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7．　バルブの故障と対策及び破損例

　バルブは過度な使用や誤った使用方法により故障することがある。

　また，使用環境などにより推奨更新年数に達する前に破損する場合が

あるので以下の故障と対策や破損例を参考に事故を未然に防ぐことが重

要である。（9．水道用バルブの推奨更新年数 参照）

　7．1　　故障と対策

　バルブ部品の摩耗，劣化，腐食および，バルブ以外の要因などにより

発生した動作不良や漏水などの具体例を，バルブ機種ごとに ｢ 故障と対

策 ｣ として示す。

【表―7．1】　仕 切 弁 の　

故　障 原　因

バルブの開閉不可能

弁座部又はねじ部に異物が挟まる

全開，全閉時過大トルクによる弁棒又はめね
じこまの破損

閉め込み過ぎによる弁体吊り上げ部の破損

弁箱，弁体ガイド部又は弁棒，めねじこまの
摩耗

弁内で錆が多量に発生し堆積

キャップの破損，摩耗

開閉操作方向の間違い

開放ギア駆動部の錆付，固着

操作機の破損（歯車，軸受など）

　7．1．1　仕切弁【JWWA B 122】，【JWWA B 131】，【JIS B 2062】
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　故障の原因がはつきりしない，また解決しない場合は，バルブメーカー

へ次の事項を確認の上（判る範囲で可）報告し，適切な対策の指示を受

けるようにする。

　1）　バルブの機種

　2）　呼び径

　3）　製造会社

　4）　製造年

　5）　故障状態

　6）　駆動方式（手動式，電動式，空圧式など）

　7）　バルブの据付姿勢（立置，平置，横置，倒立）

　8）　使用圧力

　9）　設置場所

　故 障 と 対 策　

対　策 備　考

弁箱，ふたの接続部を分解し，弁座部， ねじ
部を清掃

開度計付の場合は，その指示を
確認し，最大開閉トルク（6.1.4
開閉操作力）以下で操作する弁箱，ふたの接続部を分解し，弁棒又はめねじ

こまを取替え

取替え 工場持ち込み

損傷部品の取替え 弁箱，弁体の場合は工場持ち込
み

清　掃

キャップの取替え

正規の開閉方向に操作する キャップ形状で確認

分解清掃
破損部品の取替え

次頁へ続く
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故　障 原　因

バルブの操作トルクが異常に大
きい

バルブ開閉時の差圧が大きい

使用する開栓キーが小さい

ねじ部に異物が挟まる

閉め込み過ぎで開操作が困難

パッキン押えの締め過ぎ

バルブの軸心と開閉機の軸心が合致していな
い

全閉付近の操作トルクが異常に
大きく弁座部より水が漏れる

異物のかみ込み

グランド部に土砂や塵埃が侵入している

操作機の潤滑不足

グランド部からの漏水

パッキン又は O リングの損傷又は劣化

パッキン押えの締め方が弱い

パッキン押えの片締め

締め込み過ぎによるパッキン箱の浮き上がり
又はボルトナットの破断

弁棒の曲がり

弁棒の露出部に土砂が固着し弁棒の表面に傷
が発生

バルブが全閉している（開度計
が全閉を示している）のに弁座
部より水が漏れる

弁座の損傷又は摩耗

指針の緩みによりバルブ開度と開度計の指示
が合致していない

中間軸が捻れ，弁体が正規の全閉位置になら
ない

騒音，振動，外部漏れ

中間開度で使用し，エロージョンによって弁
箱が孔食した

操作機の潤滑不足

組立ボルトナットの緩み

上流に設置されている弁の影響を受け弁箱が
孔食した

前項からの続き
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対　策 備　考

規定の差圧以下で操作する

必要な操作トルクに適合した開栓キーを使用
する

清　掃

適正トルクで弁を締める 圧力を下げる

パッキン押えボルトを緩め，漏れない程度に
締付け直す

外ねじ式の場合

開閉機の軸心を修正する 二床式の場合

異物を除去

清　掃 埋設の場合

潤滑油の補充

パッキン又は O リングの取替え

パッキン押えボルトナットの増締めパッキン
押えボルトナットを均等に締め直す

外ねじ式の場合

最大開閉トルク以下での閉操作
ボルトナットの取替え

弁棒の取替え

取替え 工場持ち込み

指針の調整，増締め

取替え（中間軸の強度アップ） 二床式の場合

キャビテーションが発生しない開度，差圧で
使用する

弁機種の変更

潤滑油を補充

ボルトナットの増締め

上流弁の開度を変更する
上流弁の影響を受けない位置まで離す

5D 以上（構造改善局 ・ パイプラ
イン）
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【表―7．2】　ソ フ ト シ ー ル 仕 切 弁　

故　障 原　因

バルブの開閉不可能 ねじ部に異物が挟まる

全開，全閉時過大トルクによる弁棒又はめね
じこまの破損

キャップの破損，摩耗

操作機の破損（歯車，軸受など）

開閉操作方向の間違い

バルブの操作トルクが異常に大
きい

バルブ開閉時の差圧が大きい

使用する開栓キーが小さい

ねじ部に異物が挟まる

パッキン押えの締め過ぎ

グランド部に土砂や塵埃が侵入している

バルブの軸心と開閉機の軸心が合致していな
い

操作機の潤滑不足

全閉付近の操作トルクが異常に
大きく弁座部より水が漏れる

異物のかみ込み

ゴム弁座の損傷，劣化

粉体塗装弁座の損傷，腐食

グランド部からの漏水 パッキン又は O リングの損傷又は劣化

パッキン押えの締め方が弱い

パッキン押えの片締め

閉め込み過ぎによるパッキン箱の浮き上がり
又はボルトナットの破断

弁棒の曲がり

弁棒の露出部に土砂が固着し弁棒の表面に傷
が発生

　7．1．2　ソフトシール仕切弁【JWWA B 120】
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　の 故 障 と 対 策　

対　策 備　考

弁箱，ふたの接続部を分解し，ねじ部を清掃
する

開度計付の場合は，その指示を
確認し，最大開閉トルク（6.1.4
開閉操作力）以下で操作する弁箱，ふたの接続部を分解し，弁棒又はめね

じこまを取替え

キャップの取替え

破損部品の取替え

正規の開閉方向に操作する キャップ形状で確認

規定の差圧以下で操作する

必要な操作トルクに適合した開栓キーを使用
する

弁箱，ふたの接続部を分解し，ねじ部を清掃
する

パッキン押えボルトを緩め，漏れない程度に
締め付け直す

外ねじ式の場合

清掃 埋設の場合

開閉機の軸心を修正する 二床式の場合

潤滑油の補充

異物を除去

弁体の取替え

弁箱の取替え

パッキン又は  O リングの取替え

パッキン押えボルトナットの増締め 外ねじ式の場合

パッキン押えボルトナットを均等に締め直す

最大開閉トルク以下での閉操作
ボルトナットの取替え

弁棒の取替え

次頁へ続く
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故　障 原　因

バルブが全閉している（開度計
が全閉を示している） のに弁座
部より水が漏れる

ゴム弁座の損傷又は劣化

指針の緩みによりバルブ開度と開度計の指示
が合致していない

中間軸が捻れ，弁体が正規の全閉位置になら
ない

騒音，振動，外部漏れ 操作機の潤滑不足

組立ボルトナットの緩み

中間開度で使用し，エロージョンによって弁
箱が孔食した

上流に設置されている弁の影響を受け弁箱が
孔食した

状　況 原　因

管路内に夾雑物
（黒い微粉）

ゴム弁座の損傷又は劣化

前項からの続き
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対　策 備　考

取替え

指針の調整，増締め

取替え（中間軸の強度アップ） 二床式の場合

潤滑油を補充

ボルトナットの増締め

キャビテーションが発生しない開度で使用す
る

弁機種の変更

上流弁の開度を変更する
上流弁の影響を受けない位置まで離す

5D 以上（構造改善局 ・ パイプラ
イン）

対　策 備　考

洗管又は取替え 関連資料：JWWA B 120 の解説
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　7．1．3　バタフライ弁【JWWA B 138】，【JWWA B 121】

