
PICOバルブとPICOドライバーは、多様な液剤を吐出
するためのシステムです。

本システムを操作する前に、この取扱説明書を良くお
読みください。

PICO™ バルブ
取扱説明書

重要！
保管してください。
メンテナンス管理者へ
お渡しください

ノードソンEFDの取扱説明書pdfファイルは、
www.nordsonefd.jpからダウンロードできます。
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1�安全の手引き
・ 本取扱説明書で説明する電気機器および装置は、産業用途向けの製品となります。

・ PICOバルブおよびPICOドライバーは、現在有効な技術基準に従って製造された、
安全に使用可能な製品です。�
資格のない作業者が不適切に取り扱うと、危険が生じるおそれがあります。
作業者は取扱説明書を充分に確認することを推奨します。

注意

・ ピエゾアクチュエーターの配置の関係により、バルブドライバーへの電力が遮断され
ると、バルブは完全には閉じません。�
PICOドライバーの電源がフル充電状態であれば、動作不良が生じて意図せずにPICO
ドライバーの電源供給が断たれた場合でも、バルブは一時的に閉鎖状態を保ちます（
約5分間）。これにより液剤の急激な吐出を防ぎます。この時間が過ぎると、液漏れが
生じる場合があります。
部品や製造装置の汚れを防止するため、PICOドライバーへの電源供給が遮断された場
合、エアー圧を直ちに解放してください。これは、夜間や週末に製造装置の電源を切
る場合にも該当します。

初期運転の前に、バルブに電源及びエアー圧が供給されていない状態で、液剤がバル
ブから漏れていないか確認してください。
液剤が漏れるようであれば、液剤タンクがバルブより高い位置にあり、静水圧がかかり、
開放状態のバルブから液漏れしている可能性があります。

この場合、液剤タンクを充分に低い位置に設置し、バルブに電源が供給されていない
状態で液漏れが生じないようにしてください。

LVおよびCVタイプのバルブは、電源が供給されていないと完全に閉鎖状態となるため、
該当しません。

・ バルブアクチュエーターまたは制御機器が損傷した場合、バルブが完全に閉まらない
状態に陥るおそれがあります。
その結果、想定外の液漏れが発生する場合があります。
制御機器のステータス信号を常時監視し、ステータス信号がエラーを示した場合、
直ちにエアー圧を圧力タンクから自動的に解放することを推奨します。

・ PICOバルブは適切なPICOドライバーと接続して運転してください。
本取扱説明書に記載されているノードソンEFD指定のパラメーターにてご使用ください。

・ PICOドライバーを分解しないでください。

・ PICOバルブは、ノードソンEFDが指定するケーブルを使って制御機器と接続してくだ
さい。

注意

・ 接続ケーブルを脱着する際は、必ず事前にPICOドライバーからバルブへの電源を落と
してください。
これを確実にするため、PICOドライバーCONをご使用の場合は、前面にあるメインス
イッチをオフにし、PICOドライバーDCONをご使用の場合は、メニューから、Menu
Process Data /�Valve Power /�Valve X /�Power offを選択してください。
警告：制御機器の電源をオフにすると、バルブは直ちに開放状態となります（LVおよ
びCVタイプのバルブを除く）。
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このため、エアーを供給し続けると、液剤が漏れるので、エアー供給を止めてください。

・ 各種機器を相互に接続する際は、必ずエアー圧を切り、PICOドライバーの電源を落と
してください。
メンテナンスや修理を行う場合も同様です。

注意

・バージョン5.4以降のPICOドライバーCONでは、機器の背面に接地接続用の6.3mm平
プラグがあります。
保護接地規制を満たすため、この端子を接地接続してください。
5.4以前のバージョンの場合、DC24V電源のアース線を接地接続する必要があります。

・ PICOドライバーDCONにも、6.3mmの平プラグが付いた接地端子が機器の背面にあ
りますので、この端子を使って接地接続してください。

注意

・ バルブが帯電しないようにするには、バルブと機器の共通の接地をとる必要があります。
その際は未使用の留めネジを使用してください。

・ バルブの外装を洗浄するには、柔らかい綿またはセルロース製の布をご使用ください。
汚れがひどい場合は、アルコールを少量しみ込ませた布を使用してもかまいません。

・ ノードソンEFD以外からのご購入、あるいはお客様ご自身で製作した装置への接続か
ら起りうるリスクは、お客様の責任となりますのでご了承ください。

・ ノードソンEFD以外の業者による修理や改良に関しましては、ノードソンEFDでは、
責任を負いかねますのでご了承ください。

・ 液剤が入っていない状態でバルブを運転しないでください。
液剤が入っていない状態で運転すると、ノズルプレートが損傷し、その結果液漏れが
発生するおそれがあります。
この場合、正確な吐出が保証できなくなります。

