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のプ年種長各 術を駆使して､
効率化に貢献していきま1.

V TEX Corporation CONTRIBUTES TO THE EFFICIENCY OF VAR10US PLANTS

BY MAKING THE MOST OF汀S TECHNOLOGY ACCUMULATED FOR MANY YEARS.

ラプチュ7･芦†スク
Rupture discs

特長と構造

RD(ラプチュアディスク)は､可燃性､有毒､高価など

のガスや放射性流体のリークによる危険または消費防

止に極めて有効で､下図の特長があ玖危険防止､経

費節約､保守管理などが容易等のメリットがあります｡

動　作　正　確　Accurateoperation

lJ -クゼロ　Noleakage

吹出し抵抗小　Low resistancetoejection

構　造　簡　単　Simp暮estructure

RDと当社

当社は､わが国唯一のRDメーカーで現在までに多数

の納入実績があり､他社の追随を許しておりません｡

設計から製造､検査に至る一貫した工程が組まれ､内

外資料の消化と吸収､試作と改良など長年の開発研

究に裏付けられた製品は､顧客の絶大な信用を得て

おります｡
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Foatures a Structure

Rupture discs (RD) are very effective to prevent danger and wasteful

consumption by leakage of combustible, toxic , costly gases and

radioactive liquids. It has several features as shown in the chart below,

including prevention of dangers, Cost savlng and ease of maintenance.

容器保護安　全　Safeprotectjonofcontainer

危険防止と経費節約　Prevention of danger and cost saving

吹出　し容量大　Largecapacitymaintainedforejection

保守管理容易　Easeofmaintenanceandinspection

RDofV TEX

VTEX is the only rim that manufactures RD in Japan. It has rich

experience in delivery of a large quantlty Of RD, making other

manufacturers less competitive. VTEX'S products are galning high

reliance of customers as the RD is manufactured in a series of

production steps ranglng from design through manufacture and

inspection and backed with the R良D efforts forlong years,

including absorptlOn Of research results in Japan and overseas, test

production and technical improvements.

∨サポート付RDユニット(FV型)

Rupture Disc Unit with Vacuum-support (FV type)

代表的なRD

引張型ディスク(F型)　　Vサボ-ト付引張型ディスク(FV型)

TCyopneve.ltig7at'.;LmeF-e Domed C.Esncv罰.tPvnaatusimmeieu,Dpo.mne(dFVTyspFe)

反転型RDユニット(FBF型)
Reverse Bucking Type Rupture Disc Unit (FBF type)

Typjcal discs

複合型ディスク(FS型)　Vサポート付複合型ディスク(FVS型)

FFOsmS蒜i)te ～pe Disc　　7FOvmSo～sbtee)Type Disc with Vacuum-suppon



特殊なRD

粉塵爆圧放散用R D
RD for pressure release ot dust explosion
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Special types

高真空用RD (シール溶接式反転型)
RD for high vacuum (reverse type with welded seal)

プロウ･アウトパネルの開口状況(原子力用)
Bursting process of blow out panels (for nuclear power plant)

ねじ接続ホルダー(プラグ型) Threaded joint holder (plug type)

ノ　　Flow

プラグ型メスねじ　Female pug

付属品(エクせス･フロー･バルブ)

ホルダーに工クセス･フロー･バルブを取付けたもの
Excess flow valve attached to the holder

ノ　Flow

プラグ型オスねじ　Malep山g

Accessary (Excess flow valve)

二三
エクセス･フロー･バルブ

Excess flow valve



RDの照会･仕様一覧

項目の解説
RDのご照会に際しては､次項の一覧表の各項目を調査のうえご記入ください｡次に各項目の記入方法について簡

単に説明致します｡なお､不明の点は技術部へお問い合せ下さい｡

0常用圧力-正常運転時の圧力で真空または脈動のあ

る場合は､つぎの欄にその旨記入してく下さい｡

なお､真空のある場合､真空度をFV(Full Vacuu

m)などで表示して下さい｡

◎常用温度一正常運転時の温度を記入して下さい｡

温度変化のある場合､たとえば､ "50℃～130℃…

など範囲を記入して下さい｡

◎所要吹出し量一必要吹出し量で､サイズの計算に必

要な項目です｡

なお､吹出し量自体の算出法は法規にはなく､一

般的には供給機器の最大能力､異常反応などの推定

容量などから推定算出します｡

0適用法規一圧力容器構造規格または高圧ガス取締法

の適用を受ける場合､該当欄に○印を､それ以外の

法規の適用を受ける場合は､その法規名を記入して

下さい｡

0破裂圧力ー法規の適用をうける場合は､上限が規制

されています｡許容差を含めご検討下さい｡

◎破裂時の温度-ディスクの破裂圧力は温度により変

化します｡テストは指定温度で行いますので､温度

が変化する場合でも､安全側に温度を特定しご指示

下さい｡

◎型式-RDの型式です｡

○材質

a)ディスク単体の材質一流体､温度からNi,Al,SUS

その他の材質のうち､適切なものを選んで下さい｡

b)外面処理-ディスク単体では耐食性に問題のあ

る場合､樹脂コーティングにより耐食性を向上で

きます｡必要に応じ選択のうえ､ご指示下さい｡

C)複合(スリット)型ディスクー流体に対する耐食性

からSUS316し, Ta, Tiなどの中から､適切なも

のを選んで下さい｡

d)Ⅴ･サポート-標準品はSUS316で､この外､特

殊金属のものも製作しています｡

防:二二二二二

〇接続規格-JIS, ANSI, JPI, Apt, DINなどのフラン

ジ規格､その外､ネジ規格などでご指示下さい｡

◎上･下流側ホルダー

a)材質一圧力､温度､流体などからご検討のうえ､

記入して下さい｡

b)外面処理一耐食性などから検討して必要に応じ､

樹脂コーティングあるいはGL(グラスライニング)

のご指示をして下さい｡

C)接続形状-フランジ接続の場合､ FF､ RF､ T&G､

RJ､ SW､ BWなどがあり､この外､ネジ接続には､

Rc､ Gなどがあります｡適切なものをご指示下

さい｡

◎付属品

a)エクセス･フロー･バルブー標準品はSUS304､

またはSUS316､接続Rcl/4です｡材質､接続を

ご指示下さい｡

b)スタッド･ナットー材質の外､スペアおよび特

殊ネジはその旨ご指示下さい｡

C)ガスケットー標準品はP/#5611またはⅤ/#6506

です｡これ以外のものは型式､材質をご指示下さ

い｡



ラプチュアディスク仕様一覧表

ltemNo.またはTagNo. 剪� ��

運 転 条 件 ��ﾙw��9|ﾒ���r���� ��

真空または脈動の有無 � �� 

常用温度(℃) � �� 

流体 � �� 

分子量または比重 � �� 

所要吹出し量(kg′hr) � �� 

適用法規 �9|ﾙvXｮﾘﾕﾉ�(ｴｸｦ�� �� 高圧ガス保安法 �� ��

その他 �� ��

kと告による係数/圧縮係数 �/ 梯�/ 

-tt �5H485宙ﾌH-�ﾆ����� ��

破裂圧力(MPaG) � �� 

許容差(MPa) 凵} ��ﾒ�± 
フ~ イ ス ク 

破裂時の温度(℃) � �� 

型式(F､FV､C､CV､FS､FVS､FB) � �� 

材質 ���6h4(5�4�� �� 

b)外面処理 �� ��

C)スリットディスク(FS､印S) �� ��

d)V.サポート �� ��

個数 � �� 

ホ ル ダ l �5H485宙ﾌH-�ﾆ����� ��

接続規格(JIS､ANSl､JPl､APlなど) � �� 

上流側 ホルダー ��俤齏�� �� 
b)外面処理 �� ��

C)愚,&eRJ.S野BW潜 �� ��

下流側 ホルダー ��俤齏�� �� 
b)外面処理 �� ��

C)監T風､S野BW潜 �� ��

付属品 ���4x4�5ｨ5り7H8ﾘ�ｲ�7�8ｸ7b� �� b)スタッド.ナット �� ��

C)ガスケット �� ��

個数 � �� 

用途 剪� ��


