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1 取扱説明書
取扱説明書は本装置のライフサイクル全体について説明しています。この説明書は、すべてのユーザーの手の届く
所に保管してください。説明書は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。

安全に関する重要な情報。

この取扱説明書をよくお読みください。特に基本安全注意事項と適切な使用の章を遵守してください。

	▶取扱説明書を読み、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。

本取扱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。

結果を示します。

MENUE ソフトウェアのインターフェーステキスト表示。

日本語
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1.2 用語の定義
• 装置：この説明書で使用されている用語「装置」は、タイプ3363、3364、3365、およびAE3363の電動ダイヤフラム
調整バルブに適用されます。

• Ex：この説明書で使用される「Ex」という略称は「爆発の危険性」を意味しています。

•	 この説明書で使用される用語「büS」（Bürkertシステムバス）は、CANopenプロトコルに基づいてBürkertが開発
した通信バスを意味しています。

日本語



10

使用目的

タイプ3363、3364、3365

2 使用目的

タイプ3363、3364、および3365の電動ダイヤフラム調整バルブを適切に使用しない場合、人、周囲のシステムお
よび環境に危険が発生する可能性があります。

電動ダイヤフラム調整バルブは、液体および気体媒体のフローを制御するために設計されています。

	▶標準装置は爆発の危険のある場所では使用できません。爆発危険領域の認可を示す別のExラベルはありま
せん。

	▶装置表面を洗浄するためのアルカリ洗浄剤は許可されていません。

	▶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。

	▶使用に際しては、契約書類および取扱説明書に指定された許容データ、稼働・使用条件を遵守してください。

	▶有害な環境影響から装置を保護します（放射線、湿度、蒸気など）！不確かな点は各営業所にお問い合わせく
ださい。

装置

	▶ Bürkertが推奨する、もしくは認可する場合にのみ、他社の装置やコンポーネントと組み合わせて使用してくだ
さい。

	▶必ず欠陥のない状態で使用し、保管、輸送、設置、操作は適切に行ってください。

	▶必ず適切に使用してください。

日本語
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3 基本的な安全注意事項
この安全注意事項は、取付けや稼働時、メンテナンスに際して発生する偶発事象や事故を考慮していません。事業
者は、現地の安全規則をスタッフに関するものも含めて遵守する責任を負います。

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。

機械的可動部品による打撲の危険。

	▶圧力ピース、ダイヤフラム、バルブハウジングの取付け作業は、電源がオフの状態でのみ行ってください。	
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ステータスはモードLED off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。

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。

ダイヤフラム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。

	▶媒体が逃げ孔から漏れる場合は、ダイヤフラムを交換してください。

	▶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。

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：

	▶爆発の危険性のある場所では、別のExラベルの仕様に従ってのみ装置を使用してください。

	▶使用の際、装置に同封されている補助説明書を、爆発危険領域に関する安全注意事項または別のEx取扱説明
書と合わせて遵守する必要があります。

日本語



12

基本的な安全注意事項

タイプ3363、3364、3365

	▶爆発危険領域では、別のExラベルが付いている装置のみ使用してください。

► 「8	テクニカルデータ」の章に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。
	▶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。

	▶意図しない操作から保護してください。

	▶システム固有の安全規制に従ってください。

	▶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。

	▶ 	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。

	▶中断後はプロセスの再始動を制御してください。順序に注意してください。	
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り付ける必要があります。

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！

•	 供給電圧が印加されている電子部品に触れないでください！

日本語
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4 一般注意事項

4.1 連絡先
日本
Burkert	Japan	Ltd.
セールスセンター
〒	112-0005
東京都文京区水道
1-12-15　白鳥橋三笠ビル
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

4.2 保証
保証の前提条件は、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。

4.3 ウェブサイトで閲覧できる情報
タイプ3363、3364、および3365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	

日本語
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5 製品説明

5.1 一般的な説明
タイプ3363、3364、および3365の電動ダイヤフラム調整バルブは、液体および気体媒体のフローを制御するのに適
しています。これは、高い粘度を持つ中性、無菌および汚染、刺激性または研磨媒体である場合があります。

ダイヤフラム調整バルブは制御電子回路を備えた電動リニア駆動を有しています。ポジション制御またはプロセ
ス制御用の制御電子回路は、標準信号（アナログ）またはフィールドバス（デジタル）のいずれかによって制御され
ます。電動リニア駆動は、最適な効率のために設計されています。同時に、無電流で停止時の最大指定媒体圧で
も、バルブをしっかりと固定します。

エネルギー貯蔵システム（SAFEPOS	energy-pack）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、SAFEPOSメニューで定義された位置にバルブを移動させるために必要なエネルギーが駆動部に供給されます。

バルブ位置は2つの方法で手動で変更できます。	
1.	電動手動作動：供給電圧が印加されている場合に使用します。	
2.	機械式手動作動：供給電圧が印加されていない場合にのみ使用できます。

装置は、2つの静電容量ボタン/キーと4つのDIPスイッチ、またはオプションでタッチスクリーン付きのディスプレイ
で設定および操作できます。さらに、büSサービスインターフェース経由またはPCソフトウェア「Bürkertコミュニケ
ーター」を使用して装置を設定するオプションが常にあります。「Bürkertコミュニケーター」による設定には、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。

5.2 特性 
•	 駆動部からダイヤフラムを通る媒体の密閉式分離。

•	 任意の流量方向。

•	 対応する設置では自動排出式。使用されている接続の端部は円筒状になっていなければいけません。

•	 少ないデッドスペース。

•	 フロー最適化バルブハウジングによる高流量値および低乱流。

•	 直接アクセス可能なタッチスクリーン付き外部ディスプレイ。

•	 装置状態、バルブ終端位置、動作状態を表示する360°LEDライトリング。

•	 制御部の基本的な消費量を除いて、最大媒体圧でもバルブ位置を維持するための電気エネルギーは必要なし。

•	 バルブ駆動部を360°回転可能。

•	 ポジション制御またはプロセス制御のための統合制御部。

•	 非接触、高解像度、摩耗のない位置トランスデューサ。

•	 頑丈で放熱性の高いアルミニウム製ボディ構成の駆動ハウジング。通常の洗浄剤に対する耐性コーティング。		
洗浄剤にも耐性な駆動ハウジングのプラスチック。

•	 ダイヤフラムを簡単かつ迅速交換。PTFE/EPDMダイヤフラムは、EPDMダイヤフラムによって置き換えることが
できます。

日本語
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製品説明

タイプ3363、3364、3365

5.3 仕様
本説明書では、次の仕様について説明しています：

コントローラタイプ

•	 位置コントローラ機能付き電動ダイヤフラム調整バルブ

•	 プロセスコントローラ機能付き電動ダイヤフラム調整バルブ

ケースタイプ

•	 タイプ3363：2ウェイバルブハウジング

•	 タイプ3364：Tバルブハウジング

•	 タイプ3365：底口ハウジング

5.4 オプション
•	 安全位置に移動するためのエネルギー貯蔵システム（SAFEPOS	energy-pack）。	
供給電圧に障害が発生した場合でのバルブの安全位置は、SAFEPOSメニューによって指定されます。

•	 制御パラメータを転送するためのさまざまなフィールドバスシステム。

•	 タッチスクリーンによって操作可能なディスプレイモジュール。

•	 装置固有の値と設定を保存および転送するためのSIMカード。

日本語
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構造と機能

タイプ3363、3364、3365

6 構造と機能
電動ダイヤフラム調整バルブは、電動リニアドライブとダイヤフラム調整バルブケースから構成されています。

リニアドライブの側面には、制御エレクトロニクスとSAFEPOS	energy-packが取り付けられています。

制御エレクトロニクスは、マイクロプロセッサ制御電子アセンブリと位置トランスデューサで構成されています。

ポジション制御またはプロセス制御用の制御電子回路は、標準信号（アナログ）またはフィールドバス（デジタル）
のいずれかによって制御されます。

電動ダイヤフラム調整バルブは3線式技術で作られています。操作は、2つのボタン/キーと4つのDIPスイッチを備
えた標準装置で、またはオプションでディスプレイにディスプレイモジュールを備えた装置で行えます。

電動リニア駆動は、ブラシレスDCモーター、ギア、ねじ込み式スピンドルで構成されています。ねじ込み式スピンド
ルで接続されているバルブスピンドルによって、力がダイヤフラムの圧力ピースに伝えられます。

リニア駆動は、バルブ位置を維持するために電気エネルギーを消費しません。つまり、停止時に制御エレクトロニ
クスのみがエネルギーを必要とします。

ライン接続部：	
溶接接続、ねじ込み式接続、フランジ接続、クランプ接続、または接着接続		
（接続サイズは応相談）。

6.1 表示 – 電動ダイヤフラム調整バルブの構造

ライト表示とバイオネット接続付きのブ
ラインドカバーまたはディスプレイ

駆動ハウジング

駆動カバー

位置表示付きクリアウィンドウ

ダイヤフラムソケット

配管接続部
バルブハウジング

駆動部底

ダイヤフラム

2つの逃げ孔	

FE機能接地

圧力補正エレメント	
外さないでください！

電気接続	
（円形コネクタまたはケー
ブル接続）

プロセスコントローラ
機能装備装置でのみ

挿図	1:	 構造、2ウェイバルブハウジング付き電動ダイヤフラム調整バルブ

日本語
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構造と機能

タイプ3363、3364、3365

6.2 供給電圧障害後のバルブ位置
エネルギー貯蔵システムSAFEPOS energy-pack非装備装置のバルブ位置：

供給電圧障害により電動駆動部が停止する場合、バルブは最後の位置に留まります。

駆動部がバルブ位置を変更している間に供給電圧が落ちた場合、バルブは未定義の位置に留まります。駆動部のフ
ライホイールマスと媒体圧は、最終的に停止するまでバルブスピンドルに作用し続けます。

エネルギー貯蔵システムSAFEPOS energy-pack装備装置のバルブ位置：

バルブはSAFEPOSメニューで定義された安全位置になります。

エネルギー貯蔵システムSAFEPOS	energy-packについての詳細は、26ページの「7.4	エネルギー貯蔵シ
ステムSAFEPOS	energy-pack（オプション）」の章を参照してください

6.3 安全位置
SAFEPOSメニューでは、以下の場合にバルブの安全位置が定義されます：

•	 内部エラー

•	 ケーブル破断（パラメータ化されている場合）

•	 デジタル入力（パラメータ化されている場合）

•	 供給電圧の障害（オプション）	
この機能は、オプションで利用可能なエネルギー貯蔵システムSAFEPOS	energy-packを備えた装置でのみ使用
できます。

次の安全位置はSAFEPOSメニューで選択することができます：

•	 Close	=	バルブ閉

•	 Open	=	バルブ開

•	 User-Defined	=	パーセンテージ入力の自由に定義された安全位置	
（0%	=	閉、100%	=	開）

•	 Inactive	=	供給電圧障害時にバルブは不定の位置に留まります。

日本語



18

構造と機能

タイプ3363、3364、3365

6.4 装置状態の表示 
装置状態はLEDライトリングに表示されます。さまざまなLEDモードを設定して装置状態とバルブ位置を表示する
ことができます：

•	 バルブモード

•	 バルブモード	+	警告（工場出荷時設定）

•	 NAMURモード

LEDモードの設定方法の説明は、89ページの「12.2.2	LEDモードの設定」の章に記載されています。

6.4.1 バルブモード

バルブモードでは、バルブ位置と装置ステータスが「故障」と表示されます。

装置ステータスに関するメッセージの「仕様外」、「メンテナンス要」、「機能チェック」はバルブモードでは表
示されません。

バルブ位置の開閉を表示する工場出荷時設定色は変更することができます。詳細は、弊社のホームページ
www.burkert.jpのタイプ3363のソフトウェア説明に記載されています

バルブモードでの表示：

装置ステータスが「正常」の場合：バルブ位置の色が持続的に点灯します。	
装置ステータスが「故障」の場合：赤とバルブ位置の色が交互に点滅します。

バルブ位置 バルブ位置の色 装置ステータス「故障」の色
開 黄 赤
中間 白
閉 緑

表	1:	 バルブモードでの装置状態の表示

6.4.2 バルブモード + 警告

このモードでは、バルブ位置と装置ステータスの「仕様外」、「メンテナンス要」、「機能チェック」が表示されます。

複数の装置ステータスが同時に存在する場合は、最も優先度の高い装置ステータスが表示されます。優先度は、標
準操作からの偏差の重大度に依存します（赤色	=	故障	=	最高優先度）。

バルブモード + 警告での表示：	
装置ステータスが「正常」の場合：バルブ位置の色が持続的に点灯します。	
装置ステータスが「正常」と異なる場合：バルブ位置と装置ステータスの色が交互に点滅します。

バルブ位置 バルブ位置の色 装置ステータスの色
故障、エラーまた
は障害

機能制御 仕様外 メンテナンス要

開 黄 赤 オレンジ 黄 青
中間 白
閉 緑

表	2:	 バルブモード	+	警告での装置状態の表示

日本語
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構造と機能

タイプ3363、3364、3365

6.4.3 NAMURモード

NAMURモードでは、NAMUR	NE	107に従って、LEDライトリングは装置ステータスに指定された色で点灯します。

複数の装置ステータスが同時に存在する場合は、最も優先度の高い装置ステータスが表示されます。優先度はス
タンダード動作からの逸脱度の重さによって決められます（赤＝故障＝最優先）。

NAMURモードでの表示：

NE 107に基づいた状態表示、2006年6月12日発行

カラー カラーコ
ード

詳細 意味

赤 5 故障、エラー
または障害	

装置またはその周辺機器の誤作動により、制御モードは不可能です。

オレンジ 4 機能チェック 装置が作動しているため、制御モードが一時的に不可能です。

黄 3 仕様外 装置の環境条件またはプロセス条件が指定範囲外です。装置内診断
は、装置またはプロセスプロパティの問題を示します。

青 2 メンテナン
ス要

装置は制御モードですが、すぐに機能が制限されます。

	→装置をメンテナンスします。

緑 1 診断がアクテ
ィブ

装置にエラーが発生していません。ステータスの変更は色で表示され
ます。	
メッセージは、必要に応じて接続されたフィールドバスを介して送信さ
れます。

白 0 診断が非アク
ティブ

装置がオンになっています。

ステータスの変更は表示されません。

メッセージは、接続されたフィールドバスを介して送信されません。

表	3:	 NAMURモードでの装置状態の表示

*		エラーの詳細な説明は174ページの「22	メンテナンスとトラブルシューティング」の章に記載されてい
ます。	

6.4.4 LEDライトリングの点滅

点滅は、PCソフトウェア「Bürkertコミュニケーター」への接続が確立されたことを示します。

日本語
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構造と機能

タイプ3363、3364、3365

6.4.5 装置ステータスメッセージ

装置ステータスメッセージはログブックに記録されます。「21	メンテナンス」の章では、最も一般的なメッセージと
必要な対策について説明しています。

装置ステータスメッセージ「機能チェック」このメッセージは、装置の作業により制御モードが中断された場合に出
されます。

装置ステータスメッセージ「機能チェック」

操作モード手動アクティブ

M.SERVICEアクティブ

M.Q0.TUNEアクティブ

M.CLEANアクティブ

P.LINアクティブ

Process	Simulationアクティブ

Signal	Generatorアクティブ

表	4:	 装置ステータスメッセージ「機能チェック」

6.5 工場出荷時設定 

動作状態：	
工場出荷状態の装置は操作モード手動に設定されています。

個々のメニュー項目の工場出荷時のプリセットは、「17	操作構造と工場出荷時設定」の章に記載されています。

工場出荷時設定は操作構造のメニューの右側に青色で表示されています。

日本語
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制御エレクトロニクス

タイプ3363、3364、3365

7 制御エレクトロニクス
• 仕様	
タイプ3363、3364、または3365（位置コントローラ機能付き）	
タイプ3363、3364、または3365（プロセスコントローラ機能付き）

• 位置トランスデューサ	
非接触、高解像度、摩耗なし。

• マイクロプロセッサ制御エレクトロニクス信号処理、制御およびモーター制御用。

• 電気インターフェース円形コネクタまたはケーブル接続。

7.1 インターフェース

プロセス実際値の	
入力 *	
4～20	mA	
周波数	
Pt	100

基準位置またはプロセ
ス基準値の入力	
4～20	mA	
0～20	mA	
0～10	V	
0～5	V

デジタル入力

24	V	

電動ダイヤフラム調整
バルブ

2つのデジタル出力

24	V	PNP

アナログ	
フィードバック

4～20	mA	
0～10	V

入
力

出
力

電
源

操作
注釈：	
オプションの出力は破線で表示さ
れています。

通
信

フィールドバス

büS/CANopen

*	プロセスコントローラ機能装備装置でのみ利用可能

挿図	2:	 電動ダイヤフラム調整バルブのインターフェース

電動ダイヤフラム調整バルブは3線式技術で設計されています。つまり電気供給（24	V	 ）は基準値信号
とは別に行われます。

日本語
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7.2 電動ダイヤフラム調整バルブの機能図
図の黒い部分は位置コントローラ機能を示しています。プロセスコントローラ機能（オプション）の追加要素は青
色で表示されています。

ポジション
制御

プロセス
制御

実際位置

プロセス基準値

外部基準
位置

タイプ3363、3364、3365

バルブ	
（アクチュエータ）センサー

プロセス実際値	
（流量など）

プロセス実際値

ギア

モーター

位置トラ
ンスデュ
ーサ

挿図	3:	 電動ダイヤフラム調整バルブの機能図

日本語
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7.3 制御エレクトロニクスの機能 
追加で実装されたPIDコントローラにより、（実際のポジション制御を除いて）カスケード制御の意味でプロセス	
制御（レベル、圧力、流量、温度など）を実行できます。

プロセスコントローラ機能は制御回路に接続されています。プロセス基準値及びプロセス実際値から、コントロー
ルパラメータ（PIDコントローラ）によってバルブの基準位置が算出されます。プロセス基準値は外部信号によって
指定することができます。

プロセス制御では、ポジション制御は下位の補助制御回路になり、カスケード制御が実現します。ダイヤフラム調整バ
ルブの主制御回路のプロセスコントローラにはPID機能があります。基準値としてプロセス基準値（SP）が指定され、
制御されるプロセス変数の実際値（PV）と比較されます。位置トランスデューサは電動リニア駆動の実際位置（POS）
を検出します。このポジション実績値は、ポジション制御によってプロセス制御の基準値（CMD）と比較されます。	
制御差（Xd1）がある場合、基準変数（CTRL）は実際位置（POS）によって変更されるため、バルブの開度が変更され
ます。

信号フロー図

バルブ	
開口

電気モー	
ター駆動

位置トランスデューサ

ポジション
制御

基準位置

CMD Xd1 CTRL POS

Z1

POS

ポジション制御回路

+ –

バルブハウ
ジング

プロセス変数

プロセス

トランスミッタ

プロセスコン
トローラ

プロセス	
基準値

SP Xd2 CMD
バルブ	
開口

Z2

PV

+ –
ポジション 
制御回路

挿図	4:	 信号フロー図

日本語
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7.3.1 ポジション制御の概略図

アナログ：		4～20	mA、0～20	mA、	
0～10	V、0～5	V

フィールドバスゲートウェイ

büS/CANopen

Manual

DIR.CMD SPLTRNG CHARACT CUTOFF X.TIME

X.LIMIT

X.CONTROL

POS

CMD*

CMD

挿図	5:	 ポジション制御の概略図

ポジション制御とプロセス制御概略図の凡例：

メニュー 詳細
X.LIMIT 機械的なストローク範囲の制限
DIR.CMD 有効方向（Direction）基準位置
SPLTRNG 信号範囲分配（Split	Range）
CHARACT 伝達特性
CUTOFF		
（type	X.CO）	
（type	P.CO）

密閉機能	
（基準位置に関する）	
（プロセス基準値に関する）

X.TIME ポジション制御調整速度の制限
X.CONTROL ポジション制御のパラメータ化
SP.scale プロセス基準値のスケーリング
SP.SLOPE 時間単位ごとの増加率
SP.FILTER プロセス基準値のフィルター
PV.scale プロセス実際値のスケーリング
PV.FILTER プロセス実際値のフィルター
PID.PARAMETER プロセス制御のパラメータ化
P.CO.scale プロセス制御のスケーリング

表	5:	 凡例：ポジション制御とプロセス制御のメニュー

日本語
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プロセス変数 詳細
POS ポジション実際値
CMD 基準位置 位置コントローラ機能：メニューでの基準位置の入力信号ソース選択

→	Inputs/Outputs	→	CMD	→	CMD.source。
プロセスコントローラ機能：基準位置はプロセスコントローラによって
指定されます。

CMD* コントローラによって処理された基準位置
PV プロセス実際値：メニューでのプロセス実際値の入力信号ソース選択→	Inputs/Outputs	

→	PV	→	PV.source。
PV* コントローラによって処理されたプロセス実際値
SP プロセス基準値：メニューでのプロセス基準値の入力信号ソース選択→	Inputs/Outputs		

→	SP | CMD	→	SP.source。
SP* コントローラによって処理されたプロセス基準値

表	6:	 凡例：ポジション制御とプロセス制御のプロセス変数

7.3.2 プロセス制御の概略図

DIR.CMD CHARACT CUTOFF	
（type	X.CO）

X.TIME

X.LIMIT

X.CONTROL

POS

CMD*

PV*

PV.scale

SP*

PID.
PARAMETER

P.CO.scale

–

+

+

–

PV.FILTER

アナログ：		4～20	mA	
周波数	
Pt	100

SP.SLOPECUTOFF	
（type	P.CO）

SP.FILTER

アナログ：			4～20	mA	
0～20	mA	
0～10	V	
0～5	V

PV

büS/CANopen

SP.scale
SP

büS/CANopen 
フィールドバスゲートウェイ 
マニュアル

ポジション制御

プロセス制御

挿図	6:	 プロセス制御の概略図
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7.4 エネルギー貯蔵システムSAFEPOS energy-pack（オプション）
エネルギー貯蔵システム（SAFEPOS	energy-pack）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、SAFEPOSメニューで定義された位置にバルブを移動させるために、エネルギー貯蔵システムが駆動部に
必要なエネルギーを供給します。エネルギー貯蔵システムは最大100秒後（使用条件によって異なる）に完全に充
電され、作動可能になります。

7.4.1 耐用年数

耐用年数：最長10年（使用条件によって異なる）。

7.5年の耐用年数は、次の条件下で決定されました：
周囲温度 30	°C
媒体温度 80	°C
デューティサイクル 100%
媒体圧力 6	bar
ダイヤフラムサイズ 32

注意！ 
エネルギー貯蔵システムSAFEPOS	energy-packは摩耗部品です。耐用年数に関する情報はガイドラインであ
り、保証されるものではありません。

7.4.2 SAFEPOS energy-packの状態に関するメッセージ

装置はメンテナンスメッセージを発します：	
エネルギー貯蔵システムの残りの寿命は約25%です！	エネルギー貯蔵システムはすぐに交換する必要があります。

	▶ 	耐用年数が終了する前にSAFEPOS	energy-packを適時交換してください。

装置はエラーメッセージを発し、安全位置に移動します：	
警告が出された後、SAFEPOS	energy-packは時間内に交換されませんでした。保存容量が小さいため、安全位置
への移動は保証されません。
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8 テクニカルデータ
銘板には、次の製品固有の情報が記載されています：
•	 電圧	[V]（許容差	±10%）および電流タイプ
•	 バルブハウジングのダイヤフラム材と素材
•	 フィールドバス規格
•	 ダイヤフラムサイズ
•	 流量容量
•	 駆動部サイズ
•	 配管接続部
•	 最大許容媒体圧力

8.1 適合性
タイプ3363、3364、3365、およびAE3363の電動ダイヤフラム調整バルブはEU適合宣言に基づくEU指令に準拠し
ています。

8.2 規格
EU指令への適合が確認された適用基準は、EU型式試験証明書および/またはEU適合宣言に記載されています。

8.3 認可
製品はcULus認可済みです。UL領域での使用のための注意事項は「8.9	電気データ」の章に記載されています。
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8.4 銘板

電圧、直流電流

最大電流	

ダイヤフラムサイズ

駆動部サイズ		
（公称値）	

配管接続部	
Da（外	Ø）	
Di（内	Ø）

製造コード（暗号化）
装置のID番号

機能（位置コントローラ/プロセ
スコントローラ）

タイプ

最大許容媒体圧力

バルブハウジングの素材

CE認証マーク

流量容量

許容温度範囲	
（環境/媒体）

シリアル番号

ダイヤフラム材	

フィールドバス規格	

挿図	7:	 定格銘板の説明（例）

8.4.1 UL追加ラベル（例）

Type	AE3363	
Power	Supply	
SELV/PELV	only!LISTED

Process Control Equipment   
E238179

挿図	8:	 UL追加ラベル（例）

8.5 鍛鋼製バルブハウジングの表記
タイプに応じて表記が異なる場合があります。

XXXXXXXXXX

XX F

1.4435/316L(VS)
PN16/CWP150

XXXXXXXX/XXX

XXXXXX
XXXX 自動排出するための傾斜角

顧客固有のテキスト（オプション）

DNとパイプ寸法

バッチ番号

素材
製造番号/シリアル番号

PN

挿図	9:	 鍛鋼製バルブハウジングの表記（例）
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8.6 パイプ変形ハウジング（VP）の表記

