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   この度は、当社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。 
   ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をお読みください。 
   本製品の取り扱い方については、次ページ以降に基づいてお願いいたします。 
   お読みになった後は、いつでも取り出せる場所に保証書と共に大切に保管してください。 
   なお、ご不明な点は当社営業部または営業所に直接ご連絡ください。 
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     正しく、安全に使用するために 
 

本製品の取り扱い方については、取扱説明書を 後までよくお読みいただき、 
正しくご使用ください。また、いつも手元に置いてご利用ください。 

 
 
 
 

     使用の前に 
             （必ずお読みになり、取り扱いには十分注意してください） 

 

△ 製品は安定したところに水平に設置してください。 

△ 電源コードのアースは必ず接地してください。 
△ 本製品は防爆仕様ではありませんので、可燃性、引火性物質の近くでの使用はお止め

ください。 
△ 『改造修理禁止』分解や改造等をした場合は当社の保証外となりますので絶対に

しないでください。 
思わぬ故障や事故を起こす原因となることがあります。 

△ 故障の場合はすみやかに修理をご依頼ください。故障のままや自家修理での使用は思

わぬ事故を起こす原因となることがありますので、絶対に止めてください。 

△ 汚れを落とす場合は、柔らかい布（汚れがひどい時は中性洗剤をしみ込ませて）でふ

き取ってください。 
△ 製品から煙が出たり、モーター部が異常に熱くなったり、異常な音がする場合には直

ちに製品の使用を中止して、電源スイッチを〔切〕にして、電源プラグを電源コンセ

ントから抜き修理をご依頼ください。 

△ 電源プラグを抜くときには電源コードを引っ張らず、電源プラグを持って抜いてくだ

さい。そのとき濡れた手で抜かないでください。感電することがあり危険です。 

△ コードを折り曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、継ぎたしたりしないでください。 
△ コードの傷、断線、プラグの接触不良にお気付きの場合は、直ちに使用を中止して修

理をご依頼ください。 
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１．概要 

空気中に放出された粒子状物質のうち、粗大な粒子は速やかに沈降し、微細な粒子は長時間滞留し 

ます。 

また、微細な粒子は呼吸により肺に取り込まれ人体に影響をおよぼす恐れがあります。そのため空 

気中に浮遊し、肺に取り込まれる可能性のある粒子の濃度測定を行う必要があります。 

このローボリウムエアサンプラーは、多段型分粒装置 C-30 により粗大な粒子を除去し、10μm 以下

の粒子を捕集することができます。 
 

    ●10μm 以下の粒子の測定 

      「大気汚染の浮遊粒子状物質の測定」 

      「建築物における衛生的環境の確保に関する法律・・・ビル管法」 

      「事務所衛生基準規則」 
 

 
 

２．多段型分粒装置の原理・構造 

（１）原理 

        多段型分粒装置は、薄い平行板を一定の間隙で何枚も重ね合わせ、この板が水平になるよう 
        にしたもので、被験空気を流すと、このわずかな間隙を通り抜ける間に、大きな粒子は平行 
        板の上に沈降し、小さな粒子のみが通過する原理を応用しています。 
        多段型分粒装置の粒子透過率 P（Ｄ）は、次の理論式で説明されます。 
  
 
                     Ｄ２ 
          Ｐ＝１－        （Ｄ≦Ｄ０において） 
                     Ｄ０

２ 

 
          Ｐ＝０          （Ｄ＞Ｄ０において） 
 

 

 

 

 

                  Ｐ  ＝ 粒子の透過率 

                  Ｄ  ＝ 粒子の相対沈降径（μm） 

                  Ｄ０ ＝ 透過率が０となる 少の相対沈降径（μm） 

                  η  ＝ 空気の粘性係数（1.82×10－４ g/㎝･sec） 

                  Ｆ  ＝ 流量（mL/sec） 

                  ρ  ＝ 粒子の密度（g/㎝３） 

                  ｇ  ＝ 重力加速度（980 ㎝/sec２） 

                  Ｌ  ＝ 多段型分粒装置の平行板の長さ（8.5 ㎝） 

                  Ｗ  ＝ 多段型分粒装置の平行板の幅（5.3 ㎝） 

                  Ｎ  ＝ 多段型分粒装置の平行板の段数（36 段） 
 

       
           １８ηＦ    １／２ 
 Ｄ０ ＝                     ×１０４  
          ρｇＬＷＮ         
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（２）構造 

