
400H SERIES

スプリングレス・パラレルスライドバルブ�
SPRING-LESS TYPE

PARALLEL SLIDE VALVE

STANDARD SPECIFICATION



　　　　 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の技術カタログであります。　　　　　
コントロールバルブ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。

　　　　������������	
�����
������������
������������
　　　　　, 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.

Here 　　　　　presents its technological catalog, introducing various types of 　　　　　control 
valves, hoping to be of service as you select valves for your specific applications.

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

Title:400H表２.ec5 Page:2 



1

概　要

400Hシリーズは、独特なシール機構により確実な作動

とメタルタッチによる流体締切性能に優れたパラレル

スライドバルブであります。故に、高温、高圧から超

低温までの広い範囲での緊急遮断弁、開放弁又は、大

口径の調節弁として多くの実績を持っております。

またメタルタッチによるシール機構でありながら優れ

た締切性能を有しておりますので特別な機構を付加す

ることなくファイヤーセーフ機能となっております。

駆動部は、シリンダー式及び、ダイヤフラム式との組

合せを標準としておりますが、他の電動式、油圧式と

の組合せも可能であります。

�������

The Parallel Slide 400H valve provides maximum shutoff 

performance through its metal-to-metal, wedge type seal-ing 

mechanism (Figs. 4, 5). Its excellency as an emergency 

shutdown/relief valve, or a control valve of a large diameter, 

has been proven in a variety of on-off applications, as it seals 

off all pressures from low to high. Fluids of extremely low 

temperature can be controlled, too. Its all metal construction 

automatically assures fire-safe function as well.

Cylender or Diaphragm Actuator will be assemblied to this  

valve as standard and in addition, Electric &/or Hydraulic 

Actuator as will.

STANDARD SPECIFICATION ������������　���������

400H PARALLEL SLIDE Valves

駆　動　部　��������

PARALLEL SLIDE VALVEスプリングレス・パラレルスライド形Type型 式

standard １�″ ～２４″標準　 １�B～２４B（４０A～６００A）
Body size弁 サ イ ズ

as required ２８″ ～36″準標準 ２８B～３６B（７００A～９００A）

Parallel discパラレルスライド形ディスクDisc formディスク形状

Approximate Linear近似リニアCharacteristics特　　　　性

標準材質組合せ及び使用温度・圧力範囲は、表１を御参照下さい。
See Tables 1 for hardening treatment and operating pressure-temperature.

Trim materials
Trim treatment

トリム材質
トリム処理

Full bore type、V-orifice type（６０° 、  ９０° ）フルボア形、Vオリフス形（６０° 、  ９０° ）Seat ring typeシートリング形状

L4 形ボデー L4  type body : 3″ ～２４″    （80A～600A） JIS 10K・ANSI（JPI）150#
M2形ボデー M2 type body : １�″ ～２″   （40A～50A）  JIS 10K・ANSI（JPI）150#
                                  　  ：１�″ ～２0″ （40A～500A）JIS 20K、30K・ANSI（JPI）300#

Body ratings弁本体定格

フランジ形（RF、RTJ）、溶接形（BW、SW）ただし、２B（50Ａ）以下はSWとなります。
Flanged（RF、RTJ）、Weld ends（BW=3″and up, SW）．

Body 
connections

弁本体接続

SCPH2/WCB、SCPH21/WC6、SCPH61/C5、SCPL1/LCB、SCS13A/CF8、SCS14A/
CF8M、and other alloy steels.
各材質の使用温度・圧力範囲は、表１、表２を御参照下さい。
As to the operating pressure-temperature limitation for each material, see Tables 1 and 2.

Body & Bonnet
Material

ボ デー及び
ボンネット
材 質

標準形  Standard type : －10～＋220℃
フィン：エックステンション形 FIN-Extension type : －45～－11℃未満又は＋221～500℃
    －45～under －11℃ or over ＋221～500℃
ロングエックステンション形 Long-Extension type : －196～－46℃
スチームジャケット形 Steam jacket type
ロングエックステンション形・スチームジャケット形は定格M2ボデーとなります。
M2 type body will be applied when the Long-Extension type or Steam jacket type is 
selected.
但し、各材料の使用温度・圧力範囲に注意して下さい。
Please make sure the allowable oprating pressure-temperature limitaion for each material.

Bonnet type
ボンネット
形 式

テフロンアスベスト、グラフォイル、他
使用温度・圧力範囲は図１を御参照下さい。
Teflon-Asbestos, Grafoil, etc. See Fig. 1 for selection.

Packingパ ッ キ ン

テフロンアスベスト、テフロン、うず巻形ガスケット（L4形ボデーには使用できません。）
使用温度・圧力範囲は図２を御参照下さい。
Asbestos, Teflon,  Spiral-wound metal (not for L4 body). See Fig. 2 for selection.

Gasketガスケット

マンセルN－6（エポキシ樹脂系）但し、ステンレス鋼には塗装しません。
Munsell N-6 (Epoxy resin group) is standard. In the case of stainless steel body, no 
painting is standard.

Painting color塗 装 色

標準仕様　�����������	
���
�����

弁本体部　����
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ダイヤフラム式
Diaphragm type

シリンダ式
Pneumatic Cylinder type

形式
　　　　　　　　　　            Type

仕 様
Specification

5200LA６1００LA、6200LA

マルチスプリング形
　Multi-spring type

複動形
　Double acting type

オンオフ・モジュレイション on-off・Modulationオンオフ・モジュレイション on-off・ModulationPurpose用 途
140（20～100）kPa [gaug]
300（80～200）kPa [gaug]
340（80～200）kPa [gaug]   DA action
340（120～300）kPa [gaug]  RA action

400～500 kPa [gaug]
Air supply　&
Spring range

供 給 空 気 圧 と
スプリングレンジ

正作動：空気圧増加で弁閉
Direct action: Air to valve shut
逆作動：空気圧増加で弁開
Reverse action: Air to valve open

空気又は電気信号により弁開く又は閉
Valve open or shut by air or electric signal.

Action作 動

≦ 1％ FS（ポジショナ付）
≦ 1％ FS with positioner

≦ 1.5％ FS（ポジショナ付）
≦ 1.5％ FS with positioner

Hysteresisヒ ス テ リ シ ス

≦±２％FS（ポジショナ付）
≦±２％FS with positioner

リニアカム：≦±２％FS（ポジショナ付）
Linear cam：≦±２％FS with positioner
イコール％カム：≦±3％FS（ポジショナ付）
Equal % cam: ≦±3％FS with positioner

Linearity直 線 性

－1０～＋70℃－２０～＋６0℃Ambient Temp.許 容 周 囲 温 度

マンセル　Munsell：N-6マンセル　Munsell：N-6Painting標 準 塗 装 色
E/P・ P/P-Positioner, Air-set, Solenoid 
valve, Limit switch,  Speed controller, 
Lock valve, Lock-up valve, Manual 
handle, etc

E/P・ P/P-Positioner, Air-set, 
Solenoid valve, Limit switch,  Speed 
controller, Lock valve, Lock-up valve, 
Manual handle, etc

Optionオ プ シ ョ ン

駆動部　��������

付加仕様（有償）　���������	�
�����	�
����������	��������������	���	�
���
���

材料検査｛ミルシート、液体浸透探傷検査（PT）、放射線透過検査（RT）｝、流量特性試
験、低温試験、蒸気試験
Material certificate, Liquid penetrant testing, Radiographic testing, Flow charac-
teristic testing, Low temperature testing, Steam testing.

弁本体部特殊検査
Special testing for Body

酸素禁油処理、禁油処理、禁水処理
Oxygen clean, Oil-free, Water-free.

弁本体部特殊洗浄
Special cleaning for Body

防砂・防塵仕様、塩害仕様、寒冷仕様、熱帯仕様、禁銅仕様、特殊空気配管及び特殊
ジョイント、真空サービス、外気露出部 SUS ボルトナット、指定塗装色
Sand and Dust proof, Salty environment proof, Cold area proof, Tropical area proof, 
Copper-free alloy, Special piping and fitting, Vacuum service proof, SUS bolt and nut 
for exposed parts, Non-standard painting.

弁本体部及び駆動部特殊仕様
Special specification for 
Body and Actuator

高圧ガス保安法による認定　Japanese government authorization for high pressure gas.認定・認可　Authorization

See Tables 3.表３を御参照下さい。　Rated Cv定　　　格  Cv

Approximate Liner近似リニアFlow characteristics流 量 特 性

Full bore type:
　2″under 15：1
　3″over    20：1
V-notch orifice type:
　2″under 20：1
　3″over    30：1

フルボアシート形：
　2B（50A）以下　15：1
　3B（80A）以上　20：1
V-notch cut オリフスシート形：
　2B（50A）以下　20：1 
　3B（80A）以上　30：1　

Rangeabilityレンジアビリティ

3″under Rated Cv×0.00001％
4″over Rated Cv×0.000001％

3B（　80A）以下定格Cv×0.00001%以内
4B（100A）以上定格Cv×0.000001%以内

Seat Leakage弁座許容漏洩量

性能　���������	�
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　表１-2　弁本体材質：炭素鋼／ステンレス鋼

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

SCPH21（A217-WC6）、SCPH61（A217-C5）SCPH2（A216-WCB）本体材質　Body Material JIS/ASTM

SCM435SUS304A105SCM435SUS304A105材質　Material内 弁
Disc ステライト盛　Stellite treatmentステライト盛　Stellite treatment処理　Treatment

SUS304SUS304材質　Materialシートリング
Seat ring ステライト盛　Stellite treatmentステライト盛　Stellite treatment処理　Treatment

SUS13ASUS13A材質　Material
押 し

Disc follower

SCPH2SCPH21SCPH2SCPH2材質　Materialク サ ビ

ステライト盛　Stellite treatmentステライト盛　Stellite treatment処理　TreatmentWedge

SUS304SUS304材質　Material
ス テ ム

Stem

－5～＋350－5～＋350
SUS420J2
焼入
Heat treatment

ガイドブッシュ材
質による使用温
度範囲（℃）
Operating
Temperature for 
Guide Material

－5～＋400－5～＋500－5～＋425－5～＋400－5～＋425
SUS304
ステライト盛
Stellite treatment

SCS14A（A351-CF8M）SCS13A（A351-CF8）SCPL1（A352-LCB）本体材質　Body Material JIS/ASTM

SUS316SUS304SCM435SUS304A105材質　Material内 弁
Disc ステライト盛　Stellite treatmentステライト盛　Stellite treatment処理　Treatment

SUS316SUS304SUS304材質　Materialシートリング
Seat ring ステライト盛　Stellite treatmentステライト盛　Stellite treatment処理　Treatment

SCS14ASCS13ASCS13A材質　Material
押 し

Disc follower

SCS14ASCS13ASCS13ASCPH2材質　Materialク サ ビ

ステライト盛　Stellite treatmentステライト盛　Stellite treatment処理　TreatmentWedge

SUS316SUS304SUS304材質　Material
ス テ ム

Stem

――－30～＋350－45～＋350－10～＋350
SUS420J2
焼入
Heat treatmentガイドブッシュ材

質による使用温
度範囲（℃）
Operating
Temperature for 
Guide Material

―－196～＋500－30～＋350－45～＋350－10～＋350
SUS304
ステライト盛
Stellite treatment

－196～＋500――――
SUS316
ステライト盛
Stellite treatment

表１　弁本体とトリムの標準材質組合わせ並びに使用温度範囲

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

　表１-１　弁本体材質：炭素鋼

　���������　��������	
�������
������		�
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300#150#温度

Temp.