1.4435
316L(VP) XXXXXXXX

XXXXXXXXXX

PN16 / CWP150

XXXXXXXX / XXX
XXXX / XXXXXX

素材 製錬

会社ロゴ

PN

DNとパイプ寸法

自動排出角度/顧客固有のテキ	
スト（オプション）

製造番号/オーダー	
番号/シリアル番号

挿図	10:	 パイプ変形ハウジング（VP）の表記

日本語



30

テクニカルデータ

タイプ3363、3364、3365

8.7 動作条件

装置の操作時は、銘板の製品固有の情報を確認してください。

警告！

許容温度範囲を上回る/下回る場合の機能障害。

	▶屋外の装置を決して直射日光にさらさないでください。

	▶許容周囲温度範囲を上回る/下回ることのないようにしてください。

警告！

媒体圧力が高すぎる場合の密閉機能低下。

ダイヤフラム調整バルブは媒体フローに対して閉じているため、媒体圧力が高くなりすぎてバルブがしっかりと
閉じない場合があります。

	▶媒体圧力は、銘板に指定されている最大値を超えないでください。

警告！

高温の媒体流出による危険

ダイヤフラムは高温媒体に対する長時間の耐熱性を持っていません。

	▶ダイヤフラム調整バルブを蒸気遮断に使用しないでください。

最大許容媒体圧力：	 	 銘板を参照

媒体：	 	 	 	 	 	 	 	高い粘度からどろどろした粘度を持つ中性、無菌および汚染、刺激性または研磨媒体。

保護等級：	 	 	 	 	 	（Bürkertによって検証済み/ULによる評価なし）	
IEC	529、EN	60529に準拠したIP65、（要望に応じてIP67）。	
NEMA	250	4x（右の設置位置の場合は保証なし：駆動部が下向き）。

使用高度：	 	 	 	 	 海抜2,000	mまで

8.7.1 許容温度範囲

媒体と環境の許容温度範囲は、異なる要因に左右されます：

• 媒体温度：ダイヤフラム材およびバルブハウジングの材料によって異なります。	
「8.7.2	許容媒体温度」章の表を参照してください

• 環境温度：媒体温度によって異なります。	
「挿図	12:	温度図表」を参照してください。

許容温度の算出には、すべての要因を考慮しなければいけません。
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最低温度	 	 	環境：	 –10	°C		
媒体：	 	ダイヤフラム材およびバルブハウジングの材料に応じて異なることに注意してください。

「8.7.2	許容媒体温度」の章を参照してください

最高温度	 	 	媒体温度および環境温度に応じて異なることに注意してください。「8.7.3	媒体と環境の温度図表」	
の章を参照してください

8.7.2 許容媒体温度

注意！ 
媒体温度に応じて、ダイヤフラム材に対する媒体の反応は変化します。

	▶記載されている媒体温度は、ダイヤフラム材を傷めない、または膨張させない媒体にのみ有効です。

	▶機能特性、およびダイヤフラムの寿命は、高すぎるまたは低すぎる媒体温度によって低下する場合があります。

ダイヤフラム材に対する許容媒体温度

ダイヤフラム材
媒体に対する許容温度範囲
最低 最大 蒸気滅菌

EPDM（AD）	 –10	°C +143	°C +150	°C/60分
PTFE/EPDM（EA） –10	°C +130	°C +140	°C/60分
高度PTFE/EPDM（EU） –5	°C +143	°C +150	°C/60分
GYLON/EPDM積層（ER） –5	°C +130	°C +140	°C/60分
FKM（FF） 	0	°C +130	°C 蒸気には適していません/乾熱最大

+150	°C/60分

表	7:	 ダイヤフラム材に応じた許容媒体温度

金属製バルブハウジングに対する許容媒体温度

バルブハウジングの素材 許容温度範囲
ステンレス鋼	 –10～+150	°C

表	8:	 金属製バルブハウジングに対する媒体温度

プラスチック製バルブハウジングに対する許容媒体温度

プラスチック製バルブハウジングに対する許容媒体温度は、媒体圧によって異なります。	
圧力線図「挿図	11」を参照してください。

バルブハウジングの素材 許容温度範囲		
（媒体圧によって異なる、圧力線図「挿図	11」を参照）

PVC、圧力線図を参照 –10～+60	°C
PVDF、圧力線図を参照 –10～+120	°C
PP、圧力線図を参照 –10～+80	°C

表	9:	 プラスチック製バルブハウジングに対する媒体温度
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DN15～40の図：

DN 15 - 40
10

8

6

4

2

20 40 60 80 100 120 140

PVC

PVDF

PP

媒
体
圧
力
	[b
ar
]

温度	[°C]

挿図	11:	 図：プラスチック製バルブハウジングに対する媒体温度と媒体圧による変化

8.7.3 媒体と環境の温度図表

環境と媒体の最大許容温度は互いに依存します。装置バージョンの許容最高温度は、温度図表の特性から決定で
きます。

値は、次の最大動作条件で決定されました：媒体圧力10	barの100%デューティサイクルでダイヤフラムサイズ25。

動作条件の逸脱については、個別にチェックできます。Bürkert支店にお問い合わせください。

0 20 60 100 14040 80 120 160
媒体温度 [°C]

周
囲

温
度

 [°
C]

70

60

50

40

30

20

10

0

ディスプレイモジュール非装備装置
ディスプレイモジュール装備装置SAFEPOS	energy-pack*またはフィール

ドバスゲートウェイ装備装置、ディスプレ
イモジュール装備/非装備

挿図	12:	 温度図表

*		SAFEPOS	energy-pack耐用年数は、媒体温度と周囲温度に左右されます。詳細を参照してください		
「7.4	エネルギー貯蔵システムSAFEPOS	energy-pack（オプション）」
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8.8 一般的なテクニカルデータ
寸法：	 	 	 	 	 	 データシートを参照

重量：	 	 	 	 	 	 データシートを参照

素材	 	 	 	 	 	 	駆動部：	 	 	 	 	 PPSおよびアルミニウム粉体塗装	

	 	 	 	 	 	 	 	 バルブハウジング	 		 	金属：ステンレス製ブロック材料（タイプ3324および3325）、	
精密鋳造（VG）、鍛鋼（VS）、		
パイプ変形ハウジング（VP）、		
プラスチック：PP、PVC、およびPVDF

	 	 	 	 	 	 	 	 ハウジング接続：	 	 CF-8/1.4308

	 	 	 	 	 	 	 	 スピンドルシール：	 FKM

	 	 	 	 	 	 	 	 シーリング材：	 	 	 	駆動ハウジングのシーリングエレメントEPDM

	 	 	 	 	 	 	 	 ダイヤフラム：	 	 	 EPDM、PTFE、またはFKM（銘板を参照）

流体接続	 	 	
	 可能な接続タイプ：	 	溶接接続：	 	 	 	 	DIN	EN	ISO	1127/ISO	4200/DIN	11866	B	

DIN	11850	2/DIN	11866	A	
ASME	BPE/DIN	11866	C	
BS	4825	
SMS	3008

	 	 	 	 	 	 	 	 クランプ接続：	 	 	DIN	32676	B（ISO	4200）	
DIN	32676	A（DIN	11850	2）	
ASME	BPE

	 	 	 	 	 	 	 	 	フランジ接続、ねじ込み式接続、および接着接続	
（接続サイズは応相談）。

電気接続：	 	 	 	 接続クランプまたは円形コネクタによって

設置位置：	 	 	 	 	ハウジングタイプによって異なる。「9.2	ダイヤフラム調整バルブの設置位置」の章を参照
してください。

音圧レベル：		 	 	 	<	70	dB（A）、使用条件によってはさらに高くなる場合があります。

8.9 電気データ

警告！

感電。

保護クラスIIIは、SELVパワーサプライまたはPELVパワーサプライを使用する場合にのみ保証されます。

保護クラス	 	 	 	 DIN	EN	61140準拠の3

電気接続			 	 	 	 	位置コントローラ機能装備装置：	
ケーブル接続、2	x	M20または2円形コネクタM12、5ピンと8ピン	

	 	 	 	 	 	 	 	 	プロセスコントローラ機能装備装置：	
ケーブル接続、3	x	M20または円形コネクタ2	x	M12、5ピンと1	x	M12、8ピン
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注意！ 
電源ラインによる電圧降下に注意してください。	
例：ラインの断面が0.34	mm2場合、銅線の最大長は8メートルです。

動作電圧			 	 	 	 	 	 	 	 	24	V	 	±10%、最大残留リップル10%

動作電流	[A]*        最大3	A（最大25	°C）	
パワーサプライ設計用のオプションのSAFEPOS	energy-pack（充電電
流約1	A）	が最大負荷および充電電流である時の駆動を含む

トランスミッタ	
供給電圧		 	 	 	 	 	 	 	 	24	V	±10%、プロセスコントローラ機能装備装置でのみ利用可能。

トランスミッタ供給電流	 	 	 	 	最大150	mA、プロセスコントローラ機能装備装置でのみ利用可能。

スタンバイ消費電力	[W]*	 	 	 	 最小2	W、最大5	W

平均消費電力		
駆動なしのエレクトロニクス	[W]*		 	基本消費電力	 	 	 	 	 通常3	W	

オプションのアナログおよびデジタル出力		 0.5	W	
SAFEPOS	energy-pack	 	 	 	 0.5	W	
フィールドバスゲートウェイ	 	 	 1	W

1サイクルの駆動での	
エネルギー消費量	[Ws]*    （下の図表を参照）
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挿図	13:	 ダイヤフラムサイズ毎の駆動エネルギー消費量

必要に応じて、以下の方法で動作電流を削減できます。

1.		 		エネルギー貯蔵システムSAFEPOS	energy-pack装備装置の場合：	
「Control	if	ready」機能の設定によって。それによって、最大動作電流が1	A減少します。
	構成領域での設定	Position controller	→	Parameter	→	SAFEPOS	→	ENERGY-PACK	→	FUNCTION		
→	Control if ready。

2.		 	調整速度の低下	X.TIME。	
設定：構成領域での設定	Position controller	→	Parameter	→	ADD.FUNCTION	→	X.TIMEのアクティ	
ブ化	→	X.TIME	→	Opening time	→	Closing time。

*	 	すべての値は、25	℃の周囲温度と媒体温度での24	V の供給電圧に基づきます。

	 	注意：最低周囲温度および媒体温度での動作電流は最大5	Aです（オプションのSAFEPOS	energy-packの充電電流1	Aを	
含む）。
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エネルギー貯蔵システムSAFEPOS		
energy-packの耐用年数	 	 	 	 充電時間：最大100秒（使用条件によって異なる）

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	耐用年数：最長10年（使用条件によって異なる）。	
7.5年の耐用年数は、次の条件下で決定されました：	
周囲温度		 	 30	°C	
媒体温度		 	 80	°C	
デューティサイクル		 100%	
媒体圧力	 	 6	bar	
ダイヤフラムサイズ	 32

アナログ入力：     		 （供給電圧とアナログ出力から電気的に絶縁）

	 基準値信号の入力データ	

	 	 					0/4～20	mA：		 	 	 	 	 	入力抵抗		 	 60	Ω	
分解能		 	 12ビット

	 	 					0～5/10	V：	 	 	 	 	 	 	入力抵抗		 	 22	kΩ	
分解能		 	 12ビット、0～10	Vに基づく分解能

	 実際値信号用入力データ		
	 （オプション）

	 	 	4～20	mA：	 	 	 	 	 	 	 	入力抵抗	 	 60	Ω	
分解能		 	 12ビット

	 	 					周波数：	 	 	 	 	 	 	 	測定範囲		 	 0.2～6,500	Hz		
入力抵抗		 	 >	30	kΩ	
精度		 	 測定値の0.1%	
入力信号		 	 >	300	mVss	
信号フォーム			 正弦波信号、方形信号、三角信号

	 	 					Pt	100：	 	 	 	 	 	 	 	測定範囲		 	 –20～+220	°C	
精度			 	 0.01	°C	
測定電流		 	 1	mA

アナログ出力（オプション）：	
	 	 最大電流		 	 	 	 	 	 	 10	mA（電圧出力0～5/10	Vに対して）	
	 	 負担（負荷）	 	 	 	 	 	 	 	0～800	Ω（電流出力0/4～20	mAに対して）

デジタル出力（オプション）：	
	 	 電流制限		 	 	 	 	 	 	 	100	mA

デジタル入力：	 	 	 	 	 	 	 	0～5	V	=	log.	0、10～30	V	=	log.	1	
逆入力時は反対の方法で可（入力電流	<	6	mA）

PCへの 
通信インターフェース：	 	 	 	 	 	büSサービスインターフェース、USB-büSインターフェースセットを介した接続

PC用 
通信ソフトウェア：   	 	 	 「Bürkertコミュニケーター」

デジタル入力、デジタル出力およびアナログ出力は、動作電圧から電気的に絶縁されていません。	
それらは、動作電圧の電位GNDに基づきます。

電流制限：過負荷が発生すると、出力電圧が低下します。
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8.10 流量特性
例示的な流量特性：	 	接続部サイズDN25、ASME準拠	

シーリング材EPDM

ストローク	[%]	

Kv
/K
vs
	[%
]	

表	10:	 ダイヤフラム調整バルブの例示的な流量特性

8.11 鍛鋼製バルブハウジングの流量値

8.11.1 鍛鋼製バルブハウジング（VS）のフロー係数

鍛鋼製バルブハウジング（VS）のフロー係数 – DIN（DIN 11850シリーズ2/DIN 11866シリーズA）

ダイヤフラ
ムサイズ

接続部の
DN

シーリン
グ材

フロー係数 [m3/h]
ストローク [%]

5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

8
8

EPDM 0 0 0 0.09 0.3 0.53 0.8 1.1 1.4 1.6 1.7
PTFE 0 0 0.19 0.45 0.79 1.1 1.4 1.6 1.8 1.9 1.9

10
EPDM 0 0 0 0.06 0.24 0.48 0.7 0.96 1.2 1.4 1.5
PTFE 0 0 0.15 0.37 0.66 0.92 1.2 1.5 1.7 1.8 1.9

15 15
EPDM 0 0 0.63 1.5 2.7 3.7 4.6 5.5 6.0 6.2 6.5
PTFE 0 0 0.32 1.1 1.9 2.7 3.6 4.4 5.1 5.6 6.0

20 20
EPDM 0 0.58 2.1 4.4 6.3 8.0 9.5 10.6 11.5 12 12.4
PTFE 0 0.3 1.8 3.1 5.3 7.0 8.4 9.7 10.7 11.5 12.0

25 25
EPDM 0 0.1 2.6 4.8 8 10.8 13.4 15.8 17.4 18.9 20
PTFE 0 0.6 2.4 4.1 6.5 9 11 12.9 14.6 16 17

40
32

EPDM 0 2.9 8.9 15.6 21.6 26.8 30.5 32.5 33.2 33.9 34
PTFE 2.3 4.5 10.2 16.7 21.9 26.5 29.8 32.1 33.4 33.8 34

40
EPDM 1.3 3.7 9.4 16.6 22.6 28 31.9 35.1 37.4 39.1 40
PTFE 1.6 3.9 9.3 16.2 22.1 27.3 31.5 34.6 37.2 39.1 40

表	11:	 鍛鋼製バルブハウジング（VS）のフロー係数	–	DIN
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鍛鋼製バルブハウジング（VS）のフロー係数 – ISO（EN ISO 1127/ISO 4200/DIN 11866シリーズB）

ダイヤフラ
ムサイズ

接続部の
DN

シーリン
グ材

フロー係数 [m3/h]
ストローク [%]

5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

8 10
EPDM 0 0 0 0.05 0.18 0.33 0.48 0.66 0.84 1.01 1.1
PTFE 0 0 0.06 0.2 0.33 0.5 0.66 0.82 0.97 1.05 1.1

15
10

EPDM 0 0.05 1.01 2.3 3.4 4.3 4.8 5.1 5.2 5.4 5.5
PTFE 0 0.22 0.86 1.5 2.4 3.3 4.0 4.5 4.9 5.1 5.2

15
EPDM 0 0 0.63 1.5 2.7 3.7 4.6 5.5 6.0 6.2 6.5
PTFE 0 0 0.32 1.1 1.9 2.7 3.6 4.4 5.1 5.6 6.0

20 20
EPDM 0 0.58 2.1 4.4 6.3 8.0 9.5 10.6 11.5 12.1 12.5
PTFE 0 0.3 1.8 3.1 5.3 7.0 8.4 9.7 10.7 11.5 12.0

25 25
EPDM 0 0.06 2.4 4.3 7.2 9.7 12.1 14.2 15.7 17.0 18.0
PTFE 0 0.56 2.2 3.9 6.1 8.5 10.4 12.2 13.7 15.1 16.0

40 40
EPDM 1.3 3.8 9.6 17.0 23.2 28.7 32.7 36.0 38.3 40.1 41.0
PTFE 1.6 3.9 9.3 16.2 22.1 27.3 31.5 34.6 37.2 39.1 40.0

表	12:	 鍛鋼製バルブハウジング（VS）のフロー係数	–	ISO

鍛鋼製バルブハウジング（VS）のフロー係数 – ASME（ASME BPE/DIN 11866シリーズC）

ダイヤフラ
ムサイズ

接続部の
DN

シーリン
グ材

フロー係数 [m3/h]
ストローク [%]

5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

8 1/2"
EPDM 0 0 0 0.06 0.24 0.48 0.7 0.96 1.2 1.4 1.5
PTFE 0 0 0.15 0.37 0.66 0.92 1.2 1.5 1.7 1.8 1.9

15 1/2"
EPDM 0 0.1 1.2 2.3 2.9 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1
PTFE 0 0.24 0.98 1.8 2.4 2.8 3.0 3.1 3.1 3.1 3.1

20 3/4"
EPDM 0 1.0 2.7 4.9 6.6 7.7 8.2 8.4 8.4 8.4 8.4
PTFE 0 0.3 1.8 3.5 5.3 6.7 7.6 8.1 8.4 8.5 8.5

25 1"
EPDM 0 0.55 2.6 5.4 8.1 10.6 12.4 13.9 14.8 15.4 15.5
PTFE 0.1 0.67 2.3 4.3 6.7 8.9 10.7 12.2 13.4 14.0 14.5

40 1	½"
EPDM 0 3.1 9.6 17.0 23.5 29.1 33.2 35.4 36.1 36.9 37.0
PTFE 2.5 4.9 11.2 18.4 24.2 29.2 32.9 35.4 36.8 37.3 37.5

表	13:	 鍛鋼製バルブハウジング（VS）のフロー係数	–	ASME
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鍛鋼製バルブハウジング（VS）のフロー係数 – BS 4825

ダイヤフラ
ムサイズ

接続部の
DN

シーリン
グ材

フロー係数 [m3/h]
ストローク [%]

5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

8 1/4"
EPDM 0 0 0 0.08 0.29 0.45 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
PTFE 0 0 0.18 0.36 0.47 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

15 1/2"
EPDM 0 0.18 1.2 2.3 3.1 3.5 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
PTFE 0 0.35 1.1 2.0 2.8 3.3 3.5 3.6 3.6 3.6 3.6

表	14:	 鍛鋼製バルブハウジング（VS）のフロー係数	–	BS	4825

8.11.2 鍛鋼製バルブハウジング（VS）のKvs値

鍛鋼製バルブハウジング（VS）のKvs値

ダイヤフラ
ムサイズ 接続部のDN シーリング材

Kvs値 [m3/h]
DIN ISO ASME BS SMS

8

6
EPDM 1.1 – – – –
PTFE 1.1 – – – –

8/1/4"
EPDM 1.7 1.5 0.7 0.5 –
PTFE 1.9 2.0 0.7 0.5 –

10	/	3/8"
EPDM 1.5 1.5 1.6 1.4 –
PTFE 1.9 2.0 1.8 1.6 –

15	/	1/2"
EPDM – – 1.5 – –
PTFE – – 1.9 – –

15

10	/	3/8"
EPDM 3.5 5.5 – – –
PTFE 3.4 5.2 – – –

15	/	1/2"
EPDM 6.5 6.5 3.1 3.7 –
PTFE 6.0 6.0 3.1 3.6 –

20	/	3/4"
EPDM – – 6.5 – –
PTFE – – 6.0 – –

20 20	/	3/4"
EPDM 12.4 12.5 8.4 8.9 –
PTFE 12.0 12.0 8.5 8.8 –

25 25/1"
EPDM 20.0 18.0 15.5 – 16.0
PTFE 17.0 16.0 14.5 – 14.8

40
32

EPDM 34.0 – – – –
PTFE 34.0 – – – –

40	/	1	½"
EPDM 40.0 41.0 37.0 – 38.0
PTFE 40.0 40.0 37.5 – 38.0

表	15:	 鍛鋼製バルブハウジング（VS）のKvs値	
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8.12 鋳造製バルブハウジングとプラスチック製バルブハウジングの流量値

8.12.1 鋳造製バルブハウジング（VG）のフロー係数

鋳造製バルブハウジング（VG）のフロー係数 – すべての規格   

ダイヤフラ
ムサイズ 接続部のDN シーリン 

グ材

フロー係数 [m3/h]

ストローク [%]

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

8 8
EPDM 0 0 0 0.14 0.29 0.45 0.58 0.71 0.84 0.95
PTFE 0 0.26 0.5 0.73 0.88 1.1 1.3 1.4 1.4 1.5

15 15
EPDM 0.1 0.24 1 2 3 3.7 4.4 5.1 5.3 5.6
PTFE 0.5 1.2 1.9 2.6 3.5 4 4.5 4.8 5 5.3

20 20
EPDM 0.1 0.3 2.2 4.2 6.1 7.6 8.8 9.8 10.5 10.7
PTFE 0.6 1.1 2.5 3.9 6.3 7.9 8.6 9.5 10.3 10.5

25 25
EPDM 0.7 1.5 3.7 6.3 8.6 10.5 12.2 13 14.1 14.6
PTFE 0.4 0.7 2.3 4.2 6.2 8.2 9.9 11.9 13 13.6

40 40
EPDM 1.9 8.1 15.3 21.6 23.6 26.2 29.1 32.2 33.8 35
PTFE 2.2 8.2 15.4 21.4 24.4 26.1 29 31.6 33.7 35

表	16:	 鋳造製バルブハウジング（VG）のフロー係数

8.12.2 プラスチック製バルブハウジング（PD、PP、PV）のフロー係数

プラスチック製バルブハウジング（PD、PP、PV）のフロー係数

ダイヤフラ
ムサイズ 接続部のDN シーリン 

グ材

フロー係数 [m3/h]

ストローク [%]

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

15 15
EPDM 0.15 0.38 0.88 1.3 1.7 2.1 2.5 2.7 2.9 3
PTFE 0.07 0.16 0.58 1.1 1.3 1.8 2.1 2.4 2.6 2.8

20 20
EPDM 0.4 0.9 2.1 3.5 5.1 6 6.6 6.8 6.9 7
PTFE 0.3 0.8 1.8 3.3 4.5 5.6 6.3 6.6 6.7 6.8

25 25
EPDM 0.32 1.9 3.7 5.8 7.9 9.5 10.9 11.4 11.6 11.7
PTFE 0.18 0.75 2.4 4.2 6 7.6 8.9 9.8 10.4 10.6

32 32
EPDM 1.5 3.6 6.7 9.9 12.5 15 16.1 16.5 16.7 16.9
PTFE 1 2.2 5.3 8.5 11.2 14 15.6 16.3 16.5 16.7

40 40
EPDM 1 4.3 8.5 13.4 18.2 21.8 24.7 26.4 26.6 26.6
PTFE 0.61 3.6 7.6 12.9 17.3 20.1 23.5 25.5 25.9 26.1

表	17:	 プラスチック製バルブハウジング（PD、PP、PV）のフロー係数
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8.12.3 鋳造製バルブハウジング（VG）とプラスチック製バルブハウジング（PD、PP、PV）の 
Kvs値

鋳造製バルブハウジング（VG）とプラスチック製バルブハウジング（PD、PP、PV）のKvs値

ダイヤフラムサ
イズ 接続部のDN シーリング材

Kvs値 [m3/h]
鋳造製バルブハウジング

（VG）（すべての規格）
プラスチック製バルブハウジ
ング（すべての材料）

8 8
EPDM 0.95 –
PTFE 1.5 –

15 15
EPDM 5.6 3
PTFE 5.3 3

20 20
EPDM 10.7 7
PTFE 10.5 6.7

25 25
EPDM 14.6 11.4
PTFE 13.6 10

32 32
EPDM – 17.5
PTFE – 17.1

40 40
EPDM 35.0 24.5
PTFE 35.0 24.0

表	18:	 鋳造製バルブハウジング（VG）とプラスチック製バルブハウジング（PD、PP、PV）のKvs値
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8.13 パイプ変形ハウジングの流量値

8.13.1 3Gパイプ変形ハウジング（VP）のフロー係数

3Gパイプ変形ハウジング（VP）のフロー係数 – DIN（DIN 11850シリーズ2/DIN 11866シリーズA）

ダイヤフラ
ムサイズ

接続部の
DN

シーリン
グ材

フロー係数 [m3/h]

ストローク [%]

5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

15
15

EPDM 0 0 0.4 1.3 2.5 3.7 4.7 5.6 6.3 6.9 7.2
PTFE 0 0 0.1 0.6 1.3 2.1 3.1 3.8 4.4 5.3 6.7

20
EPDM 0 0.1 1 2 3.1 4.5 5.4 6.2 6.6 7.1 7.4
PTFE 0 0.1 0.5 1.1 1.7 2.3 3 3.6 4.3 4.7 5.1

20 25
EPDM 0 0.3 2 4 6.7 9.2 11.2 12.6 13.8 14.5 14.9
PTFE 0 0.2 1.4 2.7 4.3 6.4 9.1 11 12.3 13.2 13.7

25 32
EPDM 0 0 1.6 4 7.2 11 14.2 16.8 19 21.1 22.5
PTFE 0 0.3 1.8 3.8 6 8.7 11.4 13.6 15.9 17.6 18.8

32 40
EPDM 0 0.1 3.4 8.2 13.8 20.3 24.9 28.8 32 34 35
PTFE 0.2 1.9 5.4 9.5 15.7 20.5 24.6 28.5 31.4 33.7 34.5

40 50
EPDM 0 2.3 8.3 17.5 25.1 31.5 36.5 39.6 43.6 43.8 46
PTFE 1 3.2 8.8 16.4 24 30.4 34.6 39.5 42.5 44.4 44.5

表	19:	 3Gパイプ変形ハウジング（VP）のフロー係数	–	DIN

3Gパイプ変形ハウジング（VP）のフロー係数 – ISO（EN ISO 1127/ISO 4200/DIN 11866シリーズB）

ダイヤフラ
ムサイズ

接続部の
DN

シーリン
グ材

フロー係数 [m3/h]

