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2.0 安全注意事項

運転要領には、設定、運転および保守において考慮すべき基
本的な情報が含まれています。

故に、技術者およびその他の技術スタッフ/操作者は、組立
ておよび試運転の前に、運転要領を熟読してください。また
運転要領をシステム設置場所に保管し、常時読めるようにし
ておいてください。

本章に記載された一般安全注意事項だけでなく、主要ポイン
トの下に挿入された特別安全警告にも注意を払ってくださ
い。更に、オプションで構成される部品の製造元からの安全
警告とともに、個別サブシステムに付随する運転要領内の安
全警告も全て順守してください。

• 要項を全て読んでください。

• 運転要領を参考文書として保管してください。

• シーリングシステムおよびタンクの取外し、取付けは、
機器が完全に停止して安全な状態にあるときのみ、関連
するシステム構成部品に適用する操作者用安全、事故、
環境規制および現地法に従って、行ってください。

• タンク上のラベルおよび技術データシートに規定された
以外の条件下で、本システムを使用することは許可され
ていません。リスクは操作者に依存します。

• 異なる条件下での運転は、事前に製造元に通知し、明確
にしてください。

• タンクは必要な安全装置なしで供給されます。システム
試運転の前に、操作者規制および現地法に従った適切な
機器を取付けてください。

• システム試運転の前に、操作者規制および現地法に従
い、安全装置を装着したタンクに必要なテストを行って
ください。

• 顧客あるいは操作者は、シーリングシステムの搬送、組
立て、運転に関わる人々が、シーリングシステムおよび
関連するメカニカルシールの設計および機能に精通して
いることを確実にしなければなりません。

• シールおよびシールタンクは完全に充填、流出されてい
なければなりません。メカニカルシールは絶対に乾燥し
た状態で起動しないでください。

1.0 記号の説明

本運転要領では、生命や四肢の危険防止用の職場安全警告
に、以下の記号が使われています。こうした警告に従い、特
に注意を払って行動してください。職場安全警告を他の使用
者にも知らせてください。運転要領では、警告の他に、一般
的に有効な安全保持および事故防止規制が考慮されていま
す。

注意：

シーリングサポートシステムの適切な組立
と運転に関する注意事項。順守しない場
合、シーリングサポートシステムの誤動作
や損傷を生じることがある。

警告：

警告。順守しない場合、損傷、負傷あるい
は型式承認許可の損失を生じることがあ
る。

危険： 

電気系警告。順守しない場合、損傷、負傷
あるいは型式承認許可の損失を生じること
がある。

こうした警告は、機械その他のシステムの損傷や破壊を防ぐ
ことを目的として、指令、規制、警告および正しい作業手順
の順守を確保するための注意事項として、運転要領の一端と
して提供されています。こうした警告に十分に従う必要があ
ります。
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3.0 危険性

タンク作業には中毒や窒息の危険性が伴います。

作業の際は、必ず個人用保護具（例：呼吸器、保護衣など）
を装着してください。

タンク内に爆発性雰囲気が生成される危険がある場合は、ス
パーク発生を防ぐ適切な措置を講じてください。タンク領域
での作業は、関連する安全規制に従って、技術スタッフのみ
が行うことがあります。

第三者が誤って電源を切ることがないように、駆動サブシス
テムへの電力の中断、確保には注意を払ってください。

シール液を扱う際は、必ず関連する安全注意事項に従ってく
ださい。必要な個人用保護具は必ず評価を行い、タンク作業
者の手の届くところに置いてください。

 

4.0 部品の説明

タンクには、タンク証明銘板およびシステム証明・製品番号
銘板が付いています。

タンクには、ASME BPVC（米国器械学会ボイラー圧力容器
委員会）、8項、1目に従って、Uマークが付けられ設計され
ています。

タンクは、欧州連合規制2014/68/EUに従ってPED（圧力機器
指令）の認証を受けています。

認証銘板には以下の情報が記載されています。

機器ID銘板

タンク保証書銘板 システム保証書/製品ID銘板

保証マーク
システムモデル名 
（再注文番号）

タンクの最高使用圧力
（MAWP） システム製造番号

タンクの最小設計金属温度
（MDMT） 製造年

製造番号 仕事容量

製造年 システム圧力（PS）

容量 最高システム温度（TS MAX）

タンクのテスト圧力 システムのテスト圧力

製品カテゴリー
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5.0 用途

シーリングサポートタンクは、技術データシートに規定され
ている目的のみに使用されます。この限度を超えた使用は不
適切とみなされます。その結果起こる損傷に対して、製造元
は責任を負いません。適切な使用は、運転要領の全ての順
守、および点検と保守の間隔も含みます。

