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はじめに
弊社の微少流量調節弁 VSM形をご購入いただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書は、本器を安全かつ確実にご使用いただくための取り扱いについ
てまとめてあります。製品を取り扱う前に、必ずこの取扱説明書を一読ください。
また、お読みになった後は、利用される方がいつでも見られる所に必ず保管して
ください。

開梱と製品の確認・保管
開 梱

バルブは精密機器です。事故や損傷を防ぐためにていねいに扱ってください。
開梱にあたっては次のものが入っているか確認してください。

•	バルブ本体、操作器および組み付け機器

•	付属機器

仕様の確認
ご使用いただく流体条件、弁番号（TAG No.）と製品仕様が合致していることを確
認してください。製品への銘板表示（ネームプレート）は、下図に示す位置に取り
付けられています。（本器以外の製品も下段のCV3000シリーズと同様の位置に同
一の銘板が取り付けられています。）

CV3000シリーズの表示位置

照会先
仕様について不明な点があれば、最寄りの弊社の支店、営業所へお願いいたしま
す。お問い合わせには、必ず形番（MODEL■NO.）と工番（PRODUCT■NO.）を
ご連絡ください。
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保管についての注意
ご購入になったバルブの保管に際して、次の注意事項をお守りください。

•	段ボール箱にて梱包されたバルブは常温、常湿の屋内に保管ください。

•	木枠にて梱包されたバルブも常温、常湿の屋内保管を原則とし、屋外に保管さ
れる場合は、開梱、仕様確認の後に保護用ポリエチレンシートで覆い、雨水浸
入の防止を行ってください。

一度使用した本器を保管する場合は、次の手順に従ってください。
1. バルブ本体内部に付着または残留している流体を洗い流し、乾燥させる。
2. 本体部が錆びるおそれのある場合は、防錆処置を行う。
3.  空気配管接続口、電線管接続口には防水キャップまたはテープなどで水分の

浸入を防止する。 
また、コネクタねじ部の保護を行ってください。

4. 配管接続端（フランジ面、溶接接続面）に傷がつかないように、フランジキャッ
プなどで保護してください。
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安全上の注意
■ 絵表示について
この安全上の注意は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害
を未然に防止するためのものです。安全上の注意は必ず守ってください。
本書ではいろいろな絵表示をしています。
その表示と意味は、次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

	警告 取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険の状態が
生じることが想定される場合。

	注意 取り扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか、または物的損害のみ
が発生する危険の状態が生じることが想定される場合。

■ 絵表示の例

このような表示は、取り扱い上、気を付けていただきたい「注意」を表す内容です。

このような表示は、してはいけない「禁止」を表す内容です。

このような表示は、必ず実行していただきたい「指示」を表す内容です。
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安全作業のための注意
 警告

作業の前に配管内の圧力が大気圧力まで下がっていることを確認してください。 
流体の噴出による人身事故のおそれがあります。

 注意
設置された本器に乗ったり、足場にしたりしないでください。転倒するおそれがあり、危険です。

運転中は本器にみだりに触らないでください。使用環境によっては、表面が高温または低温に
なっているおそれがあり危険です。

製品は重量物ですので足場に注意し、安全靴を着用してください。

作業時は飛散物によるけがを防ぐため保護めがねを着用してください。

作業時はねじ部や端面のバリによるけがを防ぐため保護手袋を着用してください。

本製品が動作しているときは、ステムコネクタ部などの可動部に触れないでください。
手などをはさまれ、けがをする可能性があります。
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製品取扱上の注意
設置上の注意

 警告
定格圧力や接続規格以外での使用は、破損や漏れによる大きな事故原因となるおそれがありま
す。

バルブを配管に設置する際、バルブ本体の下やフランジの間に手や足を差し入れないでください。 
指の切断や足を負傷するおそれがあります。

点検整備や改造後のバルブ設置に際しては、既設配管中に残存する流体を洗浄または安全な流
体へ置換してください。残存する流体による人身事故のおそれがあります。

 注意
バルブ上流に10D以上、下流に6D以上の直管長を確保してください。（Dは呼び配管径） 
直管長が不足した場合、バルブの容量不足、異常な騒音・振動等の発生要因となります。

バルブの設置の際は、メンテナンス性（配管、配線、調整等）を考慮して、できるだけ周囲のスペー
スを十分とり、本器の向きが正しくなるようにしてください。

配管がバルブの重量および操作により、過大な荷重を受けないように、バルブ自身へのサポー
トまたは前後配管のサポート等を考慮してください。（特に大型弁や低温弁は配慮が必要です）

