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充填媒体 窒素ガス 窒素は容易に他の元素と反応しないガスです。この特性がガススプリングの充填媒体として
理想的です。他のどのようなガスも使われるべきではありません。

充填圧範囲

SCR / U.0400 / UH.0400:   
15 – 180 bar 自己封入式も配管式も最大充填圧は左記になります。最大充填圧を超えての充填はしない

でください。Mini / U.0600 – U.20000 / UH.0600 – UH.6600 / 
Large:  15 – 150 bar

動作温度 -6˚C – 71˚C
ガススプリングの寿命を延ばすには定められた温度範囲でご使用ください。高温でご使用
になる場合はDADCOへお問い合わせください。長時間の使用後はガススプリングの外側
が高温になるので、お取り扱いにはご注意ください。

最高速度
Mini:  35 m/min

制限速度内での運転は温度上昇を防止して、ガススプリングの寿命を延ばします。
U / UH / SCR / Large:  .5 m/sec

注意： ダメージを受けたり、古くなったガススプリングを捨てる前に、必ず全てのガスを抜いてください。詳細はDADCOへお問い合わせください。

注意： もしDADCO充填アッセンブリーを使用しない場合、高圧熱可塑性プラスチックホースとＯリングシールフィッティングと高圧バルブを確実に
　　　　 使用してください。
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設置条件

お客様が安全に、かつ各製品としてミニシリーズ（L，LJ）とＵシリーズ（U.0400-U.20000）とUHとSCRと大きなシリーズ（90.9、90.8、90.10、UX、SC）の窒素ガススプリングの
性能を最大限に活用するための動作仕様書と設置条件をDADCOでは規定しています。このガイドラインをよくご覧になってください。DADCOのマイクロシリーズ（C）と
Ｕ.0175-U.0325ガススプリングの設置と動作については説明書B10145をご覧ください。

ガススプリングの充填

サービス
DADCOのミニシリーズ（L，LJ）とＵシリーズ（U.0400-U.20000）とUHとSCRと大きなシリーズ（90.9、90.8、90.10、UX、SC）の窒素ガススプリングは修理
可能です。 DADCOは修理やシールキットなどの詳しい修理方法を用意しています。メンテナンスガイドをお読みになった後で、詳しいトレーニングの希望
や質問がございましたらDADCOへお問い合わせください。SCRシリーズの修理についてはDADCOへお問い合わせください。

注意： 窒素ガススプリングは高圧な製品なので適切な取り扱いを推奨いたします。
　　　　 セーフティープレートの注文方法はDADCOへお問い合わせください。　

バルブブリードツール
90.360.4

ポートサービスツール
90.320.8

M6 充填ニップル 
90.310.143

G 1/8 充填ニップル
90.310.111

クィックディスコネクト充填アッセンブリー
標準： 90.310.040 / 高圧用： 90.310.041

自己封入式のガススプリングは通常充填されて納品されます。以下は未充填のガススプリングへの充填方法です。
1.  充填前に、ピストンロッドが十分に引き出されていることとハウジングが正しく置かれていることを確認してください。ロッドを引き出すには   

DADCO のＴハンドルをご使用ください。
2.  充填用ポートを用意ください。

自己封入タイプ
a.   保護用スクリュー/フラッシュプラグを外す。
b.   各ポートに適応するDADCO充填用バルブをネジ込む。
c.   充填用バルブへ充填アッセンブリーのクイックディスコネクトアダプターを取り付ける。
配管タイプ
a.   正しいアッセンブリーガイドラインにしたがってコントロールパネルかマルチパネルに配管する。
b.   全てのホースやフィッティングは確実に接続する。
c.   コントロールパネルやマルチパネルの充填用バルブに充填アッセンブリーを取り付ける。

3.  窒素ガスタンクのメインバルブを開く。
4.  希望する充填圧をレギュレーターにセットする。
5.  ゆっくり開閉バルブを開き、各スプリングが指示された充填圧に達するようにする。
6.  全てのスプリングが充填されてから、ホースの開閉バルブとタンクの開閉バルブを閉める。充填バルブから充填アッセンブリーを取り外す。開閉バ

ルブと充填バルブの間に残った少量の窒素は取り外したときに放出される。

7.  自己封入タイプの場合、DADCOのロードセルを使用して内部圧を確認してください。ロードセルの使い方と詳細情報はDADCOへお問い合わ
せください。DADCOは維持管理対策として定期的に内部ガス圧をチェックすることを推奨します。

注意
窒素ガススプリングのメ
ンテナンスを行う際は、

常に安全メガネを着用し
てください。

排気

自己封入タイプ
1.  DADCO窒素ガススプリングのガスを抜く時は、安全確保のためガススプリングのポートを上にして置いてください。
2.  ポートプラグを取り外す。
3.  顔と手をポートから離し、バルブを押すためにバルブブリードツール（90.360.4）やポートサービスツール（90.320.8）を使用してください。ポートを

布で覆って流出物を吸収してください。
4.  ガスが全て抜けた後、ピストンロッドを手で自由に出し入れできるか確認してください。もしできない場合は再度バルブを押してください。それでも

うまくできない場合は作業を中断してDADCOへお問い合わせください。
5.  もしガススプリングにダメージがあった場合、慎重に取り扱ってください。直ちに使用を停止してガス抜きをしてください。もしポートから排気できな