運転および設計データ、腐食許容値、サポート負荷は、製品
技術データシートに記載されています。

一般的な損傷は、圧力漏れ、霜、媒体の凍結、短期運転状態
あるいはシステムの誤運転腐食や侵食によるシーリングサポ
ートシステムの損傷で検証不可能なものを含み、こうした損
傷は保証の対象にはなりません。

本規則からの逸脱については、技術データシートを参照して
ください。

6.0 構成部品、輸送および保管

• シーリングサポートシステムの輸送、保管は、未開封の
元の梱包で行われます。

• 構成部品の輸送には、適切な機器あるいはリフト装置の
みを使用してください。

• 乾燥した埃のない場所で保管してください。温度や放射
線の影響を避けてください。

• 重量仕様は製品技術データシートに記載されています。

• シーリングタンクの長期保存についての規定はありませ
ん。

シーリングサポートタンクの説明

シーリングサポートタンクは技術データシートに従って構成
されています。タンクには点検や洗浄に使用できる接続部が
あります。必要な場所にはレベルスイッチ用接続スリーブが
提供されています。 

分解状態

シーリングサポートシステムは完成品一式として供給されま
す。 

シール液は製品に構成されていないので入っていません。取
付け可能な限り、付属品は事前に装填されています。

追加可能なシステム

顧客の要求により、シーリングサポートタンクには追加シス
テム用の接続部が設けてあることがあります。製造元と相談
の上、他の追加システムも取付けることができます。オプシ
ョンの付属品の詳細は製品文書に記載されています。

機能テスト

損傷の点検。

長期にわたる保管後は、シールタンクを目視で検査してくだ
さい。

追加されたモニター機器の機能点検。
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7.0 設計および機能

設計

加圧溶接部は全て、MAG（金属活性ガス）/TIG（チタン不活
性ガス）でいちどに、あるいは対面から溶接されています。
タンクはASME BPVC（米国器械学会ボイラー圧力容器委員
会）2015版、8項、1目に従って設計、構成、製造され、欧州
連合規制2014/68/EUに従ってPED（圧力機器指令）の認証を
受けています。

機能

シーリングサポートタンクは、メカニカルシールに液体を供
給するために使用されます。ですから適切なシール液が充填
されます。メカニカルシール上の液体交換は、熱サイフォン
原理に従った自然循環、あるいは強制循環やシール内蔵ポン
プリングの結果として起こります。システムのタイプによ
り、水あるいは不活性ガスのみを使用して加圧が行われま
す。加圧にその他のガスを使用する場合、それに伴う危険は
操作者の責任になります。 

使用条件

• 運転温度におけるシール液の粘度が、自然循環で <10cSt
以下、強制循環で <20cSt以下（起動中を含む）。

• 製品適合性のある中性、潤滑度の高い無害の媒体のみを
シール液として使用。強制循環ポンプを使用する際は、
ポンプ製造元の提供する粘度情報を考慮する必要があり
ますが、上記の値を超えてはいけません。

• メカニカルシールに対するタンクの配置は、運転モード
に従い（セクション8.1と8.2を参照）、メカニカルシール
の製造元の同意を得てください。

• シーリング回路が停止弁（ボール弁）を含む場合は、開
放フルボア型の弁で抵抗が殆ど無いものでなければなり
ません。仕切弁やニードル弁の使用は推奨いたしませ
ん。

• タンク内の液体量は常時観察ガラス（ある場合）最低レ
ベルより上部になければなりません。

• シール液の温度は、加圧下でシール液蒸気点の沸点温度
より少なくとも40°C (72°F) 以下でなければなりません。

• 必要な場合は、シール媒体を冷却コイル（搭載されてい
る場合）で冷却あるいは加熱することができます。

• 排水接続/通気接続は全て、大気圧のもとで、障害物やパ
イプ切断面の縮小なしに、適切な流出システムにパイプ
で送ります。パイプの詰まりを定期的に検査する必要が
あります。

8.0 運転モード

8.1 API-プラン 52 (BSS/BSSC)の場合

運転モードは以下に基づく（供給タンクからの）非加圧供給
になります。

a)  熱サイフォン原理

b)  強制循環（強制循環ポンプ、ポンプスクリュー）

ISO 21049 標準パイプ接続プラン 52 

1-
2m

 (3
-6

 ft
.)