ストローク [%]

5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

8 8
EPDM 0 0 0 0.1 0.4 0.6 0.9 1.2 1.5 1.7 1.9
PTFE 0 0 0.3 0.5 0.8 1.1 1.4 1.8 2 2.2 2.4

15 15
EPDM 0 0 0.4 1.1 2 3.3 4.4 5.3 6 6.6 7
PTFE 0 0 0.2 1 1.9 3 4 4.9 5.6 6.2 6.6

20 20
EPDM 0 0.5 2.2 4.2 7.1 9 10.5 11.6 12.5 13.2 13.5
PTFE 0 0 0.8 2.2 3.8 6.1 7.9 9.5 10.6 11.5 12.1

25 25
EPDM 0 0 1.6 4.1 7.3 11.3 14.1 16.1 18.5 19.6 21
PTFE 0 0.5 2.4 4.4 6.7 10 12.3 14.1 16.1 17.3 18.4

32 32
EPDM 0 0 3.6 8.1 15 20.4 25.1 28.7 32.2 34.6 36
PTFE 0 1.7 5.3 9.4 16 20.9 25.6 29.2 32.5 35.2 36

40 40
EPDM 0 1.7 7.9 17.2 25.4 32 38.2 42.4 45.3 46.6 48
PTFE 0.9 3.4 9.4 17.5 25.4 31.9 36.7 41.4 43.7 46 47

表	20:	 3Gパイプ変形ハウジング（VP）のフロー係数	–	ISO
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3Gパイプ変形ハウジング（VP）のフロー係数 – ASME（ASME BPE/DIN 11866シリーズC）

ダイヤフラ
ムサイズ

接続部の
DN

シーリン
グ材

フロー係数 [m3/h]
ストローク [%]

5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
8 ½" PTFE 0 0 0.1 0.4 0.8 1.1 1.4 1.6 1.9 2.1 2.2
15 ¾" PTFE 0 0 0.4 1.3 2.2 3.2 4.3 5.1 5.7 6.2 6.5
20 1" PTFE 0 0.1 0.8 2.5 4.4 7 9 10.5 11.6 12.3 12.7
32 1	½" PTFE 0 0.4 4.9 9.3 15.8 20.7 24.9 28.1 31 31.5 32
40 2" PTFE 0 1.8 7.2 14.6 22.5 29.9 35.3 39.9 44.4 45.7 46

表	21:	 3Gパイプ変形ハウジング（VP）のフロー係数	–	ASME

8.13.2 3Gパイプ変形ハウジング（VP）のKvs値
3Gパイプ変形ハウジング（VP）のKvs値（IHU2）

ダイヤフラムサ
イズ 接続部のDN シーリング材

Kvs値 [m3/h]

DIN ISO ASME

8

8/1/4"
EPDM – 1.9 –
PTFE – 2.4 –

10	/	3/8"
EPDM 1.9 – –
PTFE 2.4 – –

15	/	1/2"
EPDM – – –
PTFE – – 2.2

15
15	/	1/2"

EPDM 7.2 7 –
PTFE 6.7 6.6 –

20	/	3/4"
EPDM 6.9 – –
PTFE 5.5 – 6.5

20
20	/	3/4"

EPDM – 13.5 –
PTFE – 12.1 –

25/1"
EPDM 14.9 – –
PTFE 13.7 – 12.7

25
25/1"

EPDM – 19.1 –
PTFE – 15.6 –

32
EPDM 20.0 – –
PTFE 15.8 – –

32
32

EPDM – 36.0 –
PTFE – 36.0 –

40	/	1	½"
EPDM 35.0 – –
PTFE 34.5 – 32.0

40
40	/	1	½"

EPDM – 48.0 –
PTFE – 47.0 –

50/2"
EPDM 46.0 – –
PTFE 43.5 – 45.0

表	22:	 3Gパイプ変形ハウジング（VP）のKvs値
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9 取付け

9.1 取付けに関する安全注意事項
警告！

不適切な取付けによる負傷の危険。

	▶取付けは有資格者が適切なツールを使用してのみ行うことができます。

	▶システムが意図せず作動しないよう保護してください。

	▶取付け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。

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。

9.2 ダイヤフラム調整バルブの設置位置
バルブハウジングに応じて、ダイヤフラム調整バルブの設置位置は異なります。

漏出を監視するための、ダイヤフラムソケット内の逃げ孔の1つは、最も低い場所になければいけません。

9.2.1 2ウェイバルブハウジングの設置位置

設置位置： 任意;	駆動部はなるべく上。

自動排出の確認：

自動排出の確認は、インストール責任者および運用者の責任となります。

取付けの際、自動排出に関して以下の点に注意しなければいけません：

• 配管の傾斜角度	
配管には、1°～5°の傾斜角度を遵守してください。

• バルブハウジングの自動排出角度：

	 	自動排出角度（α）は、バルブハウジングのサイズ（ダイヤフラムサイズ）および配管接続部の内径（DN）	によって
異なります。

	 	自動排出角度は、鍛鋼製バルブハウジング（VS）およびパイプ変形ハウジング（VP）上に値として表示されています
（28ページの「挿図	9」	および	29ページの「挿図	10」を参照）。

	 	バルブハウジングの配管接続部のマーキングはガイドとして使用されます（「挿図	14」を参照）。マーキングは上
を向いていなければいけません。

	 	実際の自動排出角度は、測定器具を使用して調整する必要があります。
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α

自動排出のためのマーキング

上向き

配管の傾斜
角度

1°～5°

挿図	14:	 ハウジングが自動排出を行うための設置位置

	インターネットの自動排出に関する情報。

バルブハウジングに自動排出のための角度が表示されていない場合は、弊社ホームページ上にある補足
説明書「自動排出を行うための角度情報」をご覧ください。

自動排出の確認は、インストール責任者および運用者の責任となります。

www.burkert.jp：タイプ/マニュアル/補足説明書「自動排出を行うための角度情報」。

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。

9.2.2 Tバルブハウジングの設置位置

推奨設置位置：

媒体を供給する場合	 媒体を取り出す場合

挿図	15:	 Tバルブハウジングの設置位置、タイプ3364

日本語
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9.2.3 底口ハウジングの設置位置

推奨設置位置：駆動部はなるべく下向き。

挿図	16:	 底口ハウジングの設置位置、タイプ3365

日本語
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9.3 ねじ込み式接続、フランジ接続、クランプ接続装置、または接着接続によ
る装置の取付け

注意！ 
ダイヤフラムの損傷。

	▶損傷を避けるために、取付け中は装置を操作モード手動にしてください。

工場出荷状態の装置はすでに操作モード手動に設定されています。

9.3.1 必要な作業手順

1.事前設定されていない場合は、操作モード手動を設定します（103ページの「14.1」の章を参照）。

2.	装置がすでに電気的に接続されている場合、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。

3.配管に装置を取り付けます（46ページの「9.3.3」の章を参照）。

4.電気的取付け（60ページの「10」の章を参照）。

5.供給電圧を印加します。

6.M.Q0.TUNE機能を実行します（75ページの「11.5」の章を参照）。

7.動作状態、自動に設定します（103ページの「14.1」の章を参照）。

9.3.2 取付けでの前提条件

配管：	 	 	 	整列した配管に注意してください。

準備：	 	 	 	配管の不純物（シール材、金属チップなど）を取り除いてきれいにします。	
配管を支え、位置を調整します。	
自動排出するために、配管に対して1°～5°の傾斜角度を遵守してください。

9.3.3 配管に装置を取り付ける

前提条件：操作モード手動。

注意！ 
システムに装置を取り付ける際は注意してください。

装置と逃げ孔は、点検とメンテナンス作業のためにアクセスできる必要があります。

危険！

高圧による負傷の危険。

	▶システム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！

機械的可動部品による打撲の危険。

	▶バルブハウジングの開口部に手を触れないでください。
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	→バルブハウジングを配管に接続します。	
張力がなく振動が少ない状態で取付けを行ってください！

固定エレメント	
力や振動による損傷からバルブ駆動部を保護するために、固定エレメントを使用することをお勧めします。
これは、アクセサリとしてお求めいただけます。「24	アクセサリ、スペアパーツ」の章を参照してください。

次のステップ：

•	 電気的取付け（60ページの「10」の章を参照）。

•	 供給電圧を印加します。

•	 M.Q0.TUNE機能を実行します（75ページの「11.5」の章を参照）。

•	 動作状態、自動に設定します（103ページの「14.1」の章を参照）。

注意！ 
ダイヤフラムの損傷。

	▶損傷を避けるために、電気接続後に最初にM.Q0.TUNE機能を実行してください。次に、動作状態を自動に設
定します。
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9.4 溶接接続での装置の取付け

注意！ 
溶接の実行および溶接工の資格に関する国内規定を遵守してください。

	底口ハウジング付き装置では、溶接時に特別な措置に注意しなくてはいけません。

システムに装置を取り付ける際は注意してください。

装置と逃げ孔は、点検とメンテナンス作業のためにアクセスできる必要があります。

注意！ 
熱によるダイヤフラムと駆動部のエレクトロニクスの損傷。

	▶バルブハウジングの溶接前に駆動部を取り外してください。

ダイヤフラムの損傷

	▶損傷を避けるために、駆動部およびダイヤフラムの取付けおよび取外し時は、装置を操作モード手動にしてく
ださい。

	▶駆動部の位置は、「バルブ	100%	開」になければいけません。

溶接接続付き装置の出荷状態	
装置は分解された状態で提供されます。	
動作状態：手動。	
駆動部の位置：バルブ開。

9.4.1 必要な作業手順

駆動部を取り付けた状態で、装置を配管に溶接しないでください。 取付は以下の手順に分けられます：

1.		 	事前設定されていない場合は、操作モード手動を設定します（103ページの「14.1」の章を参照）。

2.		 		バルブが閉位置にある場合、バルブを「バルブ	100%	開」位置にします	
（114ページの「15」の章を参照）。

3.		 		装置がすでに電気的に接続されている場合、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.		 		装置が取り外されていない場合、駆動部とダイヤフラムをバルブハウジングから取り外します		
（57ページの「9.7」の章を参照）。

5.		 		バルブハウジングを配管に溶接します、		
–	2ウェイバルブハウジングまたはTバルブハウジング（49ページの「9.4.3」の章を参照）。	
–	底口ハウジング（50ページの「9.4.4」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（51ページの「9.5」の章を参照）。

7.		 	M.Q0.TUNE機能を実行します（75ページの「11.5」の章を参照）。

8.		 	動作状態、自動に設定します（103ページの「14.1」の章を参照）。
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9.4.2 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、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

9.4.3 2ウェイバルブハウジングまたはTバルブハウジングを配管に溶接する

前提条件：バルブハウジングから駆動部とダイヤフラムが取り外されている。

危険！

高圧による負傷の危険。

	▶システム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。

取付けでの前提条件：

設置位置：	   2ウェイバルブ（43ページの「9.2.1」の章を参照）。	
Tバルブ（44ページの「9.2.2」の章を参照）。

配管：	 	 	 	 整列した配管に注意してください。

準備：	 			 	 	 	配管の不純物（シール材、金属チップなど）を取り除いてきれいにします。	
配管を支え、位置を調整します。自動排出するために、配管に対して1°～5°の傾斜角度を遵守して
ください。

バルブハウジングを溶接する：

注意！ 
熱によるダイヤフラムと駆動部のエレクトロニクスの損傷。

	▶バルブハウジングの溶接時は、駆動部を取り外す必要があります。

溶接の実行および溶接工の資格に関する国内法規を遵守してください。

	→バルブハウジングを配管に溶接します。	
張力がなく振動が少ない状態で取付けを行ってください！
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9.4.4 底口ハウジングを溶接する

前提条件：バルブハウジングから駆動部とダイヤフラムが取り外されている。

危険！

高圧による負傷の危険。

	▶システム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。

推奨：

順序を遵守してください：	
1.	容器が組み立てられる前に、底口ハウジングを容器底部分に溶接します。すでに取り付けられている容
器への溶接は可能ですが、難しくなります。	
以下に注意してください：底口ハウジングを容器底の中央に溶接します。それによって容器が最適に排出
できるようになります。

2.容器を組み立てます。

3.底口ハウジングを配管に溶接します。

取付けでの前提条件：

設置位置：	 	 	 	  45ページの「9.2.3」の章を参照してください。

容器を準備する：   容器の不純物（シール材、金属チップなど）を取り除いてきれいにします。

配管を準備する：   配管の不純物（シール材、金属チップなど）を取り除いてきれいにします。 
配管を支え、位置を調整します。自動排出するために、配管に対して1°～5°の傾斜角度を遵
守してください。

バルブハウジングを溶接する：

注意！ 
熱によるダイヤフラムと駆動部のエレクトロニクスの損傷。

	▶バルブハウジングの溶接時は、駆動部を取り外す必要があります。

容器についての情報、および溶接に関する指示に関しては、ASME	VIII	Division	I規格を遵守してください。	
溶接を開始する前に、同梱のメーカー証明書3.1.Bに記載されているバッチ番号を確認してください。

溶接の実行および溶接工の資格に関する国内法規を遵守してください。

注意！ 
溶接時に以下の点に注意します：

	▶底口ハウジングに適した溶接材料だけを使用してください。

	▶底口バルブは他の設備部分と衝突してはならず、駆動部の取付け・取外しを問題なく行えなければいけません。

	→底口ハウジングを容器に溶接します。

	→容器を組み立てます。

	→底口ハウジングを配管に溶接します	
	非通電状態、および振動の少ない状態で取付けるようにしてください！
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次のステップ：

•	 ダイヤフラムが取付けられていない場合、ダイヤフラムを駆動部に取付けます（51ページの「9.5.3」の章を	
参照）。

•	 駆動部をバルブハウジングに取付け、電気的に接続します（53ページの「9.5.4」の章を参照）。

•	 M.Q0.TUNE機能を実行します（75ページの「11.5」の章を参照）。

注意！ 
ダイヤフラムの損傷。

	▶損傷を避けるために、電気接続後に最初にM.Q0.TUNE機能を実行してください。次に、動作状態を自動に設
定します。

•	 動作状態、自動に設定します（103ページの「14.1」の章を参照）。

9.5 駆動部をバルブハウジングに取り付ける

9.5.1 必要な作業手順

1.ダイヤフラムが取付けられていない場合、ダイヤフラムを駆動部に取付けます。（51ページの「9.5.3」の章を参照）。

2.駆動部をバルブハウジングに取付け、電気的に接続します。（53ページの「9.5.4」の章を参照）。

3.M.Q0.TUNE機能を実行します（75ページの「11.5」の章を参照）。

4.動作状態、自動に設定します（103ページの「14.1」の章を参照）。

9.5.2 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

9.5.3 ダイヤフラムを駆動部に取り付ける

ダイヤフラムサイズに応じて、ダイヤフラムの異なる固定タイプがあります。

ダイヤフラムサイズ ダイヤフラムの固定タイプ
PTFE EPDM/FKM/積層PTFE

08 ダイヤフラムはボタン留めされています ダイヤフラムはボタン留めされています
15、20 バイオネット接続付きダイヤフラム バイオネット接続付きダイヤフラム
25、32、40 バイオネット接続付きダイヤフラム ダイヤフラムはねじ留めされています

表	23:	 ダイヤフラムの固定タイプ
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バイオネット接続付きダイヤフラムの固定：

	→ダイヤフラムを圧力ピースにつるし、90°回すことで固定します。

ねじ留めによるダイヤフラムの固定：

	→圧力ピースにインサートパーツがない場合は、インサートパーツを図に示されているように圧力ピースに挿入
します。

挿入されているインサートパーツ付き圧力ピース

圧力ピース

インサートパーツ

挿図	17:	 インサートパーツを圧力ピースに挿入する

	→ダイヤフラムを手で回して圧力ピースに取付けます。

	→半分回して緩めます。

	→ダイヤフラムの位置を調整します。ダイヤフラムのマークタブは、バルブハウジングから配管の長軸に対して右
直角に突き出ていなくてはいけません（「挿図	18」を参照）。

ボタン留めによるダイヤフラムの固定：

	→ダイヤフラムを圧力ピースにボタン留めします。

	→ダイヤフラムの位置を調整します。ダイヤフラムのマークタブは、バルブハウジングから配管の長軸に対して右
直角に突き出ていなくてはいけません（「挿図	18」を参照）。

配管

ダイヤフラムのマークタ
ブ

挿図	18:	 ダイヤフラムを位置調整する（2ウェイバルブハウジングの例）
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9.5.4 駆動部をバルブハウジングに取付けて電気的に接続する

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。

注意！ 
ダイヤフラムの損傷。

	▶損傷を避けるために、取付け中は装置を操作モード手動にしてください。

	▶駆動部の位置は、「バルブ	100%	開」になければいけません。

	→ 	駆動部の取付け前に、ダイヤフラムが損傷しておらず、正しく位置調整されていることを確認してください。	
ダイヤフラムのマークタブは、バルブハウジングから配管の長軸に対して右直角に突き出ていなくてはいけま
せん（「挿図	18」を参照）。

	→損傷しているダイヤフラムを交換します。

	→駆動部をバルブハウジングにセットします。	
Tバルブハウジングと底口ハウジングでは、植え込みボルトが事前に取付けられています。	
2ウェイバルブハウジングでは、ねじをバルブハウジングにはめ込みます。

	→ダイヤフラムがバルブハウジングと駆動部の間に来るまで、ナットを対角順に軽く締めます。	
	ナットはまだ完全に締めません。

	→装置を電気接続します。	
接続の位置は、駆動部を360°回して調節できます。詳細は「9.6	駆動部の回転」の章を参照してください。

電気接続の説明は以下の章をご覧ください	「10	電気的取付け」

	→M.SERVICEを以下に説明されている通りに実行します。
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ディスプレイモジュール非装備装置においてM.SERVICEを実行する：

注意！ 
バルブ位置が完全に開かれていない場合の誤動作。

	▶M.SERVICEを作動するには、バルブが「バルブ	100%	開」位置になければいけません。

M.SERVICE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。	
ディスプレイモジュール付き装置では、ボタン/キーに機能はありません。M.SERVICEの作動はディスプレイによっ
て行われます。

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 CLOSEボタン/キー		

OPENボタン/キー		

挿図	19:	 M.SERVICEを実行する

	→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。

	→ 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。

		M.SERVICE機能が実行されます。

	→M.SERVICEが終了し、駆動部が静止するまで待ちます。

装置のディスプレイでM.SERVICEを実行する：

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

M.SERVICE機能を作動するには、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。

ホーム画面から詳細ビューに切り替えるには：

	→ホーム画面でCONFIGURATIONに切り替え、Position controllerを選択し、MAINTENANCE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。

M.SERVICE機能を作動させるには：

 → CALIBRATIONを選択します。

 → M.SERVICEを選択します。

次の質問が表示されます：「M.SERVICEを起動してもよろしいですか？」

	→M.SERVICEを起動します。
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次のテキストが表示されます：

「処理しています。お待ちください。」、「完了しました。」

		M.SERVICE機能が実行されました。

ナットを段階的に締めます：

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。

	→ナットを対角順に締め付けトルクの1/3まで締めます。

	→もう一度対角順に締め付けトルクの2/3まで締めます。

	→対角順に許容締め付けトルクまで締めます。

駆動部を取付けるための締め付けトルク

ダイヤフラムサ
イズ 

ダイヤフラムの締め付けトルク [N⋅m]*
EPDM/FKM PTFE/高度PTFE/積層PTFE

08 2.5 2.5
15 3.5 4
20 4 4.5
25 5 6
32 8 10
40 8 10

*	すべての値に対して、各締め付けトルクの+10%の許容差が適用されます

表	24:	 駆動部を取付けるための締め付けトルク

固定エレメント	
力や振動による損傷からバルブ駆動部を保護するために、固定エレメントを使用することをお勧めします。
これは、アクセサリとしてお求めいただけます。「24	アクセサリ、スペアパーツ」の章を参照してください。

次のステップ：

•	 M.Q0.TUNE機能を実行します（75ページの「11.5」の章を参照）。

注意！ 
ダイヤフラムの損傷。

	▶損傷を避けるために、電気接続後に最初にM.Q0.TUNE機能を実行してください。次に、動作状態を自動に設
定します。

•	 動作状態、自動に設定します（103ページの「14.1」の章を参照）。
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9.6 駆動部の回転
注意！ 
ダイヤフラムの損傷。

	▶ダイヤフラムを損傷させないように、駆動部を回す際はバルブが開かれていなくてはいけません。

接続の位置は、駆動部を360°回して調節できます。

	→装置が取り付けられていない場合は、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（対辺距離M41）を駆動部の六角部に当てます。

	→回すことで駆動部を希望する位置にします。

駆動部の六角部

挿図	20:	 駆動部の回転

取付け済みの固定エレメントを持つ装置では、駆動部を回すことはできません。
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9.7 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。

9.7.1 必要な作業手順

1.操作モード手動に設定します（103ページの「14.1」の章を参照）。

2.バルブを「バルブ	100%	開」位置にします（114ページの「15」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（57ページの「9.7.2」の章を参照）。

9.7.2 バルブハウジングから駆動部を取り外す

前提条件： 
操作モード手動で、バルブ位置が100%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 offにしないでください。

注意！ 
ダイヤフラムの損傷。

	▶損傷を避けるために、駆動部およびダイヤフラムの取付けおよび取外し時は、装置を操作モード手動にしてく
ださい。

	▶駆動部の位置は、「バルブ	100%	開」になければいけません。

	→ダイヤフラムソケット部分の4つのナットを対角順に緩めます。
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駆動部

ダイヤフラムソケット

ダイヤフラム

バルブハウジング

ハウジングねじ（4個）

ナット（4個）

挿図	21:	 2ウェイバルブハウジングを例としたダイヤフラムの取外し

	→ハウジングねじを取外します。

	→バルブハウジングを取外します。

日本語
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9.8 固定エレメント
固定エレメントは、力や振動による損傷からバルブ駆動部を保護するために使用します。固定エレメントはアクセ
サリとして購入可能です。179ページの「24	アクセサリ、スペアパーツ」の章を参照してください。

9.8.1 固定エレメントの取付け

	→固定エレメントを図で示されている通りに駆動部の六角部分に取付けます。

注意！ 
駆動部が前もって正しい位置に回されることに注意してください。

	→固定エレメントを適切な方法で所定の位置に固定します。

固定エレメント

挿図	22:	 固定エレメントの取付け

取付け済みの固定エレメントを持つ装置では、駆動部を回すことはできません。

日本語
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10 電気的取付け
電動ダイヤフラム調整バルブには2つの接続タイプがあります：

•	 円形コネクタ（多極接続）

•	 接続クランプでのケーブル接続

信号値

動作電圧：	 	 	 	 24	V	

基準値：	 	 	 	 	 	0～20	mA;	4～20	mA	
0～5	V;	0～10	V

10.1  円形コネクタによる電気的取付け

10.1.1 安全注意事項

警告！

不適切な取付けによる怪我の危険。

	▶設置は認定された専門家が適切なツールを使用してのみ行うことができます。

	▶取付け時は技術上の一般規則を遵守してください。

制御不能や意図しないシステムの起動による負傷の危険。

	▶システムが意図せず作動しないよう保護してください。

	▶設置後に再始動を制御してください。

注意！ 
電磁両立性（EMC）を確保するために、機能接地は短いライン（最大長1	m）で接地する必要があります。機能接
地には少なくとも1.5	mm2の断面が必要です。

基準値入力4～20 mAの使用

複数装置の直列接続の際、一つの装置の電気供給がこの直列接続で止まってしまう場合、停止状態になっ
た装置の入力の抵抗は高い状態になります。	
これにより4～20	mAの標準信号も停止します。

接続ラインの選択：	
単線の長さと断面積を選択する場合は、最大供給電流に関連する電圧降下を考慮してください。

	→表に従って装置	を接続します。

	→動作電圧を印加した後、電動ダイヤフラム調整バルブに必要な基本設定と調整を行います。詳細は「11	試運転」
の章を参照してください。
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10.1.2 円形コネクタの説明

FE機能接地

1

2

3

4
5

1
23

4

5
6

7
8

X3 – 円形コネクタM12、5ピン	
動作電圧

X1 – 円形コネクタM12、8ピン	
入力/出力信号

1

2

3

4
5

X2 – M12ソケット、5ピン	
プロセス実際値の入力信号

挿図	23:	 円形コネクタの説明

10.1.3 X1 – 円形コネクタM12、8ピン 

ピン 心線カラー* 割り当て

コントロールセンター（SPSなど）の入力信号

8 赤 基準値	+		
（0/4～20	mAまたは0～5/10	V）動作電圧から電気的に絶縁

7 青 基準値	–

1 白 デジタル入力	+
0～5	V（log.0）
10～30	V（log.1）

コントロールセンター（SPSなど）への出力信号 – （オプションのアナログ出力および/またはデジタル出力でのみ
必要）

6 ピンク アナログ出力	+（0/4～20	mAまたは0～5/10	V）

5 グレー アナログ出力	–

4 黄 デジタル出力1（24	V/0	V）

3 緑 デジタル出力2（24	V/0	V）

2 茶 デジタル入力とデジタル出力GND

*	 	記載されている心線カラーは、アクセサリとして入手可能なID番号919061の接続ケーブルを参照しています。

表	25:	 X1	–	円形コネクタM12、8ピン
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10.1.4 X2 –   M12ソケット、5ピン、プロセス実際値の入力信号 
（プロセスコントローラ機能でのみ）

信号タイ
プ* ピン 心線カラ

ー 割り当て 装置側 外部配線

4～20	mA	
–	内部	
供給

1 茶 +	24	V供給、トランスミッタ

GND

1
2

3

4

トランスミッタ

I

5

2 白 PV1：不使用
3 青 GND		

（GND動作電圧と同じ）
4 黒 PV2：トランスミッタからの出力
5 グレー PV3：GNDへのブリッジ		

（3導体トランスミッタからのGND）
4～20	mA	
–	外部	
供給

1 茶 不使用
2 白 不使用
3 青 不使用
4 黒 PV2：プロセス実際値	+ 4 4～20	mA
5 グレー PV3：プロセス実際値	– 5 GND	4～20	mA

周波数	
–	内部	
供給

1 茶 +	24	V供給、センサー 1 +24	V
2 白 PV1：クロック入力	+ 2 クロック	+
3 青 GND 3 GND		

（GND動作電圧と	
同じ）

4 黒 PV2：不使用

5 グレー PV3：GNDへのブリッジ（3導体トランスミッ
タからのGND）

5 クロック	–

周波数	
–	外部	
供給

1 茶 不使用
2 白 PV1：クロック入力	+ 2 クロック	+
3 青 不使用
4 黒 PV2：不使用
5 グレー PV3：クロック入力	– 5 クロック	–

Pt	100	
（下の注
記を	
参照）

1 茶 不使用
2 白 PV1：プロセス実際値1（電流供給） 2

5

4

Pt	1003 青 不使用
4 黒 PV2：プロセス実際値2（補正）
5 グレー PV3：プロセス実際値3（GND）

* 	ソフトウェアによって設定可能：	
Inputs / Outputs	→	PV	→	ANALOG.type（信号ソース：PV.source	→	アナログ）。

表	26:	 X2	–	M12ソケット、5ピン、プロセス実際値の入力信号（プロセスコントローラ機能装備装置でのみ利用可能）

注記！

回路抵抗の補正にはセンサーPt	100を3本のラインで接続します。	
ピン4と5は必ずセンサーにブリッジしてください。

接続ラインの最大長は20	mです。

日本語



63

電気的取付け

タイプ3363、3364、3365

10.1.5 X3 – 円形コネクタM12、5ピン、動作電圧（büS/CANopenネットワークのない装置）

4ピンソケットは対応物として使用することができます。

ピン 心線カラー* 割り当て

1 – 接続しないでください

2 白 24	V	 	±10%、最大残留リップル10%

3 青 GND	

4 – 接続しないでください

5 – 接続しないでください（4ピンソケットでは使用できません）

*	 	記載されている心線カラーは、アクセサリとして入手可能なID番号918038の接続ケーブルM12、4ピンを参照しています。

表	27:	 X3	–	円形コネクタM12、5ピン、動作電圧

	→動作電圧を印加した後、電動制御バルブに必要な基本設定と調整を行います。詳細は「11.3	基本設定」の章を
参照してください。

10.2 büS/CANopenの電気接続

10.2.1 X3 – 円形コネクタM12、5ピン、büS/CANopenネットワークと動作電圧

ピン 心線カラー* 割り当て

1 CAN	Shield/シールド

2 赤 24	V	 	±10%、最大残留リップル10%

3 黒 GND/CAN_GND

4 白 CAN_H

5 青 CAN_L

*	 	記載されている心線カラーは、アクセサリとして入手可能なbüSケーブルを参照しています。配線ガイドを参照してください、
リンク：büSネットワークの配線に関するガイド

表	28:	 X3	–	円形コネクタM12、5ピン、büS/CANopenネットワークと動作電圧	

注意！ 
büS/CANopenネットワークの電気接続には、シールド付き5芯ケーブルを使用する必要があります。

büSネットワークの配線の詳細については、次のリンクを参照してください：büSネットワークの配線に関す
るガイド

	→動作電圧を印加した後、電動制御バルブに必要な基本設定と調整を行います。詳細は「11.3	基本設定」の章を
参照してください。
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10.3 フィールドバスゲートウェイの電気接続

フィールドバスゲート
ウェイ

フィールドバス接続M12	
（2ポートEthernetスイッチ）

挿図	24:	 フィールドバスゲートウェイの電気接続

フィールドバス接続は、円形コネクタM12、4ピンを使用して行われます。

接続図 ピン 割り当て

43

12

1 トランスミッタ	+

2 レシーブ	+	

3 トランスミッタ	–

4 レシーブ	–

表	29:	 フィールドバスゲートウェイの電気割り当て

注意！ 
電磁両立性（EMC）を確保するには、シールド付きEthernetケーブルを使用する必要があります。ケーブルシー
ルドを両側、つまり接続されている各装置で接地します。

M12円形コネクタの金属製ハウジングは駆動ハウジングに接続されているため、駆動ハウジングの機能アースは
接地する必要があります。接地用の短いライン（最大1	m）	については、1.5	mm2以上の断面でご使用ください。

FE機能接地

挿図	25:	 機能接地
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10.4 ケーブル接続による電気的取付け

10.4.1 安全注意事項

警告！

不適切な取付けによる怪我の危険。

	▶設置は認定された専門家が適切なツールを使用してのみ行うことができます。

	▶取付け時は技術上の一般規則を遵守してください。

制御不能や意図しないシステムの起動による負傷の危険。

	▶システムが意図せず作動しないよう保護してください。

	▶設置後に再始動を制御してください。

基準値入力4～20 mAの使用

複数装置の直列接続の際、一つの装置の電気供給がこの直列接続で止まってしまう場合、停止状態になっ
た装置の入力の抵抗は高い状態になります。	
これにより4～20	mAの標準信号も停止します。

注意！ 
電磁両立性（EMC）を確保するために、機能接地は短いライン（最大長1	m）で接地する必要があります。機能接
地には少なくとも1.5	mm2の断面が必要です。

10.4.2 接続端子へのアクセス

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。

端子にアクセスするには、以下の説明に従って駆動ハウジングを開きます。

1.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。

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	26:	 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
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	→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。

2.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	27:	 LEDモジュールとメモリモジュールの取外し

	→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。

3.駆動カバーの取外し：

駆動カバー

駆動部	
（開）

固定ネジ	

挿図	28:	 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。

接続端子へのアクセスが可能となります。
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10.4.3 ケーブルを接続します

	→ケーブル接続にケーブルを押し込みます。

注意！ 
スプリング式端子への接続に注意してください。

	▶フェルールの最小長：8	mm

	▶フェルールの最大断面：1.5	mm2（カラーなし）、0.75	mm2（カラー付き）

	→心線を少なくとも8	mm剥ぎ取り、フェルールに圧着します。

	→心線を接続します。端子の割り当ては、68ページ以降の表に記載されています。

	→ケーブル接続のユニオンナットを締め付けます（締め付けトルク約1.5	N⋅m）。

注意！ 
汚染や水分の浸入による損傷または誤動作。

保護等級IP65およびIP67の遵守のために注意すべきこと：

	▶使用されているケーブル接続をブラインドプラグで閉じないでください。

	▶ケーブル接続のユニオンナットを締めます。締め付けトルクは、ケーブルサイズまたはブラインドプラグに応じ
て約1.5	N⋅mです。

接続端子

ケーブル接続

FE機能接地

挿図	29:	 ケーブルを接続します

	→表に従って装置	を接続します。
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10.4.4 端子の割り当て – コントロールセンター（SPSなど）の入力信号

端子 割り当て

8 基準値	+		
（0/4～20	mAまたは0～5/10	V）動作電圧から電気的に絶縁

7 基準値	–

5 デジタル入力	+	
0～5	V（log.0）
10～30	V（log.1）

4 デジタル入力GND	
動作電圧GNDに基づく（端子GND）

表	30:	 端子の割り当て	–	コントロールセンター（SPSなど）の入力信号

10.4.5 端子の割り当て – コントロールセンター（SPSなど）への出力信号 – 
（オプションのアナログ出力および/またはデジタル出力でのみ必要）

端子 割り当て

19 アナログ出力	+（0/4～20	mAまたは0～5/10	V）

20 アナログ出力	–

18 デジタル出力1（24	V/0	V）

17 デジタル出力2（24	V/0	V）

16 デジタル出力GND

表	31:	 端子の割り当て	–	コントロールセンター（SPSなど）への出力信号

10.4.6 端子の割り当て – 動作電圧

端子 割り当て

10 +24	V	 	±10%、最大残留リップル10%

9	 GND	

表	32:	 端子の割り当て	–	動作電圧
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10.4.7 端子の割り当て – プロセス実際値入力（プロセスコントローラ機能でのみ）

信号タイ
プ* 端子 割り当て 装置側 外部配線

4～20	mA	
–	内部供給

22 +	24	V供給、トランスミッタ

GND

22
15

21

14

トランスミッタ

I

13

15 PV1：不使用
21 GND		

（GND動作電圧と同じ）
14 PV2：トランスミッタからの出力
13 PV3：GNDへのブリッジ（3導体トランスミ

ッタからのGND）
4～20	mA	
–	外部供給

22 不使用
15 不使用
21 不使用
14 PV2：プロセス実際値	+ 14 4～20	mA
13 PV3：プロセス実際値	– 13 GND	4～20	mA

周波数	
–	内部供給

22 +	24	V供給、センサー 22 +24	V
15 PV1：クロック入力	+ 15 クロック	+
21 GND 21 GND		

（GND動作電圧と同じ）14 PV2：不使用

13 PV3：GNDへのブリッジ（3導体トランスミ
ッタからのGND）

13 クロック	–

周波数	
–	外部供給

22 不使用
15 PV1：クロック入力	+ 15 クロック	+
21 不使用
14 PV2：不使用
13 PV3：クロック入力	– 13 クロック	–

Pt	100	
（下の注記
を参照）

22 不使用
15 PV1：プロセス実際値1（電流供給） 15

13

14

Pt	10021 不使用
14 PV2：プロセス実際値2（補正）
13 PV3：プロセス実際値3（GND）

* 	ソフトウェアによって設定可能：

			Inputs / Outputs	→	PV	→	ANALOG.type（信号ソース：PV.source	→	アナログ）。

表	33:	 端子の割り当て	–	プロセス実際値入力（プロセスコントローラ機能装備装置でのみ利用可能）

注記！

回路抵抗の補正にはセンサーPt	100を3本のラインで接続します。	
端子14と端子13を必ずセンサーにブリッジしてください。

接続ラインの最大長は20	mです。
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10.4.8 駆動ハウジングを接続する

注意！ 
汚染や水分の浸入による損傷または誤動作。

装置を閉じる前に保護等級IP65およびIP67の遵守のために注意すべきこと：

	▶駆動ハウジング/駆動カバーのシーリングが挿入されており、損傷していないこと。

	▶シーリング表面に汚れがなく、乾燥していること。

ブラインドカバー

またはディスプレイモジュ
ール	

駆動カバー	

LEDモジュールとメモリモジ
ュール

ブラインドカバーまたはディスプレイモ
ジュールが閉じている

マーキング

挿図	30:	 駆動ハウジングを接続する

1.駆動カバーの取付け

	→駆動カバーを駆動ハウジングに取り付けます。

	→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締めてから締め付けます	
（締め付けトルク：5.0	N⋅m）。

2.LEDモジュールとメモリモジュールの取付け

機械式手動作動

固定ネジ LEDモジュールとメモリモジュールの上縁	
（駆動カバーの上縁よりも低い終端位置）

挿図	31:	 LEDモジュールとメモリモジュールの取付け

	→ 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。	
機械式手動作動用のくぼみを中心に配置します。その際、電気プラグ接続の正しい位置に注意します。

日本語



71

電気的取付け

タイプ3363、3364、3365

	→ LEDモジュールとメモリモジュールを手で慎重に下に押します。	
モジュールの上縁が完全に均等に駆動カバーの中に収まれば、終端位置に達しています。

注意！ 
LEDモジュールおよびメモリモジュールが不適切に挿入されている場合のプラグ接続の損傷。

	▶固定ネジを締める前に、LEDモジュールおよびメモリモジュールが完全に駆動カバー内に収まっていなけれ
ばいけません。

	→ 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	N⋅mを遵守してください！

3.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る

ディスプレイモジュール装備装置タイプの場合：

	→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を装着し、端のマーキングが駆動カバーのマーキングの真上になるまで時計回りに回
します。

ブラインドカバー装着装置タイプの場合：

	→ブラインドカバーを装着し、端のマーキングが駆動カバーのマーキングの真上になるまで時計回りに回します。

動作電圧を印加した後、電動ダイヤフラム調整バルブに必要な基本設定と調整を行います。詳細は「11.3	基本設
定」の章を参照してください。
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11 試運転

11.1 安全注意事項

警告！

不適切な操作による怪我の危険。

不適切な操作により、負傷ならびに装置、およびその周囲環境への損害につながる恐れがあります。	

	▶操作スタッフは取扱説明書の内容をよく知り理解していなければなりません。

	▶安全注意事項と適切な使用を遵守してください。

	▶十分な研修を受けていない人員は設備/装置の操作を行うことが認められていません。

11.2 試運転の設定オプション
• PCのPCソフトウェア「Bürkertコミュニケーター」による設定 
設定のこの方法は全ての装置タイプと装置バリエーションで可能です。

PCソフトウェア「Bürkertコミュニケーター」は、Bürkertのホームページから無料でダウンロードできます。

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。	
通信は装置のbüSサービスインターフェースを介して行われます。

• 装置のディスプレイでの設定（オプション）	
ディスプレイモジュール装備装置でのみ可能です。

• 装置の2つの静電容量ボタン/キーでポジション制御を調整します（M.Q0.TUNE機能） 
ディスプレイモジュール非装備装置でのみ可能です。

11.3 基本設定

基本設定を段階的にガイドする起動ウィザードが「Bürkertコミュニケーター」とディスプレイに使用できます。	
（構成範囲	→	Position controller	またはProcess controller	→	START-UP）

11.3.1 ポジション制御の基本設定

基本設定のタイプ（順序を遵守してください） 工場出荷時のプリセット

1. 安全位置の設定 Close/Open（装置仕様によって異なります）
2. ポジション制御の調整	

（M.Q0.TUNE機能）
–

3. 基準位置標準信号の設定 信号タイプ	アナログ：4～20	mA
ゲートウェイ：フィールドバスによって指定

4. 動作状態、自動に設定 手動

表	34:	 概要：ポジション制御の基本設定
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11.3.2 プロセス制御の基本設定

基本設定のタイプ（順序を遵守してください） 工場出荷時のプリセット

1. 安全位置の設定 Close/Open（装置仕様によって異なります）

2. プロセス実際値の物理的単位の選択 パーセント
3. プロセス値のパラメータ化

a） プロセス基準値標準信号の選択 信号タイプ	アナログ：4～20	mA
ゲートウェイ：フィールドバスによって指定

b）プロセス基準値のスケーリング 最小0%、最大100%
c） プロセス実際値標準信号の選択 4～20	mA
d）プロセス実際値のスケーリング 最小0%、最大100%

4. プロセス制御のスケーリング 最小0%、最大100%
5. プロセス制御デッドバンドの設定 1%
6. ポジション制御の調整（M.Q0.TUNE機能） –
7. プロセス制御のセットアップ

a） プロセス特性の線形化1）（P.LIN機能）

ディスプレイモジュール非搭載装置の場合：	
補正特性をアクティブ化するには、DIPスイッチ2
をONに設定します。

–

b） プロセス制御の調整2）（P.TUNE機能） –

8. 動作状態、自動に設定 手動

1）		プロセス特性が線形性から大きく外れている場合にのみ必要です。P.LIN機能での線形化は、処理が遅いと時間がかかりま
す。

2）		P.TUNE機能は、プロセスパラメータを自動的に最適化することにより、プロセス制御のセットアップをサポートします。	
プロセスパラメータの微調整については、タイプ3363のソフトウェアの説明に記載されています。

表	35:	 概要：プロセス制御の基本設定

動作状態、自動に設定します（103ページの「14.1	動作状態を切り替える、自動	–	手動」の章を参照）。
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11.4 安全位置の設定

設定オプション：	
PCソフトウェア「Bürkertコミュニケーター」または装置のディスプレイ使用（オプション）。

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

安全位置を設定するには、位置コントローラのパラメータ詳細ビューに切り替える必要があります。

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Position controllerを選択します。

	→ディスプレイで設定する場合は、ホーム画面でCONFIGURATIONに切り替え、Position controllerを選択しま
す。

	パラメータ詳細ビューに設定されました。

安全位置を設定するには：

 → SAFEPOSを選択します。

 → FUNCTIONを選択します。

次の安全位置を選択することができます：
Close バルブがしっかりと閉じています。

Open バルブが開いています。

User-Defined 自由に定義された安全位置。	
このメニューでの位置の入力については、以下で説明しています。

Inactive バルブは不定の位置に留まります。

	→安全位置を選択します。

自由に定義された安全位置を入力します（安全位置が選択されている場合のみ User-Defined）。

 → Positionを選択します。

	→安全位置を入力します	
（0%	=	閉、100%	=	開）。

	安全位置が設定されました。
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11.5 ポジション制御の調整 – M.Q0.TUNEの実行
M.Q0.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実際のストロークに適合し、必要な密閉力を
検出します。

その際、密閉点には手動で移動する必要があります。その際に重要なのは、バルブが完全に閉まっていないことです。

この位置を基に、装置はアルゴリズムを使用して最適な密閉力は計算します。それによって、ダイヤフラムが特定の
条件において密閉し、ダイヤフラムの寿命が最適化されることが確実にされます。

ストローク 

流
量

密閉点：バルブがほぼ密閉している	位置

終端位置

表	36:	 密閉点

プロセスコントローラ機能装備装置：

アルゴリズムのパラメータは顧客によって調整されることができます。詳細は、弊社のホームページ	
www.burkert.jpにあるタイプ3363のソフトウェア説明をご参照ください。

ポジション制御を調整するための密閉点の算出は、M.Q0.TUNE-AUTO機能によって自動で行うことができ
ます。密閉点を正しく算出するために、M.Q0.TUNE-AUTOを実行する前にプロセス値とプロセス制御がス
ケーリングされている必要があります。

注意！ 
M.Q0.TUNEを実行する。

	▶ダイヤフラムが特定の条件において密閉し、ダイヤフラムの寿命が最適化されることを確実にするために、M.
Q0.TUNEを実行します。

	▶ダイヤフラム、駆動部、またはバルブハウジングの交換後、または動作条件が変わった場合、M.Q0.TUNEをも
う一度実行する必要があります。

	▶M.Q0.TUNE機能を操作モード手動で実行します。

警告！

M.Q0.TUNE機能の実行後の不制御プロセスによる危険。

M.Q0.TUNEの媒体圧力なしの実行は、駆動部の調整不良の原因となります。	
その結果、漏れがある駆動部またはダイヤフラムの損傷による、制御されていないプロセスが引き起こされます。

	▶M.Q0.TUNEは必ず媒体圧力がかかっている状態で実行します。

日本語
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11.5.1 装置のボタン/キーによるポジション制御の調整

OPENボタン/キーおよびCLOSEボタン/キーはディスプレイモジュール装備装置では機能しません。ポジ
ション制御の調整は、ディスプレイで行うことができます。

密閉点を調べ、M.Q0.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。

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 CLOSEボタン/キー		

OPENボタン/キー		

挿図	32:	 装置のボタン/キーによるポジション制御の調整

	→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。

M.Q0.TUNE機能を作動させるには：

		媒体圧があり、操作モード手動が設定されていることを確認してください！

	→動作条件を作り出します（媒体圧と温度）。

	→ CLOSEボタン/キーを使用して密閉点を探します。

	→ 	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。

		M.Q0.TUNE機能が実行されます。	
そうすると、装置がバルブの密閉に最適な力を計算します。

M.Q0.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。	
M.Q0.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。
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11.5.2 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

M.Q0.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。

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Position controllerを選択し、	
MAINTENANCEに切り替えます。

	→ディスプレイで設定する場合は、ホーム画面からCONFIGURATIONに切り替え、Position controllerを選択し、	
MAINTENANCE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。

プロセスコントローラ機能装備装置：	
ポジション制御を調整するための密閉点の算出は、M.Q0.TUNE-AUTO機能によって自動で行うことができ
ます。	
密閉点を正しく算出するために、M.Q0.TUNE-AUTOを実行する前にプロセス値とプロセス制御がスケーリ
ングされている必要があります。

M.Q0.TUNE-MANU機能を作動させるには：

媒体圧があり、操作モード手動が設定されていることを確認してください！

 → CALIBRATIONを選択します。

 → M.Q0.TUNE-MANUを選択します。

次のテキストが表示されます：

「1.動作条件を作り出します！	
2.手動で密閉点を探します（バルブがほぼ密閉されている位置）。	
3.TUNEを開始するします！」

	→確定します。

次のテキストが表示されます：

「動作条件を確立してください：	
1.媒体圧力！	
2.温度！」

	→確定します。

	→矢印ボタンを使用して密閉点を探します。

	→確定します。

次の質問が表示されます：「M.Q0.TUNEを起動してもよろしいですか？」	

	→M.Q0.TUNEを起動します。
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		M.Q0.TUNE機能が実行されます。	
そうすると、装置がバルブの密閉に最適な力を計算します。

M.Q0.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。	
M.Q0.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。

M.Q0.TUNE-AUTO機能を作動させるには：

媒体圧があり、操作モード手動が設定されていることを確認してください！

 → CALIBRATIONを選択します。

 → M.Q0.TUNE-AUTOを選択します。

次のテキストが表示されます：

「動作条件を確立してください：	
1.媒体圧力！	
2.温度！」

	→確定します。

次の質問が表示されます：「M.Q0.TUNEを起動してもよろしいですか？」	

	→M.Q0.TUNEを起動します。

		M.Q0.TUNE機能が実行されます。	
そうすると、装置がバルブの密閉に最適な力を計算します。

エラーによりM.Q0.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）。

M.Q0.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。 M.Q0.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M.Q0.TUNEを実行できませんでした。
密閉点を算出できません。 M.Q0.TUNEは、エラーによって密閉点を算出できませんでした。

表	37:	 M.Q0.TUNE機能中断後の考えられるメッセージ
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11.6 基準位置標準信号の設定

設定オプション：	
PCソフトウェア「Bürkertコミュニケーター」または装置のディスプレイ使用（オプション）。

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

標準信号を設定するには、入力/出力のパラメータ詳細ビューに切り替える必要があります。

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Inputs / Outputsを選択します。

	→ ディスプレイで設定する場合は、ホーム画面でCONFIGURATIONに切り替え、Inputs / Outputsを選択します。

	パラメータ詳細ビューに設定されました。

標準信号を設定するには：

 → CMDを選択します。

 → ANALOG.typeを選択します。

	→標準信号を選択します。

	標準信号が設定されました。
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11.7 プロセス実際値の物理的単位の選択

設定オプション：	
PCソフトウェア「Bürkertコミュニケーター」または装置のディスプレイ使用（オプション）。

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

物理単位を選択するには、プロセスコントローラのパラメータ詳細ビューに切り替える必要があります。

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Process controllerを選択します。

	→ディスプレイで設定する場合は、ホーム画面でCONFIGURATIONに切り替え、Process controllerを選択します。

	パラメータ詳細ビューに設定されました。

プロセス制御の物理単位を選択するのは：

 → UNITを選択します。

	→物理単位を選択します。

		物理単位が選択されました。
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11.8 プロセス値のパラメータ化

設定オプション：	
PCソフトウェア「Bürkertコミュニケーター」または装置のディスプレイ使用（オプション）。	
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

プロセス値をパラメータ化するには、入力/出力のパラメータ詳細ビューに切り替える必要があります。

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Inputs / Outputsを選択します。

	→ディスプレイで設定する場合は、ホーム画面でCONFIGURATIONに切り替え、Inputs / Outputsを選択します。

	パラメータ詳細ビューに設定されました。

11.8.1 プロセス基準値標準信号の選択とスケーリング

プロセス基準値の標準信号を選択するには：

 → SP/CMDを選択します。

 → ANALOG.typeを選択します。

	→標準信号を選択します。

	→ 	プロセス基準値の標準信号が選択されました。

プロセス基準値をスケーリングするには：

 → SP.scaleを選択します。

	→最小値と最大値を入力します。

	プロセス基準値がパラメータ化されました。

11.8.2 プロセス実際値標準信号の選択とスケーリング

プロセス実際値の標準信号を選択するには：

 → PVを選択します。

 → ANALOG.typeを選択します。

	→標準信号を選択します。

	プロセス実際値の標準信号が選択されました。

プロセス実際値をスケーリングするには：

 → PV.scaleを選択します。

	→最小値と最大値を入力します。

	プロセス実際値がパラメータ化されました。
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11.9 プロセス制御のスケーリング
プロセス制御のスケーリングは、次の機能に影響します：

•	 プロセス制御のデッドバンド。

•	 密閉機能（CUTOFF）：メニューCUTOFF	→	CUTOFF.typeでプロセス制御（P.CO）が選択されている場合。

設定オプション：	
PCソフトウェア「Bürkertコミュニケーター」または装置のディスプレイ使用（オプション）。

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

プロセス制御をスケーリングするには、プロセスコントローラのパラメータ詳細ビューに切り替える必要があります。

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Process controllerを選択します。

	→ディスプレイで設定する場合は、ホーム画面でCONFIGURATIONに切り替え、Process controllerを選択しま
す。

	パラメータ詳細ビューに設定されました。

プロセス制御をスケーリングするには：

 → P.CO.scaleを選択します。

	→最小値と最大値を入力します。

	プロセス制御がスケーリングされました。
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11.10 プロセス制御デッドバンドの設定
設定オプション：	
PCソフトウェア「Bürkertコミュニケーター」または装置のディスプレイ使用（オプション）。

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

デッドバンドを設定するには、プロセスコントローラのパラメータ詳細ビューに切り替える必要があります。

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Process controllerを選択します。

	→ディスプレイで設定する場合は、ホーム画面でCONFIGURATIONに切り替え、Process controllerを選択しま
す。

	パラメータ詳細ビューに設定されました。

デッドバンドを設定するには：

 → PID.PARAMETERを選択します。

 → DBNDを選択します。

	→パーセンテージを入力します。

	デッドバンドが設定されました。
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11.11 プロセス制御のセットアップ P.LIN、P.TUNEの実行

設定オプション：	
PCソフトウェア「Bürkertコミュニケーター」または装置のディスプレイ使用（オプション）。	
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

プロセス制御をセットアップするには、プロセス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。

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Process controllerを選択し、	
MAINTENANCEに切り替えます。

	→ディスプレイで設定する場合は、ホーム画面でCONFIGURATIONに切り替え、Process controllerを選択し、	
MAINTENANCE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。

11.11.1 プロセス特性の線形化（P.LIN）

プロセス特性を線形化するには：

 → CALIBRATIONを選択します。

 → P.LINを選択します。

	→次のテキストが表示されます：「P.LINを起動してもよろしいですか？」

	→ P.LINを起動します。

	P.LIN機能が実行されました。
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11.11.2 ディスプレイモジュール非搭載装置の場合 – 補正特性のアクティブ化

補正特性のアクティブ化は、ブラインドカバー下のDIPスイッチ2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。

	→ DIPスイッチ2をONに設定します。補正特性は有効です。

DIP2ON

DIPスイッチ

ブラインドカバーの
ロックを解除します

挿図	33:	 補正特性のアクティブ化

	→ブラインドカバーを閉じます。

11.11.3 プロセス制御の調整（P.TUNE）

P.TUNE機能を作動させるには：

 → CALIBRATIONを選択します。

 → P.TUNEを選択します。

次のテキストが表示されます：「P.TUNEを起動してもよろしいですか？」

	→ P.TUNEを起動します。

	P.TUNE機能が実行されます。

コミッショニング後、動作状態、自動を設定します。103ページの「14.1	動作状態を切り替える、自動	–	手動」
の章を参照してください。
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11.12 動作状態、自動に設定
工場出荷時設定：工場出荷状態の装置は操作モード手動にプリセットされています。

11.12.1 ディスプレイモジュール非装備装置で動作状態、自動を設定する

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。

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。

	→ DIPスイッチ4で動作状態、自動を設定します。

動作状態
自動：	
DIP4下へ

手動：	
DIP4上へ（ON）

	→ブラインドカバーを閉じます。

11.12.2 ディスプレイモジュール装備装置で動作状態、自動を設定する

設定は手動/自動レイアウトで行います。

手動/自動レイアウトは、ホーム画面用に工場で設定されています	
（工場設定名称：ビュー1...）。	
戻るキー	 	を長押しすると、ホーム画面に戻ります。 
95ページの「13.3.1	ホーム画面とユーザ固有ビュー」の章も参照してください。

	→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。

動作状態、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。

動作状態のアイコン	
手動：	 	 	 手アイコンが表示されます	
自動：	 	 	 手アイコンは非表示です

ビュー2の1

構
成

ビ
ュ

ー
2

POS 71%

自動開
閉

ホーム画面（工場設定名称：ビュー1...）	
レイアウト：手動/自動	
ディスプレイ：操作モード手動。

「開」と「閉」の表記がある矢印アイコン	
手動：	 	 	 矢印アイコンが表示されます	
自動：	 	 	 矢印アイコンは非表示です

挿図	34:	 動作状態のアイコン

	→動作状態、自動に設定します。
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12 操作
警告！

不適切な操作による危険。

不適切な操作は、怪我、装置およびその周囲環境への損傷につながる恐れがあります。

	▶操作スタッフは取扱説明書の内容をよく知り理解していなければなりません。

	▶安全注意事項と適切な使用を遵守してください。

	▶十分な研修を受けたスタッフのみ設備/装置の操作を行うことができます。

装置タイプに応じて、装置を操作するためのさまざまな操作エレメントを使用できます。

• ディスプレイモジュール非装備標準装置	
2つの静電容量ボタン/キーと4つのDIPスイッチによって操作します。

• オプション – ディスプレイモジュール装備装置	
ダイヤフラム調整バルブの操作と設定はタッチスクリーン	ディスプレイで行います。

• 追加の操作オプション	
PCで装置を設定することもできます。これは、büSサービスインターフェースを介して、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。

12.1 概要：操作エレメントの可用性
操作エレメント 機能 可用性

ディスプレイモ
ジュール非装
備装置

ディスプレイモ
ジュール装備
装置

	4つのDIPスイッチ 有効方向の設定

あり
なし	

（利用可能だ
が機能なし。	
設定はディス
プレイで実施）

補正特性のアクティブ化、非アクティブ化
密閉機能のアクティブ化、非アクティブ化
操作モード手動、自動の切り替え

OPENボタン/キー バルブ開
あり

CLOSEボタン/キー バルブ閉
OPENボタン/キーと	
CLOSEボタン/キー

ポジション制御の調整、	
M.Q0.TUNE機能の実行 あり

M.SERVICEの実行 あり
機械式手動作動 バルブの機械的開閉 あり あり
SIMカードスロット アクセサリとして入手可能なSIMカードを使用

するためのホルダ あり あり

büSサービスインターフェ
ース

CANアダプターまたはアクセサリとして入手
可能なUSB-büSインターフェースセットの接
続用

あり あり

PCソフトウェア「Bürkertコミ
ュニケーター」

PCで装置を構成および設定するためのソフ
トウェア あり あり

タッチスクリーン	ディスプ
レイ 装置の構成、設定および操作 なし あり

表	38:	 操作オプション
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12.2 ディスプレイエレメント
ディスプレイエレメントの表示：

LEDライトリング	

機械式	
位置表示	

4つの異なるLEDモード
の調整可能

バルブを開く

バルブを閉じる	

挿図	35:	 ディスプレイエレメント

12.2.1 LEDライトリング

LEDからの光を外部に透過する透明なLEDライトリングは、ブラインドカバーまたはディスプレイモジュールに取り
付けられています。

LEDライトリングは1色または色を変えて点灯または点滅で装置状態を示します。

4つの異なるLEDモードをLEDライトリングに設定できます：

•	 NAMURモード*

•	 バルブモード*

•	 バルブモード	+	警告*	–	工場設定モード

•	 LEDオフ

* 	LEDモードで表示される装置の状態、エラーおよび警告の完全な説明は、	「6.4	装置状態の表示」の
章に記載されています。
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12.2.2 LEDモードの設定

設定オプション：	
PCソフトウェア「Bürkertコミュニケーター」または装置のディスプレイ使用（オプション）。

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

設定を行うには、一般設定のパラメータ詳細ビューに切り替える必要があります。

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General settingsを選択します。

	→ディスプレイで設定する場合は、ホーム画面でCONFIGURATIONに切り替え、General settingsを選択します。

	パラメータ詳細ビューに設定されました。

LEDモードを設定するには：

 → Status LEDを選択します。

 → Modeを選択します。

次のLEDモードを選択することができます：

NAMUR mode

Valve mode

Valve mode w/warnings

LED off

	→ LEDモードを選択します。

	LEDモードが設定されました。

12.2.3 機械式位置表示

機械式位置表示は、供給電圧に関係なくバルブ位置を表示します（「挿図	35:	ディスプレイエレメント」を参照）。

12.2.4 ディスプレイモジュールのディスプレイエレメント（オプション）

詳細は「13	ディスプレイ操作（オプション）」を参照してください。
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12.3 操作エレメント

DIPスイッチ* 

SIMカード

CLOSEボタン/キー*	

büSサービスインターフェ
ース	

OPENボタン/キー*		
機械式手動作動	

*	 		ディスプレイモジュール装備装置には機能しません。操作はディスプレイで行う必要があります！

挿図	36:	 操作エレメント

12.3.1 DIPスイッチ
設定

スイッチ1： 入力信号と基準位置間の有効方向の設定。	
111ページの「14.4」の章を参照してください。

スイッチ2： 補正特性（動作特性の調整用）のアクティブ化または非アクティブ化	
	108ページの「14.3」の章を参照してください。

スイッチ3： 密閉機能のアクティブ化または非アクティブ化。106ページの「14.2」の章を参照してください。
スイッチ4： 手動と自動操作モードの切り替え。	

103ページの「14.1」の章を参照してください。

DIPスイッチはディスプレイモジュール装備装置では機能しません。設定はディスプレイで行うことがで
きます。

12.3.2 OPENボタン/キーとCLOSEボタン/キー

電動手動作動： バルブを開く：OPENボタン/キーを押します。
バルブを閉じる：CLOSEボタン/キーを押します。「15.1」の章を参照してください。	
バルブを閉める場合：	

ダイヤフラムが損傷を受けないように、バルブを少ない力で慎重に閉めます。バ
ルブが閉まっている場合、ボタン/キーを再度押さないでください！

M.Q0.TUNE（X.TUNE）を作動
させる：

詳細は「11.5	ポジション制御の調整	–	M.Q0.TUNEの実行」の章を参照してくだ
さい。

M.SERVICEを作動させる 「9.5.4	駆動部をバルブハウジングに取付けて電気的に接続する」の章を参照し
てください。

OPENボタン/キーおよびCLOSEボタン/キーはディスプレイモジュール装備装置では機能しません。設定
はディスプレイで行うことができます。
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12.3.3 機械式手動作動

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、バルブは機械的な手動作動で開閉するこ
とができます。

詳細は「15.4	バルブを機械的に操作する」の章を参照してください。

12.4 büSサービスインターフェース
büSサービスインターフェースは短期間のサービスに使用できます。

•	 装置の構成（PCソフトウェア「Bürkertコミュニケーター」での試運転の基本設定などの）。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。

•	 büSネットワークの構成。

•	 動作パラメータのパラメータ化

•	 エラー診断

•	 ソフトウェアのアップデート

büSサービスインターフェースには適切なCANアダプターのみ接続してください。このCANアダプターは、アクセサ
リとして入手可能なUSB-büSインターフェースセットの一部です（179ページの「表	53:	アクセサリ」を参照）。

CANアダプターまたはUSB-büSインターフ
ェースセットのbüSサービスインターフェー
ス接続

挿図	37:	 büSサービスインターフェース

フィールドバスゲートウェイを備えた装置の場合、büSサービスインターフェースはフィールドバスゲート
ウェイ内にあります（145ページの「18.1.1	büSサービスインターフェースへのアクセス」の章を参照）。

日本語



92

操作

タイプ3363、3364、3365

12.5 SIMカード – データの受け入れと保存（オプション）
オプションで入手可能なSIMカードを使用すると、装置固有の値やユーザー設定を保存して別の装置に転送すること
ができます。

SIMカードは装置の起動時に認識され、既存のデータがチェックされます。これに応じて、データが引き継がれるか、
または上書きされます：

•	 SIMカードにはデータがない。	
存在する装置固有の値とユーザー設定はSIMカードに保存されます。

•	 SIMカードに装置との互換性のあるデータが存在する。	
SIMカードのデータは装置に適用されます。既存の装置固有の値とユーザー設定は上書きされます。

•	 SIMカードに装置との互換性のないデータが存在する。	
装置はSIMカードのデータを独自の装置固有の値とユーザー設定によって書き換えます。

注意！ 
装置には市販のSIMカードを使用しないでください。	
使用されるSIMカードは、特に耐久性と温度耐性のある特別な産業用バージョンです。	
電動ダイヤフラム調整バルブ用のSIMカードはBürkert販売店からのみ入手してください。「24	アクセサリ、スペ
アパーツ」の章を参照してください。

動作中にSIMカードを取り外さないでください。 
動作中、パラメータの変更はすぐにSIMカードに保存されます。	
動作中に取り外すと、データが失われ、SIMカードが損傷する可能性があります。

動作中にSIMカードを挿入することは可能です。	
装置がSIMカードを認識するには再起動が必要です。

SIMカードの挿入：

	→ SIMカード記号のある面にSIMカードを置きます。位置は記号に対応している必要があります。

	→ SIMカードをホルダの左端まで軽く押し込みます。

	→装置の再起動を実行します。新しいデータが転送されます。

SIMカードの正しい位置と挿入方向の
記号

SIMカードスロット

挿図	38:	 SIMカードの挿入
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13 ディスプレイ操作（オプション）
装置の操作および設定はタッチスクリーンディスプレイで行います。

13.1 操作インターフェース

ナビゲーションボタン/キー

メニューボタン/キー戻るボタン/
キー

ディスプレイ	
レイアウトの例：手動/自動	
動作状態、自動

ビュー1の1

構
成

ビ
ュ

ー
2

POS 71%

手動

情報バー

デジタル	
位置表示

挿図	39:	 ディスプレイのユーザーインターフェース

13.2 ボタン/キーの説明

ボタン/キー 機能

戻るボタン/
キー

短く押す： 戻る

長く押す： ホーム画面に戻る（ビュー1...）

ナビゲーショ
ンボタン/キー

ビューを切り替える

選択を適用（オプションフィールドなど）

値を入力する場合：小数点以下を変更する

メニューを選択する

構成、設定を選択する

値を入力する場合：値（数値）を変更する

バルブを開く（操作モード手動）

バルブを閉じる（操作モード手動）

日本語
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ディスプレイ操作（オプション）

タイプ3363、3364、3365

ボタン/キー 機能

メニューボタ
ン/キー

短く押す：

選択を確定する

選択を保存する

次へ（アシスタント）

長く押す： コンテキストメニューを開く

挿図	40:	 ボタン/キー機能の説明

13.3 ディスプレイビュー
ホーム画面から次のビューにアクセスできます：

• 構成ビュー、左ナビゲーションボタン/キー	 。

• ユーザー作成ビュー2～4	右ナビゲーションボタン/キー	 。	
95ページの「13.3.1	ホーム画面とユーザ固有ビュー」の章も参照してください。

ホーム画面

ビュー4の3

ビ
ュ

ー
2 ビ

ュ
ー

4

CMD

0.0
%

ビュー4の2

ビ
ュ

ー
1 ビ

ュ
ー

3

CMD

0.0
%

ユーザー作成ビュー

構成

ビ
ュ

ー
1位置コントローラ

構成ビュー

ビューxの1

構
成

ビ
ュ

ー
2

POS 71%

自動開
閉

挿図	41:	 ホーム画面、構成ビュー、ユーザ固有ビュー

日本語
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ディスプレイ操作（オプション）
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13.3.1 ホーム画面とユーザ固有ビュー

ホーム画面に加えて、他のユーザ固有ビューを作成できます。ビューのタイトルが情報バーに表示されます。

工場で割り当てられたホーム画面（ビュー1...）のタイトルや他のビューのタイトルは、コンテキストメニュ
ーで変更することができます。

各ビューで使用できる5つの異なるレイアウトがあります：

1 value ビューには1つのプロセス値が表示されます。

2 values ビューには2つのプロセス値が表示されます。

4 values ビューには4つのプロセス値が表示されます。

Trend ビューでは、プロセスフローが曲線としてグラフで表示されます。

Trend with 2 values このビューでは、プロセスフローが2つのプロセス値を持つ曲線としてグラフで表示され
ます。

MANU / AUTO ホーム画面は工場でプリセットされています（94ページの「挿図	41」を参照）。

ビューでは、バルブ位置が値および位置表示として表示されます。	
動作状態、自動と手動の記号、バルブ開閉の記号も表示されます。

設定： ビューの作成、タイトルの変更およびレイアウトの割り当ては、ホーム画面またはユーザ
ー固有のビューのコンテキストメニューで行います。	

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。

ディスプレイモジュールの包括的で詳細な説明は、弊社のホームページwww.burkert.jpのタイプME31→
ソフトウェアME31に記載されています。

日本語
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ディスプレイ操作（オプション）

タイプ3363、3364、3365

13.3.2 構成ビュー

構成ビューは、さまざまな範囲に分かれています。

記号 構成範囲

位置コントローラ

入力/出力

プロセスコントローラ

産業用通信

ディスプレイ

一般設定

表	39:	 構成範囲

ナビゲーションボタン/キー	 	と	 	で範囲を切り替えることができます。

日本語
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13.3.3 詳細ビュー

構成ビューでは、次の詳細ビューが表示されます。

詳細ビュー 以下で構成ビューから詳細ビューに移動

パラメータ 	構成範囲*を選択し、 	で選択を確定します。

メンテナンス
	構成範囲*を選択し、 	で選択を確定します。

	詳細ビュー	MAINTENANCEに切り替えます。

* 96ページの「表	39:	構成範囲」を参照してください。

表	40:	 詳細ビュー

構成

ビ
ュ

ー
1位置コントローラ

構成ビュー
例：	
位置コントローラの構成範囲

位置コントローラ

診
断

パラメータ
X.CONTROL [+]

SAFEPOS [+]

ADD.FUNCTION [+]

CHARACT [+]

位置コントローラ

パ
ラ

メ
ー

タ

メンテナンス
CALIBRATION

パラメータ詳細ビュー メンテナンス詳細ビュー

構成ビューに戻る

挿図	42:	 詳細ビュー;	パラメータ、メンテナンス、診断

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

日本語
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ディスプレイ操作（オプション）
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13.4 アイコンの説明
ユーザー権限のアイコン

記号 詳細

設定は読み取り専用であり、適切なユーザー権限/ユーザーコードを使用してのみ変更できます。

ユーザー。

拡張ユーザーが装置にログオンしています。

インストーラーが装置にログオンしています。

Bürkertサービススタッフが装置にログオンしています。

表	41:	 ユーザー権限のアイコン

データの読み取り、設定、変更の権限は、設定されたユーザー権限とパスワード保護によって異なります。

100ページの「13.5	ユーザー権限とパスワード保護」の章を参照してください。

NAMUR NE 107に準拠した装置ステータスを表示するためのアイコン

複数の装置ステータスが同時に存在する場合は、最も優先度の高い装置ステータスが表示されます。

優先度 記号 詳細

1
故障、エラーまたは障害！	
装置またはその周辺機器の誤作動により、制御モードは不可能です。

	→メッセージリストのメッセージを確認してください。

2
機能チェック！	
装置が作動しているため、制御モードが一時的に不可能です。

3
仕様外！	
装置の環境条件またはプロセス条件が指定範囲外です。	
装置内診断は、装置またはプロセスプロパティの問題を示します。

4
メンテナンス要！	
装置は制御モードですが、すぐに機能が制限されます。

	→装置をメンテナンスします。

表	42:	 NAMUR	NE	107に準拠したアイコン

日本語
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動作状態の表示を表すアイコン

優先度 記号 詳細

1 重大なエラーのため、装置は制御モードを停止しました。バルブはその位置に留まります。

2 エネルギー貯蔵システムがアクティブ：

供給電圧が遮断されています。装置にはエネルギー貯蔵システムによって電圧が供給され
ます。

動作状態、自動では、駆動部は安全位置に移動します（「安全位置」の記号を参照）

操作モード手動では、駆動部は最後の位置に留まります。
3 装置は操作モード手動です。

4 装置はシミュレーション動作状態です。

基準値指定の信号がシミュレーションされます。
5 プロセス制御がアクティブ。

6 ポジション制御がアクティブ。

表	43:	 動作状態の表示を表すアイコン

特定のバルブ位置の表示を表すアイコン

優先度 記号 詳細

1 バルブは安全位置にあります。

2 バルブは密閉位置にあります。

表	44:	 特定のバルブ位置の表示を表すアイコン

日本語
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ディスプレイ操作（オプション）
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13.5 ユーザー権限とパスワード保護
ユーザー権限の割り当てには、3つのユーザーレベルがあります。

パスワード保護が有効になると、ディスプレイの情報バーに、アクティブなユーザーレベルが対応するアイコンで
表示されます。

ユーザーレベル 記号 詳細

Advanced user PINが必要。工場割り当てコード005678。

権限：値を読み取り、値を変更するための制限付きの権限。

Installer PINが必要。工場割り当てコード001946。

権限：値を読み取り、値を変更する権限を拡張。

Bürkert PINが必要。

Bürkertのスタッフのみ。

表	45:	 ユーザーレベル

13.5.1 工場出荷時設定

工場出荷状態では、パスワード保護は有効にされていません。ソフトウェアの設定はパスワードを入力せずにい
つでも行うことができます。

Bürkertのスタッフだけが実行できる設定にのみ、パスワードの入力が必要です。

13.5.2 パスワード保護を有効化する

パスワード保護を有効または無効にするには、一般設定のパラメータ詳細ビューに切り替える必要があります。

ホーム画面から詳細ビューに切り替えるには：

	→ 	構成に切り替えます。

	→ 	 	General settingsを選択し、 で選択を確定します。

	パラメータ詳細ビューに設定されました。

パスワード保護を有効化し、パスワードを変更するには：

	→ 	Passwordsを選択し、 で確定します。

	→ 	Password protectionを選択し、 で確定します。

	→ 	Onを選択し、 で確定します。

		パスワード保護が有効化されました。	
作用：特定のユーザーレベルを必要とするソフトウェアの設定は、対応するユーザーレベルのコードを入力す
ることによってのみ行うことができます。	

	→ で戻ります。

日本語
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タイプ3363、3364、3365

パスワード保護が有効化された後、ユーザーレベルのパスワードを変更できます。

	→ 	Change passwordsを変更し、 で確定します。

	→ ユーザーレベルを選択し、 で確定します。

	→コードの入力： で小数点を追加します。 で小数点の値を変更します。

	→設定したコードを で確定します。

		ユーザーレベルのパスワードが変更されました。

	→ で戻ります。

注意！権限者がいつでもアクセスできるようにパスワードを文書化します。

スクリーンセーバーがアクティブになると、特定のユーザーレベルを必要とする設定は、パスワードを入力
することによってのみ可能です。

パスワード保護が有効になっている場合、パスワード保護を変更するにはユーザーレベルInstallerが必
要です。

13.5.3 パスワード保護を無効化する
パスワード保護を無効化するにはユーザーレベルInstallerが必要です。

	→詳細ビューのGeneral settingsで 	Passwordsを選択し、 で確定します。

	→ 	Password protectionを選択し、 で確定します。

	→ 	Offを選択し、 で確定します。

		パスワード保護が無効化されました。

	→ で戻ります。

13.5.4 ユーザーレベルを変更する
ユーザーレベルを変更するには、コンテキストメニューに切り替える必要があります。それには、メニューボタン/

キー	 を長く押します。

ユーザーレベルを切り替えるには：

	→ 	Change user levelを選択します。

	→ユーザーレベルを選択します。

	→パスワード（PIN）を設定します。

	ユーザーレベルを変更されました。

ユーザーレベルのログアウト：

	→ 	Logoutを選択し、 で確定します。

		ユーザーレベルが無効化されました。

日本語
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13.6 スクリーンセーバー
ディスプレイのユーザーインターフェースは、スクリーンセーバーによって保護されています。スクリーンセーバー
のキャンセル：

	→任意のボタン/キーを押して、ディスプレイの指示に従います。

工場出荷時設定：スクリーンセーバーの操作から起動までの待ち時間は1分です。

注意！ 
EMC干渉、洗浄作業、または意図しない接触による誤動作。

	▶誤った操作を避けるために、スクリーンセーバーをできるだけ短く、例えば1分に設定してください。

13.6.1 スクリーンセーバーを設定する

設定はディスプレイのパラメータ詳細ビューで行います。	
ホーム画面から詳細ビューに切り替えるには：

	→ 	CONFIGURATIONに切り替えます。

	→ 	 	Displayを選択します。 で選択を確定します。

	パラメータ詳細ビューに設定されました。

スクリーンセーバーを設定するには：

	→ 	Screen saverを選択し、 で確定します。

	→ 	Delayを選択し、 で確定します。

	→ 希望の待ち時間をminutes単位で選択し、 でアクティブ化します。

	→ 	Brightnessを選択し、 で確定します。

	→ 希望する輝度を%で設定し、 で確定します。

	スクリーンセーバーが設定されました。

	→ で戻ります。

日本語
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14 基本機能

14.1 動作状態を切り替える、自動 – 手動
工場出荷時設定：工場出荷状態の装置は操作モード手動にプリセットされています。

14.1.1 ディスプレイモジュール非装備装置の動作状態を変更する

動作状態の変更は、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

DIP4：動作状態

DIPスイッチ

挿図	43:	 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：	
DIP4下へ

手動：	
DIP4上へ（ON）

	→ブラインドカバーを閉じます。

日本語
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14.1.2 ディスプレイモジュール装備装置の動作状態を変更する

動作状態は次の2つの方法で設定できます：

• 手動/自動レイアウトのメニューボタン/キーで	
ホーム画面またはユーザー固有のビュー。

• メニュー	AUTO | MANUで、		
これは構成範囲のGeneral settingsにあります。

メニューボタン/キーでの設定

動作状態はホーム画面またはビューで変更することができます。

メニューボタン/キーで動作状態を変更するには、ディスプレイのビューが手動/自動レイアウトになっている必要
があります。「挿図	44」を参照してください。

メニューボタン/キー

操作モード手動のアイコンビューxの1

構
成

ビ
ュ

ー
2

POS 71%

自動開
閉

ディスプレイ：	
手動/自動レイアウトのビュー、	
操作モード手動。

（ホーム画面の工場出荷時設定）	

戻るボタン/
キー

挿図	44:	 動作状態を切り替える、手動	–	自動

	→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。

レイアウトの設定： 
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。

手動/自動レイアウトの工場出荷時設定： 
手動/自動レイアウトは、ホーム画面用に工場で設定されています	
（工場設定名称：ビュー1...）。	
戻るボタン/キー	 を長押しすると、ホーム画面に戻ります。

94ページの「13.3	ディスプレイビュー」の章も参照してください。

日本語
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AUTO | MANUメニューでの設定

設定オプション：	
PCソフトウェア「Bürkertコミュニケーター」または装置のディスプレイ使用（オプション）。

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

設定を行うには、一般設定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。

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General settingsを選択し、	
MAINTENANCEに切り替えます。

	→ディスプレイで設定する場合は、ホーム画面でCONFIGURATIONに切り替え、General settingsを選択し、	
MAINTENANCE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。

動作状態を設定するには：

 → AUTO | MANUを選択します。

 → Automatic ModeまたはManual Modeを選択します。

	動作状態が設定されました。

操作モード手動では、AUTO | MANUメニューに加えて、バルブの手動操作用のManual Modeメニュー
も使用できます。

日本語
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14.2 密閉機能のアクティブ化 – 非アクティブ化
工場出荷時設定：工場出荷状態の装置は密閉機能は非アクティブです。

