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　1． 製品は、当社が認める液にのみお使い下さい。
　2． 製品は、説明書に述べる最大使用圧力を超えて使用しないで下さい。又、規定の試験圧力を超える試験はお止め下さい。
　3． 製品は、当社が認める機器にのみ接続して下さい。
　4． 製品は、持ち上げハンドルが付属しているならば、そのハンドルを使い、もしくは説明書に従ってお使い下さい。
　5． 製品は、間違って使用したり、損傷し易い方法で取り扱わないで下さい。
　6． 製品は、使用に先立ち、亀裂、シールの損傷、機械的な作動あるいは固さ等に問題がないことをお確かめ下さい。
　7． 製品には、当説明書に従って定期的なメンテナンス・プログラムをお立て下さい。
　8． 製品の修理あるいは営繕は、技術的な適任者により当社の部品を以て行って下さい。
    9． 保証付きの製品に改造を加える場合は、前以て当社の文書による同意を得て下さい。
  10． 製品は、使用しない場合、清潔な場所に保管し、過度な温度、湿度、日光あるいは強い人工の光にさらさないで下さい。
  11． 液体の流れによって生じる静電気の危険性にご注意下さい。 BS5958 項目１及び２にご配慮下さるようお奨め致します。
  12． 当機器は、石油液化ガス（LPG）には適しません。　　　　 

　　　　　　　　　安全のため、次の事柄に充分ご留意下さるようお願い致します。尚、記述中の「製品」は
　　　　　　　　当社が販売した製品を指します。

　［当社製品に関連する英国法規邦訳］

　当社は、正当にお取扱い下さる限り、安全かつ健康に害を及ぼすことなくお使い頂けるよう、上記条令に従い、製品
には万全の注意を払っております。

　　1976 年制定の作業における安全のための条令第 37 条 1 項の 6

安全にお使い頂くために
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．　序

　1.1     エイヴェリー・ハードル ANMY4886 型インライン・プレシャー・コントロール・ヴァルヴは、　　　　　　  
CCMY8600 型をベースにして、航空用ジェット燃料のサービサーに搭載することを目的に設計されて　　　  います。
ジェット燃料以外の液体にご使用をお考えの場合は製造者にご相談下さい。

　1.2     圧力がそのまゝフィードバックされるタイプで、ヴァルヴの動作はダイアフラムを挟んでの釣り合い
         原理によって行われます。目的は流量が変っても一定の圧力を保つことにあります。

　1.3　　デッドマン遮断機能を持ち、フローの開始と停止に使用することができます。

　1.4　　ヴァルヴの入口と出口はともに 4"ASA150 フランジ付きです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　２．　構造概説

　2.1　　ケーシングはアルミ合金製で２つの部分から成り、中心でフランジ留めされ、“O” リングでシールさ
         れています。

　2.2　　ヴァルヴ内部は２つのセクションに仕切られます。１つはアウター・セクションでヴァルヴが開くと
         燃料が通る部分です．もう１つはインナー・チャンバーで、フューエル・チャンバー・インサートと入
　　　 口側ケーシングの内側部分とから形成されています。

　2.3　　インナー・チャンバーはメイン・ダイアフラムで仕切られていて、燃料の本流に対してはシールされ
         ていますが、外部燃料圧とエアー圧ラインには内部孔を通して繋がります。これら感圧ラインはメイン
         ・ダイアフラムの両側に働きかけ、シールされたステムを通してダイアフラムに接続しているピストン
         ・ヴァルヴのコントロールを行います。

　2.4　　ダイアフラムはフューエル・チャンバー内に設けられたスプリングによって、「閉」位置に押し付けら
         れています。このため、デッドマン遮断あるいは万一ダイアフラムが破損した場合にもヴァルヴが流れ
         を確実に停止します。

　2.5　　ヴァルヴのオープニング・タイムの調整は、外部に取り付けられたニードル弁で行います。

　2.6　　クロージング・タイムは外部に取り付けられたスロットル・チェック弁で行います。

　2.7　　使用に当っては、デッドマン・ヴァルヴを通して予めセットしたエアー圧（要求の制禦圧より約 0.41
         バール＝ 6psi ＝ 0.42kg/cm2 高い圧力）をユニットに掛けます。そうすると、ピストン・ヴァルヴが
         スプリング圧に勝って開きます。

　2.8　　ピストンがメイン・シールを離れるにつれてフローが始まり、下流側の圧力が増していきます。この
         圧力が制禦点（感知ラインとヴァルヴ下流側主配管との接合点）で感知され、そして感知ラインを通っ
         てダイアフラムの燃料側に返還伝達（フィードバック）されます。燃料圧が基準エアー圧と平衡になっ　　　 た
ところでピストンの働きが止まります。感知点での圧は常に基準エアー圧より低く、その理由は、  １）
         スプリングの拘束力（これはピストンの位置により若干変ります）と、  ２) ピストン上の面積のわずか
         な不均衡（これは制禦圧と共に変ります）とによります。

　2.9 　 上流側の圧力の上昇あるいは背圧によって下流側の圧力が増えると、ダイアフラムの燃料側の方の圧
         力が基準エアー圧に勝り、ダイアフラムが均衡するまでピストンが閉動作して制禦点での圧力を下げま
         す。

　2.10    何らかの原因で下流側の圧が下がると、この減少がダイアフラムに伝えられて、基準エアー圧が燃料
  　　  圧に勝ち、ピストンが開動作してダイアフラムを均衡させます。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　    ３．　仕　様

　3.1　　寸法等
　　　   フランジ面間の長さ　　　　　　279mm
　　　　重　量　　　　　　　　　　　　12.7kg
　　　   フランジ　　　　　　　　　　　4"  ASA150 
　3.2　  材　質　（接液部）
　　　　電気処理アルミニューム、ステンレス・スティール、ニッケル鍍金スティール、 PTFE、ヴァイトン及び  　　
　　高ニトリル
　
　3.3　  耐圧等
　　　　最大運転圧　　　　　　　　  13.0 bar （188.5 psi  ＝ 13.25 kg/cm2）
　　　　試験圧　　　　　　　　　　  21.0 bar （304.5 psi  ＝ 21.41 kg/cm2）
　　　　最大流量　　　　　　　　　  4,546  L/M （1,200 USgpm）

　3.4　  性　能　　　　　　　　　　　　　
　　　　圧力損失（最大流量時）　　　 0.28 bar （4 lbf/in2  ＝ 0.28kg/cm2）
　　　　圧力制禦　　　　　　　　　  基準エアー圧は制禦圧力より 0.7 〜 0.8 bar （10 〜 12 lbf/in2 ＝ 0.70 〜　　
　　　　　　　　　　　　　　　   0.84kg/cm2） 

　　　   デッドマン制禦　　　　　　  オープニング・タイム：　可変式
　　　　　　　　　　　　　　　　　  クロージング・タイム：　可変式

　3.5　  保管寿命
             涼しく乾燥した状態で３年間（たゞし、シールの経年劣化による）。項目 5.3 参照。

　　　　　　　　　　　　　　　　　    ４．　保守点検

　　　　　　　以下に述べる保守点検の頻度は最小限のものですので、それぞれの会社の規定に
　　　　　　　より実施して下さい。

　4.1　  毎　日
　　　   破損や液漏れの有無を良く調べて下さい。ヴェント・ポート・アセンブリーの周りには特に注意を払っ   　　
　　て下さい。問題がある場合は直ちに矯正するか又は使用を中止します。

　4.2　　６ケ月ごと
　　　   運転に何の問題もないことをチェックします。

　4.3　  シール交換
　　　　使用中・・・動的部分については、１年に１度
　　　　　　　　　　静的部分については、２年に１度
　　　　保管中・・・全シールについて、３年に１度
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　    ５．　運転手順

　5.1　 必要とされる制禦圧より約 0.41 bar （6 psi ＝ 0.418kg/cm2）高くエアー圧をセットして下さい。デッ  　　   
ドマン・ヴァルヴを通してエアーを PCV に供給するとフローが始まります。

　5.2　 デッドマン・ヴァルヴを解放すると通油の停止あるいは供給の終了が行えます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　    ６．    分解修理

　　　　　　当セクションではインライン・プレシャー・コントローラーを分解するための必要
　　　　　　な手順を詳述します。きれいな環境条件の中で機械熟練者により行われるようお勧
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　　　　　　な手順を詳述します。きれいな環境条件の中で機械熟練者により行われるようお勧　　　　　　
                  めします。尚、分解に先立って必要な部品及び材料等をご用意下さい。

　6.1　　分　解　（図２参照；10 頁）

　  6.1.1       フロー・ラインからの油抜きを充分に行ったら、燃料感知ラインと基準エアー・ラインをコントローラー
か　　　  ら外し、ヴァルヴをそっくりシステムから下ろします。ブリード・スクリュー（6）とボンデッド・シー
　　　   ル（5）を外したらユニットを逆さにして燃料室の油抜きをして下さい。
　  6.1.2　入口側を下にしてユニットを立て、中間フランジのキャップ・ヘッド・スクリュー（19）とスプリン　　　
　グ・ワッシャー（20）各 10 ケを外します。これでユニットが２つに分かれます。メイン “O” リング　　　　　（18）
を外します。
　  6.1.3　ピストン（29）が回らないようにしておいて、メイン・ボルト（16）とボンデッド・シーリング・ワッ　
　　　シャー（15）を注意して緩めます。ボルトを緩めるにはリング・スパナーを当てがい少々強く叩くよう　　　　
にするとよいでしょう。スプリング２つ（28 と 28A）とダイアフラム・キャリアー・アセンブリーが外　　　　れます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご　注　意
　
　　　　　　  ダイアフラム・キャリアー・アセンブリーにはスプリングの力が掛かっています
　　　　　　  ので、怪我をしたり、部品が傷つかないよう充分にご注意下さい。

　 6.1.4　ダイアフラム（17）を固定しているキャップ・ヘッド・スクリュー（14）とスプリング・ワッシャー　　　
　（13）各 12 ケを外し、クランプ（31、32）からダイアフラムを剥がすようにして取ります。　 
　 6.1.5　木製又はナイロン製の台などを燃料室インサート（27）に当てがって、ピストンと燃料室アセンブリー　　
　　を静かに取り外します。
　 6.1.6　燃料側の本体にある溝からダブル・デルタ・シール（23）を取り外します。PTFE の内部を傷つけない　　
　　ようにご注意下さい。
　 6.1.7 　  小さなパッキング・ワッシャー（33）を外してから、燃料室インサートの内側にあるサークリップ（24）
を　　　　　 外し、そしてワッシャー（25）と小形のダプル・デルタ・シール（26）を取り出します。
    6.1.8   燃料室インサートからメイン・シール（22）と “O” リング（21）を取り出します。

　6.2　　点　検

　  6.2.1　全ての部品をきれいな航空燃料で充分に洗ってから摩耗や傷の有無を調べて下さい。損傷している部　　　
　品は直ちに交換します。
　  6.2.2　ダブル・デルタ・シールの PTFE 製アウター・リングは明らかな傷あるいは摩耗が見られなければ再　　　
　使用が可能です。“O” リングについては２年に１回は交換して下さい。
　  6.2.3　ピストンのシールに当る端と外径全体にわたって良好な状態にあるかどうか調べて下さい。
　  6.2.4　燃料感知ラインをフラッシングして異物がないことを確かめて下さい。

　6.3　　組み立て

フリーの状態
強く曲げ過ぎないようご注意

図１　PTFE シール
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　  6.3.1　   大形のダブル・デルタ・シール（23）をボディの燃料側にはめ込みます。“O” リングを溝にはめたら、
PTFE　　　　シールを図１（前頁）に示すように曲げて “O” リングの上からかぶせるようにはめ込んで下さい。たゞ
し強く　　　　 曲げすぎないで下さい。
　  6.3.2　   燃料室インサートに “O” リング（21）とメイン・シール（22）を取り付けます。
　  6.3.3       小形のダブル・デルタ・シール（26）を組み、それを燃料室インサートに納めたらワッシャー（25）で
カヴ
　　　　 ァーします。サークリップ（24）で固定したらパッキング・ワッシャー（33）を所定の位置に納めます。
　  6.3.4　   小形のダブル・デルタ・シールに石油系ゼリーを軽く塗ってから、そのシールを通してピストン軸を差し
込  　　　　 みます。
　  6.3.5　   ピストンの端をメイン・シール（22）に当てがったまゝ、スプリング（28 と 28A）を燃料室にはめ込み ます。
　　　　 そのスプリングの上にダイアフラム・キャリアー（32）を置き、ボルト（16）とボンデッド・シーリング・ワッ
　　　　シャー（15）で固定します。ボルト締めトルクは 2.8kg.m です。
　  6.3.6　  ダイアフラム・キャリアー（31）にダイアフラム（17）を位置付けして、クランプ・プレート（32）を
当てが　　　　い。キャップ・ヘッド・スクリュー（14）とスプリング・ワッシャー（13）各 12 ヶで固定します。
スクリュー
　　　　 の締め付けはトルク 0.5kgm で対向線交互に行います。これを３回ほど繰り返して全スクリューを均等に締
めて　　　　下さい。
　  6.3.7　  燃料室インサートのメイン・シール（22）と “O” リング（21）に石油系ゼリーを軽く塗って、ピストン
と燃　　　　 料室インサートを静かにボディに押し込みます。真直ぐに押し込んで下さい。同時に、燃料室インサート
の小さ　　　　 なエアー抜き孔がボディにあるエアー抜き用スクリュー孔と真直ぐに揃うようご留意下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご確認下さい

　　　　　　　　組み立てたら、ボディのエアー抜き用スクリュー孔から覗いてみて下さい。燃料
　　　　　　　　室インサートの小さな孔が見えれば、OK です。

　  6.3.8　   ダイアフラム（17）のエアー側面に石油系ゼリーを軽く塗ってから、その縁が燃料側ボディ・フランジの
端　　　　ぐりに正しく納まることを確かめて下さい。
　  6.3.9　  “O” リング・シール（18）を燃料側ボディの溝にはめたら、両方のボディを合わせます。先ず、燃料感知
ラ　　　　 インと基準エアー・ラインの接続口のある方に燃料側（出口側）からスクリューを１本通して両ボディの合
わさ       　　　　 りを整えます。そうしたら、残り９本のスクリュー（19）を通して均等に締めていきます。最終ト
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（この表次頁へ続く）

７.   不具合の点検と対応
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７.   不具合の点検と対応（続き）
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★印の部品は常備をお勧めします。

８.　ANMY4886  ４″インライン PCV 部品表
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図２　ANMY4886  ４″インライン PCV 部品図
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