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モデル 14 正＆負バイアスリレー

タンパー プルーフ 標準

1/4-20 x .5" 深さ (2) 
マウンティング 
ホール (通常)

1/4 NPT 
信号ポート
 (通常)

ベント

1/4 NPT 
インレット 
ポート (通常)

1/4 NPT 
出力ポート 
(通常)

1/4 NPT 
ゲージ 
ポート 
(2) (通常)

モデル 14 正&負バイアス リレーは、

制御された入力信号±固定バイアス

の和である出力圧力を必要とする用

途向けに作られています。 

精度空気およびモーション制御

124
800-334-8422

特徴

•  1/2” 水柱の制御感度により精密アプリケーション

での使用が可能です。

•  バランスのとれたメインバルブにより供給圧力変動

の影響を最小限に抑えられます。

•  アスピレータ チューブは高流量状態で、下流側

圧力ドループを最小にします。

•  分離した制御チャンバーは、ダイアフラムを主流の

影響から保護しハンチングや振動を削減します。

•  マウンティング ブラケットを使用できます。

•  全地域で カナダ登録番号(CRN)の認定を受け

ています。

動作原理

リレーの出力量は、レンジレンジスクリューで設定さ

れたスプリングバイアスと空気圧入力信号の和で

す。 

(Po = Ps ± K); Po は出力圧、Ps は信号圧力、

K は バネ定数。信号圧力によって信号ダイアフラム

の最上部に力がかかり、これによりダイアフラム部に

下向きの力が生じてメインバルブを開きます。出力

圧力は出口と吸入チューブを通って制御チャンバー

へ流れ、そこで上向きの力が制御ダイアフラムの 底

部に生じます。

設定圧力に達すると、 制御ダイアフラムの底部に

働く力は、信号ダイアフラムの最上部と底部に働く

力とバランスをとります。

出力圧力が設定圧力を上回ると、この増加はアス

ピレータチューブを通って制御ダイアフラムへ送られま

す。制御ダイアフラムに増加した圧力がかかることで

ダイアフラム部を上に動かしてメインバルブが閉じ、リ

リーフ シートがリリーフ弁から開き、下流側エアがリン

グ スペーサのポートを通って排出されます。

信号ポート

信号 
ダイヤフラム

制御 

インレット 
 ポート

出力ポート

内部 
バルブ

マイナスのバイアス 
 スプリング

レンジ  
スプリング

ダイアフラム
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モデル 14 正＆負バイアスリレー

技術情報 カタログ情報

精度空気およびモーション制御

125
800-334-8422

パネル マウンティング
構成 Model 14 図示

1 7/8 対 CL
47.6/ユニット

直径 (3)

直径 (2)
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フロー特性  

Fairchild Model 14253

設定圧力

設定圧力

マウンティング ブラケット: 09921

仕様

供給圧力  
250 psig、[17.0 BAR]、(1700 kPa) 最大

流量 (SCFM)  
40 SCFM (68 m3/時) @ 100 psig、[7.0 BAR]、(700 kPa) 供給およ
び 20 psig、[1.5 BAR]、(150 kPa) 設定圧力

排出量 (SCFM)  
5.5 SCFM (9.35 m3/時)  - 下流圧力が  
5 psig、[0.35 BAR]、(35 kPa) で 20 psig、[1.5 BAR]、 
(150 kPa) 設定圧力を超える場合

信号または出力圧力  
150 psig、[10.0 BAR]、(1000 kPa) 最大

供給圧変動の影響  
0.1 psig、[0.007 BAR]、(0.7 kPa) 以下 - 供給圧力で 100 psig、 
[7.0 BAR]、(700 kPa) 変化の場合

感度  
1/2” (1.27 cm) 水柱以下

周囲温度  
-40°F ～ +200°F、(-40°C ～ 93.3°C)

危険場所 
ガス雰囲気の場合はゾーン1および2、粉塵雰囲気の場合はグループ IIA 
＆ IIB および 21 ＆ 22 で使用可能です。

構造材料 
本体＆ハウジング ............................................................. アルミニウム
トリム ......................................... ステンレス、黄銅、亜鉛メッキ スチール
ダイアフラム ............................................................... 亜硝酸/ダクロン

モデル 14 リレー キット & アクセサリ

マウンティング ブラケット キット ................................ 09921 (別売)

カタログ番号                      1  4   2 

圧力レンジ

psig [BAR] (kPa)

-18 ～ 2 [-1.2 ～ 0.15] (-120 ～ 15) 1

-18 ～ 10 [-1.2 ～ 0.7] (-120 ～ 70) 2

-18 ～ 30 [-1.2 ～ 2] (-120 ～ 200) 3

-18 ～ 100 [-1.2 ～ 7] (-120 ～ 700) 5

パイプ サイズ

1/4” NPT ....................................................................... 2

3/8” NPT ....................................................................... 3

1/2” NPT ....................................................................... 4

オプション

シリコン エラストマー1 ............................................................... A

タップ排気 ............................................................................... E

バイトンエラストマー ................................................................. J

非緩和.................................................................................... N

タンパープルーフ ....................................................................... T

BSPT (テーパー) ...................................................................... U
1 最大供給圧力 75 psig、[5.0 BAR]、(500 kPa)

サービス キット
モデル 14 には、サービス キットがあります。Fairchild モデル 14 
正/負バイアス リレーについて、操作と保守について、IS-30000014 
をご覧ください。



モデル 15 正バイアスリレー

タンパー プルーフ 標準

1/4-20 x .5" 
深さ (2) 
マウンティング
 ホール (通常)

1/4 NPT 
信号ポート
 (通常)

1/4 NPT 
インレット 
ポート (通常)

1/4 NPT 
出力ポート
 (通常)

1/4 NPT 
ゲージ ポート
 (2) (通常)

1/4 NPT 
オプション
 タップ排気

直径 13/64ベント (4) 
(クリアにしておく)