       分粒装置の構造は図－１に示す通りです。 

       Ａは吸引速度によって希望の粒径を得ることができるように設計された分粒装置、 

       Ｂは直径φ55 ㎜の捕集用ろ紙を挟むための金属製リングです。 

       ＣはＢを入れるホルダーで、流量計を通して吸引ポンプに接続します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－1 多段型分粒装置 分解図 

 
 
     ろ紙に粉じんが捕集され通気抵抗が高くなると流量が低下し、分粒特性（透過率）が変化 

     しますので、常に一定の流量を保つよう流量計で確認してください。 

 

 

３．構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－2 ローボリウムエアサンプラー取付図 

A 分粒装置 B ろ紙バサミC ろ紙ホルダー 

ろ紙

外す 締める 

流量計 

多段型分粒装置 

吸引ポンプ 

三脚 
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４．使用方法 

  （１）図－2 の取付図のようにホースを配管してください。 
 

（２）配管が折れ曲がったり、抜けたりしないように余裕をもった長さに調節してください。 

 
（３）ろ紙を以下の要領でセットします。 

 
        ＜ろ紙の取り付け方法＞ 

 （図－1 多段型分粒装置  分解図参照） 

① 分粒装置とろ紙ホルダーを左（反時計方向）に回して外します。 

② 中からろ紙バサミを取り出してください。 

③ ろ紙はデシケータ等で恒量のうえ秤量しておきます。 

④ろ紙バサミにろ紙をはさんで図－3 の矢印方向（左右 

          どちらでも可）へ回せば、ろ紙はセットされます。 

        ⑤ろ紙バサミをろ紙ホルダー側に入れてセットします。 

        ⑥ろ紙ホルダーの溝に合わせて分粒装置に入れて右（時 

          計方向）に回すと締まります。                                 図－3 ろ紙バサミ 

 
 

（４）多段型分粒装置は三脚等に付け適当な位置に設置してください。 

 
      ・分粒装置の高さは、各測定法のガイドブック等をご参照の上、調整してください。 

      ・分粒装置は水平になるようにセットしてください。 

      ・ローボリウムエアサンプラーは室内仕様です。屋外では使用しないでください。 

   
（５）ポンプの電源スイッチが［切］であることを確認の上、AC100V のコンセントにプラグを差し

込んでください。 

 
（６）電源スイッチを［入］にし、流量計の流量調整用ニードルバルブ①を回して所定の流量に合わ

せてください。フロート③のボール中央が流量読み取り位置です。 

 
      ・ろ紙に粉じんが捕集堆積すると圧力損

失が大きくなるため流量が低下します

ので、測定中はニードルバルブ①を調

整して一定の流量になるようにセット

してください。圧力計④により圧力損

失の変化がわかります。圧力損失が

10kPa 以上にならないように注意して

ください。 

・急激な圧力の変化は避けてください。 

        図－4 

①  

③  

④ 

ポンプ側 

分粒装置側 

②  
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        ・配管の折れによる圧力変化は、テーパー管②両端のフロート止めに衝撃を与え故障の原因 

          となります。 
 

        ＜流量の補正＞ 

        捕集用のろ過材の圧力損失が大きかったり、粉じんの堆積による目詰まりによって圧力損失 

        が増大すると、正しく校正された流量計でも、一定流量で試験空気を吸引したつもりが、実 

際には規定の流量で吸引が行われていない場合があります。 

        このような場合には圧力損失を読み取り、次式を用いて流量の補正を行う必要があります。 

 

3.101
p3.101

15.273
t15.273FrF0

−
×

θ+
+

=           

 

Ｆ０ ： 真の流量（L/min） 

Ｆｒ： 流量計の指示流量（L/min） 

θ  ： 吸引空気の温度（℃） 

ｐ  ： 圧力損失（kPa） 

ｔ  ： 補正温度（℃） 

 

（７）試料空気の採取時間は以下の方法により決定します。 

      ろ過材上に捕集した粉じんの量は吸引空気流量と採取時間との積によって定まりますが、粉 

      じんの秤量に使用する天秤の読み取り限度のおよそ 10 倍以上の粉じんをろ過材上に捕集する

必要がありますので、次式に基づいて採取時間を決定します。ただし、吸引空気流量が大きい

場合でも吸引時間は 10 分間以上としなければなりません。 

 

 

 

 