℃
SCS14A

CF8M

SCS13A

CF8

SCPH61

C5

SCPH21

WC6

SCPH2

WCB

SCPL1

LCB

SCS14A

CF8M

SCS13A

CF8

SCPH61

C5

SCPH21

WC6

SCPH2

WCB

SCPL1

LCB

4.954.95――――1.901.90――――－196～38

4.954.95―――4.781.901.90―――1.84－45～38

4.954.955.165.165.104.781.901.901.991.991.961.84－5～38

4.804.775.165.105.004.721.841.841.921.921.921.8150

4.214.085.144.884.634.501.611.561.761.761.761.72100

3.853.625.014.634.514.401.471.391.571.571.571.57150

3.563.274.884.544.384.261.371.251.401.401.401.40200

3.343.044.624.444.164.051.201.161.201.201.201.20250

3.152.914.234.233.873.761.011.011.011.011.011.01300

3.032.814.014.013.693.590.840.840.840.840.840.84350

2.962.773.883.883.640.730.730.730.730.73375

2.912.743.653.653.440.640.640.640.640.64400

2.872.713.443.502.880.550.550.550.550.55425

2.812.683.083.381.990.470.470.470.470.47450

2.732.652.583.161.350.370.370.370.370.37475

2.672.602.022.770.880.280.280.280.280.28500

表２　弁本体材質の使用温度・圧力範囲

�������　��������	
�����	
�������
	���
	��	��������������	
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30K20K10K温度

Temp.

℃ SCPH21SCPH2SCPH2SCPH2

4.994.993.331.37－5～120

4.504.503.031.17～220

4.214.212.840.98～300

3.823.822.54～350

3.723.332.25～400

3.522.941.96～425

3.33～450

3.13～475

2.94～490

���������　��������：���［����］

図１　パッキン使用温度・圧力範囲

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

図１－１　テフロンファイバー /テフロンアスベスト

��������　�������������	��������

図１－２　グラフォイル

��������　�������

図２　ガスケット使用温度・圧力範囲

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

図２－１　強化テフロン

��������　������

図２－２　テフロンファイバー／テフロンアスベスト

��������　���������/������������

図２－３　アスベスト／SUS316

��������　������������	
�
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図２－４　テフロン／SUS316

��������　��������	�
���

図２－５　グラフォイル／SUS316

��������　��������	
	��

図３　流量特性

������　��������	��
�	�
��

図３-１　フルボアシート形流量特性

��������　����������	
��

図３-２　V-notch cut オリフィスシート形流量特性

��������　���������	
����
レンジアビリティ
2B（50A）以下20：1
3B（80A）以上30：1
Rangeability
2″under 20 : 1
3″over    30 : 1

レンジアビリティ
2B（50A）以下15：1
3B（80A）以上20：1
Rangeability
2″under 15 : 1
3″over    20 : 1
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表３　定格Cv及びストローク

�������　����������	
������

ストローク
Stroke
mm

M2形ボデー　M2 type body
JIS20K、30K・ANSI（JPI）300#

L4形ボデー　L4 type body
JIS10K・ANSI（JPI）150#

ボデー定格 Body Rating

シート形式　Seat form　

　Valve
　size    　inch   　　（mm）

60度V オリフィス
60°V-orifice

90度V オリフィス
90°V-orifice

フルボア
Full bore

60度V オリフィス
60°V-orifice

90度V オリフィス
90°V-orifice

フルボア
Full bore

40152550―――    １ � （  40）

503660120―――  2 （  50）

909516532095165320
  3 （  80）

※　808514528085145280

110240410790240410790  4 （100）

1353005201,0003105401,040  5 （125）

1603506001,1504157201,380  6 （150）

2109401,6303,1301,0651,8503,550  8 （200）

2601,1902,0603,9701,5002,6004,99010 （250）

3102,0903,6206,9702,4504,2508,17012 （300）

3602,8204,8909,4003,1805,51010,60014 （350）

4103,9906,92013,3004,2607,38014,20016 （400）

4605,1308,90017,1005,6109,72018,70018 （450）

5106,75011,70022,5007,10012,27023,60020 （500）

610―――――34,00024 （600）

Note：１）弁サイズ １�B（40A）及び2B（50A）のJIS10K、ANSI（JPI）150#は、M2形ボデーを使用します。

　　  ２）※弁サイズ3B（80A）にダイヤフラム式駆動部（524LLA）を組合せる場合は、ストローク80mmとなります。

　　  １）For valve size 1�″or 2″, when the rating is JIS10K/ANSI 150#, M2 type body will be used.

　　  ２）When combined 3″Body with Diaphragm Actuator (Model: 524LLA), stroke is 80 mm.

図４　L４形ボデー本体部構造

������　���������	
������	������

　図４-１　クサビ・押し・内弁構造

��������　���������	
�������

※駆動部の出力がステムを介してクサビに�の力が作用しますと、

適切な角度に設計されたクサビの働きで水平方向の力�に変換さ

れ、押しを介して２枚の内弁をシートリングに押しつけメタル

タッチで流体を確実に締切る構造であります。

※When actuator output � is loaded, carefully designed wedge angle 
converts it into horizontal pressure �.
　It presses the two discs tightly against the seat rings.

Title:400H 1～13印刷用.ec5 Page:6 
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　図４-２　標準L4形ボデー

　��������　���������	
������
�


図５　M2形ボデー本体部構造

������　���������	
������	������

　図５-１　クサビ・押し・内弁構造

　��������　���������	
�������

図５-３　フルジャケットM2形ボデー

��������　���������	
�������������

�

※駆動部の出力が内弁（DISC）に

作用する原理は、L形ボデーの場

合と同じであります。

※The mechanism of how the actuator output is 
exerted, the discs is the same as in L type body.

Title:400H 1～13印刷用.ec5 Page:7 



8

　図６　 V-notch cut オリフィスシート形の構造

　������　���������	
���	��
���	����

�

図５-４　セミジャケットM２形ボデー

　��������　���������	
�������������

�

※標準ジャケット材質：SS41
　標準ジャケット接続：PT�、PT�
※Standard jacket material: SS41
　Standard jacket connection: PT�、PT�
 　

　図５-２　 標準M２形ボデー

　��������　���������	
������
�


�

60°V-notch cut
オリフィシート
60°V-orifice type

90°V-notch cut
オリフィシート
90°V-orifice type

V-notch cut オリフィスシート形は、下図のように60° と

90° cutを標準とし、シートリングの流路内径に溶接する方

式で、シートリングも溶接形となります。

V-orifice type has a 60°  or 90° cut as a standard, as shown 
below.
The V-shaped orifice is welded inside the seat ring.
Then the seat ring itself is welded to the valve body.
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図７　弁内部の圧力上昇防止構造
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４００Hシリーズ・パラレルスライドバルブは、流体締切性能が優れており

ます。故に、流体が外気の温度よりも低い液体をしゃ断した場合、上流側

及び下流側の内弁によってシールされた弁内部の液体が時間の経過とと

もに、外気温度の影響を受けて体積膨張します。ところが密封されており

ますので弁内部の圧力が異常に上昇し、大きな駆動力が必要となるばかり

か、場合によっては、弁本体部を破壊する力にもなります。故に、このよ

うな流体に対しては、次のような対策が必要となります。

また蒸気の場合でも弁閉の状態でスタートアップし数時間後に弁を開く

ような運転条件であれば、同じ対策が必要となります。

When the 400H Parallel Slide valve shuts off a fluid, a small amount of it is 
sealed off between the two metal discs. If the fluid has a lower temperature than 
the ambiance, it will expand gradually inside the valve affected by the higher 
ambient temperature. This creates abnormally high pressure inside the valve 
body, which in turn demands larger actuator output force, or worse, could 
destroy the valve body. For this type of fluid, the following measures are 
necessary Steam also requires the same, if the operateing condition is such that 
the valve is closed at start-up and opens several hours later.

（A）上流側内弁に小穴をあける
（A）A small hole in the disk on the upstream side

液膨張分を小穴を通して上流側へ逃しますので弁内部と上流側とは常に

同じ圧力となります。

但し、閉弁後下流側流体圧力が上流側圧力よりも高くなる場合は採用でき

ません。

Expanding fluid is forced to escape upstream in order to keep the pressures on 
the upstream side and the valve inside always the same.

（B）リリーフ弁（CL-９００）を用いる
（B）Using a relief valve (CL-９００)

リリーフ弁（CL-９００）を用い、流体圧力の２～３割増しに設定しておけ

ば、設定値よりも弁内部の圧力が上昇すればその分のわずかな量をP1又

は、P２値へ流出させます。

A relief valve, set at 20-30% of the fluid pressure, will accordingly relieve the 
exceeding pressure to P1 or P2 side.
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表４　最大締切圧力（単位：MPa）
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表４に示す圧力はオンオフの場合です。制御弁として御使用の場合には弊社までお問い合わせ下さい。

Pressures shown in Table. 4 are for on-off applications. Please consuet us for modulating use.

ここで示します最大締切圧力は、弁締切時における弁入口側圧力P1、弁出

口側圧力P２、弁内部の圧力P３の圧力分布として最も多い下記条件の場合で

す。

　P1＝P３＞P２＝０

又、内弁（DISC）の材質によって、使用温度との関係で許容最大締切圧

力に制限があります。そこで以下の最大締切圧力表には、この条件も加え

たものとなっておりますので、弁サイズによっては駆動部のサイズを大き

くしても最大締切圧力は増加せず、逆に低下する場合もあります。

上記圧力分布が下記の条件となる場合は、弊社営業まで御問合せ下さい。

　P３＞P１＝P２＝０（弁閉後 P１＝０となる場合）

　P１＞P３＝P２＝０（弁上流側内弁にて流体を締切る必要がある場合）

　P１≒P２＞P３＝０（ダブルブロック・アンド・ブリード仕様の場合）

表４において、弁サイズと駆動部サイズとの標準組合せは、１６～２６頁を御

参照下さい。

又、電動式、油圧式などの駆動部との組合せについては、弊社営業まで御

問合せ下さい。

When the valve inlet pressure is expressed as P1, the valve outlet pressure as P２, 
and the valve inside pressure as P３, the valve shutoff pressure condition is 
usually given by P1＝P３＞P２＝0. The maximum allowable pressures shown here 
are the values where that condition is applicable. Also, the limitations by 
materials and operating temperatures is taken into account. That is why there are 
cases where valve size increase does not mean max. allowable shutoff pressure 
increase. For the following operating conditions, please contact KOSO.
　P３＞P１＝P２＝0 (when P１＝0. after shutoff)
　P1＞P３＝P２＝0 (when shutoff by the upstream side disc is required)
　P1＝P２＞P３＝0 (for double lock and bleed specification)
Refer to pages 16-27 for standard combinations of valve and actuator sizes.
For combination with an electric or hydraulic actuator, consult KOSO.
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表５　標準駆動部との組合わせ製品質量（重量）（単位：Kg）
�������　�����������	
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　　　　この表は、駆動部・本体部とも標準品の重量で、付属品並びに手動機構などは含んでおりません。
　　　　Following weight are for valve complete assy with actuator but without Manual handweel & Accessories.

ダイヤフラム式
Diaphragm actuator

複動シリンダ式
Pneumatic cylinder actuator

駆動部 形式・サイズ
Actuator Model

5200LA6200LA6100LA
&size

弁サイズ

650L
DA, RA

450L
DA, RA

450S
DA, RA

540540415360280160100
Valve size
inch（mm）

295160―――――135100―3（  80）

L4形
ボデー
L4 type
body

310――――――155115―4（100）
―――――――175135―5（125）
――――――  300205165―6（150）
―――――  430  355260215―8（200）
―――――  525  445340――10（250）
―――――  585  535430――12（300）
―――  ―  735  645535――14（350）
―――14551235  915  800―――16（400）
―――159513651040  920―――18（450）
―――1785154512101100―――20（500）
―――2135187515201400―――24（600）
―――28902630―――――30（750）
―――31302850―――――32（800）
―――34253150―――――36（900）
―――4800――――  95601�（  40）

M2形
ボデー
M2 type
body

――150  ―――――  95602（  50）
―155―  ――――195140―3（  80）
335200―  ――――235175―4（100）
370――  ―――  430365――6（150）
―――  ――  610  535470――8（200）
―――  ―1175  810  725―――10（250）
―――  ―1345  985  905―――12（300）
―――1870165513151225―――14（350）
―――20602125―――――16（400）
―――23552495―――――18（450）
―――2715 ――――――20（500）
―――3805 ――――――24（600）
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