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Group Product Portfolio2

Keeping the World Flowing

確実な作動 
問題が発生した場合

重要な用途及び環境下での確かな信頼性。

使用頻度が24時間365日であろうと稀であろうと、ロトルク
製品は、必要時に確実かつ効率的に動作致します。

低いランニングコスト  

長年の信頼がサービス寿命を延ばす。

ロトルクは長期的なランニングコストの低減や、プロセ
ス、プラントの大幅な効率化のお手伝いを致します。

品質を追求	
グローバルな製造拠点

60年にも渡り積み上げてきた業界知識とノウハウを駆使
して設計された製品。

弊社の全拠点で研究・開発が行われており、最先端の製品
があらゆる用途に対応していることが証明されています。

お客様ファースト	
ワールドワイドなサポート

お客様の「課題」を解決し新たなソリューションを確立致します。

最初のお問い合わせから製品の設置まで、長期に渡り、購入後
の製品サポート及びお客様サポートを実施します。お客様サポ
ートプログラム(CSP)。

RELIABILITY 
IN FLOW CONTROL  

CRITICAL  
APPLICATIONS
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Keeping the World Flowing 3

項目	 		 ページ

Rotork - Keeping the World Flowing 2
電動アクチュエータと制御システム 8
フルードパワーアクチュエータ及び制御システム 18
減速機及びアクセサリ 28

項目	 		 ページ

計装及び制御 42
ネットワーク制御システム 48
サイトサービス 52

Group Product Portfolio

企業の社会的	
責任

責任あるビジネスが、最高のビジネスに繋がっていきます。

我々は、社会的、倫理的、そして環境保護の局面から責任
を負い、全プロセス及び業務手法にCSRを取り入れます。

マーケットリーダー 
技術革新企業

ロトルクは60年間、市場のリーディングカンパニーとし
てその名を馳せています。

ロトルクは、液体・ガス・粉体のフローを安全に制御す
る画期的製品をお届けする企業として、お客様から信
頼を獲得してきました。

グローバルな活躍 
地域密着型サービス

各地でサポートを提供するグローバルカンパニー。

世界中に製造拠点、サービスセンター、営業所及び研究拠点
を有しているため、最高品質のお客様サービスを提供した
り、製品を短納期でお届けすることが可能なのです。

多種多様な製品展開		
様々な産業への貢献

効率の向上、確かな安全性と環境保護。

ロトルクの製品及びサービスは、世界中の石油＆ガス、水道&
浄水、電力、海洋、医薬品、冷暖房・換気・空調、鉱山、生体医
学、鉄道、パルプ&製紙、飲料&宿品産業等、様々な産業でご使
用頂いております。
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Group Product Portfolio4

世界中のあらゆる産業・市場で
活躍

お客様にサービスを提供し、パー
トナー企業との連携

効率性の向上、安全の確保、及
び環境保護

GLOBAL 
EXPERIENCE  
STRATEGIC 
INDUSTRIES

業界	
知識

60 年以上に渡って積み上げてきた技術知識及びノウハ
ウにより、あらゆるフロー制御における革新的なソリュー
ションを提供致します。

弊社は、様々な市場や重要な用途向けに製品やサービス
を提供しており、世界中で活躍しています。

フロー制御において、弊社は圧倒的な経験と実績をほこ
ります。

Keeping the World Flowing
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Keeping the World Flowing 5

その他の導入事例

• 海洋事業
• 薬品事業
• 冷房・換気・空調設備
• 鉱業
• 生体医学
• 鉄道事業
• パルプ&製紙産業
• 食品 & 飲料業界

石油&	ガス

ロトルク製品は上流部門、中流部門、下流部門で使用されて
おり、その範囲はオフショア生産から精製・加工に至るまで、
そして輸送・保管・販売にいたるまで様々です。

• 陸上及びオフショアでの生産
• 精製及び石油化学製品
• 販売及び保管
• パイプライン
• 液化天然ガス（LNG） の溶解及び気化
• 非従来型の石油及びガス

電力

ロトルク製品は、原子力発電所の屋内外で使用が認められ
ていますが、こうした施設を含め、従来型の施設で使用され
ています。また、太陽熱発電所のような再生可能エネルギー
を利用した発電システムや、排煙脱硫等の排出量削減工程
においてもロトルク製品が使用されています。

• 従来型燃料
• 原子力エネルギー
• 集光型太陽光発電
• 地熱発電及びその他再生可能エネルギー

浄水	&	排水処理

ロトルク製品は、最先端の水処理及び配水の過程で利用さ
れており、それは従来型の浄水・排水処理場と同様に、脱塩
プラントや水の再利用プロジェクト等、既存の資源を最大限
に利用したものです。

• 汚水及び下水処理
• 水処理、脱塩、再利用
• 環境保全
• ダム、貯水施設、灌漑設備
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Group Product Portfolio6

ESTABLISHED 
REPUTATION 

GLOBAL  
SUPPORT

Keeping the World Flowing

圧倒的強固な生産拠点、サービス
センター、営業所、代理店のグロ
ーバルネットワーク

最適なサポートプログラムにより
プラントの更なる効率化を実現

お客様	
ファースト

400 人を超える技術者が世界各国の弊社拠点に在籍し
ているため、世界中の場所を問わず、プラントの生涯的
な保守点検、修理及びバージョンアップ等のサポートを
安心してご利用頂けます。

弊社は、グローバルネットワークを通して、辺境地や過
酷な環境下での業務を支援し 、 お客様と密接な関係を
築くことに尽力しています。

また、お客様と密接な関係を築き、ニーズを理解するこ
との重要性を認識しており、これが革新をもたらすキー
要素であると考えております。
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Keeping the World Flowing 7

グローバル		
ネットワーク

ロトルクは、ヨーロッパ・アジア・北アメリカに営業所、サービ
スセンター及び製造工場を有しており、真のグローバルネッ
トワークを運用しています。過酷環境向けのギア、原子力規
格認証取得のアクチュエータ及び圧力レギュレータなど、拠
点を有する全地域で最高水準の製品を提供していることを
誇りに感じております。　

ロトルクには全世界で3700人以上もの従業員が在籍してお
りますが、こうした従業員は、製品やサービスの斬新性及び
品質に対する評判を維持する上で、不可欠な存在です。

顧客		
サポート

国際ビジネスにおいて、事業所の所在地やプロジェクト
の導入場所に拘わらず、お客様のサポートを行うことは
弊社の社風の一部です。

弊社のグローバルな販売網及びサービスネットワークに
より、場所を問わずお客様サポートが可能です。

世界各地の製造拠点に加えて、ロトルクは、各地に主要
研究拠点を有し、地域に密着したサービスやサポートを
提供しております。
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ロトルクコントロールズの製品には、電動アクチュエ
ータとネットワーク制御システムがあります。

イギリスを含め、アメリカ・ドイツ・中国・マレーシア・
インド等、世界各地にワールドクラスの製造拠点を有
しています。

ロトルクコントロールズは、バルブ業界に下記のような最先端
製品を提供しています。

• インテリジェントアクチュエータ ：パートターン、マルチターン

• コントロールバルブアクチュエータ： パートターン、ロータリ
ー及びリニア式

• HVAC設備、発電所及び計量ポンプ向け専門製品

• 防爆仕様アクチュエータ、センサー、スイッチ及び制御装置

• ネットワーク制御システム

研究開発
ロトルクは絶えず新しい技術の研究を行い、革新的で業界をリ
ードする製品を開発しています。

弊社は、世界中に専門の研究開発センターを有し、今日の市場
で最高の性能をほこるバルブ駆動製品を製造しています。

検査及び品質保証
ロトルクコントロールズは、品質追求主義であり、お客様の期待
にかなう、あるいはそれを上回る、丈夫で信頼性の高い製品を
提供することに尽力しています。

弊社の全製造拠点には検査設備があり、お客様への出荷前に
製品検査が実施され、出荷承認を受けます。弊社製品は世界中
の厳しい品質基準を満たすように製造されています。

ロトルク製品はISO規格 9001に従って設計・製造されており、最
高水準の性能と信頼性を実現しています。

カスタマーサービス	–	ロトルクのアドバンテージ
ロトルクコントロールズは、世界中の場所を問わず、圧倒的な
世界レベルのサービスとサポートを地域に密着した形で提供
致します。

電動アクチュエータ及び制御システム

過酷環境下でも使用できるオート
メーション製品を提供する企業と
してご認識頂いていることを誇り
に感じております。

最も過酷な環境下でも抜群の信
頼性と確かな動作をお約束致し
ます。
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Keeping the World Flowing 9

IQ	3マルチターン	＆	IQT3	90度回転用電動アクチュエータ	(IP66/68)

IQ
レンジ

IQ	レンジ性能データ
• マルチターン直動:  

10 ～ 3,000 Nm (7 ～ 2,200 lbf.ft)

• マルチターンと IS または IB減速機との組合せ: 
最大 44,000 Nm (32,452 lbf.ft)

• 90°回転直動: 
50 ～ 3,000 Nm (37 ～ 2,200 lbf.ft)

• マルチターンと IW減速機との組合せ（90°回転）: 
最大 826,888 Nm (609,881 lbf.ft)

• リニアスラストレンジ（リニア式）: 
最大 112 kN (25,177 lbf)

電源供給オプション
• 単相、三相 、 直流電源

詳しくは、カタログPUB002-038 を参照下さい。

業界トップの信頼性
• 電源喪失時でも開度位置検出を維持

• 電源喪失時でも、グラフィカルインターフェース、遠隔表示及
びロガーデータ等の設定やデータは喪失せず、取得可能

• オイルバス潤滑方式で、長寿命かつ取り付け方向の選択が
可能

• 端末カバーやケーブルグランドがなくても水の浸入を防ぎ、
密封状態を維持。ダブルシール構造。密封度―IP66/68  水深 
20 m で10日間

• トルク及び位置検出部が独立

• モータの駆動軸から独立した安全なハンドル機構

• 防爆仕様、危険性の低い(SIL2/3まで) 用途向け

• ドライブブッシュのベアリングは密封されておりメンテナン
ス不要

簡単で確実な起動・設定
• 電源OFF時でも迅速かつ安全にコミッショニング、設定

• 専用の Bluetooth® 本質的安全設定器により設定を行うた
め、如何なる環境下でもカバーを解放することなく非貫通の
設定が可能

• 着脱式のスラストベースにより据付け及び保守が容易

• 90°回転バージョンは自動セットアップ対応

• 多言語対応、バックライト付ディスプレイ

アセットマネジメントと予防メンテナンス(PM)
• バルブやアクチュエータの性能情報をリアルタイムで画面表示

• 非貫通タイプのBluetooth®設定器により安全にダウンロード

• 現場にて設定器による制御・指示オプションの更新と設定
が可能

• パックスキャン（デジタル制御・監視システム）及び主要フィー
ルドバスネットワークに対応

リモートハンドステーションは、最新のIQアクチュエータと同一
の機能を有しており、作動・診断・設定も同様に行うことができ
ます。アクチュエータが危険区域や人が近づき難い場所に設置
されている場合に適しています。

• 取り付けにはスタンダードタイプのケーブルを使用。アクチ
ュエータから最大100m離れた地点からの設置も可能

• 設定、制御、モニタリング及びダウンロード可能なデータは
IQ アクチュエータと共通

• IQ3 から電源を供給

詳しくは、カタログPUB002-056 を参照下さい 。

IQ	リモートハンドステーション

IQ RHS
	

インテリジェント式電動アクチュエータ（インテグラルタイプ）
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Group Product Portfolio10

IQ	3-三相

IQ 三相電動アクチュエータは、オンオフまたはインチング (S2 & 
S3 / Class A & B) 操作用で、1時間あたりの最大始動回数は60
回です。

出力トルクは10～3,000 Nm (7 to 2,200 lbf.ft)。二次減速機との
組合せにより、マルチターンでは44,000 Nm (32,452 lbf.ft) ま
で、90度回転では826,888 Nm (609,881 lbf.ft)まで。

IQS	単相

IQS アクチュエータの単相用バージョンです。

出力トルクは10～450 Nm (7 to 332 lbf.ft)。 二次減速機の組合
せにより、マルチターンでは9,700 Nm (7,154 lbf.ft) まで、90度
回転では 208,000 Nm (153,412 lbf.ft)まで。

IQD	直流

IQ アクチュエータの直流電源バージョンです。対応電圧は24, 
48、110 V DCです。

出力トルクは11 ～305 Nm (8～225 lbf.ft)。二次減速機の組合
せにより、マルチターンでは 1,500 Nm (1,106 lbf.ft)まで、90度
回転では 132,000 Nm (97,358 lbf.ft)まで。

IQM	/	IQML	モデュレーティング

モデュレーティング用 IQ 3相電動アクチュエータは、電気機械式
コンタクターの代わりにソリッドステート逆式スタータを搭載し
ています。高速応答のリモート制御回路により高速制御が可能
です。このソリッドステートスタータは電子モータのブレーキの
特徴を有しています。

IQMは毎時1200回(S4/ Class C)まで。出力トルクは、 
10 ～ 544 Nm (7 ～ 400 lbf.ft)。二次減速機との組合せにより 
マルチターンでは3,600 Nm (2,655 lbf.ft) まで、90度回転では
77,000 Nm (56,790 lbf.ft)まで。

IQML はIQMのリニア式バージョンで最大43 kN (9,667 lbf)まで
のスラストが得られます。

特殊設計

上記標準以外の特殊仕様の場合は、ロトルクまでご相談ください。

IQH	ハイスピード

IQH3相電動アクチュエータは、バックドライブなしの正座姿勢
で高速動作を実現致します。高速出力及び一般的な不可逆動作
によりセルフロックが可能となりました。

出力速度は最大259rpmで、トルクレンジは 
75 ～ 397 Nm (55 ～ 293 lbf.ft)です。

インテリジェント式電動アクチュエータ（マルチターン	&	リニア	）
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IQT	

IQT90°回転電動アクチュエータ（単相、3相、直流）は、オ
ンオフまたはインチング(S2 & S3 / Class A & B)向けで、 
1時間あたりの最大始動回数は1200回です。

出力トルクは50 ～ 3,000 Nm (37 ～ 2,214 lbf.ft)。

IQTM	モデユレーティング

IQTM 電動アクチュエータ（単相、3相、直流）は、 IQT の
モデユーレーティングバージョンで、毎時最大１800回(S4 / 
Class C)までのモジュレーティングが可能です。高速応答の
リモート制御回路により、高速制御が可能です。

出力トルクは50 ～ 3,000 Nm (37 ～ 2,214 lbf.ft)。

IQTN	コンパクト

QTN90°回転用電動アクチュエータ（単相、3相、及びDC）
は、スペースが限られている海上及び船舶での使用に適した
設計となっています。コンパクトな設計で、耐衝撃試験済み
です。詳しくは、カタログPUB002-012をご参照下さい。

A
ネジ式ライジン
グステム

L
リニア式ライジ
ングステム

B
回転式ノンライ

ジング

IQTF	フルターン	モデユレーティング

IQTF 電動モデユレーティングアクチュエータ（単相、3相、
直流）は、マルチターン及び出力上昇機能を有するだけに留
まらず、リニア及びダイレクトロータリ－出力も可能です。
また、特殊な高速スイッチング制御用入力端子を内蔵してお
りハードワイヤード制御が可能です。モジュレーティング
は、毎時最大1,800回 (S4 / Class C)まで。

IQTF の全データにつきましては、カタログPUB002-006をご
参照下さい。

A = トルク20 ～ 250 Nm (14.8 ～ 184.5 lbf.ft) 
B = トルク20 ～ 3,000 Nm (14.8 ～ 2,214 lbf.ft) 
L = スラスト 7.5 ～ 75.8 kN (1,693 ～ 17,036 lbf)

ドライブの出力は、アクチュエータのインターフェイス規格
基準、マルチターンの場合はEN ISO 5210に、リニア式の場
合は BS EN 15714-2に準じています。

IQT	バッテリーバックアップ

IQT、IQTM 、IQTF*は、内蔵のバッテリーか、あるいは外部の電源
供給器から24VDCの電源を供給できるため、電源喪失時の操作
が必要な場合に最適です。メインのAC電源喪失時に自動的に
直前位置まで戻るよう、あるいは、電源喪失時でも制御ができる
ようアクチュエータの動作を設定することもできます。

注意:  IQT3000 は非対応です。 
* 回転パターンに制限あり 
** 非防爆仕様のみ 

インテリジェント式電動アクチュエータ（マルチターン	&	リニア	）
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CK レンジのアクチュエータは、非危険区域の如何なるバルブにも
対応致します。危険区域向けのシンプルで丈夫なCKアクチュエー
タ、リモートスタータ付きアクチュエータ（CKアクチュエータ+外付
け Centronik モジュール）、精密なアクチュエータの状態表示、フィ
ードバック、制御を必要とする際に最適なスタータ内蔵インテリジ
ェントアクチュエータ（CKc）をご用意しております。

• マルチターン出力トルク：最大 10,800 Nm (8,000 lbf.ft)
• 90度回転用出力トルク：最大 205,600 Nm (151,600 lbf.ft)
• モジュールは、一般的な設計で在庫が手に入りやすく、バー

ジョンアップも容易
• 現場での配線が簡単なプラグ&ソケット接続

CK	モジュラー設計電動バルブアクチュエータ

• 電源消失時でもバルブの連続開度表示が可能
• Centronik モジュールのインテリジェントなCKcの場合は、

赤外線または Bluetooth® 無線通信（オプション）により非
貫通の設定が可能

• 弁軸上昇を受け入れる中空式出力機構
• 着脱可能なベース（オプション）
• モーター駆動から完全に独立した安全なハンドル機構
• IP68 (水面下8 m / 96 時間) の密封性が耐環境性能を高め

ています

詳しくは カタログ PUB111-001 をご参照下さい。

先進的モジュール	電動アクチュエータ

お客様側でのケー 
ブル配線

最高. 
100m

CK
レンジ

ExMax
レンジ

ExMaxレンジは、小型で頑丈な軽量タイプの電動90°回転用アク
チュエータで、ガス、霧、蒸気、埃が充満するExエリアでの使用に
適しています。

• 標準タイプ：オンオフ及びモデユレーティング
• 電源：24-240 V、 ACまたはV DC 
• 標準ISOフランジ対応
• 出力トルク：5 ～ 150 Nm (3.7 ～ 110.6 lbf.ft)
• 国際規格基準準拠の防爆仕様

防爆地域用90度回転用電動アクチュエータ

• UL及びCSA規格準拠の姉妹版あり
• 機械式位置表示
• フェイルセーフ（オプション）
• 防水保護等級IP66/67。ステンレス製ボディ (オプション)
• 温度: -40 ～ +50 °C (-40 ～ +122 °F) 

詳しくはカタログ PUB113-003 をご参照ください。
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• 小型設計で、良質の計器用空気が入手困難な危険区域での
使用に適しています

• 超省エネ設計。太陽光発電の用途にも適しています
• 単相及び DC（オプション）
• S9 Class D (EN15714-2) 準拠の連続無制限モジュレーティ

ング
• 抜群の正確性、反復性、分解能、頑健性
• コントロール弁、計量ポンプ、薬品注入ポンプ に最適
• 様々なデータロギング
• フェイルセーフ動作の設定が可能（オプション）
• アナログ、デジタル、またはネットワーク制御（オプション）

CVA
レンジ

高精度（リニア＆90度回転）モデュレーティングアクチュエータ	

• パックスキャン、HART、プロフィバス、ファンデーションフィ
ールドバス、モドバス対応

• ハードワイヤード制御（オプション）。
• 耐水保護等級IP68、NEMA 4 及び 6準拠、防爆仕様のカバー
• 本質安全防爆対応入出力ポート（オプション）
• Bluetooth 無線通信による非貫通設定または校正
• 手動駆動装置（オプション）
• CVL リニア: スラスト： 890～22,241 N (200 ～ 5,000 lbf)
• CVQ 90°回転: 出力トルク： 54.2～271 Nm (480～2,400 lbf.in)

詳しくは カタログ PUB042-001 をご参照下さい。

CMA
レンジ

コンパクト設計で、高品質の計器用空気が入手困難な危険区域
でもご使用頂けるアクチュエータです。モジュレーティングは負
荷定格75%で、最大始動回数は1時間あたり2000回です。コント
ロール弁、計量ポンプやドージングポンプ等の高要求の用途に
適しています。

• 電源喪失時の自動復帰オプション
• 単相または直流電源
• 高精度、繰り返し性、分解能、頑健性
• 超-省エネ設計。太陽光発電の用途にも適しています

マルチターン、90°回転及びリニア式アクチュエータ

• アナログ、デジタル、またはネットワーク制御（オプション）
• IP66 または IP67、NEMA 4、または防爆仕様（オプション）
• 手動駆動装置
• 現場での制御及び画面表示（オプション）
• リニア：スラスト最大 5,004 N (1,125 lbf)　　
• 90°回転：トルク最大 124 Nm (1,100 lbf.in) 
• マルチターン:定格トルクで最大 45 Nm (400 lbf.in)

詳しくは カタログ PUB094-001 をご参照下さい。

高精度インテリジェント式アクチュエータ（リニア	&	90度回転）
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ExCos モジュレーティングセンサー及び ExBin バイナリースイッ
チは危険区域での使用に適しています。パネルにモジュールを
追加設置する必要がなく、本質的安全配線を行う必要もありま
せん。また、別途、道具や計測器をご用意いただかなくても現場
で全パラメータの設定が可能です。圧力、デルタ圧力、温度、湿
度の検知・計測用センサー及びスイッチです。

• 動作温度： -20 ～ +50 °C (-4 ～ +122 °F)
• 計測圧力： 0～±7,500Pa
• 計測温度： -40 ～ +125 °C (-40 ～ +257 °F)
• 計測湿度： 0 ～ 100% rH　
• 直流電源
• ステンレススチール製ボディ（オプション）
• ATEX、IECEx、CSA、Inmetro、Kosha、EAC、その他規格に準拠
• 防水、防塵保護等級IP66、接続箱内蔵
詳しくは、カタログ PUB113-001 をご参照ください。 

ExCos/ 
ExBin
レンジ

HVAC	用防爆型センサー及びスイッチ

ExReg 制御システムはガス、霧、蒸気、埃が充満するEx区域で使用で
の使用に適しています。Ex-Maxアクチュエータと組み合わせて、流
量制御（VAV、CAV）、圧力、温度、湿度の閉ループ制御を行います。
• 動作温度： -20 ～ +50 °C (-4 ～ +122 °F)
• 計測差圧： 0 Pa ～ 300 Pa
• 計測温度： -40 ～ +125 °C (-40 ～ +257 °F)
• 計測湿度： 0 ～ 100% rH
• 単相または直流電源
• ステンレススチール製ボディ（オプション）
• ATEX、IECEx、CSA、Inmetro、Kosha、EAC、その他規格に準拠
• 防水、防塵保護等級IP66。一体型接続箱
• インテグラル型PIDループ
• 一般的な制御タスク向けに、予め定義されたパラメータを用意
• 危険区域でも現場での設定が可能
詳しくはカタログ PUB113-001 をご参照ください 。

ExReg
レンジ

HVAC	用防爆型制御システム

暖房・換気及び空調ソリューション-防爆対応アクチュエータ及び制御システム	

ExMax + LIN 及び ExRun 電動式リニアバルブアクチュエータは
ガス、ミスト、蒸気、埃が充満するEx区域での使用に適したアクチ
ュエータです。ExMax に、スプリングリターンの安全機能を有す
るLINを追加したバージョンです。
• スラストレンジ500 ～ 10,000 N (112 ～ 2,248 lbf)
• ATEX、IECEx、CSA、Inmetro、Kosha、EAC、その他規格に準拠
• スプリングリターン設定オプション（3秒、10秒、20秒）
• 制御モード: オンオフ、3ポジション（全開、全閉、中間）、モジュレ

ーティング（直流電圧0～10V、4～10ミリアンペア）*タイプによる
• 単相または直流電源
• 防水・防塵保護等級IP66 
• ステンレススチール製ボディ（ExMax のオプション）
• 温度: -40 ～ +50 °C (-40 ～ +122 °F)
• 追加オプション：調節可能な2接点式Ex-d補助スイッチ（取り

付けオプション：2パターン）、Ex-e端子箱、手動操作機構
詳しくはカタログ PUB113-001 をご参照ください。

ExMax+Lin/ 
ExRun
レンジ

リニア防爆型アクチュエータ
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• ストローク長：6” ～ 30” (152 ～ 762 mm)
• スラストレンジ：最大 27,335 N (6,150 lbf)
• モジュレーティング：毎時 2000回 
• HART 対応
• 使用温度範囲：-40 ～ 65 °C (-40 ～ 150 °F)
• スラストの自動リミットが可能
• セルフロック機構により定格スラストの影響を受けることな

く位置を保持
• ATEX 規格 LA-2520 に準拠
• 手動制御切り替え標準

詳しくはカタログ PUB045-002 を参照下さい。

• 機械式開度指示計（オプション）により電気機械式設定が可能
• 90°回転トルク:最大 350,000* Nm (258,147 lbf.ft) 
• マルチターントルク: 15 ～ 2,000 Nm (11 ～ 1,475 lbf.ft)
• 高精度のリニアストローク：7 ～ 200 kN (1,574 ～ 44,961 lbf)
• トルク及び開度の設定が可能
• 特許取得のプラネタリーギアシステム（95% を以上の高い機

械効率で加わるトルクを制御）
• 手動操作用ハンドホイール
• IP67 (IP68 はオプション) 及び防食性
• 電源電圧は3相 ～12 VDC (低パワー用)
*二次減速機またはレバーアーム使用

LA-2000 400
レンジ レンジ

過酷条件下用リニアアクチュエータ マルチターン、パートターン、リニアアクチュエータ

• 最大313°まで回転 
• トルクレンジ：最大 35,256 Nm (26,000 lbf.ft)
• Oリング材質のダブルシール構造
• 無制限連続モジュレ―ティング
• HART、プロフィバス、ファンンデーションフィールドバス
• 使用温度範囲：-40 ～ 85 °C (-40 ～ 185 °F) 
• トルクの自動リミットが可能 
• セルフロック機構によりスラストの影響を受けることなく位

置を保持
• 手動制御切り替え標準

 詳しくはカタログ PUB052-001 をご参照ください。

SM-6000
レンジ

過酷条件用ロータリーアクチュエータ

• トルクレンジ： 67 ～ 16,950 Nm (50 ～ 12,500 lbf.ft)
• 回転：90° ～ 120°
• モジュレーティング：毎時 2,000回 
• 手動制御切り替え標準
• トルクの自動リミットが可能
• セルフロック機構により定格スラストの影響を受けることな

く位置を保持
• AC電源（単相または3相）
• DC電源は1700シリーズのみ
• 使用温度範囲：-40 ～ 85 °C (-40 ～ 185 °F)

詳しくはカタログ PUB050-001 をご参照ください。

過酷条件用ロータリーアクチュエータ

1700/ 
5000
レンジ

特殊仕様電動アクチュエータ
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特殊仕様電動アクチュエータ

• トルク：最大 7,000 Nm 、スラスト：最大 1,115 kN　
• 端末カバーやケーブルグランドがなくても水の浸入を防ぎ、密

封状態を維持。ダブルシール構造で、防水保護等級 IP66また
は68（水深1.2mで48時間）

• あらゆるバルブに適合する標準配線
• 3相電源
• 取り付け用フランジ（スラストまたはノンスラスト）の寸法は

ISO が定めるバルブの規格に適合
• 各運動の終端位置でトルクリミットスイッチとポジションナー

が組み合わさった高度なカウンタースイッチ機構
• 内蔵スタータ及び制御回路オプション（ロトルクシンクロパック）
• ベースのオプションは各サイズ3パターン

詳しくは、カタログ PUB009-001 をご参照下さい。 

PAX1  は、フレキシブルな低電圧直流電源タイプのリニア式アクチ
ュエータです。最高速度毎分 60mm で移動するスラストロッドの
最大ストロークは 25mm、最大スラストは 2,890 N (650 lbf)です。
全製品とも、耐圧防爆仕様のケース入りでのご提供となります。

• IP定格は Type 4X 、Type 6P 、IP66 、IP68のいずれか
• FM規格認証取得の防爆仕様
• 温度範囲: -40 ～ +80 °C (-40 ～ +176 °F)
• 待機中の電力消費は1ワット以下の省エネで、辺境地での仕

様に最適
• 絶縁型 4-20 mA 位置フィードバック（オプション）
• 全体のストローク及びアラームの制限はユーザーによる設

定が可能

詳しくは、カタログ PUB136-001 をご参照下さい。 

NA, NE, ND シリーズ電動アクチュエータは原子力産業向けのア
クチュエータで、最新のプラントの仕様や、IEEE、RCCE 、 IEC等の
国際規格に準拠するよう設計され、試験されています。

ロトルクは国際監機関による監査を受け、認証を取得した原子
力向けアクチュエータのメーカ―です。ロトルク製の原子力向け
アクチュエータは全て、業界の厳しい品質基準に適合した設計
となっています。 

• 3 相 AC または DC 電源（オプション）
• 製品寿命：60 年、3000 回始動

Nuclear
レンジ

K (高トルク) PAX1
レンジ アクチュエータ

高トルク電動アクチュエータ 低電圧リニアアクチュエータ

原子力安全水準アクチュエータ

• データ取得用診断ポート
• 屋内及び屋外どちらでも使用可
• 視覚的表示
• 着脱可能なスラストベース
• プラグ&ソケット接続（オプション）
• トルクリミッターブレーキ（オプション）
• スラストコンペンセンタ（オプション）

詳しくはカタログ PUB004-001 をご参照ください。
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特殊仕様電動アクチュエータ

