
バルブの法令・規格・選定に関わる疑問

◇ミニ特集2＝「バルブに係わる素朴な疑問」◇

バルブの法令・規格・選定に関わる疑問

布施谷広樹＊

　1．はじめに

　「バルブに係わる素朴な疑問」というテーマで、初

心者向けに簡単で常識的なQ＆Aの内容を集めてみ

た。したがって、普段からバルブに接しておられる

方々には、「いまさら」と言われるような例題にな

ってしまった事をお許し願いたい。

2．法令・規格に関するQ＆A

Q1．バルブに関する法令にはどのようなものがあ

　　　りますか？

A1．

　様々な法令の中でバルブに関係する事が規制さ

　れています。使用される地域・場所、用途、重

　要度などから法規、規格、基準、指針、許認可

　などの適用を受ける場合は、それぞれの要求に

　適合する必要があるので、十分な注意が必要で

　す。主に次のようなものがあります（表1）。

Q2．都市ガスのパイプライン等に使用されるバル

　　ブは、高圧ガスの認定品なのですか？

A2．

　都市ガスのパイプライン等に使用されるバルブ

　は、ガス事業法の適用を受ける事になり、高圧

　ガス保安法の適用除外となります。高圧ガス保

　安法の適用除外項目を次に示します（表2）。

表2　高圧ガス保安法の適用除外項目

表1　バルブに関する法令

法令名 担当省 規制項目

消防法 総務省 材料の制限

工業標準化法 経済一業省 JIS表示許可工場の認定

高圧ガス保安法 経済産業省
高圧ガス製造設備／検査設備の事

ﾆ所認定

ガス事業法 経済産業省
材料別の温度／圧力の制限溶接部

ﾌ特別要求等

水道法 厚生労働省 水質基準（溶出試験）

電気事業法 経済産業省
材料別の温度／圧力の制限溶接部

ﾌ特別要求等

騒音規制法 環境省 騒音レベル

労働安全衛生法 厚生労働省
第2種圧力容器

O．2MPa以上　容積40リットル以上

ガスの内容 関係法令

高圧ボイラー・高圧蒸気
労働安全衛生法（ボイラー及び

e器安全規則）

鉄道車両用高圧ガス （国土交通省と共同告示）

船舶内の高圧ガス 船舶安全法

鉱山施設内の高圧ガス 鉱山保安法

航空機内の高圧ガス 航空法

電気工作物内の高圧ガス 電気事業法

原子炉及び付属設備の高圧ガス
核原料物質・核燃料物質及び原

q炉の規制に関する法律

その他災害のおそれがない

hｳガス
政令で定めるもの

ガス工作物内の高圧ガス斜 ガス事業法剖

＊1：高圧ガス保安法の適用除外項目には記載されていませんが、

　　ガス事業法等第47条の3に定められています。

Q3．フルオロカーボン等の高圧ガス冷媒を使用す

　　る空調設備に取り付けられているバルブは、

　　高圧ガスの認定品なのですか？

A3．

　一・般高圧ガス保安規則に対し、空調・冷凍設備

　に使用されるバルブは、冷凍保安規則の適用を

　受けます。高圧ガス保安法の省令には他にも次

　のようなものがあります。

　　①高圧ガス保安管理員規則

　　②高圧ガスの保安規定に基づく公聴会等の

　　　手続規則

　　③高圧ガス保安協会規則

＊三吉バルブ㈱
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④高圧ガス製造保安責任者試験・高圧ガス

　販売主任者試験規則

⑤特定設備検査規則

⑥コンビナート等保安規則

⑦一般高圧ガス保安規則

⑧液化石油ガス保安規則

⑨冷凍保安規則

⑩容器保安規則

⑪高圧ガス保安法に基づく指定検査機関等

　に関する省令

Q4．鋳鉄弁は、なぜ高圧ガス認定が取れないので

　　すか？

A4．

　一般高圧ガス保安規則では、ねずみ鋳鉄弁でも

　可燃性ガス及び毒性ガス以外は0．2MPa未満まで

　使用出来るとありますが、実際には0．2MPa未満

　では高圧ガスではありません。

　高圧ガスの種類により使用制限があるので注意

　が必要です。表3にガスの区分による使用制限

　を示します。

　“ここでちょっと［”

　ねずみ鋳鉄製のバルブでも一般高圧ガス保安規

　則の適用を受けるバルブと、冷凍保安規則の適

用を受け空調・冷凍設備に使用されるバルブで

は、使用制限が異なります。JIS　G　5501　FC250

の弁箱材料で1例を図1に示します。
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（a）呼び径が4B（100A）以下のもの
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表3　ガスの区分による使用制限

　　　ガスの区分

ﾞ料
毒性ガスのバルブ

可燃性ガスの

@バルブ

毒性ガス、11∫燃性

Kス以外のバルブ

JIS　G　5501

ﾋずみ鋳鉄品
X x

0、2MPa未満

O～250℃

JIS　G　5502

?�負白駐S

iユ、2種）

X
1βMPa以下

O－250℃

1．6MPa以下

O～250℃

JIS　G　5502

?�負白駐S

i3、4、5、6種）

X
0．2MPa未満

O～250℃

L6MPa以下

O～250℃

JIS　G　5702

武S可鍛鋳鉄

i1、2種）

×

0．2MPa未満

O～250℃

1，6MPa以下

O～250℃

JIS　G　5702

武S可鍛鋳鉄

i3、4種）

X
L6MPa以下

O～250℃

1．6MPa以下

O～250℃

JIS　G　57G3

註S可鍛鋳鉄

pーライト可

b鋳造品

X
0．2MPa未溝

O～250℃

1．6MPa以下

O～250℃

ダクタイル

S鋳造品

}レアブル

S鋳造品

ホスゲン及びシア

悼ｻ水素に限り

@24MPa以下
@一5～350℃

2．4MPa以下

黷T～350℃

2．4MPa以下

黷T～350℃

　　一50　　　　0　　　　50　　　100　　　！50　　　200　　　250　　　300

　　　　　　　　温度［℃］

図1　JIS　G　5501　FC250における一般高圧ガス保安規則と

　　冷凍保安規制の使用制限（毒性ガス・可燃性ガス以

　　外のバルブ）

①冷凍保安規則では、設計圧力が1．6MPaま

　では可燃性ガス及び毒性ガス以外の止め弁

　の材料に、ねずみ鋳鉄　JIS　G　5501　FC250

　は使用してよいことになっています。また、

　次のような条件を満足すれば、2．6MPaまで

　使用できます。

（a）呼び径が4B（100A）以下のもの。

（b）設計圧力の2倍以上の圧力で耐圧試験を

　実施したもの。

（c）設計温度が150℃以下のもの。

②冷凍保安規則では、最：低使用温度におい

　て生ずる応力が設計圧力の1／2．5以下にな

　る場合には、一50℃の低温まで使用できま

　す。

量主1）　xは使用禁止

注2）圧力は常用の圧力、温度は常用の温度

Q5．バルブの規格にはどんなものがありますか？

A5．

　一口にバルブの規格といっても、あまりに数が

　多く、多義にわたるため、ここでは主要規格団

　体を紹介します。日本バルブ工業会規格JV－3

　「バルブユーザーガイド」の参考4では、バル

　ブのおもな国際規格、国内規格及び海外規格を

　紹介しているので、これらを参考にし最新版を

　確認してください。

　●ISO（国際標準化機構）

　●CEN（ヨーロッパ標準化委員会）

　●IEC（国際標準化会議）
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■JIS（日本工業規格）

●JV（日本バルブ工業会）

●JPI（日本石油学会）

●JWWA（日本水道協会）

●JWVA（水道バルブ工業会）

●JEA（日本電気協会）

●JGA（日本ガス協会）

●JIA（日本ガス機器検査協会）

●JLPA（日本エルピーガスプラント協会）

●JLIA（日本LPガス供給機器工業会）

●LIA（日本エルピーガス検査協会）

●SAS（ステンレス協会）

●ANSI（アメリカ国家規格）

●ASME（アメリカ機i会学会）

●API（アメリカ石油学会）

●MSS
　（アメリカ　バルブ・継手業者標準化協会）

●AGA（アメリカガス協会）

●BSI（イギリス規格協会）

●DIN（ドイツ規格協会）

3．選定・規格に関するQ＆A

トシートをもつバルブの圧カー温度基準は、ソ

フトシートの材質やバルブの構造がメーカー毎

に異なる為、バルブメーカーがそれぞれの圧

カー温度基準を設定しています。ソフトシート

をもつバルブの規格の中でも圧カー温度基準を

規定しているものもあります。

●JIS　B　2032

　（ウエハー型ゴムシートバタフライ弁）

●JPI－7S－48（鋼製フランジ形ボール弁）

Q9．　JIS　B　2011青銅弁5Kの最高許容圧力は

　　5kgf／cm2≒05MPaですか？

A9．

　JIS　5Kの最高許容圧力は5kgf／cm2≒0．5MPaでは

　ありません。120℃以下の静流水では0．7MPaま

　で使用可能です。次にJIS　B　2011青銅弁に規定

　されている流体の状態と最高許容圧力との関係

　を紹介します（表4）。

表4　JIS青銅弁の流体の状態と最高許容圧力

Q6．バルブの最高使用温度はどのように設定され

　　ているのですか？

A6．

　まず、JPIやASMEでは、バルブの弁箱やふたの

　材料別に、P－T　Rating（圧カー温度基準）とし

　てその使用範囲が定められています。また、JIS

　では、それぞれ材料の異なるバルブの規格の中

　で、流体の種類毎に温度と圧力の関係を規定し

　ています。

最高許容圧力　MPa
流体の状態

呼び圧力　5K 呼び圧力　！0K

120℃以下の油、ガス、

�C及び脈動水
05

ユ．0

O．85注3

飽和蒸気舶
0．3

O．2注2

1．0

O．7注2

120℃以下の静流水 0．7
L4
P．2注3

注1　ソルダー形には適用しない。

注2　仕切弁に適用する。

注3．呼び径32（1％）以上のソルダー形に適用する。

Q7．バルブの圧カー温度基準の規格はどのような

　　ものがありますか？

A7．

　代表的なバルブの圧カー温度基準の規格には次

　のようなものがあります。

　●JPI－7S・65

　●ASME　B16．34

Q8．ボールバルブやバタフライバルブのようにソ

　　フトシートをもつバルブの圧カー温度基準

　　は、どのように設定されているのですか？

A8．

　ボールバルブやバタフライバルブのようにソフ

Q10．ボールバルブの規格は、どのようなものが

　　　ありますか？

A10．

　ボールバルブの規格は、仕切弁や判形弁・逆止

　め弁等、一般に汎用弁と呼ばれているバルブほ

　ど規格の数は多くありません。代表的なボール

　バルブの規格には、次のようなものがあります。

　●ISO　7121（鋼製フランジ形ボール弁）

　●JPI－7S－48（鋼製フランジ形ボール弁）

　●API　Std．608（フランジ形、ねじ込み形及び突

　　き合わせ形の金属性ボール弁）

　●MSS　SP－72（フランジ形及び突き合わせ溶接

　　形一般用ボール弁）

　ボールバルブを取り巻く規格・基準を図2に示

　します。
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Engineering

ASME．Code．
JIS　B　8270

QA
ISO　9001．jIS　Z　9901

BS5750，API　Q1

General　Spec

ASME／ANSI　B鳳34　JPL7S－67、7S65
API　Spec　6D

Products　Spec

ISO　7121－86　　JPI　7S48－96

API　608－95　　ASME　B16．33

ASME　B王6．38　MSS－SP－72

認定

UL高圧ガスJIS
API　CGA　CSA　AGA　消防

JPI－7R－68

1SO　5211

JIS　B　II80、1181：ボルト、ナット

JISBO205、6、7、8；ねじ

ButtweldingEnd

ANSH316．25

　　　　　Face　to　Face

ANSI　B　I6．10

1SO　5752

JrS　B　2002

Marking

MSS　SP－25

JPI－7S－24

JIS　B　2004

1SO　5209

Fac｛ng

NISS　SP－6

Test＆lnspection

ISO　5208

API　598

JIS　B　2003

JPI－7S・39

NlaterialS

ASTM　A217　A216　A352　A351

A743　A744
JIS　ASME／ANSI

ヨ
ANSI　B　16．lI

ファイアテスト

ISO　10497

API　Spec　6FA
API　std　607

ANSI　B　l．20J

JISBO203

Flange

JIS　B　2238．9　JWWA　ISO　7QO5

ANS工B16．5　B16．47

NISS　SP44　API　605

JP1－7S－15　7S－43

BS　DIN

1）laterlalengineering

NACE　MRO175

容量係数（Cv値）

JIS　B　2005

1EC　534

図2

表5　パルプの比較

項目 ゲート弁 グローブ弁 ボール弁 バタフライ弁

流路構造 仕切って止める 押付けて止める 回転させて止める 回転させて止める

内部構造
弁全開時ジスク

cらない

弁全開時ジスク

cる

弁全開時ジスク

cらない

弁全開時ジスク

cる

操作方式 リニヤ式 リニヤ式 ロータリ式 ロータリ式

操作性 普通 普通 良い 良い

面問 大きい 大きい 大きい 小さい

重量 重い 重い 重い 軽い

高さ 最も高い 高い 低い 低い

シール性能 普通 普通 良い 良い

温度範囲 広い 広い 狭い 狭い

圧力範囲 広い 広い 広い 狭い

流れ易さ 比較的流れ易い 流れ難い 最も流れ易い 若干流れ難い

圧力損失 小さい 最も大きい 最も小さい 少し大きい

中間開度 不適 適している 不適 適している

附久性 良い 良い やや劣る 劣る

異常昇圧 発生する 発生しない 発生する 発生しない

アンバラン

Xトルク
発生しない 発生しない 発生する 発生する

Q11．バルブの選定に関して、弁種の

　　　違いによる比較資料があります

　　　か？

A11。

　バルブの弁種の違いによる比較資料

　を表5に掲載しますので、参考にし

　てください。

　　　　　（原稿受付　2003年7月22日）
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