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i＜はじめに＞

◆ はじめに
VD6SM 振動式密度計サンプリング装置は、次の目的で使用されます。
・ 測定液の性状（流量や圧力など）を VD6D 形（または VD6DF 形）密度検出器の仕様に適合す

るよう調整する。

・ 測定液の性状が常に良好な状態にあり、正常な運転が維持されていることを監視する。

この取扱説明書は、「VD6SM 振動式密度計サンプリング装置」の取扱い方を説明したものです。
したがって、DM8 振動式液体密度計の説明は、VD6SMの動作や操作に関わる事項にとどめてあ
ります。
( 注 ) DM8 振動式液体密度計は、密度検出器（VD6D 形や VD6DF 形など）、密度変換器（DM8C 形）および専用ケー

ブル（DM8W形）で構成されます。

「VD6SM 振動式密度計サンプリング装置」を正しくご使用していただくため、本取扱説明書をご
一読くださるようお願いいたします。
なお、DM8 振動式液体密度計については、取扱説明書 IM 12T3A1-02 を参照してください。
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■ 使用上の注意

注　意

●用途の制限

 VD6SM 振動式密度計サンプリング装置は、構造的に食品のオンライン測定には適しません。

●可燃性ガス /防爆性ガスの生成するおそれがある場所へ設置する場合

 VD6SF 密度検出器（耐圧防爆形）を組み込む必要があります。VD6DF の使用に当たっては、

防爆機器としての制約事項を厳守してください。

 制約事項の具体的内容については、「DM8 振動式液体密度計」取扱説明書（IM 12T3A1-02）

を参照してください。

●接続配管内の測定液が、高温あるいは高圧状態の場合

 VD6SM 振動式密度計サンプリング装置には、最高 100℃の高温液や最高 2 MPa の高圧液を供

給することが可能です。

 高温あるいは高圧の溶液を供給する場合は、保守作業者の安全を図るため、その旨を明示する

ことをお勧めします。

 なお、絶対に、使用制限を超える高温・高圧液を供給しないでください。

●スチームトレースを行う場合

 スチームトレース管の付設されていないサンプリング装置において、スチームトレースが必要

になったときは、当社のエンジニアのアドバイス、および本取扱説明書に記載してある情報に

基づいてトレース管を設けてください。不適正なスチームトレースは、測定誤差の原因になる

ことがあります。

●改造の禁止

測定液配管系の修理は、原形復帰を条件とします。部品交換には、必ず、定められた部品を使

用してください。

■ 開梱、および仕様の確認
VD6SM 振動式密度計サンプリング装置は、指定された仕様の密度検出器（別途オーダによる）
が組み込まれた状態で出荷されます。
VD6SM 振動式密度計サンプリング装置の質量は、約 80 kg です（仕様によって異なります）。開
梱は、設置場所の近くで行うことをおすすめします。

注　意

開梱および移送にあたっての注意

 開梱は、平坦な所を選び、設置時の姿勢にして行ってください。（横転されるなど、強い衝撃

を与えないでください。）

また、接続不良を起こすことがあるので、配管に力が加わらないよう留意してください。

開梱が終わったら、指定どおりの仕様を備えていることを確認してください。仕様の確認は、ネー
ムプレート（スタンドの正面）に記載してある形名コード（Model/Suffi x）で行います。形名コー
ドの意味は、1.3 項を参照してください。
(注 ) 密度検出器の仕様確認は、端子箱部のネームプレートに記載してある形名コードで行います。形名コードの意味は、

取扱説明書 IM 12T3A1-02 を参照してください。
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◆ 本機器を安全にご使用いただくために
■　本製品の保護・安全および改造に関する注意

・ 本製品および本製品で制御するシステムの保護・安全のため、本製品を取り扱う際は、説明書
に記載されている安全に関する指示事項に従ってください。なお、これらの指示事項に反する
扱いをされた場合、当社は安全性の保証をいたしかねます。

・ この説明書で指定していない方法で使用すると、本機器の保護機能が損なわれることがありま
す。

・ 本製品の部品や消耗品を交換する場合は、必ず当社の指定品を使用してください。
・ 本製品を改造することは固くお断りいたします。
・ 本製品および説明書では、安全に関する以下のようなシンボルマークを使用しています。

注　意
 「取扱注意」を示しています。製品においては、人体および機器を保護するために、説明書を
参照する必要がある場所に付いています。また、説明書においては、感電事故など、取扱者の
生命や身体に危険が及ぶ恐れがある場合に、その危険を避けるための注意事項を記述してあり
ます。

■　説明書に対する注意
・ 説明書は、最終ユーザまでお届けいただき、最終ユーザがお手元に保管して随時参照できるよ
うにしていただきますようお願いします。

・ 本製品の操作は、説明書をよく読んで内容を理解したのちに行ってください。
・ 説明書は、本製品に含まれる機能詳細を説明するものであり、お客様の特定目的に適合するこ
とを保証するものではありません。

・ 説明書の内容の一部または全部を、無断で転載、複製することは固くお断りいたします。
・ 説明書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
・ 説明書の内容について、もしご不審な点や誤り、記載もれなどお気付きのことがありましたら、
当社の説明書作成部署、当社の営業、またはお買い求め先代理店までご連絡ください。

■　本製品の免責について
・ 当社は、保証条項に定める場合を除き、本製品に関していかなる保証も行いません。
・ 本製品のご使用により、お客様または第三者が損害を被った場合、あるいは当社の予測できな
い本製品の欠陥などのため、お客様または第三者が被った損害およびいかなる間接的損害に対
しても、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
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■ 説明書中のシンボルマーク
説明書中のシンボルマークは、以下の内容を示します。