効率的でシンプルなギア構成の小型・軽量90°回転アクチュエ
ータで、開度指示計やLEDランプによる現場での開度指示が可
能です。

• オンオフ、手動制御、セルフロック機構、 ISO 規格準拠
• 現場での制御及び相順補正が可能
• トルクレンジ：35 ～ 650 Nm (25 ～ 480 lbf.ft)
• 幅広い電圧に対応
• 単相、3 相、DC 電源
• 耐水保護等級 IP68
• 高速運転バージョンあり
• オプション：	バス通信、アナログ制御及びフィードバック

詳しくはカタログ PUB008-001 をご参照下さい。

ROM
レンジ

90°回転用アクチュエータ

AWT
レンジ

A
レンジ

耐水性に優れた、電動機械式マルチターンアクチュエータです。

• トルクレンジ 
直動14 ～ 3,000 Nm (10 ～ 2,200 lbf.ft)  
90°回転：最大 250,000 Nm (185,000 lbf.ft)  
マルチターン：最大 40,800 Nm (30,000 lbf.ft)

• オイルバス潤滑、IP68 のダブルシール構造（オプション）
• 内蔵インテグラルモータ制御または外部MCC制御。必要に応

じて別々のモータ制御可能（シンクロセットアクチュエータ）
• 3相電源
• オンオフまたはモジュレーティング
• モジュレーティングシンクロセット（オプション）

詳しくはカタログ PUB005-001 を ご参照下さい。

防爆型の電動機械式マルチターンアクチュエータです。

• オプションのリモートスタータ”シンクロセット”
• 防爆仕様
• IP68
• トルクレンジ 

直動：14 ～ 3000Nm (10 ～ 2,200 lbf.ft) 
90°回転：最大 250,000 Nm (185,000 lbf.ft)  
マルチターン：最大 40,800 Nm (30,000 lbf.ft)

• オンオフまたはモジュレーティング

詳しくは、カタログ PUB003-001 をご参照下さい。

マルチターン	アクチュエータマルチターン	アクチュエータ

小型で電動機械式のQレンジ90°回転アクチュエータはIP68の
環境保護等級を有するアクチュエータです。

• トルクレンジ：40 ～ 406 Nm (30 ～ 300 lbf.ft)
• 強固でコンパクト、ダブルシール構造
• カム機構によるリミット調整
• 単相電源
• 船舶向けオプション
• 一般用途向けのシンプルな遠隔制御
• オプション：	バス通信、アナログ制御及びフィードバック

詳しくは、カタログPUB007-001をご参照下さい.

Q
レンジ

90°回転用アクチュエータ
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ロトルクフルードシステムズは、イタリア・スウェーデ
ン・イギリス・アメリカに製造工場を有しており、製品
の大量生産に貢献することで、お客様にスケジュール
どおりのプロジェクトの進行をお約束します。

ロトルクフルードシステムズでは、下記の製品を取り扱っています。

• 空気式ロータリー及びリニア式バルブアクチュエータ

• 油圧式ロータリー及びリニア式バルブアクチュエータ

• 電油式バルブアクチュエータ

• 海中用バルブアクチュエータ

• ベーン式空気圧アクチュエータ

• スマートバルブモニタリングシステム(SVM)

• 制御システム

主要研究拠点
ロトルクフルードシステムズ、世界中に研究開発拠点を有し、こ
れらの拠点はネットワークで繋がっています。 また、販売、サー
ビス、設置、コミッショニングのサポートにとどまらず、在庫を保
有し、各種アプリケーションや制御システムの設計も行っており
ます。

設計及び試験
ロトルクフルードシステムズ、世界中に専門の研究開発拠点を
有しています。これらの拠点は、独自のテストシステムをもつ検
査施設を併設しており、製品の適切な動作と生涯にわたる機能
性を保証しています。

弊社の検査システムには次のような特長がございます

• アクチュエータのフルストロークで駆動させ、あらゆる トル
クレンジについて静的・動的解析を実施

• 負荷、作動頻度、温度など様々なパラメータに ついて繰り返
し試験を実施

• 圧力、位置・開度及び温度パラメータを 自動または手動で
設定し、記録

• ろ過及び薬剤洗浄

• 最大 600,000 Nm (5,000,000 lbf.in) までのトルク試験

• 最大 10,000 kgf (22,046 lbf) までのスラスト試験

• 最高 12.0Mpa (1,740 psi) までの空気圧加圧

• 最高36.0Mpa (5,220 psi) までの水圧加圧

フルードパワーアクチュエータ及び制御システム

最高に幅広いラインナップの空
気式、油圧式、電油式アクチュエ
ータ。

オンオフ、ESD、HIPPS、保守 サー
ビス、特殊バルブアプリケーショ
ン向け高性能アクチュエータ。
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フルードパワーアクチュエータ

• 極めてコンパクトなスコットヨーク空気式アクチュエータ
• 複動またはスプリングリターン
• 安全性・利便性を追求したスプリングモジュール内蔵
• 出力トルク：4,400 Nm (38,000 lbf.in) まで
• バルブ取り合いは、ISO 5211/DIN 3337 に準拠
• IEC61508 準拠。SIL3 で単体使用可能
• PED 2014/68/EC に準拠
• ATEX 2014/34/EC に準拠 

詳しくはカタログ PUB014-001 (RC200ミリ)と PUB014-002 
(RC200 インチ)をご参照下さい。

RC200
RCI200
レンジ

小型スコッチヨーク式アクチュエータ

• 複動またはスプリングリターンによる空気式アクチュエータ
• 耐腐食性シリンダー
• EN60529 (1991) + (A1:2000) に準拠 。IP67M
• ATEX 2014/34/EC に準拠
• PED 2014/68/EC に準拠
• 出力トルク：4,500 Nm (39,800 lbf.in) まで
• IEC61508 準拠。SIL3 で単体使用可能。

詳しくはカタログ PUB013-001 をご参照下さい。

CP
レンジ

スコッチヨークアクチュエータ

• 複動及びスプリングリターン
• 押出加工を施したアルミニウムボディ。エンドキャップは鋳

造アルミニウム製
• 耐腐食性シリンダー及びニッケルメッキピニオン
• ISO 5211, EN 15714-3-4, NAMUR VDI / VDE 3845, に準拠の

機械インターフェース
• 出力トルク： 2.4 ～ 15,300 Nm (135,400 lbf.in) まで
• 供給空気圧： 0.2Mpa ～ 1.0 Mpa
• ATEX 2014/34/EC に準拠
• IEC 61508準拠。SIL3 で単一使用可能

詳しくはカタログ PUB110-001 (ミリ)とPUB110-002(インチ)をご
参照ください。

GT
レンジ

ラック&ピニオン式アクチュエータ

• 複動またはスプリングリターンの空気式アクチュエータ
• 電解研磨316Lステンレススチール製のボディ及びエンドキ

ャップ
• アルミニウム製のピストン。ステンレススチール製はオプシ

ョン
• ISO 5211、EN 15714-3-4、NAMUR VDI / VDE 3845 に準拠の

機械インターフェース
• 出力トルク： 2.4 ～ 1,190 Nm (10,170 lbf.in)
• 供給圧力： 0.2Mpa ～ 1.0 Mpa
• ATEX 2014/34/EU に準拠
• 開側・閉側の両側にトラベルストップあり

詳しくは、カタログ PUB0110-005 をご参照下さい。

GTS
レンジ

ラック&ピニオン式アクチュエータ
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フルードパワーアクチュエータ

• 複動またはスプリングリターンによる空気式、油圧式アクチ
ュエータ

• 無電解ニッケルメッキシリンダー（耐食性）、クロムメッキの
ピストンロッド

• ハンマーブロー機構と弁軸カップリングの設計可能
• スラスト：最大 5,000,000 N (1,124,000 lbf) まで
• ATEX 2014/34/EU に準拠
• PED 2014/68/EU に準拠

詳しくはカタログ PUB020-001 をご参照下さい。

CQ 内蔵型アクチュエータは、ヘリカル機構に基づいた完全同
心円設計で、ピストンの直線運動をバルブステムの90°回転運
動に変換する機能を擁しています。

• 耐水性に優れたボディで過酷条件向け
• 用途: SIL3、機能統合部, 安全部, 限られたスペース
• 空気式、油圧式、単動、複動
• トルク 150,000 Nm（1,300,000 lbf,in）まで (ご要望に応じて

それ以上も可)
• ストローク調整t 90°±5°
• 標準温度：-30 ～ 100 °C (-22 ～ 212 °F) 低温： -60 °C まで
• IP66M または IP68, PED, ATEX, IECEx, EAC に準拠

詳しくはカタログ PUB119-001 を参照下さい。

CQ
レンジ

LP/
LH
レンジ

リニアアクチュエータ

コンパクト90度ターン内蔵型アクチュエータ

• 複動またはスプリングリターンによる空気式及び油圧式ア
クチュエータ

• 耐腐食性シリンダー
• EN60529 (1991) + (A1:2000) に準拠。IP67M 
• ATEX 2014/34/EC に準拠
• PED 2014/68/EC に準拠
• トルク出力： 600,000 Nm (5,000,000 lbf.in) まで
• IEC 61508 準拠。SIL3 での単体使用可能

詳しくはカタロ PUB011-001 をご参照下さい。

GP/
GH
レンジ

過酷条件下用スコッチヨークアクチュエータ
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フルードパワーアクチュエータ

• 油圧式手動切り替え機構標準搭載
• 双方向スピード制御標準
• IP67M (EN60529:1991 + A1:2000) に準拠
• ATEX 2014/34/EU に準拠
• PED 2014/68/EU に準拠
• 出力トルクは最大 600,000 Nm (5,000,000 lbf.in) まで

詳しくは、カタログ PUB016-001 fをご参照下さい。

HPG
レンジ

• 低/高圧制御ロジックオプション
• 油圧手動切り替え標準装備
• 双方向スピード制御標準
• PED または ASME 準拠のガス/オイル、動力ガス貯蔵タンク
• IP67M (EN60529:1991) + A1:2000) に準拠
• ATEX 2014/34/EU に準拠
• PED 2014/68/EU
• 出力トルクは最大 600,000 Nm (5,000,000 lbf.in) まで

詳しくは、カタログ PUB017-001 をご参照下さい。

GO
レンジ

ガスオーバーオイルアクチュエータ 直動式高圧ガスアクチュエータ

ロトルク ELB（電子線破損検出システム）は絶えずパイプライン
の圧力を監視しており、バルブアクチュエータが自動的に緊急
位置まで移動するよう設計されています。

• リアルタイムクロックを利用した様々なデータロギング
• ロトルク Bluetooth® 設定器またはパソコン（ロトルク

insight2 使用）による設定やデータ検索が可能
• 「開」「閉」「そのまま」の3パターンのフェイルセーフ動作の

設定が可能
• 手動リセット（オプション）
• 開閉、ローカル/リモート、停止を現場で制御可能
• ハードワイヤー接続または「モドバス」というシリアル通信 

プロトコルを用いた遠隔制御

詳しくは、カタログ PUB127-001 をご参照下さい。

ELB

パイプライン圧力監視システム
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フルードパワーアクチュエータ

• 複動またはスプリングリターン
• 鋳鉄製のボディで、出力トルク最大 3,400 Nm (3,000lbf.in) 

の 過酷条件用油圧式アクチュエータ
• 耐腐食性無電解ニッケルめっきシリンダー
• バルブ取り合いは ISO 5211 DIN 3337 に準拠
• IP67M (EN60529:1991 + A1:2000) に準拠
• PED 97/23/EC に準拠
• IEC 61508、SIL3 での単体使用可能
• ATEX 2014/34/EU に準拠

詳しくは、カタログ PUB019-004 をご参照下さい。

RH
レンジ

過酷条件下用ラック&ピニオン式アクチュエータ

• 油圧複動式アクチュエータ
• バランスのとれた小型設計
• IP68 準拠の完全密封防水仕様
• 冗長型ピストンシール付き無電解ニッケルめっき シリンダー
• 精密機械加工ラック&ピニオン機構で、逆転せず位置を保持
• メス型の入力シャフトで、バルブの突き出し部に 直付け可能
• トルク出力は最大 5,650,000 Nm (50,000,000 lbf.in)
• 供給圧力は20.7Mpa (3,000 psi) まで

詳しくは、カタログ PUB019-009 をご参照下さい。

RHQ
レンジ

超過酷条件下用ラック＆ピニオン式アクチュエータ

4P空気式アクチュエータ:	可逆式ベーンモータ内蔵で  
0.2Mpa ～ 0.7Mpa までの幅広い供給圧力に対応.
4H油圧式アクチュエータ: 可逆式ベーンモータ内蔵で  
3.0Mpa ～ 12.0Mpa までの幅広い供給圧力に対応
• 90°回転トルク:最大 450* Nm (332 lbf.ft)　 

マルチターントルク: 30 ～ 8,000* Nm (22 ～ 5,900 lbf.ft) 
リニアスラスト: 12 ～ 200* kN (2,697 ～ 44,961 lbf)

• 機械式ポジションインジケータ, リミット, トルク及びポテン
ショメータ (4-20 mA オプション)

• 加わるトルクを高効率で（95% 以上）制御するPTCS特許の
プラネタリーギア

• 本質的安全機械式トルクリミッタ
• IP67/IP68 準拠。ATEX準拠はオプション。
• 手動操作: モーター駆動優先
* 二次減速機使用

4P / 4H
レンジ

マルチターン空気式/油圧式アクチュエータ

• 空気式または油圧式
• トルク出力は、最大 800 Nm (7,080 lbf.in)
• 柔軟性に富んだ モジュールシステム
• 過酷環境向けの強固な設計も可能

詳しくは、カタログ PUB025-002 fをご参照下さい。

Twin 
Power
レンジ

機械式フルードパワーステッピングアクチュエータ
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フルードパワーアクチュエータ

• 複動またはスプリングリターンの空気式アクチュエータ 
• 小型で側面荷重がなく、最大 18,300 Nm (155,000 lbf.in) ま

で安定したトルクが得られます
• IP66M または IP67M、NEMA 4 または 4X に準拠
• CE マーク認証取得。ATEX 2014/34/EU に準拠
• ANSI / AWWA C540-02 及び C541-08 に準拠
• 制御用アクセサリの取り付け寸法は VDI / VDE 3485 に準拠
• モジュレーティング精度：0.25% 以上
• 1サイクルあたりの所要時間が短く、何百万回もの運転が可能

