にtす�
E�マンホールはGL����のマンホール�ノズ
ルにvさえリングからwびた Jxyでj3けられる�
j3けのz�マンホール�ノズル{と PTFE リング

�{の7に|Sされるガスケットはpqと}~ガス
ケット]�を�?とするが�vさえリングに��し
�ラグを'けたことで��36の��し45を��
にできるuAとなっている�E�マンホールは�+
�シール�に Oリングをe�している�この Oリ
ングはvさえリングで��された PTFE リングに'
けられた Oリング�に|Sする�この Oリング�
は�アリ���となっているため�マンホール��
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�２ pqrマンホール
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を�ける�に O リングが�れない��である�O
リングの��しは O リング��	に
��にけ
られた��き
を��して��におこなえるため�
O リングおよび O リング�のコンタミ��が��
にできる�また���１�２�３の��で�らかな
ように�E�マンホールは��のクランプでマンホー
ルの� けをおこなっているためマンホールの�!
"#の$%を&'に()することができる�*えば�
�400マンホールの+,�-./は140に1し�E�
マンホールは４0のクランプで2�である�これは�
34したように�シール5を O リングにしたこと
により6789となった�-.のGL:マンホール
は;<�!
シール5にPTFE=>のシートガスケッ
トを?�している�シートガスケットはそのシート
@でシールをおこなわなくてはならないが�GL:
AはBCAであるがD�ガスケットのEたり@はF
GHIのようにJKでない�このため�マンホール
ごとにガスケットのEたり@をLMにすべくガスケッ
トNOをおこなうPQがある�さらにはR6なシー
ルをおこなうためにSいピッチでクランプを� け
ていくPQがある�これに1し�シール5に O リ
ングを?�すると�TUVでシールをすることにな
るため��ない� けWでシールをXYすることが
できる�また�O リングのTZは�GL:ABC[
\を]^できるZのものを_`している�
さらに E�マンホールは�１のようにaきbをc

dにeU� けることで-./f�２gのようなh
iりノズルをjくしている�これによってklFm
のnoがpくなり�qrsをtiした��となって
いる�
-./のマンホールにuえて E�マンホールをv
え け�フィールドテストをしたwxを��４�５

にyす�

�����マンホールの��

zに�E�マンホールの{|をyす�
} クランプの0�が�ないため��!~"が��
におこなえる�
� Oリングを?�することで�ガスケットNOが
�Q�

� aきb�のhiりノズルがjいので�noがp
く�qrsも�い�
� -.のマンホールと��sがある�
���� 	 
 �

�0���を��にyす�
}  � � W�F.V.�0.2 MPa
�  � � \��30�158�
� � � � ��M��������

� �Q
5�

�c d���� 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¡り PTFE
�¢さえリング����またはステンレス�
£ クランプ0�fM22クランプg

¤おおむね-./マンホールの1/3�1/4のクラ
ンプ�となる�
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���フィールドテスト��

��に��ち���した�400 E�マンホールを	

に�ち�みフィールドテストをおこなったので�
その�を�に�す�
� �れが�い�
� マンホール�の��れのふき�りが���
� �400��も��して�しい�
 ガスケットのズレが�く!いやすい�
" �#が$になった�
など�%&に	
から�'(を)くことができた�

����マンホールの����
��� Oリングの�	

E�マンホールに!*する O リングの+,につい
て-.に�す�
GL/0は1234において800546の78で

9:をおこなうため�;<=>に?みを@じており�
またガラスAみもBCにDEではない�これは�マ
ンホール�FのシールGについてもHIのことであ
る�Oリングの+,についてはこの?みをJKして
なおかつLMなつぶししろをNOできるPを+,す
るQRがある�また�GL1Sは7TUV/0であ
るため O リング<WもフッXYZ[\のTUVを
]するQRがある�このため�E�マンホールの O
リングには FEP^_ Oリングを!*している�
��� �����マンホール
���テスト

`8-でのTaテスト�をbcする�
�８��のOリングをもちいて%&にTaテスト
をし��れをNdした��１にTaef�を�す�
�10��の O リングを!*すればghaiにて�
れが@じないことをNdできた�また��10 O リ
ングをもちい５Torr のjk-で�れefをおこな
い4.3 lusec の�れlをNdした�これは�mnoマ
ンホールにおいて�ガスケットGにガスケットペー
ストをpqしないrsとHtの�れlである�
また�gh861855-でのTaテストをおこな
い�`8でのuavjkテストとHIに�れが�い
ことをNdした�

��� ���������マンホール
���テスト

�300w400マンホールはxyz{であり�|のマ
ンホールとz{が}なる�このため�クランプをH
~y�にtピッチで��することができないので�
クランプの��け�����がL�であるかをTa
テストにてNdした�O リングは�400とHI�10
の��のものをもちいた�
�は0.3 MPa の�aに�してクランプ�M22�
１�\たり110 N�mの��けiで�れが�いことを
Ndできた�クランプ�M22�はai�0のgha
iによってMax. 255 N�m のトルクまで��けがお
こなえるので���の�より��けiにおいて�
�がある�また�jkリークテストにおいてもクラ
ンプ��けトルク25 N�mで�れl4.4 lusec となり�
�400 E�マンホールとHtの�れlであることがN
dできた�
��� Oリングの
���

�400 E�マンホールe�/にてOリングのT�V
をNdした�T�efは�３の�#テスト��をも
ちいておこなった�T�テスト��では�クランプ
��けの��を�くため�エアシリンダをもちいて
クランプとHじ��けiをuえることで�*した�
�に��さえFはクランプの��け��に��けて
いる�
エアシリンダの���１�をマンホールの�#１
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�として200�ごとに��テストをおこない�1 000
�の��でも���	を
�できることを�した�
�４は����における��リークテストの��で
ある��れ�は４lusec��で��していることが
�できた�

��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 !
して"#�$%に&'を(ばしている)*である�
+,-のハッチを.わせる/0であり�12のハン
ドル34だけでマンホールの��がおこなえる56
となっているため347の8さに9い:;をえてい
る�このクランプレス56と E<マンホールを=>

わせることでさらに347�クリーン?を@したマ
ンホールにすることがABである���６がクラン
プレスタイプ E<マンホールである�

む す び
GLCDEF�E<マンホール�について !"G
ラインナップのHIをJめK?LMした�プロセス
DENOPの)*がQFされるRSでは�C*の9
TI;UV�コンタミレスVにWするXYがますま
す@えてくることがZ[される�\]も�^F_`
のabにaって�cdにeばれるC*を4りfして
いけるようg	するhiです�
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��６ クランプレス E<マンホール

�４ ��リークテスト��


