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ご用命は下記または弊社事業所までお願いします。

［ご注意］ この資料の記載内容は、予告なく変更する場合もありますのでご了承ください。
 本資料からの無断転記、複製はご遠慮ください。
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ご注文・ご使用に際しては、下記URLより「ご注文・ご使用に際してのご承諾事項」を
必ずお読みください。
https://www.azbil.com/jp/product/factory/order.html

■ 標準仕様

メンテナンス工数の削減

予備品コストの削減

様々なアプリケーションに対応

1

2

3

形式 一体形 形�AVP300：アナログ信号（4～20mA）開度発信なし

形�AVP301：アナログ信号（4～20mA）開度発信付

形�AVP302：アナログ信号（4～20ｍA）HARTプロトコル対応

形�AVP307：HART通信+開度発信器付

分離形 形�AVP200：アナログ信号（4～20mA）開度発信なし

形�AVP201：アナログ信号（4～20mA）開度発信付

形�AVP202：アナログ信号（4～20mA）HARTプロトコル対応

形�AVP207：HART通信+開度発信器付

適用操作器 空気式操作器

入力信号 4～20mA�DC�（任意スプリットレンジ設定可能�：�最小スパン4mA�DC）（最低正常動作電流�3.85mA）

通信方式 SFN通信 形�AVP300/301/200/201

SFN+HART6通信 形�AVP302/202

HART6通信 形�AVP307/207

入力抵抗 300�Ω相当/20mA�DC（形�AVP300/301　一般・耐圧・EAC本安、形�AVP200/201）

350�Ω相当/20mA�DC（形�AVP300/301　FM/CCC/ATEX/CNS本安）

370�Ω相当/DC20�mA（形�AVP307/207　一般・耐圧）

400�Ω相当/20mA�DC（形�AVP302/202、形�AVP307　本安）

供給空気圧力 140�kPa�～�700�kPa�

空気消費量 4�ℓ/min[N]�以下�� ：�供給空気圧力�140�kPaで出力50％の定常状態

5�ℓ/min[N]�以下 ：�供給空気圧力�280�kPaで出力50％の定常状態

6�ℓ/min[N]�以下�� ：�供給空気圧力�500�kPaで出力50％の定常状態

10�ℓ/min[N]�以下�� ：�複動用リバーシングリレー組付け　供給空気圧力400�kPaでの定常状態

最大処理空気容量 110�ℓ/min[N]�以上� ：�供給空気圧力�140�kPaの場合　

250�ℓ/min[N]�以上� ：�複動用リバーシングリレー組付け　供給空気圧力400�kPaの場合

空気配管接続 Rc�1/4�、�1/4NPT�

電気配線接続 G1/2、1/2NPT、�M20×1.5�

要部材質 一体形 アルミニウム合金

分離形 本体部�：�アルミニウム合金、開度検出器側ケース�：�ステンレス

ケーブル外側シース材質�：�難燃性PVC（塩ビ）（外径�10.2mm）

質量 一体形 2.5�kg�

フィルター付減圧弁（形�KZ03）組付けの場合��：�＋0.7�kg�

複動用リバーシングリレー組付けの場合���������：�＋0.3�kg�　

分離形 本体部��������：�3.3�kg��

開度検出器��：�1.0�kg�

ケーブル�����：�0.2�kg/m

（複動用リバーシングリレー組付けの場合は0.3kgを付加、フィルター付減圧弁[形�KZ03]を組付けの場合は0.7kgを付加してくだ
さい）

性能 精度 ±1.0％FS�（ただし、出力特性変換を行っている場合は±2.5％FS）�
フィードバックレバー回転角が±４°～２０°を超える場合は±３.０％�FS
４ｍA≦入力信号スパン＜８ｍA未満の場合は、入力誤差０.５％FSを付加

開度発信精度 ±1.0%FS（ただし、出力特性変換を行っている場合は±2.5%FS）　開度発信付（形�AVP301/201）の場合に適用します。�

ストローク対応範囲 14.3～100�mm（フィードバックレバーの回転角にして、±4°～±20°）

構造 一体形 一般形（防水形）��
形�AVP300/301/302 耐圧防爆形�：�TIIS/KCs/FM/ATEX/CCC/IECEx/INMETRO/EAC/CNS����������

本質安全防爆形�：�FM/ATEX/CCC/CNS
形�AVP307 一般形（防水形）��

耐圧防爆形�：�TIIS/KCs/ATEX/CCC/IECEx
本質安全防爆形�：�ATEX

分離形 一般形（防水形）��
形�AVP200/201/202 耐圧防爆形��：�TIIS������
形�AVP207 一般形(防水形)

電気規格 CEマーキング　（EN61326-1:2013）

コミュニケーションツール フィールド・コミュニケーション・ソフトウエア　CommStaff　形�CFS100
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スマート・バルブ・ポジショナ 200/300 シリーズ

3つの特長スマートで、簡単、便利に
画期的に使い勝手が向上することで、メンテナンスの
効率化を行い、プラント運用コストの削減に貢献します｡
スマート・バルブ・ポジショナは、マイクロプロセッサを搭載したスマート式の電気／空気式ポジショナです。
従来より画期的に使い勝手が良くなり、1機種で幅広い調節弁の仕様に対応できることで、
メンテナンス工数の削減、予備品コストの削減を行えるだけでなく、
様々なアプリケーションにおいても、調節弁の機能を最大限に発揮させるスマート・ポジショナです。

● オート･セットアップ（自動調整）
オート･セットアップにより、運転前やトラブル復旧時に必要なポジショナ調整の作業時間を大幅に短縮で
き、誰でも簡単に操作できるため、調整ミスや誤設定を�防ぐことができます。

● 簡単な空気回路メンテナンス
空気回路の上流部にある静電容量式のフィルターにより、空気汚れを軽減するとともに、ノズル･フラッパク
リーニングがパイロットカバーを外すだけで容易にできます。

メンテナンス工数の削減POINT 1

● 1機種で幅広い調節弁の仕様に対応
従来の機械式のポジショナは、多くの交換部品、たとえば入力レンジや流量特性などのスプリング部品を用
意する必要がありましたが、これらをデータで設定できることから、1機種で幅広い調節弁の仕様に対応でき
ます。

各種機能設定には、スマート･コミュニケーション・ソフトウエア�CommStaffTM(形�CFS100)で画面操作を
展開するだけで簡単に誰でも操作できます。

● 複動操作器への対応
複動操作器には、リバーシング･リレーを出力空気接続口に付加することで簡単に対応できます。

予備品コストの削減POINT 2

● スマート・バルブ・ポジショナ 200シリーズ
スマート・バルブ・ポジショナ�200シリーズは、開度センサとポジショナ本体を分離させ、開度センサのみを
調節弁に�組付け、ポジショナ本体は別置できるポジショナです。

ポジショナ本体の設置場所の自由度が高まることで、従来のポジショナでは個別に対応していたアプリケー
ションに標準的に対応できます。

● ユニバーサルマウンティング
弊社の調節弁だけでなく、他社調節弁への組付けにも対応できます。�また、直動弁だけでなく、回転弁であ
るボール弁、バタフライ弁などにも取付金具を製作することで対応しています。

様々なアプリケーションに対応POINT 3

スマート・バルブ・ポジショナ　300シリーズ（一体形）

スマート・バルブ・ポジショナ　200シリーズ（分離形）
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スマート・バルブ・ポジショナ�200/300シリーズ

スマートタイプといっても、AVPのメンテナンス性はアナ
ログタイプに勝るものです。
適切なメンテナンスにより､長期にわたり安定したオペ
レーションを約束します。

● 内蔵固定絞りフィルター
AVPの空気回路の上流部には､静電容量式のフィルター
が内蔵されています。固定絞りの目詰まりを防ぐととも
に、計装空気の汚れによるポジショナ動作の異常を防ぎ
ます。

● ノズルフラッパクリーニング
AVP背面のパイロットカバーを外すだけで､防爆エリアで
もノズルフラッパに蓄積された汚れのクリーニングを行え
ます。

簡単な空気回路メンテナンス
オート・セットアップとは、ポジショナの調整を自動化するプ
ログラムです。
次のようなポジショナの設定項目をサポートしています。

●�ゼロ･スパン調整
　� ●�操作器作動

●�操作器サイズに応じた動特性
●�パッキン摩擦力に応じた動特性

オート・セットアップにより、運転前やトラブル復帰時に必要
なポジショナ調整の作業時間を､大幅に短縮するとともに、
誰でも簡単に操作できるので、調整ミスや誤設定が減少し
ます。