警　告

回避しないと、死亡または重傷を招くおそれがる危険な状況が生じることが予見される場合に使
う表示です。本書ではそのような場合その危険を避けるための注意事項を記載しています。

注　意

回避しないと、軽傷を負うかまたは物的損害が発生する危険な状況が生じることが予見される  
場合に使う表示です。本書では取扱者の身体に危険が及ぶ恐れ、または計器を損傷する恐れが   
ある場合、その危険を避けるための注意事項を記載しています。

重　要

計器を損傷したり、システムトラブルになる恐れがある場合に、注意すべきことがらを記載して
います。

注　記

操作や機能を知るうえで、注意すべきことがらを記載しています。



IM 12T3S1-01

v＜はじめに＞

◆ 納入後の保証について
■当該製品を無断で改造することは固くお断りします。

■保証の期間は、ご購入時に弊社よりお出しした見積書に記載された期間とします。保証サービ
　スは、弊社の規定に従い対処致します。弊社が定める地域以外における出張修理対象製品の修
　理の場合は、保証期間中においても技術者派遣費が有料となります。

■保証期間内に、弊社納入品に弊社の責任による故障が生じた場合には、故障内容を、弊社指定
　の販売窓口または最寄のサービス事業所にお持込いただくか、お送りください。
　●故障が生じた納入品の形名・計器番号、不具合の内容および経過などについて具体的にご連
　　絡ください。略図やデータなどを添付していただければ幸いです。
　●新品交換の際は、修理レポートは添付いたしません。

■次のような場合には、保証期間内でも修理が有料となります。
　●取扱説明書などに記載されている保証対象外部品の故障の場合。
　●弊社が供給していないソフトウェア、ハードウェア、または補用品の使用による故障の場合。
　●お客様の不適当なまたは不十分な保守による場合。
　●弊社が認めていない改造、酷使、誤使用または誤操作による故障の場合。
　●納入後の移設が不適切であったための故障または損害の場合。
　●指定外の電源（電圧、周波数）使用または電源の異常による故障の場合。
　●弊社が定めた設置場所基準に適合しない場所での使用、および設置場所の不適当な保守によ
　　る故障の場合。
　●火災、地震、風水害、落雷、騒動、暴動、戦争行為、放射線汚染、およびその他天災地変な
　　どの不可抗力的事故による故障の場合。

■弊社で取り扱う製品は、ご需要先の特定目的に関する整合性の保証はいたしかねます。また、
　そこから生じる直接的、間接的損害に対しても責任を負いかねます。

■弊社で取り扱う製品を組込みあるいは転売される場合は、最終需要先における直接的、間接的
　損害に対しては責任を負いかねます。

■製品の保守、修理用部品の供給期間は、その製品の製造中止後 5年間とさせていただきます。
　本製品の修理については取扱説明書に記載されている最寄のサービス事業所もしくはお買い求
　め先弊社指定販売窓口へご相談ください。
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1.	 概　　要
この章では、VD6SM 振動式密度計サンプリング装置の仕様について説明します。

1.1	 標準仕様
VD6SM 振動式密度計サンプリング装置の仕様は、測定液の温度と圧力、およびプロセス配管接

続方式によって異なります。測定液の温度を高めて流動性を良くしたい場合は、スチームトレー

ス管付きを指定できます。

外形寸法： 約 400 mm（幅）× 400 mm（奥）×1350 mm（高）

塗　装： グレー、エポキシ樹脂焼付塗装（マンセル N7 相当）

接液部材質： SUS316、4 ふっ化エチレン樹脂 ( 流量計、圧力計およびストレーナ部のガスケッ

ト )、Ni（ストレーナエレメント /FN の場合）

プロセス条件
 入口温度： 0 ～ 100℃

( 注 ) 測定液の温度が 100℃に近いときは、レンジ 0-150℃の温度計付きを指定します。

	 入口圧力： 0 ～ 1 MPa または 0 ～ 2 MPa

 入口側と出口側の差圧： 0.1 MPa 以上

 流　量： 1 ～ 10 l/min

質　量： 約 80kg

プロセス配管接続方式： ねじ結合式、フランジ接続式または溶接ソケット式（1.3 項参照）

組合わせ可能検出器：  VD6D 形および VD6DF 形
( 注 ) 本サンプリング装置は、食品用アプリケーションに使用することはできません。
 食品用アプリケーションに使用したい場合は、別途ご相談ください。

周囲温度： -5 ～ 50℃
( 注 ) 密度検出器の仕様によって規制されます。

スチームトレース： 可（スチームトレース付きを指定）

	 温　度： 140 ～ 160℃

1.2	 付属品
VD6SM 振動式密度計サンプリング装置には、補用品として次の品が付属しています。（密度検出

器付属品箱に収納）
付加コード 名称 部品番号 数量 備考

/FN 指定なし
ストレーナエレメント K9727KX 1 SUS316
ガスケット K9727KW 1 テフロン

/FN 指定あり
ストレーナエレメント K9727LC 1 Ni
ガスケット K9727KW 1 テフロン
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1.3 形名およびコード
VD6SM 振動式密度計サンプリング装置の仕様は、ネームプレートに、形名・コードで表示され

ています。

形　名 基本コード 付加コード 仕　　様
VD6SM •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••• サンプリング装置 ( 注 1)
配管接続 -JPT