注意

重要：有資格者とは、これまでに受けた教育や経験に加え、関連する基準、規制、事故防
止のためのルールや操作条件に関する知識を持ち合わせることにより、装置の安全
に関する責任者から、必要な仕事を行い、認識した潜在危険を予防する権限を与え
られた者のことをさします。（VDE規格105項あるいは、ICE規格（国際電気標準
会議）364項の定義に準じます。）
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2�バルブ

2.1�使用範囲
PICOバルブは必ずPICOドライバーと接続して使用してください。�また、必要に応じて
オプションの接続用延長ケーブルを使用してください。

PICOバルブは、幅広い粘度の液剤を精密に吐出することができます。また、フィラー径、
形状によっては、フィラー入り液剤にも対応します。

PICOバルブではいくつかの吐出方法が可能です。

1.�非接触でのスムーズなドット打ち

2.�非接触での線引き

3.�専用ニードルを取り付けた接触式の精密な線引き

4.�専用ニードルを取り付けた接触式の微小ドット打ち

ニードルアダプター付きのPICOバルブは、ニードルによる接触式吐出にのみ使用できます。

お客様のご要望・目的によりニードルタイプをお選びいただけます。

バルブの固定方法に幅広い選択肢があるため、複雑なシステムに簡単に組み込むことがで
きます。

この場合、取付位置に関する技術的な制限に従う必要はありません。

注意

重要： バルブの接液部（SUS303、セラミック、FFKM、FKM）に損傷を与えるおそれ
のある液剤は吐出できません。
接液部にFDA準拠のSUS316L、SUS317LN、セラミック（ZrO2）、FFKMおよ
びEPDM（FDA認可）を採用したバルブをご用意しています。（CV）ご要望に応
じて、整合性が記載されたリストをご提供いたします。
嫌気性のメタクリル酸樹脂、およびポットライフの短い予混合2液性接着剤などは
吐出できません。�これらの液剤はバルブ内で硬化し、損傷を引き起こすおそれが
あります。

シアノアクリレートの吐出は、特定の要件を満たし、ノードソンEFDにご相談の
上でご使用ください。
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2.2�機能
PICOバルブは2つのピエゾアクチュエーターに
より駆動します。ピエゾアクチュエーターの動
きがレバーを介してシャフトに伝わります。シ
ャフトの下部先端には耐摩耗性のセラミック製
シーリングボールがついています。シーリング
ボールはセラミック製バルブシート（ノズルプ
レート）を閉じ、バルブからの液剤の流出を止
めます。

シーリングボールが持ち上げられると、液剤が
ノズルから噴出／吐出します。

ノズルプレートは取り外して洗浄することがで
きます。

ピエゾドライブはメンテナンスの必要がありま
せん。バルブのタイプによっては、ピエゾアク
チュエーターのきわめて高速な動作により、
1000Hzのスピードでの吐出が可能です。（連
続吐出は最大150回まで）精密に設計された
PICOバルブは、最小2nLの吐出量を実現しま
す。（この値は、液剤とバルブタイプにより異
なります）。10μs単位で指定できるため、極
めて正確な吐出量の設定が可能です。

精密ピエゾアクチュエーターとシーリング材質にセラミックを合わせて採用したことで、
駆動部とバルブシートの寿命の大幅な長期化を実現しました。
バルブシートのメンテナンスと点検は、吐出サイクル1000万回ごとに行うことを推奨し
ます。
この回数はバルブの種類と液剤により異なります。
ピエゾドライブの初回点検間隔は、吐出サイクル数で1億回から最大3億5000万回です。
この値は吐出スピードとバルブの設定温度により異なります。
PICOドライバー内の専用に開発されたパワーアンプによってピエゾアクチュエーターに
通電します。
吐出のタイミングは、インターフェースを介して外部から指定します。
また、PICOコントローラー1+1、PICOコントローラー2+2またはPLCを使って直接設定
することも可能です。
PICOバルブの温度設定は、PICOドライバーCONの場合では、ポテンショメーターを使っ
て設定します。PICOドライバーDCONの場合には、DCON内のソフトウェア、PICOコン
トローラー2+2のソフトウェア、外部インターフェースのいずれかにより設定することが
できます。

この構造により、不必要な温度ストレスから駆動部を保護し、信頼性と期待寿命の両方を
向上させます。

温度が45℃を超える場合、適切な表示を設け、接触に対する保護策を講じてください。

バルブ閉鎖時

バルブ開放時
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注意

注記： 温度制御はバルブのメインボディーを設定温度に保つものであり、吐出液剤の温
度は間接的に制御するのみとなります。液剤温度をバルブ温度と等しく保つ必要
がある場合は、液剤の熱容量に応じて、バルブボディの中に液剤を置いておく必
要があります。

液剤は、圧力タンクから、またはポンプを介してエアー圧によってバルブに供給
されます。

注意

液剤が入っていない状態でバルブを運転しないでください。
液剤が入っていない状態で運転すると、ノズルプレートが損傷し、その結果液漏れが発生
するおそれがあります。
この場合、正確な吐出が保証できなくなります。

ノズルの液剤供給口径は、ノズルプレートの側面にある識別表示によって判断できます。
バルブのタイプによって、さまざまな口径のノズルをご用意しています。
上図では、ノズル直径300μmバルブを示しています。

バルブの識別表示の説明：

MV： バルブタイプ（ここではMV）

100： バルブの最高温度（ここでは100℃）

5：� セラミックボールの直径（ここでは1.5mm）

0：� ボールの調整位置

S： メインボディーに採用したステンレス鋼（ここではSUS303）

F0： ノズルプレートの種類
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注意

警告： ラベルの識別表示（ここでは「5.0S-F0」）は、ノズルプレートの識別表示（ここ
では「5.0S-F0」）と一致する必要があります。ノズルプレートが摩耗した際には、
それぞれのバルブに対応した交換部品としてご注文いただくことができます。

バルブとノズルプレートの組み合わせを誤ると、バルブに損傷を与える恐れがあり
ます。セラミックボールとノズルプレートのセラミック製バルブシートの両方が摩
耗した際には、ノズルプレートを交換するだけでは不充分な可能性があります。

注意

警告： LVおよびCVタイプのバルブについては、高い精度と機能を実現するため、非常に
ストロークが短く、極めて厳しい公差が要求されるため、ノズルプレートの交換が
できません。また、この警告の内容は、ステンレス製ノズル（通常、ノズル径100
μm以下）がついたその他のすべてのタイプのバルブ、およびMV-200タイプに関
しても、該当します。�これらのタイプのバルブでは、バルブと一致するノズルプ
レートを組み合わせる必要があります。バルブとノズルプレートの組合せは、ノズ
ルプレートの側面にエッチングされたシリアル番号「XXXXXXXXXX」と、バルブ
のメインボディー上のラベルフォームに記載のシリアル番号から識別できます。

NPXXXXXXXXXXはノズルプレートのシリアル番号であり、この番号はバルブとノズルプ
レートで同一です。
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2.3�ニードルアダプターの取り付け
ディスペンスニードルによる従来式の接触吐出を行うには、PICOバルブにニードルアダ
プターを取り付ける必要があります。

ニードルアダプターはオプションの付属品です。

以下のステップに従って取り付けてください。

-�ニードルアダプターをPICOバルブの液剤吐出口に取り付けます。

注意

警告： シーリング部材を正確に位置決めするよう充分に注意を払ってください。

-�ニードルアダプターをM2.5のボルト3本で固定します

注意

警告： ボルトの損傷を避けるため、3.5mmレンチを使用してください。

-�ボルトを手で絞め付けます

ノードソンEFDでは、ルアーロックコネクターと使用可能なさまざまな直径のディスペン
スノズルをご用意しています。
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2.4�基本システム図
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2.5�規格およびガイドライン
PICOバルブのモジュールは、以下の規格およびガイドラインに適合します。

–�2006/95/EG EC-低圧ガイドライン

–�89/336/EWG EC-電磁気適合性ガイドライン

–�DIN EN 61010-1（VDE 0411）電子、測定、制御、実験装置のための安全規定

–�DIN EN ISO 12100-1およびDIN EN ISO 12100-2 装置の安全性、一般要求事項

–�DIN EN 60204-1（VDE 0113） 装置の安全性、装置の電気機器、パート1：一般
要求事項

–�DIN EN 982 搭載とエレメントの安全要求事項、液剤技術に基づく流体力学

–�2002/95/EG電気及び電子機器の特定の有害物質の制限における指令（RoHS：
2003-27-01）
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2.6�技術仕様

PV-100-X.XX-XX
(非接触吐出)

MV-100-X.XX-XX
MV-180-X.XX-XX
MV-200-X.XX-XX
HV-100-X.XX-XX
(非接触吐出)

MV-020-X.XX-TL
MV-100-X.XX-TL
(ニードル一体型）

LV-020-X.XX-XX
LV-100-X.XX-XX
CV-180-X.XX-XX
(非接触吐出)