モデル 15 正バイアス リレーは、制御さ

れた入力信号+固定バイアスの和であ

る出力圧力を必要とする用途向けに

作られています。

精度空気およびモーション制御

126
800-334-8422

特徴

•  モデル 15 は 1/4” 水柱の制御感度を持つため、 

精密アプリケーションで使用できます。

•  バランスのとれたメインバルブにより、供給圧力変
動の影響が最小になります。

•  アスピレータ チューブは高流量状態で、下流側

圧力ドループを最小にします。

•  20 psig 設定圧力での最高 40 SCFM  

(100 psig) 供給流量により、 大流量能力を要

する用途で使用可能です。

•  分離した制御チャンバーは、ダイアフラムを主流の

影響から保護しハンチングや振動を削減します。

•  マウンティングブラケットを使用できます

動作原理

モデル 15 正バイアス リレーは、入力信号圧力 + 

プリセットバイアスで表される圧力を出力します。数

式は Po = Ps + K で、Po は出力圧力、Ps は信

号圧力、K はバネ定数です。このリレーは多様な

出力要件に対応するためにさまざまなバイアス レン

ジが用意されており、小容量の信号空気で優れた

感度と大流量出力能力を提供します。

この装置は、離れた場所からのレンジシフト、張力

制御、圧力制御などさまざまな制御用途に適して

います。

信号ポート

信号 

制御 

インレット 
 ポート

出力 
ポート

レンジ スプリング

ダイアフラム

ダイアフラム

D
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モデル 15 正バイアスリレー

技術情報 カタログ情報

精度空気およびモーション制御

127
800-334-8422

仕様

供給圧力  
250 psig、[17.0 BAR]、(1700 kPa) 最大

流量 (SCFM)  
40 SCFM (68 m3/時) @ 100 psig、[7.0 BAR]、(700 kPa) 供給およ
び 20 psig、[1.5 BAR]、(150 kPa) 設定圧力

排出量 (SCFM)  
5-1/2 SCFM (9.4 m3/時) - 下流圧力が 
5 psig、[0.35 BAR]、(35 kPa) で 20 psig、[1.5 BAR]、 
(150 kPa) 設定圧力を超える場合

信号または出力圧力  
150 psig、[10.0 BAR]、(1000 kPa) 最大

供給圧変動の影響  
0.1 psig、[0.007 BAR]、(0.7 kPa) 以下 - 供給圧力で 100 psig、 
[7.0 BAR]、(700 kPa) 変化の場合

感度  
1/4” (0.64 cm) 水柱以下

取付け  
パイプかパネル

周囲温度  
-40°F ～ +200°F、(-40°C ～ 93.3°C)

危険場所 
ガス雰囲気の場合はゾーン 1 および 2、粉塵雰囲気の場合はグループ IIA 
＆ IIB および 21 ＆ 22 で使用可能です。

構造材料 
本体＆ハウジング .............................................................. アルミ合金
トリム ......................................... ステンレス、黄銅、亜鉛メッキ スチール
ダイアフラム ............................................................... ブナ A とダクロン

カタログ番号                         1  5   4 

圧力レンジ

psig	 [BAR]	 (kPa)

0-10 [0-0.7]  (0-70) ......................... 2

0.5-30 [0.03-2] (3-200) ...................... 3

1-60 [0.1-4] (10-400) ..................... 4

2-150 [0.15-10] (15-1000) .................... 6

パイプ サイズ

1/4” NPT ...................................................................... 2

3/8” NPT ...................................................................... 3

1/2” NPT ...................................................................... 4

オプション

シリコン エラストマー1 .............................................................  A

タップ排気 .............................................................................  E 

バイトンエラストマー ...............................................................  J

BSPP (パラレル)2 ........................................................... H

タンパープルーフ .....................................................................  T

BSPT (テーパー) ....................................................................  U

1 最大供給圧力 -75 psig、[5.0 BAR]、(500 kPa)

2 BSPP スレッド： 入口&出口のみ。他は BSPT。
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フロー特性 
 Fairchild Model 15462

設定圧力

設定圧力

サービス キット

モデル 15 には、サービス キットがあります。対応する Fairchild モ
デル 15 正バイアス リレー、取付け、操作と保守について、IS-
300000015 をご覧ください。

パネル マウンティング
構成 Model 15 図示

1 7/8 対 CL
47.6/ユニット

直径 (3)

直径 (2)

マウンティング ブラケット: 09921

モデル 15 リレー キット & アクセサリ

マウンティング ブラケット キット ................................ 09921 (別売)

D
モデル  
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モデル 21 可変増圧比リレー

8  1/2

7  13/32

マウンティング 
サーフェス

マウンティング ホール

マ
ウ

ン
テ

ィ
ン

グ
 
ホ

ー
ル

(4) 直径 1/4 
スクリュ用の穴

1/4 NPT 
ゲージ タップ
両側

こちら側はインレット
反対側がアウトレット

信号

精度空気およびモーション制御

128
800-334-8422

特徴

•  アスピレータ チューブは高流量状態で、下流側

圧力ドループを最小にします。

•  オプションの入力&出力バイアスにより、より汎用

性が広がります。

•  30:1 から 1:30 までの増減圧比へ無段階で圧

力調整が可能です。

•  フローティングシールリングが制御チャンバーを

メインフローから隔離しているため、大流量時

の影響が少なく安定性が向上しています。

•  パネル取り付けまたはライン組み込みが可能で

す。

動作原理

モデル 21 は、信号チャンバー レベル アーム、モデル 

20 出力弁本体、そしてレベル アーム調整用のピボ

ット アセンブリで構成されます。出力圧力と信号圧

力の比は、無段階に調整可能です。比率調整ノブ

をまわすことで、1:30 の増圧から 30:1 の減圧の調

整を行えます。 

信号チャンバー ダイアフラムに働いている信号圧力

は、レバーを通じて力を制御ダイアフラムへ伝え、出

力圧力が設定されます。レバーの支点は調節可

能です。

出力圧力は、信号圧力×支点のいずれかの側のレ

バーアーム長さの比の関数です。

バイアスは、セットスクリューを使って取り込みます。

モデル 21D は、入力および出力バイアスが調整可

能です。最大入力バイアスは 3 psig で、最大出

力バイアスは 9 psig です。このリレーのバイアスの基

本算式は:

 Po = (Ps-K1) R+K2 で、

 Po = 出力圧力

 Ps = 入力信号圧

 R = 設定の比率

 K1= 入力バイアス、(-) のみ

 K2 = 出力バイアス、(+) のみ

パネル マウンティング
用の調整スクリュをクリアするために
 5/8 DIA 穴を提供

出力バイアスはパネル マウンティング
用の 11/32 DIA ホールを提供
 ("D" オプションのみ)

パネル マウンティング
用 1/4-20 UNC x 1/2 (3) タップ ホール
 9/32 DIA クリアランス ホールを使用

アウトレット インレット

比率
インジケータ

入力バイアス
 ("D" オプションのみ)

ノブ部

出力
バイアス 
スプリング

ベース部

制御
ダイヤフラム

供給 アウトレット

出力
ブースター

信号
チャンバー

ダイヤフラム

ピボット部支柱
レバー アーム

D
モデル  

21



モデル 21 可変増圧比リレー

精度空気およびモーション制御

129
800-334-8422

技術情報 カタログ情報

取付け

モデル 21 には、サービス キットがあります。  Fairchild モデル 21 リレーの

取付け、操作と保守について、IS-10000021 をご覧ください。
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出
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フロー特性
 Fairchild Model 21312

エア フロー、SCFM

仕様

流量  

40 SCFM (68 m3/時) 100 psig、[7.0 BAR]、(700 kPa)  

供給、 20 psig、[1.5 BAR]、(150 kPa)

排出量  

5.5 SCFM (9.4 m3/時) (設定圧力を超える下流圧力 5 psig、 

[0.35 BAR]、(35 kPa))

供給圧力  

250 psig、[1.7 BAR]、(1700 kPa) 最大

供給圧変動の影響  

0.1 psig、[0.007 BAR]、(0.7 kPa) 以下 - 100 psig、 

[7.0 BAR]、(700 kPa) 変化の場合

信号または出力圧力  

150 psig、[1.0 BAR]、(1000 kPa) 最大比率レンジ  

30:1 ～ 1:30 (信号圧力 : 出力圧力)

動作圧力 (最低)  

0.5 psig、[0.03 BAR]、(3.5 kPa)

感度  

0.5” (1.27 cm) 水柱

周囲温度限度 

-40°F ～ +200°F、 (-40°C ～ +93.3°C)

構造材料

本体＆ハウジング ..............................................アルミニウム

トリム .......................... ステンレス、黄銅、亜鉛メッキ スチール

ダイアフラム ...................................................ブナNとダクロン

レバーと支点 ......................................................... 硬化鋼

カタログ番号   2		1		3		1

パイプ サイズ

1/4” NPT .........................................................  2

3/8” NPT ........................................................  3 

オプション

バイアス1 .....................................................................  D 

タンパープルーフ .................................................................  T

BSPT (テーパー) ............................................................  U

1  最大入力バイアス:-3 psig、[-0.2 BAR]、(-20 kPa)、 

最大出力バイアス:9.0 psig、[0.6 BAR]、(60 kPa)

D
モデル  
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モデル 22 コンピューティング リレー

部

インレット  
ポート

出力 
ポート

供給バルブ

供給 
バルブ スプリング

マイナスのバイアス 
 スプリング

排気バルブ

制御 

プラス信号 

ピントル

プラスのバイアス 
 スプリング

ダイアフラム

ダイアフラム

ダイアフラム

精度空気およびモーション制御

130
800-334-8422

特徴

•  リリーフシートを通しての少量ブリードにより、小信

号に対する反応が敏速

•  複数入力による多様なプロセス制御

•  バイアスレンジを -18 から +15 psig まで調整可

能なので、出力の変動が可能

•  2 つのゲージポートが供給口と排出口から 90°に
あるので、いろいろな取り付けが可能

• ライン組み込みまたはパネル取付け

動作原理

モデル 22 空圧コンピューティング リレーは汎用性の

高い制御弁で、平均化、差動、反転、積算など多

数の特殊機能を実行できます。この高機能な空圧

リレーは、最高 4 つの入力とワイドレンジの正&負

バイアスに対応し、多くの用途に対応するためにさま

ざまな構成が用意されています。

多数の構成オプションと正確な反応特性を持つ モ

デル 22 は、オーバーライドや多要素制御、ON-
OFF 動作など特殊な入力/出力要件を持つさま

ざまな用途に理想的な選択です。

クリアにしておく

マウンティング ホール

信号 A

信号 C信号 B

(2) マウンティング 
ホール 1/4-20 x 0.50 深さブラケット

モデル:	22142	&	22422

D
モデル   

22

モデル:	22112,	22113,	22212,		
22213,	22222,	22223,	22312

マウンティング ホール

ベントはクリアにしておく

(2) マウンティング 
ホール 1/4-20 x 0.50 深さ

ブラケット

信号 A

信号 D

信号 C信号 B



モデル 22 コンピューティング リレー

断面

精度空気およびモーション制御

131
800-334-8422

P=A+B+C+D ± K (非表示)

P=A+B–C+D ± K (非表示)

圧力

チャンバー

スプリング バイアス

供給圧力

出力圧力

差分 
ON-OFF 直接 

ON-OFF

逆 
ON-OFF

合計 差分 増幅

増幅差分 平均 1:1 比

低下 転化
合計差分

図は、モデル 22 の代表的な機能と動作モードを示しています。ダイ

アフラムに関する計算式では、P=出力圧力で、A、B、および C=信号

圧力です。K(定数)はスプリングバイアス化によって得られ、-18 psig 

～ +30 psig の範囲で調整可能です。

S=供給圧力

ON-OFF リレーとして使用した場合、モデル 22 は空気圧回路

を開いたり閉じたりし、信号圧力が設定圧力から外れるとただち

に完全開または完全閉に移行します。完全オープンポジションで

は、弁は全供給圧力を調節や調整なしに通します。この機能

は、出力圧力を信号チャンバー A に接続することで達成されま

す。この接続はフィードバックループをつくるため、フローが開始す

ると弁が広く開きます。図で示す状態になると、リレーは常に完

全オープンか完全クローズになります。

注意: 

識別番号 223、224、225 および 226 で識別される機能を反映して

いるリレーは、このカタログ シートにはありません。これらの装置には、追

加された信号入力を処理できるように追加ダイアフラムが付いています。
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モデル 22 コンピューティング リレー

精度空気およびモーション制御

132
800-334-8422

技術情報 カタログ情報

サービス情報

モデル 22 用の修理用部品があります。Fairchild モデル 22 の取付け、

操作と保守について、IS-30000022 をご覧ください。

フロー特性 
Fairchild Model 22112

供給圧力

出
力
圧
力
、

p
si

g

エア フロー、SCFM

仕様
入力および出力圧力  

3～15 psig、[0.2～1.0 BAR]、 (20～100 kPa)

通常の供給  

20 psig、[1.5 Bar]、(150 kPa)

最大動作圧 

 信号と出力: 50 psig、[3.5 BAR]、(350 kPa) 
 供給： 150 psig、[10.0 BAR]、(1000 kPa)

最大過剰圧力	
 あらゆる接続: 100 psig、[7.0 BAR]、(700 kPa) 
 供給接続のみ: 250 psig、[17.0 BAR]、(1700 kPa)

最大出力圧力  

0 psig (あらゆる供給圧時)

出力圧力の直線性  

全レンジの 0.4% 内

供給圧変動の影響  

5 psig [0.35 BAR]、 (35 kPa) の供給圧変化によって出力圧力

は変化しません空気消費量 (デッドエンド サービスのバランス) 
0.06 SCFM (0.102 m3/時) 最大： 15 psig、[1.0 BAR]、 

(100 kPa) 出力時

再現性  

通常の圧力レンジ内の不平衡の場合、出力圧力は前の値を全レ

ンジの 0.5% 内で再現します

出力流量 (ミッドスケール出力) 

20 psig、[1.5 BAR]、(150 kPa) 供給。2 SCFM (3.4 m3/時) の

前方流によって、全レンジの 3% を超える出力低下は生じません

周囲温度限度 
-40 °F ～ 200 °F、(-40 °C ～ 93.3 °C)
構造材料

バルブ&ボンネット ...................................... ダイカスト アルミニウム

ダイアフラム ......................................................................ブナA

レンジ スクリュー&ファスナー ............................ 亜鉛メッキ スチール

カタログ番号                       2   2

機能
積算
差動
増幅
反転
積算差動
増幅差動
1:1 比

差動 On-Off

反転 On-Off

直接 On-Off

還元

平均化

積算

積算

積算差動

シンボル キー

A、B、C、D ........................................................................... 信号圧力

K ............................................................................ ± スプリングバイアス

P .......................................................................................... 出力圧力

S .......................................................................................... 供給圧力

1 7/8 対 CL
47.6/ユニット

直径 (3)

直径 (2)

モデル 22 リレー キット & アクセサリ

マウンティング ブラケット キット ................................ 09921 (別売) 
D
モデル 
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1  1/4” NPT パイプ サイズのみ

(P = A+B±K)          11
(P = B–C±K)
(P = 2A±K)
(P = –C±K)
(P = A+B–C±K)
(P = 2A–C±K)
(P = A±K)
(P = S、B±K>C の場合)または         21
(P = O、B±K<C の場合)
(P = S、K>C の場合) または
(P = O、K<C の場合)
(P = S、B+K>O の場合) または
(P = O、B+K<O の場合)

(P  =  B±K)         22
          2
(P  =  A+B±K)  
             2

(P = A+B+C±K)          311

(P = A+B+C+D±K)          411

(P = A+B–C+D±K)          421

パイプ サイズ

1/4” NPT ...........................................................................   2
3/8” NPT ..........................................................................  3



モデル 24 スナップアクティング リレー

精度空気およびモーション制御

133
800-334-8422

特徴

•  ゼロに近い不感帯のため、真のスナップアクション

スイッチングが行われます。

•  14 SCFM の大流量と、高排出能力を持ってい

ます。

•  空気圧とスプリングバイアスの併用による切替圧

力設定により、離れた場所からの操作が可能で

す。

•  通常開または通常閉オプションが選択可能です。

動作原理

モデル 24 スナップアクティングリレーは、スナップア

クティング切替スイッチ機能を備えた精度の高い差

動リレーです。このリレーの出力は、信号圧力が設

定切替圧力以上のときは一次供給圧力を出力

し、信号圧力が設定圧力より低いとき出力をゼロ

にします。

図 1 の構成では、切替圧力設定に空気

圧を使用できます。またこの設定空気圧の有

無に拘わらず、レンジスクリューによってスプリ

ングバイアスをかけることも、はずすことも出来

ます。この場合、バイアス圧力は設定空気圧

に加算されます。そのため、必要とされる切替

設定空気圧は動作信号圧からバイアス分が

差し引かれた圧力となります。通常開弁と通

常閉弁の違いは、信号圧（上記”B”ポート）

プラススプリングバイアスが上記“A”ポートの

信号より大きい時、出力圧が二次側に出力

されるのが通常開で、出力圧が閉じられるの

が通常閉となります。

図2 はセパレートサプライオプション (SS) 付

きの場合で、一次供給圧力が 3-15 psig 

などの制御信号か 10 psig より低い圧力で

あるときの使用方法を示しています。

分離供給オ
プション
 (1/4" NPT)

マウンティング
 ホール
(2) 1/4-20 x 1/
2/12.7 DP.

マウンティング ホール

ポート
 "B" 1/4 NPT

ベント
はクリアに
しておく

信号 "A" 
1/8 NPT

イン アウト

ゲージ ポート
 (2) 1/4 NPT

1/4 nptf OR 
(通常)

バイアス調整

ベントはクリ 
アにしておく

設定ポイント 
信号

供給
10-120 PSIG
[.7-8.0 BAR]
(70-800 kPa)

2" (5.08 cm)  
H20-120 PSIG  
[8.0 BAR] (800 k Pa) 
信号

栓をしない

動作信号

供給
10-120 PSIG
[.7-8.0 BAR]
(70-800 kPa)

供給-  
20 PSIG, 
[1.3 BAR], 
(130 kPa)

ベントは
クリアにしておく

イン アウト

分離供給

イン アウト

バイアス調整

ベントはクリ 
アにしておく

設定ポイント 
信号

供給
10-120 PSIG
[.7-8.0 BAR]
(70-800 kPa)

2" (5.08 cm)  
H20-120 PSIG  
[8.0 BAR] (800 k Pa) 
信号

栓をしない

動作信号

供給
10-120 PSIG
[.7-8.0 BAR]
(70-800 kPa)

供給-  
20 PSIG, 
[1.3 BAR], 
(130 kPa)

ベントは
クリアにしておく

イン アウト

分離供給

イン アウト

図 1

  動作する	
 信号レンジの 変動

	 psig	 [BAR]	 (kPa)	 psig	 [BAR]	 (kPa)	

2” W.C. -10 [2” W.C. - 0.7] (2” W.C. - 70) 0.2” W. C.

