
CODE  054310-5353 / 054310-5551 / 054310-5570 
 

 

加圧容器 70mL 1 口 オートクレーブ用 CP-300/CP-400 
オートクレーブユニット 
オートクレーブセット 70mL CP-300/CP-400 
 

 

■ご使用前のお願い 
 

●本製品の使用方法および取扱方法については取扱説明書をよくお読みください。 

●本製品の最高使用圧力は 5 MPa です。導入ガス圧は 1MPa 未満とし、加熱時に 5 MPa 以下でご使用ください。ガス導入後はバルブ

を閉じ、ガス導入配管を外してください。接続した状態では、オートクレーブとみなされません。 

●使用中はやけどの恐れがあるので加圧容器上部には触れないようにしてください。 

●加圧容器の開閉や接続箇所を外す際は、必ず常圧に戻し、加圧容器の温度が室温程度まで下がったことを確認した上でおこなっ

てください。加圧した状態では加圧容器内のガスが勢いよく噴出し、やけどやケガをする恐れがあります。 

●水素、アセチレン、塩化ビニル以外のガスを扱うオートクレーブは高圧ガス保安法の適用除外です。本製品においては、5 MPa ま

での範囲でご使用いただけます。水素ガスについては加熱時に 1MPa を超えない範囲でご使用ください。 

●加圧容器で発生した蒸気を他の装置などへ供給する用途ではご使用いただけません。 

●加圧容器を洗浄する場合は、床などに落下させないでください。衝撃を与えると加圧容器が変形し、加熱ブロックにセットでき

なくなったり、蓋が開かなくなったりすることがあります。また、誤って落としたときにケガをしたり、加圧容器が破損したり

することがあります。 

●加圧容器の本体および蓋の材質は、ステンレス 316 を使用しています。使用する溶液により、ステンレスが腐食する可能性があ

ります。 

 

■使用者について【重要】 

本製品は、専門的技術、訓練、経験によって、本製品の操作上起こりえる危険性を理解している人のみが操作してください。訓練を受

けていない人、現在訓練中の人が操作する場合は、訓練を受けた人や専門的経験を有する人の十分な指示のもとに操作してください。

この取扱説明書は、本製品の操作上起こりえる危険性を理解している人が操作することを前提に作成しています。 

 

■中に入っているもの（ご使用前にご確認ください） 

●加圧容器 70 mL 1 口 オートクレーブ用 

 CP-300/CP-400（054310-5353） 

 ●オートクレーブユニット 

（054310-5551） 

 ●オートクレーブセット 70 mL CP-300/CP-400 

（054310-5570） 

 

   

□ 加圧容器 70 mL 1 口 オートクレーブ用 

CP-300/CP-400（054310-5353）     1 個 

 

□ オートクレーブユニット（054310-5551）1 個 

 

■別途ご用意いただくもの 

●工具セット CP 加圧用 または 配管用スパナ 9/16（2 本）と 5/8（1 本）、加圧容器開閉工具 小（1 本）と 大（1 本） 

チューブの接続、加圧容器の開閉には「工具セット CP 加圧用」のうち、太枠内のものが必要です。 

 

 

 

 

 

 

  

O P E R AT I O N  M A N U A L                            取扱説明書 

継手本体の予備 

配管用スパナ 5/8 CPP 用 

(054310-2354)×1 本 

配管用スパナ 7/16 CPP 用 

(054310-2351)×2 本 

配管用スパナ 1/2 CPP 用 

(054310-2353)×1 本 

加圧容器開閉工具 大 

(054310-5342)×2 本 

加圧容器開閉工具 小 

(054310-5341)×1 本 配管用スパナ 9/16 CPP 用 

(054310-2352)×2 本 

工具セット CP 加圧用（054310-5554） 



新しいチューブの接続方法 

配管してあるものを分解し、同じ組み合わせで再接続する方法 

以前に配管されているものを接続する方法 

 

●加圧容器アダプター 70 ●加熱ブロックアダプター φ50 CP-400 用 

CP-300 に使用する際は「加圧

ユニットアダプター 70 mL 

CP-300 用（054310-3221）」

の「加圧容器アダプター 70」

が必要です。 

 CP-400 に使用する際は「加熱

ブロックアダプター φ50 

CP-400 用（054310-5101）」

が必要です。 

 