寸法（ニードルア
ダプターを含まず）

72(L)x14(W)x60(H)mm 72(L)x14(W)x60(H)mm
MV-200-X.XX-XX:
83(L)x70(W)x14(H)mm

72(L)x16(W)x75(H)mm
(ディスペンスニードルを
含まず）

72(L)x14(W)x60(H)mm
CV-180-X.XX-XX:
72(L)x14(W)x62(H)mm

吐出可能な液剤 潤滑剤（オイルやグリス）、ワニスおよび染料、
水溶液、有機溶剤、接着剤および接着材料、

液体ポリマーおよび高分子溶液など多種多様な液剤

オイル、アルコール、
オクタン、有機溶剤など
の低粘度液剤

液剤粘度範囲 5000m・Pa・s以上
(チキソトロピー）

約50～200,000m・Pa・s（チキソトロピー）
HV-100-X.XX-XX：

約1000～500,000m・Pa・s（チキソトロピー）

約50～1000m・Pa・s
(チキソトロピー）

吐出可能なフィラー
入り液剤のフィラー
例

石英粉末、酸化鉄、酸化アルミニウム、亜硝酸アルミニウム、
ニッケル、銀、ガラスおよびポリマー粒子

（充填率最大50%、粒子サイズ最大50μm）
警告：PV-100-X.XX-XXで吐出可能なフィラーサイズ：最大20μm

なし

最大ストローク時の
最短サイクル時間

200μs（開閉を1回） 250μs（開閉を1回）
HV-100-X.XX-XX：500μs

220μs（開閉を1回）
CV-180-X.XXXX：

400μs

最大サイクル時間 無限（永続吐出）

最大一時停止時間 無限（停止状態）

最大
サイクルレート

1000回／秒
(連続吐出は25回まで）

1000回／秒
(連続吐出は150回まで）

150回／秒（連続運転）

吐出精度誤差 最大2%（圧力および温度が一定の場合）

最大動作圧力 10MPa（100bar／1450psi）
HV-100-7.XX-XX：6MPa（60bar／870psi）

MV-020-X.XX-TLおよびMV-100-X.XX-TL：1.0MPa（10bar／145psi）

標準ノズルのスルー
プット

100�g／分以上
1000m・Pa・s
(6MPa時）

300�g／分以上
1000m・Pa・s
(6MPa時）

--- ---

周囲温度範囲 45℃まで
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液剤温度範囲 +100�℃以下 +100�℃以下
MV-180-X.XX-XX：
+180�°C以下
MV-200-X.XX-XX：
+200�°C以下（非沸騰
液剤）

MV-020-X.XX-TL：
室温
MV-100-X.XX-TL：
+100�℃以下

LV-020-X.XX-XX：
室温
LV-100-X.XX-XX：
+100�℃以下
CV-180-X.XX-XX：
+180�℃以下

バルブシートボール／
ノズル

自動調整式、硬質セラミック製、取り外して洗浄可

直径 -�標準ノズル 最大150μm�遮光
(ご要望に応じてその他
の直径にも対応）

300μm�遮光（ご要望に応じてその他の直径にも対応）
HV-100-7.XX-XX：

400μm�遮光（ご要望に応じてその他の直径にも対応）
CV-180-X.XX-XX：

150μm�遮光（ご要望に応じてその他の直径にも対応）

メンテナンス・点検頻度
(摩耗部品）

約1000万～5億サイクル（液剤による） 30,000,000�オクタン
Puriss.�p.�a.�99.5%時

メンテナンス・点検頻度
(ピエゾドライブ）

約1億～3億5000万サイクル（吐出サイクルと温度による）

接液部材質 SUS303、セラミック、Oリング（FFKMおよびFKM）
FDA準拠PICOバルブ：SUS316L、セラミック（ZrO2）、Oリング（FDA準拠FFKMおよびEPDM）

電気接続 10ピン円形コネクター付0.5mケーブル、延長ケーブルもご用意しています

接続ケーブルの最小曲げ
半径

R35mm（1回のみの場合）、R100mm（運動時）

液剤コネクター (M�10�x�1） MV-200-X.XX-XX：M�8�x�1

バルブボディ上の留めネ
ジ

M4、深さ6mm、トルク2.5Ncm
MV-200-X.XX-XX：M�8x1�M5、深さ6mm�

保護等級 バルブIP54、プラグIP40
MV-200-X.XX-XX：バルブIP54、プラグIP65
FDA準拠PICOバルブ：バルブIP67、プラグIP65

防爆保護 なし

保管温度 -10～+85℃

重量 約290（ケーブルを含む）
PV-100-X.XX-XX：約350�g
CV-180-X.XX-XX：約310�g

推奨
バルブコントローラー

PICOドライバー

推奨
プロセスコントローラー

PICOコントローラー
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3�初期運転
1. 個々の部品の梱包状態を確認し、出荷時の損傷がないことを確認します。

2. 納入品がすべて揃っていることを確認します。不足がありましたら直ちにご連絡ください。

3. PICOバルブを装置の取り付け位置に固定します。

注意！

警告： 接続ケーブルをはさんだり、引っ張り応力をかけたりすることは避けてください。

注意！

警告： バルブを帯電させないために、バルブと機器の共通の接地をとる必要があります。
この際は未使用の留めネジを使用してください。

4. PICOドライバーとPICOバルブを接続します。
接続ケーブルの長さが充分でない場合は、延長ケーブルを使用してください。�この延長
ケーブルはノードソンEFDが供給するものに限ります。
プラグ接続が意図せずに外れることを避けるため、ネジ式継手でそれぞれを固定します。

5. PICOドライバーの接続に必要なその他の条件は、関連機器の取扱説明書に記載されて
いますので、ご参照ください。

6. PICOバルブを接続し、運転準備ができたら、液剤供給部を接続してください（たとえ
ばシリンジを接続します）。この場合、それぞれの液剤供給部品の取扱説明書を参照し
てください。

注意！

液剤が入っていない状態でバルブを運転しないでください。
液剤が入っていない状態で運転すると、ノズルプレートが損傷し、その結果液漏れが発生
するおそれがあります。
この場合、正確な吐出が保証できなくなります。

ピエゾドライブの特殊な配置により、電圧がかかっていないとPICOバルブは完全に閉じ
ません。
PICOドライバーの電源がフル充電状態であれば、動作不良が生じて意図せずにPICOドラ
イバーの電源が落ちた場合も、バルブは一時的に閉鎖状態を保ちます（約5分間）。
これにより液剤の急激な吐出を防ぎます。この時間が過ぎると、液漏れが生じる場合があ
ります。�
部品や製造装置の汚れを防止するため、PICOドライバーへの電源供給が遮断された場合、
エアー圧を直ちに解放してください。これは、夜間や週末に製造装置の電源を切る場合に
も該当します。

LVおよびCVタイプのバルブは、電源が供給されていないと完全に閉鎖状態となるため、該
当しません。
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初期運転の前に、バルブに電源及びエアー圧が供給されていない状態で、液剤がバルブか
ら漏れていないか確認してください。（LVおよびCVタイプを除く）
液剤が漏れるようであれば、液剤タンクがバルブより高い位置にあり、静水圧がかかり、
開放状態のバルブから液漏れしている可能性があります。
この場合、液剤タンクを充分に低い位置に設置し、バルブに電源が供給されていない状態
で液漏れが生じないようにしてください。

バルブアクチュエーターまたはPICOドライバーが損傷した場合、バルブが完全に閉まら
ない状態に陥るおそれがあります。
その結果、想定外の液漏れが発生する場合があります。
制御機器のステータス信号を常時監視し、ステータス信号がエラーを示した場合、直ちに
エアー圧を圧力タンクから自動的に解放することを推奨します。

3.1�エアーを巻き込まないディスペンスニードルの取付方法
ニードル吐出では、ディスペンスニードルにエアーが入ると吐出結果に悪影響を及ぼすこ
とがあります。
ニードルを洗浄している間に、ニードル内にエアーが入ってしまうことがあります。
そのため、バルブのパージ後はエアポケットが生じないようにディスペンスニードルを取
り付ける必要があります。

-��バルブのニードルコーンを下に向けてください。

-��ディスペンスニードルを取り外し、空気が残らないようにバルブを洗浄します。
これを行うには、PICOコントローラーまたはPICOドライバーDCONの「Cleaning」
メニューを選択し、その後バルブを選んで液剤をすべて排出するまでバルブを開放状態
に保ちます。
用途に応じて、エアー圧を上げます。
パチパチという音が聞こえなくなるまで洗浄してください（洗浄時の音は液剤中にエア
ーがあることを示します）。

-��駆動エアー圧が低い場合、バルブから液剤を放出し、ニードルコーンの下に液滴を形成
してください。

-��組み立て時と同様に、ニードルをロックナットに挿入
し、溶剤で洗浄して最後に溶剤を充填します。

-��溶剤を充填したニードルをニードルコーンに置き、ロ
ックナットで固定します。

-��すべての溶剤がニードルを通して排出されるまでバル
ブを開放状態に保ち、次に使用する際に吐出液剤が希
釈されないようにします。
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4�洗浄

4.1�外装の洗浄
バルブの外装を洗浄するには、柔らかい綿またはセルロース製の布をご使用ください。
汚れがひどい場合は、アルコールを少量しみ込ませた布を使用してもかまいません。

注意！

警告： 水がしたたるほど濡らした布を使用しないでください。�また、溶剤、アルコール、
水などの液体が直接バルブに入らないようにしてください。

同様に、バルブを洗浄剤に浸けないでください。液剤が駆動部に入り、壊れる可能
性があります。

4.2�内部洗浄
PICOバルブは、正確に微量の液剤を吐出する非常に精密なバルブです。
そのため、バルブの吐出口の寸法が非常に小さくなっています。
これにより、少量の汚れで詰まったり、バルブが閉鎖するときに完全に閉まらないなど、
吐出結果に悪影響を与える不具合がある場合があります。

バルブに汚れがあることは、以下のような症状により明らかになります。

-��吐出が安定しない

-��バルブを閉じた後も液剤が流れ、それによりノズルの外側に液剤の膜や液滴が形成される

-��吐出プロセスが妨げられ、液剤がノズルから出なくなる

-��ノズルまたは吐出口が詰まると、吐出および洗浄ができなくなる

吐出が安定しない原因は、バルブの汚れによるものとは限りません。
まず、以下の点を確認してください。

-��バルブを適切に接続していますか？バルブ／PICOドライバー／PICOコントローラー／
PLCまたはその他のコントローラーの間でケーブルを接続し、確実に電源が供給されて
いることを確認してください。PICOコントローラーのディスプレーは表示されています
か？PICOドライバーCON上のON LEDは点灯していますか？または、PICOドライバー
DCON上のディスプレーは表示されていますか？

-��バルブに液剤を供給していますか？液剤量を確認してください。エアー圧を確認してく
ださい。

-��パラメーターは正しく設定されていますか？吐出パラメーター、バルブの設定温度およ
び駆動エアー圧力を確認してください。

-��PICOドライバーにエラーメッセージが表示されていますか？PICOドライバーのLEDデ
ィスプレーを確認してください。

-��バルブは動作していますか？通常、機械的な開閉を行うと音が鳴ります。（液剤の種類
および周囲の騒音レベルにより、音が聞こえない場合もあります）。

これらの項目を検査し、その他のエラーを排除しても問題が解決しない場合は、バルブを
洗浄する必要があります。
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バルブのパージ
最初に、簡易的な洗浄で汚れが落ちるか確認することを推奨します。これを行うには、
PICOコントローラーまたはPICOドライバーDCONの「Cleaning（洗浄）」メニューを
選択し、その後バルブを選んで液剤がスムーズに流れるまでバルブを開放状態に保ちます。
液剤に応じて、スムーズに流れるようエアー圧を上げます。最後にノズルプレートの外装
を拭き、改めて吐出を行います。

再吐出が不要であれば、次のステップでバルブを溶剤で洗い流す必要があります。

注意！

警告： まず、液剤のメーカーに、洗浄に最適な溶剤を問い合わせてください。

-��エアー供給を止め、システムを開きます。吐出液剤を適切な洗浄剤と入れ替えます
洗浄剤に適したレセプタクルを使用し、不要な汚れを防止してください。

-��圧力タンクまたは液剤容器に圧力をかけます。

-��バルブを開き、洗浄剤を流します。

注意！

警告： 警告：液剤が入っていない状態でバルブを運転しないでください。
液剤のない状態で運転すると、ノズルシートに損傷を与え、バルブに液漏れが発
生するおそれがあります。この場合、正確な吐出を保証できなくなります。

-��汚れがひどい場合は、バルブの中に洗浄液を入れた後、バルブを閉じて5分ほど浸して
みてください。

-��最後に、バルブを連続運転モードで開放し、洗浄剤を完全に除去します。

注意！

警告： 圧力タンクに洗浄剤が残っていないと、圧縮エアーが放出されます。その結果、
作業現場を汚す可能性があります。
ノズルの前面に布を置いて、作業現場の汚れを予防してください。

-��吐出液剤によってはこの洗浄サイクルを数回繰り返し、液剤を完全に洗い流す必要があ
ります。一般的には、液剤の粘度が高いほど、洗浄に長い時間がかかります。



18

-��エアー供給を止めます。

-��溶剤を入れた液剤容器を新しい吐出液剤を入れた液剤容器と入れ替えます。
それでもバルブが適切に機能しない場合は、分解洗浄の必要があります。

バルブの分解洗浄
-��前ページに記載されたとおり、バルブを溶剤でパージし、バルブから液剤を取り除きます。

-��エアー供給を止めます。

-��洗浄剤の入った液剤容器を取り外します。

-��PICOドライバーCONの場合は、電源をオフにし、PICOドライバーDCONの場合は、
ソフトウェアを介してバルブの機能を無効にします。

-��バルブを取り外します。

-��ノズルプレートのネジをゆるめて取り外し（必要に応じてその前にニードルアダプターの
ネジをゆるめてください）、溶剤の中に入れます。

注意！

警告： バルブからノズルプレートを取り外す際は、工具を使用しないでください。ノズル
プレートを損傷するおそれがあります。
ネジを取り外したら、セラミックボールのシャフトが曲がらないように、ノズルプ
レートを下に向けて垂直に引っ張ってください。ノズルプレートを手で取り外すの
が難しい場合は、ノズルプレートの3つのM2.5ネジ穴にニードルアダプター取付用
のM2.5ボルトを差し込んでください。こうすることにより、ボルトがノズルプレー
トをつかみ、バルブのメインボディーからまっすぐ均等に力をかけて引っ張ること
ができます。
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液剤経路の洗浄

注意！

警告： バルブからノズルプレートを取り外す際は、工具を使用しないでください。ノズル
プレートを損傷するおそれがあります。

ボルトを取り外したら、セラミックボールのシャフトが曲がらないように、ノズル
プレートを下に向けて垂直に引っ張ってください。

ノズルプレートを手で取り外すのが難しい場合は、ノズルプレートの3つのM2.5ネ
ジをM2.5ネジ穴に差し込んでください。ノズルプレートを手で取り外すのが難し
い場合は、ノズルプレートの3つのM2.5ネジ穴にニードルアダプター取付用の
M2.5ネジを差し込んでください。こうすることにより、ボルトがノズルプレート
をつかみ、バルブのメインボディーからまっすぐ均等に力をかけて引っ張ることが
できます。

注意！

警告： ノズルプレートを取り外した後にバルブを洗浄する際、セラミックボールアッセン
ブリがついたニードルがむきだしの状態になりますので、充分に注意を払い、丁寧
に取り扱ってください。
不注意でシャフト／セラミックボールアッセンブリが曲がったり位置がずれたりす
ると、バルブの液漏れを引き起こすおそれがあります。

-��バルブはリントフリーのブラシと溶剤で洗浄します。
液剤経路固定ネジ部、液剤経路およびシャフトの前面部用の洗浄ブラシは、PICOバルブ
洗浄キットに入っています。
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-��液剤経路全体を溶剤で良く洗い、圧縮エアーで溶剤を吹き払います。

-��ルーペや顕微鏡（あれば）で洗浄度を点検します。糸くず、粒子、硬化した液剤の残留
物などの汚れがバルブに残らないようにしてください。

バルブ内部の画像例：
シャフトの周辺部は新品または洗浄済の状態。

シャフト

バルブのメインボディー

シーリングリング（白）
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シャフトの周辺部が充分に洗浄されていない状態。

シャフトが洗浄中に折れ曲がってしまった例。
PICOコントロールプレート（オプション）で真直精度を点検します。

バルブのメインボディーの大部分が硬
化した接着剤で覆われている。

白色のシーリングリングが硬化した液
体ガスケットで完全に覆われている。

シャフト

シャフトとセラミックボール

PICOコントロールプレートの目盛
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ノズルプレートの洗浄
-��ノズルプレートは綿棒と溶剤で洗浄します。

-��ノズルに詰まりがあれば、PICOバルブ洗浄キットの小さいリーマーを使って慎重に取
り除いてください。

-��ノズルプレートは溶剤で洗い、圧縮エアーで乾かします。

-��ルーペや顕微鏡（あれば）で洗浄度を点検します。
糸くず、粒子、硬化した液剤の残留物などの汚れがノズルプレートに残らないようにし
てください。
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ノズルプレート内部の画像例：

ノズルプレートの内部は新品または洗浄済の状態。

ノズルプレートの内部が充分に洗浄されていない状態。

接着剤の残留物がバルブシートセラ
ミックを大きく覆っている。

バルブシートセラミックに付着した
粒子

ノズルプレート

バルブシートセラミック（白）

ノズル穴
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アッセンブリ：
ノズルプレートを慎重に配置し、M2.5のボルト3本で固定します。

注意！

警告： シャフトが折り曲がらないよう注意してください。

追加洗浄プロセス：
バルブに汚れが入り込む可能性を排除するため、電源コード、接続部なども充分に洗浄し
てください。ニードル吐出では、これらに加えてニ―ドルアダプターとディスペンスニー
ドルも洗浄する必要があります。

注意！

注記： 吐出液剤によって洗浄に要する手間が異なります。液剤の粘度が高く、溶解度が
低いほど、多くの溶剤が必要となり、洗浄に長い時間がかかります。
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4.3�FDA準拠材質製バルブ（CV）の殺菌
FDA準拠材質製PICOバルブは、酸化エチルまたは蒸気で殺菌できます。殺菌が必要な
のは接液部のみです。バルブボディ上部の非接液部を殺菌工程または液剤にさらさない
でください。