-10K
-20K
-150
-300
-151
-301
-WST

Rc1/2
JIS 10K 15 RF フランジ
JIS 20K 15 RF フランジ
ANSI Class 150 1/2 RF フランジ
ANSI Class 300 1/2 RF フランジ
JPI Class 150 1/2 RF フランジ
JPI Class 300 1/2 RF フランジ
1/2Bウェルディングソケット

圧力計レンジ -PG10
-PG20
-PK10
-PK20

1MPa
2MPa
隔膜式圧力計、1MPa
隔膜式圧力計、2MPa

温度計レンジ -T100
-T150

0～ 100℃
0～ 150℃

― *B スタイルB
付加仕様
ストレーナエレメント材質

/ST
/FN

スチームトレース ( 注 2)
ニッケル ( 注 3)

（注 1）VD6SMサンプリング装置は、検出器が含まれていません。別途手配してください。
 このサンプリング装置に組み込める検出器は、VD6Dと VD6DF です。
 振動式密度計システムとしては、他に変換器および専用ケーブルが必要です。
（注 2）スチームトレースが必要な場合は、隔膜式圧力計を選択してください。
（注 3）NaOH（30%以下）を含む溶液の場合、必ずニッケルエレメントを選択してください。



IM 12T3S1-01

 ＜1. 概　　要＞ 1-3

1.4 外形図
VD6SM 振動式密度計サンプリング装置は、プロセス配管接続方式によって、サンプル入口およ

びサンプル出口の形状が異なります。

スチームトレース管付きの場合は、スチーム入口や凝縮水出口が設けてあります。

1.4.1 VD6SM- □□□ -PG □ 0-T1 □ 0*B　サンプリング装置
単位：mm

400270

5050300
400アンカ

ボルト用

4 - ø15穴

温度計

密度検出器

流量計

圧力計

1350

約407

34

L

サンプル
出口

サンプル
入口

100 200

200

（フランジ接続） （ウェルディング
　ソケット接続）

L (100)

NV1

NV2 NV3
NV4

ストレーナ

形名コード 配管接続部規格
VD6SM - JPT - PG  0 - T1  0 *B
VD6SM - 10K - PG  0 - T1  0 *B
VD6SM - 20K - PG  0 - T1  0 *B
VD6SM - 150 - PG  0 - T1  0 *B
VD6SM - 300 - PG  0 - T1  0 *B
VD6SM - 151 - PG  0 - T1  0 *B
VD6SM - 301 - PG  0 - T1  0 *B
VD6SM - WST - PG  0 - T1  0 *B

Rc 1/2 めねじ
JIS 10K 15 RF フランジ
JIS 20K 15 RF フランジ
ANSI Class 150 1/2 RF フランジ
ANSI Class 300 1/2 RF フランジ
JPI Class 150 1/2 RF フランジ
JPI Class 300 1/2 RF フランジ
1/2 B ウェルディングソケット

0
100
100
100
100
100
100
100

L

サンプル入口

サンプル出口

ニードル弁

温度計 圧力計

ボール弁

ニードル弁

密度検出器

ニードル弁

ニードル弁
T P流量計

スト
レーナ

NV1

NV2 NV3

NV4

図 1.1 VD6SM- □□□ -PG □ 0-T1 □ 0*B　サンプリング装置
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1.4.2 VD6SM- □□□ -PK □ 0-T1 □ 0*B/ST　サンプリング装置
単位：mm

400270

5050300
400アンカ

ボルト用

4 - ø15穴

温度計

密度検出器

圧力計

1350

約407

34

L

サンプル
出口

スチーム
入口
サンプル
入口

100 200

150

200

125 150

（ウェルディング
　ソケット接続）

（フランジ接続）

L (100)

復水出口

（注）図では、スチームトレース管
　　（保温材を含む）が省略されています。

流量計

P P

矢視図　P-P
(スチームトレースのみ)

スチーム
トラップ

NV1

NV2 NV3
NV4

ストレーナ

V2
V1

形名コード 配管接続部規格
VD6SM - JPT - PK  0 - T1  0 *B /ST
VD6SM - 10K - PK  0 - T1  0 *B /ST
VD6SM - 20K - PK  0 - T1  0 *B /ST
VD6SM - 150 - PK  0 - T1  0 *B /ST
VD6SM - 300 - PK  0 - T1  0 *B /ST
VD6SM - 151 - PK  0 - T1  0 *B /ST
VD6SM - 301 - PK  0 - T1  0 *B /ST
VD6SM - WST - PK 0 - T1  0 *B /ST

Rc 1/2 めねじ
JIS 10K 15 RF フランジ
JIS 20K 15 RF フランジ
ANSI Class 150 1/2 RF フランジ
ANSI Class 300 1/2 RF フランジ
JPI Class 150 1/2 RF フランジ
JPI Class 300 1/2 RF フランジ
1/2 B ウェルディングソケット

0
100
100
100
100
100
100
100

L

サンプル入口

サンプル出口

スチーム入口

復水出口

ストップ弁

スチームトラップ

ニードル弁

スト
レーナ

温度計 圧力計

ボール弁

ニードル弁
密度検出器

ニードル弁

ニードル弁

b b'

b a

b' a'

T P

a

a'

流量計

NV1

NV2 NV3

NV4

V2V1

図 1.2 VD6SM- □□□ -PK □ 0-T1 □ 0*B/ST　サンプリング装置 ( スチームトレース管付き )
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2. 設置および配管・配線
この章では、VD6SM 振動式密度計サンプリング装置の設置および配管・配線の要領を説明します。

2.1 設　　置
VD6SM 振動式密度計サンプリング装置は、点検・保守作業（測定液の温度・圧力・流量チェッ

クなど）のしやすい場所に設置します。

2.1.1 設置場所
次のような条件を満たす場所を選定してください。

●サンプル採取点に近い場所

 サンプルをサンプリング装置に導くための配管は、最大 10 mの長さに制約されます。

●振動のない所

 振動があると、固定用ねじなどに緩みの生じることがあります。

●腐食性ガスやほこりの少ない所

 腐食性ガスやほこりは、トラブルの原因になります。

●湿気の多過ぎない所、雨の当たらない所

 密度検出器には、電気回路部品があります。電気回路に湿気は好ましくありません。

●周囲温度の変化が少なく、直射日光を受けない所

 -10 ～ 50℃の周囲温度で使用できるが、常温付近の温度の維持されるのが最良です。直射日光

は、機器の温度を異常上昇させる場合があり、好ましくありません。

●発火・爆発性ガスの生成しない所

 爆発危険場所であっても定められた使用環境条件を満たしている所（VD6DF 密度検出器が取

り付いている場合だけ可）

警　告

爆発危険場所に設置する場合の制限

爆発危険場所に設置できるのは、VD6DF 密度検出器（耐圧防爆構造）が取り付いているサンプ

リング装置だけです。          

VD6DF 密度検出器の防爆仕様は、TIIS 防爆の場合が d2G3、FM防爆の場合がNEC; Class I, Div. 1, 

Group C and D です。これらの防爆仕様に適合する環境に設置してください。
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2.1.2 据え付け
VD6SM 振動式密度計サンプリング装置は、水はけの良いコンクリート基礎などに、アンカボル

ト（M12ねじ）などを用いてしっかり固定します。

アンカボルトの位置については、1.4 項を参照してください。

アンカボルト

ドレンピット

コンクリート基礎

密度計サンプリング装置

図 2.1 振動式密度計サンプリング装置設置
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2.2 配　　管
VD6SM 振動式密度計サンプリング装置は、次の配管を施します。配管の取り合いは、サンプリ

ング装置の背面で行います。

●サンプル導管

●スチーム配管

スチーム配管は、スチームトレースを行う場合にだけ必要です。

なお、必要があれば空気（密度検出器の振動子を掃除するときに使用）配管も施してください（2.2.3

項参照）。

2.2.1 サンプリング導管
測定対象液をサンプリング装置に導くための配管です。

プロセス本管などにサンプル取り出し口とサンプルもどし口を設け、それからの配管をサンプリ

ング装置の “SAMPLE IN” および “SAMPLE OUT” に接続します。

配管施工は、次の要領で行います。

・ サンプル取出し口およびサンプルもどし口は、測定対象液の圧力差が 100 kPa 以上となる点を

選んでください。

・ サンプル取り出し口側配管の長さは、10 m以下にしてください。

・ サンプリング装置に近づけて、タップバルブやドレンバルブを設けてください（図 2.2 参照）。

振動式密度計サンプリング装置

ドレンバルブ ドレンバルブ

サンプル導管
（10 m以下）

プロセス本管

タップバルブ ストップバルブ

Pin（取出し口圧力）

2MPa＞Pin ≧ Pout + 0.1 MPa

Pout（もどし口圧力）

図 2.2 サンプル導管の配管要領

・ スラッジなどが徐々に堆積してしまう、屈曲部を避けてください。

サンプリング装置

サンプル導管

本管

不良：スラッジが堆積しやすい

図 2.3 悪い配管例
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2.2.2 スチーム配管
測定対象液の粘度あるいは流動点が高く、加温によって流動性を良くする必要がある場合に施す

配管です。この場合のサンプリング装置には、トレース管が付設してあります。

スチーム配管は、加温用の蒸気源とサンプリング装置の “SAMPLE IN” 間に施します。また、サ

ンプル導管部にトレース管を設け、このトレース管にも蒸気を供給できるようにします。蒸気源

としては、蒸気圧 0.3 ～ 0.5 MPa、蒸気温度 140 ～ 160℃の条件を持つものが適しています。

なお、サンプル導管部に施すトレース管の付設工事は、サンプル導管の耐圧試験やリーク検査が

終了してから行ってください。

配管施工に際しては、次の点に留意します。

・ サンプル導管へのトレース管は、配管全体が加温されるよう施してください。

 そして、保温材で覆っておきます。

・ サンプリング装置の “CONDENSATE OUT” に施す配管の先端は、大気に開放してください。

サンプル導管

保温材

トレース管

 

サンプリング装置

ドレンピット

スチームトラップ

図 2.4 スチームトレース部   図 2.5 スチームトラップ排出側の配管

2.2.3 洗浄用空気配管
密度検出器の振動子に測定誤差となる汚れが付着する場合は、振動子内を定期的に洗浄すること

が必要です。この洗浄を行うとき、また、密度検出器の校正を標準液を用いて行うときは、振動

子部の液の排出に空気を使用します。このための空気源がサンプリング装置設置場所の近くにな

い場合は、設置場所までの配管を施すことをおすすめします。

なお、洗浄用空気配管は、振動子の洗浄時および標準液校正時にだけサンプリング装置へ接続し

ます。

空気源（0.3 ～ 0.5 MPa G の圧

力を持つ清浄な乾燥空気）から

の配管には、サンプリング装置

に近づけてストップ弁および減

圧弁を配するとともに、配管の

先端には外径φ 10 mm鋼管へ

の接続に適したフレキシブル

チューブを取り付けておいてく

ださい。

サンプリング装置

BV1 密度検出器 NV4

NV3NV2

ストップバルブ減圧弁フレキシブルチューブ

洗浄時に接続します。

空気源 0.3～0.5 MPa G

図 2.6 洗浄用空気配管
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2.3 配　　線
VD6SM 振動式密度計サンプリング装置には、DM8C 密度変換器からの DM8W 専用ケーブルを