通路に面して設置され、部外者の接触するおそれのある場合は、柵やカバーを設け保護措置を
実施してください。

雨水等による水没や、積雪による埋没、凍結の危険性がある場所への設置は行わないでください。
バルブ破損の原因となります。

輻射熱を受ける場合は、遮へい板を設ける等の対策を実施してください。
操作器・付属機器破損の原因となります。

塩害や腐食性雰囲気の場合は防食対策を実施してください。
バルブ破損の原因となります。

バルブに損傷（本体部・操作器・付属機器各部）がないことを確認してください。

配管接続フランジまたは、溶接配管側の損傷のないことを確認してください。
流体漏洩の原因となります。

配管側がフランジ溶接等を行っている場合、本体表面が高温となっているおそれがありますの
で、みだりに触らないでください。

配管側フランジはエッジ部の面取りを実施してください。
けがをする可能性があります。

前後配管がしっかりサポートされていることを確認してください。 
配管接続部からの流体漏洩の原因となります。

設置後、配管の芯ズレがないことを確認してください。芯ズレはバルブに歪みを与え、配管接
続部からの流体漏洩の原因となります。

バタフライ弁は弁体（羽根またはディスク）を全閉状態として配管に設置してください。
バルブ破損の原因となります。

バルブを吊り上げる際に操作器アイボルト（アイナット）を使用する場合は、取扱説明書に示す
制限質量を超えないようにご使用ください。制限を超えた荷重は操作器の破損や空気漏洩の原
因となります。

配管フランジ用ボルト・ナットは、フランジ規格に合致したものを使用してください。
流体漏洩の原因となります。

配管フランジ用ガスケットは、流体の性状と温度・圧力条件に合致した新品を使用してください。
ガスケット破断等により流体漏洩の原因となります。

配管内のフラッシング中は、バルブを全開として、開閉動作は行わないでください。 
溶接スパッタや異物によりバルブ破損の原因となります。
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 取り扱い上の注意
•	振動や外力を受け、バルブの機能が阻害されるおそれのある場所への設置は避けてください。

•	フランジにはガスケット面の保護と弁内部への異物侵入を防止する保護カバーが取り付けら
れていますので、設置時に取り外ししてください。

•	バルブに損傷（本体部・操作器・付属機器各部）がないことを確認してください。

•	シート部の損傷と弁座締切性能劣化を防止するため、配管内部のゴミ・砂・溶接スパッタ等
の異物除去と弁内部の清掃を実施してください。

•	配管フランジ間の寸法が、バルブの面間寸法にガスケット厚みを加えた値に対して適切であ
ることを確認してください。

•	配管フランジ用ボルト・ナットの締め付けは、対角線上に交互に均等なトルクで締め付けて
ください。
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空気配管・電気工事上の注意

 注意
空気配管はバルブ動作時に圧力低下を起こさない配管径としてください。
バルブ動作不良の原因となります。

配線工事は、電気設備技術基準に従い電気工事士有資格者が行ってください。

ケーブルの接続は設備条件に従い実施し、ケーブル仕上がり外径に適合したアダプター（パッ
キン）を選択してください。

空気配管工事にシールテープを用いる場合、ねじ先端より2山はシールテープを巻かないでく
ださい。テープ片の詰まりにより、バルブ動作不良の原因となります。

空気配管工事に液状パッキン（ねじロック）を用いる場合、配管内部へ液だれに注意してくださ
い。バルブ動作不良の原因になります。

配線工事は雨天や高湿度の状態を避けて行ってください。 
コネクタ内や端子箱への水分の浸入は漏電と発錆の原因となります。

 取り扱い上の注意
•	ポジショナなどの付属機器の蓋部には、シールパッキン（ガスケット）が装着されています。 

配線工事の際の紛失に注意してください。

•	空気配管の曲がり部はゆとりを持ったものとし（専用の工具を使用する）、平行する配管はバン
ドで結束してください。
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分解組立上の注意

 警告
作業前にバルブ内の洗浄やガス置換を行ってください。残存する流体による人身事故のおそれ
があります。

供給空気圧力を与えたままで、空気式操作器の分解を行わないでください。 
圧縮空気による人身事故のおそれがあります。

ボルト・ナットの傷や腐食はバルブ破損の原因となり、人身事故のおそれがありますので新し
いものと交換してください。

 注意
組立時のボルト・ナットの締め付けは、取扱説明書に規定されたトルク値を使用してください。

スプリング内蔵形の操作器は、分解の手順を守りボルト・ナット類を取り外してください。 
スプリングの飛び出しによる負傷のおそれがあります。

配管よりバルブを取り外すとき、操作器のアイボルト（アイナット）を使用し吊り上げる場合は
取扱説明書に示す制限質量以下で使用してください。落下のおそれがあります。

トリム（内弁）の取り外し・組み付けには、専用工具の要否を確認し、準備してください。
部品破損の原因となります。

組立の手順を守り、部品、ボルト・ナット類を組み付けてください。動作不良の原因となります。

本体部組み付けの際は、新しいパッキンとガスケットを使用してください。 
古いものの再使用は流体漏洩の原因となります。
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保守上の注意