そのため、酸化エチルまたは蒸気の供給ラインはバルブの液剤供給接続部に取り付けて
ください（M10x1）。
負傷を防ぐため、殺菌を始める前にすべてのネジ接続部および供給ラインがしっかりと
締まっていることを確認してください。バルブに殺菌ガスまたは蒸気を充填します。
蒸気殺菌する際は、バルブ内蔵ヒーターを使用してバルブを加熱し、約+121℃の殺菌
温度にしてこの工程を進めてください。
バルブの最高温度は+180℃です。
殺菌工程の過程で、バルブを定期的に（例：2分ごと）、短時間（例：5秒）開き、殺菌
ガス、酸化エチル、蒸気のいずれかがバルブシート背面のセラミックノズルの非常に小
さい吐出口から流れるようにします。

注意！

警告： 蒸気殺菌の間、バルブを長時間開放しないでください。蒸気が継続的に流れると、
バルブシートを損傷する場合があります。

加えて、バルブの接液部の殺菌後、ノズルプレートも取り外して個別に殺菌でき
ます。
こうすると、ノズルとバルブシートのあらゆる領域をしっかりと完全に殺菌でき
ます。�

殺菌工程の完了後、殺菌結果を点検することを推奨します。
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A Appendix

A.1�図面
PICOバルブMV-100、非接触吐出（例示タイプ：MV-100-5.0S-FO-D15-RC-Z1-XX-N)
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PICOバルブMV-100、2mm突出ノズル付きの特殊構造での非接触吐出（例示モデル：
MV-100-5.0S-P2-D15-SC-Z1-XX-N）
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PICOバルブMV-100、ニードルアダプター取り付け型（例示タイプ：MV-100-5.0S-F0-
D20-SC-X1-XX-N、ノズルアダプターLL-360DEG-F0-SSおよびノズルLL-NF-SS-PICO
0.40MMX8.40MM付き）
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PICOバルブMV-020、ニードルアダプター一体型（例示タイプ：MV-020-5.0S-TL-D30-
SC-Z1-XX-N）
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PICOバルブMV-200、非接触吐出（例示タイプ：MV-200-5.0S-FO-D15-SC-X6-XX-N）
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PICOバルブCV-180、FDA準拠接液部と2mm突出ノズル付きの非接触吐出（例示タイプ：
CV-180-5.0C-P2-D15-RC-X6-03-N）
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A.2�吐出データ例

多様な液剤による吐出データ

液剤 粘度
[m・Pa・s]

エアー圧
[MPa]

サイクル時間
[μs]

ワークへの距離
[mm]

バルブ温度
[°C]

吐出量
[μl]

エンジンオイル SAE�10W-40 0.1 250 10 50 0.070

1液性UVB硬化型アクリル 165,000�
チキソトロピー

2.5 250 7 40 0.030

1液性熱硬化型シリコン 750 1 260 10 30 0.004

1液性エポキシ樹脂 4,000 4.2 250 13 30 0.100

1液性エポキシ樹脂 36,000�
チキソトロピー

4.6 250 11 45 0.060

1液性アクリル分散形塗料 50 0.5 250 6 30 0.002

1液性UVB硬化型アクリル 80 0.6 260 11 30 0.002

1液性熱硬化型アクリル 8,000 3 250 4 30 0.006
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特性f（t）;�f（p）
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この製品は、欧州連合のWEEE指令
(2002/96/EC）ににより規制されています。
当製品の適正な廃棄方法については、
www.nordsonefd.comをご参照ください。

ノードソンEFDの1年保証
ノードソンEFD製品は、ノードソンEFDの工場が推奨した方法で装置を取付・運転
した場合、購入日から1年間、材質および組立について欠陥がないことを保証します
(但し、誤用、磨耗、腐食、不注意、事故、誤った取付、あるいは適合しない液剤を
使用した場合などは保証の対象とはなりません）。

ノードソンEFDは、欠陥が発見された場合、当社の返品確認を受けた後、保証期間
内に当社の工場へ送料前払いで返却された部品に対して、無償で修理あるいは交換
を行ないます。本保証から生ずる当社の一切の責任または責務は、装置の購入金額
を超えないものとします。本保証は、オイルフリーの清潔で乾燥し、フィルタリン
グされたエアーが使用された場合にのみ有効です。

当社は特定目的への市場性または適合性への保証は一切行ないません。いかなる場
合も、当社は偶発的または間接的損害への責任は負いません。

ノードソン株式会社　 EFDビジネスグループ

Tel:03-5762-2760

japan@nordsonefd.com

www.nordsonefd.jp

Nordson�EFD�LLC

East�Providence,�RI�USA

USA�&�Canada:�800-556-3484;

+1-401-431-7000

info@nordsonefd.com

www.nordsonefd.com

WAVEデザインはNordson�Corporationの登録商標です。
©2011�Nordson�Corporation����
7015892����v030412�


