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取扱説明書

このたびは佐藤真空製品をお買い求めい
ただきまして、誠にありがとうございま
す。本機の性能を十分に発揮させてご使
用いただくためにも、またお取扱の間違
いによる事故を未然に防止するためにも、
ご使用になる前に必ずこの取扱説明書を
よくお読みいただきますようお願いいた
します。

本文の部品などの前に書いてあります
(  )内の数字は、イラストや図中の数字
と同じですので、あわせてご覧ください。

※ 説明の便宜上、図は原形と少し異な
   る場合があります。
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１．安全にお使いいただくために  

 本機の使い方を誤ると、火災や感電などの危険な状態になります。
据付、取付、操作、保守点検の前に、必ず取扱説明書を熟読し、正しくお使いください。
また、機器の知識、安全情報、そして注意事項の全てについて習熟してからご使用くだ
さい。

なお、              に記載した事項でも、状況によっては重大な事故に結びつく可能性

があります。いずれも重要な内容を記載しておりますので、必ず守ってください。 

! 危険

! 危険

! 危険

! 注意

! 注意

! 注意

! 注意

ここでは、注意事項を              と              の二つの項目に区分しています。

取り扱いを誤った場合に危険な状態が起こり得て、死亡または重傷を受
ける可能性が想定される場合。

取り扱いを誤った場合に危険な状態が起こり得て、中程度の障害や軽傷
を受ける可能性が想定される場合。及び、物質障害のみ発生が予想され
る場合。

! 危険 ! 注意

１．取り扱い全般について

２．使用環境、使用条件について

取扱説明書及び注意銘板の内容を熟知していない人は、運転をしないで
下さい。

引火性物質や爆発性粉体のある場所には設置しないで下さい。スイッチ類
等の動作で引火、爆発する恐れがあります。
雨や水がかかる場所への設置はしないで下さい。
引火性の高い物質が真空ポンプ油に混入する場合は、使用しないでください。

湿度が低い場合に、静電気が発生することがありますのでご注意下さい。
金属部分に触れる際はドライバーの先端部分を接触させ、静電気を逃がし
てください。

以下の環境では使用しないで下さい。故障の原因になります。

１．周囲温度が5℃～40℃以外の場所。
２．振動、塵埃が多い場所。
３．湿度が高い場所。
４．結露する場所。
５．密閉容器や箱の中。
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３．据付、取付について

４．運転と操作について

５．保守点検、改造について

! 危険

! 危険

! 危険

必ずアース工事を行ってください。また、1台毎に適切な漏電遮断機を設置
してください。感電の恐れがあります。
電気配線、配線工事は電気設備技術基準や電力会社の内線規定に従って
下さい。適切なモータ保護装置を1台毎に設置して下さい。指定の電圧以外
の電源を使用しないで下さい。不安定な場所には設置しないで下さい。また、
０．３ｍより高所に設置する場合は、必ず固定して下さい。

モータシャフト、ポンプシャフト、カップリング等には、回転中は絶対に
手を触れないで下さい。オイルクリーナーのオイル出口は絶対にふさ
がないで下さい。また、ホースの抜き差し、三方弁の切換え等を行う
場合は、オイル循環ポンプ（トロコイドポンプ）のスイッチを必ず切って
下さい。ハウジングの破裂、オイルの噴出等の事故につながります。
機械部品に劣化が見られる場合は、新しい部品と交換して下さい。

! 注意

! 注意

持ち運びの際は、厚手の手袋を着用して下さい。

※ハウジングに静電気が発生する場合があります。その場合は、除電対策
  を行って下さい。詳細については弊社にお問合わせください。

モーター、ポンプ、ハウジング等は高温になっていることがあります。
触れる場合は十分にご注意下さい。

エレメントやオイル交換する際には、保護手袋、マスク、防護眼鏡等を着
用し、オイルから発生するガス等に接触しないようにして下さい。
メンテナンス等オイルクリーナーを分解する場合は、必ず一次側の電源を
切って下さい。