0.5-30 [.03-2.0] (3-200) 0.1 [.007] (.7)

1.0-60 [0.1-4.0] (10-400) 0.2 [.014] (1.4)

2.0-120 [.15-8.0] (15-800) 0.5 [.03] (3)

図 1 図 2
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モデル 24 スナップアクティング リレー

技術情報 カタログ情報

精度空気およびモーション制御

134
800-334-8422

仕様

最大供給圧力 
120 psig、[8.0 BAR]、(800 kPa)

最小供給圧力 
10 psig、[0.7 BAR]、(70 kPa) (入口圧力が 10 psig、[0.7 BAR]、 
(70 kPa) に満たない場合はセパレートサプライオプションを使用)

流量 (SCFM) 
14 SCFM (23.8 m3/時) @ 100 psig、[7.0 BAR]、(700 kPa) 供給

排出量 (SCFM) 
14 SCFM (23.8 m3/時) @ 100 psig、[7.0 BAR]、(700 kPa) 降下

信号レンジ 
2” (5 cm) W.C. ～ 120 psig、[8.0 BAR]、(800 kPa)

作動する信号の変動 
グラフ 1 を参照

再現性 
0.2” (0.5 cm) W.C.

CV値 
0.23

取付け 
配管取り付けかパネルマウント

空気消費量 
0.015 SCFM (0.03 m3/時) 以下： 100 psig、[7.0 BAR]、(700 kPa) 
吸入の場合

周囲温度 
-40°F ～ +200°F、(-40°C ～ 93.3°C)

構造材料 
本体＆ハウジング ...........................................................アルミ キャスト
トリム .................................................... ステンレス、亜鉛メッキ スチール
ダイアフラム ................................................................... ブナNとダクロン

0
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110

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

供給圧力 = 100 psig

供給圧力 = 20 psig

供給圧力 = 50 psig

エア フロー、SCFM

出
力
圧
力
、

P
S

IG

フロー特性
 Fairchild Model 244132

パネル 
マウンティング
構成 Model 24 図示

1 7/8 対 CL

47.6/ユニット

直径 (3)

直径 (2)

マウンティング ブラケット: 09921

モデル 24 リレー キット & アクセサリ

マウンティング ブラケット キット ................................ 09921 (別売) 

D
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カタログ番号                      2  4  4 

スイッチ ポジション

通常開............................................................  1

通常閉............................................................  2

圧力レンジ

psig	 [BAR]	 (kPa)
2” W.C. -10 [0.006-0.7]  (0.63-70) ....................  2
0.5-30 [0.03-2] (3-200) ......................  3
1-60 [0.1-4] (10-400) ....................  4
2-150 [0.15-8] (15-800) ....................  6

パイプ サイズ

1/4” NPT .............................................................................  2
3/8” NPT .............................................................................  3
1/2” NPT .............................................................................  4

オプション

タップ排気 ....................................................................................  E 
ノブ調節 .......................................................................................  K
タンパープルーフ ............................................................................  T
BSPT (テーパー) ...........................................................................  U
セパレート サプライ ツー パイロット ................................................  SS



モデル 25 リバーシング  リレー

プラスのバイ 

アス  スプリング

インレット 

 ポート

出力
ポート

信号
ポート

マイナス信号 

ダイヤフラム

制御 

ダイヤフラム

プラス信号 

ダイアフラム

モデル 25 リバース リレーは、入力圧力の

増加と正比例して減少する出力を提供

します。

精度空気およびモーション制御

135
800-334-8422

 

 

マウンティング
 ホール 14-20 x
 5/8 DP TYP (2)

1/8 NPT 
タップ 
ホール

信号

インレット  アウトレット

ゲージ ポート (2)

標準：1/4-18 NPT

オプション U & H:1/4-19 BSPT

排気ベント
 13/63 TYP (4)

特徴

•  高強度で深いローリングダイアフラム。•

•  精度を保証する底部のダイアフラム式バランシン

グチャンバー。

•  フローティングシールリング。•

•  バランスのとれたリリーフシートにより過大なシート

閉止圧力を低減。•

•  バランス型メインシート。•

•  高排気流量の影響からスタビライジングチャンバー

保護する構造。

動作原理

モデル 25 リバース リレーは、手動で設定されたス

プリングによる設定圧力から制御信号圧力を差し

引いた値に等しい出力圧を得るためのリレーです。

この製品は、優れた感度と大流量な吐出能力を

併せ持ちます。

モデル 25 は、直動制御弁から逆動作制御弁への

変換、単一トランスミッターからの逆動弁の制御、

そしてシリンダ負荷の緩衝など、多彩な精度制御

に適しています。

モデル 25 の基本計算式は PO = K - PS で、

PO は出力圧力、PS は信号圧力、K はバネ定

数です。

D
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モデル 25 リバーシング  リレー

精度空気およびモーション制御

136
800-334-8422

技術情報 カタログ情報

サービス キット

モデル 25 リバース リレーにはサービス キットがあります。取付け、操作と保

守について、IS-30000025 をご覧ください。
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

設定ポイント = 20 psig

設定ポイント = 100 psig

供給圧力 = 150 psig

エア フロー、SCFM

出
力

圧
力

、
P

S
IG

フロー特性
 Fairchild Model 25462

パネル 
マウンティング
構成 Model 25 図示

1 7/8 対 CL
47.6/ユニット

直径 (3)

直径 (2)

マウンティング ブラケット:  09921 

モデル 25 リレー キット & アクセサリ

マウンティング ブラケット キット .................................... 09921 (別売)

仕様
最大供給圧力 
250 psig、[17.5 BAR]、(1750 kPa)

流量 
40 SCFM (68 m3/時) @ 100 psig、[7.0 BAR]、(700 kPa)  
供給、20 psig、[1.5 BAR]、(150 kPa) 設定圧力

排出量 
11 SCFM (18.7 m3/時) - 下流圧力が設定圧力を  
5 psig、[0.35 BAR]、(35 kPa) 超える場合

信号または出力圧力 
150 psig、[10 BAR]、(1000 kPa) 最大

供給圧変動の影響 
0.1 psig、[0.007 BAR]、(0.7 kPa) 以下 - 供給圧力で  
100 psig、[7.0 BAR]、(700 kPa) 変化の場合

感度 
1/8” (0.32 cm) 水柱以下

取付け 
パイプかパネル

周囲温度限度 
-40°F ～ +200°F、(-40°C ～ 93.3°C)

構造材料 
本体 ..................................................................... アルミニウム
トリム ............................................アルミニウム、ステンレス、黄銅
ダイアフラム .........................................................ブナNとダクロン

カタログ番号                      2   5 

圧力レンジ

psig	 [BAR]	 (kPa)

0-10 [0-0.7]  (0-70) ..................... 42

0.5-30 [0.03-2] (3-200) .................. 43

1-60 [0.1-4] (10-400) ................. 44

2-150 [0.15-10] (15-1000) ................ 46

パイプ サイズ

1/4” NPT ......................................................................  2

3/8” NPT ......................................................................  3

1/2” NPT ......................................................................  4

オプション

タップ排気 .................................................................................  E 

BSPP (パラレル)1 ..............................................  H
BSPT (テーパー) .........................................................................  U

1 BSPP スレッド： 入口 & 出口のみ。他は BSPT。
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モデル 85D パイロット型 正バイアス リレー

プラスのバ 
イアス スプリング

制御 

出力 
ポート

インレット 
 ポート

Pilot Stage
Diaphragm

供給 
バルブ スプリング

供給バルブ

ダイアフラム

ダイアフラム

精度空気およびモーション制御

137
800-334-8422

直径1.88 
0.75 HEX.

1.68 SQ.

1 1/4-18 NEF-2A "P" 
オプション用

10-32 UNF-2B "E" 
オプション用

1/8 NPT ゲージ ポート

イン アウト

1/8 NPT
 (インレットおよびアウトレット)

ベント

イン

イン アウト

直径1.88 
0.75 HEX.

タンパー プルー
フ オプション "T"

ベント

1 1/4-18 NEF-2A "P" 
オプション用

10-32 UNF-2B "E" 
オプション用

1/8 NPT ゲージ ポート

3/8 or 1/4 NPT 
(インレットおよびアウトレット)

イン

特徴

•  多段パイロット制御により、設定圧力の正確なコ

ントロールが可能です。•

•  小さなサイズで 14 SCFM の流量。

•  空気消費量が少ないので、空気や他の高価なガ

スを節約します。

•  サイズがコンパクトなので、限られたスペースでも取

り付けが可能です。

•  1/8”、1/4”および 3/8” のポートサイズがあります。

動作原理

モデル 85D 多段バイアスリレーは、圧力レギュレー

タの感度と正バイアス機能をひとつにした高精度制

御装置です。この小型のパイロット操作装置は、

最小限の空気消費量で非常に高い出力能力を

発揮しながら、供給圧力変動に対して出力圧力

に対する影響を最小限にとどめております。

高い汎用性を持つモデル 85D は、精密な圧力

管理と圧力バイアスを必要とするシステムに使用

され、特にデッドエンドサービスにも能力を発揮しま

す。またび機器パネル取り付けも可能です。 

モデル 85D の基本計算式は PO = PS + K で、

PO は出力圧力、PS は信号圧力、K はバネ定

数です。

D
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モデル 85D パイロット型 正バイアス リレー

精度空気およびモーション制御

138
800-334-8422

カタログ情報

サービス キット

モデル 85D マルチステージ バイアス リレーにはサービス キットがあります。取

付け、操作と保守について、IS-3000085D をご覧ください。

仕様

最大供給圧力 

250 psig、[17.5 BAR]、(1750 kPa)

推奨動作供給圧力 

150 psig、[10 BAR]、(1000 kPa)

最大信号圧力または出力圧力 

150 psig、[10 BAR]、(1000 kPa)

流量 

14 SCFM (23.8 m3/時) @ 100 psig、[7.0 BAR]、(700 kPa) 

供給、20 psig、[1.5 BAR]、(150 kPa) 設定圧力

排出量 

2.5 SCFM (4.25 m3/時) - 下流圧力が設定圧力を  

5 psig、[0.35 BAR]、(35 kPa) 超える場合

供給圧変動の影響 

0.2 psig、[0.014 BAR]、(1.4 kPa) 以下 - 供給圧力で  

100 psig、[7.0 BAR]、(700 kPa) 変化の場合

フロー条件下の圧力変動 

0.1 psig、[0.007 BAR]、(0.7 kPa) 以下 - デッドエンド サービスか

ら 10 SCFM (17 m3/時) 

(設定圧力 10 psig、[0.7 BAR]、(70 kPa)、供給圧力 

100 psig、[7.0 BAR]、(700 kPa)

空気消費量  

 0.1 SCFM (0.17 m3/時) 以下

周囲温度限度 

-40 °F ～ +200 °F、  (-40 °C ～ 93.3 °C)

構造材料 

本体 ..................................................................... アルミニウム

トリム ............................................アルミニウム、ステンレス、黄銅

ダイアフラム .........................................................ブナNとダクロン

カタログ番号                      8   5 

圧力レンジ

psig	 [BAR]	 (kPa)

0-20 [0-1.5]  (0-150) .................... 53 1

1-60 [0.07-4] (7-400) .................... 54 1

1-100 [0.07-7] (7-700) .................... 55 1

0-20 [0-1.5] (0-150) .................... 63 2

1-60 [0.07-4] (7-400) .................... 64 2

1-100 [0.07-7] (7-700) .................... 65 2

パイプ サイズ

1/8” NPT .....................................................................  1

1/4” NPT .....................................................................  2

3/8” NPT .....................................................................  3

オプション

タップ排気 ............................................................................... E 

ボンネット取り付け ................................................................... P

タンパープルーフ ....................................................................... T

BSPT (テーパー) ....................................................................... U

1 1/8” NPT パイプ サイズのみ。
2 1/4” または 3/8” NPT パイプ サイズのみ
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モデル 90 & 91 低圧/高圧 セレクタ リレー

イン

イン

アウト

2 箇
所

(3 箇所)