Tω ： 試料採取時間（min） 

Sω ： 天秤の読み取り限度（mg） 

C   ： 粉じん濃度（mg/m3） 

V   ： 吸引空気量（L/min） 

 
 

（８）捕集が終りましたら、吸引ポンプの電源スイッチを［切］にし、分粒装置内のろ紙を回収します。 

  
              Sω 
 Tω２ ≧              × 1000    

            0.1C×V 
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（９）化学天秤または直示天秤を用いて粉じんを捕集したろ紙の重さを秤り、捕集前の重さを差し 

      引いて総吸引（空気）量で除して mg/m３の単位で表します。 

 

 

 

 

C ： 粉じん質量濃度（mg/m3） 

F１： 採じん前のろ紙の質量（mg） 

F２： 採じん後のろ紙の質量（mg） 

L ： 吸引流量（L/min） 

T ： サンプリング時間（min） 

 

 

 

 

５．使用上の注意 

  ●分粒装置は清掃され、きれいなものを使用してください。 

  ●急激な圧力変化や圧力計の振り切れ状態での使用は、流量計や圧力計の故障の原因となります。 

  ●吸引ポンプのチャンバーブロックは３年ごとに取り替えてください。 

    ※ 詳細は保守点検の項目をご覧ください。 

  ●ポンプのアース端子は必ず接地してください。 

 
                                           
 
 
 
 

 

図－5 
 
 

 

アース端子

電源コード

  
          F2－F1   
 C ＝               × 1000   
           L×T 
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６．保守点検 

  （１）多段型分粒装置 C-30（080050-3553） 
 
        ＜分粒装置の清掃＞ 

          測定中、分粒装置の平行板上に粉じんやゴミがたまります。通常、圧縮空気を吹き付ける 

          ことによって除去できますが、付着などにより除去できない場合は、分粒装置をそのまま 

          超音波洗浄を行うか、分解清掃をしてください。 

          分解により清掃される場合は、図－6 を参考に次の手順で行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－6 多段型分粒装置分解図 

   
１．セットビス①を付属の六角レンチでゆるめます。 

２．枠②を外します。 

３．ピンセットでキズをつけないように平行板③を抜き出します。 

４．平行板③をガーゼ、布等で清掃します。 

平行板は折り曲げたり、傷をつけたりしないでください。 

５．清掃後、元の状態に戻してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③平行板 ②枠

①セットビス
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（２）吸引ポンプ SIP-32L（080800-32） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－7 

 

チャンバーブロックは３年ごとに取り替えてください。交換方法は、下記および図－8 をご参照 

ください。 

 

      ①ポンプの電源プラグを外し、ポンプ吸引口からチューブを外します。 

      ②ベース固定台を留めているカバーの四隅のネジを外し、吸排気口とカバーの間をドライバで 

こじてカバーを外します。 

      ③ケーシングを取り付けてあるネジ４本をゆるめ、ケーシングを外します。 

      ④ダイヤフラムの中央のロックナットを外すとダイヤフラム台が手前に引き出せます。 

      ⑤新しい部品で、元通りに組み立てます。同様に反対側も交換します。 

      ⑥ケーシングとベース板を接続するＬチューブも交換してください。 

      ⑦交換が終了したらカバーをかぶせ４本のネジを締め付けてください。 

 

      ※サビで一面が赤くなっていたら 

        ダイヤフラムが破れると、ロッドの永久磁石が電磁石の鉄心と擦り合って鉄紛等の粉末が飛 

        び散ることがあります。これを空気で吹き飛ばすか、きれいな布で拭き取ってからチャンバ 

        ーブロックの交換をしてください。 

 
      ※ロッドが壊れている場合 

        ダイヤフラムが壊れたまま動かしていると、 終的にロッドが壊れ永久磁石が外れてしまい 

        ます。このような場合には、新しいロッドに取り替えチャンバーブロックを交換してくださ 

        い。 
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図－8 

 

 

 

 

 