※危険な物質がオイル中に混ざっている場合は、専門業者以外での保守点  
  検作業は行わないで下さい。

製品及び付属品の改造は、絶対に行わないで下さい。当社指定の部品以外
は、絶対に使用しないで下さい。運転中に異常があったり、所定の特性が
出ない場合は必ず運転を停止して、点検やオーバーホールを行って下さい。

! 注意
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２．取扱い上のご注意

１．ハウジングが樹脂製ですので、溶剤を吸引する工程ではご使用にならない
    でください。
    ハウジングが劣化し、エアー漏れや油漏れが発生するため正常な運転が出
    来なくなります。

２．ハウジングが樹脂製ですので、油が６０℃以上の高温になる工程ではご使
    用にならないでください。
    ハウジングが劣化し、エアー漏れや油漏れが発生するため正常な運転が出
    来なくなります。

３．酸化防止剤等の添加剤を含む油はご使用にならないでください。
    これらの添加剤により油の乳化が促進され、油水分離が出来にくくなりま
    す。
    必ず無添加の真空ポンプ油をご使用ください。
    
    推奨真空ポンプ油    
    ○佐藤真空製         ニュークリアバック   ＳＡ１６０Ｍ、ＳＡ１００Ｍ
    ○ＭＯＲＥＳＣＯ製   ネオバック           ＭＲ－２００、ＭＲ－１００
    
    また、真空ポンプで吸引するガスに界面活性剤等が含まれる場合も、油水
    分離がされにくくなりますのでご注意ください。

４．オイルクリーナーを設置する場合は、絶対に真空ポンプより高い位置に設置
　　しないようにしてください。
    運転停止中にハウジング内の油が真空ポンプ内に流れ込み、真空ポンプの
    油面が上昇することがあります。
    油面が上昇しますと、排気口から溢れ出る場合がありますので十分にご注
    意ください。

ご使用になる前に下記の内容を必ずお読みください。正しいお取扱いをされな
い場合、本機の性能が発揮されないだけでなく、不具合の発生に及ぶ場合があ
ります。十分にご理解の上ご使用いただきますようお願い致します。

☆



３．ＬＭシリーズの特長

１．オイルの汚れが原因となる真空ポンプのトラブル防止

２．水分による真空ポンプの到達圧力の劣化防止

３．ランニングコストの削減

４．オイル交換の手間を軽減

５．どのメーカーの真空ポンプにも取付け可能

エレメントにより粉体やゴミを捕集し、さらに強力な水分凝集作用でエマ
ルジョン化したオイルから水分を分離、除去します。
オイル中の水分濃度を１００ｐｐｍ程度にすることが可能で、これにより
オイルの劣化が防止され、回転不良の原因となるスラッジの生成が抑制さ
れます。但し、オイルの酸化劣化は完全には防止できませんので、定期的
なオイル交換は必要になります。

水分を吸引した真空ポンプは、到達圧力が著しく劣化します。ＬＭシリー
ズは到達圧力劣化の原因となる水分を除去し、到達圧力の劣化を防止しま
す。

オイル中より水分やゴミを除去しますので、オイル交換のサイクルをのば
すことが出来ます。

付属のオイル循環ポンプ（トロコイドポンプ）で、オイルの補給がスムー
スに行えます。

ＬＭシリーズはどのメーカーの油回転真空ポンプにも取付け可能です。
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４．各部の名称

②ポンプ駆動用モーター A循環油入口

E循環油出口

B新油補給口

①三方弁

⑰ドレン弁

C分離水出口

5

⑮油循環ポンプ

⑨上蓋

③真空計

⑥エレメント　Ｐ１２５

⑫トップシール

⑭シールナット

⑯センターシャフト

⑬ボトムシール

⑧ハウジング

⑱エレメントガイド

⑩ハウジングパッキンA

⑪ハウジングパッキンB

④エアー抜き抜きキャップ

⑤固定ナット

⑳サクションパイプ

⑦運転スイッチ

⑲吐出側三方弁

Ｄ排出口

21　ボトム



４．各部の説明

①三方弁

②ポンプ駆動用モーター

③真空計

④エアー抜きキャップ

⑤固定ナット

⑥エレメント　Ｐ１２５

⑦運転スイッチ

⑧ハウジング

⑨上蓋

⑩ハウジングパッキンA

⑪ハウジングパッキンB

⑮油循環ポンプ（トロコイドポンプ）駆動用のモーターです。(AC100V,40W)

⑯センターシャフトに取付け、⑨上蓋と⑧ハウジングを固定します。

油に混入したゴミを捕集し、水分を分離します。

⑮油循環ポンプの運転、停止用のスイッチです。

分離された水及び油の排出時に取り外し、C分離水出口からの排出をスムースにします。
⑨上蓋とはゴムパッキンでシールされています。

⑥エレメントを装着し、内部に油が満たされた状態で使用します。
⑨上蓋とはゴムパッキンでシールされています。

新油の補給と循環の切換えを行います。

⑧ハウジング用の上蓋です。⑧ハウジングとはゴムパッキンでシールされています。

⑧ハウジング上部と⑨上蓋のシールをします。

⑧ハウジング下部のシールをします。
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⑥エレメントの目詰まりを検知し、交換時期を確認できます。また、⑧ハウジングや
配管の漏れを確認できます。

⑫トップシール
⑥エレメント上部のシールをします。



４．各部の説明
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⑭シールナット

⑮油循環ポンプ

⑯センターシャフト

⑰ドレン弁

⑱エレメントガイド

油の循環、補給を行うポンプです。

分離された水分の排出、⑥エレメント交換の際の油の排出に使用します。

⑫トップシールを⑥エレメントに固定します。

⑥エレメントや⑨上蓋の固定に使用します。

⑬ボトムシール
⑥エレメント下部のシールをします。
⑥エレメント交換の際、⑥エレメントに付着する場合があります。
再使用しますので、⑥エレメントと一緒に捨てないで下さい。

⑥エレメントを装着する際に、中心位置を決めます。

⑳サクションパイプ
⑧ハウジング内のオイルが⑮油循環ポンプへ吸引されるパイプです。

Ａ循環油入口

Ｂ新油補給口

Ｃ分離水出口

真空ポンプの排油口から出た油は、Ａ循環油入口から⑧ハウジング内に入ります。
（φ10チューブ継手）

油の補給に使います。

⑥エレメントにより分離した水や油の排出口です。

Ｅ循環油出口

水やゴミが除去された油が、ここから真空ポンプに戻されます。

Ｄ排出口

⑧ハウジング内の油や真空ポンプ内の油を排出します。

⑲吐出側三方弁
油の排出、サンプリングと循環の切換えを行います。

21 ボトム
⑧ハウジング用の底部ベーズです。⑧ハウジングとはゴムパッキンでシールされています。



５．真空ポンプとの接続

真空ポンプの給油口と排油
口に付属のアダプタを接続
する

付属の透明塩ビチューブ
をＢ新油補給口に接続

Ａ循環油入口と真空ポンプ
の排油口、Ｅ循環油出口と
真空ポンプの給油口を付属
の白いナイロンチューブで
接続

１

３

２

排油口アダプタ

排油口アダプタ

給油口用アダプタ

給油口用アダプタ

真空ポンプ

真空ポンプ

新油補給用チューブ

①三方弁

Ｂ新油補給口

配管用チューブ
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付属品（必ずお確かめください）

１．接続用アダプタ

２．配管用チューブ（白色ナイロン製 1.5ｍ ２本）

３．新油補給用チューブ（透明塩ビ製 １ｍ １本）

排油口用 １個

給油口用 １個



６．運    転

新油の注入

油の循環

１

２

真空ポンプ油1.5リットルを用意します。真空ポンプの排油口に接続したバルブを開にし、
①三方弁をＢ新油補給口側にセットし、⑦運転スイッチをＯＮにして油を吸引します。（図1）
⑧ハウジングに油が満たされ、その後真空ポンプに油が流れて行きます。
あらかじめ真空ポンプに油が入っている場合はすぐに①三方弁を油循環（図２）にきりかえ
てください。油が真空ポンプに入っていない場合は、新油補給の状態（図１）で油を継続し
て真空ポンプの油面計の規定量まで入れ、規定量に達したら①三方弁を図２のように切り換
えます。

①三方弁をＡ循環油入口側に切り換えますと、油は真空ポンプとオイルクリーナーを循環し
始め、浄油が開始されます。
２～３分循環させた時点で、真空ポンプの油面計で油面を御確認下さい。

１．油面が低い場合 ２．油面が高い場合

⑦運転スイッチを切り、⑰ドレン弁を
開き、油を排出して油面を調整して下
さい。
この時④エア抜きキャップを開きます
と、スムースに排出できます。

新油を用意し、①三方弁を油補給側に
セットし（図１）油を補給しながら油
面を調整してください。
この操作は⑦運転スイッチはＯＮのま
ま行います。

新油補給の場合の①三方弁の切換え位置 油循環の場合の①三方弁の切換え位置

図１ 図２

真空ポンプ油

9



７．分離した水の抜き方

油と分離された水は、⑧ハウジングの
底部に沈降して溜まります。
まず⑦運転スイッチを切り、次に④エ
ア抜きキャップを外して⑰ドレン弁を
開いて水を排出してください。
排出が終了したら⑰ドレン弁、④エア
抜きキャップを閉じて⑦運転スイッチ
を入れます。再び油の浄化が行われま
す。

⑧ハウジングの底部から1/2程度溜まっ
たら水を抜いてください。（図３ Ａ）
これ以上溜めますと、分離した水が真空
ポンプに流れ込んでしまいます。

⑰ドレン弁を開くと初めに分離された水
が排出され、水を排出しきると油が出始
めます。この時点ですぐに⑰ドレン弁を
閉じてください。

ドレン弁を閉じるタイミング

水抜きの時期

図３

Ａ

８．エレメントの交換

⑦運転スイッチを切り、④エア抜きキャップを取り外し，真空ポンプ排油口のバルブを
閉じてください。⑰ドレン弁を開いて油を全て排出します。
油を排出し終えましたら、⑤固定ナットをゆるめて取り外します。
⑨上蓋と⑧ハウジングを取り外し、⑭シールナットをゆるめ⑫トップシールと
⑥エレメントを取り外してください。
取り外した部品は、ウエス等できれいに拭いてください。

エレメントの取り外し
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注意 !!

１

⑥エレメントを取り外す際に⑥エレメント下部
に⑬ボトムシール（図４）が付いたままになっ
ている場合があります。
新しいエレメントを装着する際に必要になりま
すので、必ず取り外して保管してください。
⑬ボトムシールがない状態で⑥エレメントを装
着してもゴミ除去、油水分離が出来ませんので
十分ご注意ください。

図４

⑬ボトムシール（樹脂製）

なお、エレメント交換の際にオイル交換も同時に
行う場合は、上記作業の前に真空ポンプを停止し、
⑲吐出側三方弁をＤ排出口側に切り換えて、真空ポン
プ内の油を排出してから上記作業を実施してください。



８．エレメントの交換

⑥エレメント上端部に⑫トップシールを密着させ、⑭シールナットを回しながら下げ
て行きます。⑭シールナットと⑫トップシールが接触してからさらに⑭シールナット
を2回転させます。手で⑥エレメントを軽く回し、回るようであればさらに⑭シールナ
ットを1回転させ、⑥エレメントが回らなくなるのを確認してください。

⑤固定ナットを回しながら、⑤固定ナットのＯリングが⑨上蓋との間で完全につぶ
れてから、さらに0.5回転締めます。
運転中にエアーが漏れるようでしたら、多少増し締めしてください。

取り付けの際はゴムパッキンやＯ－リングが外れたり、切れたりしないよう十分
にご注意ください。また、ゴムパッキンやＯ－リングが劣化している場合は必ず
交換してください。破損や劣化がある場合には油漏れや、エア漏れのために油の
循環が出来なくなります。
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⑭シールナットを強く締付けすぎると、⑥エレメントが破損する恐れがあります
のでご注意ください。

注意 !!

注意 !!

注意 !!

⑤固定ナットを強く締付けすぎると、⑧ハウジングが破損する恐れがありますの
でご注意ください。

⑭シールナットの締付け方法

⑤固定ナットの締付け方法

⑨上蓋

③真空計

⑥エレメント

⑫トップシール

⑭シールナット

⑯センターシャフト

⑬ボトムシール

⑧ハウジング

⑱エレメントガイド

④エアー抜きキャップ

⑤固定ナット

⑬ボトムシール、⑥エレメント、⑫トップシールの順に⑯センターシャフト、⑱エレメント
ガイドを通してセットし、下記の要領により⑭シールナットで固定します。
⑧ハウジング、⑨上蓋を取り付け、下記の要領で⑤固定ナットを締めて⑨上蓋を固定します。
⑨上蓋に④エア抜きキャップを取り付けます。この後Ｐ.9の｢6.運転｣からの手順で運転を
再開してください。エレメント交換と同時に、⑩⑪ハウジングパッキンの交換をお勧めします。

⑪ハウジングパッキンB

エレメントの取り付け２

⑪ハウジングパッキンB⑪ハウジングパッキンB

⑩ハウジングパッキンA
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８．エレメントの交換

注意 !!

③真空計の指示値が-0.01MPa以下の場合は、配管もしくはハウジングのどこかに
エア漏れが起きている可能性があります。下記の項目を点検してください。

１．配管用チューブの接続部の緩み、外れや劣化。

２．④エア抜きキャップの緩み、外れや劣化。０－リング、ゴムパッキンの劣化。

３．⑮油循環ポンプのシール不良。

４．その他接続部の緩み、亀裂や劣化。

※真空度については、便宜上ブルドン管真空計の表示に従っております。

３エレメントの交換時期

エレメントの目詰まりは③真空計の値で確認します。

エレメントが新品の場合

但し、油温が低い場合は粘度が高いためそれ以上の値を
示す場合があります。真空ポンプ起動後約３０分経過し
ますと油温が４０℃程度まで上昇しますので、この時の
値を確認してください。
付属の配管用チューブ以外の物を使用し、配管が長くな
ったり、細くなった場合も同様の現象が起きますので、
必ず付属の配管チューブをご使用下さい。
もし付属の配管チューブ以外の物をご使用になる場合は
必ず弊社に御確認下さい。
また、油が新しい場合には油中の空気が脱気されたよう
な状態になるため、泡が発生し、真空計の針が振れる場
合があります。この場合は泡の発生が収まった時点の指
示値を確認してください。

-0.02MPaから-0.04MPa程度

0.040.06

0.08

－0.1

0.02

0

MPa

エレメントの交換が必要な場合

③真空計の指示値が上昇しますと油がスムースに流れに
くくなり、油水分離、ゴミの捕集ができなくなります。
指示値が-0.06MPaに達しましたら、すみやかにエレメン
トを交換してください。

-0.06MPa以上
0.040.06

0.08

－0.1

0.02

0

MPa
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９．油の交換

１．真空ポンプを停止します。

２．D 油排出口に付属の油排出用透明チューブを差込み、チューブの
　　出口を排油容器に差し込んでください。

３．③電源スイッチはONのままで⑲吐出側三方弁をD 油排出口側に
　　切換えます。
　　D 油排出口より油が排出されます。
　　(真空ポンプ側のオイルを抜きます。)

４．油の排出が終了したら③電源スイッチをOFFにし、④エアー抜き
　　キャップを取外し⑰ドレン弁から油を排出してください。
　　(ハウジングに残ったオイルを抜きます。)

５．⑰ドレン弁を閉じて④エアー抜きキャップを取り付けます。
　　⑲吐出側三方弁をE 循環油出口側に切換えて、
　　P.9の｢６．運転｣の手順で運転を再開してください。
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症    状 原    因 処    置

 油を吸引できない ●電源が入っていない ●電源プラグをコンセントに差し込み、⑦運転

 油が循環しない 　スイッチをONにする

●配管チューブの劣化によるエア漏れ ●チューブの交換

●ゴムパッキンの劣化によるエア漏れ ●ゴムパッキンの交換

●⑧ハウジングの劣化によるエア漏れ ●⑧ハウジングの交換。

●④エア抜きキャップの劣化によるエア漏れ ●④エア抜きキャップの交換

●⑰ドレン弁が開いている。 ●⑰ドレン弁を閉じる。

●①供給側三方弁がＢ新油補給口側にセット ●①供給側三方弁をＡ循環油入口側にセット。

  されている。

 ②モーターが回転
●電源が入っていない ●電気系統の確認

 しない。

●モーターに内蔵されているサーマルプロテ ●⑮油循環ポンプの分解・修理または交換

　クターが動作した

 ⑮油循環ポンプ
●オイルシールの劣化。 ●⑮油循環ポンプを交換。

 から油が漏れる。   
●ギアシャフトの摩耗。 ●⑮油循環ポンプを交換。

１０．故障時の対処

注意 !!

②ポンプ駆動用モーターに内蔵されているサーマルプロテクターは、モーター内温度が
低下すると自動復帰します。
そのため修理・点検中にモーターが回り出すことがありますので、必ず電源プラグを抜
いてください。

修理・点検は必ず電源コードを抜いて実施してください。



 標 準 保 証 条 件

  当社は、お引き渡しに際しまして、設計上、材質上、製造上欠陥がないことを保
証致します。またさらに、お引き渡し後１ヶ年間そのようなことがないことを保証
し、万一保証期間中に欠陥が発見されました場合、当社はその欠陥の手直しか、修
理または取り替えを無償で致します。ただし、上記の保証はこの製品の取扱説明書
及びその取扱い指示に従って正規に使用された場合にのみ適用するものとし、さら
に以下の故障には適用を除外させていただきます。

（１） 買主の不適当な取扱い、使用、保管に起因する故障。

（２） 当社以外の手による修理、改造に起因する故障。

（３） 火災、水害、地震、落雷、その他不可抗力に起因する故障。

（４） 当社技術員によって、本製品の使用条件に合わないために発生した故障と判
       断された場合。

  なお、本保証条件に基づく当社の保証の範囲は、欠陥品の手直し、修理または取
り替え（保証処理）のみに限定するものとし、二次的に発生する損失の補償は致し
ません。また、保証処置の総額はその製品の契約価格内とし、保証処置にもかかわ
らず、保証期間はお引き渡し後一ヶ年間に限ります。また、性能に影響のないささ
いな契約仕様条件からの逸脱は、本保証条件に基づく欠陥とはみなさないものと致
します。
  本保証条件は、ゴム部品等あらゆる自然消耗する部品ならびに、消耗品には適用
致しません。
  また、本保証条件を適用する旨を明示しない製品、ならびに海外で使用される製
品にも適用致しません。
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 検 査 合 格 証

佐藤真空株式会社

〒354-0041 埼玉県入間郡三芳町藤久保１０３６

型    式

製造番号

製造年月日

検 査 員

LM-1-125



佐藤真空株式会社
本社 / 工場:〒354-0041  埼玉県入間郡三芳町藤久保1036

Phone 0492-58-1116 Fax.0492-58-1117

大阪営業所 :〒579-8013  大阪府東大阪市西石切町3-4-13

Phone 0729-81-7241 Fax.0729-81-8831


