


　　　　 の自動調節弁と計装システム
　　　　　は、自動調節弁（コントロールバルブ）のトップメーカーとして高水準にある独自の技術
開発力で時代の要請に応え、新世紀へ対応する幅広い製品を揃えるとともに、ISO 9001による品質
保証体制のもとで製作した高品質、高信頼のコントロールバルブとそのシステムを提供してまいり
ます。ここに紹介する資料は、 　　　　　コントロールバルブ用ポジショナの技術カタログであり
ます。　　　　　　コントロールバルブ又は、他社製調節弁に取り付けるポジショナの選定に御利用
下さい。更に詳細な資料が御必要な場合又は、本技術カタログについて不明な点がございましたら
最寄りの弊社営業までお問い合わせ下さい。
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　　　　　, the leading industrial control valve manufacturer with strong research and de-
velopment capability of its own, has been meeting requirements of the time. Always making 
available a wide range of product lines that can satisfy the needs of the coming century, 　　　　　
is committed to providing control valves, and the systems thereof, of highest quality and 
reliability, produced under its quality assurance system complying with ISO 9001 standard.

This is a technological catalog of 　　　　　positioners for control valves, intended to be of 
service as you select positioners to mount on 　　　　　or other manufacturers� control valves.

If you have questions on this technological catalog or require additional printed materials, please 
contact our sales representative nearest you.
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概　要

EP800シリーズのポジショナは、空気圧で作動する駆

動部に取付けて、調節計からの直流電流信号を受けて

駆動部を作動させます。同時に、駆動部の動作変位量

を検出してフィードバックすることによって電流信号

に対して正確なポジショニングを行います。

EP800シリーズは、単動形駆動部及び複動形駆動部に

使用できます。
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STANDARD SPECIFICATION �������������　���������
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EP800������シ リ ー ズ
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4～20　mA DC
スプリットレンジは、スパン調整及び
ゼロ調整によってできます。
調整範囲：4～12、12～20　mA DC

��������	�
�入 力 信 号

250 Ω±5％ at 25℃���������	
���	入力インピーダンス

リニア　����������������	���出 力 特 性
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単動形駆動部用と複動形駆動部用兼用
単動逆作動形（入力信号増加で出力空
気圧減少）への変更容易
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パイロット
バ ル ブ

140～700　Kpa���������	供給空気圧
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��	���出力空気圧力50％の場合
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　　単動形
　　複動形

出力側大気開放時　Capacity when output is atmospheric venting.
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　　単動形
　　複動形
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単動形駆動部用
リ ニ ヤ リ テ ィ
ヒ ス テ リ シ ス
感 度
リピータビリティ
供給空気圧変動誤差

複動形駆動部用
リ ニ ヤ リ テ ィ
ヒ ス テ リ シ ス
感 度
リピータビリティ
供給空気圧変動誤差

���������	�性 能

但し、上記の値は、バルブと組合わせない各駆動部での性能を示します。バルブと組
合わせた性能は、KOSOのSTANDARD SPECIFICATIONを御参照下さい。
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Rc �����������	���空気接続口

G ������������	�
���信号配線口
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標準形
高温形（オプション）
低温形（オプション）
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周 囲 温 度
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10～90％　RH
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許容湿度範囲

屋 外 防 滴 仕 様　����������		
�����������
耐 圧 防 爆 仕 様　���������	�
���	���	�����	��	����　労検（RIIS）No. C14875
本質安全防爆仕様　����������		
�������	���������������������	�

����
　　　　　　　　　労検（RIIS）No. C13650

��������	ケース構造

自動－手動切替え　����������	
�����������������	�

���標準付属機構

アルミニューム合金　������������	
��������	
���
�ハウジング材

エポキシ樹脂系塗料　��������	
���������
���������標準塗装材

本　体　����　　　　ダークグリーン　����������
カバー　�����　　　　 ライトグレー　　���������	

��������	�
���標準塗装色

4～１4頁を御参照下さい。　����������～������������	
��概 算 重 量

御要求により製作します。　
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付 加 仕 様

� NPT（防滴仕様のみ　��������	���
��������）
耐圧パッキン式　����������	
���
���（耐圧防爆仕様　���������	
������������）

�������

����������
信号配線口

ツェナーバリア．ピーアンドエア����労検（����）No. C13061���������������	
�������
��������＋労検（RIIS）No. C13168

���������	
��安全保持器

10～50 mA DC（100Ω）��������	�
�入 力 信 号

Kgf/cm2G、Bar、Psi��������������圧力計目盛

Equal percentage�����������	�
��
�出 力 特 性

� NPT����������	���
空気接続口

形式及びコード番号　　���������	

���
�

単 動 形 駆 動 部 用　���������	��
�������
�

機　　能　���� 複 動 形 駆 動 部 用　���������	�
��������	�

小形単動形駆動部専用　���������	�
��
����

8シリーズ　������

屋 外 防 滴 仕 様　����������		
�����0

構　　造　Enclosure 耐 圧 防 爆 仕 様　���������	�
���	���1

本質安全防爆仕様　Intrinsically safe ���������	�
���	���2
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������リ ニ ヤ 駆 動 部 用：標準レバー形1

フィードバック方式
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�
�ロータリー駆動部用：標準レバー形2

���������	���
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�����������ロータリー駆動部用：軸 直 結 用 形4

���������	��
������������������リ ニ ヤ 駆 動 部 用：ロングレバー形5

������������������	
����ロータリー駆動部用：軸直結耐振形6

���������	��
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�����リ ニ ヤ 駆 動 部 用：ラック＆ギヤ形8

リニヤ　　　�������
出力特性　�����������	�
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イコール％　��������	
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　200 Kpa (　2kgf/cm2)2
出力空気用圧力計最大表示目盛
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　400 Kpa (　4kgf/cm2)4

1000 Kpa (10kgf/cm2)10

標準形　�����������	
� ��－20～＋80℃　＊①―
許容周囲温度
�����������	�
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高温形　��������	�
���
���
�������　　0～＋100℃�

低温形　���������	
��	����	������－50～＋60℃　＊①�

―��

＊①耐圧防爆仕様の防爆性能保証温度は、－20～＋60℃です。
　　本質安全防爆仕様の防爆性能保証温度は、－30～＋60℃です。
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特　長

□小容量から大容量までの駆動部に対応可能。

キャパシティ調整用スプリングを選択することにより各駆動部サイズに対応できます。

□空気消費量が少ない。

パイロットバルブは、大容量なのに空気消費量が少ない。

□出力特性の選択が可能。

フィードバック機構部にカムを使用していますので、標準以外の特性とすることができます。

□各種のフィードバック方式に対応可能。

カムブロック部を交換するだけで以下のような対応ができます。

＊リ ニ ヤ 駆 動 部 用：標準レバー形 ････ EP□8□1

＊ロータリー駆動部用：標準レバー形 ････ EP□8□2

＊ロータリー駆動部用：軸直結用形 ････ EP□8□4

□逆作動パイロットバルブの選択が容易。

単動形駆動部において逆作動形パイロットが必要な場合は、複動形駆動部用ポジショナを用いると逆作動形パイロット

となります。

□耐圧防爆仕様で現場での調整作業ができる。

調節信号（4～20 mA DC）を受ける端子部とコイル部をパッケージにして耐圧防爆構造（耐圧防爆形トルクコイル型

式 EP81）としております。故に、防爆地域の現場において内部点検・スパン調整などのためにポジショナのカバーを

取り外すことができます。

□適用範囲が広い本質安全防爆構造。

端子部とコイル部をパッケージにして本質安全防爆構造（トルクコイル形式 EP82）としております。故に、指定され

たツェナーバリアと組み合わせることにより、危険ガスが存在するすべての場所（０種場所を含む）で低温雰囲気（－

30℃）から高温雰囲気（＋60℃）までの使用ができます。
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□USABLE WITH LOW TO HIGH CAPACITY ACTUATORS
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□A LOW AIR CONSUMPTION
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□OUTPUT CHARACTERISTICS SELECTABLE
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□COMPATIBLE WITH VARIOUS FEEDBACK TYPES
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□REVERSE ACTION PILOT VALVE EASILY AVAILABLE
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□ANTI-PRESSURE AND EXPLOSION PROOF STRUCTURE MARKING ON-SITE ADJUSTMENT POSSIBLE

��������	
�������������
�������
�����������	��
�����
���������
������������������	�
����	
����
��
����������������	�
�����

����������	����
	���	��	���������	
������������	
�����	
�����	����
��	��������	
��	�	
��
��
�	������	���������

□INTRINSICALLY SAFE CONSTRUCTION FOR A WIDE SCOPE OF APPLICATIONS
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