精度空気およびモーション制御
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特徴

•   小型で、限られたスペースでの取付けに適した耐

久性のある設計。

•  ソフトシート構造による漏れのないシール性能。

•  スイッチングの精密な制御を可能にする小さいデ

ッドバンド。

•  重要制御ループでの使用にも耐える高速応答

性。

•  信号圧力の手動モニタリングが不要な自動スイッ

チング。

動作原理

モデル 90 低圧力セレクタ リレーは、2 つの信号圧

力のうち低いほうを選択して継続した出力圧力を制

御装置に提供します。モデル 90 は、信号圧力の

精密な自動モニタリングを必要とする制御ループな

どの重要で微妙な用途におけるデッドエンド サービ

スや低流量用例に推奨されます。

モデル 91 高圧力セレクタ リレーは、2 つの信号圧

力のうち高いほうを選択して継続した出力圧力 (ま

たは圧力レンジ) をコントローラに提供します。スイッ

チングや圧力モニタリングを精密に制御できるモデル 

91 は、重要で微妙な用途におけるデッドエンドサー

ビス や低流量用例に理想的です。 

ハウジングおよびシール部 ダイヤフラム部

シートおよびシール部
O リング

イン

イン アウト

モデル 91

ハウジングおよびシール部

Clamp Nut

ダイヤフラム部

キャップ スクリュ

アウト

イン

イン

O リング

モデル 90

D
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モデル 90 & 91 低圧/高圧 セレクタ リレー

精度空気およびモーション制御
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技術情報 カタログ情報

取付け

モデル 90 と モデル 91 にはサービス キットがあります。Fairchild モデル 90 

と モデル 91 の取付け、操作と保守について、IS-30009091 をご覧くださ

い。
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 供給圧力 = 100psig

供給圧力 = 20psig

出
力
圧
力
、

p
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フロー特性 
Fairchild Model 90052

エア フロー、SCFM

1 7/8 対 CL
47.6/ユニット

直径 (3)

直径 (2)

モデル 90/91 リレー キット&アクセサリ

マウンティング ブラケット キット .................................09921 (別売)

仕様

最大信号圧力 
200 psig、[14.0 BAR]、(1400 kPa)

最小スイッチング差動 
0.1 psig、[0.007 BAR]、(0.7 kPa) 以下

信号間の最大差動 
100 psig、[7.0 BAR]、(700 kPa)

周囲温度範囲 
-40°F ～ +200°F、 (-40°C ～ +93.3°C)

構造材料 
本体 ...................................................................... アルミ合金

ダイアフラム ................................... デュポン Fairprene コーテッド  
...............................................................................ファブリック

トリム ............................................................................. 黄銅

.............................................................................................

カタログ番号  9

モデル

90 低圧力          00
91 高圧力             10

パイプ サイズ

1/4” NPT          52

オプション

BSPT(テーパー)      U

マウンティング ブラケット: 09921

D
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モデル 1500A 大容量正バイアス リレー

1/2 NPT  
排気ポート 
(オプション)

標準 タンパー プルーフ
直径 Hex.

1/4-20 x .50" 
 深さフル  スレッド 
(2)マウンティング  
ホール

1/4 NPT  
信号ポート

排気ベント (8)  
(クリアにしておく)

3/8 NPT  
出力ポート 
 (通常)

3/8 NPT  
インレット  
ポート
(通常)

1/4 NPT 
ゲージ

  

ポート (2) 
(通常)

1/2 NPT  
排気ポート 
(オプション)

標準 タンパー プルーフ
直径 Hex.

1/4-20 x .50" 
 深さフル  スレッド 
(2)マウンティング  
ホール

1/4 NPT  
信号ポート

排気ベント (8)  
(クリアにしておく)

3/8 NPT  
出力ポート 
 (通常)

3/8 NPT  
インレット  
ポート
(通常)

1/4 NPT 
ゲージ

  

ポート (2) 
(通常)

精度空気およびモーション制御
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特徴

•  1”水柱の制御感度により、精密アプリケーションで

使用可能です。

•  大型のメインバルブと排出弁による高い転送流と

排気流。

•  ソフトなメインバルブと排出弁のシートは空気消

費量を最小限に抑えます。

•  バランスのとれたメインバルブは供給圧力変動の

影響を最小にします。

•  アスピレータチューブは高流量状態で、下流側圧

力ドループを最小にします。

•  分離した制御チャンバーは、ダイアフラムを主流の

影響から保護しハンチングや振動を削減します。

•  モデル 1500A は、ラインから取り外さずに修理・

点検可能です。

動作原理

リレーの出力は、レンジ スクリューで設定されたスプ

リングバイアスと空気圧入力信号の和に相当する

圧力です。 

(Po = Ps + K); Po は出力圧力、P は信号圧力、

K はレンジスクリューで設定されるバネ定数です。信

号圧力によって信号ダイアフラムの最上部に力がか

かり、これによりダイアフラム部に下向きの力が生じ

てメインバルブを開きます。出力圧力は出力ポート

とアスピレータチューブを通って制御チャンバーへ流

れ、そこで上向きの力が制御ダイアフラムの 底部に

生じます。  

設定圧力に達すると、信号ダイアフラムの最上部

に働く信号圧力とレンジスプリングの力が、制御ダイ

アフラムの底部にかかる出力圧力の力とバランスし

て、メインバルブを閉じます。

出力圧力が上昇して設定圧力を超えると、ダイアフ

ラム部が上に移動してメインバルブを閉じ、排出弁

を開きます。ポペットバルブが閉じているため、圧力

はコントロール チューブを通って底部のモーターダイア

フラムへ流れていきます。この圧力は、排出モードの

間はメインバルブをしっかりと閉じています。ポペットバ

ルブが開き、過剰な出力圧力は装置側面の排出

口を通って、設定圧力に達するまで排出されます。 

レンジ スクリュ

レンジ スプリング

信号

制御

リリーフ バルブ

接続チューブ

出力ポート

インレット ポート

アスピレータ チューブ

供給バルブ

モーター 

部

ダイアフラム

ダイアフラム

ダイアフラム

ダイアフラム

D
モデル 

1500A



モデル 1500A 大容量正バイアス リレー

技術情報 カタログ情報

精度空気およびモーション制御
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取付け

取付けについては、Fairchild モデル 1500A 正バイアス リレーの取付け、

操作と保守について、IS-3001500A をご覧ください。
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フロー特性  
Fairchild Model 1564A1

供給圧力 = 100 psig

90 psig 

60 psig 

30 psig 

10 psig  

設定圧力

設定圧力

設定圧力

設定圧力

仕様

供給圧力 

250 psig、[17.0 BAR]、(1700 kPa) 最大

流量 (SCFM) 

150 (255 m3/時) @ 100 psig、[7.0 BAR]、(700 kPa) 供給 & 

20 psig、[1.5 BAR]、(150 kPa) 設定圧力

排出量 (SCFM) 

40 (68 m3/時) - 下流圧力が 5 psig、 

[0.35 BAR]、(35 kPa) で設定圧力の 20 psig、[1.5 BAR]、 

(150 kPa) を超える場合

信号または出力圧力 

150 psig、[10.0 BAR]、(1000 kPa) 最大

供給圧変動の影響 

0.1 psig、[0.007 BAR]、(0.7 kPa) 以下 - 供給圧力で  

100 psig、[7.0 BAR]、(700 kPa) 変化の場合

感度 

1” (2.54 cm) 水柱

周囲温度 

-40 °F ～ +200 °F、(-40 °C ～ +93 °C)

構造材料 

本体＆ハウジング .................................................. アルミニウム

ダイアフラム .....................................................ニトリル/ダクロン

トリム .............................................. 亜鉛メッキ スチール、黄銅

カタログ番号 1 5 A

圧力レンジ

psig	 [BAR]	 (kPa)
0-10 [0-0.7] (0-70) ................  2
0.5-30 [0.03-2] (3-200) ..............  3
1-60 [1-4.0] (10-400) ............  4
2-150 [0.15-10]  (15-1000) ..........  6

パイプ サイズ

3/8” NPT  .................................................................  3
1/2” NPT  .................................................................  4
3/4” NPT  .................................................................  6

オプション

タップ排気 ................................................................................  E
タンパープルーフ ........................................................................  T
BSPT (テーパー) ......................................................................  U

D
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モデル 2500A 大容量リバーシングリレー

3/4 Hex.

1/2 NPT 
排気ポート
 (オプション)

1/4 NPT 
信号ポート

1/4 NPT 
ゲージ ポート
 (通常)

3/8 NPT 
インレット ポート
 (通常)

3/8 NPT 
出力ポート 
(通常)

1/4-20 x .50" 
深さフル スレッド 
(2) マウンティング ホール

ベント
 (クリアにしておく)

排気ベント (8) 
(クリアにしておく)

精度空気およびモーション制御
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特徴

•  1” 水柱の制御感度により精密アプリケーションで

使用可能です。

•  大型のメインバルブと排出弁による高い送りフロー

と排出フロー。

•  ソフトなメインバルブと排出弁のシートは空気消費

量を最小限に抑えます。

•  バランスのとれたメインバルブは供給圧力変動の

影響を最小にします。

•  アスピレータチューブは高流量状態で、下流側圧

力ドループを最小にします。

•  分離した制御チャンバーは、ダイアフラムを主流の

影響から保護しハンチングや振動を削減します。

•  モデル 2500A は、ラインから取り外さずに修理・

点検可能です。

動作原理

レンジスクリューを特定の設定圧力に調節すると、

レンジスプリングからダイアフラム部の最上部に力が

働きます。ダイアフラム部に働く入力信号が増加す

るとレンジスプリングの力に対抗し、メインバルブを閉

じて出力圧力を減らします。(Po = K - Ps); Po は

出力圧力、K はバネ定数でレンジスクリューで設

定し、P は信号圧力です。出力圧力は出力ポー

トとアスピレータチューブを通って制御チャンバーへ

流れ、制御ダイアフラムの底部に上向きの力が生

じます。

設定圧力に達すると、ダイアフラム部の正味の下向

きの力が制御ダイアフラムの底部に働く出力圧力の

上向きの力とつりあってメインバルブを閉じます。

出力圧力が上昇して設定圧力を超えると、ダイア

フラム部が上に移動してメインバルブを閉じ、排出

弁を開きます。ポペットバルブが閉じているとき、圧

力はコントロールチューブを経底部のモーターダイア

フラムへ流れていきます。この圧力は、排出モード

の間はメインバルブをしっかりと閉じています。ポペ

ットバルブが開いて過剰な出力圧力が装置側面

の排出口を通って、設定圧力に達するまで排出さ

れます。 

部

インレット ポート

出力ポート

アスピレータ 
 チューブ

供給バルブ

モーター ダイヤフラム

接続チューブ

排気バルブ

ポペット 
 バルブ

レンジ  
スプリング

レンジ  
スクリュ

ダイアフラム

モデル 2500A バイアス リバース リレー
は、入力信号の増加と正比例して減
少する圧力を出力します。
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技術情報
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フロー特性 
Fairchild Model 2564A

モデル 2500A 大容量リバーシングリレー

カタログ情報

精度空気およびモーション制御
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取付け

取付けについては、Fairchild モデル 2500A マルチステージ リレーの取付

け、操作と保守について、IS-3002500A をご覧ください。

仕様

最大供給圧力 

250 psig、[17.0 BAR]、(1700 kPa)

最大信号圧力または出力圧力 

150 psig、[10 BAR]、(1000 kPa)

流量 

150 SCFM (255 m3/時) @ 100 psig、[7.0 BAR]、(700 kPa) 

供給、20 psig、[1.5 BAR]、(150 kPa) 設定圧力

排出量 (SCFM) 

40 SCFM (68 m3/時) - 下流圧力が  

5 psig、[0.35 BAR]、(35 kPa) で 20 psig、[1.5 BAR]、 

(150 kPa) 設定圧力を越える場合

供給圧変動の影響 

0.1 psig、[0.007 BAR]、(0.7 kPa) 以下 - 供給圧力で  

100 psig、[7.0 BAR]、(700 kPa) 変化の場合

感度 

1” (2.54 cm) 水柱

周囲温度 

-40 °F ～ +200 °F、(-40 °C ～ 93.3 °C)

構造材料

本体＆ハウジング .................................................... アルミニウム

トリム ................................................ 亜鉛メッキ スチール、黄銅

ダイアフラム .......................................................ニトリル/ダクロン

カタログ番号   2   5  A

圧力レンジ

psig	 [BAR]	 (kPa)

0.5-10 [0.03-0.7]  (3-0.7).................  2

0.5-30 [0.03-2] (3-200) ...............  3

1-60 [0.1-4] (10-400) .............  4

2-150 [0.15-10] (15-1000) ............  6

パイプ サイズ

3/8” NPT ......................................................................  3

1/2” NPT ......................................................................  4

3/4” NPT ......................................................................  6

オプション

タップ排気 ......................................................................................  E D
モデル 

2500A


