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サービスマニュアル

タイプ3360、3361

1	 サービスマニュアル
この説明書には、タイプ3360と3361のプロセスバルブのスペアパーツを交換する手順が記載されています。

この説明書はすべてのユーザーの手の届く所に保管し、また、本装置の新しい所有者が利用できるようにしておい
てください。

この説明書には安全性についての重要な情報が含まれています！

記載されている注意事項に留意しないと、危険な状況が生じます。

	▶この説明書を読み、理解している必要があります。

1.1	 表記

危険！

直接的危険性についての警告！

	▶遵守しない場合、死亡または重傷を負う可能性があります。

警告！

危険な状況に陥る可能性についての警告！

	▶遵守しない場合、重傷を負う、または死亡する可能性があります。

注意！

潜在的危険性についての警告！

	▶遵守しない場合、軽症または中程度の傷害を負う可能性があります。

注意！	
物的損害についての警告！

•	 遵守しない場合、装置やシステムが損傷する可能性があります。

重要な追加情報、ヒントおよび推薦事項を示します。

この説明書あるいは他の文書の情報の参照指示です。

	▶危険を防ぐための指示のマーキング。

	→実施すべき作業手順のマーキング。

1.2	 用語の定義
•	 装置：この説明書で使用される「装置」という用語は、この説明書に記載されているタイプを指しています：
タイプ3360、電動アングルシート制御バルブ
タイプ3361、電動グローブ調整バルブ

日本語
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基本的な安全注意事項

タイプ3360、3361

2	 基本的な安全注意事項
これらの安全注意事項は以下の点には考慮されていません

•	 取付け、操作およびメンテナンスで起こりかねない偶発事象。

•	 設置担当者や事業者が責任をもって遵守すべき現地の安全規則。

高圧による負傷の危険。

	▶システムまたは装置の使用前に圧力を抜き、配管のエア抜きまたは排出を行ってください。

火傷や火災の危険。

デューティサイクルが長い場合や熱媒体によって装置の表面が熱くなることがあります。

	▶保護手袋でのみ装置に触れてください。

	▶装置を引火性のある物質や媒体から遠ざけてください。

大きなノイズによる危険。

	▶使用条件によっては、装置から大きなノイズが発生する場合があります。大きなノイズの有無に関する詳細情報
は、各営業所から入手できます。

	▶装置の近くにいるときは、聴覚保護具を着用してください。

グランドの摩耗による媒体流出

	▶漏出媒体の逃げ孔を定期的にチェックしてください。

	▶逃げ孔から媒体が漏出したら、グランドを交換してください	(メンテナンス作業の章を参照)。

	▶危険な媒体の場合、漏出箇所の周囲を危険から保護してください。

機械的可動部品による打撲の危険。

	▶設置およびメンテナンス作業は電源を切った状態でのみ実行してください。	
SAFEPOS	energy-pack装備装置の場合：SAFEPOS	energy-packを完全に空にします。LEDライトリングが消える
まで待ちます。	その際LEDステータスはLEDオフモードにしないでください。

	▶バルブハウジングの開口部に手を触れないでください。

停電での不制御プロセスによる危険。

オプションのエネルギー貯蔵システムSAFEPOS	energy-packが装備されていない装置では、停電時にバルブは未
定義の位置に留まります。

	▶停電時のバルブ位置が安全に関連する場合：SAFEPOS	energy-pack(オプションのエネルギー貯蔵システム)を
備えた装置のみ使用してください。

	▶ SAFEPOSメニューでプロセスの安全なバルブ位置を選択します。

日本語
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基本的な安全注意事項

タイプ3360、3361

一般的な危険状況。

負傷防止のため以下の点を遵守してください：

	▶重量のある装置は、必要に応じて二人で、適切な補助器具を使用して運搬、取付けおよび取外しを行ってください。

	▶訓練済み専門技術者のみが設置及びメンテナンス作業を行うことができます。

	▶意図しない操作から保護してください。

	▶装置内部や外部の変更を行ったり機械的負荷をかけたりしないようにしてください。

	▶データシート記載されている媒体接続部にのみ媒体を注入してください。

	▶電源が遮断された後はプロセスの再始動を制御してください。順序を遵守してください！	
1.供給電圧を印加します。	
2.装置に媒体を加えます。

	▶技術上の一般規則を遵守してください。

	▶バルブは地域の規制に従って取付けてください。

注意！	
静電気による危険がある部品およびアセンブリ。

装置には帯電した静電気(ESD)に過敏に反応する電子部品が含まれています。静電気を帯びた人員や物との接触は
これらの部品の損傷につながります。最悪の場合、部品が瞬時に破壊したり、試運転後に故障する恐れがあります。

•	 急激な静電気の放電による損傷を避ける、あるいは最小限にするために、EN	61340-5-1による要求事項に留
意してください。

•	 電子部品を電源電圧投入時に接触させないでください。

日本語
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一般注意事項

タイプ3360、3361

3	 一般注意事項

3.1	 連絡先
日本

ビュルケルトジャパン株式会社	
〒112-0005	東京都	文京区	水道1-12-15	白鳥橋三笠ビル	1F	
電話番号：+81	35804	5020	
Fax：+81	35804	5021	
E-Mail：info.jpn@burkert.com

インターナショナル	
連絡先は印刷された取扱説明書の最後のページに記載されています。

以下のインターネットにも記載されています：

www.burkert.com

3.2	 保証
保障の前提条件は、指定された使用条件に留意のうえでの装置の適正使用です。

3.3	 ウェブサイトで閲覧できる情報
タイプ3360および3361の取扱説明書とデータシートは以下のサイトでご覧いただけます：

www.burkert.jp	

3.4	 助剤
この説明書では、修理のために次の助剤が推奨されています：

助剤の種類 助剤 メーカー情報
シーラントと潤滑剤 シリコーングリース	OKS	1110-3 OKS	Schmierstoffe	GmbH	

www.oks-germany.com
潤滑剤 Klüberpaste	UH1	96-402 Klüber	Lubrication	München	

www.klueber.de

日本語
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スペアパーツの一覧

タイプ3360、3361

4	 スペアパーツの一覧

4.1	 タイプ3360用スペアパーツセット
タイプ3360用のスペアパーツセットが利用可能です：

•	 制御プラグセット	
構成：制御プラグ、ダウエルピン、グラファイトシーリングおよび潤滑剤

•	 グランド用シーリングセット	
構成：グランド、グラファイトシーリングおよび潤滑剤

•	 グランド用スピンドルガイド	
構成：スピンドルガイド、グラファイトシーリングおよび潤滑剤

5

2

1

4

ポジション番号 詳細
1 グランド
2 制御プラグとダウエルピン
4 スピンドルガイド
5 グラファイトシーリング
表	1：	 タイプ3360のスペアパーツ

日本語
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スペアパーツの一覧

タイプ3360、3361

4.2	 タイプ3361用スペアパーツセット
タイプ3361用のスペアパーツセットが利用可能です：

•	 制御プラグセット	
構成：制御プラグ、ダウエルピン、グラファイトシーリングおよび潤滑剤

•	 バルブシートセット	
構成：バルブシートとグラファイトシーリング(シート公称幅25からOリング付き)

•	 グランド用シーリングセット	
構成：グランド、グラファイトシーリングおよび潤滑剤

•	 グランド用スピンドルガイド	
構成：スピンドルガイド、グラファイトシーリングおよび潤滑剤

5

2

3

4

1

ポジション番号 詳細
1 グランド
2 制御プラグとダウエルピン
3 バルブシート(シート公称幅25からOリング付き)
4 スピンドルガイド
5 グラファイトシーリング
表	2：	 タイプ3361のスペアパーツ

日本語
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スペアパーツの一覧

タイプ3360、3361

4.3	 タイプ3360および3361用スペアパーツ
•	 エネルギー貯蔵システムSAFEPOS	energy-pack。	
エネルギー貯蔵システムはオプションで装置に利用可能です。供給電圧に障害が発生すると、エネルギー貯蔵
システムはメニューから設定できる目的の位置にバルブを移動させるために必要なエネルギーを駆動部に供
給します。