ダイヤフラム台 

L チューブ 

ロッド 

チャンバーブロックセット 

ケーシング 

ベース固定台 

ダイヤフラム 

ロックナット 

ベース板 

カバー 

座金 
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７．故障の診断と処置 

症      状 原      因 処      置 
・ 電源スイッチを［入］

にしても吸引ポンプ 
が作動しない 

・ 吸引ポンプに電圧がきていない

 
・ 電源コードの断線 
・ ポンプの焼き付け 

・ 電源供給元の電圧を確認してく

ださい 
・ 電源コードを交換してください 
・ 修理をご依頼ください 

・ 吸引しない、または 
流量が少ない 

・ 配管が折れ曲がっている 
・ 配管の接続が不完全 
・ 捕集中の圧損が大きくなった 

・ 配管をまっすぐにしてください 
・ 完全に接続してください 
・ 規定流量になるようにニードル

バルブを調整してください 

・分粒がうまくできない ・ 分粒装置の平行板の汚れ 
 
・ 分粒装置の平行板のキズ、 

または変形 
・ 流量計の誤差が大きい 

・ “保守点検”にしたがって清掃を

行ってください 
・ 新しい平行板と交換してくださ

い 
・ 流量補正を行ってください 

・圧力計が動かない ・ 圧力計の破損 
・ 配管の接続が不完全 

・ 修理をご依頼ください 
・ 完全に接続してください 

 
 

 

８．保守部品一覧表 

  （１）付属品  SL-30N 型用 

品目コード 品          名 入数 

D82000-140  ローボリ トアロンチューブ φ10×φ14.5 10 ｍ

080160-3  三脚 ３段式 １台 

080150-3  ガラス繊維ろ紙 φ55 100 枚入 １箱 

  六角レンチ １本 

 

（２）関連部品（別途お買い求めください） 

品目コード 品          名 入数 

080130-98055  PTFE バインダーフィルター TF98 φ55 100 枚入 １箱 

080050-552  ろ紙クリップ ローボリ用 φ55 10 組 １箱 

080050-472  ろ紙クリップ ローボリ用 φ47 10 組 １箱 

  吸引ポンプ SIP-32L チャンバーブロックセット 新タイプ ２組 

  吸引ポンプ SIP-32L ロッド 新タイプ １コ 
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９．仕様 

型式 SL-30N 

分粒特性 
吸引流量 30L/min 

10μm 以上 100％カット 
 

分 

 

粒 

 

装 

 

置 

 型式 C-30 

 段数 36 段（ステンレス鋼製） 

 ろ紙有効径 φ43.7 ㎜ 

 ろ紙 φ55 ㎜  ガラス繊維ろ紙 

 分粒部寸法 53(W)×85(D)×55(H) ㎜ 

 装置外径寸法 φ74×185(D) ㎜ 

 質量 約 1.4kg 

 品目コード 080050-3553 
 
 

吸

引

ポ

ン

プ 

 型式 SIP-32L 

 吸引流量 大 40L/min（無負荷時） 

 吸引圧力 大 -27kPa 

 電源 AC100V 50/60Hz 1A 

 寸法 約 150(W)×205(D)×177(H) ㎜ 

 質量 約 5kg 

 品目コード 080800-32 

 

流 

 

量 

 

計 

 型式 LV-30N 

 流量測定範囲 
4.2～42 L/min 

AIR 20℃ 1 気圧基準、流量読取位置 ボール中央 

 圧力測定範囲 -0.5～-10 kPa 

 寸法 140(W)×175(D)×270(H) ㎜（突起部含まず） 

 質量 約 1.7kg 

 品目コード 080120-0311 

 装置質量 約 12kg 

 品目コード 080120-0341 
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10．参考資料 

ローボリウムエアサンプラー SL-30N 型 粒径・流量・透過率特性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－9 SL-30N 型 粒径・流量・透過率特性 
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11．保証 

当社製品が万一故障した場合は、ご購入日より１年以内は無償修理いたします。 

修理の際は、必ずお買い上げ販売店、または当社各営業所に直接ご連絡ください。 

その際は必ず、品目コード・製品名・型式・製造Ｎｏ.・故障内容などをお知らせください。 

故障原因が次の場合は、保証範囲の枠外となり有償となります。 

 
  ①使用方法の誤りによる故障 

  ②当社以外での修理・改造による故障および損傷 

  ③火災・地震・天災などの不可抗力などによる故障および損傷 

④お買い上げ後の転送・移動・落下・振動などによる故障および損傷 

⑤当社指定以外の消耗品類に起因する故障および損傷 

⑥購入店の販売日・捺印のない場合または記載事項を訂正された場合 

⑦『改造修理禁止』分解や改造等をした場合は、当社の保証外となりますので絶対にしないで 

ください。思わぬ故障や事故を起こす原因となることがあります。 
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注）改良のため形状、寸法、仕様等を機能、用途に差し支えない範囲で変更する場合があります。 
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