い場合はDADCOへお問い合わせください。
配管タイプ
1.  コントロールパネルにある排気バルブを開放して窒素ガスを排気してください。
2.  ガスが完全に抜けてピストンロッドを手で管内に押し込めるか確認してください。もし手で完全に押し込めない場合は残っているガスを抜いてくだ

さい。それでもうまくできない場合は作業を中断してDADCOへお問い合わせください。
充填または排気用ツール
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DADCO はお客様の規格に適合した様々のマウントを用意しております。一般的にガススプリングの設置と固定は荷重保持、固定方法、トルク値
を考慮に入れるべきです。DADCOはマウントを固定するネジに中間程度のネジロックを使用することを推奨します。窒素ガススプリング各シリー
ズの各モデルに適合するマウントはDADCO製品カタログをご参照ください。

底が平らな穴に設置してください。ネジの締結
を最大にするように適切な長さのネジを使って
ください。常にネジロックを使用してください。

表面からのみ留めます。フル荷重を支え
るためにはバックアップが必要です。

表面からのみ留めます。フル荷重を支えるためにはバックアップが必要です。溶接マウントは大きなサイズにのみ可能です。

表面からのみ留めます。フル荷重を支えるためにはバックアップが必要です。溶接マウント
は大きなサイズにのみ可能です。

表・裏どちらからでも留められます。フル荷重を支えるためにはバックアップが必要です。
溶接マウントは大きなサイズにのみ可能です。

表・裏どちらからでも留められます。フル荷重
を支えるためにはバックアップが必要です。 注
意：マウント90.11.07500は表面からのみです。

ギャップ

横荷重を引き
起こす

ギャップ
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マウント

TO
直付けマウント

不適切な設置

90.12 / 90.112 /  
90.212 / 90.312.モデル

TSW (溶接マウント)

TR2 (溶接マウント)TNF1 (溶接マウント) TK (溶接マウント)

90.11 / 90.911.モデルTFM (溶接マウント)

90.21 / 90.321.モデル90.25.モデル

90.26.モデル 90.19 / 90.319.モデル

設置基準 

90.322.モデル 90.27.モデル 90.28.モデル 90.29.モデル

(SC シリーズ >0.2°)

注意
•  溶接しないこと
•  加工や変更をしないこと
•  衝撃を与えないこと

表面からのみ留めます。ワイヤーリング
保持マウントでフル荷重を支えます。

Ｌ/LJはバックアップが必要ありません。

表面からのみ留めます。フル荷重を
支えるためにはバックアップが必要

です。Ｌ/LJのみです。

ねじ山付きボデーのガススプリングにマウントをご使用になる場合は締め付
けないタイプを使用することを推奨します。Ｌシリーズ専用。

表面からのみ留めます。ワイヤーリング保持マウントでフル荷重を支えま
す。バックアップは必要ありません。

排水口

ボルト長さを確認してください。 ロッドの先端を金型に固定しないでください。底部マウントは保持された使
用法で使い、オープンマウントでは使わないでください。

上部に大きなギャップを作らないこ
と。安全のため底部タップ穴をご利

用ください。そしてできれば予圧をか
けてください。

ポケットに詰まった部品は非常に危険です。部品が詰まった状態にある場
合、根本原因を判定して生産を続行する前に修理してください。ガススプリン

グに少々予圧をかければ突然の飛び出しのダメージを防止できます。

トップ取り付けマウントは上からのみ留めてください。ボルトでフル荷重を受け止め
ないでください。

取り外し可能な底部マウントシリンダーには適切
なバックアップをご用意ください。溶接タイプのマウントにはバックアップをご用意ください。

ガススプリングを横置きで使
用になる場合は後ろのマウン
トをバックアップするベースを

ご用意ください。

ネジの締結を最大にする
ように適切な長さのネジを
使ってください。あまり長い
ねじはガススプリングにダ
メージを与えます。そしてあ
まり短いものは十分な保
持ができません。常にネジ
ロックを使用してください。

ガススプリングを金型に留
めるボルトだけではフル荷
重を受け止めることはでき
ません。シリンダーを守る
ためにタップ穴が用意さ

れています。

オーバーストロークのサインです。
安全ではないことを示します。 
ガス排気口から排気出来ない場
合、本体にドリルで穴を開けて排気
して下さい。ドリルで穴を開けるこ
とが出来ない場合、金型を必要に
応じ解体して下さい。

• 取り外しの前にガスを排気して下さい。

• ガススプリングを取り外すのにスライドハン 
   マー等は使わないで下さい。スライドハンマ 
   ーでは設計制限を超える力が加わり、内部装 
   置が破損するおそれがあります。

ダメージを受けた窒素ガススプリングの安全 
な取り外し方法

最適な作動と安全性を考慮して少なくとも10％の予備ストロークを確保し
ておくことを推奨します。ストロークがオーバーだったりシリンダーの上部に

衝撃を与えると致命的なダメージを生じます。

プレスの作動や金型の構造による横荷重はベアリング、シール、ピストンロ
ッドの磨耗に繋がります。ゆえに可能なかぎり横荷重を避けてください。

金型潤滑油や洗剤に直接触れないようにしてください。ガススプリング用の
穴に適切な排出口を設け予防してください。