 警告
バルブから流体の漏れを発見した場合には、安全が確認されるまでバルブに近づかないでください。
流体の性状によっては大きな事故や人身事故のおそれがあります。

 注意
グランドの点検は日常的に行い、漏れを発見した場合は増し締めを行ってください。

バルブ動作の確認は日常的に行い、ハンチングの有無を目視にて確認してください。

運転中に異常な音・振動がないことを目視・聴視にて確認してください。

 取り扱い上の注意
•	振動や外力を受け、バルブの機能が阻害されるおそれのある場所への設置は避けてください。

•	ポジショナなどの付属機器の蓋部には、シールパッキン（ガスケット）が装着されています。 
配線工事の際の紛失に注意してください。

•	ポジショナなどの付属機器の蓋の固定ねじは紛失しないように注意してください。

•	ケーブルねじや電線管のシールは確実に行い、水分が浸入しないようにしてください。

•	バルブの分解や保守で発生した古い部品は、産業廃棄物として適切に処理してください。 
安易に燃やしたり、廃棄すると環境汚染の原因となります。

•	固定ねじの締め付けはシールパッキン（ガスケット）の装着を確認し、片締めにならないよう
に均等なトルクで締め付けてください。
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第1章  概　要

1-1  概　要
本器は小形軽量の微少流量制御用でその構成は大別して、弁本体部と空気式操作器とポ
ジショナに分けられます。
弁本体は本体と上蓋より構成されていますが、上蓋とシートリングは一体となって弁本
体から分離される構成になっています。
操作器は複数のスプリングとダイヤフラムよりなるPSK形アクチュエータで、正作動用
と逆作動用があります。
ポジショナに関しては、それぞれの取扱説明書をご参照ください。
•	空気式単動ポジショナ（HTP形） No. OM1-8310-0200
•	空気式単動ポジショナ（VPE形） No. OM1-8310-0410
•	電気空気式単動ポジショナ（HEP形） No. OM1-8313-0100
•	スマートバルブポジショナ 

 （AVP300/301/302形（一般形）） 
 （AVP200/201/202形（分離形）） No. CM1-AVP300-2001 
 （AVP701/702形） No. CM1-AVP702-2001
•	スマートバルブポジショナ（フィールドバス対応） 

 （AVP703形） No. CM1-AVP703-2001

1-2  構　造
図1-1に外観図を示します。
本器の取り扱いに要する工具は第7章に示してあります。（これらは付属品ではありま
せん。別途手配ください）

ポジショナ

空気式操作器

弁本体部

図 1-1 VSM 外観図



2

1-3  ネームプレート
調節弁にはネームプレート（図1-2）が付けられています。ネームプレートには製品形番

（MODEL）、サイズ、圧力定格、材料および製造年月日などの主要事項が記入されてい
ます。使用条件に合致していることを確認してください。
また、ネームプレートには工事番号（PROD.No）の記載がありますので、仕様の変更、交
換部品のお問い合わせの時は、記載の工事番号を同時にお知らせくださいますようお願
いします。

図 1-2 ネームプレート
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第2章  据え付け

2-1  据え付けおよび配管
弁を据え付ける前に弁前後のプロセス配管内のスケール、溶接チップはもちろんのこと
塵埃を取り除き、清浄してください。

2-1-1  据え付け方向
弁本体または配管接続フランジに刻印されている流れ方向（矢印）をプロセスの流れ方向
に合わせ操作器を上にし、垂直に据え付けてください。

2-1-2  据え付け方法
ねじ込み式本体の場合には弁本体に設けられているサポート用穴（低圧用では本体の横方
向の穴2個、高圧用では本体底部にあるM8ねじ穴2個）を利用して、ボルト等を用いてし
かるべき架台、あるいはブラケット等に固定して据え付けます。
フランジ本体の場合には弁本体に過大な配管応力がかからないよう注意し、接続フラン
ジのボルトを片締めにしないよう全周均等に締めてください。

2-1-3  空気配管
ポジショナあるいは操作器の所定の位置に空気配管を施してください。配管に際しては
管内を空気でパージし、清浄してから行ってください。

2-1-4  据え付け後の点検
弁の据え付け後、次の各点を点検してください。

【1】  空気配管に緩みや空気漏れはないか。

【2】 ダイヤフラムケースのボルト・ナットに緩みはないか。

【3】  操作器ロッドとステムアダプタを結合しているステムコネクタのボルトに緩みはな

いか。

【4】 操作器のヨークと上蓋を固定している止めねじに緩みはないか。

【5】 弁本体と上蓋の間に緩みはないか。
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第3章  構造と保守

3-1  概　要
弁本体部は、弁本体、上蓋、バルブプラグ、シートリング、グランド部品等で構成され
ています。
同軸度や垂直度が要求される部品（バルブプラグ、シートリング、ガイドブッシュ等）は、
上蓋に集約されていますので、分解・組立が容易です。