接続します。

2.3.1 DM8W 専用ケーブルの仕様
DM8W 専用ケーブルは、指定のあった長さになっています。また、図 2.7 のよう、端末処理が施

してあります。

配線作業に際しては、端末処理部を汚したり濡らしたりしないように注意してください。

ケーブルに余りが生じた場合は、切断せずに、変換器接続側において巻くなどの方法により調節

してください。

B4

B5

A4

A2

A3

A5

A6

B4

B5

A2

A3

A4

A5

A6

(灰)

(黄)

(茶)

(赤) (赤)

(白) (白)

(青) (青)

(緑) (緑)

(茶)

(黄)

(灰)

密度検出器側 密度変換器側

図 2.7 DM8W-L □□□□ *A専用ケーブル

2.3.2 配線施工要領
図 2.8 は、専用ケーブルによる密度検出器と密度変換器との結線を示したものです。

密度検出器に接続したケーブルは、通常、フレキシブルフィッティングで保護し、さらにそこか

ら先を電線管で保護して配線ダクトへと導きます。

A2 N.C
アラーム

C

（赤） A2

A3 （青） A3

A4 （黄） A4

A6 （茶） A6

A5 （緑） A5

B4 （白） B4

B5 （灰） B5

G

検出器 変換器専用ケーブル

SG

RD

TD

＋
0-1V DC

－
＋

4-20mA DC
－

異常検出時および
電源断時に"閉"

・基準温度換算後
　の密度信号
・基準温度換算前
　の密度信号
・温度信号

基準温度換算後の
密度信号

電源

L1 L2

RS-232-C

図 2.8 配線図
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●非防爆形密度検出器の場合
密度検出器のケーブル引込み口は、端子箱の下部にあります。このケーブル引込み口から専用ケー

ブルを端子箱内に引き入れ、図 2.9 のように、各芯線を所定の端子に接続してください。

なお、端子箱カバーの開閉には、密度検出器用付属品として添付されているスパナを使用します。

   

図 2.9 密度検出器端子箱の内部   図 2.10 端子箱カバー開閉用スパナ

●防爆形密度検出器の場合
防爆形密度検出器には、TIIS 耐圧防爆仕様のものと FM耐圧防爆仕様のものとがあります。

前者は国内における防爆電気設備を規制する「労働安全衛生法」に基づいて公的機関の検定を受

け、防爆性を有していることが確認されたものです。また、後者は、検定機関である FM（Factory 

Mutual Research Corporation：米国）から、NEC（National Electrical Code）に制定されている

条件を満たす構造を持つとして認定されたものであり、OSHA（Occupational Safety and Health 

Act：職業安全衛生法、米国）に適合します。

ケーブル

端子箱ケース

ロックナット

G3/4ねじ（TIIS防爆）
3/4NPSMねじ（FM防爆）

防爆形フレキシブルフィッティング

必ず12 mm（5山）以上
ねじ込んでください。

図 2.12 防爆形フレキシブルフィッティングの接続

ケーブル引込み口には、G3/4 めね

じが施してあります。ケーブル保

護用のフレキシブルフィッティン

グは、このねじに適合するものを

使用してください。

ケーブル

変換器ケース

ロックナット G3/4ねじ

フレキシブルフィッテ

ナット

図 2.11 ケーブル引込み口の状態

これら防爆形密度検出器の配線は、耐圧

防爆金属管工事方式によって行ってくだ

さい。

なお、TIIS 耐圧防爆形密度検出器のケー

ブル引き込み口には G3/4 めねじ、また

FM耐圧防爆形密度検出器のケーブル引

き込み口には 3/4NPSMめねじが施して

あります。適合する防爆用フレキシブル

フィッティングを使用してケーブルを保

護するとともに、防爆性の維持に努めて

ください。
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3. 運　　転
この章では、定常運転を行うための準備や良好な運転を維持するための保守などについて説明し

ます。

3.1 各部の名称と機能
図 3.1 は、スチームトレース付きの振動式密度計サンプリング装置を示したものです。図におい

ては、保温用テープを含むトレース管が省略してあります。なお、一般の振動式密度計サンプリ

ング装置の場合には、バルブ “V1”、バルブ “V2” およびスチームトラップ “ST1” は付加しません。

温度計(T)
0 - 100℃または0 - 150℃の
レンジ(指定による)です。

圧力計(P)
レンジは0 - 1 MPaまたは0 - 2 MPa
(指定による)です。ニードルバルブ(NV2)

ボールバルブ(BV1)

バルブ(V1)
密度検出器スチーム加温部

ニードルバルブ(NV1)
密度検出器に流れる

サンプル液の流量調整用

バルブ(V2)
サンプリング装置内配管

スチームトレース用

流量計(FM)

ドレン口

密度検出器

圧力計受圧部

温度計感温部

ニードルバルブ(NV3)

ニードルバルブ(NV4)

スチームトラップ(ST1)