SAFEPOS	energy-pack

日本語
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制御プラグの交換

タイプ3360、3361

5	 制御プラグの交換
危険！

高圧による負傷の危険。

	▶システムまたは装置の使用前に圧力を抜き、配管のエア抜きまたは排出を行ってください。

警告！

スペアパーツの不適切な交換による怪我の危険。

	▶スペアパーツは、有資格者が適切なツールを使用してのみ交換することができます。

打撲の危険

配管に取り付けられていない電気接続装置では、機械的に可動する部品によって打撲する危険があります。

	▶バルブハウジングの開口部に手を触れないでください。

5.1	 必要な作業手順
制御プラグセットを交換するには次の作業手順が必要です。

1.手動動作状態に設定します（26ページの「8」の章を参照）。

2.バルブを開位置にします（28ページの「9」の章を参照）。

3.供給電圧をオフにします。LEDライトリングが消えるまで待ちます。

4.バルブハウジングから駆動部を取り外します（35ページの「10」の章を参照）。

5.制御プラグを交換します（14ページの「5.3」の章を参照）。

6.駆動部をバルブハウジングに取り付けます（37ページの「11」の章を参照）。

7.供給電圧を印加します。

8.ポジション制御の調整	–	X.TUNE機能を実行します（39ページの「12」の章を参照）。

9.自動動作状態に設定します（26ページの「8」の章を参照）。

5.2	 必要とするツールと助剤
•	 六角レンチ、対辺距離3	mm	
装置に供給電圧が印加していない場合にのみ、バルブを開位置にする必要があります。

•	 オープンエンドレンチ

•	 バルブハウジングをクランプするための固定エレメント

•	 ピンパンチ

•	 ハンマー

•	 制御プラグを支えるプリズム

•	 適切な潤滑剤（Klüber社のKlüberpaste	UH1	96-402など）

日本語
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制御プラグの交換

タイプ3360、3361

警告！

不適切な工具による怪我の危険。

不適切なツールを使用した取付け作業は、装置が損傷する可能性があるため危険です。

	▶装置での作業は、それぞれのアクティビティに指定されているツールでのみ行ってください。

5.3	 制御プラグを交換する
前提条件：手動動作状態でバルブ位置が少なくとも1/3開いており、供給電圧がオフで駆動部がバルブハウジング
から取り外されていること。

制御プラグ

グラファイトシーリング

ダウエルピン

スピンドル

断面図：

挿図	1：	 制御プラグの交換

制御プラグを取り外す：

	→適切なピンパンチでダウエルピンを抜き出します(表を参照)。

スピンドル直径	
[mm]

ピンパンチ 接続部のDN	
(バルブハウジング)	[DN]

10 4 10/15および20
14 5 25～50

表	3：	 DNに基づいたスピンドル直径

	→制御プラグを外します。

制御プラグを取り付ける：

注意！	
装置を問題なくで安全に機能させるための重要点：制御プラグの円錐輪郭とシール面を損傷しないようにして
ください。

	→スピンドルに新しい制御プラグを挿入します。

	→制御プラグとスピンドルの穴を揃えます。

日本語
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制御プラグの交換

タイプ3360、3361

	→プリズムを使用して円筒部の制御プラグを支えます。

	→ダウエルピンを取り付け、ハンマーで慎重に打ち込みます。

	→ダウエルピンをスピンドル軸の中心位置に配置します。

次のステップ：

•	 駆動部をバルブハウジングに取り付けます（37ページの「11」の章を参照）。

•	 供給電圧を印加します。

•	 ポジション制御の調整	–	X.TUNE機能を実行します（39ページの「12」の章を参照）。

•	 自動動作状態に設定します（26ページの「8」の章を参照）。

日本語
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シーリングセットの交換

タイプ3360、3361

6	 シーリングセットの交換
危険！

高圧による負傷の危険。

	▶システムまたは装置の使用前に圧力を抜き、配管のエア抜きまたは排出を行ってください。

警告！

スペアパーツの不適切な交換による怪我の危険。

	▶スペアパーツは、有資格者が適切なツールを使用してのみ交換することができます。

6.1	 必要な作業手順
1.手動動作状態に設定します（26ページの「8」の章を参照）。

2.バルブを開位置にします（28ページの「9」の章を参照）。

3.供給電圧をオフにします。LEDライトリングが消えるまで待ちます。

4.バルブハウジングから駆動部を取り外します（35ページの「10」の章を参照）。

5.制御プラグを取り外します（17ページの「6.3」の章を参照）。

6.	グランドを交換します。	
サイズDN	10～15、シート公称幅3～10または真空仕様（18ページの「6.4」の章を参照）。	
サイズDN	20～50、シート公称幅20～50（	20ページの「6.5」の章を参照）。

7.制御プラグを取り付けます（22ページの「6.6」の章を参照）。

8.駆動部をバルブハウジングに取り付けます（37ページの「11」の章を参照）。

9.供給電圧を印加します。

10.ポジション制御の調整	–	X.TUNE機能を実行します（39ページの「12」の章を参照）。

11.自動動作状態に設定します（26ページの「8」の章を参照）。

6.2	 必要とするツールと助剤
•	 六角レンチ、対辺距離3	mm	
装置に供給電圧が印加していない場合にのみ、バルブを開位置にする必要があります。

•	 オープンエンドレンチ

•	 バルブハウジングをクランプするための固定エレメント

•	 制御プラグを支えるプリズム

•	 ピンパンチ

•	 ハンマー

•	 改良型ソケットレンチサイズDN	20、シート公称幅20のバルブに必要です。	
注文番号は「14.3.1	タイプ3360および3361制御バルブ用取付けツール」の章を参照してください

•	 DN	20～50、シート公称幅20～50のグランドを取り外すための圧縮空気

•	 適切な潤滑剤（Klüber社のKlüberpaste	UH1	96-402など）
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シーリングセットの交換

タイプ3360、3361

警告！

不適切な工具による怪我の危険。

不適切なツールを使用した取付け作業は、装置が損傷する可能性があるため危険です。

	▶装置での作業は、それぞれのアクティビティに指定されているツールでのみ行ってください。

6.3	 制御プラグの取外し
前提条件：手動動作状態でバルブ位置が少なくとも1/3開いており、供給電圧がオフで駆動部がバルブハウジング
から取り外されていること。

取り付けられた	
制御プラグ

ダウエルピン

スピンドル

断面図：

取り外された	
制御プラグ

ダウエル
ピン

挿図	2：	 制御プラグの取外し

	→適切なピンパンチでダウエルピンを抜き出します(表を参照)。

スピンドル直径	
[mm]

ピンパンチ 接続部のDN	
(バルブハウジング)	[DN]

10 4 10/15および20
14 5 25～50

表	4：	 DNに基づいたスピンドル直径

	→制御プラグを外します。

注意！	
装置を問題なくで安全に機能させるための重要点：制御プラグの円錐輪郭とシール面を損傷しないようにして
ください。
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シーリングセットの交換

タイプ3360、3361

6.4	 グランドを交換します。サイズDN	10～15、シート公称幅3～10または真
空仕様

前提条件：	
手動動作状態でバルブ位置が少なくとも1/3開いており、供給電圧がオフで駆動部がバルブハウジングから取り外
され、制御プラグが取り外されていること。

駆動部底

駆動ハウジング

ねじ(4)

ハウジング接続部

挿図	3：	 駆動部底の取外し

駆動部底の取外し：

	→ハウジング接続部を固定エレメントに固定します。

	→駆動部底の4本のねじを緩めます。

	→駆動ハウジングを駆動部底から引き出します。

グランドの取外し：

グランドを	
押し出すためのツール(例)

グランド

	上部スピンドルガイド

上部Vリング

上部圧力リング

圧力スプリング

下部圧力リング

下部Vリング

グランドのシーリン
グセット：

	下部スピンドル
ガイド

挿図	4：	 グランドの取外し：サイズDN	10～DN	15、シート公称幅3～10
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シーリングセットの交換

タイプ3360、3361

	→固定エレメントに駆動部底を固定します。

	→下部スピンドルガイドをねじ込みます。

	→適切なツール(スクリュードライバーなど)	を使用してグランドを慎重に押し出します。	
	上部スピンドルガイドを損傷させないでください。

新しいグランドを取り付ける：

警告！

不適切な潤滑剤による危険。

不適切な潤滑剤は、媒体を汚染する可能性があります。酸素利用の場合、それにより爆発の危険があります。

	▶酸素の用途または分析などの特定の用途では、認可された潤滑剤のみを使用する必要があります。

	→新しいグランドのVリングに付属の潤滑剤を塗布します。

上部Vリング

グ
ラ
ン
ド
部
品
の
挿
入
方
向

下部Vリング

上部圧力リング

下部圧力リング

圧力スプリング

挿図	5：	 グランドの構造

	→新しいグランドの個々の部品を正しい順序で個別に挿入します	(「挿図	5」を参照)

	→スピンドルガイドのスレッドにグリースを塗布します。スピンドルガイドをねじ込みます。	
	締め付けトルクに注意してください（表を参照）。

スピンドル直径	[mm] 接続部のDN	
(バルブハウジング)	[DN] 締め付けトルク	[Nm]

10
10/15 15
20 25

14
25 25

32～50 60
表	5：	 スピンドルガイドの締め付けトルク

	→駆動部底を駆動ハウジングにセットします。

	→ 4本のねじを十文字に締め付けます。	
	締め付けトルク5	Nmを遵守してください。

次のステップ：

•	 制御プラグを取り付けます（22ページの「6.6」の章を参照）。
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シーリングセットの交換

タイプ3360、3361

6.5	 グランドを交換します。サイズDN	20～	50、シート公称幅	20～	50
前提条件：	
手動動作状態でバルブ位置が少なくとも1/3開いており、供給電圧がオフで駆動部がバルブハウジングから取り外
され、制御プラグが取り外されていること。

グランドの取外し：

	→オープンエンドレンチをハウジング接続部に当てます。改良型ソケットレンチでスピンドルガイドを外します。

改良型ソケットレンチはスペアパーツキットに含まれていません。改良型ソケットレンチは個別に注
文できます。注文番号は「14	アクセサリ、スペアパーツ」の章を参照してください。不明な点がある場合
は、Bürkert販売店までお問い合わせください。

スピンドルガイド

逃げ孔

グランド用シーリング
セット：
上部Vリング

上部圧力リング

圧力スプリング

下部圧力リング

下部Vリング

グランド

スピンドル

挿図	6：	 グランドの交換：サイズDN	20～DN	50、シート公称幅20～50

警告！

飛び出す部品による怪我の危険。

スピンドルの開口部が露出している場合、逃げ孔に負荷がかかると、グランドの個々の部分が不定の速度で押
し出されます。

	▶圧縮空気で加圧する前に出口開口部の周囲を保護します（例えば、スピンドルをしっかりとした下敷きの上に
置きます）。

	→スピンドルをしっかりとした下敷きの上に置きます。

	→約6	barの圧縮空気で逃げ孔に加圧します。

注意！	
圧縮空気の加圧によりグランドのすべての部品が押し出されるわけではありません。原則として、上部Vリ
ングはグランドパイプ内に残ります。押し出された個々の部品のみ交換できます。
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シーリングセットの交換

タイプ3360、3361

注意！	
グランドの個々の部品は、グランドパイプのスレッド部に引っかかることがあります。

個々の部品が引っかからないようにするには:

1.	 逃げ孔の加圧前：	
機械式手動作動(「9.3」の章を参照)でスピンドルを上の位置にします。

2.	 逃げ孔の加圧後：	
機械式手動作動でスピンドルを下の位置にします。

新しいグランドを取り付ける：

警告！

不適切な潤滑剤による危険。

不適切な潤滑剤は、媒体を汚染する可能性があります。酸素利用の場合、それにより爆発の危険があります。

	▶酸素の用途または分析などの特定の用途では、認可された潤滑剤のみを使用する必要があります。

	→新しいグランドのVリングに付属の潤滑剤を塗布します。

上部Vリング

グ
ラ
ン
ド
部
品
の
挿
入
方
向

下部Vリング

上部圧力リング

下部圧力リング

圧力スプリング

挿図	7：	 グランドの構造

	→個々の部品を指定された方向と順序でスピンドルに挿入します。

	→グランドをグランドパイプに押し込みます。

	→スピンドルガイドのスレッドにKlüberpaste	UH1	96-402を塗布してください。

	→スピンドルガイドをねじ込みます。	
	締め付けトルクに注意してください（表を参照）。

スピンドル直径	[mm] 接続部のDN	
(バルブハウジング)	[DN] 締め付けトルク	[Nm]

10
10/15 15
20 25

14
25 25

32～50 60
表	6：	 スピンドルガイドの締め付けトルク
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シーリングセットの交換

タイプ3360、3361

次のステップ：

•	 制御プラグを取り付けます（22ページの「6.6」の章を参照）。

6.6	 制御プラグの取付け

断面図：

取り付けられた	
制御プラグ

ダウエルピン	
(スピンドル軸の中心
に配置)

スピンドル

取り外された	
制御プラグ

ダウエル
ピン

挿図	8：	 制御プラグの取付け

注意！	
装置を問題なくで安全に機能させるための重要点：制御プラグの円錐輪郭とシール面を損傷しないようにして
ください。

	→スピンドルに制御プラグを挿入します。

	→制御プラグとスピンドルの穴を揃えます。

	→プリズムを使用して円筒部の制御プラグを支えます。

	→ダウエルピンを取り付け、ハンマーで慎重に打ち込みます。

	→ダウエルピンをスピンドル軸の中心位置に配置します。

次のステップ：

•	 駆動部をバルブハウジングに取り付けます（37ページの「11」の章を参照）。

•	 供給電圧を印加します。

•	 ポジション制御の調整	–	X.TUNE機能を実行します（39ページの「12」の章を参照）。

•	 自動動作状態に設定します（26ページの「8」の章を参照）。
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バルブシートの交換

タイプ3360、3361

7	 バルブシートの交換
危険！

高圧による負傷の危険。

	▶システムまたは装置の使用前に圧力を抜き、配管のエア抜きまたは排出を行ってください。

警告！

スペアパーツの不適切な交換による怪我の危険。

	▶スペアパーツは、有資格者が適切なツールを使用してのみ交換することができます。

7.1	 必要な作業手順
1.手動動作状態に設定します（26ページの「8」の章を参照）。

2.バルブを開位置にします（28ページの「9」の章を参照）。

3.供給電圧をオフにします。LEDライトリングが消えるまで待ちます。

4.バルブハウジングから駆動部を取り外します（35ページの「10」の章を参照）。

5.バルブシートを換交します（24ページの「7.3」の章を参照）。

6.駆動部をバルブハウジングに取り付けます（37ページの「11」の章を参照）。

7.供給電圧を印加します。

8.ポジション制御の調整	–	X.TUNE機能を実行します（39ページの「12」の章を参照）。

9.自動動作状態に設定します（26ページの「8」の章を参照）。

7.2	 必要とするツールと助剤
•	 六角レンチ、対辺距離3	mm	
装置に供給電圧が印加していない場合にのみ、バルブを開位置にする必要があります。

•	 オープンエンドレンチ

•	 バルブハウジングをクランプするための固定エレメント

•	 ピンパンチ

•	 ハンマー

•	 取付けツール（注文番号は「14.3.2	タイプ3361制御バルブ用取付けツール」の章を参照）

•	 クリーニング用の圧縮空気。

•	 適切な潤滑剤（Klüber社のKlüberpaste	UH1	96-402など）

警告！

不適切な工具による怪我の危険。

不適切なツールを使用した取付け作業は、装置が損傷する可能性があるため危険です。

	▶装置での作業は、それぞれのアクティビティに指定されているツールでのみ行ってください。
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バルブシートの交換

タイプ3360、3361

7.3	 バルブシートの交換
前提条件：	
手動動作状態でバルブ位置が完全に開いており、供給電圧がオフで駆動部がバルブハウジングから取り外されて
いること。

バルブシートの取外し：

	→適切なツールインサートを選択し、それを取付けツールにねじ込みます。

取付けツールはスペアパーツセットに含まれていません。取付けツールは個別に注文できます。注文番号
は「14	アクセサリ、スペアパーツ」の章を参照してください。不明な点がある場合は、Bürkert販売店までお
問い合わせください。

バルブシート

ツールインサート	
(シート公称幅に応じて)

取付けツール

挿図	9：	 バルブシートの交換

	→取付けツールとレンチを使用してバルブシートを外します。

	→バルブハウジングのスレッドとシール面を圧縮空気できれいにします。

新しいバルブシートを取り付ける：

	→新しいバルブシートを取付けツールに挿入します。

警告！

不適切な潤滑剤による危険。

不適切な潤滑剤は、媒体を汚染する可能性があります。酸素利用の場合、それにより爆発の危険があります。

	▶酸素の用途または分析などの特定の用途では、認可された潤滑剤のみを使用する必要があります。

	→バルブシートスレッドに潤滑剤を塗布してください（Klüber社のKlüberpaste	UH1	96-402など）。

	→差し込んだバルブシートを手でバルブハウジングのスレッドにねじ込みます。

	→バルブシートはトルクレンチで締め付けてください。	
	締め付けトルクに注意してください（「表	7」を参照）。
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バルブシートの交換

タイプ3360、3361

ねじ接続 締め付けトルク
バルブシート公称幅	 接続部のDN(バルブハウ

ジング)	[DN]
コーティングされたバルブ
シート[Nm]

許容差	
[Nm]

3～15 10/15 20 +3
20 20 28 +3
25 25 40 +5
32 32 65 +5
40 40 85 +8
50 50 120 +8

表	7：	 バルブシート取付けの締め付けトルク

次のステップ：

•	 駆動部をバルブハウジングに取り付けます（37ページの「11」の章を参照）。

•	 供給電圧を印加します。

•	 ポジション制御の調整	–	X.TUNE機能を実行します（39ページの「12」の章を参照）。

•	 自動動作状態に設定します（26ページの「8」の章を参照）。
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動作状態の設定

タイプ3360、3361

8	 動作状態の設定

8.1	 ディスプレイモジュール非装備装置の動作状態を設定する
動作状態の設定は、ブラインドカバー下のDIPスイッチ4で行います。

	→ロックを解除するには、ブラインドカバーを反時計回りに回して取り外します

ATEX認可またはIECEx認可の装置は、磁気ロックで保護されています。

カバーの取り外しについては、ATEX認可およびIECEx認可電動制御バルブの追加説明書に記載されて
います。

ブラインド
カバーのロ
ックを解除
します

DIP	4：動作状態

DIPスイッチ

挿図	10：	 動作状態の設定

	→ DIPスイッチ4で動作状態を設定します。

動作状態
自動：	
DIP	4下へ

手動：	
DIP	4上へ(ON)

	→ブラインドカバーを閉じます。

スペアパーツを交換するためのヒント：

バルブ位置を変更するためのOPENボタン/キーとCLOSEボタン/キーは、DIPスイッチの下にあります。
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動作状態の設定

タイプ3360、3361

8.2	 ディスプレイモジュール装備装置の動作状態を設定する
動作状態はビュー1(ホーム画面)で設定されます。

	→ビュー1に切り替えるには、戻るボタン/キー を長く押します。

動作状態を設定するには、ビュー1で手動/自動レイアウトを選択する必要があります。	
レイアウトはコンテキストメニューで設定します：	

コンテキストメニューを開くには、メニューボタン/キー を長く押します。

メニューボタン/キー

手動動作状態のアイコンビューxの1

構
成

ビ
ュ
ー
2

POS 71%

自動開
閉

ディスプレイ：手動動作状態で
のビュー1。

レイアウト：手動/自動	

ナビゲーション
ボタン/キー

挿図	11：	 動作状態を切り替える、手動	–	自動

動作状態の設定：

	→動作状態を切り替えるには、メニューボタン/キー を短く押します。

手動：
	手アイコン が上部の情報バーに表示されます。「開」と「閉」と表記された2つの矢印アイコンが表示されます。

自動：	手アイコン および「開」と「閉」の表記がある2つの矢印アイコンは非表示になっています。

スペアパーツを交換するためのヒント：

バルブを開位置にするには、上部のナビゲーションボタン/キー で操作します。

動作状態の詳細設定オプション

動作状態はAUTO	|	MANUメニューの構成範囲の一般設定	→	メンテナンスでも設定することができます。

設定は、ディスプレイ上またはPCソフトウェア「Bürkertコミュニケーター」で行うことができます。
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バルブの手動作動

タイプ3360、3361

9	 バルブの手動作動
バルブはさまざまな方法で手動作動できます：

•	 ディスプレーのボタン/キーで電気的に	(ディスプレイモジュール装備装置でのみ)。28ページの「9.1」の章を
参照してください。

•	 ブラインドカバーの下にあるOPENおよびCLOSEボタン/キーで電気的に	
(ディスプレイモジュール装備装置でのみ)。29ページの「9.2」の章を参照してください

•	 手動作動で機械的に。30ページの「9.3」の章を参照してください。

9.1	 ディスプレイモジュール装備装置のバルブを電気的に作動させる
バルブの電気的操作はビュー1(ホーム画面)の手動動作状態で行います。

	→ビュー1	(ホーム画面)に切り替えるには、戻るボタン/キー を長く押します。

動作状態の設定とバルブの電気的操作は手動/自動レイアウトでのみ可能です。	
レイアウトはコンテキストメニューで設定します：	コンテキストメニューを開くには、メニューボタン/キ

ー を長く押します。

ナビゲーションボタン/キー
バルブ位置：	
開	
閉

メニューボタン/キー

手動動作状態アイコン： 	

手動動作状態のアイ
コン

ビューxの1

構
成

ビ
ュ
ー
2

POS 71%

自動開
閉

ディスプレイ：	
ビュー1(ホーム画面)

レイアウト：手動/自動

バルブ位置の表示

挿図	12：	 ディスプレイでの動作状態設定とバルブ操作

手動動作状態への切り替え：

	→ 	メニューボタン/キーを操作します。	
手動動作状態では、手アイコン が情報バーに表示されます。	
「開」と「閉」と表記された2つの矢印アイコンが表示されます。	
装置のLEDライトリングが点滅します。

バルブ位置を変更する：

	→ 	バルブを開くには、上部のナビゲーションボタン/キーを操作します。

	→ 	バルブを閉じるには、	下部のナビゲーションボタン/キーを操作します。

バルブ位置はディスプレイに表示されます(「挿図	12」を参照)。
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9.2	 ディスプレイモジュール非装備装置のバルブを電気的に作動させる
バルブを操作するには、装置が手動動作状態になっている必要があります。

バルブ操作用と動作状態設定用の2つのボタン/キーは、ブラインドカバーの下にあります。

動作状態	
手動：DIP	4		ON

DIPスイッチ

ブラインド
カバーのロ
ックを解除
します

バルブ操作	
ボタン/キー

挿図	13：	 手動動作状態の設定とバルブ操作

ブラインドカバーを取り外す：

ATEX認可またはIECEx認可の装置は、磁気ロックで保護されています。	
カバーの取り外しについては、ATEX認可およびIECEx認可電動制御バルブの追加説明書に記載されて
います。

	→ロックを解除するには、ブラインドカバーを反時計回りに回して取り外します。

手動動作状態への切り替え：

	→ DIPスイッチ4をONに設定します。	
装置は手動動作状態です。

バルブ位置を変更する：

	→開くにはOPENボタン/キーを押します。

	→閉じるにはCLOSEボタン/キーを押します。

バルブ位置は機械式位置表示で確認することができます。

駆動部バルブ位置：	
完全開

機械式位置表示

挿図	14：	 機械式位置表示

ブラインドカバーを閉じる：

	→ブラインドカバーを装着し、2つのマーキング(ブラインドカバーと駆動部の垂直線)が重なるまで時計回りに回
します。

日本語



30

バルブの手動作動

タイプ3360、3361

9.3	 バルブの機械的作動
供給電圧が印加されていない場合、	取付け中または停電などの場合、バルブ位置は機械的な手動作動で変更す
ることができます。

注意！	
機械的な手動作動は、電源がオフの状態にのみ利用することができます。そうでない場合、装置が損傷する可能
性があります。

9.3.1	 必要な作業手順

フィールドバスゲートウェイ非装備装置：

1.		 供給電圧をオフにします。LEDライトリングが消えるまで待ちます。

2.		 ブラインドカバーまたはディスプレイモジュールを取り外します。31ページの「9.3.3」の章を参照してください。

3.		 バルブを機械的に操作します。32ページの「9.3.5」の章を参照してください。

4.		 ブラインドカバーまたはディスプレイモジュールを閉じます。34ページの「9.3.7」の章を参照してください。

5.供給電圧を印加します。

フィールドバスゲートウェイ装備装置：

1.		 供給電圧をオフにします。LEDライトリングが消えるまで待ちます。

2.		 ブラインドカバーまたはディスプレイモジュールを取り外します。31ページの「9.3.3」の章を参照してください。

3.		 フィールドバスゲートウェイを駆動部から取り外します。31ページの「9.3.4」の章を参照してください。

4.		 バルブを機械的に操作します。32ページの「9.3.5」の章を参照してください。

5.		 フィールドバスゲートウェイを駆動部に取り付けます。33ページの「9.3.6」の章を参照してください。

6.		 ブラインドカバーまたはディスプレイモジュールを閉じます。34ページの「9.3.7」の章を参照してください。

7.		 供給電圧を印加します。

9.3.2	 必要なツール

•	 六角レンチ、対辺距離	3	mm
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9.3.3	 ブラインドカバーまたはディスプレイモジュールの取外し

注意！	
接続ケーブルとHMIインターフェースが損傷しないように、ディスプレイモジュールを慎重に取り外します。

ATEX認可またはIECEx認可の装置は、磁気ロックで保護されています。

カバーの取り外しについては、ATEX認可およびIECEx認可電動制御バルブの追加説明書に記載されて
います。

ディスプレイモ
ジュールのロッ
クを解除します

ブラインド
カバーのロ
ックを解除
します

挿図	15：	 ブラインドカバーまたはディスプレイモジュールの取外し

	→ロックを解除するには、ディスプレイモジュールまたはブラインドカバーを反時計回りに回して取り外します。	
ディスプレイモジュールの場合、HMIインターフェースへの接続ケーブルに注意してください。

9.3.4	 フィールドバスゲートウェイを駆動部から取り外す

前提条件：	
電源電圧がオフで、ブラインドカバーまたはディスプレイモジュールが取り外されている。

注意！	
フィールドバスゲートウェイは、電源がオフの状態にのみ取り外すことができます。そうでない場合、装置が損傷
する可能性があります。

固定ネジ

挿図	16：	 フィールドバスゲートウェイの取外し

	→固定ネジを取り外します(六角穴付きねじ、	対辺距離3	mm)。
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注意！	
フィールドバスゲートウェイの取外し時に注意してください。フィールドバスゲートウェイと駆動部はケーブルで
互いに接続されています。

	→ロックを解除するには、フィールドバスゲートウェイを反時計回りに回して慎重に取り外します。

	→フィールドバスゲートウェイの接続ケーブルを外します。

9.3.5	 バルブを機械的に操作する

前提条件：	
電源電圧がオフで手動動作状態、ブラインドカバーまたはディスプレイモジュールが取り外されている。フィールド
バスゲートウェイ装備装置タイプの場合：フィールドバスゲートウェイを取り外します。

注意！	
機械的な手動作動は、電源がオフの状態にのみ利用することができます。そうでない場合、装置が損傷する可能
性があります。

	→バルブを機械的に作動させるには、対辺距離3	mmの六角レンチを使用します。

注意！	
最大トルクは2	Nmです。	
バルブの終了位置に達したときにこのトルクを超えると、機械式手動作動の損傷につながります。

バルブ位置を変更するた
めの機械式手動作動

押して回します

回転

開

閉

挿図	17：	 機械式手動作動

	→わずかな圧力で機械式手動作動を動かし、同時に六角レンチを回します(「挿図	17」を参照)。	
–	開くには反時計回りに回します。	
–	閉じるには時計回りに回します	
	
	最大締め付けトルクは2	Nmです！

バルブ位置は機械式位置表示で確認することができます。
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駆動部バルブ位置：	
完全開

機械式位置表示

挿図	18：	 機械式位置表示

	→六角レンチを取り外します。

9.3.6	 フィールドバスゲートウェイを駆動部に取り付けます。

前提条件：供給電圧はオフ。

注意！	
フィールドバスゲートウェイは、電源がオフの状態にのみ取り付けることができます。そうでない場合、装置が損
傷する可能性があります。

固定ネジ

マーキング 「開」記号
「閉」記号

フィールドバスゲートウェイを調整して配置します。 フィールドバスゲートウェイを閉じます。

閉位置：

駆動カバ
ー

接続ケーブル

フィールド
バスゲート

ウェイ

フィールドバスゲートウェ
イを固定します。

挿図	19：	 フィールドバスゲートウェイの取付け。

	→接続ケーブルをフィールドバスゲートウェイの駆動部に差し込みます。

	→フィールドバスゲートウェイを駆動カバーに合わせて配置します。	
駆動部の記号の中央に「開」記号を合わせます。

	→閉」記号がマーキングの上に来るまで、フィールドバスゲートウェイを手で時計回りに回します。

	→固定ネジを締めます(六角穴付きねじ、	対辺距離3	mm)。	
締め付けトルク1.1	Nmを遵守してください！
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9.3.7	 ブラインドカバーまたはディスプレイモジュールを閉じます

ATEX認可またはIECEx認可の装置は、磁気ロックで保護されています。

カバーの閉め方については、ATEX認可およびIECEx認可電動制御バルブの追加説明書に記載されて
います。

注意！	
ディスプレイモジュール装備装置の場合	
ディスプレイを取り付ける前に、ケーブルがHMIインターフェースに正しく接続されているかどうかを確認してく
ださい。

	→ディスプレイモジュールまたはブラインドカバーを取り付け、2つのマーキングが重なるまで時計回りに回します。
ディスプレイモジュール、ブラインドカバーおよび駆動部に縦線でマーキングされています。
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10	 駆動部の取外し
危険！

高圧による負傷の危険。

	▶システムまたは装置の使用前に圧力を抜き、配管のエア抜きまたは排出を行ってください。

警告！

不適切な取付け作業による怪我の危険。

	▶駆動部は有資格者が適切なツールを使用してのみ取り外すことができます。

10.1	 必要な作業手順
1.手動動作状態に設定します（26ページの「8」の章を参照）。

2.バルブを開位置にします（28ページの「9」の章を参照）。

3.供給電圧をオフにします。LEDライトリングが消えるまで待ちます。

4.駆動部を取り外します（35ページの「10.3」の章を参照）。

10.2	 必要なツール
•	 六角レンチ、対辺距離3	mm	
装置に供給電圧が印加していない場合にのみ、バルブを開位置にする必要があります。

•	 オープンエンドレンチ

10.3	 バルブハウジングから駆動部を取り外す
前提条件：	
手動動作状態で、バルブ位置が少なくとも1/3開いており、供給電圧がオフになっていること。

警告！

感電による負傷の危険。	
機械的可動部品による打撲の危険。

	▶供給電圧をオフにします。

	▶ SAFEPOS	energy-pack装備装置の場合：SAFEPOS	energy-packを完全に空にします。LEDライトリングが消え
るまで待ちます。	その際LEDライト表示はモードLEDオフにしないでください。

注意！	
バルブハウジングまたはバルブシートシーリングの損傷。

損傷を避けるために、駆動部の取外し時はバルブを開いておく必要があります。
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機械式位置表示

駆動部

ハウジング接続部

バルブハウジング

バルブ位置	
開

挿図	20：	 駆動部の取外し(アングルシート制御バルブの例)

	→固定エレメントにバルブハウジングを固定します。

	→適切なオープンエンドレンチをハウジング接続部に当てます。	
外すために、ハウジング接続部を損傷する可能性があるツールを使用しないでください。

	→バルブハウジングから駆動部を外します。
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11	 駆動部をバルブハウジングに取り付ける
前提条件：	
手動動作状態で、バルブ位置が少なくとも1/3開いており、供給電圧がオフになっていること。

	→グラファイトシーリングを新品に交換します。

グラファイトシーリング

アングルシートバルブグローブバルブ
グラファイトシーリング

挿図	21：	 グラファイトシーリング	

注意！	
バルブハウジングまたはバルブシートシーリングの損傷。

損傷を避けるために、取付け時はバルブを開位置にする必要があります。

警告！

不適切な潤滑剤による危険。

不適切な潤滑剤は、媒体を汚染する可能性があります。酸素利用の場合、それにより爆発の危険があります。

	▶酸素の用途または分析などの特定の用途では、認可された潤滑剤のみを使用する必要があります。

機械式位置表示

駆動部

ハウジング接続部

バルブハウジング

バルブ位置	
開

挿図	22：	 駆動部をバルブハウジングに取り付ける
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	→ハウジング接続の雄ネジにグリースを塗布します（Klüber社のKlüberpaste	UH1	96-402など）。

	→バルブハウジングの雌ネジをハウジング接続の雄ネジにあてがいます。

	→適切なオープンエンドレンチをハウジング接続部に当てます。	
ハウジング接続部に損傷を与えるようなツールを使用してネジを締めないでください。

	→駆動部をバルブハウジングにねじ込みます。	
締め付けトルクに注意してください（「表	8」を参照）。

警告！

締め付けトルクの無視による怪我の危険！

締め付けトルクを無視すると、装置が損傷する可能性があるため危険です。

	▶締め付けトルクに注意してください。

接続部のDN(バルブハウジング)	[DN] ハウジング接続部の締め付けトルク	[Nm]

10/15 45	±3
20 50	±3
25 60	±3
32

65	±3
40
50 70	±3
65 100	±3
80 120	±5
100 150	±5

表	8：	 ハウジング接続部の締め付けトルク

取付けの後で：

	→供給電圧を印加します。
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12	 ポジション制御の調整	–	X.TUNE機能の実行
駆動部の取付け後、X.TUNE機能を実行する必要があります。

注意！	
必要な場合にのみX.TUNEを実行してください！	
X.TUNE機能は、駆動部が取り外されていたか、またはバルブハウジングが交換されていた場合にのみ再度実行
する必要があります。	

X.TUNE機能を実行すると、位置制御は使用するアクチュエータの物理的ストロークに適合します。

警告！

X.TUNE機能の実行後の不制御プロセスによる危険。

X.TUNEを媒体圧力で実行すると、コントローラが不一致になります。その結果、プロセスは制御されません。

	▶ X.TUNEを媒体圧力で実行しないでください。

	▶システムが意図せず作動しないよう保護してください。

12.1	 装置のボタン/キーによるポジション制御の調整
X.TUNEを作動させるための2つのボタン/キーはブラインドカバーの下にあります。

ブラインドカバーの
ロックを解除します CLOSEボタン/キー		

OPENボタン/キー		

挿図	23：	 装置のボタン/キーによるポジション制御の調整

ブラインドカバーを取り外す：

ATEX認可またはIECEx認可の装置は、磁気ロックで保護されています。	
カバーの取り外しについては、ATEX認可およびIECEx認可電動制御バルブの追加説明書に記載されてい
ます。

	→ロックを解除するには、ブラインドカバーを反時計回りに回して取り外します。

X.TUNE機能を作動させる：

		媒体圧力がないことを確認してください！	
X.TUNEは、必須である場合にのみ実行してください。

	→ OPENボタン/キーとCLOSEボタン/キーを同時に5秒間押し続けます。

X.TUNEを実行すると、LEDライトリングがオレンジ色に点灯します。	
X.TUNEが終了すると、LEDライトリングは以前のステータスに戻ります。

ポジション制御の調整 – X.TUNE機能の実行
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12.2	 PCまたは装置のディスプレイでの位置制御調整

PCでの設定は、büSサービスインターフェースとPCソフトウェア「Bürkertコミュニケーター」を使用して行
います。そのためにはアクセサリとして購入可能なUSB-büSインターフェースセットが必要です。

ディスプレイ操作：ボタン/キー機能

		
選択、アクティブ化 確定 戻る

X.TUNE機能をアクティブにするには、位置コントローラのメンテナンス詳細ビューに切り替える必要があります。

ビュー1から詳細ビューに切り替えるには：

	→「Bürkertコミュニケーター」で設定する場合は、	ナビゲーション領域で	位置コントローラ	を選択し、	メンテナ
ンス	に切り替えます。

	→ディスプレイの設定をビュー1から	構成	に切り替える場合は、	位置コントローラ	を選択し、	メンテナンス	に切
り替えます。

	メンテナンス詳細ビューに設定されました。

X.TUNE機能を作動させるには：

媒体圧力がないことを確認してください！

	→ 	CALIBRATION	を選択します。

	→ 	X.TUNE	を選択します。	
次のテキストが表示されます：「シーリング材を選択	(銘板を参照)！」	

	→シーリング材を選択します。	
次の質問が表示されます：「X.TUNEを起動してもよろしいですか？」	
	X.TUNEは、実行が必須である場合にのみ起動してください。

	→ X.TUNEを起動します。

X.TUNE機能が実行されました。

エラーによりX.TUNEが中断されると、メッセージが表示されます(次の表を参照)。

X.TUNE中断時の考えられるメッ
セージ

詳細

装置にエラーがあります X.TUNEの実行を妨げるエラーがあります。
時間制限を超えています エラーのため、制限時間内にX.TUNEを実行できていません。
モーター電流が大きすぎます モーター電流が大きすぎてX.TUNE機能を実行できません。
バルブの下部終端位置が認識さ
れません

位置トランスデューサがバルブの下部終端位置を認識できません。

表	9：	 X.TUNE機能中断後の考えられるメッセージ

ポジション制御の調整 – X.TUNE機能の実行
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13	 エネルギー貯蔵システムの交換
警告！

スペアパーツの不適切な交換による怪我の危険。

	▶スペアパーツは、有資格者が適切なツールを使用してのみ交換することができます。

注意！

電圧による怪我の危険。

	▶ SAFEPOS	energy-packを取り外す前に供給電圧をオフにしてください。

	▶ SAFEPOS	energy-packを完全に空にします。LEDライトリングが消えるまで待ちます。	その際LEDステータス
はLEDオフモードにしないでください。

LEDモードの設定については、www.burkert.jpに公開されている取扱説明書に記載されています。

13.1	 必要な作業手順
エネルギー貯蔵システムSAFEPOS	energy-packは駆動ハウジングに収納されています。SAFEPOS	energy-pack
を交換するには次の作業手順が必要です。

1.供給電圧をオフにします。LEDライトリングが消えるまで待ちます。

2.	駆動ハウジングを開く	
フィールドバスゲートウェイ非装備装置（42ページの「13.3」の章を参照）。	
フィールドバスゲートウェイ装備装置（44ページの「13.4」の章を参照）。

3.SAFEPOS	energy-packの交換（46ページの「13.5」の章を参照）。

4.	駆動ハウジングを閉じる	
フィールドバスゲートウェイ非装備装置（47ページの「13.6」の章を参照）。	
フィールドバスゲートウェイ装備装置（49ページの「13.7」の章を参照）。

5.供給電圧を印加します。

13.2	 必要とするツールと助剤
•	 六角レンチ	T10

•	 六角レンチ	T20

•	 六角レンチ	T25

•	 六角レンチ、対辺距離	3	mm

日本語
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エネルギー貯蔵システムの交換
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13.3	 フィールドバスゲートウェイ非装備装置の駆動ハウジングを開く
前提条件：供給電圧はオフ。

警告！

不適切な取付け作業による負傷の危険。

	▶駆動部は有資格者が適切なツールを使用してのみ開くことができます。

ディスプレイモジュールまたはブラインドカバーの取外し：

注意！	
接続ケーブルとHMIインターフェースが損傷しないように、ディスプレイモジュールを慎重に取り外します。

ATEX認可またはIECEx認可の装置は、磁気ロックで保護されています。	
カバーの取り外しについては、ATEX認可およびIECEx認可電動制御バルブの追加説明書に記載されて
います。

ディスプレイモ
ジュールのロッ
クを解除します

ブラインド
カバーのロ
ックを解除
します

挿図	24：	 ブラインドカバーまたはディスプレイモジュールの取外し

	→ロックを解除するには、ディスプレイモジュールまたはブラインドカバーを反時計回りに回して取り外します。	
注意！ディスプレイモジュールの場合、HMIインターフェースへの接続ケーブルに注意してください。

	→ディスプレイモジュール装備装置の場合、HMIインターフェースへの接続ケーブルを外します。

LEDモジュールとメモリモジュールの取外し：

LEDモジュールとメモリモジュー
ルの金属製ハウジング

固定ネジ	

挿図	25：	 LEDモジュールとメモリモジュールの取外し
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エネルギー貯蔵システムの交換
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	→固定ネジを2本外します(アレンスクリュー	T20)。

	→金属製ハウジングの両側のLEDモジュールとメモリモジュールをつかんで持ち上げます。

駆動カバーの取外し：

駆動カバー

駆動部	
(開)

固定ネジ	

挿図	26：	 駆動カバーの取外し

	→固定ネジ(アレンスクリュー	T25)を4本外します。	
ねじは駆動カバーに固定されています。

	→駆動カバーを取り外します。

日本語
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13.4	 フィールドバスゲートウェイ装備装置の駆動ハウジングを開く
前提条件：供給電圧はオフ。

警告！

不適切な取付け作業による負傷の危険。

	▶駆動部は有資格者が適切なツールを使用してのみ開くことができます。

ディスプレイモジュールまたはブラインドカバーの取外し：

注意！	
接続ケーブルとHMIインターフェースが損傷しないように、ディスプレイモジュールを慎重に取り外します。

ATEX認可またはIECEx認可の装置は、磁気ロックで保護されています。

カバーの取り外しについては、ATEX認可およびIECEx認可電動制御バルブの追加説明書に記載されてい
ます。

ディスプレイモ
ジュールのロッ
クを解除します

ブラインド
カバーのロ
ックを解除
します

挿図	27：	 ブラインドカバーまたはディスプレイモジュールの取外し

	→ロックを解除するには、ディスプレイモジュールまたはブラインドカバーを反時計回りに回して取り外します。	
注意！ディスプレイモジュールの場合、HMIインターフェースへの接続ケーブルに注意してください。

	→ディスプレイモジュール装備装置の場合、HMIインターフェースへの接続ケーブルを外します。
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フィールドバスゲートウェイの取外し：

注意！	
フィールドバスゲートウェイは、電源がオフの状態にのみ取り外すことができます。そうでない場合、装置が損傷
する可能性があります。

固定ネジ

挿図	28：	 フィールドバスゲートウェイの取外し

	→固定ネジを取り外します(六角穴付きねじ、	対辺距離3	mm)。

注意！	
フィールドバスゲートウェイの取外し時に注意してください。フィールドバスゲートウェイと駆動部はケーブルで
互いに接続されています。

	→ロックを解除するには、フィールドバスゲートウェイを反時計回りに回して慎重に取り外します。

	→フィールドバスゲートウェイの接続ケーブルを外します。

バヨネットアダプターの取外し：

バヨネットアダプター

シールリング
保護導線/接地

駆動ハウジング

固定ネジ

駆動カバー	
(図：内部ビューのハウジング壁は
部分的に表示されていません)

挿図	29：	 バヨネットアダプターの取外し

	→固定ネジを2本外します(アレンスクリュー	T20)。

	→ 	バヨネットアダプターを取り出します。	
注意！バヨネットアダプターはアースケーブルで駆動カバーに接続されています。	
バヨネットアダプターと駆動カバーを駆動部から一緒に取り外します。
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駆動カバーの取外し：

駆動カバー

駆動部	
(開)

固定ネジ	

バヨネットアダプター

挿図	30：	 駆動カバーの取外し

	→固定ネジ(アレンスクリュー	T25)を4本外します。	
ねじは駆動カバーに固定されています。

	→駆動カバーとバヨネットアダプターを取り外します。

13.5	 SAFEPOS	energy-packの交換
前提条件：駆動ハウジングが開いており、電力供給がオフである。

SAFEPOS	energy-packの取外し：

注意！	
電源電圧が印加されている時に取り外すとデータが失われる可能性があります。

	▶ SAFEPOS	energy-packは電力供給がオフである場合にのみ取り外してください。

固定ネジ		
(六角穴	T10)

SAFEPOS	energy-pack

挿図	31：	 SAFEPOS	energy-packの取外し

	→固定ネジ(アレンスクリュー	T10)	を緩めます。

	→ SAFEPOS	energy-packをブラケットから完全に引き出します。
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新しいSAFEPOS	energy-packを挿入する：

	→ SAFEPOS	energy-packを輸送用梱包から取り出します。

	→ SAFEPOS	energy-packを2つのサイドガイド溝に挿入し、奥まで押し込みます。

ガイド溝

ガイド溝

挿図	32：	 SAFEPOS	energy-packの挿入

	→固定ネジ(アレンスクリュー	T10)	を締めます。	
締め付けトルク1.1	Nmを遵守してください！

次のステップ：

•	 駆動ハウジングを閉じる	
フィールドバスゲートウェイ非装備装置（47ページの「13.6」の章を参照）。	
フィールドバスゲートウェイ装備装置（49ページの「13.7」の章を参照）。

•	 供給電圧を印加します。

13.6	 フィールドバスゲートウェイ非装備装置の駆動ハウジングを閉じる
駆動カバーの取付け：

固定ネジ	

駆動カバー

挿図	33：	 駆動カバーの取付け

	→駆動カバーを駆動ハウジングに配置します。

	→最初に4本の固定ネジ(アレンスクリュー	T25)	を手で十文字に軽く横に締めてから締め付けます。締め付けト
ルク5.0	Nmを遵守してください！
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LEDモジュールとメモリモジュールの取付け：

固定ネジ	

機械式手動作動

挿図	34：	 LEDモジュールとメモリモジュールの取外し

	→ 	LEDモジュールとメモリモジュールを駆動カバーに配置します	
(LEDモジュールとメモリモジュールの丸いくぼみを機械式手動作動の中央に合わせます)。

	→ 2本の固定ネジを締めます(アレンスクリュー	T20)。	
締め付けトルク1.1	Nmを遵守してください！

ディスプレイモジュールまたはブラインドカバーを閉じる：

ATEX認可またはIECEx認可の装置は、磁気ロックで保護されています。	
カバーの閉め方については、ATEX認可およびIECEx認可電動制御バルブの追加説明書に記載されていま
す。

注意！	
ディスプレイモジュール装備装置の場合	
ディスプレイを取り付ける前に、ケーブルがHMIインターフェースに正しく接続されているかどうかを確認してく
ださい。

	→ディスプレイモジュール装備装置の場合、接続ケーブルをHMIインターフェースに差し込みます。

	→ディスプレイモジュールまたはブラインドカバーを装着し、2つのマーキング(ディスプレイモジュールまたはブ
ラインドカバーと駆動部の垂直線)が重なるまで時計回りに回します。

日本語
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13.7	 フィールドバスゲートウェイ装備装置の駆動ハウジングを閉じる
前提条件：供給電圧はオフ。

駆動カバーの取付け：

固定ネジ	フィールドバスゲートウェイへの	
接続ケーブル	

フィールドバスゲート
ウェイへの接続ケー
ブル用くぼみ	

駆動カバー	アースケーブル

挿図	35：	 駆動カバーの取付け

	→フィールドバスゲートウェイへの接続ケーブルを駆動カバーのくぼみに通します。

	→駆動カバーを駆動ハウジングに配置します。	
注意：バヨネットアダプターに接続されているアースケーブルは、駆動カバーの固定ネジの1つに接続する必
要があります。

	→ 4本の固定ネジ(アレンスクリュー	T25)を締めます。	
締め付けトルク5	Nmを遵守してください！

バヨネットアダプターの取付け：

バヨネットアダプター

シールリング
保護導線/接地

駆動ハウジング

固定ネジ

駆動カバー	
(図：内部ビューのハウジング壁は
部分的に表示されていません)

挿図	36：	 バヨネットアダプターの取付け

	→バヨネットアダプターを駆動カバーに配置します	
注意！駆動ハウジングのシールリングはぴったりとはまる必要があります。

	→ 2本の固定ネジを締めます(アレンスクリュー	T20)	
締め付けトルク1.1	Nmを遵守してください！
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フィールドバスゲートウェイの取付け：

注意！	
フィールドバスゲートウェイは、電源がオフの状態にのみ取り付けることができます。そうでない場合、装置が損
傷する可能性があります。

固定ネジ

マーキング 「開」記号
「閉」記号

フィールドバスゲートウェイを調整して配置します。 フィールドバスゲートウェイを閉じます。

閉位置：

駆動カバー

接続ケーブル

フィールド
バスゲート

ウェイ

フィールドバスゲートウェ
イを固定します。

挿図	37：	 フィールドバスゲートウェイの取付け。

	→接続ケーブルをフィールドバスゲートウェイの駆動部に差し込みます。

	→フィールドバスゲートウェイを駆動カバーに合わせて配置します。	
駆動部の記号の中央に「開」記号を合わせます。

	→「閉」記号がマーキングの上に来るまで、フィールドバスゲートウェイを手で時計回りに回します。

	→固定ネジを締めます(六角穴付きねじ、	対辺距離3	mm)。	
締め付けトルク1.1	Nmを遵守してください！

ディスプレイモジュールまたはブラインドカバーを閉じる：

ATEX認可またはIECEx認可の装置は、磁気ロックで保護されています。

カバーの閉め方については、ATEX認可およびIECEx認可電動制御バルブの追加説明書に記載されています。

注意！	
ディスプレイモジュール装備装置の場合	
ディスプレイを取り付ける前に、ケーブルがHMIインターフェースに正しく接続されているかどうかを確認してください。

	→ディスプレイモジュール装備装置の場合、接続ケーブルをHMIインターフェースに差し込みます。

	→ディスプレイモジュールまたはブラインドカバーを装着し、2つのマーキング(ディスプレイモジュールまたはブ
ラインドカバーとフィールドバスゲートウェイの垂直線)が重なるまで時計回りに回します。

日本語
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14	 アクセサリ、スペアパーツ

注意！

誤った部品による物的損害および負傷の危険。

不適切なアクセサリやスペアパーツは、怪我、装置およびその周辺に損傷を与える可能性があります

	▶ Bürkertのオリジナルアクセサリとオリジナルスペアパーツのみ使用してください。

アクセサリ 注文番号
動作電圧用M12ソケット付き接続ケーブル、4ピン、(長さ5	m) 918038
入力および出力信号用M12ソケット付き接続ケーブル、8ピン、(長さ2	m) 919061
プロセス実際値の入力信号(プロセスコントローラ装備仕様でのみ)用M12プラグ付き接続
ケーブル、5ピン、(長さ2	m) 559177

USB-büSインターフェースセット：
büSスティックセット1		
(アダプタ、	büSスティック、終端抵抗、Yディストリビュータ、	M12プラグ付き0.7m接続ケ
ーブルを含む)

772426

büSスティックセット2		
(büSスティック、終端抵抗、Yディストリビュータ、	M12プラグ付き0.7m接続ケーブルを含む) 772551

büSサービスインターフェース用büSアダプター	
(M12へのbüSサービスインターフェースMicro-USB)		 773254

M12プラグからM12ソケットへのbüSケーブル延長
接続ライン、長さ1	m 772404
接続ライン、長さ3	m 772405
接続ライン、長さ5	m 772406
接続ライン、長さ10	m 772407

Bürkertコミュニケーター 情報は、	
www.burkert.jp

SIMカード 291773

ライン接続部の固定エレメント(DN15～DN20) 693770
ライン接続部の固定エレメント(DN25～DN50) 693771
プラスチック製ディスプレイモジュール 277869
プラスチック製ブラインドカバー 277881

表	10：	 アクセサリ
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14.1	 通信ソフトウェア
PCソフトウェア「Bürkertコミュニケーター」は、Bürkert社の装置との通信用に設計されています。

PCソフトウェアのインストールと操作の詳細な説明は、対応する取扱説明書に記載されています。

ソフトウェアのダウンロードは：www.burkert.jp

14.1.1	 USBインターフェース

PCには装置との通信用のUSBインターフェースのほか、インターフェースドライバを備えたアダプターが必要とな
ります（「表	10：	アクセサリ」を参照）。
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14.2	 スペアパーツ

14.2.1	 タイプ3360および3361制御バルブ用スペアパーツ

タイプ3360および3361用スペアパーツ 注文番号
SAFEPOS	energy-pack 285834

グランド用シーリングセット
スピンドル	ø10	mm、DN15...DN20 285685
スピンドル	ø14	mm、DN25...DN50 285722

グランド用VAスピンドルガイド

スピンドル	
ø10	mm

ハウジング	DN15 246577
ハウジング	DN20 246578

スピンドル	
ø14	mm

ハウジング	DN25 246579
ハウジング	DN32 246583
ハウジング	DN40 246593
ハウジング	DN50 246594

表	11：	 タイプ3360および3361用スペアパーツ

14.2.2	 タイプ3360アングルシート制御バルブ用スペアパーツ

タイプ3360用制御プラグセット	
内容：制御プラグ、ダウエルピン、グラファイトシーリング

バルブシート公称幅	
注文番号
スチール/スチール PTFE/スチール PEEK/スチール

13/15 170322 要望に応じて 要望に応じて
20 170323 170316 210135
25 170324 170318 120136
32 226925 226941 287822
40 225423 226945 314787
50 225426 226948 要望に応じて

表	12：	 タイプ3360用制御プラグセット

14.2.3	 タイプ3361グローブ調整バルブ用スペアパーツ

タイプ3361用制御プラグセット	
内容：制御プラグ、ダウエルピン、グラファイトシーリング

バルブシート公
称幅	

接続部のDN(バルブハウ
ジング)	[DN]

注文番号
スチール/スチール PTFE/スチール PEEK/スチール

3 10/15 要望に応じて – –
4 10/15 149934 – –
6 10/15 152696 要望に応じて 要望に応じて
8 10/15 149935 要望に応じて 要望に応じて

10
10/15 149912 要望に応じて 要望に応じて
20 149914 要望に応じて 要望に応じて
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タイプ3360、3361

タイプ3361用制御プラグセット	
内容：制御プラグ、ダウエルピン、グラファイトシーリング

バルブシート公
称幅	

接続部のDN(バルブハウ
ジング)	[DN]

注文番号
スチール/スチール PTFE/スチール PEEK/スチール

15
15 149915 要望に応じて 要望に応じて
20 149916 要望に応じて 要望に応じて
25 149917 要望に応じて 要望に応じて

20
20 149918 149946 231732
25 149951 149947 292348
32 226951 226963 301315

25
25 149953 149949 226723
32 226952 226964 301317
40 226954 226966 301319

32
32 226953 226965 301318
40 226955 226967 301322
50 226957 226969 301324

40
40 226956 226968 301323
50 226958 226970 301369

50 50 226959 226971 272656

表	13：	 タイプ3361用制御プラグセット

タイプ3361用バルブシートセット	
内容：バルブシート、グラファイトシーリング
バルブシート公称幅 接続部のDN(バルブハウジング)	[DN] 注文番号
3 10/15 284777
4 10/15 262143
6 10/15 262146
8 10/15 262147

10
10/15 262149
20 262151

15
15 262152
20 262153
25 262155

20
20 262157
25 262160
32 262163

25
25 262170
32 262171
40 262173
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タイプ3361用バルブシートセット	
内容：バルブシート、グラファイトシーリング
バルブシート公称幅 接続部のDN(バルブハウジング)	[DN] 注文番号

32
32 262174
40 262175
50 262176

40
40 262177
50 262178

50 50 262179

表	14：	 タイプ3361用バルブセット

14.3	 取付けツール

14.3.1	 タイプ3360および3361制御バルブ用取付けツール

グランド用改良型ソケットレンチ	
スピンドル	ø	[mm] 接続部のDN(バルブハウジング)	[DN]	 対辺距離 注文番号
10 15	 SW19 683220
10 20 SW21 683222
14 25...50 SW21 683223

表	15：	 タイプ3360および3361用取付けツール

14.3.2	 タイプ3361制御バルブ用取付けツール

バルブシート交換用取付けツール
接続部のDN(バルブハウジング)	[DN] 注文番号
15 652604
20 652605
25 652606
32 652607
40 652608
50 652609
65 655562
80 655563
100 655564

表	16：	 タイプ3361用取付けツール
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15	 梱包、輸送

注記！	
輸送中の損害。

装置の保護が不十分な場合、輸送により損傷を受けることがあります。

•	 装置をほこりや湿気から保護し、耐衝撃性の梱包材を使用して輸送してください。

•	 許容保管温度外にならないようにしてください。			

注意！

重量のある装置による怪我の危険。

運搬や取付け作業では、装置が落下して怪我をする可能性があります。

	▶重量のある装置は、必要に応じて二人で運搬、取付けおよび取外しを行ってください。

	▶適切な補助具を使用してください。

16	 保管

注記！	
誤った保管は装置の損傷の原因となります。

•	 装置は乾燥した清潔な場所に保管してください！

•	 保管温度：	-40...+70	°C。				

17	 廃棄処分

注記！	
媒体汚染された部品による環境への被害。

•	 環境に配慮した方法で装置と梱包材を廃棄処分してください！

•	 該当する廃棄規則および環境規制を遵守してください。

国内の廃棄物処理規定を遵守してください。

日本語
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