この機能により、バルブは設定範囲内で密閉するか、完全に開きます。

バルブ（CMD）を厳密に開閉するための制限値はパーセントで入力します。密閉または開口から制御モードへの
移行はヒステリシス1%で実行されます。

プロセスバルブが密閉範囲にある場合、ディスプレイにアイコンが表示されます。

14.2.1 ディスプレイモジュール非装備装置の密閉機能をアクティブまたは非アクティブにする

アクティブ化させるには密閉機能を構成する必要があります。	
PCでの構成は、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。

PCでの構成手順は装置のディスプレイでの方法と同じです。構成は「14.2.3	密閉機能を構成する」の章で
説明されています。

密閉機能のアクティブ化は、ブラインドカバー下のDIPスイッチ3で行います。

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。

	→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。

DIP3ON

DIPスイッチ

ブラインドカバーの
ロックを解除します

挿図	45:	 密閉機能のアクティブ化

	→ DIPスイッチ3をONに設定します。密閉機能は有効です。

	→ブラインドカバーを閉じます。
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14.2.2 ディスプレイモジュール装備装置の密閉機能をアクティブまたは非アクティブにする

密閉機能をアクティブまたは非アクティブにするには、位置コントローラのパラメータ詳細ビューに切り替える必
要があります。

ホーム画面から詳細ビューに切り替えるには：

	→ 	CONFIGURATIONに切り替えます

	→ 	 	Position controllerを選択し、 で選択を確定します。

パラメータ詳細ビューに設定されました。

密閉機能をアクティブ化するには：

	→ 	ADD.FUNCTIONを選択し、 で確定します。

	→ 	CUTOFFを選択し、横のナビゲーションボタン/キー でアクティブ化して で確定します。

装置はパラメータ詳細ビューに戻ります。

密閉機能は有効で構成用のCUTOFFメニューをパラメータ詳細ビューで使用することができます。

	→ で戻ります。

14.2.3 密閉機能を構成する

設定オプション：	
PCソフトウェア「Bürkertコミュニケーター」または装置のディスプレイ使用（オプション）。

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

密閉機能を構成するには、位置コントローラのパラメータ詳細ビューに切り替える必要があります。

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Position controllerを選択します。

	→ディスプレイで設定する場合は、ホーム画面でCONFIGURATIONに切り替え、Position controllerを選択します。

密閉機能を構成するには：

	→位置コントローラのパラメータ詳細ビューでCUTOFFを選択します。

 → Lower Limitを選択します。

	→下限値を入力します。

 → Upper Limitを選択します。

	→上限値を入力します。

	密閉機能が構成されました。
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14.3 補正特性のアクティブ化 – 非アクティブ化
工場出荷時設定：工場出荷状態の装置は補正特性は非アクティブです。

補正特性が有効の場合、基準位置（CMD）とバルブストローク（POS）に関するフロー特性または動作特性が補正
されます。

流量特性：	
流量特性	kV	=	f（s）	はバルブの流量を示し、駆動スピンドルのストロークに応じたフロー係数によって表されます。
流量特性は、バルブハウジングおよびダイヤフラムの形状によって決定されます。一般的には線形と等比率の2種
類の流量特性が実現されます。

線形特性の場合、同じストローク変更dsに同じフロー係数変更dkVが割り当てられます。

（dkV	=	n線形	⋅ds）。

等比率特性の場合、ストローク変更dsにフロー係数の等比率変更が相当します。

（dkV/kV	=	n等比率	⋅ds）。

動作特性：	
動作特性Q	=	f（s）は取り付けられたバルブとストロークの流量Qの関連を反映します。この特性曲線には、配管、ポ
ンプおよび電気装置の特性があたります。そのため、動作特性は流量特性とは異なる形状をしています。

制御の設定タスクでは多くの場合、動作特性の過程で線形性など特別な要件が課されます。このため、場合によっ
ては動作特性の経過を適切な方法で修正する必要があります。したがって、ダイヤフラム調整バルブには、さまざ
まな特性を実現する伝達エレメントがあります。これらの特性は動作特性の修正に使用されます。

等比率特性1：25、1：33、1：50、25：1、33：1および50：1、また線形特性を設定できます。補間点を入力することによ
り、ユーザー定義の特性をプログラムすることもできます。

基準位置	[%]	
CMD

正規化バルブストローク	[%]（POS）

挿図	46:	 特性曲線
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14.3.1 ディスプレイモジュール非装備装置の補正特性をアクティブまたは非アクティブにする

アクティブ化には補正特性を選択する必要があります。詳細は「14.3.3	補正特性の選択またはユーザー
固有のプログラムにする」の章を参照してください。

補正特性のアクティブ化は、ブラインドカバー下のDIPスイッチ2で行います。

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。

	→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。

	→ DIPスイッチ2をONに設定します。補正特性は有効です。

DIP2ON

DIPスイッチ

ブラインドカバーの
ロックを解除します

挿図	47:	 補正特性のアクティブ化

	→ブラインドカバーを閉じます。

14.3.2 ディスプレイモジュール装備装置の補正特性をアクティブまたは非アクティブにする

補正特性をアクティブまたは非アクティブにするには、位置コントローラのパラメータ詳細ビューに切り替える必
要があります。

ホーム画面から詳細ビューに切り替えるには：

	→ 	CONFIGURATIONに切り替えます。

	→ 	 	Position controllerを選択し、 で選択を確定します。

	パラメータ詳細ビューに設定されました。

補正特性をアクティブ化するには：

	→ 	ADD.FUNCTIONを選択し、 で確定します。

	→ 	CHARACTを選択し、横のナビゲーションボタン/キー	 	でアクティブ化して で確定します。

装置はパラメータ詳細ビューに戻ります。

補正特性が有効で構成用のCHARACTメニューをパラメータ詳細ビューで使用することができます。
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14.3.3 補正特性の選択またはユーザー固有のプログラムにする

設定オプション：	
PCソフトウェア「Bürkertコミュニケーター」または装置のディスプレイ使用（オプション）。

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

補正特性をプログラミングするには、位置コントローラのパラメータ詳細ビューに切り替える必要があります。

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Position controllerを選択します。

	→ディスプレイで設定する場合は、ホーム画面でCONFIGURATIONに切り替え、Position controllerを選択します。

補正特性を選択するには：

	→位置コントローラのパラメータ詳細ビューでCHARACTを選択します。

 → TYPEを確定します。

	→補正特性を選択します。

補正特性が選択されました。

ユーザー定義の補正特性を構成するには：

TYPEメニューで補正特性をUser-Definedに選択した場合、TABLE DATAメニューが表示されます。補正特性は以
下で説明されているようにプログラムすることができます：

 → TABLE DATAを選択します。

	→希望する補間点 y 0～y 100 を選択します。

	→希望するパーセンテージを入力します。

	→すべての補間点のパーセンテージを次々に入力します。

 → TABLE DATAメニューを終了します。

補正特性がプログラミングされました。
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14.4 有効方向を変更する
工場出荷時設定：工場出荷状態の装置は有効方向「Rise」に設定されています。

意味：

•	 Rise：位置	0%（バルブ閉）は標準信号0	V、0	mAまたは4	mAで制御されます。

•	 Fall：位置	0%（バルブ閉）は標準信号5	V、10	Vまたは20	mAで制御されます。

基準位置（CMD）

Fall

Rise

標準信号

0	mA、4	mA、	
0	V

20	mA、	
5	V、10	V

100%

0%

バルブ開

バルブ閉

挿図	48:	 有効方向の図

14.4.1 ディスプレイモジュール非装備装置の有効方向を変更する

有効方向の変更は、ブラインドカバー下のDIPスイッチ1で行います。

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。

	→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。

	→ DIPスイッチ1をONに設定します。有効方向が「Fall」に変更されます。

DIP1ON

DIPスイッチ

ブラインドカバーの
ロックを解除します

挿図	49:	 有効方向を変更する

	→ブラインドカバーを閉じます。
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14.4.2 ディスプレイモジュール装備装置の有効方向を変更する

有効方向を変更するには、位置コントローラのパラメータ詳細ビューに切り替える必要があります。

ホーム画面から詳細ビューに切り替えるには：

	→ 	CONFIGURATIONに切り替えます

	→ 	 	Position controllerを選択し、 で選択を確定します。

パラメータ詳細ビューに設定されました。

有効方向を変更するには：

	→ 	ADD.FUNCTIONを選択し、 で確定します。

	→ 	DIR.DMDを選択し、横のナビゲーションボタン/キー	 でアクティブ化して で確定します。

装置はパラメータ詳細ビューに戻ります。

有効方向DIR.DMDを変更するためのメニューがアクティブになり、パラメータ詳細ビューで使用することができ
ます。

	→パラメータ詳細ビューで 	DIR.CMDを選択し、 で確定します。

	→ 有効方向RiseまたはFallを選択し、 で確定します。

	→ で戻ります。

有効方向が変更されました。
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14.5 プロセス制御のアクティブ化
プロセスコントローラ機能装備装置の場合、位置コントローラ機能装備装置を操作するために、プロセス制御を
非アクティブ化することができます。プロセス制御にのみ関連するメニューは非アクティブ化後も表示されたまま
ですが、有効ではありません。

プロセス制御の非アクティブ化後に必要な設定。	
位置コントローラ機能のために基準位置のソースを構成する必要があります。	
メニューでの設定	→	Inputs/Outputs	→	SP | CMD	→	CMD.source。	

14.5.1 装置の操作メニューでのプロセス制御の非アクティブ化

プロセス制御は通常、装置の操作メニューで非アクティブ化されますが、デジタル入力、büS/CANopenまたはフィ
ールドバスを介しても行えます。

設定オプション：	
PCソフトウェア「Bürkertコミュニケーター」または装置のディスプレイ使用（オプション）。

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

プロセス制御を非アクティブ化するには、プロセスコントローラのパラメータ詳細ビューに切り替える必要があり
ます。

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Process controllerを選択します。

	→ディスプレイで設定する場合は、ホーム画面でCONFIGURATIONに切り替え、Process controllerを選択します。

パラメータ詳細ビューに設定されました。

プロセス制御を非アクティブ化するには：

 → P.CO.inactiveを選択します。

 → P.CONTROL inactiveを選択します。

プロセス制御が非アクティブ化されました。装置は位置コントローラで作動します。

14.5.2 別の方法でのプロセス制御の非アクティブ化

デジタル入力、büS/CANopenまたはフィールドバスを介してプロセス制御を非アクティブ化することもできます。
これを行うには、ソースをそれに応じて構成する必要があります。

ソースを構成するには、inputs/outputsのパラメータ詳細ビューに切り替える必要があります。

メニューでの設定→	ADDITIONAL IOs	→	DIGITAL IN	→	X.CO | P.CO.source、

選択：

 → Digital（デジタル入力）

 → büS

 → Fieldbus（フィールドバス）
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15 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：

•	 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）。114ページの「15.1」の章を参照してください。

•	 ホーム画面のディスプレイで電気的に	
（ディスプレイモジュール装備装置でのみ）。116ページの「15.2.1」の章を参照してください。

•	 AUTO	|	MANUメニューで電気的に。	
ディスプレイまたはPCソフトウェア「Bürkertコミュニケーター」での設定。117ページの「15.3」の章を参照して
ください。

•	 手動作動で機械的に。118ページの「15.4」の章を参照してください。

15.1 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
バルブはさまざまな方法で電気的に操作できます：

•	 装置のボタン/キーで。114ページの「15.1.1」の章を参照してください。

•	 PCソフトウェア「Bürkertコミュニケーター」のAUTO | MANUメニューで。	
詳細は117ページの「15.3」の章を参照してください。

15.1.1 装置のボタン/キーでバルブを電気的に操作する

注意！ 
電動手動作動によるダイヤフラムの損傷。

	▶バルブが閉じているときにCLOSEボタン/キーを押さないでください。さもないと、ダイヤフラムが損傷する可
能性があります。

バルブを操作するには、装置が操作モード手動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：DIP4ON

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	50:	 操作モード手動の設定とバルブ操作
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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。

操作モード手動への切り替え：

	→ DIPスイッチ4をONに設定します。	
装置は操作モード手動です。

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。	
注意！	
バルブが閉じているときにCLOSEボタン/キーをもう一度押さないでください。さもないと、ダイヤフラムが損
傷する可能性があります。

動作状態、自動への切り替え：

	→ DIPスイッチ4を下にスライドさせます。	
装置は再び動作状態、自動です。

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。
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15.2 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
バルブはさまざまな方法で電気的に操作できます：

•	 ディスプレイのナビゲーションボタン/キーで。116ページの「15.2.1」の章を参照してください。

•	 ディスプレイまたはPCソフトウェア「Bürkertコミュニケーター」のAUTO | MANUメニューで。	
詳細は117ページの「15.3」の章を参照してください。

15.2.1 ディスプレイモジュールのナビゲーションボタン/キーでバルブを操作する

注意！ 
電動手動作動によるダイヤフラムの損傷。

	▶バルブが閉じている時に閉じるためのナビゲーションボタン/キーを再度押さないでください。さもないと、ダ
イヤフラムが損傷を受ける恐れがあります。

バルブを操作するためのナビゲーションボタン/キーはホーム画面またはビューにあります。バルブを操作するた
めの前提条件：（「挿図	51」を参照）：

•	 手動/自動レイアウトでのディスプレイビュー、

•	 操作モード手動。

レイアウトの設定： 
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。

手動/自動レイアウトの工場出荷時設定： 
手動/自動レイアウトは、ホーム画面用に工場で設定されています	
（工場設定名称：ビュー1...）。	
戻るボタン/キー	 を長押しすると、ホーム画面に戻ります。

94ページの「13.3	ディスプレイビュー」の章も参照）。

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
操作モード手動アイコン：
	

操作モード手動のアイ
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/自動レイアウト

バルブ位置の表示

挿図	51:	 ディスプレイでの動作状態設定とバルブ操作
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操作モード手動への切り替え：

	→ 	メニューボタン/キーを操作します。	
操作モード手動では、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/キーを確定します。

	→バルブを閉じるには、	 下部のナビゲーションボタン/キーを確定します。	
注意！バルブが閉じている時に閉じるためのナビゲーションボタン/キーを再度押さないでください。さもない
と、ダイヤフラムが損傷を受ける恐れがあります。

バルブ位置はディスプレイに表示されます（「挿図	51」を参照）。

動作状態、自動への切り替え：

	→動作状態、自動に切り替えるには、メニューボタン/キー を短く押します。

15.3 Bürkertコミュニケーターまたはディスプレイモジュールでバルブを電気
的に操作する

注意！ 
電動手動作動によるダイヤフラムの損傷。

	▶バルブが閉じている時に閉じるための矢印を再度押さないでください。さもないと、ダイヤフラムが損傷を受
ける恐れがあります。

PCソフトウェア「Bürkertコミュニケーター」と装置のソフトウェアでは、AUTO | MANU	メニューでバルブを操作する
追加のオプションがあります。

PCソフトウェア「Bürkertコミュニケーター」で設定するには、装置をbüSサービスインターフェースを介し
てPCに接続する必要があります。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

バルブを	AUTO | MANU	メニューで操作する：

設定を行うには、一般設定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。

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General settingsを選択し、	
MAINTENANCEに切り替えます。

	→ディスプレイで設定する場合は、ホーム画面でCONFIGURATIONに切り替え、General settingsを選択し、	
MAINTENANCE.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。
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バルブを開閉するには：

 → AUTO | MANUを選択します。

装置が動作状態、自動の場合：

	→操作モード手動の設定のためにManual Modeを選択します。	
バルブの手動操作用のManual Modeメニューが使用できます。

 → Manual Modeメニューの矢印ボタン/キーでバルブを開閉します。	
		バルブが閉じている時に閉じるための矢印を再度押さないでください。さもないと、ダイヤフラムが損傷
を受ける恐れがあります。

15.4 バルブを機械的に操作する
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！ 
機械的な手動作動による装置またはダイヤフラムの損傷。

	▶機械的な手動作動は非通電状態でのみ使用してください。

	▶ダイヤフラムが損傷を受けないように、バルブを少ない力で慎重に閉めます（最大2	N⋅m）。

15.4.1 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。119ページの「15.4.3」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。121ページの「15.4.5」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。122ページの「15.4.7」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。119ページの「15.4.3」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。120ページの「15.4.4」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。121ページの「15.4.5」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。122ページの「15.4.6」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。122ページの「15.4.7」の章を参照してください。

7.		 供給電圧を印加します。

15.4.2 必要なツール

•	 六角レンチ、対辺距離3	mm
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15.4.3 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	52:	 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。
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15.4.4 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	53:	 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。
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15.4.5 バルブを機械的に操作する

前提条件： 
電源電圧がオフで、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 N⋅m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。

機械式手動作動

押して回します

回転

バルブを	
開く

バルブを	
閉じる

挿図	54:	 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、その際に同時に六角レンチを回します（「挿図	54」を参照）。	
バルブを閉める場合：	

ダイヤフラムが損傷を受けないように、バルブを少ない力で慎重に閉めます。

	→バルブをお好きな位置に動かします。	
最大締め付けトルクは2	N⋅mです。	

–	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

	→希望するバルブ位置に到達したら六角レンチを取り外します。	
機械式手動作動は自動的に解除されます。
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15.4.6 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	55:	 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	N⋅mを遵守してください！

15.4.7 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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16 拡張機能
特別な制御タスクの機能とその設定は別のソフトウェアの詳細で説明されています。これは、弊社のホームページ
www.burkert.jpの装置タイプのデータに記載されています

日本語
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操作構造と工場出荷時設定

タイプ3363、3364、3365

17 操作構造と工場出荷時設定
工場出荷時のプリセットは操作構造の中でその都度メニューの右に青で表示されています。

例： 	/	 工場で有効化されたまたは選択されたメニュー項目

	/	 工場で有効化されていないまたは選択されていないメニュー項目

2%、10	sec... 工場設定値

17.1 構成範囲の操作構造

X.CONTROL

START-UP 1）

DBND

FUNCTIONSAFEPOS

ACCELERATION

Close

Open

User-Defined

Inactive

0.5%

Slow

Medium

Fast

Position	2）

ENERGY-PACK2） FUNCTION On | Off

FUNCTION

State of health

Immediate control

Control if ready

100%

DIAPHRAGM

位置コントロ
ーラ

ポジション制御のコミッショニングアシスタント

挿図	56:	 操作構造1-a、位置コントローラの構成範囲

1）プロセスコントローラ機能非装備装置でのみ利用可能です。

2）メニューでSAFEPOS	→	FUNCTION	→	User-Definedを選択した場合にのみ利用可能です。

3）エネルギー貯蔵システムSAFEPOS	energy-pack装備装置でのみ利用可能です（オプション）。
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タイプ3363、3364、3365

DIR.CMDDIP.SWITCH	4）

CHARACT

CUTOFF

MANUAL MODE

DIAPHRAGM Cutoff force

Additional force

Maximum force

M.Q0.TUNE	7）

M.CLEAN

Additional path

Period

PV-Limit

PV-Time

位置コントロ
ーラ

500 N

300 N

500 N

0.20 mm

5秒

2%

0.5秒

CHARACT 5）ADD.FUNCTION

CUTOFF	5）

X.LIMIT

X.TIME

DIR.CMD	5）

SPLTRNG	

アクティブ化した追加機能

アクティブ化可能な追加機能

CHARACT

挿図	57:	 操作構造1-b、位置コントローラの構成範囲

4）ディスプレイモジュール非装備装置のPCソフトウェア「Bürkertコミュニケーター」でのみ利用可能です。

5）ディスプレイモジュール非搭載装置では、メニューは ADD.FUNCTIONではなく、装置のDIPスイッチで有効になります	

7）プロセスコントローラ機能装備装置でのみ利用可能です。
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CUTOFF

Lower limit

Upper limit

1%

100%

アクティブ化した追加機能

• 
• 
•

CHARACT Linear

X.CO

GP 1：25

P.CO

y 0       0%

y 5       5%

y 100    100%

GP 1：33

GP 1：50

GP 25：1

GP 33：1

GP 50：1

User-Defined

TYPE

CUTOFF.type	7）

TABLE DATA	6）

位置コントロ
ーラ

DIR.CMD Rise

Fall

SPLTRNG Minimum

Maximum

0%

100%

X.LIMIT

X.TIME

Minimum

Opening time

Maximum

Closing time

0%

100%

5.0 sec

5.0 sec

挿図	58:	 操作構造1-c、位置コントローラの構成範囲

6）メニューでCHARACT	→	TYPE	→	User-Definedを選択した場合にのみ利用可能です。

7）プロセスコントローラ機能装備装置でのみ利用可能です。
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位置コントロ
ーラ

メンテナンス

CALIBRATION M.Q0.TUNE-MANU 37）

M.Q0.TUNE-AUTO	7）

M.CLEAN 51）

M.SERVICE 37）

挿図	59:	 操作構造1-d、位置コントローラのメンテナンス

7）プロセスコントローラ機能装備装置でのみ利用可能です。

37）	ディスプレイでのみ利用可能です。

51）		デジタル入力を介して設定を行う場合は利用できません。設定：Inputs/Outputs	→	DIGITAL IN	→	M.CLEAN.source。
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操作構造と工場出荷時設定
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位置コントロ
ーラ

診断

SYSTEM.VALUES

ENERGY-PACK

USER.DIAGNOSIS

Error

Acknowledge

Logbook

NAMUR-Type

POS.MONITOR

SERVICE.TIME

SERVICE.TIME

Out of Specification

PV.MONITOR	7）

TRAVEL.ACCU

TRAVEL.ACCU

CYCLE.COUNTER

CYCLE.COUNTER

POS.MONITOR

POS.MONITOR

PV.MONITOR	7）

PV.MONITOR 7）

Operation time

State of health

MSG.CONFIG

Travel accumulator

NAMUR-State

Direction change

Device temperature

Highest	temperature

Lowest temperature

HISTOGRAM.POS

HISTOGRAM.SPAN

HISTOGRAM.DTEMP

ADD.DIAGNOSE

挿図	60:	 操作構造1-e、位置コントローラの診断

7）プロセスコントローラ機能装備装置でのみ利用可能です。
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位置コントロ
ーラ

診断

USER.DIAGNOSIS SERVICE.TIME

Operation time

Travel accumulator

Direction change

Tolerance band

Tolerance band

Start | Stop

TRAVEL.ACCU

Interval

Interval

Interval

Compensation time

Compensation time

Clear

HISTOGRAM.POS

Operation time

Travel accumulator

HISTOGRAM.SPAN

Operation time

Direction change

CYCLE.COUNTER

Next message

Next message

Next message

POS.MONITOR

HISTOGRAM.POS

HISTOGRAM.SPAN

PV.MONITOR	7）

ADD.DIAGNOSE

SERVICE.TIME

TRAVEL.ACCU

CYCLE.COUNTER

POS.MONITOR

PV.MONITOR	7）

HISTOGRAM

挿図	61:	 操作構造1-f、位置コントローラの診断

7）プロセスコントローラ機能装備装置でのみ利用可能です。
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タイプ3363、3364、3365

SP 7） I CMD

PV	7）

SP.source	7）

PV.source

CMD.source

CMD.manual 10）

SP.manual 11）

ANALOG.type	12）

ANALOG.type 15）

Analog 8）

Analog 

büS	51）

CANopen	51）

büS	51）

CANopen 51）

0～5 V

4～20 mA

0～10 V

Frequency

4～20 mA 

 Pt 100

0～20 mA

Manual

Fieldbus	9）

Signal loss detection 13）

Signal loss detection 13）

K-Factor	16）

SP.scale 14）

PV.scale	17）

Inactive

Inactive

Minimum

Minimum

Out of specification

Out of specification

Maximum

Maximum

Error

Error

入力/出力

0%

0%

100%

100%

ADDITIONAL IOs

挿図	62:	 操作構造2-a、入力/出力の構成範囲

7）プロセスコントローラ機能装備装置でのみ利用可能です。

8）オプションのゲートウェイ装備装置では利用できません。

9）オプションのゲートウェイ装備装置でのみ利用可能です。

10）メニューでCMD.source	→	Manualを選択した場合にのみ利用可能です。

11）メニューでSP | CMD	→	SP.source	→	Manualを選択したプロセスコントローラ機能装備装置でのみ利用可能です。

12）メニューでCMD.sourceまたはメニューでSP.source	→	Analogを選択した場合にのみ利用可能です。

13）サブメニューで→	ANALOG.type	→	4～20 mAを選択した場合にのみ利用可能です。

14）	メニューでSP | CMD	→	SP.source	→	Analogを選択したプロセスコントローラ機能装備装置でのみ利用可能です。

15）メニューでPV.source	→	Analogを選択した場合にのみ利用可能です。

16）メニューでPV	→	Analog.type	→	Frequencyを選択した場合にのみ利用可能です。

17）メニューでPV	→	Analog.type	→	4～20 mAを選択した場合にのみ利用可能です。

51）	対応するプロトコルを備えた装置でのみ利用可能です。
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ADDITIONAL IOs DIGITAL IN

EXT-ERROR.para

X.CO | P.CO.source7）

EXT-ERROR.source

DIGITAL.type	18）

Safepos

Inactive

Inactive

Normally open

Normally closed

Stop

Digital

Digital

büS

büS

Fieldbus	9）

Fieldbus	9）

入力/	
出力

DIGITAL OUT 1	19）

DIGITAL OUT 2	19）
FUNCTION

Device state 23）

Position limit

Maintenance

Device state

Out of specification

Manual Mode

Function check

Control deviation

Error

Safepos

Control deviation 21）

Position limit	22）

DIGITAL.type Normally open

Normally closed

ANALOG OUT (optional)

挿図	63:	 操作構造2-b、入力/出力の構成範囲

7）プロセスコントローラ機能装備装置でのみ利用可能です

9）オプションのゲートウェイ装備装置でのみ利用可能です。

18）		メニューで	ADDITIONAL IOs	→	DIGITAL IN	→	X.CO | P.CO.sourceまたはEXT-ERROR.source	→	Digital	を選択した場合にのみ利用可
能です。

19）オプションのデジタル出力付き装置でのみ利用可能です。

21）		サブメニューでFUNCTION	→	Control Deviationを選択した場合にのみ利用可能です。

22）		サブメニューでFUNCTION →	Position Limitを選択した場合にのみ利用可能です。

23）		サブメニューでFUNCTION	→	Device Stateを選択した場合にのみ利用可能です。

日本語



132

操作構造と工場出荷時設定

タイプ3363、3364、3365

入力/	
出力

ADDITIONAL IOs ANALOG OUT 24） SIGNAL

ANALOG.typ

SCALE

CMD*

POS

0～5 V

0～10 V

4～20 mA

0～20 mA

Minimum

Maximum

SP 7）

PV 7）

büS

0%

100%

挿図	64:	 操作構造2-c、入力/出力の構成範囲

7）プロセスコントローラ機能装備装置でのみ利用可能です。

24）アナログ出力オプション付き装置でのみ利用可能です。
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メンテナンス

CMD	29）

SP | CMD	30）

ANALOG IN 1 25）

PV	31）

ANALOG IN 2 27）

ANALOG OUT 24）

CALIBRATION

CALIBRATION.RESET

4 mA

4 mA

4 mA

Lower value

4 mA

20 mA

20 mA

20 mA

Frequency

Pt 100

Upper value

20 mA

Frequency

Pt 100

入力/	
出力

32）

32）

32）

32）

挿図	65:	 操作構造2-d、入力/出力のメンテナンス

産業用通信
産業用通信の構成範囲は、フィールドバスゲートウェイ装備装置でのみ利用できます。	
産業用通信のメニューは別のソフトウェアの説明に記載されています。

ダウンロードは：www.burkert.com/Typ	3363/ダウンロード「取扱説明書」/ソフトウェ
ア説明書	Typ	3360、3361、3363...

挿図	66:	 操作構造3、産業用通信

24）アナログ出力オプション付き装置でのみ利用可能です。

25）利用可能	–		メニューでCMD	→	CMD.source	→	büSまたはManualを選択したプロセスコントローラ機能装備装置のみ。

	 	 	 	 	 	メニューでSP | CMD	→	CMD.sourceおよびSP.source	→	büSまたは	Manualを選択したプロセスコントローラ機能装備
装置のみ。オプションのゲートウェイ装備装置では利用できません。

27）	メニューでPV	→	PV.source	→	büSを選択したプロセスコントローラ機能装備装置でのみ利用可能です。

29）	メニューでCMD	→	CMD.source	→	Analogを選択したプロセスコントローラ機能装備装置でのみ利用可能です。

30）メニューでSP | CMD	→	CMD.sourceまたはSP.source	→	Analogを選択したプロセスコントローラ機能装備装置でのみ利用可能です。

31）	メニューでPV	→	PV.source	→	Analogを選択したプロセスコントローラ機能装備装置でのみ利用可能です。

32）表示は設定された入力信号によって異なります	→	入力/出力	→	メニューANALOG.typeまたはTYPE。

日本語
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タイプ3363、3364、3365

P.CO.inactive 33）

P.CO.scale

SP.FILTER

PV.FILTER

SP.SLOPE

PID.PARAMETER

START-UP

P.CONTROL active

Minimum

Filter 0 (10 Hz)

Filter 0 (10 Hz)

SP.SLOPE on/off オフ

Value

DBND

P.CONTROL inactive

Maximum

Filter 9 (0.03 Hz)

Filter 9 (0.03 Hz)

Rise 34）

Fall 34）

オン

Unit	54）

KP

TN

TV

XO

1%

0%

100%

999.0 sec
0.0 s

0.0%

プロセスコント
ローラ

プロセス制御のコミッショニングアシスタント

UNIT

P.CO Unit PLC

単位なし

パーセント

温度

流量

質量流量

容量

質量

圧力

速度

• 
• 
•

• 
• 
•

7）

1.0000

挿図	67:	 操作構造3-a、プロセスコントローラの構成範囲

7）プロセスコントローラ機能装備装置でのみ利用可能です。

33）		デジタル入力、büS/CANopenまたはフィールドバスを介して設定を行う場合は利用できません。設定：Inputs / Outputs	→	DIGITAL IN		
→	X.CO | P.CO.source。

34）メニューでSP.SLOPE	→	SP.SLOPE on/off	→	Onを選択した場合にのみ利用可能です。

54）	メニューでUNIT	→	No unitまたはPercentを選択した場合は利用できません。
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タイプ3363、3364、3365

メンテナンス

CALIBRATION P.TUNE

P.LIN

プロセスコント
ローラ

7）

挿図	68:	 操作構造3-b、プロセスコントローラのメンテナンス
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タイプ3363、3364、3365

輝度

コントラスト

スクリーンセーバー

30%

100%

待ち時間 1分

2分

15分

5分

30分

60分

輝度

ディスプレイ

挿図	69:	 操作構造4-a、ディスプレイの構成範囲

診断

温度

ディスプレイ

装置の温度

挿図	70:	 操作構造4-b、ディスプレイの診断

メンテナンス

ソフトウェアバージョン	

ハードウェアバージョン

ID番号

ソフトウェアID番号

シリアル番号

工場出荷時設定にリセット...

バージョン番号

ディスプレイ

挿図	71:	 操作構造4-c、ディスプレイのメンテナンス

日本語



137

操作構造と工場出荷時設定

タイプ3363、3364、3365

ステータスLED モード NAMURモード

バルブモード

クイックスタート

バルブモード	+	警告	

LEDオフ

büS 表示名

バルブ開	36）

場所

バルブ閉	36）

詳細

拡張

CANopenステータス	52）

解除遅延

0

明確な装置名

事前操作可能

ボーレート

操作可能

büSアドレス
バスモード

50 kbit/s

250 kbit/s

125 kbit/s

500 kbit/s
1 Mbit/s

CANopen

büS

アラーム制限 供給電圧

装置の温度

エラー（以上）	

エラー（以下）	

警告（以上）

警告（以下）

ヒステレシス

21.4

0.4

26.6 V

10 V

28 V

エラー（以上）

エラー（以下）

警告（以上）

警告（以下）

ヒステレシス

248 K/–25 °C

4 K 

353 K/80 °C

243 K/–30 °C

358 K/85 °C

一般設定

緑

黄

挿図	72:	 操作構造5-a、一般設定の構成範囲

36） メニューでMode	→	Valve modeまたはValve mode w/ Warningsを選択した場合にのみ利用可能です。

52） メニューでBus mode	→	CANopenを選択した場合にのみ利用可能です。
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タイプ3363、3364、3365

一般設定

クイックスタート	37）

診断

言語

ディスプレイ	38）

アクティブ

English

非アクティブ

日本語（Japanese）

French

パスワード	37）

パスワードの変更	39）

パスワード保護 オフ

拡張ユーザー

インストーラー

速度

物理的単位	40）	 電流量

周波数

長さ

A

mA

mm

pA

in

Hz

mHz

m

• 
• 
•

• 
• 
•

• 
• 
•

抵抗 Ω

kΩ

MΩ

挿図	73:	 操作構造5-b、一般設定の構成範囲

37）	ディスプレイでのみ利用可能です。

38）メニュー名は選択した言語によって異なります。

39）メニューで	Password protection	→	Onを選択した場合にのみ利用可能です。

40）	ディスプレイでのみ利用可能です。	
ソフトウェア「Bürkertコミュニケーター」ではメニューバーの View	→	System of unitsで設定を行います。
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タイプ3363、3364、3365

温度

電圧

時間

°C

V

°F

mV

K

µV

min

s

µs

一般設定

物理的単位	40）	

• 
• 
•

速度 m/s

ft/min

• 
• 
•

挿図	74:	 操作構造5-c、一般設定の構成範囲

40）	ディスプレイでのみ利用可能です。	
ソフトウェア「Bürkertコミュニケーター」ではメニューバーの View	→	System of unitsで設定を行います。

日本語



140

操作構造と工場出荷時設定
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一般設定

メンテナンス

再起動

表示名

工場出荷時設定にリセット

ID番号

シリアル番号

ソフトウェアID番号

ソフトウェアバージョン

büSバージョン

ハードウェアバージョン

製品タイプ

製造日

edsバージョン

デバイスドライバー

SIGNAL.form	41）

Reset Parameter

Reset Calibration

Offset 42）

Amplitude	42）

装置のリセット

装置情報

シミュレーション

Periode	42）

Noise	42）

On/off

Reset All

SIGNAL GENERATOR オフ

50%

40%

10 sec

0

Sine

Square

Triangular

Mixed

Constant

PROCESS SIMULATION

挿図	75:	 操作構造5-d、一般設定のメンテナンス

41）	メニューでSIGNAL GENERATOR	→	On | Off	→	Onを選択した場合にのみ利用可能です。

42）	表示はメニューSIGNAL.formでの選択によって異なります。
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タイプ3363、3364、3365

一般設定

メンテナンス

PROCESS.form	43）

Manual Mode

NON-LINEARITY	43）

KS	43）

Dead time 43）

1.PT1 t 44）

2.PT1 t 44）

PT2 t 44）

PT2 d 44）

シミュレーション On/off

Automatic Mode

PROCESS SIMULATION

AUTO | MANU	45）

Manual Mode 53）

オフ

1

0 sec

1 sec

1 sec

1 sec

1

1.PT1

Linear

GP 1：25

GP 1：33

GP 1：50

GP 25：1

GP 33：1

GP 50：1

2.PT1

PT2

I

挿図	76:	 操作構造5-e、一般設定のメンテナンス

43）	メニューでPROCESS SIMULATION	→	On | Off	→	Onを選択した場合にのみ利用可能です。

44）	表示はメニューPROCESS.formでの選択によって異なります。

45）	ディスプレイモジュール装備装置でのみ利用可能です。

53）	メニューでAUTO | MANU	→	Manual Modeを選択したディスプレイモジュール装備装置でのみ利用可能です。
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タイプ3363、3364、3365

一般設定

診断

装置ステータス 稼働時間

装置の温度

供給電圧

最小/最大値

リムーバブルストレージのステータス

büSステータス

ログブック	35）

最大温度

不明なステータス

操作可能

最小温度

メモリ利用可能

事前作動

最大供給電圧

メモリ利用不可

最小供給電圧

メモリ利用不可（メッセージ...

メモリ（オプション）

受信エラー

最大受信エラー

送信エラー

最大送信エラー

CANopenステータス

挿図	77:	 操作構造5-f、一般設定の診断

35）PCソフトウェア「Bürkertコミュニケーター」でのみ利用可能です。
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17.2 ディスプレイ操作のコンテキストメニュー
コンテキストメニューは表示されている操作構造のディスプレイでのみ使用できます。

PCソフトウェア「Bürkertコミュニケーター」では、部分的に同一メニューの操作構造への統合が異なります。

PCソフトウェア「Bürkertコミュニケーター」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。	
ダウンロードは：	www.burkert.com/Bürkertコミュニケーター

ビュー1   ビュー 構成

POS%

tメッセージの概要

レイアウト変更

タイトル変更

新しいビューの追加

このビューを削除

ユーザーレベルの変更

4値	

トレンド

1値

2値

2値のトレンド

手動/自動

小数位の変更48）

値の変更46）

単位の変更46）	

POS

CMD*

SP* 7）

PV*	7）

パーミル47）	

単位なし47）

パーセント47）

xx.01 49）

xx.001	49）

Bürkert

123	49）

拡張ユーザー

xx.1 49）

インストーラー

位置コントロ
ーラ

入力/	
出力

ディスプレイ

既存の		
メッセージが表
示されます。

ホーム画面

一般設定

プロセスコント
ローラ

コンテキストメニュー

挿図	78:	 操作構造6、ビューのコンテキストメニュー
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タイプ3363、3364、3365

Bürkert

Bürkert

拡張ユーザー

拡張ユーザー

インストーラー

インストーラー

プロセスコント
ローラ

ホーム画面
ビュー1   ビュー構成

POS%

t

コンテキストメニュー

コンテキストメニュー

メッセージの概要

メッセージの概要

ヘルプ50）

ユーザーレベルの変更

ユーザーレベルの変更

ショートカットの作成

どこにいますか？

位置コントロ
ーラ

入力/	
出力

ディスプレイ

既存のメッセージが表示されます。

既存のメッセージが表示されます。

一般設定

挿図	79:	 操作構造7、構成範囲のコンテキストメニュー

7）	 	プロセスコントローラ機能装備装置でのみ利用可能です。

46）		MANU / AUTOレイアウトには利用できません。2 valuesまたは4 valuesレイアウトが設定されている場合、変更する値を割り当てるため
のサブメニューが表示されます。

47）		プロセス制御では、選択はプロセス制御の物理単位（Process controller	→	UNIT）	と、ディスプレイの表示用に選択された値（コンテキス
トメニュー	→Change value）によって異なります。

48）		Trend、Trend with 2 valuesまたはMANU / AUTOレイアウトには利用できません。2 valuesまたは4 valuesレイアウトが設定されている
場合、変更する値を割り当てるためのサブメニューが表示されます。

49）	常に利用できるわけではありません。

50）	構成範囲Position controller、Inputs / OutputsおよびProcess controllerでのみ利用可能です。
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18 産業用イーサネット
Ethernetネットワークへの統合のために、統合フィールドバスゲートウェイを備えたオプションの電動制御バルブ
があります。

サポートするフィールドバスプロトコル：EtherNet/IP、PROFINET、Modbus	TCP。

18.1 フィールドバスゲートウェイの詳細

ディスプレイモジュ
ール

フィールドバスゲート
ウェイ

フィールドバス接続M12	
（2ポートEthernetスイッチ）

挿図	80:	 ディスプレイモジュール装備フィールドバスゲートウェイ

18.1.1 büSサービスインターフェースへのアクセス

büSサービスインターフェースはフィールドバスゲートウェイ内にあります。

アクセスするには、カバーを反時計回りに回して開きます。

büSサービスインターフ
ェース

挿図	81:	 フィールドバスゲートウェイ仕様でのbüSサービスインターフェース

フィールドバスゲートウェイの電気的接続： 
64ページの「10.3	フィールドバスゲートウェイの電気接続」の章を参照してください。
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18.1.2 ネットワーク接続のステータス表示用LED

ネットワーク接続のステータス表示用のLEDは、フィールドバスゲートウェイ内にあります。

アクセスするには、カバーを反時計回りに回して開きます。

インターフェース	X1とX2	
2ポート	イーサネットスイッチ	
（フィールドバス接続用のインターフェース）

インターフェースX1とX2のLED：	
Link/Act	LED（緑）	
Link	LED（黄）フィールドバスのステー

タス表示

挿図	82:	 ネットワーク接続のステータス表示用LED

LEDの状態 説明/エラーの原因 処置
Link/Act 
LED 

（緑）

アクティブ 速い点滅：上位プロトコル層のEtherNet/IPへの接続
が確立されています。データが転送されます。

遅い点滅：プロトコル層への接続がありません。これ
は通常、再起動後約20秒間です。

非アクティブ ネットワークに接続されていません。 ケーブルを確認してく
ださい。

Link LED 
（黄）

アクティブ ネットワークに接続されています。 –

非アクティブ ネットワークに接続されていません。 ケーブルを確認してく
ださい。

表	46:	 インターフェースX1とX2のLEDステータス表示（フィールドバス接続）
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18.2 産業用イーサネットのテクニカルデータ

18.2.1 PROFINET IO仕様
トポロジー検出 LLDP、SNMP	V1、MIB2、Physical	Device
最小サイクル時間 10	ms
IRT サポートなし
MRP媒体冗長性 MRPクライアント（サポートあり）
その他のサポートされている機能 DCP、VLANプライオリティタギング、Shared	Device
伝送速度 100	MBit/s
データトランスポート層 Ethernet	II、IEEE	802.3
PROFINET	IO仕様 V2.3
（AR）Application	Relations	 機器は同時に2つのIO-AR、1つのスーパーバイザーAR及び1つのスーパ

ーバイザーDA	ARまで処理できます。

18.2.2 EtherNet/IP仕様
定義済みの標準オブジェクト Identity	Object（0	x	01）

Message	Router	Object（0	x	02）

Assembly	Object（0	x	04）

Connection	Manager（0	x	06）

DLR	Object（0	x	47）

QoS	Object（0	x	48）

TCP/IP	Interface	Object（0	x	F5）

Ethernet	Link	Object（0	x	F6）
DHCP サポートあり
BOOTP サポートあり
伝送速度 10及び100	MBit/s
二重モード 半二重、全二重、自動ネゴシエーション
MDIモード MDI、MDI-X、Auto-MDIX
データトランスポート層 Ethernet	II、IEEE	802.3
Address	Conflict	Detection（ACD） サポートあり
DLR（リングトポロジー） サポートあり
内蔵スイッチ サポートあり
CIPリセットサービス Identity	Object	Reset	Service	タイプ0と1

18.2.3 Modbus TCP仕様
Modbusファンクションコード 1、2、3、4、6、15、16、23
モード メッセージモード：サーバー
伝送速度 10及び100	MBit/s
データトランスポート層 Ethernet	II、IEEE	802.3
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18.3 フィールドバスによるプロジェクト
プロジェクトには、それぞれのフィールドバスプロトコルに適したコミッショニングファイルが必要です	

フィールドバス コミッショニングファイル
EtherNet/IP edsファイル
PROFINET GSDMLファイル
Modbus	TCP 必要なし

それぞれのプロジェクト管理ソフトウェアで必要とされるコミッショニングファイルとその説明は、インターネット上
で入手できます。

ダウンロードは：	
www.burkert.com/Typ	3363/ダウンロード	「ソフトウェア」/初期化ファイル

コミッショニングファイルのインストールに関する注意事項については、使用しているプロジェクト管理ソフトウェ
アのドキュメントを参照してください。

18.3.1 EtherNet/IP、PROFINET、Modbus TCPのEthernetパラメータ設定

Modbus	TCPでは、Ethernetパラメータの設定が必須です。

設定オプション：	
PCソフトウェア「Bürkertコミュニケーター」、Webサーバーまたは装置のディスプレイ使用（オプション）。

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

Ethernetパラメータを設定するには、産業用通信のパラメータ詳細ビューに切り替える必要があります。

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Industrial communicationを選択し
ます。

	→ディスプレイで設定する場合は、ホーム画面でCONFIGURATIONに切り替え、Industrial communicationを選
択します。

	パラメータ詳細ビューに設定されました。

日本語
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Ethernetパラメータの設定は、対応するフィールドバスプロトコルが選択されている場合にのみ可能です。	
Parameter	→	Protocol settings→Protocol	→	プロトコルを選択します。

Ethernetパラメータの設定：

 → Protocol settingsを選択します。

 → Protocolを選択し、希望するフィールドバスプロトコルを設定します。

設定：

 → IP settingsを選択して設定します。

• DNS compatible nameはPROFINETでのみ設定できます。

• Static IP address工場出荷時のプリセット：192.168.0.100

• Network mask工場出荷時のプリセット：255.255.255.0

• Default gateway工場出荷時のプリセット：192.168.0.1.

EtherNet/IPフィールドバスプロトコルの設定：

 → IP settingsを選択します。

 → IP-Modeを選択し、希望するモードを設定します。工場出荷時のプリセット：Static IP address。

	SPSネットワークに装置を統合するためのEthernetパラメータが設定されました。

産業用通信の完全なメニューは別のソフトウェアの説明に記載されています。

ダウンロードは：www.burkert.com/Typ	3363/ダウンロード「取扱説明書」/ソフトウェア説明書Typ	3360、	
3361、3363...

日本語
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18.4 Webサーバー
ネットワークへの統合に必要なEthernetフィールドバスパティシパントの構成は、Webサーバー経由で実行でき
ます。

18.4.1 Webサーバーへの接続の確立

	→ PCのネットワークカードにIPアドレスを設定します。	
	
IPアドレス：192.168.0.xxx 
	
xxxには100（配信状態のEthernetフィールドバスパティシパントのIPアドレスによって割り当てられた100）以
外の数値を入力します。

	→ネットワークケーブルを介してPCをEthernetフィールドバスパティシパントに接続します。

18.4.2 Webサーバーへのアクセス

Bürkert S/N：99

Industrial Communication
Protocol PROFINET

Communication	
status Wait for establishing communication

DNS	compatible	name

MAC	address 00:50:C2:C7:E0:01

Static	IP	address 192.168.0.100

Network	mask 255.255.255.0

Default	gateway 192.168.0.1

Temporary	IP	address 192.168.0.100

IP	settings None

挿図	83:	 デフォルトIPを介したWebサーバーへのアクセス
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EtherNet/IPの場合、DHCPまたはBOOTPも設定できます（標準ではありません）。	
その際、IPアドレスはDHCPサーバーから取得されます。

	→インターネットブラウザを開きます。

	→デフォルトIP192.168.0.100を入力します。	
（EtherNet/IPデバイスの場合、IPアドレスはDHCPサーバーを介して割り当てられます。1分以内にDHCPを介
した割り当てがない場合、装置はデフォルトIP	192.168.0.100を使用します）。

Ethernetフィールドバスパティシパントを設定するためのソフトウェアがPCで利用可能になりました。

複数の装置の構成：

出荷時、すべての装置は同じIPアドレス（192.168.0.100）を持っています。装置が構成のために識別される
には、ネットワークにまだ構成されていない装置が1台だけ存在する必要があります。

	▶装置（Ethernetフィールドバスパティシパント）を次々に個別にネットワークに接続して構成します。

18.4.3 Ethernetフィールドバスパティシパントの構成

システムへのログイン：

	→ユーザー名とパスワードを入力します	。	 	ユーザー名：admin	
パスワード：admin

Bürkert S/N：99

User login
User	name admin  

User	password admin	 	 x

Login

挿図	84:	 システムへのログイン
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構成：

	→ Ethernetフィールドバスパティシパントの装置名とIPアドレスを入力します。	
装置名（Device	Name）は後でプロジェクト（STEP	7など）で使用します。

 → Commit changesで確定します。

	→変更されたパラメータを適用するには、Ethernetフィールドバスパティシパントの電圧リセットを実行します。

 → Restart deviceで装置を再起動します。

Bürkert S/N：99

Network Configuration

Commit changes Restart device

Protocol PROFINET 

DNS	compatible	
name

Static	IP	address 192.168.0.100  

Network	mask 255.255.255.0

Default	gateway 192.168.0.1 

IP	settings None 

挿図	85:	 Ethernetフィールドバスパティシパントの構成
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19 CANopen

CANopenネットワークを使用した装置の電気式設置： 
詳細は63ページの「10.2	büS/CANopenの電気接続」の章を参照してください。

19.1 フィールドバスによるプロジェクト
CANopenのコミッショニングファイルとしてのプロジェクトにはedsファイルが必要です	

edsファイルとそれに関する説明はインターネットに記載されています。

ダウンロードは：	
www.burkert.com/Typ	3363/ダウンロード	「ソフトウェア」/初期化ファイル

コミッショニングファイルのインストールに関する注意事項については、使用しているプロジェクト管理ソフトウェ
アのドキュメントを参照してください。

19.2 CANopenのネットワーク構成
CANopenプロトコルに基づくネットワーク構成の説明書はインターネットで入手することができます。

ダウンロードは：	
www.burkert.com/Typ	8922/ダウンロード/ユーザーマニュアル/ソフトウェア説明書Typ	8922、	
MExx	|	f（x）構成のソフトウェア

日本語
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20 büS
定義：「büS」（Bürkertシステムバス）という用語は、CANopenプロトコルに基づいてBürkertが開発した通信バスを
意味しています。

büSネットワークを使用した装置の電気式設置： 
詳細は63ページの「10.2	büS/CANopenの電気接続」の章を参照してください。

20.1 büSネットワークの配線

büSネットワークの配線の詳細については、次のリンクを参照してください： 
büSネットワークの配線に関するガイド

20.2 büSネットワークの構成

büSネットワークの構成の詳細については、インターネットを参照してください。

ダウンロードは：	
www.burkert.com/Typ	8922/Downloads/User	Manuals/ソフトウェア説明書Typ	8922、MExx	|	f（x）構成
のソフトウェア
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21 メンテナンス
警告！

不適切なメンテナンス作業による負傷の危険。

	▶メンテナンスは必ず適切な工具を使用し、訓練を受けた専門技術者が実施してください。

	▶システムが意図せず作動しないよう保護してください。

	▶メンテナンス後、再始動が制御されていることを確認してください。

ダイヤフラム調整バルブには以下のメンテナンス作業が必要です。

•	 最初の蒸気滅菌の後、または必要に応じて		
→	ハウジングねじを対角順に締め直します。

•	 最大105切替サイクル後	
→	ダイヤフラムの摩耗を点検し、必要であれば交換します。

ドロッとした研磨媒体は、相応に短い検査間隔が必要になります。

•	 SAFEPOS	energy-packエネルギー貯蔵システムの交換	
SAFEPOS	energy-packを交換しなければいけなくなったら、装置がメンテナンスメッセージを出します。	
メッセージ：	エネルギー貯蔵システムの残りの寿命は約25%です！	

エネルギー貯蔵システムはすぐに交換する必要があります。

21.1 目視検査
使用条件に従って定期的な目視検査を実施してください：

	→媒体接続の密度を確認する。

	→逃げ孔に漏れがないか確認する。

日本語
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21.2 ダイヤフラムの交換

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！

不適切な取付け作業による怪我の危険。

	▶ダイヤフラム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。

21.2.1 必要な作業手順

ダイヤフラムを交換するには、装置が操作モード手動でなくてはならず、バルブが「バルブ	100%	開」位置になけ
ればいけません。ダイヤフラムの交換は、次の手順に分かれています：

1.		 	操作モード手動に設定します（103ページの「14.1」の章を参照）

2.		 		バルブを「バルブ	100%	開」位置にします（114ページの「15」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（157ページの「21.2.3」の章を参照）。

5.		 	ダイヤフラムを交換します（158ページの「21.2.4」の章を参照）。

6.		 	駆動部をバルブハウジングに取付け、電気的に接続します（159ページの「21.2.5」の章を参照）。

7.		 	M.Q0.TUNE機能を実行します（75ページの「11.5」の章を参照）。

8.		 	動作状態、自動に設定します（103ページの「14.1」の章を参照）。

21.2.2 必要なツール

•	 オープンエンドレンチ

日本語



157

メンテナンス

タイプ3363、3364、3365

21.2.3 バルブハウジングから駆動部を取り外す

前提条件：操作モード手動で、バルブ位置が100%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 offにしないでください。

注意！ 
ダイヤフラムの損傷。

	▶損傷を避けるために、駆動部およびダイヤフラムの取付けおよび取外し時は、装置を操作モード手動にしてく
ださい。

	▶駆動部の位置は、「バルブ	100%	開」になければいけません。

	→ダイヤフラムソケット部分の4つのナットを対角順に緩めます。

駆動部

ダイヤフラムソケット

ダイヤフラム

バルブハウジング

ハウジングねじ（4個）

ナット（4個）

挿図	86:	 2ウェイバルブハウジングを例としたダイヤフラムの取外し

	→ハウジングねじを取外します。

	→バルブハウジングを取外します。

日本語
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21.2.4 ダイヤフラムを交換する

	→古いダイヤフラムのボタンを外して取り外すか、ねじを緩めて外します	
（「表	47:	ダイヤフラムの固定タイプ」を参照）。	
バイオネット接続付きダイヤフラムの場合：→	ダイヤフラムを90°回すことで緩め、取外します。

新しいダイヤフラムを取付ける：

ダイヤフラムサイズに応じて、ダイヤフラムの異なる固定タイプがあります。

ダイヤフラムサイズ
ダイヤフラムの固定タイプ 
PTFE EPDM/FKM/積層PTFE

08 ダイヤフラムはボタン留めされています ダイヤフラムはボタン留めされています

15、20 バイオネット接続付きダイヤフラム バイオネット接続付きダイヤフラム

25、32、40 バイオネット接続付きダイヤフラム ダイヤフラムはねじ留めされています

表	47:	 ダイヤフラムの固定タイプ

バイオネット接続付きダイヤフラムの固定：

	→ダイヤフラムを圧力ピースにつるし、90°回すことで固定します。

ねじ留めによるダイヤフラムの固定：

	→圧力ピースにインサートパーツがない場合は、インサートパーツを図に示されているように圧力ピースに挿入
します。

挿入されているインサートパー
ツ付き圧力ピース

圧力ピース

インサートパーツ

挿図	87:	 インサートパーツを圧力ピースに挿入する

	→ダイヤフラムを手で回して圧力ピースに取付けます。

	→半分回して緩めます。

	→ダイヤフラムの位置を調整します。	
ダイヤフラムのマークタブは、バルブハウジングから配管の長軸に対して右直角に突き出ていなくてはいけま
せん（「挿図	88」を参照）。
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ボタン留めによるダイヤフラムの固定：

	→ダイヤフラムを圧力ピースにボタン留めします。

	→ダイヤフラムの位置を調整します。ダイヤフラムのマークタブは、バルブハウジングから配管の長軸に対して右
直角に突き出ていなくてはいけません（「挿図	88」を参照）。

配管

ダイヤフラムのマークタ
ブ

挿図	88:	 ダイヤフラムを位置調整する（2ウェイバルブハウジングの例）

21.2.5 駆動部をバルブハウジングに取付けて電気的に接続する

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。

注意！ 
ダイヤフラムの損傷。

	▶損傷を避けるために、取付け中は装置を操作モード手動にしてください。

	▶駆動部の位置は、「バルブ	100%	開」になければいけません。

	→ 	駆動部の取付け前に、ダイヤフラムが損傷しておらず、正しく位置調整されていることを確認してください。	
ダイヤフラムのマークタブは、バルブハウジングから配管の長軸に対して右直角に突き出ていなくてはいけま
せん（「挿図	88」を参照）。

	→損傷しているダイヤフラムを交換します。

	→駆動部をバルブハウジングにセットします。	
Tバルブハウジングと底口ハウジングでは、植え込みボルトが事前に取付けられています。	
2ウェイバルブハウジングでは、ねじをバルブハウジングにはめ込みます。

	→ダイヤフラムがバルブハウジングと駆動部の間に来るまで、ナットを対角順に軽く締めます。	
	ナットはまだ完全に締めません。

	→供給電圧を印加します。

	→M.SERVICEを以下に説明されている通りに実行します。
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ディスプレイモジュール非装備装置においてM.SERVICEを実行する：

注意！ 
バルブ位置が完全に開かれていない場合の誤動作。

	▶M.SERVICEを作動するには、バルブが「バルブ	100%	開」位置になければいけません。

M.SERVICE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。	
ディスプレイモジュール付き装置では、ボタン/キーに機能はありません。M.SERVICEの作動はディスプレイによっ
て行われます。

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 CLOSEボタン/キー		

OPENボタン/キー		

挿図	89:	 M.SERVICEを実行する

	→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。

	→ 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。

		M.SERVICE機能が実行されます。

	→M.SERVICEが終了し、駆動部が静止するまで待ちます。

装置のディスプレイでM.SERVICEを実行する：

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

M.SERVICE機能を作動するには、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。

ホーム画面から詳細ビューに切り替えるには：

	→ホーム画面からCONFIGURATIONに切り替え、Position controllerを選択し、MAINTENANCE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。

M.SERVICE機能を作動させるには：

 → CALIBRATIONを選択します。

 → M.SERVICEを選択します。

次の質問が表示されます：「M.SERVICEを起動してもよろしいですか？」
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M.SERVICEを起動します。

次のテキストが表示されます：

「処理しています。お待ちください。」

「完了しました。」

		M.SERVICE機能が実行されました。

ナットを段階的に締めます：

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。

	→ナットを対角順に締め付けトルクの1/3まで締めます。

	→もう一度対角順に締め付けトルクの2/3まで締めます。

	→対角順に許容締め付けトルクまで締めます。

駆動部を取付けるための締め付けトルク

ダイヤフラムサ
イズ 

ダイヤフラムの締め付けトルク [N⋅m]*
EPDM/FKM PTFE/高度PTFE/積層PTFE

08 2.5 2.5
15 3.5 4
20 4 4.5
25 5 6
32 8 10
40 8 10

*	すべての値に対して、各締め付けトルクの+10%の許容差が適用されます

表	48:	 駆動部を取付けるための締め付けトルク

次のステップ：

•	 M.Q0.TUNE機能を実行します（75ページの「11.5」の章を参照）。

注意！ 
ダイヤフラムの損傷。

	▶損傷を避けるために、電気接続後に最初にM.Q0.TUNE機能を実行してください。次に、動作状態を自動に設
定します。

•	 動作状態、自動に設定します（103ページの「14.1」の章を参照）。
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21.3 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 offモードにしないでください。

LEDモードの設定	（89ページの「12.2.2	LEDモードの設定」の章を参照）。

21.3.1 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（163ページの「21.3.3」の章を参照）。	
フィールドバスゲートウェイ装備装置（165ページの「21.3.4」の章を参照）。

3.SAFEPOS	energy-packの交換（167ページの「21.3.5」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（169ページの「21.3.6」の章を参照）。	
フィールドバスゲートウェイ装備装置（171ページの「21.3.7」の章を参照）。

5.供給電圧を印加します。

21.3.2 必要とするツールと助剤

•	 六角レンチ	T10、T20、およびT25

•	 六角レンチ、対辺距離3	mm
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21.3.3 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	90:	 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	91:	 LEDモジュールとメモリモジュールの取外し

	→固定ネジを2本外します（アレンスクリューT20）。
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	→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	92:	 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。
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21.3.4 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	93:	 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。

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	94:	 フィールドバスゲートウェイの取外し
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	→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	95:	 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。

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	96:	 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。
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21.3.5 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	97:	 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。

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	98:	 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	N⋅mを遵守してください！
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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（169ページの「21.3.6」の章を参照）。	
フィールドバスゲートウェイ装備装置（171ページの「21.3.7」の章を参照）。

•	 供給電圧を印加します。
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21.3.6 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

注意！ 
汚染や水分の浸入による損傷または誤動作。

装置を閉じる前に保護等級IP65およびIP67の遵守のために注意すべきこと：

	▶駆動ハウジング/駆動カバーのシーリングが挿入されており、損傷していないこと。

	▶シーリング表面に汚れがなく、乾燥していること。

ブラインドカバー

またはディスプレイモジュ
ール	

駆動カバー	

LEDモジュールとメモリモジ
ュール

ブラインドカバーまたはディスプレイモ
ジュールが閉じている

マーキング

挿図	99:	 駆動ハウジングを接続する

1.駆動カバーの取付け

	→駆動カバーを駆動ハウジングに取り付けます。

	→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締めてから締め付けます（締め付けトル
ク：5.0	N⋅m）。

2.LEDモジュールとメモリモジュールの取付け

機械式手動作動

固定ネジ LEDモジュールとメモリモジュールの上縁	
（駆動カバーの上縁よりも低い終端位置）

挿図	100:	 LEDモジュールとメモリモジュールの取付け

	→ 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。	
機械式手動作動用のくぼみを中心に配置します。その際、電気プラグ接続の正しい位置に注意します。
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	→ LEDモジュールとメモリモジュールを手で慎重に下に押します。	
モジュールの上縁が完全に均等に駆動カバーの中に収まれば、終端位置に達しています。

注意！ 
LEDモジュールおよびメモリモジュールが不適切に挿入されている場合のプラグ接続の損傷。

	▶固定ネジを締める前に、LEDモジュールおよびメモリモジュールが完全に駆動カバー内に収まっていなけれ
ばいけません。

	→ 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	N⋅m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。
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21.3.7 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 101: 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	N⋅m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	102:	 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	N⋅m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	103:	 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	N⋅m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。
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21.4 メンテナンスメッセージ
メンテナンスメッセージは、次のLEDモードで表示されます：

•	 バルブモード	+	警告（工場出荷時設定）。	
LEDライトリングはバルブ位置を示す色と交互に青色に点滅します。

•	 NAMURモード。LEDライトリングが青色に点灯します。

「バルブモード」がLEDモードに設定されている場合、メンテナンスメッセージは表示されません。

メッセージ 装置の挙動 処置 
エネルギー貯蔵システムの残りの寿命
は約25%です！	エネルギー貯蔵システ
ムはすぐに交換する必要があります。

メンテナンスメッセージ。 耐用年数が終了する前に
SAFEPOS	energy-packを迅速に、
または適時に交換してください。

表	49:	 メンテナンスメッセージ

日本語



174

メンテナンスとトラブルシューティング

タイプ3363、3364、3365

22 メンテナンスとトラブルシューティング

22.1 エラーメッセージ
装置のエラーメッセージは次のように表示されます：

•	 バルブモード	
LEDライトリングはバルブ位置を示す色と交互に赤色に点滅します。

•	 バルブモード	+	警告（工場出荷時設定）。	
LEDライトリングはバルブ位置を示す色と交互に赤色に点滅します。

•	 NAMURモード。	
LEDライトリングが赤色に点灯します。

メッセージ 詳細 装置の挙動 処置 
モーターの温度が高すぎ
ます。モーターが安全位置
へ移動します。

操作するにはドライブトレ
インの摩擦が高すぎます。

エラーメッセージ。	
駆動部が安全位置へ移動
します。

Bürkertサービスに連絡し
てください。

モーターの温度が高すぎ
ます。熱による損傷を避け
るためにモーターが停止
します。

操作するにはドライブトレ
インの摩擦が高すぎます。

エラーメッセージ。モータ
ーが停止します。駆動部が
停止します。操作モード手
動はできません。

Bürkertサービスに連絡し
てください。

過剰温度が検出されま	
した。

操作への装置温度が高す
ぎます。

エラーメッセージ。駆動部
が安全位置へ移動します。	
操作モード手動が可能
です。

周囲温度を下げてくださ
い。継続的な障害が発生
する場合は、Bürkertサー
ビスに連絡してください。

過少温度が検出されま	
した。

操作への装置温度が低す
ぎます。

エラーメッセージ。駆動部
が安全位置へ移動します。	
操作モード手動が可能
です。

周囲温度を上げてくだ	
さい。

過電圧が検出されました。 駆動部への供給電圧が高
すぎます。

エラーメッセージ。駆動部
が安全位置へ移動します。	
操作モード手動が可能
です。

供給電圧を点検してくだ
さい。

不足電圧が検出されま	
した。

供給電圧の障害または駆
動部への電源電圧が高す
ぎます。

エラーメッセージ。駆動部
が安全位置へ移動します。
操作モード手動はできま
せん。

供給電圧を点検してくだ
さい。継続的な障害が発
生する場合は、Bürkertサ
ービスに連絡してくだ	
さい。

モーター電流が高すぎ
ます。

ドライブトレインの摩擦
の増加または終端位置の
検出が正しくありません。

エラーメッセージ。モータ
ーが停止します。駆動部が
停止します。	
操作モード手動はできま
せん。

M.Q0.TUNE機能を実行
します。継続的な障害が
発生する場合は、Bürkert
サービスに連絡してくだ
さい。

ピーク電流が高すぎます。 ドライブトレインの摩擦
の増加または終端位置の
検出が正しくありません。

内部エラー：ホールセンサ
ー信号エラー。

位置トランスデューサの
信号エラー。

エラーメッセージ。駆動部
が安全位置へ移動します。
操作モード手動はできま
せん。

Bürkertサービスに連絡し
てください。
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メッセージ 詳細 装置の挙動 処置 
内部エラー：... 装置の内部エラー。 エラーメッセージ。駆動部

が安全位置へ移動します。
Bürkertサービスに連絡し
てください。

CMD/SPケーブル破断。 基準値信号のケーブル
破断。

装置が適切に構成されて
いる場合：エラーメッセー
ジ。駆動部が安全位置へ
移動します。

基準値の信号ラインを点
検してください。

PVケーブル破断。 プロセス実際値信号のケ
ーブル破断。

装置が適切に構成されて
いる場合：エラーメッセー
ジ。駆動部が安全位置へ
移動します。

プロセス実際値の信号ラ
インを点検してください。

永続メモリは使用できま
せん：欠陥があるか存在し
ていません。

内部データメモリ
EEPROMの書き込みまた
は読み取りエラー。

エラーメッセージ。駆動部
が安全位置へ移動します。

装置を再起動します。継続
的な障害が発生する場合
は、Bürkertサービスに連
絡してください。

büSイベント：プロデュー
サーが見つかりません。

割り当てられた外部büS/
CANopenプロデューサー
が見つかりません。

エラーメッセージ。駆動部
が安全位置へ移動します。

büS/CANopen受信者へ
の信号を点検してくだ	
さい。

büSイベント：バス接続が
失われました/利用できま
せん。

büS/CANopenネットワー
クが見つかりません。

エラーメッセージ。駆動部
が安全位置へ移動します。

büS/CANopenネットワー
クを点検してください。

büSイベント：プロデュー
サーは操作できません。

プロデューサーは操作可
能な状態ではありません。

エラーメッセージ。駆動部
が安全位置へ移動します。

büS/CANopenプロデュー
サーを点検してください。

büSイベント：装置は同
じアドレスを使用してい
ます。

別のbüS/CANopenフィー
ルドバスパティシパントが
同じアドレスを使用して
います。

エラーメッセージ。駆動部
が安全位置へ移動します。

装置とbüS/CANopenフィ
ールドバスパティシパント
に一意のアドレスを割り
当てます。

プロセス制御システムへ
の接続が適切ではありま
せん。

プロセス制御システムへ
の接続がありません。

エラーメッセージ。駆動部
が安全位置へ移動します。

プロセス制御システムへ
の接続を点検してくだ	
さい。

エネルギー貯蔵システム
を交換する必要があり	
ます。

エネルギー貯蔵システム
のストレージ容量が低す
ぎます。安全位置への移
動は保証できません。

エラーメッセージ。駆動部
が安全位置へ移動します。

エネルギー貯蔵システム
SAFEPOS	energy-packを
交換します。

エネルギー貯蔵システム
は利用できません。

エネルギー貯蔵システム
SAFEPOS	energy-packが
認識されません。

エラーメッセージ。駆動部
が安全位置へ移動します。

SAFEPOS	energy-packが
適切に取り付けられてい
るか確認してください。

表	50:	 エラーメッセージ
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22.2 装置ステータス「仕様外」に関するメッセージ
装置ステータス「仕様外」に関するメッセージは次のLEDモードで表示されます：

•	 バルブモード	+	警告（工場出荷時設定）。	
LEDライトリングはバルブ位置を示す色と交互に黄色に点滅します。

•	 NAMURモード。	
LEDライトリングが黄色に点灯します。

LEDモード「バルブモード」では、装置ステータス「仕様外」に関するメッセージは表示されません。

メッセージ 詳細 装置の挙動 処置 
モーターの温度が高くな
っています。

ドライブライン摩擦の	
増加。

メッセージ「仕様外」。 継続的な障害が発生する
場合は、Bürkertサービス
に連絡してください。

温度警告制限を上回りま
した。

周囲温度が高すぎるか、ド
ライブラインの摩擦が増
加しています。

メッセージ「仕様外」。 周囲温度を下げてくださ
い。継続的な障害が発生
する場合は、Bürkertサー
ビスに連絡してください。

温度警告制限を下回りま
した。

周囲温度が低すぎます。 メッセージ「仕様外」。 周囲温度を上げてくだ	
さい	。

電圧警告制限を上回りま
した。

供給電圧が高すぎます。 メッセージ「仕様外」。 供給電圧を点検してくだ
さい。

電圧警告制限を下回りま
した。

供給電圧が低すぎます。

CMD/SPケーブル破断。 基準値信号のケーブル
破断。

装置が適切に構成され
ている場合：ステータス「
仕様外」に関するメッセ
ージ。	
駆動部が安全位置へ移動
します。

基準値の信号ラインを点
検してください。

PVケーブル破断 プロセス実際値信号のケ
ーブル破断。

装置が適切に構成され
ている場合：ステータス「
仕様外」に関するメッセ
ージ。	
駆動部が安全位置へ移動
します。

プロセス実際値の信号ラ
インを点検してください。

表	51:	 装置ステータス「仕様外」に関するメッセージ
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22.3 装置ステータスメッセージ「機能チェック」
装置ステータス「機能チェック」に関するメッセージは次のLEDモードで表示されます：

•	 バルブモード	+	警告（工場出荷時設定）。	
LEDライトリングはバルブ位置を示す色と交互にオレンジ色に点滅します。

•	 NAMURモード。	
LEDライトリングがオレンジ色に点灯します。

LEDモード「バルブモード」では、装置ステータス「機能チェック」に関するメッセージは表示されません。

メッセージ 詳細 装置の挙動 処置 
操作モード手動アクテ
ィブ。

装置は操作モード手動
です。

メッセージ「機能チェック」。 動作状態、自動に切り替え
ます。

プロセスシミュレーショ
ンはアクティブです

装置はシミュレーションモ
ードです。プロセス値がシ
ミュレーションされます。

メッセージ「機能チェック」。プロセスシミュレーションを
オフにします。

信号発生器はアクティ
ブです

装置はシミュレーションモ
ードです。入力信号がシミ
ュレーションされます。

メッセージ「機能チェック」。 信号発生器をオフにします。

M.Q0.TUNEアクティブ M.Q0.TUNE機能が実行さ
れます（ポジション制御の
調整）。

メッセージ「機能チェック」。 M.Q0.TUNE機能が終了する
までお待ちください。

P.TUNEアクティブ P.TUNE機能が実行されま
す（プロセス制御の	
調整）。

メッセージ「機能チェック」。 P.TUNE機能が終了するまで
お待ちください。

P.LINアクティブ P.LIN機能が実行されます
（プロセス特性の線	
形化）。

メッセージ「機能チェック」。 P.LIN機能が終了するまでお
待ちください。

外部CMDが割り当てら
れていません。

「BüS」は入力信号のソ
ースとして設定されてい
ます。

外部büS/CANopen受信
者の割り当てがありま	
せん。

メッセージ「機能チェック」。 外部のbüS/CANopen受信
者を割り当てるか、別のソー
スを設定します。

入力信号の設定：「入力/出
力」の構成範囲。

外部SPが割り当てられ
ていません。
外部PVが割り当てられ
ていません。
外部PCOexternが割り
当てられていません。

外部ExtErrorが割り当
てられていません。

表	52:	 装置ステータスメッセージ「機能チェック」
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23 洗浄
注意！ 

装置表面の洗浄にはアルカリ洗浄剤は許可されていません。

23.1 バルブハウジングの洗浄
媒体に触れるパーツの残留物のないクリーニングを行うために、装置はM.CLEAN機能を備えています。

M.CLEANの実行時、バルブは80%と100%の開位置の間で絶えず切り替わります。これは、媒体と接触するすべての
部品がすすぎプロセス中に洗浄されることを意味します。

23.1.1 M.CLEANを実行する

洗浄処理中に媒体に触れるパーツの残留物のないクリーニングを行うためにM.CLEANを実行してください。

設定オプション：	
PCソフトウェア「Bürkertコミュニケーター」または装置のディスプレイ使用（オプション）。	
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。

デジタル入力によるM.CLEAN機能の作動：	
M.CLEAN機能は、メニューの代わりに、デジタル入力を使用して開始し、終了することができます。そのた
めには、デジタル入力にM.CLEAN機能がソースとして割り当てられていなくてはいけません：→	入力/出力	
→	ADDITIONAL	IOs	→	DIGITAL	IN	→	M.CLEAN.source	→	Digital。

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

M.CLEAN機能を開始するには、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。

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Position controllerを選択し、	
MAINTENANCEに切り替えます。

	→ディスプレイで設定する場合は、ホーム画面からCONFIGURATIONに切り替え、Position controllerを選択し、	
MAINTENANCE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。

M.CLEANを実行するには：

 → CALIBRATIONを選択します。

 → M.CLEANを選択します。

次の質問が表示されます：「M.CLEANを起動してもよろしいですか？」	

	→M.CLEANを起動します。

M.CLEANが実行されます。そうすると、バルブが80%と100%の開位置の間で絶えず切り替わります。テキストが表
示されます：「	--処理しています--		

M.CLEANを操作することで終了します」	

	→M.CLEANを終了します。
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24 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。

誤ったアクセサリや不適切なスペアパーツにより、負傷ならびに装置、およびその周囲環境への損害につなが
る恐れがあります。

▶ 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
USB-büSインターフェースセット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0.7	m接続
ケーブルを含む）

772426

USB-büSインターフェースセット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0.7	m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ソケットによるM12コネクタのbüS延長ケーブル
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

ダイヤフラムサイズ	08*～40用の固定エレメント	 697473
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

* 	ダイヤフラムサイズ08では、固定エレメントが納入範囲に含まれています。

表	53:	 アクセサリ
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24.1 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.com

24.1.1 büSサービスインターフェース

装置にはPCとの通信用のbüSサービスインターフェースが備わっています。通信は、PCのUSBインターフェースおよ
びアクセサリとして利用可能なUSB-büSインターフェースセットを介して行われます（「表	53:	アクセサリ」を参照）。

24.2 スペアパーツ

24.2.1 タイプ3363、3364、3365のバルブ用スペアパーツ

タイプ3363、3364、3365用スペアパーツ 注文番号
SAFEPOS	energy-pack 285	834

表	54:	 タイプ3363、3364、3365用スペアパーツ

24.2.2 ダイヤフラムの交換用スペアパーツセット

ダイヤフラ
ムサイズ

ダイヤフラムの注文番号
EPDM（AB*） EPDM（AD*） FKM（FF*）

08 677	663 E02** 688	421 E03/E04** 677	684 F01**
15	BC** 693	162 E02** 693	163 E03/E04** 693	164 F01**
20	BC** 693	165 E02** 693	166 E03/E04** 693	167 F01**
25 677	667 E01** 688	424 E03/E04** 677	687 F01**
32 677	668 E01** 688	425 E03/E04** 677	688 F01**
40 677	669 E01** 688	426 E03/E04** 677	689 F01**

PTFE（EA*） 高度PTFE（EU*） Gylon 積層（ER*）
08 677	674 L04/L10** 679	540 L05/L09** 693	175 L06/L08**
15 677	675 E02/E04-PTFE** 679	541 E02/E04-PTFE	+	孔** 693	176 L06/L08**
20 677	676 E02/E04-PTFE** 679	542 E02/E04-PTFE	+	孔** 693	177 L06/L08**
25 677	677 E02/E04-PTFE** 679	543 E02/E04-PTFE	+	孔** 693	178 L06/L08**
32 677	678 E02/E04-PTFE** 679	544 E02/E04-PTFE	+	孔** 693	179 L06/L08**
40 584	378 E02/E04-PTFE** 584	379 E02/E04-PTFE	+	孔** 693	180 L06/L08**
表	55:	 ダイヤフラムの交換用スペアパーツセット

* SAPコード

**	ダイヤフラム上のマーク

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。
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25 取外し

危険！

高圧および媒体の漏れによる負傷の危険。

取外し時に装置に圧力がかかっていると、突然の圧力放出や媒体の漏れにより怪我をする危険があります。

▶装置を取り外す前に圧力を抜いてください。配管のエア抜きまたは排出を行ってください。

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。

注意！ 
動作状態、自動で取付けた場合の装置の損傷。

装置を動作状態、自動で取付けると修復不能な損傷を受ける可能性があります。

▶装置を再び使用する場合は、取り外す前に操作モード手動に設定してください。

→装置を再度使用する場合は操作モード手動に設定してください。

→電気接続を外します。

→装置を取り外します。

日本語
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26 梱包、輸送

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。

注意！	
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。		

27 保管

注意！ 
誤った保管は装置の損傷の原因となります。

• 装置は乾燥したほこりのない状態で保管してください。

• 許容保管温度外にならないようにしてください。

ダイヤフラム付きの装置：

• 保管温度	–20～+70	°C
（保管温度が高いほど、エラストマーが早く老化します）。

• 保管するためにダイヤフラムの固定ネジを緩めます。

• 装置は必ずバルブが開いた状態で保管します。

ダイヤフラムなしの装置：

• 保管温度：–40～+70	°C。
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廃棄処分

タイプ3363、3364、3365

28 廃棄処分

注意！	
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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