 

■配管の接続について 

 

バルブの接続口は 1/4 インチです。傷がなく、曲げ加工やフレア加工に適したチューブを使用してください。 

チューブ末端はバリがないものを使用してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 配管（チューブ 1/4 インチ）を継手本体の奥まで差し込んでから接続してください。 

② ナットを指で締められるところまで締め※、ナットと継手本体の六角部分に目印を付けます。 

※ナットを指で締め込んだだけでは固定されません。 

③ 継手本体を配管用スパナで固定した状態で、ナットを 1 と 1/4 回転させます。 

チューブを継手本体に押し込むように押さえながら締め込んでください。 

●ガス導入後に、漏れがないことを確認してください。 

 

 

① 分解する前に、継手本体とナットの位置関係がわかるように、目印を付けます。 

② 配管用スパナを使用して、ナットを目印位置まで締めます。 

③ そこからさらに、トルクがわずかに重くなったと感じるまで、配管用スパナで締め付けます。 

●ガス導入後に、漏れがないことを確認してください。 

 

 

① チューブ 1/4 インチを継手本体の奥まで差し込みます。 

② ナットを指で締められるところまで締め※、ナットと継手本体の六角部分に目印を付けます。 

※ナットを指で締め込んだだけでは固定されません。 

③ 継手本体を配管用スパナで固定し、もう 1 本の配管用スパナで、ナットを 1/4 回転締め込みます。 

●ガス導入後に、漏れがないことを確認してください。 

 

■加圧容器の締め方 

① 加圧容器蓋を手で回らなくなるまで締めます。 

② 保護用の手袋をして、加圧容器開閉工具を右図の組み合わせで使い、

止まるところまで蓋を締め付けます。 

  

加熱ブロックアダプター 

φ50 CP-400 用 

(054310-5101) 

加圧容器アダプター 70 

ナット 

フェルール 

●フェルールの向きに注意 

加圧容器 

ナット側 

開閉工具 大 

加圧容器 

本体側 

開閉工具 小 



■加圧容器（054310-5353）とオートクレーブユニット（054310-5551）の接続方法 

① 加圧容器についている継手本体のナット（フェルール

含む）を外してください。 

② オートクレーブユニットは、製造時の検査で接続して

あるため、■配管の接続について「以前に配管されて

いるものを接続する方法」で接続してください。 

（使用する配管用スパナ 9/16 2 本） 

 

 

■ガス供給元からの配管と接続方法 

バルブのバルブ接続口に、「■配管の接続について」の方法で接続してください。 

●ナットを回転させる際は、配管用スパナ 5/8 でバルブ本体を右図の位置で固定してください。 

 

 

■バルブの開閉 

バルブの開閉は、時計回りが「閉める」反時計回りが「開ける」になります。 

 

■加圧容器について 
 

 
 加圧容器のナットを取り外し、Ｏリングの状

態や加圧容器の構成を確認してください。 

確認後は、図の順序で組み立ててください。 

 

加圧容器蓋を締める前に、Ｏリングがきちんとセットされている

か、劣化やゴミなどが付着していないか確認する。 

シールができていない場合、漏れや爆発・火災の原因となることがあります。 

 

 

加圧容器の開閉は必ず加圧容器開閉工具を使い、保護用の手袋を

しておこなう。 

加圧容器開閉工具以外を使用した場合、開閉中に工具が外れ、ケガをする

恐れがあります。また、加圧容器が変形し、加熱ブロックにセットできなくなっ

たり、蓋が開かなくなったりすることがあります。 

 

加圧容器は丁寧に取り扱い、大きな衝撃を与えない。また、持ち

運ぶときは両手でしっかり持つ。 

衝撃を与えると加圧容器が変形し、加熱ブロックにセットできなくなったり、蓋

が開かなくなったりすることがあります。また、誤って落としたときにケガをした

り、加圧容器が破損したりすることがあります。 

 