ドレン口

ストレーナ(F)

図 3.1 振動式密度計サンプリング装置（スチームトレース管付き）各部の名称と機能
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3.2 運転準備
ここでは、サンプリング装置にサンプル液を流通させる前に行う準備作業について説明します。

3.2.1 密度検出器内にある輸送対策用部品の除去
輸送中の損傷防止のため、密度検出器の振動子部分は発振用増幅器ケースに固定して出荷されま

す。この固定に用いるゴムシートを取り去ります。

ゴムシートは、ケースと振動子アセンブリの連結子との間に挟み込んであります。取りはずし作

業は、次の手順で行ってください。

(1) 検出器本体のカバーを取りはずします。

 まず、六角棒スパナ（密度検出器付属品）を使用して、クランプをはずしてください。そして、

カバーを反時計方向に回して緩め、内器に強く接触させないよう注意しながら真下に抜き取り

ます。

(2) 振動子部分を覆っているカバー（乾燥剤が取り付いている方）を取りはずしてください。

注　意

振動子はごく薄い肉厚のパイプでできています。使用不能になるので、凹みや傷をつけないよう

注意してください。

(3) 振動子を固定している押えねじを緩めます。

 マイナスドライバを使用して、反時計方向に回せるだけ回してください。回し方が不十分な場

合、運転中に振動子部分と接触して、正しい測定値の得られないことがあります。

(4) ゴムシートを取りはずします。振動子部分に力を加えないようにして抜き取ってください。

固定ねじ：

抜き取り方向

固定ねじをゆるめてから
抜き取ってください。

マイナスドライバを使用し
反時計方向いっぱいに
回しておいてください。

ゴムシート：

図 3.2 輸送用ゴムシートの取りはずし方

(5) (2) 項で取りはずした振動子保護カバーを、元どおりに取り付けてください。また、(1) 項で

取りはずしたカバーもケース部分にしっかりねじ込み、必ず、クランプ弛み止め処理を行って

ください。

以上で、作業は終りです。取りはずしたゴムシートは、密度検出器を移送することが生じた場合

に必要となるので、保管しておいてください。
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3.2.2 配管、配線施工状態の点検

サンプル導管などの配管や、密度変換器や記録計などを含めた測定システム系全般の配線が、す

べて完了しているとともに正しい状態になっていることを確認してください。

なお、点検のために取りはずした密度検出器の端子箱カバーは、元どおりに取り付けてください。

3.3 電源の供給、およびサンプルの流通
振動式密度計の構成機器である密度検出器と密度変換器とは、互いに離れた場所に設置されてい

る場合があります。また、密度変換器からの出力信号を受ける記録計などの受信計も、密度変換

器から離れた場所に設置される場合があります。

ここでの説明は、構成機器が互いに至近距離にあるものと仮定して行います。実作業は、効率よ

く行うための作業計画をたてて実施することをお勧めします。

3.3.1 電源の投入
密度変換器およびこの密度変換器の出力信号を受ける受信計 ( 記録計など ) に、仕様に適合する

電圧および周波数の電源を供給してください。記録計は、チャートを駆動して、圧力補正用デー

タや校正用データを読み取れる状態にしておきます。

なお、制御信号を出力する受信計の場合には、制御系が異常動作をしないよう処置してください。

3.3.2 測定液の流通
次の要領で、サンプリング装置にサンプルを流通させてください。なお、説明においては、サン

プリング装置内にあるニードル弁などに図 3.3 に示す記号を付け、便宜を図ります。

(1) まず、サンプリング装置内の各バルブを、次のようにセットしてください。

ボールバルブ “BV1”： 全閉、ニードルバルブ “NV1”： 全閉

ニードルバルブ “NV2”： 全閉、ニードルバルブ “NV3”： 全閉

ニードルバルブ “NV4”： 全閉、

* ストップバルブ “V1”： 全閉、* ストップバルブ “V2”： 全閉
(注 ) * のある V1、V2は、スチームトレース管付きサンプリング装置にだけ取り付いています。

サンプル入口

サンプル出口

スチーム入口

復水出口

b b'

b a

b' a'

a

a'

ST1 : スチームトラップ
F : ストレーナ

T : 温度計

P : 圧力計

BV1 : ボール弁
NV1～NV4 : ニードル弁

DD : 密度検出器

V1、V2 : ストップ弁
FM : 流量計

F

V1 V2

ST1

FM
BV1

NV2

NV1

NV3

NV4T P
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図 3.3 振動式密度計サンプリング装置（スチームトレース付き）配管系統図
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(2) サンプル導管にスチームトレース管が施されている場合は、スチームの元バルブを開けてサ

ンプル導管を加温してください。また、ストップバルブ “V2” を全開して、サンプリング装置

内の配管も加温してください。

 密度検出器を加温するためのストップバルブ “V1” は、密度検出器が著しく冷えていない限り

全閉したままの状態にしておいてください。

(3) サンプル導管のサンプル取出し口側配管に設けたドレン口に、サンプル液を受ける容器を準

備します。そして、ドレンバルブを全開してから、タップバルブを徐々に開けてください。

 ドレン口からサンプル液が流れ出してきたら、タップバルブを閉じます。

(4) (3) 項と同様の操作を、サンプルもどし口側配管においても行ってください。

(5) ボールバルブ “BV1” とニードルバルブ “NV4” を全開に、ニードルバルブ “NV1” を半開に

してください。また、(3) 項で開けたドレンバルブを閉めてください。そして、このサンプル

取り出し口側配管にあるタップバルブをゆっくりと開きます。

 サンプル液がサンプルもどし口側配管のドレン口から流れ出してくるので、空気が混ざらなく

なったらこの配管のストップバルブを全開するとともに、ドレンバルブを全閉してください。

(6) 配管内に残存する空気を抜くため、ニードルバルブ “NV2” を開き、このバルブの先端にある

ドレン口からサンプル液を流出させてください。その後、バルブは閉じておきます。

(7) ニードルバルブ “NV1” の開度を調節して、密度検出器を流れるサンプル液の流量を調整して

ください。通常は 5 l/min 程度の流量に調整します。なお、流量計 “FM” の指示値は、図 3.4

のように、粘度が高いほど実際の流量より高い指示値を示します。
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図 3.4 測定液の粘度に対する流量特性