詳しくは、カタログ PUB097-001 をご参照下さい。

直接差し込み式で既存のダンパードライブの取り外し寸法に適合

• ロータリーまたはリニア式あり
• トルク出力は、最大 28,201 Nm (250,000 lbf.in)
• 実測3～5秒の高速運転
• 高温仕様は、最高 149 ℃ (300 °F)まで
• 高精度及び高応答性
• 安全設計で過酷環境下での使用可
• 100% デュティーサイクル
• 制御オプション: Profibus®, HART® 、Foundation Fieldbus® 

bus による制御.空気式, アナログ式/デジタル式ポジショナー

詳しくは、カタログ PUB000-062 をご参照下さい。 

K-TORK
レンジ

TYPE K
レンジ

ダンパードライブベーン式アクチュエータ

複動式で、幅広い調整が可能なクッション付きメトリックシリンダ
ーです。VDMA 24562 及びBS ISO 6431基準に準拠しており、小型
で信頼性の高いデザインを特徴とする空気式シリンダーです。MP
レンジは胴体部分が梯型で、MRレンジは一般的な円型です。
• 動作圧力: 

標準　0.05Mpa ～ 1.0Mpa (7.25 ～ 145 psi)  
最高　0.05Mpa ～ 1.2Mpa (7.25 ～ 174 psi)

• スラストレンジ: 68 ～ 10,421 N (15 ～ 2,343 lbf)
• 温度範囲: -10 ～ +85 °C (14 ～ +185 °F)
• 磁石内蔵ピストン（オプション）
• 調節可能なエアクッション
• 取り付け用アクセサリが充実
• カスタマイズ設計対応可
詳しくは、カタログ PUB117-014 をご参照下さい。

MP / MR
レンジ

空気式シリンダー
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スキルマチック	SI	
3ジェネレーション
レンジ

制御部内蔵型インテリジェント電油式アクチュエータ「スキルマ
チックSI」レンジは、開度指示や位置制御における今日の制御と
安全性へのニーズに応えた設計となっています。バルブの位置、
圧力、診断、故障表示のディスプレイが大きいのが特徴で、アク
チュエータの設定時やデータのダウンロード時には Bluetooth®
通信を使用します。

• 電源：単相、3相、または 24 VDC
• フェイルセーフによる開閉 、または直前位置でのロック 
• スプリングリターンまたは複動
• リニアスラスト: 1.7 ～ 5,500 kN (382 ～ 1,236,000 lbf) 

90°回転トルク: 65 ～ 500,000 Nm (575 ～ 4,425,000 lbf.in)
• ステッピング機構と内蔵のフロー制御バルブ（オプシ によ

りスピード制御可能 ョン）
• 部分ストロークテスト(PST)の設定が可能

• ソレノイド設定オプションでESD/PSDの単相、複相入力が
可能

• 位置制御オプション：入出力 4-20 mA 分解能：0.3%
• パックスキャン, プロフィバス, モドバス, ハート、及び ファン

デーションフィールドバス
• データロガーは最大3000件まで記録可能
• 故障表示とアラームの出力設定可能
• 防水・防爆仕様。Exdb IIB & IIC T4 –ATEX, IEC、EAC に準拠
• TÜV 認証の機能的安全性。安全度水準はIEC 61508:2010

準拠
• 動作温度：-50 ～ +70 °C (-58 ～ +158 °F)

詳しくは、カタログ  PUB021-064 をご参照下さい。

フルードパワーアクチュエータ

• 内蔵の低圧電油式制御機構で電気的に 動作する自己完結型
• 特に、緊急遮断を必要とする場合のオンオフ制御向け
• フェイルセーフ時の開閉動作はスプリングリターン
• 単相フェイルセーフソレノイド
• 電源：単相, 3相 、24 VDC
• トルク出力は、最大 4,400 Nm (39,002 lbf.in) まで
• 防水・防爆仕様
• ダブルシール構造の制御機構。端子収容部とケーブルグラン

ド収容部は独立した構造。
• 調節可能な無電圧電動機械式リミットスイッチ

詳しくは、カタログ PUB021-019 及び PUB021-020   
をご参照下さい。

スキルマチックSB
レンジ

電油式アクチュエータ

小型電油式アクチュエータ
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フルードパワーアクチュエータ

レンジ

ACS レンジのモジュレーティングアクチュエータは、コスト効率 
が良く、コントロール弁やチョーク弁のポジショニングに適して
います

• 複動、単動、90°回転オプションの全特徴を生かして開閉
速度を向上

• 遠隔からステッピング機能の有効/無効切り替え可
• 信頼性の高い動作でランニングコストを削減
• 小型設計により据付け費用を削減
• メンテナンス費用が低額

詳しくは、カタログ PUB025-004 をご参照下さい。

ACS

制御及びチョ-クバルブアクチュエータ

連続モジュレーティング制御用のアクチュエータシステムで、開
度表示においては過去最高の精度をほこります。リアルタイムの
速度調整が可能で、シンプルかつ信頼性の高い油圧回路を有し
ています。また、技術者が扱い易い電子機器であるため、設定と
操作が簡単です。VSD は、最小の中断時間と最短の復旧をお約束
し、パイプライン建設産業に、業界最高の効率性を提供致します。

• 位置精度：最高 0.1%
• フル定格出力で無制限のモジュレーティング
• 速度調節可能
• 位置のセルフロックが可能
• フェイルセーフ開閉
• 単相または3相電源
• NEMA 4X または Class 1 Div 1 準拠のエンクロージャー
• 制御装置は現場または遠隔から取り付け可

詳しくは、PUB062-003 をご参照下さい。

VSD
レンジ

連続デューティモジュレーティング制御システム

• 手動駆動式。スプリングリターン式フェイルセーフ動作
• コストパフォーマンスが良く、作動頻度の低いバルブや ダン

パーに最適
• 防水または防爆仕様
• オプションが豊富で様々な設定が可能

詳しくは、カタログ PUB134-001 をご参照下さい。

制御部内蔵型	
油圧式

制御部内蔵型フェイルセーフアクチュエータ
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フルードパワーアクチュエータ及び制御システム

アクチュエータ/バルブには必ず何らかの制御機構が必要です。
ロトルクは、フルードパワー制御システムの設計と、その構築経
験により、お客様のオンオフ、モジュレーティング、または ESD 

（緊急遮断）のいかなるご要望にもお応えできます。制御部は、
パネルに取り付けることもキャビネットに収納することもできま
すし、アクチュエータ本体やアクチュエータから離れた場所にも
設置することもできます。

ロトルクは、リミットスイッチ、急速排気弁、空気圧/油圧連結管、
シャトル弁、安全システム、トルクリミットなどを独自に設計し、
業界屈指のサプライヤーを通して提供しています。

制御システム

ヒラーレンジには、ロータリー用またはリニア式の空気式/油圧
式アクチュエータがあり、それぞれ複動式とスプリングリターン
式をご用意しております。また、特殊なリニア式油空圧アクチュ
エータもご用意しており、非常に精度の高いスピード制御が可
能です。

当シリーズの品質は 10 CFR 50 APP B, 10 CFR 21,  ANSI N45.2
に従って保証されており、NUPIC と NUPIC による 監査を受けて
います。 

また、環境保護及び耐震面では、IEEE 323、344、382 に合格して
います ヒラー製品に関しては、安全関連の用途向けに10,000以
上の 予備パーツをご用意しております。

詳しくは、カタログ PUB068-001 をご参照下さい。

ヒラー
レンジ

フルードパワー原子力用途向け

• 油圧油量：19 ～ 7,570 リットル 
(5 ～ 2,000 U.S. ガロン)

• 動作圧力は最大 34.5Mpa (5,000 psi)
• 流量定格：最大 3,785 lpm (1,000 U.S. gpm)
• 電気的分類: NEMA 4, 4x, 7 または同等の CSA あるいは

ATEX 定格
• 用途ごとの特殊要求を満たすカスタマイズ設計も 可能
• 現場調査から設計、加工、テスト、設置、起動に至るまで一

貫して責任を持って対応。
• 業界屈指の洗練された指導書及びサービスマニュアル

詳しくは、カタログ PUB062-001 をご参照下さい。

HPU
レンジ

油圧式パワーユニット
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• フルードパワーアクチュエータ及びオンオフ弁に対応
• 安全区域向け、危険区域向けあり
• 総合的で汎用性の高い部分ストロークテストを実施－全最

終エレメントについて試験済み
• バルブ性能のデータロギングにより状態診断及び予防メン

テナンスが可能
• あらゆる SIL 定格で使用可能
• DSC または ESD といった一般的な制御システムとインター

フェースで接続可能
• 最終エレメントの SIL 検証性能を改善

詳しくは、カタログ PUB026-001 をご参照下さい。

SVM
レンジ

フルードパワアキチュエータ及び制御システム

スマートバルブモニター(SVM)

海中向けシリーズとして、回収可能/不可能のどちらのアプリケー
ションにも対応できるアクチュエータや減速機を取りそろえてお
ります。ロトルクは、海中アプリケーションを熟知しており、海中ア
プリケーションの過酷な条件と厳しい要求を満たす海中向け製
品を提供しています。

• 油圧式90°回転及びリニア式海中用アクチュエータ（複動ま
たはスプリングリターン）

• 海中または飛沫帯用
• 回収可能/不可能用
• 様々なオプション
• 水深 2500メートルまでの地点に設置可能（1992 年開発）
• SVM 部分ストロークテスト

詳しくは、カタログ PUB022-001 をご参照下さい。

海中向け
シリーズ

Masso レンジには、アクチュエータやバルブ遠隔制御システム
(VRCS)の専門設計、加工、そしてインストールにおいて 80 年以
上の経験があり、海洋産業や海洋開発産業に、安全性最重視の
油圧式、電油式製品を提供致します。

CRCS	–Masso レンジの油圧式バルブ遠隔制御システムは従来
の油圧システムと先進的な通信技術を組み合わせたシステム
です。

ADCS	–Masso レンジの電油システムは、フレキシブルな制御ソ
リューションを提供し、世界中の造船所や船舶所有者にアドバ
ンテージをもたらすシステムです。

両システムともほとんどの総合オートメーションシステム(IAS)に
対応しています

詳しくは、カタログ PUB121-001をご参照下さい。

Masso
レンジ

バルブ遠隔制御システム	(VRCS)海中用アクチュエータ
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ロトルクギアズは、世界のバルブおよびアクチュエー
タ産業に減速機・アダプター・アクセサリを提供する
トップメーカーであり、イギリス・オランダ・イタリア・
中国・アメリカ・インドに工場を有しています。

ロトルクギアズは下記製品を提供しております:

• 手動及び電動式マルチターン減速機

• 手動及び電動式 90°回転用減速機

• ウォームギア 90°回転用減速機

• 海中向け 90°回転用減速機

• 手動 90°回転用減速機

• 取り付けキット及びアクセサリ

技術と役割
ロトルクギアズは、ロトルクグループの高品質な製品と充実した
購入後サポートを生かし、個々のお客様のニーズに合った革新
的なソリューションを提供しています。

弊社は、世界トップクラスの設計技術を有しており、国内及び国
際基準を満たす、あるいはそれ以上の製品を製造、提供してい
ます。 高度な応用技術、継続的な原材料検査並びに完成品の
製品寿命試験、これらにより弊社製品の品質の高さが証明され
ています。

試験施設
ロトルクギアズは、製造拠点に試験施設を有しており、マルチタ
ーン減速機や90°回転用減速機のトルク試験、製品寿命試験、負
荷耐性試験及び耐環境試験などの動作試験を行っています。

信頼性と品質保証
ロトルクは、お客様のニーズやご要望を的確に理解し、お客様
の期待を超える製品やサービスを提供することに尽力していま
す。ロトルクギアは、 BS EN ISO 9001 を満たす品質管理システ
ムを擁しています。

ロトルクギアズは下記の事項をお約束します:
• お客様の”満足”を通してビジネスで成功を修めること

• 組織内でお客様ニーズを促し正確に把握すること

• 継続して製品及びお客様サービスの改善を行うこと

• 継続的に改善を行い、品質を全従業員の成果と責任におけ
る基本部分とみなし、品質主義文化を構築すること

減速機及びアクセサリ

海中や原子力施設などの厳しい
環境にも耐え得る減速機

バルブ及びアクチュエータ産業向
けの取り付け用ブラケット、拡張
シャフト、台座及びアクセサリ
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90°回転用ギア

242
レンジ

232
レンジ

AB
レンジ

90°回転用ウォームギア減速機ウォームギア減速機

90°回転用ウォームギア減速機

90°回転用232減速機はアルミダイキャストのボディで空調設
備、防火など一般的な産業用途向けに設計されています。

トルクレンジ：最大 1,500 Nm (1,106 lbf.ft).  
7種類のサイズ展開。ギア比：37:1～45:1.

• 軽量
• 強固な構造
• 着脱可能なドライブスリーブ
• IP65
• 高圧アルミダイキャスト製ボディ
• 保護付き入力シャフト

詳しくは、カタログ PUB034-001 をご参照下さい。

242 シリーズは、強固で軽量な鋳鉄製のボディで、低トルク手動
操作向けの90°回転用減速機です。ボール弁、プラグ弁、バタフ
ライ弁への使用に適しています。

トルクレンジ：最大 2,100 Nm (1,549 lbf.ft).  
6 種類のサイズ展開。ギア比：40:1 ～ 60:1.

• ウォームギア
• 手動駆動
• 最新の解析設計ツールによる設計

詳しくは、カタログ PUB099-001 をご参照下さい。

90°回転用 AB 減速機は鋳鉄製のボディで、水処理、ガス、化学、
電力及び高要求の産業用途で使用されるボール弁、プラグ弁、
バタフライ弁に適しています。
トルクレンジ：最大 32,000 Nm (23,600 lbf.ft).  
15種類のサイズ展開。ギア比： 34:1 ～ 729:1.

• 鋳鉄製
• アキシャルニードルベアリング使用
• 強固な構造であらゆる環境に対応
• IP67
• オプション: ステンレススチール製入力シャフト、ダクタイル

鉄製、IP68 準拠、AWWA 規格準拠、あらゆる使用環境向
け、南京錠つきハンドホイール、リミットスイッチ、高温/低温
仕様、埋め込み設置サービス

詳しくは、カタログ PUB033-006 をご参照下さい。

QTW150
レンジ

手動90°回転用減速機

強固で丈夫な減速機で、水道及びガスパイプライン市場向けに
設計されています。

トルクレンジ：最大 150 Nm (111 lbf.ft). ギア比：40:1.

• 出力フランジ F05 / F07
• 孔径Ø 22 mm
• セルフロック式ギア機構
• 密封度IP65以上
• 標準温度範囲： -20 ～ +120 °C (-4 ～ +250 °F)
• 南京錠付き（オプション）

詳しくは、カタログ PUB131-001 をご参照下さい。
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90°回転用ギア

MOW
レンジ

ウォームギア減速機

トルクレンジ：最大 850,000 Nm (626,890 lbf.ft). 
21 種類のサイズ展開。ギア比：40:1 ～ 9,600:1.

• 入力レデューサとの組み合わせにより様々なギア比の選択
が可能

• 高い効率性
• 着脱可能なドライブスリーブ
• IP67
• アンギュラーコンタクトベアリング使用
• オプション: ダクタイル鉄製、IP68、AWWA規格準拠、あら

ゆる環境向け、高温/低温仕様、南京錠施錠式ハンドホイー
ル、リミットスイッチ、レバーアーム、90°回転ナット、埋め込
み設置サービス

詳しくは、カタログ PUB028-001 をご参照下さい。

鋳鉄またはダクタイル鋳鉄製の
90°回転用ウォームギア減速
機は丈夫な設計で、水・浄水、
ガス、化学薬品、電力並びに一
般産業用途で使用されるプラグ
弁、ボール弁、バタフライ弁に
適しています。

過酷条件向け90°回転 モジュレーティング減速機で コントロー
ル弁への使用に適しています。
トルクレンジ：最大 47,000 Nm (34,500 lbf.ft). 
9 種類のサイズ展開。ギア比：40:1 ～ 3,000:1.

• 毎時 1,200 回まで
• 下地処理及び研磨処理されたウォームシャフト
• アルミブロンズ製ウォームホイール
• スパーギアの入力レデューサとの組み合わせにより、様々な

ギア比の選択が可能
• アンギュラーコンタクトベアリング使用
• 着脱可能なドライブスリーブ
• オプション:	あらゆる使用環境向け.

詳しくは、カタログPUB085-006をご参照下さい。

IW

IW

レンジ

レンジ

電動式90°回転用減速機

手動90°回転用減速機

プラグ弁、ボール弁、バッテリー弁、パワー及びプロセスダンパ
ーの電動操作向け90°回転用減速機です。

トルクレンジ：最大 2,000 Nm (1,475 lbf.ft). 
4 種類のサイズ展開。ギア比：34:1 ～ 200.7:1.

• 対応アクチュエータ：電動式。重量は 46 kg (101 lbs) まで 
運転速度 は 96 rpmまで

• 入力フランジ: F/FA10
• ダクタイル鉄製のボディ＆スチール製保護付き入力シャフト
• アキシャルスラストベアリング使用
• 着脱可能なインサート
• IP67 及び ATEX 認証取得
• オプション: 高温/低温仕様、ISO 10497 準拠のファイルセー

フ IP68 海中向け、埋め込み設置サービス
詳しくはカタログ PUB123-004 をご参照下さい。

ABM
レンジ

電動式90°回転用減速機

IWレンジは、全て鋳鉄またはダクタイル鋳鉄製の丈夫な設計で、
水・浄水、ガス、化学薬品、電力並びに一般産業用途で使用される
プラグ弁、ボール弁、バタフライ弁に適しています。

トルクレンジ：最大 850,000 Nm (626,890 lbf.ft). 
21 種類のサイズ展開。ギア比： 40:1 ～ 9,600:1.

• 入力レデューサとの組み合わせにより様々なギア比の選択が可能
• 高い効率性
• アンギュラーコンタクトベアリング使用
• 着脱可能なドライブスリーブ
• IP67
• オプション: ダクタイル鉄製、IP68、AWWA規格準拠.、原子

力向け、あらゆる使用環境向け、高温/低温仕様、レバーアー
ム、90°回転ナット、埋め込み設置サービス

詳しくは、カタログ PUB028-001 をご参照下さい。
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90°回転用ギア

316 ステンレススチール製ボディの90°回転用ギア減速機は過
酷条件向けで、水、ガス、薬品関係、電力産業における腐食環境
下のプラグ弁、ボール弁、バッテリー弁に最適です。

トルクレンジ：最大 125,000 Nm (92,195 lbf.ft). 
2  種類のサイズ展開。ギア比：最大 3,795:1.

• ウォームギア
• 手動、電動アクチュエータどちらにも据付け可
• 316 ステンレススチール製ハウジング
• 316 ステンレススチール製入力シャフト
• ステンレススチール製ネジ止め

詳しくは、ロトルクギアまでお問い合わせ下さい。

316 ステンレススチール製ボディの90°回転用減速機は過酷条
件向けの減速機で、水、ガス、薬品関係及び電力産業における
腐食環境下のプラグ弁、ボール弁、バタフライ弁に最適です。

トルクレンジ：最大 26,000 Nm (19,177 lbf.ft). 
14 種類のサイズ展開. ギア比： 37:1 ～ 592:1.

• ウォームギア
• 手動駆動
• 316 ステンレススチール製ハウジング
• 316 ステンレススチール製入力シャフト
• 316 ステンレススチール製ネジ止め

詳しくは、カタログ PUB100-001 をご参照下さい。

原子力施設のプラグ弁、ボール弁、バタフライ弁への 使用に適
した過酷条件向け90°回転用減速機です。 IEEE 規格 382 の仕様
及び 10CFR50 の品質基準を上回るよう 設計されています。屋
内及び電動での使用については全項目試験済みですが、屋外
及び手動でもご使用頂けます。

トルクレンジ：最大 48,809 Nm (36,000 lbf.ft). 
7 種類のサイズ展開。ギア比： 40:1～ 70:1

• ダクタイル鋳鉄製のボディ
• Oリング材質のバイトン
• 金属製ベアリング使用
• 原子力グレードグリース

詳しくは、カタログ PUB027-003 をご参照下さい。

IWN

WG-SSAB-SS

レンジ

レンジレンジ

原子力定格ウォームギア減速機

ステンレススチール製減速機ステンレススチール製減速機

242P
レンジ

原子力定格手動ウォームギア減速機

242Pは、原子力安全関連のシリーズの減速機で、屋外及び手動
での使用に関して認証を取得しています。ボール弁、バタフラ
イ弁、プラグ弁、その他あらゆる90°回転バルブの操作に適して
います。

トルクレンジ：最大 1,000 Nm (8,851 lbf.in). 
5 種類のサイズ展開。ギア比： 40:1 ～ 60:1

詳しくは、カタログ PUB105-001 をご参照下さい。
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90°回転用ギア

ILG-D 減速機は複動型空気式アクチュエータ用の90°回転減速
機で、アクチュエータの手動切り替え装置として使用されます。

トルクレンジ：最大 17,000 Nm (13,000 lbf.ft). 
9 種類のサイズ展開。ギア比：35:1 ～ 468:1.

• 保護付き入力シャフト
• 鋳鉄製ボディ
• アキシャルニードルベアリング使用
• IP65
• オプション:	高温/低温仕様。ISO 準拠のドライブカップリン

グ 空気自動排出用電磁弁、IP67 準拠

詳しくは、カタログ PUB038-001 をご参照下さい。

ILG-S 減速機はスプリングリターン空気式アクチュエータ用の
90°回転減速機で、アクチュエータの手動切り替え装置として使
用されます。

トルクレンジ：最大 32,000 Nm (23,600 lbf.ft). 
10 種類のサイズ展開。ギア比：34:1 ～ 729:1

• 保護付き入力シャフト
• 鋳鉄製ボディ
• アキシャルニードルベアリング使用
• IP65
• オプション: 高温/低温仕様。ISO準拠のドライブカップリング

詳しくは、カタログ PUB039-004 をご参照下さい。

マスターギアSDは、手動操作対応の大型減速機で、最大級
の大きさの空気式アクチュエータに取り付けることができ
ます。

• トルクレンジ：17,100 ～ 203,000 Nm 
(13,000 ～ 149,725 lbf.ft)

• IP67または IP68
• カバーやベースフランジのサイズ展開が豊富で 

様々なアクチュエータに適合
• セルフロック機構。高い効率性
• オプション: ステンレススチール製。耐火仕様。ATEX 及び 

GOST 準拠、あらゆる使用環境向けオプション

詳しくは、ロトルクギアまでお問い合わせ下さい。

90°回転用 WGS 減速機は、過酷条件かつあらゆる深さの海中
用に最適な材料が使用されており、非常に過酷な環境下で必要
とされる最高レベルの信頼性を提供致します。減速機は、圧力
を均衡にし、深度を問わず機能するよう膜タイプまたはピストン
タイプの圧力補正機構を備えています。

トルクレンジ： 2,200 ～ 500,000 Nm (1,623 ～ 368,800 lbf.ft).

• ウォームシャフトはペーパーローラーベアリングで支えられ
ています

• 高強度合金ウォームスクリュー
• 垂直または水平方向による炭素鋼ROV入力 (class 2 ～ 7)
• ストローク: 0～90° (± 5°調節可)

詳しくは、カタログ PUB036-001 をご参照下さい。

ILG-D ILG-S
レンジ レンジ

WGS
レンジ

海中向け90°回転用減速機90°回転用減速機（手動切り替え用）

90°回転用減速機（手動切り替え用） 90°回転用減速機（手動切り替え用）

Mastergear SD 
レンジ
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90°回転用ギア

FB レンジの90°回転用鋳鉄製減速機は、監視用電気回路への
組み込み用リミットスイッチを内蔵しており、スプリンクラー等
の防火システムへの使用に適しています。また、UL 1091の仕様
とFM1112の認証基準を満たすよう特別に設計され、試験され
ています。

トルクレンジ：最大 1,000 Nm (737 lbf.ft).  
5 種類のサイズ展開。ギア比： 40:1 ～ 60:1.

• ウォームギア
• 手動駆動
• 定格の3倍の過負荷にも耐えうる耐久性
• 1,000 サイクル

詳しくは、カタログ PUB093-001 をご参照下さい。

FB
レンジ

ウォームギア減速機

ABLX (FM-UL)

レンジ

ABLX レンジは、鋳鉄製の90°回転用減速機で、遠隔からの開度
指示用にリミットスイッチを内蔵しており、防火用途に適してい
ます。

トルクレンジ：最大 1,620 Nm (1,196 lbf.ft).  
4 種類のサイズ展開。ギア比： 34:1 ～ 40:1.

• 鋳鉄製ボディ
• 強固な構造
• 着脱可能なドライブスリーブ
• IP67
• 種類の異なる開度指示計取り付け可
• FM/UL/APSAD 規格準拠の用途向け

詳しくは、ロトルクギアまでお問い合わせ下さい。

90°回転用ウォームギア減速機

232LX
レンジ

232LX は、鋳造アルミニウム製の軽用途向け90°回転減速機で、
遠隔からの開度指示用にリミットスイッチを内蔵しており、防火
用途に適しています。

トルクレンジ：最大 500 Nm (366 lbf.ft).  
2 種類のサイズ展開。ギア比： 37:1 ～ 45:1.

• 高圧アルミニウム鋳造のハウジング及びステンレススチール
製の入力シャフト

• 軽量
• 腐食環境での使用に最適
• IP65
•  着脱可能なドライブスリーブ
• 粉末コーティング
• 種類の異なる開度指示計取り付け可

詳しくは、ロトルクギアまでお問い合わせ下さい。

90°回転用ウォームギア減速機

BR シリーズ減速機は高品質の鋳造アルミニウム銅とステンレス
スチールから製造されています。道路塩、滞り水、温度上昇が常
態化した腐食性のマンホールやボールト蒸気配管下のバルブ
の使用寿命を延長致します。

トルクレンジ：最大 7,000 Nm (5,163 lbf.ft).  
3 種類のサイズ展開。ギア比： 34:1 ～ 217:1.

• 温度範囲：最高 +200 °C (+392 °F) 

詳しくは、カタログ PUB128-001 をご参照下さい。

BR
レンジ

銅製ウォームギア減速機
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90°回転用ギア

レバー
アーム

ウォームギア減速機からダンパースピンドルに90°回転運動を
伝達するためのレバーアームです

• IW	レンジオプション:	IW 及び MTW レンジの全減速機共通
オプション

詳しくは、カタログ PUB063-034 をご参照下さい。

レンジ

ダンパー操作用レバーアーム	

レンジ

AB-AWWA レンジは、AWWA 規格 C504 準拠のバタフライ弁や
C517 準拠のプラグ弁の手動駆動に適しています

トルクレンジ：最大 2,000 Nm (1475 lbf.ft).  
ギア比： 34:1 ～ 48:1.

• グリースが90%充填されており、グリースアップ不要。完全密封。
• 自己潤滑性スリーブベアリング
• 標準温度範囲： -20 ～ +120 °C (-4  ～ +250 °F)
• 据え置きまたは埋め込み設置サービス
• 負荷定格 300 lbf.ft 
• オプション:	ステムエクステンション、スクエアねじ、南京錠、 

NAMUR 準拠 & Westlock 社製開度指示計取り付けキット、 
高温/低温仕様、製品試験結果開示サービス、負荷定格  
450 lbf.ft (AB550AW は非対応).

詳しくは、カタログ  PUB033-010 をご参照下さい。

90°回転用ウォームギア減速機

AB-AWWA (C504 and C517)

レンジ

• 漏出検出機能が加わった新型高性能減速機です
• 業界最先端の技術により、バルブ操作器を使用しての漏出

検知が可能
• 漏出制御の原則に従って制御を行い、漏出のリスクを削減
• 外付けではなく、バルブ操作器に組み込み
• バルブとバルブ操作器の間のキャビティ内で正確に漏出を

検知
• 従来型に比べ圧倒的多機能
• 2018 年より販売開始

詳しくは、ロトルクギアまでお問い合わせ下さい。

漏出検出減速機

FEDG

レンジ

AB-AWWA レンジは、AWWA 規格 C504 準拠のバタフライ弁や
C517 準拠のプラグ弁の手動駆動に適しています
トルクレンジ：最大164,000 Nm (120,960 lbf.ft).  
ギア比： 48:1 ～ 2374:1.
• グリースが90%充填されており、グリースアップ不要。完全密封
• 自己潤滑タイプのドライブスリーブ
• 標準温度範囲： -40 ～ +120 °C (-40  ～ +250 ºF)
• ステム許容サイズ：最大直径12インチ（ANSI規格 B17.1準拠

の角キーで穿孔）
• 据え置きまたは埋め込み設置サービス
• IP68
• オプション:	ステムエクステンション、南京錠、NAMUR 準拠 

& Westlock 社製開度指示計取り付けキット、高温/低温仕
様、2インチの角ねじ、負荷定格 450 lbf.ft 、マイターボックス

（IB2 は取り付け孔径 FA10 対応、IB4 は FA14 対応）
詳しくは、カタログ PUB028-003 をご参照下さい。

90°回転用ウォームギア減速機

IW-AWWA (C504 and C517)
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マルチター用ギア

IB シリーズの減速機は、鋳鉄製で、過酷条件向けのマルチター
ン用ベベルギア減速機です。鋳造・加工の水門、ゲート弁、グロ
ーブ及びピンチバルブの電動操作に適しています。

トルクレンジ：最大 8,135 Nm (6,000 lbf.ft).  
スラストレンジ：最大 1,320 kN (296,750 lbf).  
13 種類のサイズ展開。ギア比： 1:1 ～ 120:1.

• IB レンジ共通オプション: ばね負荷式温度補償器、開度指
示計、AWWA.準拠、高温/低温仕様、あらゆる使用環境向
け、IP68、鋳造スチール製

詳しくは、カタログ PUB030-001 をご参照下さい。

原子力施設での使用に適した過酷条件向けのマルチターン用
ベベル減速機です。 IEEE 382 の仕様及び 10CFR50 の品質基準
を上回る設計となっています。屋内及び電動操作については、
全項目動作試験済みですが、屋外及び手動操作でもご使用頂
けます。

トルクレンジ：最大 8,135 Nm (6,000 lbf.ft).  
スラストレンジ：最大 1,320 kN (296,750 lbf).  
6 種類のサイズ展開。ギア比： 2:1 ～  8:1.

• ダクタイル鋳鉄製ボディ
• Oリング材質のバイトン
• 全面金属製のベアリング
• 原子力グレードグリース

詳しくは、カタログ PUB027-003 をご参照下さい。

マルチターン用ウォームギア減速機は、水門及びダンパーでの
用途にご使用頂けます。

トルクレンジ：最大 162,000 Nm (119,000 lbf.ft).  
11 種類のサイズ展開。ギア比： 40:1 ～5,760:1.

• ウォームシャフトは下地及び研磨処理
• アルミブロンズ製ウォームホイール
• スパーギアの入力レデューサにより幅広いギア比の選択が

可能
• ウォームシャフトにアンギュラーコンタクトベアリングを使用
• 着脱可能なドライブスリーブ
• オプション:	ストップボルト、レバーアーム、AWWA準拠、あ

らゆる使用環境向け

詳しくは、カタログ PUB087-005 をご参照下さい。

IBN
レンジ

原子力定格ベベル減速機

IB
range

電動マルチターン減速機

MTW
レンジ

ウォームギア減速機

水門、ゲート弁、グローブ弁に適した手動操作式のベベル減速
機です。

トルクレンジ：最大  8,018 Nm (5,914 lbf.ft).  
スラストレンジ：最大 1,557 kN (350,028 lbf).  
11 種類のサイズ展開。ギア比： 2:1 ～  81:1.

• 鋳鉄製ボディ
• 長期メンテナンスフリー
• IP67
• オプション: あらゆる使用環境向け、開度指示計、IP68準拠

詳しくは、カタログ PUB032-003 をご参照下さい。 

HOB/MPR
レンジ

ル減速機
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マルチターン用ギア

過酷条件向けの鋳鉄製マルチターン用スパー減速機です。減速
機の入力シャフトと、グローブ&ゲート弁のバルブステム、水門
との水平性が問われる最も高要求の電動アプリケーションに適
しています。

トルクレンジ：最大 43,386 Nm (32,000 lbf.ft).  
スラストレンジ：最大 2,900 kN (652,000 lbf).  
20 種類のサイズ展開。ギア比： 1:1 ～ 360:1.

• IS	レンジ共通オプション:	ばね負荷式温度補償器、開度
指示計AWWA準拠、高温/低温仕様、あらゆる使用環境向
け、IP68、鋳造スチール製

詳しくは、カタログ PUB031-001 をご参照下さい。

原子力施設での使用に適した過酷条件向けのマルチターン用
スパー減速機です。 IEEE 382 の仕様及び 10CFR50 の品質基準
を上回るとなっています。屋内及び電動操作においては動作試
験済みですが、屋外及び手動でもご使用頂けます。

トルクレンジ：最大 43,386 Nm (32,000 lbf.ft).  
スラストレンジ：最大 2,224 kN (500,000 lbf).  
3 種類のサイズ展開。ギア比： 6:1 ～ 24:1.

• ダクタイル鋳鉄製ボディ
• Oリング材質のバイトン
• 全面金属製のベアリング
• 原子力グレードグリース

詳しくは、カタログ PUB027-003 をご参照下さい。 

ゲート弁、スルース及びペンストック弁の手動操作向けマルチ
ターン減速機です。上向き入力、下向き入力を問わず、地上、地
下の両方でご使用頂けます。

トルクレンジ：最大 15,917 Nm (11,740 lbf.ft).  
スラストレンジ：最大 1,557 kN (350,000 lbf).  
14 種類のサイズ展開。ギア比： 2.04:1 ～ 151.9:1.

• ギア機構はギアケース収納により外部から完全に保護
• 鋳鉄製のギアケース
• IP67

詳しくは、カタログ PUB122-001 をご参照下さい。

HOS/MPR
レンジ

スパー減速機

IS
レンジ

電動マルチターン減速機

ISN
レンジ

原子力定格スパー減速機
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マルチターン用ギア

DSIR2 段変速入力減速機は、入力回転数を減らすことができ、
手動減速機における開閉時間を短縮致します。入力フランジが
F14 または FA14 のあらゆる手動減速機にご使用頂けます。

出力トルク： 720 Nm (6,373 lbf.in). 
ギア比： 1:1 ～ 4.25:1 まで切り替え可能

詳しくは、カタログ PUB040-001 をご参照下さい。

手動操作向け HOB3 レンジは、既存の HOB レンジの機能拡張版減
速機で、ゲート弁、グローブ弁及びペンストックにご使用頂けます。
トルクレンジ：最大 315 Nm (232 lbf.ft).  
スラストレンジ：最大 75 kN (16,860 lbf).  
ギア比： 3:1

• 出力フランジ：F10 / F12 / F14 / F16
• 孔径： Ø 40 mm
• 保護付きステンレススチール製入力シャフト
• 保護付きネジ止め
• ダクタイル鉄製ベースプレート
• 密封度IP67
• オプション:	高温/低温仕様、ステンレススチール製入力シャ

フト、過酷環境向け塗装、開度指示計、ISO 10497. 準拠のフ
ェイルセーフ機能、南京錠、カバーチューブ

詳しくは、カタログ PUB032-005 をご参照下さい。

レンジレンジ
DSIRHOB3

2段変速入力減速機手動用ベベル減速機

DSB レンジのマルチターン減速機は、2つの軸を有しており、デ
ュアルステムの水門やペンストックにご使用頂けます。
トルクレンジ：最大 8,135 Nm (6,000 lbf.ft).  
スラストレンジ：最大 1,320 kN (296,750 lbf).  
13 種類のサイズ展開。ギア比： 1:1 ～ 120:1.

• ダクタイル鉄製ベースプレート
• スパーギアの入力レデューサとの組み合わせにより、様々な

ギア比の選択が可能
• ピニオンはボールベアリングに据付け
• IP67
• オプション: あらゆる使用環境向け、開度指示計、IP68.

、90°、180°まで回転可能な入力シャフト

詳しくは、ロトルクギアまでお問い合わせ下さい。

DSB
レンジ

90° バージョン

180° バージョン

デュアルシャフトベベル減速機
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マルチュターン用ギア

NTB レンジは、コスト効率の良い設計のベベルギア減速機で 操
作部にスラストを伝達しないバルブに適しています。

トルクレンジ：最大 70,000 Nm (51,590 lbf.ft).  
12 種類のサイズ展開.  
用途ごとにギア比の選択が可能. 

• 鋳鉄製ボディ
• 長期メンテナンスフリー
• IP67
• オプション:	あらゆる使用環境向け 

開度指示計、IP68

詳しくはロトルクギアまでお問い合わせ下さい。

最も高要求の手動及び電動操作に適したダクタイル鉄製マル
チターンベベル減速機で、鋳造加工の水門や、ゲート弁、グロー
ブ弁及びピンチ弁に適しています。

トルクレンジ：最大 70,000 Nm (51,590 lbf.ft).  
スラストレンジ：最大 6,500 kN (1,461,200 lbf). 
ギア比 ： 5:1 ～ 480:1 までの 20 種類. 

• スラストまたはノンスラストバージョン
• IP67
• オプション:	ばね負荷式温度補償器、開度指示計、高温/低

温仕様、あらゆる使用環境向け、IP68、鋳造スチール製

詳しくは、ロトルクギアまでお問い合わせ下さい。

NTB マスターギア		
大型ベベルギア	レンジ

レンジ

マスターギアSSベベルレンジは、316 ステンレススチール製の
ボディで、最も高要求の手動及び電動操作に適した過酷条件用
マルチターン減速機です。鋳造加工の水門や、ゲート弁、グロー
ブ弁及びピンチ弁に適しています。

トルクレンジ：最大 2,300 Nm (1,696 lbf.ft).  
スラストレンジ：最大 330 kN (74,200 lbf).  
3 種類のサイズ展開。 ギア比： 4.5:1 ～ 20.25:1.

• 316 ステンレススチール製入力シャフト
• スラストまたはノンスラストバージョン
• IP67 または IP68
• オプション:	ばね負荷式温度補償器、開度指示計、高温/低

温仕様、あらゆる使用環境向け

詳しくはロトルクギアまでお問い合わせ下さい。

マスターギア		
SS	ベベル
レンジ

ステンレススチール製ベベルギア減速機

ベベルギア減速機 大型ベベルギア減速機
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炭素鋼製ボディで、留め
具付き、塗装 / 非塗装があ
ります。

• 適合バルブサイズ： 1/4” ～ 48”インチ

• フランジ口径：F03～F35 ISO 5211 
または DIN 3337

• 溶接部はASME 9に準拠

• スクエア、キー付きまたはDDドライブ

• 長さ100 ～ 500 mm

• オプション:	Oリングシール、圧力計 
算機、原材料証明書

詳しくは、カタログ PUB063-030 をご参照下さい。

バルブギア減速機及びアクセサリ

ロトルクは 1987 年以来、標準・非標準の取付用ブラケットを設
計し、バルブ・アクチュエータ産業へ提供して参りました。そし
て、1992 年には ISO9001 を取得しました。ロトルクは、次のコン
ポーネントを最高の品質で、市場最短の納期で提供致します:

• 取り付け用ブラケット及びカップリング
• エクステンション
• 台座
• ロッキング機構
• フレキシブルな駆動技術
• チェーンホイール、ハンドホイール、スプリングリターンハン

ドル

詳しくは、カタログ PUB063-001 をご参照下さい。

取り付けキット
ボール弁,	バタフライ弁、プラグ弁用

ラック&ピニオン式または空気式ア
クチュエータ向けの90°回転用バ
ルブアダプタは、スプールタイプ
かペデストラルタイプでのご提
供となります

完全密閉型のアダプターで、
ドライブのオプションとし
て、DD、正方形、キー付がご
ざいます。

高精度CNCステンレススチール加工バルブキット

スプール及びペデスタルアダプター

スプリングリターンハンドルは、直接、または取り付けキットを
使用して、あらゆるボール弁に取り付けることができ、ボール弁
のフェイルイルセーフ動作を確実にします。

• ボール弁のトルク： 24 または 45.5 Nm
• F03、F05、F07（P.C.D）
• 直接または取り付けキットによる据付け
• 完全密封タイプでメンテナンス不要
• ステンレススチール製ハンドル、シャフト、ネジ止め、精密ダ

イキャストボディ
• 耐久性を高める本末コーティング仕上げ

詳しくは、カタログ PUB063-035 をご参照下さい。

デッドマンハンドル

スプリングリターンハンドル
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バルブ	アクセサリ

バルブやアクチュエータの遠隔据え付け及び延長用スピンドルです。
バルブ延長用のスピンドルやペデスタルアダプターを使用し
て、遠隔からアクチュエータを取り付けることができます。特
殊な用途向けに、自社で設計及び製造を行っています。幅は
500mm～8mで、ステンレススチール製または炭素鋼製です。

延長用スピンドル
• 地下での用途向け
• 延長幅はお客様による指定可能
• 溶接構造により軽量化
• 開度指示オプション
• 手動または自動
• オプション: オイル充填タイプ、環境シール、亜鉛メッキ加工、

プレーンまたはダイナミックベアリング,、スイベルジョイント

遠隔開度指示計
埋め込み設置や軸拡張用の機械式遠隔開度指示計です。  
3 種類のサイズ展開。ギア比は、ECL1：最大35:1、ECL2：最大
120:1、ECL3：最大 394:1

W100	1:1	ベベル減速機
1:1 ベベル減速機は、ABシリーズや手動式 IW90° 回転シリーズ
減速機に使用することができ、入力軸を地下用途向けに90°方
向転換します。

詳しくは、カタログ PUB063-032 をご参照下さい。

1	 -	 遠隔開度指示計
2	 -	 	延長スピンドル
3	 -	 W100	90°ベベル減速機
4	 -	 AB88090°回転	減速機

4

3

2

1

遠隔取り付け及び延長用スピンドル

ロトルクの減速機は、エリオット社のセーフオペレータ TM シス
テムと連携して危険区域あるいは辺境地のバルブの操作を容
易に致します。

システムの構成は、ほぼ全てのバルブの設定に対応しており、最
大 30m（100 フィート）先からでも信頼性の高い遠隔操作を行う
ことができます。

詳しくは、カタログ PUB063-031 をご参照下さい 。

セーフオペレータ™

フレキシブルバルブエクステンション

IECEx/ATEX 認証取得の保護カバーで密封されたリミットスイッ
チにより、正確で信頼性の高い「開/閉」信号を手動バルブの制御
ルームに送信します。

4 種類のサイズ展開。ギア比： 34.8:1 ～ 1196:1.