GLRD (SEAL)
HORIZONTAL

GLRD (SEAL)
VERTICAL

LBI 1

LBO 1

TI
LBO 2

PI
N2

SIGHT
GLASS OPTIONAL

COOLING COIL
OPTIONAL

OPTIONAL

ONLY WITH
TYPE LSK/LK

LEVEL SWITCH

LBO 1

LBI 1

LBI 2

CIRCULATION PUMP
OPTIONAL

VENT PORT

• 加圧不要、メカニカルシールは直列運転。供給液（クエ
ンチ）は大気圧。

• 接続点はフレアスタックあるいは排出システム用パイプ
でオリフィス板を介してカバーに一体化。

• 観察は、観察窓から、あるいは温度計、マノメーター、
その他 MIN-MAXレベルスイッチあるいはMIN-MAX接続
点、温度スイッチおよび/あるいは類似した装置のような 
適切なモニター機器を使用して行います。オプションの
機器が必要なこともあります。

• 運転中の充填量は絶対にMINレベル以下になってはいけま
せん。液量が十分でなくメカニカルシールに損傷が生じ
る場合は、熱サイフォン効果およびシール液の循環は中
断されます。

• 注：MAXを超える警告は、クエンチ液がフレアスタック
あるいは排出システムに流れるので、危険要因ではあり
ません。それでもMAX警告は重要です。内部のメカニカ
ルシールの欠陥を示唆するからです。 

• 必要な場合、バリアー液を冷却および/あるいは加熱し、
冷却剤の流量をシール液の温度仕様に応じて調整するこ
とができます。

液面スイッチ 
オプション

排出口

観察ガラス 
オプション

冷却コイル 
オプション
LSK/LK型のみ

循環ポンプ 
オプション

GLRD（シール）縦型

GLRD 
（シール）
横型

http://www.chesterton.com
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8.0 モード（続き）

8.2 API-プラン 53 (PSS/PSSC)の場合

以下に基づく加圧循環（加圧シールタンク）による運転

a)  熱サイフォン原理

b)  強制循環（強制循環ポンプ、ポンプスクリュー）

ISO 21049 標準パイプ接続プラン 53

1-
2m

 (3
-6

 ft
.)

GLRD (SEAL)
HORIZONTAL

GLRD (SEAL)
VERTICAL

LBI 1

LBO 1

TI
LBO 2

PI
N2

MANUAL 
REFILL PUMP 
OPTIONAL

SIGHT GLASS
OPTIONAL

COOLING COIL
OPTIONAL
ONLY WITH
TYPE LSK/LK

LEVEL SWITCH

LBO 1

LBI 1

LBI 2

CIRCULATION PUMP
OPTIONAL

OPTIONAL

• ガスパイプ：空気/N2接続部に窒素を接続してください。

• 可逆圧力調整弁を圧力制御のために取付けてください。
逆止め弁をガス供給部と圧力調整弁の間に取付けてくだ
さい。

• 不変シール圧をメカニカルシールの最高圧力より 1から 2 
バール (15 – 30 psi) 高く設定してください。起こり得る圧
力変動をすべて考慮してください。

• 観察は、観察窓から、あるいは温度計、マノメーター、
その他 MIN-MAXレベルスイッチあるいはMIN-MAX接続
点、温度スイッチおよび/あるいは類似した装置のような
オプションのモニター機器を使用して行います。

• 運転中の液量は絶対にMINレベル以下になってはいけませ
ん。液量が十分でなくメカニカルシールに損傷が生じる
場合は、熱サイフォン効果およびシール液の循環は中断
されます。

• 液の損失（漏れ）は加圧下手動再充填ポンプで補うこと
ができます。システム加圧中は充填バルブを開けないで
ください。

• 必要な場合、バリアー液を冷却および/あるいは加熱し、
冷却剤の流量をシール液の温度仕様に応じて調整するこ
とができます。

9.0 組立て

以下の説明はタンク図面に基いています。タンク組立ての際
は、振動や取付けのボルト締めによる圧迫などの他の力がタ
ンク上に作用しないようにしてください。 床に固定された
スタンドの使用をお勧めします。

シーリングサポートタンクの組立て

タンクは出来る限り付属の取付用金具を使って据え付けてく
ださい。シーリングサポートシステムに絶対に振動が影響し
ないように組立ててください。必要ならば、組立てにゴム製
防振ブッシングを使用してください。タンクには溶接その他
の物理的変更を加えないでください。

電気系アセンブリ

所要の電気保安対策が施されていることを確実にするため
に、試運転の前に、アセンブリを専門家に検査してもらう必
要があります。アース、オフセット、絶縁変圧器、アース漏
れや誤差電圧安全スイッチなどは、関連する電力供給会社や
現地規制による仕様を満たしていなければなりません。

オプション部品の仕様で規定されている電圧は、供給される
グリッド電圧と同一でなければなりません。

電気プラグ接続部は、浸水を被らない位置に設置し、湿気が
つかないよう保護してください。使用前に、電力グリッド接
続ケーブルおよびソケットに損傷がないかどうか調べてくだ
さい。 

モーター接続域の水浸水を防ぐために、接続端部を水に浸さ
ないでください。

モーター安全スイッチおよびスイッチボックスは、爆発の危
険のある場所には絶対に設置しないでください。

電気接続は現地規制に従って行ってください。供給電圧と周
波数は、ポンプのラベルおよび電気装置のラベルに記載され
ています。ラベルに記載されたデータは、現存する電源と一
致していること。

• スイッチ装置はポンプ場に近接した場所に設置してくだ
さい。電源ケーブルおよび水面計測システムケーブルの
最大長を考慮する必要があります。

• 設置場所は（“EX”保護対象ポンプでも）“EX”危険地域内で
ないことがあります。

液面スイッチ 
オプション

観察ガラス 
オプション

手動再充填ポ
ンプ 
オプション

冷却コイル 
オプション
LSK/LK型のみ

循環ポンプ　
オプション

GLRD 
（シール）
横型

GLRD（シール）縦型
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9.0 組立て（続き）

• ケーブル電線管の供給を評価してください。

• 電圧の供給を評価してください。

• 電源ケーブルと制御ラインをケーブルパイプから引き抜
き、運転要領およびスイッチボックスの端子図面に従っ
て、接続してください。

• 必要なアース作業を行います。

• 更に、ポンプとセンサーの運転要領が適用されます。

パイプアセンブリ

パイプシステムを組立てる際、必ず以下の情報に注意を払っ
てください。

• パイプの切断面を出来る限り最大にしてください。接続
はスクリュー方式ですが、無菌アプリケーションにはク
ランプで接続してください。

• パイプはメカニカルシールからタンクまで狭窄やねじれ
なしに上昇していなければなりません。停止装置が必要
なところには、ボール弁を使用してください。

• パイプは最大90° (45°推奨）までの角度で半径 >80 mm 
(>3 インチ)（>100 mm (>4 インチ) 奨励）の弧を描くよう
に接続してください。

• 熱膨張や振動によるパイプの長さの変化を考慮して配置
してください。

• パイプは一定間隔をおいてクランプで固定してくださ
い。ネジによる接続部や取付部品には機械的負荷を与え
ないでください。

• 熱サイフォン効果の起動を確実にするために、タンクは
最低 0.3 m (1フィート)、最大 2 m (6フィート) メカニカル
シールの上方に設置してください。循環ポンプが使用さ
れる場合は、距離を短縮することができます。

• メカニカルシールからのリターンパイプはタンクの側面
接続部に通じていなければなりません。

• 排水接続や流出接続はセクション7に従って接続してくだ
さい。

冷却水パイプ

最高圧力をチェックし必要に応じて矯正してください。冷却
水の流量調節ができるはずです。（設定値についてはシール
製造元に問い合わせてください。）

絶縁

シーリングサポートシステムは、製造元から供給される際、
通常絶縁されていません。操作者は、法的規制に従い、絶縁
あるいはその他の保護が必要かどうか確認してください。絶
縁は顧客が責任を持って提供します。熱交換器（搭載されて
いる場合）を絶縁する際は、簡単に着脱可能な絶縁キャップ
を付けた洗浄用の穴を作成するようにしてください。

供給システムの洗浄

最終組立を行う前にパイプ類とネジ接続部を洗浄してくださ
い（例：圧縮空気あるいは適切なベンゼンあるいはアルコー
ルを使用）。洗浄液は仕様書に従って廃棄してください。

http://www.chesterton.com
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10.0 初期運転

残留物をタンクから全て除去するために、取付および試運転
の前に、フラッシュ作業を行う必要があります。 

ポンプは絶対に乾燥した状態で運転しないでください（過熱
の危険）。

装置を試運転する前に、バルブを全て開放してください。

3相の電流機器が使用されるところでは、電流の方向が設定
されていることを確認してください。

フラッシング剤はシール液と適合性がなければなりません。

進行中の運転を確実にするために、操作者はモニター機器を
使用して、定期点検を行ってください。点検の間隔は操者者
が決定します。メンテナンスや洗浄のために分解されたシス
テムを再度試運転する際は、必ず新しいシールを使用してく
ださい。

プラン53Aおよびプラン52

1. システムを適切な位置、すなわち、振動のない、メカニ
カルシールの上部から最大 2 m (6フィート)および側面か
ら最大1 m (3フィート)離れた場所に設置してください。
シールタンクに冷却コイルが付いている場合は、セクシ
ョン10の冷却コイルオプションを参照してください。起
動に関する詳細が記載されています。

2. 付属品のホースを使用して、シールタンクをシールサプ
ライ接続部（50）およびシールリターン接続部（51）に
接続してください。パイプが上昇しており、たるみがな
いこと、また< 45°で曲がリ、半径が100 mm (4インチ)以
上あることを確認してください。オプションのフィン付
きチューブ（22）の組立てに関する詳細は、セクション
10を参照してください。

3. 充填中にシールから空気を抜くときは、タンクへのシー
ルリターンホース（13）をタンクの注入口（11）から
外してください。これでシール内の空気を抜くことがで
き、充填時間が低減します。液体がシールリターンホー
スの上部に達したら、再度接続し次の工程に進みます。

4. 充填ポート（N3）を開けて、タンクを必要なバッファー
液（オイルあるいは水）で満たしてください。

5. 液面が見えるようになるまでシールタンクを充填しま
す。最高充填ライン（2）を超えないようにしてくださ
い。

MAX

MIN

プラン53A

6.  ガス供給部（供給パイプを分離して不活性ガスを使用）
を圧力調整弁（8）の前の逆止め弁（9）に接続してくだ
さい。(圧力調整弁は最高注入圧 20 バール (290 psi)で、調
整排出圧は付属する圧力調整弁のオプションにより 9 バ
ール (125 psi) から 17 バール (250 psi)まで変動します。

7.  ノブを時計方向に回して圧力調整弁を閉めます。

システム運転圧の調整

8.  窒素供給部を開け、圧力調整弁（8）で圧力を調整して
ください。キャップを時計方向に回すと圧力が増加しま
す。キャップを反時計方向に回すと圧力が減少します。
必要な圧力が調整弁で得られたら、キャップあるいはロ
ックナットを押し下げてロックすることができます。

9.  ガス供給部はそのまま接続しておいてください。

10. 初期起動後、バッファー液の流れる方向を確認してくだ
さい。徐々に熱くなるパイプは、タンクのリターンポー
トに接続していなければなりません。そうしないと、熱
サイフォン効果が停止します。循環に不具合がある場合
は、シールタンクのパイプを交換してください。

冷却コイルオプション

1.  冷却水供給部をシールタンクの冷却コイル注入部 (N9) に
接続し、冷却コイル排出部 (N8) を適切な排出口に接続し
ます。

2.  冷却水供給部を開けます。

フィン付きチューブオプション

1. フィン付きチューブ (装備されている場合) をシールリ
ターン (51) に設置してください。

2.  パイプはエンドユーザーが手配し、シールとフィン付き
チューブ（22）間に取付けます。

最大

最小
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10.0 初期運転（続き）

BSS/C 設置例　プラン52

VENT

V
6 LS

20

OPTIONAL

FILL

PI
15

PS
16

OPTIONAL

DRAIN

COOLING WATER

INLET & OUTLET

OPTIONAL

V
5

P
21

OPTIONAL

22

TI
17

SEAL

OPTIONAL

OPTIONAL

PSS/C 設置例　プラン53A

LS
20

OPTIONAL

FILL & VENT

PI
15

PS
16

OPTIONAL

DRAIN

COOLING WATER

INLET & OUTLET

OPTIONAL

V
5

P
21

OPTIONAL

22

TI
17

SEAL

OPTIONAL

OPTIONAL

SV
7

N² GAS

PRV
8

CV
9

HP
18

OPTIONAL

排出

N2 ガス

充填

充填および排出

冷却水

冷却水

シール

シール

排出構

排出構

注入口および
排出口

注入口および
排出口

オプション

オプション

オプション

オプション

オプション

オプション

オプション

オプション

オプション

オプション

オプション

オプション

http://www.chesterton.com
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11.0 運転停止

循環ポンプ（ある場合）を停止する前に、必ずタンクへの水
の供給を停止してください。ポンプ内壁の熱い物質にが遅延
加熱があり、蒸気泡の生成や機器の損傷を起こすことがある
ので、ポンプを十分に長い間の停止してください。

圧力ピークを防ぐために、弁は必ず徐々に開閉シてくださ
い。

タンクが冷却したら開けて減圧してください。上記注意事項
はタンクが取付けられたシール構成部分全てに適応します。

注：

使用媒体によっては、温度が 5°C (41°F)以下になると凍結す
る危険があります。その場合は、廃棄する前に、付随する排
水接続部（N5）を介してシール液タンクを完全に空にしてく
ださい。これで霜害を防ぐことができます。

排水弁は、媒体が安全な温度に達した時に、減圧された状態
でのみ除去することができます。適切な冷却時間を確保して
ください。

排水弁を開けて、媒体を排水接続部(5)を介して排出してくだ
さい。

社内規制および現地規制さらに危険警告に従って媒体を回収
し、適切な方法で廃棄してください。

熱交換機を完全に空にしてください。

注意：

加圧された部品を開ける時は、圧力のために固定ネジが飛び
出す危険や加熱部品による火傷の危険があります。

12.0 保守および廃棄

標準規制、規範、地方条例に従って行います。

シール液システムは、正しく取付けられ運転されていれば、
保守はほぼ不要です。シール液やバリアー液は常に適切量で
使用可能な状態にしておいてください。

保守頻度

毎日

• システム圧力をチェックし記載します。

• シール、システム、パイプの漏れの兆候をチェックしま
す。

• シール液充填量/温度をチェックし、必要に応じて調製し
ます。

• 冷却媒体の温度と流量をチェックします。

• アラーム信号を全てチェックします。必要に応じて対処
してください。

月一回

• フィルターを全て点検し、汚れや詰まりのある場合は交
換してください。

• シール液の変色やフィルターの劣化は、内部メカニカル
シールの漏れの兆候なので、直ちに調査してください。

5年毎

• タンクおよびシステム構成部品全ての完全な内部、外部
点検を5年毎に行うことをお勧めします。

洗浄

シール液の洗浄頻度は、システムの設置場所と使用媒体によ
って異なります。 

以下の洗浄方法があります。

• ナイロンブラシで機械的に洗浄

• 特殊ノズルと水を使った各パイプの高圧洗浄

• 薬品によるパイプ側の全領域洗浄塩素を含まない液体を
使用してください。薬品による洗浄は専門会社に依頼す
ることをお勧めします。

タンクをゆすぐ場合は、ゆすぎ液を適切な方法で廃棄してく
ださい。ゆすぎ剤はシール液と適合性がなければなりませ
ん。外部の洗浄は絶対に必要というわけではありませんが、
保守実務としては好ましいものです。

シール液システムを無菌区域で使用する場合は、必要な殺菌
温度と殺菌回数に従ってください。こうした条件は操作者が
決定します。
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12.0 保守および廃棄（続き）

 
注：

ステンレス製のタンクおよびパイプの洗浄には、ナイロンま
たはステンレスのブラシを使用してください。通常のスチー
ルブラシを使用すると腐食を起こします。

停止

停止した場合は常にタンクと機器を点検してください。欠陥
のある部品や寿命に達した部品は修理あるいは交換してくだ
さい。

 
修理

修理は専門人員によってのみ行ってください。正しい運転を
保証するために、標準で付属するスペア部品を使用してくだ
さい。

タンク上の溶接、あるいはタンクの加熱、その他タンク壁を
薄くするような作業は一切行わないでください。

廃棄

適切な廃棄のために以下の手順に従ってください。

シール液システムを運転から除去してください。

液体類をタンクから排出し、パイプおよび部品を適切に廃棄
してください。汚染された洗浄衣および結合剤も同様に廃棄
してください。

ケーブルおよびスイッチ器具はすべて外し、電子機器廃棄物
として処理してください。

プラスチック部品はすべて別個に廃棄してください。

鋼鉄材およびアルミニウム材は通常廃棄処理会社が処理しま
す。

13.0 システムリーク

以下の手順に従ってください。

1. リーク位置に印をつけてください。

2. セクション11に記述された手順に従ってシステムを外し
てください。

3. システムが減圧されたら接続部品を締めてください。漏
れが続く場合は、シーラントを交換してください。古い
シーラントを除去したら、スレッドを十分に洗浄する必
要があります。スレッドに損傷があるかどうか点検し、
手順に従って修理あるいは交換してください。

4. 新しいシーラントをスレッドに塗布し、スレッドの接続
部を締めます。接続部に数個のスクリューがある場合
は、横方向に置いて均等に締めつけてください。

14.0 ATEX

試運転を始める前に、部品がEXゾーン、発火保護タイプおよ
び機器保護レベルに順守していることを確認してください。

シール液あるいは移動媒体の発火温度が、ポンプの最高許可
表面温度より少なくとも 50°C (90°F) 以上であることを確認
してください。

装置の導電性部品はすべて、危険な電位差が起こらないよう
な方法で接続してください。絶縁された金属部品がチャージ
アップして発火の原因になる可能性がある場合は、接地処置
をしてください。接地抵抗は必ず106 オーム以下にしてくだ
さい。

http://www.chesterton.com
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15.0 システム概要および構成部品リスト

冷却コイル付きBSS プラン 52

位
置

プ
ラ
ン

 5
2 

BSSC/B
SS

プ
ラ
ン

 5
3A

 P
SSC/P

SS

説
明

1 X X シールタンク

2 X X 観察ガラス

3 X X 銘板

4 X X 取付け用金具

5 X X 排水弁 1/2" NPT
6 X — 満水/排水弁 1/2" NPT
7 — X 安全弁

8 — X 圧力ゲージ付き圧力調整弁

9 — X 逆止弁

10 X X 1/2" NPT 同径継手 1/2" 押込みチューブ

11 X X 1/2" NPT エルボ継手 1/2" 押込みチューブ

13 X X チューブ径 1/2"
14 X X プラグ 2" NPT
15 X O 圧力ゲージ

16 O O 圧力スイッチ

17 O O 温度ゲージ

18 — O 手動ポンプユニット

19 O O 位置18における再充填バルブを含む

20 O O 液面スイッチ

21 O O 循環ポンプ

22 O O フィン付きチューブキット

50 X X 1/2" NPT 同径継手 1/2" 押込みチューブ

51 X X 1/2" NPT 同径継手 1/2" 押込みチューブ

N1 X X プラグ付き液面スイッチノズル 2" NPT
N2 X X N2注入口 1/2" NPT
N3 X X 満水/圧力表示ノズル1/2" NPT
N4 X X シールリターン接続部 1/2" NPT
N5 X X 排水 1/2" NPT
N6 X X シールサプライ接続部 1/2" NPT
N7 — X 再充填 1/8" NPT
N8 X X 冷却水排出口 1/2" NPT

N9 — X 冷却水注水口 1/2" NPT

X = 標準 / O = オプション

冷却コイル付きPSS プラン 53A

シールシール

空気/N2

シール

http://www.chesterton.com