オート・セットアップ（自動調整）

メンテナンス工数の削減 予備品コストの削減

従来のポジショナは､多くの予備品や交換部品を用意して
おかなければなりませんでした。
これからは､AVP1機種でプラント内全ての調節弁に対応
できます。
フィールド・コミュニケーション・ソフトウエア�CommStaff
との通信による設定変更と併せて､ポジショナ運用のコスト
を大きく削減します。
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ユーザー定義流量特性

● ユーザー定義流量特性 
リニア、イコールパーセンテイジ、クイックオープニングの
一般的な入力特性に加え、お客さまが自由に設定できる
ユーザー定義流量特性があります。��
●調節弁納入後の流量特性変更��
●�ボール弁、バタフライ弁など、固有流量特性弁��　 � の制
御性改善�
等に有効です。
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● 簡単なスプリットレンジ設定
スプリットレンジの設定は、スマートコミュニケータに入力
信号を入力するだけで、設定変更後のゼロスパン調整は必
要ありません。�50%入力付近でのオーバーラップやギャッ
プの設定も簡単にできますので、設定負荷が飛躍的に軽減
されます。

1機種で幅広い調節弁の仕様に対応
複動操作器に対しては、AVPの出力空気圧接続口にリバー
シング・リレーを付加して対応します。単動形から複動形へ
の変更がリバーシング・リレーの付加だけで簡単に行えま
す。バイアス圧は自動で設定されるため、調整の必要はあり
ません。
バタフライ弁、ボール弁などに使われる複動ロータリー・シ
リンダにも対応可能です。

複動操作器への対応

スマート・バルブ・ポジショナは以下の調節弁診断パラメータを搭載しており､調節弁
メンテナンスサポートシステム�PLUG-IN�Valstaffを用いて､これらの�パラメータをモ
ニタリングし､傾向を監視することで、調節弁メンテナンスの最適なタイミングの推定
や調節弁異常の早期発見に貢献します｡(HART通信仕様に搭載)

●スティックスリップ診断� ●反転動作回数
●摺動距離積算値�� ●全閉回数
●開度別頻度分布�� ●最大作動速度

調節弁診断パラメータ搭載
Topics

フィールド・コミュニケーション・
ソフトウエア�CommStaff
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スマート・バルブ・ポジショナ�200/300シリーズ

分離形は､開度センサとポジショナ本体部を分離させた、
ユニークなバルブ･ポジショナです。
ポジショナの設置場所の自由度が高まることで､従来のポジ
ショナでは個別に対応していたアプリケーションに標準的に対
応できます。

AVPが真価を発揮する場は、弊社の調節弁に限った訳ではありません。多くのお客さまが様々な調節弁との
組合せで、AVPの特徴を効果的なプラント運営に活用されています。他社調節弁用として約50種類(操作器
タイプとして約130種類)の取付金具を標準でご用意しています。
他社調節弁への組付けにあたっては、弊社営業にお気軽にご相談ください。

日本フィッシャ株式会社　操作器

日本ドレッサー株式会社　偏芯回転形調節弁
(旧社名：新潟メーソンネーラン株式会社）

エマソンバルブアンドコントロールジャパン株式会社　
ボール形調節弁　(旧社名：北村バルブ製造株式会社）

岩井機械工業株式会社　サニタリ調節弁

● 耐振動性能の向上
分離形は、厳しい振動環境で使われ
る調節弁に最適です。従来は振動に
よって短期間で故障に至っていたポ
ジショナの寿命を､飛躍的に延ばすこ
とができ、プラントの安定操業に貢献
します。

● メンテナンス性の改善
高温､高所､密集配管､危険区域など、
作業者が近づき難い場所に設置され
た調節弁に有効です｡分離形の採用に
より､安全な場所でのポジショナのメ
ンテナンスを可能にします｡

● 老朽化更新時のコスト改善
I/P 変換器とP/P ポジショナの現場
計装の更新に分離形は最適です。こ
れらの機器を分離形 1 台で更新でき
るので､ 更新コスト､ 更新後の機器
管理コスト､ 機器の空気消費によるラ
ンニングコスト等の削減が図れます。

スマート・バルブ・ポジショナ 200シリーズ（分離形） ユニバーサルマウンティング

様々なアプリケーションに対応

調節弁の開度情報をアナログ信号（4～20�mA�DC）
で出力する機能に対応します。
開度発信付にすることにより、調節弁の動作を計
器室で監視することができます。
（ただし、入力信号ラインとは別に開度発信用電源
回路が必要になるため4線計装となります）

開度発信出力の対応
Topics