• 手動操作用
• 出力フランジ口径： ISO5210 F10
• アルミニウム製ボディ
• IP67
• オプション:		既存のF10入力フランジに取り付け、上昇バル

ブステムに直付け、ピン止めまたはキー付きハンドホイール

詳しくは、カタログ PUB132-001 をご参照下さい。

SPI
レンジ

高性能ポジションインジケータ	(SPI)
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バルブ	アクセサリ

ロトハンマーのチェーンホイールは、減速機の入力シャフトに、
ピンまたはカップリングで直接取り付けることがます。 全てのロ
トルク製減速機にご使用頂けます。
• 直径 135 ～ 330 mm (5.32 ～ 13")の鋳鉄製チェーンホイール
• 標準仕様のチェーンガイド及びベアリング
• DIN 766 準拠のチェーン及びチェーンホイールスプロケット
• 亜鉛メッキまたはステンレススチール製チェーン
• 耐久性を高めるエポキシ塗装
• オプション:	AISI316 準拠のチェーンホイール及びチェーン、シ

ェラダイジング保護、用途別設計

チェーンホイール
レンジ

ロトハンマーは、届きにくい場所のバルブや、操作し難いバルブ
の操作を容易にする製品を提供し、その信頼性の高い動作で、
従業員や機器の安全を確保致します。

ロトハンマーは、サイズ4～40インチまでのハンドルに適合す
る様々なチェーンホイールを製造しています。ダクタイル鉄、ア
ルミニウム、ステンレススチールなど様々な原料や保護材を使
用して製造されているため、非常に過酷な環境下でもご使用頂
けます。

ロトハンマーでは、カスタマイズ設計も承っております。

ロトハンマー	
チェーンホイ	
ール
レンジ

チェーンホイール及びバルブエクステンション 直付けチェーンホイール

• サイズ 1/4 ～ 10 インチのバタフライ、プラグ、ボール弁向け
• 高さ 65～ 1,000 mm
• ステンレススチール製。ストッパー、留め具付き
• あらゆるバルブの取り付け台に適合
• ロック機能（オプション） 
• ティーバーまたはレバー操作
• オプション:	環境シール、オイル充填タイプ、ベアリング、低

価格の炭素鋼製

ラグエクステ
ンション
ステンレススチール製ラグエクステンション

• 直径 125 ～ 2,000 mm
• ステンレススチールまたは粉末塗装
• キー付き、ピン止め式、またはスクエアドライブ
• 加工またはプレス設計
• 楕円または円形で、小型バルブ向け
• 全開/全閉をマーキング
• オプション: ロッキングフランジ、ハンドル、特別仕様、亜鉛

メッキ加工、回転式ハンドル、平らまたは凹型
詳しくは、カタログ PUB063-034 をご参照下さい。

ステンレススチール及び粉末塗装ハンドホイール

ハンドホイール

ステンレススチール製のプレート付きで、バタフライ弁向けのイ
ンデックスレバーです。 開度または「開/閉」による表示が可能。 
留め具付きで開度の記録が可能。南京錠ロック及びキャステル
ロックオプション。
詳しくは、カタログ PUB063-034 をご参照下さい。

• 90°回転用ボール弁及びバタフライ弁向けのロックプレート
• バルブ及び減速機向けのマルチターンロックフランジ
• インターロック機構によりバルブをロック
詳しくは、カタログ PUB063-033 をご参照下さい。

インデックスレバー(ノッチプレート)

インデック
スレバー

ロックレバー

ロックレバー-	安全といたずら防止
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ロトルクインストゥルメンツは製造拠点、大規模な販売
網及びサポートセンターを世界各国に有しています。

世界中のあらゆる産業と用途への導入実績
ロトルクインストゥルメンツは、精密制御製品及びバルブアクセ
サリを、次の有名サプライヤーを通して提供致しております：フ
ェアチャイルド、 YTC,ソルド、ミッドランド ACS、バイフォールド、
オレンジ、M&M、アルコン、RI　ワイヤレス:

計装バルブ
• バルブ作動用アクセサリ

• 電磁弁

• ピストンバルブ

• 計装バルブ

• 中圧用バルブ

• 海中用バルブ及びコネクタ

制御装置
• バルブポジショナー

• 鉄道向けシステム

• I/P 及び E/P 変換器

• 防火

計測・測定
• バルブ位置センサー

• トランスミッター及びスイッチ

計装ポンプ
• ポンプ

• 増圧器及びアキュミュレータ

ロトルクインスゥトルメンツは、用途が幅広く、様々な業務に対
応する多種多様な製品を提供していることを誇りに感じていま
す。 また、弊社では、工場でのカスタマイズも承っており、特殊ニ
ーズを満たすワンオフ品の製造も行っています。

流量及び圧力の制御・測定用
専門製品

石油及びガス、医薬品、生体医
学及び製造産業等、高い精度
と信頼性が要求されるあらゆ
る産業から信頼を獲得してい
ます

計装及び制御

FAIRCHILD
precision pneumatic & motion control

Group Product Portfolio42
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計装バルブ

ロトルクインストゥルメンツは、駆動制御システム向けに、最高
の流量と効率性を有する精密製品を幅広く提供しています。シ
ステムは配管やニップル、モジュールの据付け構成に利用でき、
様々な材質にも対応しております。

• フィルター、レギュレータ、フロー制御、ボリュームブース
タ、HIPEX

• リリーフ弁、圧力検知及びスティックパイロット弁
• チェック弁、急速排気弁
• パイロット弁及び機械式バルブ
• 組み立て式マニホールド
• 火災用バルブ

詳細につきましては、ロトルクまでお問い合わせ頂くかカタ
ログ PUB108-001 (インストゥルメンツ); PUB126-001 (YTC), 
PUB103-005 (フェアチャイルド); PUB117-001 / PUB118-001 / 
PUB117-005 / PUB117-006 / PUB117-009 (ミッドランド-ACS) 
をご参照下さい。

ロトルクインストゥルメンツのピストンバルブは、高性能の部品
から製造されています。 テフロン及びフッ素ゴム製のパッキン
と、316 ステンレススチール製の内部構造であるため、様々な制
御機器との互換性を有し、様々な用途でご使用頂けます。接続
方式は、フランジ式、締め具式、または溶接式です。

• サイズ： 3 4 ～ 2 インチ
• ノーマルオープン、ノーマルクローズ、双方向オプション
• 開度指示計
• 排気フィルター内蔵
• オンオフまたはモジュール制御設定

詳しくは、カタログ PUB125-001 をご参照下さい。

ロトルクインストゥルメンツは、危険区域及び非危険区域設置
用の様々な空気式及び油圧式電磁弁を提供しています。 ステン
レススチール製、黄銅製、アルミニウム製のネジ付で、接続部は
NAMURに準拠しています。ロトルク製の電磁弁は、最高の安全
性をほこり、世界的にも認められています。

• サイズ：1/4 ～  8 インチ
• 手動リセット及び手動切り替え（オプション）
• ノーマルオープン、ノーマルクローズ、切り替え
• 作動圧力は最大 138Mpa (20,000 psi)
• 低温及び低出力バージョン

詳細につきましては、ロトルクまでお問い合わせ頂くか カタロ
グ PUB124-005 (Alcon, M&M); PUB117-011 (Midland-ACS) を 
ご参照下さい。

バルブ作動用アクセサリ

電磁弁 ピストンバルブ
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ロトルクインストゥルメンツは、ニードル弁、ボール弁、DDB（ダ
ブルブロックアンドブリード）バルブ等の最先端かつ精密設計
の計装バルブを単体、または他のバルブと組み合わせて提供し
ております。

DDB モノフランジバルブ及びパイプバルブ:　単一アセンブリ
で配管バルブと計装用バルブを組み合わせることにより、潜在
的なリークパスを減らすだけでなく重量とスペースの節約にも
なります。

• 一体型構造
• サイズ：1/4～1インチ
• 圧力範囲：最大 68.9Mpa (10,000 psi)

詳細は、ロトルクまでお問い合わせ下さい。

中圧用製品は、ニードル弁、ボール弁、シングルブロックアンド
ブリードマニホールド、 DDB マニホールドチェック弁、継ぎ手、
アダプターから成る 137.9 Mpa (20,000 psi) の圧力システムを
安全に作動させます。

中圧用バルブの配管サイズは ¼", 3/8", 9/16", ¾" 及び1インチ、コ
ーンアンドスレッド接続です。この接続方式では、口径部が大き
くなるため、流量の増大が期待できます。

• ボール弁向けの革新的なロック装置
• ステムは密封されておりメンテナンス不要
• ネジは水気から完全に遮断
• 低いトルクで動作

詳しくは、カタログ PUB135-001 をご参照下さい。

計装バルブ

中圧用バルブ

計装バルブ

海水に直接浸水可能なバルブの導入に成功した経験は、1987
年以降、技術的に優れた、市場をリードする性能を有する FPS10
レンジのせん断型方向バルブの開発に生かされてきました。海
水への耐性に優れ、汚染度が NAS 1638 Class 12 以上の海水で
あっても正常に動作します。フェイルセーフ機能を備えており、
マニホールドの重量、大きさ、費用を節約します。

• 海中向けバルブ
• 海中用コネクタ及びスタブプレート
• 海中用ゲート弁、ニードル弁、ボール弁及び手動弁

詳細は、ロトルクまでお問い合わせ下さい。 

海中向けバルブ及びコネクタ
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I/P、E/P、D/P、P/I シリーズ電空トランスデューサーは、正確かつ
コンパクトな設計で、様々な入力信号や出力信号と組み合わせ
が可能です。また、FM、CSA、ATEX や IECEx 規格に準拠してお
り、精度は最高 0.15％ を維持しています。高速応答、高流量及
び高精度モデルで、比例圧力の制御も可能です。

• 危険及び非危険区域向け
• 高精度
• 高性能

詳しくは、カタログ PUB103-005 (Fairchild) 及び  
PUB126-001 (YTC) をご参照下さい。

ロトルクインストゥルメンは、有害ガス検知及び防火装置を、あ
らゆる産業及び商業ビルに提供しています。これらは、部品単位
で、あるいは基本システム全体がイギリス及びヨーロッパの基
準に完全に準拠するよう設計されています。

• 防火
• オイル充填タイプ
• 有害ガス検知、圧力供給、換気及び内部ロックシステム
• タンクレベルでの制御
• 消火

詳しくは、カタログ PUB117-013 をご参照下さい。

ロトルクインストゥルメンツは、あらゆる種類のアクチュエータ
に対応する様々なバルブポジショナーやバルブ制御装置を提供
しております。圧力モータ、トルクモータ及びデジタル技術を駆
使して、ロトルクは、最もシンプルなバルブの位置制御から最も
高度な位置制御に至るまで幅広く対応致します。

• 空気式及び電動空気式
• 高機能
• デジタル式制御装置及び SIS（安全計装） システム
• 漏出ゼロ設計  
• 部分ストロークテスト
• HART プロトコル通信。診断機能あり

詳細は、ロトルクまでお問い合わせ頂くか、カタログ 
PUB126-001 (YTC) をご参照下さい。

ロトルクインストゥルメンツは、20年以上にわたり鉄道産業に、
シンプルな手動操作式のシステムから高度な全自動制御シス
テムに至るまで、様々な重要部品や安全システムを提供して参
りました。

• 貨物列車ワゴンドアシステム
• ドアの完全自動制御システム
• ブレーキと摩擦の制御における確かな信頼性
• 複動及び調節可能なクッション付きメトリックシリンダ 

ー（VDMA 24562 及び BS ISO 6431 に準拠）
• 列車停止制動制御装置及びポイントモーター
• トンネル内での通気性を改善する独自の製品群

詳しくは、カタログ PUB108-013 をご参照下さい。

I/P及び	E/P	制御装置

鉄道向けシステム

防火

バルブポジショナー

制御装置
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ロトルクインストゥルメンツは、圧力及び位置検出用のコンポー
ネントや機器を製造しております。これらは、デジタル、アナログ
(2-20 mA)、または HART 通信プロトコルによるフィードバック
が可能で、高圧、高振動の用途に適しています。正確なフィード
バックにより、信頼性の高い制御を行うことが可能です。

• 圧力トランスミッター
• ポジショントランスミッター
• 圧力スイッチ Pressure switches

詳細は、ロトルクまでお問い合わせ頂くか、カタログ  
PUB126-001 (YTC) をご参照下さい。

ロトルクインストゥルメンツのバルブ位置センサーは、デジタル
及びアナログ式のフィードバックが可能でバルブの位置を視覚
表示します。また、 HART プロトロルや無線通信を利用して視覚
表示することも可能です。 弊社取り扱いのソルドリミットスイッ
チは、独自のツインシャフト設計により、設置及びメンテナンス
の際の取り外しが簡単で安全です。全機種とも耐食性設計で、
危険区域及び非危険区域のあらゆる環境下でご使用頂けます。
オプションとして、ポリマー、アルミニウム及びステンレススチー
ル製の位置センサーもご用意しております。

ロトルクの RI ワイヤレスシステムは、ジグビーのメッシュ通信プ
ロトコルを利用してバルブの位置をリアルタイムで表示する、と
いう画期的な機能を有しています。RIワイヤレスシステムは、手
動またはあらゆる駆動方式のバルブに対応しており、配線式の
システムに比べ、設置費用が安いというメリットがあります。ま
た、診断機能を利用した駆動式バルブの予測保守が可能で、設

備投資等の資本的支出やランニングコストを削減し、安全性と
生産性を向上させることができます。

• 本質的安全 (IS) 及び防爆
• ユニークな設計
• Zone 0 向け無線式位置センサー。リアルタイムでのフィード

バック可能 
• 無線冗長式メッシュネットワーク
• 密封度 IP65 (Nema 4/4X)
• 国際規格認証取得（ATEX, IECEx, INMETRO, UL, EAC 及び

SIL 準拠）
• 近接センサー

詳しくは、カタログ PUB109-003 (ソルド)、 
PUB133-001 (RI ワイヤレス) をご参照下さい。 

トランスミッター及びスイッチ

バルブ位置センサー

測定
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ロトルクインストゥルメンツは、上流及び下流の石油・ガス産
業向けに様々な高品質油圧式ポンプを提供致しております。ま
た、様々な軸ピストンオイルポンプもご用意しており、流量や
圧力を必要とするあらゆる場面においてコスト効率のよいソリ
ューションを提供致します。流量は毎分 0.23l の SM から毎分 
193 lのXHレンジまで、圧力は、殆どのシリーズで最大 69.0 Mpa 
(10,000 psi) まで、Xレンジのポンプについては最大104.0 Mpa 
(15,000 psi) まで、様々なポンプをご用意しております。

• 水-グリコール系作動油、水道及び石油産業向け
• 薬品注入用
• 高圧。最大圧力 104.0 Mpa (15,000 psi)
• オイル潤滑及び回転式のスワッシュプレート

詳細は、ロトルクまでお問い合わせ下さい。

ロトルクインストゥルメンツは、高所及び海中向けに独自の増
圧器を製造、提供いたしております。革新的な設計により、外部
からの電源供給がなくても、水系またはミネラル、あるいは合
成油系の流体を作動油とし、最大7倍までの増圧が可能です。
吸込側は最大で 42.0 Mpa (6,000 psi) まで、吐出側は最大で
138.0Mpa (20,000 psi) までの圧力に対応致します。目標の圧力
に達したら、増圧器は作動油を消費することなく、その圧力を保
持します。また、圧力のリークがあれば、増圧器が自動的に補正
致します。

• 増圧比 2:1 ～ 10:1
• 高所または海中用
• ミネラルまたは合成油、あるいは水・グリコール系
• 資格認証テスト実施. 20.7 ~ 100.0 Mpa  

(3,000 ～ 14,500 psi) の圧力でおおよそ 500,000 サイクル

詳細は、ロトルクまでお問い合わせ下さい。

ポンプ 増圧器及びアキュミュレータ

計装ポンプ
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近代的な設備では、プラントレベル
に至るまで、1日24時間、最新のデー
タを必要としています

ネットワーク制御システム パックスキャン	システム

ロトルクのパックスキャンは、自動作動制御において
世界トップの技術を有しています。パックスキャンは、
ネットワーク技術の最先端を歩み続けており、150,000
を超えるフィールド機器の制御に貢献しています。

パックスキャンが普及して30年が経過し、現在では、あらゆる産業
の多種多様な用途で利用されるようになりました。

パックスキャンの中核システムであるマスターステーションは、制
御システムと現場の機器との通信を媒介しています。パックスキ
ャンのネットワークは、強固で信頼性の高いプラント制御やモニ
タリングを必要とする産業用途向けに設計されており、現場の機
器はこのネットワークを利用してマスターステーションに接続さ
れます。

パックスキャン: 近代的なプラント制御及び 監視のソ
リューション

• ネットワーク自動監視システムと故障管理

• ホットスタンバイ仕様のマスターステーション

• 冗長化によりダウンし難いネットワーク

• 先を見据えたシステム構成のマスターステーション

• 一目で分かるユーザーインターフェース

• リピータがなくても長距離通信が可能

• 認知度が高くシンプルなモドバスRTU / TCP通信

• ホスト通信によるフィールド機器の診断が可能

• システムのトータル診断用ウェブページ

• ホスト制御システムなしでフィールド機器をコミッショニング

• 他社製の機器もネットワークに接続可

• 最小限のランニングコストで効率的・低価格のインストール

• 複数のホスト接続

• グローバルなサポート 

ロトルクは、長年に渡りネットワーク通信を利用した
プラント制御に精通してきました。独自のバスシステ
ムやオープンバスシステムを使用することにより、プ
ラントのコミッショニング及びその後の制御、監視が
シンプルかつ信頼性の高いものとなりました。

ロトルクのアクチュエータは全て、専用のオプション基盤を搭載
することにより、様々な通信システムやプロセス制御システムに
適応させることが可能です。アクチュエータは、フィールドハイウ
ェイ経由で、上位システム（DCS または PLC）へ状態のフィード
バック信号を伝送し、それらのシステムからのコマンド信号によ
って、遠隔からバルブの制御を行うことができます。

弊社独自のパックスキャンシステムに並びファンデーションフィ
ールドバス、プロフィバス、モドバス、HART、デバイスネット等の
オープンバスシステムもまた優れた技術です。ロトルクは、バス
システムの専門知識と革新的技術を駆使して、最適なプラント
制御に貢献できると確信しております

弊社の営業所及びサービスセンター一覧は弊社ホームページ
www.rotork.com にてご確認頂けます。



A4US

US

A4

US A4

US

A4

A4 US

 US

 A4

 US

 A4

A4 US

Keeping the World Flowing 49

パックスキャン	システム

ホストイーサーネットネットワーク
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ミキサー コンプレッサー 電磁弁 圧力伝送器
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バス通信によるマルチ接続

ファンデーションフィールドバス
ロトルクのファンデーションフィールドバス基盤は、ファンデーシ
ョンH1バスシステム (IEC 61158-1準拠) に直接接続されます。
豊富なアクチュエータの状態フィードバックデータだけでなく、
システムの診断情報も単一の入力ブロックで伝送できることか
ら、ロトルクはいち早くこの通信方式を採用しました。このモジ
ュールは、デジタル及びアナログ式の機能ブロックや入出力だ
けでなく、LAS機能も有しています。デバイス記述ファイルを用
いて機器の機能をホストシステムに記述します。

• 相互運用性 ITK に適合

• IEC61158-2 規格に準拠

• LAS リンクマスター機能付き

• 主要 DCS  ベンダーによるHIST（ホスト相互運用性サポート）
に合格

• H1 バス仕様

詳しくは、カタログ PUB089-001 をご参照下さい。

デバイスネット
デバイスネットは、 CAN バスネットワークを利用した通信プロト
コルです。 EDS ファイルを利用してアクチュエータのパラメータ
の設定を行い、システムの性能を最適化することができます。デ
バイスネットのネットワークを通して、アクチュエータの状態表
示や、アラーム及び制御機能を行うことができます。

• 1 つのネットワークで最大 63 大まで通信可能

• 4 線ケーブルを使用（2 本は信号、2 本は電源）

• 支線/幹線の接続可能

• 互換性について ODVA 認定

• EDS ファイルにてデバイス認識

詳しくは、カタログ PUB090-001 をご参照下さい。

プロフィバス
プロフィバスは、国際的なネットワークプロトコル（IEC 61158-3
準拠）におけるリーダー的存在です。DP-V0という周期データ通
信を基板に、アクチュエータの診断や設定といった拡張的なデ
ータ処理を行う非周期型の DP-V1 という仕様にも対応していま
す。また、DP-V2 対応の冗長式単一及びデュアル通信高速ドライ
ブ装置もご用意しております。通信時に読み込まれる GSD ファ
イルがアクチュエータの相互運用性を保証するものであるのに
対して、EDD 及び DTM ファイルは、ロトルク機器の資産管理シ
ステムへの組み込みを可能にするものです。

• RS485 プロフィバス DP-V0 及び  V1 に対応

• 単一及び冗長通信可能

• IEC61158-3 規格に準拠

• PNO (プロフィバス協会)認定

• 最高伝送速度 1.5 Mbit/秒

詳しくは、カタログ PUB088-001 をご参照下さい。

ロトルクのアクチュエータは、メインの電気部に組み込まれたネ
ットワーク基盤を介して、各種産業用のフィールドバスシステム
に取り込む 取り込むことができます。

フィールドバスによるマルチ接続
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バス通信によるマルチ接続

モドバス
ロトルクのモドバスインターフェース基盤によって、アクチュ
エータを 2 線 RS485 方式のネットワークに接続することがで
き、RTU プロトコルを利用して、 PLC または DCS と直接通信を
行うことができます。モドバスは、標準単一及び冗長式の高速通
信が可能です。さらに、単体またはリピータによって、冗長式の
ループネットワークを構築することができます。モドバスのネッ
トワークを通して、アクチュエータの状態表示や、アラーム及び
制御を行うことができます。

• 世界的に知られたオープンバスシステム

• 単一及び冗長通信可能

• 距離や台数によりリピータが必要 

• 最高通信速度 115 kbps

詳しくは、カタログ PUB091-001 をご参照下さい。

HART®
HART（Highway Addressable Remote Transducer）はプロセス
制御用の通信プロトコルです。信号は、アナログ 4～20 ミリアン
ペアの直流ループと重畳のデジタル可変周波数信号の2つで構
成されています。一般的に、4～20 ミリアンペア直流ループは制
御に利用され、重畳のデジタル信号はフィードバック、診断、設
定に利用されています。デバイス記述ファイルは、HART の標準
ファンクションコードを使用するだけでなく、ホストまたは携帯
機器から入手した機器のパラメータも記述します。

• 1 つのネットワークに最大 63 台まで接続可能

• 電子式デバイス記述ファイル (DD) 

• HART 7 対応

詳しくは、カタログ PUB092-001 をご参照下さい。
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サイトサービス

ロトルクアクチュエータは、最も過酷な用途におい
て、業界最高クラスの信頼性と安全性を誇る製品とし
て評価されています。このやっと勝ち得たリーダーの
地位を維持する為に、ロトルクサイトサービスは、お
客様のアクチュエータが絶えず故障することなく、最
大限まで長持ちするよう全力でサポート致します。世
界中にサービスセンターを有しておりますので、お客
様に対して迅速なサービスの提供が可能です。

弊社ロトルク工場で教育を受けたエンジニアは、多目的の用途
にも業界特有の用途にも対応できるスキルをもっており、予備
の部品や検査器具を常備しています。。弊社は、ISO9001に従っ
て品質管理システムを文書化し、それを用いて業務を行ってい
ます。

ロトルクサイトサービスは、故障診断、修理、計画的メンテナン
ス及びシステムの統合といった場面で、お客様から最も選ばれ
る存在になることを目指しております。

詳しくは、カタログ PUB056-013 をご参照下さい。

ロトルクは、フロー制御のあらゆ
る局面で専門的技術と知識を有
しています。

弊社のサービスはプラントの効率
化とメンテナンス費の削減に貢献
致します。

抜群のチームワークで機器を新
品同様の状態に致します。
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サイトサービス

お客様サポートプログラム

ロトルクは、お客様に合わせた計画的な保守、予測保
守及びアセットマネジメントを行い、バルブ・アクチュエ
ータ及び制御製品の信頼性と実用性を向上致します。

弊社お客様サポート（CSP）の一番の目的は、設備の動作不良を
未然に予防することであり、これには、設備の点検、消耗部品の
交換、分解修理を定期的に行うことが含まれます。

計画的に予防メンテナンスを行い、機器の故障による損害を未
然に防止します。弊社製品が有する抜群の信頼性と実用性を保
証し、お客様のビジネスの可能性を最大限まで引き出しますロ
トルクは、場所を問わずサポートを行うことが可能です。弊社サ
ポートセンターは世界中にあり、熟練のスタッフと充実した検査
施設、保守点検設備を有しています。

お客様サポートプログラム(CSP)の一環として、弊社では、豊富
なウェブリソースとソフトウェアサポートによるバックアップ体
制を万全に整えており、お客様は24時間365日サポートセンタ
ーにアクセスし、優先的に技術サポートを受けることができま
す。弊社には、410名以上のエンジニアとグループ会社所属のサ
ービスマンがおり、お客様のあらゆるニーズに効果的にお応え
できるようインフラを整備しています。

さらに、現場の開発もサポートしており、プラントにプロセスを
拡張、多様化及び新規導入する際も、ロトルクが支援致します。
弊社のエンジニアと技術者は、この業務において60年もの経験
を有しており、その計画の立案を支援致します。

予測保守の手順に従い最適なメンテナンスを提供できるよう、
お客様とのご相談を通して、お客様サポートプログラム（CSP）を
計画・調整致します。

CSP は、プロセス産業で使用されるあらゆるブランドの アクチュ
エータのサービス及び現場修理に対応致します。

予測メンテナンスは、生産性に対する如何なる要求にもお応え
できるよう計画的に実施致します。また、お客様サポートプログ
ラムは、メンテナンスを段階的に行うことにより、メンテナンス
中のシステムの中断時間を短縮し、コストの削減を目指してい
ます。

お客様サポートプログラムの特徴:

• ロトルクの製品及びサービスを一定期間定額でご利用頂け
ます

• 機器の生産に対する重要性に基づいてプログラムを計画

• 機器の信頼性と実用性を追求した性能

• ご希望のお時間に優先的にサポート致します

• 部品代・工賃込みの価格で追加料金なし

• 修理または交換

• 定期的に機器の性能と状態を報告致します

• 全機器を定期的にチェック

お客様サポートプログラムに下記メリットがありますが	それだ
けに留まりません:

• 保守費用を年々削減

• 予算管理が簡単

• 生産性を最大化し、中断時間を短縮

• 信頼性と実用性を年々改善

• 適切に資源を利用し、社内プロジェクトを円滑に進行

• ライフサイクルコストを削減

お客様サポートプログラムは、電力、水、公共事業、石油、ガス部
門のあらゆるアクチュエータへのサービスと出張修理に対応致
します。

詳細のお問い合わせやご相談の際は、担当の営業チーム又は 
サービスマネージャーまでお問い合わせ下さい。
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グローバルなサービスとサポート

ロトルクは、迅速かつ時間通りに、現場サポートを行
うことの重要性を認識しており、高品質で革新的な製
品及び優れたサービスを、常に納期通りに提供し、お
客様にフロー制御のソリューションを提供することを
目的に掲げています。

現場サポートが必要となる場合でも、カスタム設計が必要、ある
いはアクチュエータの新設が必要となる場合でも、弊社は最速
で対応し、プラントの中断を最小限に抑えます。

工場におけるアクチュエータの分解修理
• ロトルク製品及び非ロトルク製品のサポート

• トルク試験や再塗装等を行う工場施設

• 全工場にOEM 製品の在庫を完備

• 十分に教育を受け経験を積んだサービスエンジニアが在籍

• アクチュエータ一式のレンタル

現場サポート
• 出張修理及びコミッショニング

• バージョンアップ

• 故障箇所の点検

• メンテナンス計画の立案及びスケジュール調整

• 万全設備のサービス車両

計画中断サポート
• 予防メンテナンス

• 現場での分解修理及び検査

• OEM製品の在庫及びサポート

• ロトルク製品及び他社製品のサポート

• 中断予定時間を遵守致します

• プロジェクトの管理及びプラントのモニタリング 分解点検
及び再稼働

バルブオートメーションセンター:
現場対応–手動バルブの自動化
• 設計、製造、販売から設置に至るまでトータルでサービス

を 提供し、既存の手動弁、ペンストック、ダンパーを自動化
致します

• 電源、UPS、配電盤、モーター制御センター
• システムの一元化
• 制御システムの設計、PLC、バスシステム、ロジック・フロー 

制御システム、PID制御、フェイルセーフ動作必須のプラント
• 有資格者のインストールチームによるMIECA（機械化、電動

化、計測、制御、自動操作）のインストール

現場対応–	アクチュエータの交換
• 経年劣化したアクチュエータは、現場で、最新の ロトルク製

品に交換致します
• 用途に合った製品をお選び致します
• 適切な部品を設計、製造致します
• 電気的インターフェースを設計、インストール致します
• プラントの制御ルームへのコミッショニング
• ロトルクの技術者が設置を行った全製品を対象に 延長保

証致します

オフサイト–	新設バルブの自動化
• 新設または、更新を行ったバルブは専門のサービスセンター

で 自動化致します
• プロセスの要求に合う製品をお選び致します
• あらゆるデザインの部品を設計、製造致します
• バルブ及びアクチュエータ/減速機の組み合わせ構成を 変

更致します
• お客様の用途に適切かつ特化したバルブを選定、調達 致

します
• 弊社サービスセンターでは、手動弁を自動弁へ変更作業が

可能です
• 製品を梱包の上、ご希望のお届け先までお届け致します

サイトサービス
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認定と保証
ロトルクサイトサービスは、お客様に安心と安らぎを提供する
企業として、世界中の主要安全機関から認定を受けています。

ロトルクのエンジニアリングチームは、あらゆる状況や環境に
対応する製品やサービスを設計・提供するプロ集団です。弊社
のグローバルな知識は、過去のインストール事例や、環境的状
況から構築したものです。

受注予定のプロジェクトも含め、弊社がこれまでに着手したプロ
ジェクトの件数は業界随一です。ロトルクは、アクチュエータの
設計、据付け、保守を行う企業として主要公益法人や業界各社
から信頼を獲得しています。お客様の利益を追求し、また、非常
に厳格な業界基準を満たすようサポートを行い、プラントを最
高の効率で稼働させます。

弊社には認定を受けたプロジェクトマネージャーが在籍してお
り、限られた時間及び予算内で、標準、カスタムを問わずアクチ
ュエータを設計、構築、設置する知識と専門的技術を擁してい
ます。

アセットマネジメント
ロトルクは、物理的資産のトータルマネジメントの専門機関で
ある「アセットマネジメント研究所」の法人会員です。

お客様に安心を提供し	
品質を保証し	

現場を効率化致します

サイトサービス
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www.rotork.com

世界各国の弊社販売拠点及びサービスセンターの一覧につき
ましては、 弊社ホームページにてご確認頂けます。

継続している製品開発プロセスの一部として、ロトルクは事前に通知することなく仕様を修正および変更す
る権利を留保します。公開されたデータは、変更の対象となる場合があります。公開情報の最新版につい
ては、当社のウェブサイトにアクセスしてください：www.rotork.com
Rotork（ロトルク）の名称は、登録商標です。Rotork（ロトルク）によりすべての登録商標が識別されま
す。Bluetooth® の文字商標およびロゴは Bluetooth SIG, Incが所有する登録商標です。それらの商標のロト
ルクによる使用は、ライセンス契約に基づいています。ロトルクコントロールズリミテッドによって英国で発
行・作成されました。POWJB1117

ロトルクは Institute of 
Asset Management (アセッ
トマネジメント協会) のコ
ーポレートメンバーです。