3-2  構　造
3-2-1  弁本体の構造

ステムアダプター

六角穴付き止めねじ

パッキンホロア

上 蓋

ガスケット
バルブプラグ

シートリング

ガスケット

上 蓋

ガスケット
バルブプラグ

シートリング

ガスケット

ロックナット

パッキンA
パッキンB
パッキン受け
スプリング
ガイドブッシュ

弁本体

ステムアダプター

六角穴付き止めねじ

パッキンホロア

ロックナット

パッキンA
黒鉛ヤーンパッキン
黒鉛パッキン

黒鉛パッキンの場合

スペーサ
パッキンB
パッキン受け
スプリング
ガイドブッシュ

弁本体

高圧用（Class2500）低圧用（Class600）

図 3-1  弁本体部構造図
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3-2-2  操作器の構造

28
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正動作 逆動作
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12

11

10

9

8

7

6

5

4 3 2 1

No. 部品名称 No. 部品名称

1 緩み止めナット 15 スプリング
2 ダイヤフラムケース（上） 16 ダイヤフラムプレート
3 ダイヤフラム 17 六角ボルト
4 吊り下げフック 18 六角ナット
5 六角ナット 19 スプリングプレート
6 六角ボルト 20 六角ボルト
7 ダイヤフラムケース（下） 21 ロッド
8 巻きブッシュ 22 目盛板
9 ダストシール 23 トランス小ねじ
10 ステムコネクタ 24 六角穴付止めねじ
11 ヨーク 25 シールワッシャ
12 六角ボルト 26 Oリング
13 片舌付座金 27 ロッドパッキン
14 ダイヤフラム押え 28 雨よけキャップ

図 3-2  PSK 操作器の構造および部品名称
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3-3  保　守
VSM形調節弁は原則として保守を必要としませんが、制御対象が微少流量ですので、バ
ルブプラグ・シートリングの汚れが制御性に大きな影響を及ぼすことが十分に考えられ
ますので、状況によりバルブプラグ・シートリングの清掃を行うことをお勧めします。
清掃に関しては、分解・組立の項を参照して行ってください。また、操作器駆動の頻度
や永年にわたる経年変化のためダイアフラム、“Oリング”、あるいはパッキン等のシー
ル部品および、バルブプラグ、シートリングの損傷等が万一起きた場合は、同様に分解・
組立の項に従い新しい部品と交換してください。いずれの場合も再調整を必要とします。

（第5章 調　整の項参照）
なお、VSM形調節弁はグランド部へのグリースアップは必要ありません。

 ■ バルブプラグ・シートリング交換手順
定格Cv値が0.16以上のものは、バルブプラグのみの交換、およびシートリングのみに交
換が可能です。定格Cv値が0.1以下の場合には、バルブプラグとシートリングがセット
になっていますので、交換はセットで行ってください。

【1】  バルブプラグを十分に引き上げ、【2】【3】の作業を行います。（正作動の場合には、空
気圧を抜き、逆作動の場合には空気圧を入れます）

【2】 グランド部ロックナットを緩め、パッキンホロアを緩めます。（図4-1参照）

【3】 スパナを用いて、上蓋を本体から分離します。（図4-1参照）

【4】 シートリングを取り外し、交換します。

以下、バルブプラグを交換する場合
【5】 ステムアダプタの六角穴付き止めねじを緩めます。（図3-3参照）

図 3-3 

【6】 バルブプラグを下方に注意深く引き抜きます。（図3-4参照）

図 3-4 
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【7】  バルブプラグを新品のものと取り換えて、上記の逆順で組み立てます。4-2 組立手順
の注記を参照してください。

バルブプラグ・シートリングの交換を行った後、ガスケット接合部、グランドパッキン
部のシール性能確認を必ず行ってください。万一、外部への漏れ等、不都合が生じた場
合には、必要部分を新品と交換してくだだい。
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第4章  分解・組立

4-1  分　解
調節弁を分解する前に、プロセス配管内の流れを遮断し、弁内圧がないこと、弁本体部
の温度が常温近傍であることを確認してください。

 取り扱い上の注意
	 バルブプラグ・シートリングのみを交換する場合には、バルブプラグ・

シートリング交換手順の項を参照してください。

4-1-1  ポジショナの取外し
【1】 空気配管内の圧力がないことを確認した後に、空気配管を取り外します。

【2】 操作器ヨークの六角ボルトを緩め、ポジショナを取り外します。

4-1-2  操作器と弁本体部の分離
【1】  逆作動形操作器の場合は、指針が全閉の少し上を指すように、空気圧を操作器に与

え圧力を保持します。正作動形操作器の場合は空気圧を与えません。（図4-1参照）

ヨーク

目盛板

ドライブスクリュ－

指針

ステムコネクタ－

六角穴付止めねじ 六角ボルト

図 4-1 

【2】  ステムコネクタを止めている六角ボルトを緩め、ステムコネクタを外して、ロッド
とステムアダプタを分離します。【1】で与えた空気圧を0に戻します。

【3】 ヨーク下部の六角穴付き止めねじ（4本）を緩め、操作器と弁本体部を分離します。

【4】 空気配管を操作器から外します。
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4-1-3  操作器の分解

 ■ 正作動形の場合（図 4-2 参照）
【1】 空気配管および各部品を取り外します。

【2】 ステムコネクタを外します。

【3】 ダイアフラムケースのボルトを外します。

【4】  最後にアイボルト（2個）のナットを左右均等に緩めます。 
（スプリングのイニシャルセットがこのボルトで設定されています。）

【5】  ダイアフラムケースを外します。ダイヤフラムユニットと一緒にロッドを上方に抜
出します。

【6】 スプリングを取り出します。

 ■ 逆作動形の場合（図 4-3 参照）
【1】 空気配管および各部品を取り外します。

【2】 ステムコネクタを外します。

【3】 ダイアフラムケースのボルトを外します。

【4】  最後にアイボルト（2個）のナットを左右均等に緩めます。 
（スプリングのイニシャルセットがこのボルトで設定されています。）

【5】 ダイアフラムケースを外します。スプリングを取り外します。

【6】 ダイアフラムユニットと一緒にロッドを上方に抜き出します。
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六角ボルト

ダイヤフラムケ－ス（上）

緩み止めナット

片舌付き座金

ダイヤフラム押え

ダイヤフラム

ダイヤフラムプレ－ト

圧縮コイルばね

ロッド

六角ボルト

ロッド

ダイヤフラムケ－ス（下）

六角ナット

巻きブッシュ
ダストシ－ル

目盛板

トラス小ねじ

ステムコネクタ

六角ボルト六角穴付止めねじ

ヨ－ク

六角ナット

つり下げフック

六角ボルト
雨よけキャップ

ダイヤフラムケ－ス（上）

スプリングプレ－ト

圧縮コイルばね

緩み止めナット

片舌付き座金

ダイヤフラムプレ－ト

ダイヤフラム

ダイヤフラム押え

ダイヤフラム押え

六角ボルト

シ－ルワッシャ

ダイヤフラムケ－ス（下）

六角ナット

巻きブッシュ

ロッドパッキン

Ｏリング

ダストシ－ル

目盛板

トラス小ねじ

ステムコネクタ

六角ボルト六角穴付止めねじ

ヨ－ク

六角ナット

つり下げフック

図 4-2  PSK1 正作動形 図 4-3  PSK1 逆作動形
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4-1-4  本体部の分解
【1】 グランドロックナットを緩めて外し、パッキンホロアを緩めます。（図4-4参照）

図 4-4 

【2】  バルブプラグを10 mm程度引き上げます。スパナを用いて上蓋を弁本体から取り外
します。（図4-5参照）

図 4-5 

【3】 ガスケットを本体から取り外します。ガスケットは、大小各1枚あります。

【4】  パッキンホロアを完全に緩め外します。上蓋からバルブプラグ、パッキン等のグラ
ンド部品を取り出します。

 取り扱い上の注意
	 パッキンを傷つけないように注意してください。

【5】 シートリングを上蓋が取り外します。

【6】 六角穴付き止めねじを緩め、ステムアダプタからバルブプラグを引き抜きます。

分解が終わりましたら、全部品を点検し状況に応じ必要な部品は新品と交換してくださ
い。ただし、ガスケットは2枚を1対として交換してください。
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ステムアダプタ

上 蓋

高温用
ヤ－ンパッキン

グラフォイルパッキン

ヤ－ンパッキン

パッキンＢ

パッキンＡ

パッキン受け

スプリング
スペ－サ

高温用

シ－トリング

ガスケット

ガスケット

本 体

ガイドブッシュ

パッキンホロア

バルブプラグ

六角穴付止めねじ

図 4-6 
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4-2  組立手順
組立は、分解手順の逆に行ってください。

注　意

1） ねじ部品の締め付けは、慎重にかつ十分に締め付けてください。
2）  ステムコネクタの組付けは、ストローク調整の項を参照して、ロッドとステムアダプ

タのねじ部長さが等分に入るようにしてください。
3）  組立の際、シール部品の装着箇所は清浄し、潤滑剤（シリコングリース等）を塗布して

ください。
4）  シートリングの形状および組付け方向について 

組付けの際には図4-7のように方向に注意してください。

プラグ挿入方向
（反転不可）

図 4-7 

5） 上蓋の締め付けトルクは次の値を目安にして締め付けてください。
 クラス600 ： 400 ～ 450 N･m（ガスケットがタンタルの場合300 N･m）
 クラス900 ： 750 ～ 850 N･m
 クラス1500 ～ 2500 ： 950 ～ 1050 N･m
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第5章  調　整

5-1  ストローク調整
ダイアフラム式アクチュエータは、原則として調整を必要としませんが、分解や点検を
行った場合には下記に従って調整してください。

5-1-1  正作動形
【1】  ステムコネクタを外し、その状態でバルブプラグを弁閉止位置（バルブプラグがシー

トに接触した状態）まで引き下げます。
【2】  操作器に空気配管を接続し、スプリングレンジの最大値98または151 kPaの空気圧

を与えます。
【3】  操作器ロッドとステムアダプタをステムコネクタで接続します。
【4】  目盛板のドライブスクリューを緩め、ステムコネクタの指針と目盛板の下限値（Sの

位置）を合わせます。
【5】 空気圧の増減により定格ストロークを確認します。

5-1-2  逆作動形
【1】  ステムコネクタを外し、その状態でバルブプラグを弁閉止位置（バルブプラグがシー

トに接触した状態）まで引き下げます。
【2】  操作器に空気配管を接続し、スプリングレンジの最大値20、80または120 kPaの空

気圧を与えます。
【3】  操作器ロッドとステムアダプタをステムコネクタで接続します。
【4】  目盛板のドライブスクリューを緩め、ステムコネクタの指針と目盛板の下限値（Sの

位置）を合わせます。
【5】 空気圧の増減により定格ストロークを確認します。

5-2  ポジショナ調整
ポジショナについては、下記を参照ください。

•	空気式単動ポジショナ（HTP形） No. OM1-8310-0200
•	空気式単動ポジショナ（VPE形） No. OM1-8310-0410
•	電気空気式単動ポジショナ（HEP形） No. OM1-8313-0100
•	スマートバルブポジショナ 

 （AVP300/301/302形（一般形）） 
 （AVP200/201/202形（分離形）） No. CM1-AVP300-2001
•	スマートバルブポジショナ700シリーズ（HARTプロトコル版） 

 （AVP701/702形） No. CM1-AVP702-2001
•	スマートバルブポジショナ700シリーズ（FONDATIONフィールドバス版） 

 （AVP703形） No. CM1-AVP703-2001
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第6章  トラブルシューティング
故障の内容 推定原因 対 策

グランド部から流体漏洩 パッキンの締め付け不十分
シール部に傷

パッキンホロアを増締する。
分解し、パッキン等グランド部品を交換する。

本体と上蓋の間からの流体漏洩 ガスケットの締め付け不十分 上蓋を増締する。

ガスケットの損傷 ガスケットを交換する。

全開しても流量が不足 ポート部に詰まり 分解し、プラグ･シートリングを清掃する。

Cv値不足* 定格Cv値の大きなプラグと交換する。

全閉近傍でON-OFF Cv値不足* 定格Cv値の大きなプラグと交換する。

シートからリーク大 シートリングのガスケットの締付
け不十分

上蓋を増締する。

ガスケットの損傷 ガスケットを交換する

シール部に異物のかみ込み プラグシート部・シートリングシート部を点
検する。

プラグ・シートリングのシート部
損傷

プラグ・シートリングを交換する。

*　定格Cv値を次のように求めてください。

a) 最大Cv値
 最大Cv値に対しては、制御上のゆとりや定格Cv値の公差（±20 %）を考慮して、イコー

ルパーセント特性の場合、リニア特性の場合ともに80 %開度以下になる程度の定格
Cv値が望まれます。

b) 常用Cv値
 制御性から弁開度は50 ～ 80 %程度が望まれます。

c) 最小Cv値
 最小Cv値が弁の固有レンジアビリティの範囲内にあっても、実際に流体を流した場

合は弁開度の変化に対応して差圧が変化する場合が多く、弁開度と流量の関係は固有
流量特性から外れた特性（有効流量特性）となり、有効レンジアビリティが低下します。
最小Cv値における弁開度は10 ～ 20 %以上が望ましく、それ以下の弁開度での制御
が重視される場合は、大小2台の弁を切換えて用いますが、2台のスプリットレンジ
で用いることもあります。（下図参照）

A弁

B弁

Cv

100 %

50

0

信
号
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第7章  取り扱いに必要な工具
工具名 使用箇所

スパナ 13 （JIS B 4630） ステムコネクタ、ポジショナ取り付け金具
（M8　六角ボルト）
パッキンホロア

スパナ 41 （JIS B 4630） 上蓋
六角棒スパナ 2 （JIS B 4648） ステムアダプタ

（M4　六角穴付き止めねじ）
六角棒スパナ 4 （JIS B 4648） ヨーク・上蓋結合部

（M8　六角穴付き止めねじ）
ポジショナケース

（M5　六角穴付き止めねじ）
十字ねじ回し （JIS B 4633） 目盛板

（ドライブスクリュー）
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第8章  主要交換部品
調節弁の各部品は長期の使用に耐えるよう製作されていますが、次の部品については調
節弁の保守作業として交換をお願いします。

•	本体部
 グランドパッキン 分解時必ず交換
 ガスケット 分解時必ず交換

•	操作器
 ・ダイヤフラム　　5年ごとを目安とします。
 ・ブッシュ 〃
 ・シールワッシャ 〃 （ただし分解時は交換）
 ・ダストシール 〃 （ただし分解時は交換）
 ・ロッドシール 〃 （ただし分解時は交換）
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第9章  部品リスト

9-1  バルブプラグ
Cv値 特 性 材 質 数 量

Cv＝0.63 %C SUS316 1
MS No. 6B 1

LC SUS316 1
MS No. 6B 1

Cv＝0.4 %C SUS316 1
MS No. 6B 1

LC SUS316 1
MS No. 6B 1

Cv＝0.25 %C SUS316 1
MS No. 6B 1

LC SUS316 1
MS No. 6B 1

Cv＝0.16 LC SUS316 1
MS No. 6B 1

Cv＝0.1 LC MS No. 6B 1
Cv＝0.05 LC MS No. 6B 1
Cv＝0.02 LC MS No. 6B 1
Cv＝0.01 LC MS No. 6B 1
Cv＝0.005 LC MS No. 6B 1
Cv＝0.002 LC MS No. 6B 1
Cv＝0.001 LC MS No. 6B 1

9-2  シートリング
Cv値 材 質 数 量

Cv＝0.63 SUS316 1
MS No. 6B 1

Cv＝0.1 〜 0.02 MS No. 6B 1
Cv＝0.01 〜 0.001 MS No. 6B 1
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9-3  グランドパッキン
部品名 数 量

V-PTFE（-30 〜 +200 ℃）
　Vパッキン（A） 1
　Vパッキン（B） 2
ヤーンパッキン（201 ℃以上）
　P6610A 3
　P6710CH 2

9-4  ガスケット
部品名 数 量 備 考

ガスケット（A）
　P2600G 1 クラス2500Lb
　V560タンタル 1
　SUS316L（PTFEコーティング） 1
ガスケット（B）
　V560タンタル 1
　SUS316L（PTFEコーティング） 1



20

第10章  廃棄について
本製品が不要になったときは、産業廃棄物として各地方自治体の条例に従って適切に処
理してください。また本製品の一部または全部を再利用しないでください。



ご注文・ご使用に際してのご承諾事項
平素は当社の製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。
さて、本資料により当社製品（システム機器、フィールド機器、コントロールバルブ、制御機器）をご注文・ご使用いただ
く際、見積書、契約書、カタログ、仕様書、取扱説明書などに特記事項のない場合には、次のとおりとさせていただきます。 

1. 保証期間と保証範囲 
1.1 保証期間 

当社製品の保証期間は、ご購入後またはご指定場所に納入後１年とさせていただきます。 
1.2 保証範囲 

上記保証期間中に当社側の責により故障が生じた場合は、納入した製品の代替品の提供または修理対応品の提
供を製品の購入場所において無償で行います。ただし、次に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外さ
せていただきます。 

① お客さまの不適当な取り扱い ならびに ご使用の場合 
（カタログ、仕様書、取扱説明書などに記載されている条件、環境、注意事項などの不遵守） 

② 故障の原因が当社製品以外の事由の場合 
③ 当社 もしくは 当社が委託した者以外の改造 または 修理による場合 
④ 当社製品の本来の使い方以外で使用の場合 
⑤ 当社出荷当時の科学・技術水準で予見不可能であった場合 
⑥ その他、天災、災害、第三者による行為などで当社側の責にあらざる場合 

なお、ここでいう保証は、当社製品単体の保証を意味するもので、当社は、当社製品の故障により誘発される
お客さまの損害につきましては、損害の如何を問わず一切の賠償責任を負わないものとします｡

2． 適合性の確認
お客さまの機械・装置に対する当社製品の適合性は、次の点を留意の上、お客さま自身の責任でご確認ください。

① お客さまの機械・装置などが適合すべき規制・規格 または 法規 
② 本資料に記載されているアプリケーション事例などは参考用ですので、ご採用に際しては機器・装置の

機能や安全性をご確認の上ご使用ください。 
③ お客さまの機械・装置の要求信頼性、要求安全性と当社製品の信頼性、安全性の適合

当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、一般に部品・機器は ある確率で故障が生じることは避
けられません。当社製品の故障により、結果として、お客さまの機械・装置において、人身事故、火
災事故、多大な損害の発生などを生じさせないよう、お客さまの機械・装置において、フールプルー
フ設計(※1)、フェールセーフ設計(※2)（延焼対策設計など）による安全設計を行い要求される安全の
作り込みを行ってください。さらには、フォールトアボイダンス(※3)、フォールトトレランス(※4)な
どにより要求される信頼性に適合できるようお願いいたします。

※1.フールプルーフ設計：人間が間違えても安全なように設計する 
※2.フェールセーフ設計：機械が故障しても安全なように設計する 
※3.フォールトアボイダンス：高信頼度部品などで機械そのものを故障しないように作る 
※4.フォールトトレランス：冗長性技術を利用する 

3. 用途に関する注意制限事項
原子力管理区域（放射線管理区域）には一部の適用製品（原子力用リミットスイッチ）を除き使用しないでください。
医療機器には、原則使用しないでください。
産業用途製品です。一般消費者が直接設置・施工・使用する用途には利用しないでください。なお、一部製品
は一般消費者向け製品への組み込みにご利用になれますので、そのようなご要望がある場合、まずは当社販売
員にお問い合わせください。
また、
次の用途に使用される場合は、事前に当社販売員までご相談の上、カタログ、仕様書、取扱説明書などの技術
資料により詳細仕様、使用上の注意事項などを確認いただくようお願いいたします。
さらに、当社製品が万が一、故障、不適合事象が生じた場合、お客さまの機械・装置において、フールプルーフ設計、
フェールセーフ設計、延焼対策設計、フォールトアボイダンス、フォールトトレランス、その他保護・安全回
路の設計および 設置をお客さまの責任で実施することにより、信頼性・安全性の確保をお願いいたします。

① カタログ、仕様書、取扱説明書などの技術資料に記載のない条件、環境での使用 
② 特定の用途での使用 

＊ 原子力・放射線関連設備 
【原子力管理域外での使用の際】 【原子力用リミットスイッチ使用の際】 

＊宇宙機器／海底機器 
＊輸送機器 
【鉄道・航空・船舶・車両設備など】

＊ 防災・防犯機器 
＊ 燃焼機器 
＊ 電熱機器 
＊ 娯楽設備 
＊ 課金に直接関わる設備／用途 

③ 電気、ガス、水道などの供給システム、大規模通信システム、交通・航空管制システムで高い信頼性が
必要な設備 

④ 公官庁 もしくは 各業界の規制に従う設備 
⑤ 生命・身体や財産に影響を与える機械・装置 
⑥ その他、上記①〜⑤に準ずる高度な信頼性、安全性が必要な機械・装置 



4.	 長期ご使用における注意事項
一般的に製品を長期間使用されますと、電子部品を使用した製品やスイッチでは、絶縁不良や接触抵抗の増大
による発熱などにより、製品の発煙・発火、感電など製品自体の安全上の問題が発生する場合があります。お
客さまの機械、装置の使用条件・使用環境にもよりますが、仕様書や取扱説明書に特記事項のない場合は、10
年以上は使用しないようお願いいたします。	

5.	 更新の推奨
当社製品に使用しているリレーやスイッチなど機構部品には、開閉回数による磨耗寿命があります。
また、電解コンデンサなどの電子部品には使用環境・条件にもとづく経年劣化による寿命があります。当社製
品のご使用に際しては、仕様書や取扱説明書などに記載のリレーなどの開閉規定回数や、お客さまの機械、装
置の設計マージンのとり方や、使用条件・使用環境にも影響されますが、仕様書や取扱説明書に特記事項のな
い場合は5〜10年を目安に製品の更新をお願いいたします。
一方、システム機器、フィールド機器（圧力、流量、レベルなどのセンサ、調節弁など）は、製品により部品
の経年劣化による寿命があります。経年劣化により寿命ある部品は推奨交換周期が設定してあります。推奨交
換周期を目安に部品の交換をお願いいたします。

6.	 その他の注意事項	
当社製品をご使用するにあたり、品質・信頼性・安全性確保のため、当社製品個々のカタログ、仕様書、取扱
説明書などの技術資料に規定されています仕様（条件・環境など）、注意事項、危険・警告・注意の記載をご理
解の上厳守くださるようお願いいたします。

7.	 仕様の変更
本資料に記載の内容は、改善その他の事由により、予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。
お引き合い、仕様の確認につきましては、当社支社・支店・営業所	または	お近くの販売店までご確認くださる
ようお願いいたします。

8.	 製品・部品の供給停止
製品は予告なく製造中止する場合がありますので、予めご了承ください。
修理可能な製品について、製造中止後、原則5年間修理対応いたしますが修理部品がなくなるなどの理由でお
受けできない場合があります。
また、システム機器、フィールド機器の交換部品につきましても、同様の理由でお受けできない場合があります。	

9.	 サービスの範囲
当社製品の価格には、技術者派遣などのサービス費用は含んでおりませんので、次の場合は、別途費用を申し
受けます。
①	取り付け、調整、指導	および	試運転立ち会い	
②	 保守・点検、調整	および	修理	
③	 技術指導	および	技術教育	
④	 お客さまご指定の条件による製品特殊試験	または	特殊検査	

なお、原子力管理区域（放射線管理区域）および被爆放射能が原子力管理区域レベル相当の場所においての上
記のような役務の対応はいたしません。	
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