(8) サンプリング装置内の温度計 “T1” および圧力計 “P1” が、使用条件を超えるなどの異常値を

示していないことを確認してください。

(9) 配管接続部などからサンプル液が漏れていないことを、目視点検してください。
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3.3.3 校　　正

振動式密度計の校正は、別冊取扱説明書「DM8 振動式液体密度計（IM 12T3A1-02）」の校正に

関する項を参照してください。

3.3.4 圧力補正量の測定
標準液を用いて校正を行う場合は、次の要領で圧力補正量を求めてください。

(1) まず、ニードルバルブ “NV4” を全開し、圧力計 “P1” の指示値を読み取っておきます。

(2) 次に、ボールバルブ “BV1” を全閉してからニードルバルブ “NV3” を開き、密度検出器内測

定液の圧力を大気圧（0 MPa G）にしてください。

(3) 以上、2つの圧力下における密度測定値を読み取り、別冊取扱説明書「DM8振動式液体密度

計（IM 12T3A1-02）」の圧力補正量の項を参照して、圧力補正量を求めてください。

3.3.5 密度測定システム系全体の動作点検
通常運転時の条件で、密度測定システム系全体を作動させてください。そして、しばらくの間運

転状況を観察し、特に不都合な点がないことを確認します。

確認する項目には、次のようなものがあります。

・配管接続部などから測定液が漏れていないこと。

・測定液に空気が混入し、測定値を乱していないこと。

・測定液の温度が、基準温度付近（± 10℃以内）など、所定の温度になっていること。

・測定液の圧力が大きく変化しないこと。

・測定液の流量が適性であり、良好な運転を行ううえで必要な応答速度が得られていること。
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3.4 定常運転
通常、運転時にサンプリング装置を操作する必要はありません。ただし、良好な運転状態を維持

するため、サンプル液の流量や圧力を日常的に点検して異常がないことを確認してください。

ここでは、定常運転時に行う点検・保守や注意事項について説明します。

3.4.1 運転時の注意
スチームトレース管付振動式密度計サンプリング装置の場合は、密度検出器を加温しないよう注

意してください。

必ず、ストップバルブ “V1” は、全閉したままの状態にしておきます。サンプリング装置内配管

スチームトレース用のストップバルブ “V2” は、全開しておいてください。

スチームトレースを行わない振動式密度計サンプリング装置の場合は、特に注意することはあり

ません。

3.4.2 ストレーナエレメントの掃除
ストレーナ内ストレーナエレメントがごみなどによって目詰まりを起こすと、密度検出器へ流れ

る測定液の流量が減少し、測定液の粘度が変化しないにもかかわらず流量計 “FM” の指示値は低

下します。

流量の減少分は、ニードルバルブ “NV1” の開度を絞ることである程度まで補うことが可能です。

ただし、ストレーナエレメントの目詰まりによって減少した流量は、ストレーナエレメントを掃

除して回復させることを基本としてください。

ストレーナエレメントの掃除は、次の要領で行います。

(1) 測定液の供給を停止します。

 まず、サンプル取り出し口側サンプル導管にあるタップバルブを全閉してください。

 次に、サンプルもどし口側サンプル導管部のストップバルブを全閉します。

 スチームトレースを行っている場合は、スチームの供給も停止します。

(2) サンプリング装置内の測定液を排出します。

 サンプル取り出し口側サンプル導管部のドレンロに容器を準備しておき、この配管部のドレン

バルブとサンプリング装置内のニードルバルブ “NV2” を開いてください。

(3) ストレーナエレメントを取りはずします。

 ストレーナ本体をスパナで押さえた状態で下部ナットを緩め、ストレーナエレメントを取り出

します。
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エレメント

ガスケット

下部ナット

ストレーナ本体

ストレーナ

流量計へ

コネクタ

温度計感温部

図 3.5 ストレーナの構造

(4) ストレーナエレメントを掃除します。

 適宜、溶剤などを使用し、網目を乱さないよう注意しながら、付着しているごみなどを除去し

てください。

(5) 取りはずした部品を組み込みます。

 ストレーナエレメントおよびガスケットを元どおり、ストレーナ本体に組み込んでください。

(6) サンプル液を流通させます。

 3.3.2 項に準じて行ってください。

3.4.3 密度測定値のチェック
校正あるいは掃除の実施時期を把握するため、数週間ごとに密度測定値のチェックを行うことを

お勧めします。

(1) 標準浮ひょうなどで正確に密度を測定するための、測定液サンプルを採取します。

 採取に際しては、圧力および温度が通常時と大きく異なっていないことを確認してください。

 また、採取時点における振動式密度計の密度測定値を、記録計などから読み取っておいてくだ

さい。

(2) (1) 項で採取したサンプルの密度を、正確に測定してください。

(3) (2) 項で測定した密度値と採取時に振動式密度計が示していた密度値とを比較してください。

 もし、両者の差が許容誤差範囲を超えていたら、密度検出器内振動子の掃除を行ってください。
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3.4.4 密度検出器内振動子の掃除
振動子の掃除は、次の要領で行います。