■CP-300 本体セット 200mL（054300-3200）に使用する場合 

●CP-300 本体の「容器固定リング」を取り外してご使用ください。 

取り外しについては、CP-300 の取扱説明書をご参照ください。 

●「加圧容器アダプター 70」が必要です。 

●ガス導入後に、漏れがないことを確認してください。 

 

■CP-400 に使用する場合 

●反応容器ホルダー 100 mL 用、200 mL 用を取り外してご使用ください。 

取り外しについては、CP-400 の取扱説明書をご参照ください。 

●「加熱ブロックアダプターφ50 CP-400 用（054310-5101）」が必要です。 

●ガス導入後に、漏れがないことを確認してください。 

加圧容器 
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加圧容器 

70 mL 1 口 
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加圧容器 

ナット 
継手本体 
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バルブ 

バルブ接続口 
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加圧容器のナット 

リング 

加圧容器蓋 

O リング 

加圧容器 

（本体） 



■ガラス内筒容器 70mL を使用する場合 

ガラス内筒容器（オプション 054310-2331）を加圧容器に入れ、加圧容器蓋・リング・加圧容器のナットの順に加圧容器にセット

し、加圧容器開閉工具を使って締め込みます。 
 

 

 
加圧容器で発生した蒸気を他の装置などへ供給しない。 

 

使用前に、ガラス内筒容器に傷やヒビなどがないこと、加圧容器内にゴミや異物が

入っていないことを確認する。 

加圧時にガラス内筒容器が破損する恐れがあります。 

 

■故障かな？と思ったら 

ご使用中に異常が発生した際はすみやかに使用を中止し、修理をご依頼ください（オートクレーブユニットのみ修理可能）。 

場合によっては異常の原因が故障以外のこともありますので、修理をご依頼になる前に、以下の点についてご確認ください。 
 

症 状 原 因 処 置 

圧力が上がらない。

または圧力が上がる

のに時間がかかる。 

バルブにガス供給元のチューブが接続されてい

ない。 
バルブにガス供給元のチューブを接続してください。 

ガスボンベが空になっている。（ガス供給元が正

しく動作していない） 
ガス供給元が正しく動作しているか確認してください。 

ガス供給元のバルブが閉まっている。 ガス供給元のバルブを開けてください。 

ガス配管が折れている。またはつぶれている。 新しい配管と交換してください。 

加圧容器蓋がきちんと締まっていない。 加圧容器開閉工具を使い、きちんと蓋を締めてください。 

ガスが漏れている。 

ガス漏れ箇所がわかったときは、増し締めをおこない、漏れ

がないことを確認してください。 

増し締めをおこなっても改善されない場合は、ゴミなどの異

物が挟まっていることが考えられます。その場合は異物を取

り除いてから、再度増し締めをおこなってください。 

加圧容器のＯリングが劣化していたり、ゴミなど

が挟まったりしている。 

Ｏリングが劣化していないか、ゴミなどが付着していないか

確認してください。Ｏリングが劣化している場合は新しいＯ

リングと交換し、ゴミが付着している場合は取り除き、清掃

をおこなってください。 

 

■点検とお手入れ 

安全にお使いいただくため、性能をよりよく保つために、定期的または使用前に 

点検とお手入れをおこなってください。 
 

加圧容器の

点検 

使用前に加圧容器にセットされているＯリングの劣化や、ゴミなど

が付着していないか確認してください。Ｏリングが劣化していた

り、ゴミなどが付着したまま使用すると、そこからガス漏れが発生

し、火災や爆発の原因となることがあります。 

 

21.11.25 K（01） 

加圧容器の

お手入れ 

加圧容器にセットされているＯリング（Ｏリングパーフロ 加圧容

器 70mL 用 054310-2721）は消耗品です。汚れやゴミなどが付着

した場合は、水で洗い流してください。傷やヒビなど劣化がある場

合は新しいＯリングに交換してください。 

加圧容器蓋の継手本体は取り外しが可能です。コンタミなどが気に

なる場合は、取り外して洗浄してください。また、この継手本体に

使用されているＯリングは消耗品です。汚れやゴミなどが付着した

場合は、水で洗い流してください。傷やヒビなどの劣化がある場合

は、継手自体（加圧容器用継手 CPP 用 10 個入 054310-2744A）

を交換してください。 

 