(1) サンプリング装置内のボールバルブ “BV1” およびニードルバルブ “NV4” を閉じてください。

そして、ニードルバルブ “NV2” および “NV3” を開きます。

(2) 別冊取扱説明書「DM8 振動式液体密度計（IM 12T3A1-02）」における振動子の掃除の項を参

照して、振動子の掃除を行ってください。

(3) サンプル液を流通させます。

 ニードルバルブ “NV2” と “NV3” を閉じ、ボールバルブ “BV1” とニードルバルブ “NV4” を

全開してください。

その後、ニードルバルブ “NV2” 側のドレン口から、配管内に残存する空気を抜いておきます。

(4) 3.4.3 項に準じて、振動式密度計の密度測定値をチェックしてください。

 もし、振動式密度計での測定値が、標準浮ひょうなどによる測定値と許容誤差範囲以上に異なっ

ていたら校正を行います。

3.4.5 運転を休止する場合の処置
測定液の流通を停止してサンプリング装置を休止状態におく場合には、原則として、測定液を排

出しておきます。

次のように処置してください。

(1) サンプリング取り出し口側サンプル導管部のタップバルブおよびサンプルもどし口側サンプ

ル導管部のストップバルブを閉じてください。また、これら配管部のドレンバルブを開いてく

ださい。

 この状態にしたとき、サンプリング装置内測定液の一部がドレン口から流出します。必要があ

れば測定液を受ける容器をドレン口に準備しておいてください。

(2) サンプリング装置内の測定液を、ほぼ完全に排出させます。まず、ニードルバルブ “NV2” を

開けてください。

 次に、ボールバルブ “BV1” を全閉し、ニードルバルブ “NV2” 側のドレン口に空気配管を接続

して 0.1 ～ 0.2 MPa G の圧力をもつ空気を数分間流してください。

(3) サンプル液の固着する恐れがある場合は、振動子内を掃除してください。

 また、必要があれば、適当な溶剤を振動子内に注入しておいてください。

(4) サンプル導管部のドレンバルブは全閉しておいてください。ニードルバルブ “NV2” は、極く

わずか開いた状態にしておきます。

 なお、スチームトレース付きサンプリング装置をご使用の場合には、必ず、ストップバルブ “V1”

および “V2” を全閉しておいてください。

3.4.6 損耗部品の交換
VD6SM 振動式密度計サンプリング装置には、定期的に交換を必要とする消耗部品はありません。

比較的、保守頻度の高いストレーナのためには、補用品として、ストレーナエレメントとガスケッ

トが添付してあります。掃除の際に目視点検し、もし、損傷していたら交換してください。

なお、長期間使用しているうちには不良となる部品があります。もし、部品が不良となったら放

置せず、すみやかに良品と交換するようにしてください。
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Qty

Note *1 Model VD6SM - uuu - Puu0 - T1u0 *B
Note *2 Model VD6SM - uuu - Puu0 - T1u0 *B /ST

Item      Part No.                   Description
   1        L9868AP 1        1 Thermometer (0 to 1008C)
             L9868AQ 1        1 Thermometer (0 to 1508C)
   2        Y9512JU 6        6 Screw
   3        Y9500WU  12      12 Washer
   4        Y9501BU 6        6 Nut
   5        L9852CB 4        4 Needle Valve

   6        L9854BX 1        1 Ball Valve
   7              – 1        1 Density Detector (see CMPL 12T3E1-01E)
   8        L9866BV 1        1 Flowmeter
   9        L9852CA              2    Stop Valve

 10              – 1       Pressure Gauge
             L9867BV 1       0 to 1 MPa
             L9867BW 1 0 to 2 MPa 
             L9867BX              1 0 to 1 MPa
             L9867BY              1     0 to 2 MPa

 11        L9865AE              1    Steam Trap
 12              –         Strainer Assembly (for details see below)
             K9727KK 1        1 with SUS316 element
             K9727LG 1        1 with Ni  element (option code: /FN)

Gasket

Element

Part Name

 *2 Model VD6SM - uuu -Puu0- T1u0 *B /FN 
(Note) *1 Model VD6SM - uuu -Puu0- T1u0 *B

Teflon
Ni
SUS316

1
1

1

1

K9727KW
K9727LC
K9727KX

2

1

*2*1
DescriptionPart No.

Qty
Item

2

1

Item 12 Strainer Assembly

TM
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取扱説明書　改訂情報
資料名称 : VD6SM　振動式液体密度計サンプリング装置

資料番号 : IM 12T3S1-01

2012 年 06月／ 5版 全面見直し、表記統一 InDesign 化
   P.1-1 1.1 標準仕様をGSと表記統一；P.2-3 図 2.2 サンプル導管の圧力表記を改訂等

2006 年 06月／ 4版
   スタイル B用に変更、電子化等

1996 年 05月／ 3版
   内容見直し等

1991 年 04月／ 2版
   誤記訂正等

1987 年 ／初版
   新規発行

■ お問い合わせについて
本製品の情報に関しては、下記ホームページでもご覧になれます。

当社のホームページ：http://www.yokogawa.co.jp/an
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