【表―7．3】　バ タ フ ラ イ 弁　

故　障 原　因

バルブの開閉不可能 弁座部に異物が挟まる

動力伝達キー又はピンの破損

キャップの破損，摩耗

操作機の破損（歯車，軸受など）

バルブの操作トルクが異常に大
きい

弁棒軸受の不良

操作機の潤滑不足

パッキン押えの締め過ぎ

弁体が正規の位置より下がっている

グランド部に土砂や塵埃が侵入している

減速機ストッパー部の破損 全開又は全閉位置での過剰な操作トルク

全閉付近の操作トルクが異常に
大きく弁座部より水が漏れる

異物のかみ込み

ゴム弁座が損傷

金属弁座（クロームメッキ）の腐食→孔蝕

グランド部からの漏水 パッキン又は O リングの損傷又は劣化

開度計が全閉を示しているのに
弁座部より水が漏れる

ゴム弁座の損傷又は劣化

指針の緩みによりバルブ開度と開度計の指示
が合致していない

キャビテーションによる弁体エッジの損傷

弁体が破損した（凍結，水撃）

リーマボルトの破断

中間軸が捻れ，弁体が正規の全閉位置になら
ない

騒音，振動 中間開度で使用し，キャビテーションが発生

操作機の潤滑不足

組立ボルトナットの緩み

上流に設置されている弁の影響を受け，弁体
が振動する
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　の 故 障 と 対 策　

対　策 備　考

異物を除去 閉度計の指示を確認し，過大な
操作トルクを掛けないよう注意

（ハンドル車の操作力 400N， キャッ
プ軸のトルク 200N ・ m 以下の
こと）

破損部品の取替え

キャップの取替え

破損部品の取替え

取替え

潤滑油の補充

パッキン押えボルトを緩め，漏れない程度に
締め付け直す

ジャッキボルトの再調整 立形の場合

清掃 埋設の場合

減速機の取替え 特に小口径のものは注意する

異物を除去

取替え

弁体又は弁箱の取替え

パッキン又は O リングの取替え

取替え

指針の調整，増締め

取替え 工場持込み

取替え（中間軸の強度アップ） 二床式の場合

激しいキャビテーションが発生しない開度又
は複数台で制御

キャビテーション抑制型に取替
る

グリースを補充

ボルトナットの増締め

上流弁の開度を変更する
当該弁の弁開度を全開より若干閉じ方向に開
度変更する

上流弁の影響を受けない位置ま
で離す 5D 以上（構造改善局 ・

パイプライン）
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　7．1．4　空気弁【JWWA B 137】，【旧 JIS B 2063】

【表―7．4】　空 気 弁 の　

故　障 原　因

管路の充水時に排気
しない

空気弁元バルブが閉まっている

充水流量が多すぎて，フロート弁体又は遊動
弁体が，大空気孔を閉塞している

空気孔からの漏水 小空気孔弁座又は大空気孔弁座に錆 ・ 異物が
付着している

フロート弁体 ・ 遊動弁体と案内の隙間に異物
のかみ込み

フロート弁体 ・ 遊動弁体案内の破損

圧力不足により遊動弁体の密着力不足

空気弁が 2°以上傾斜して設置されている

弁箱 ・ ふたからの漏水 凍結等による弁箱 ・ ふたの破損

管路の排水時に吸気しない フロート弁体又は遊動弁体と案内隙間に異物
の挟まり

フロート弁体が大空気孔弁座を閉塞している

グランド部からの漏水 パッキンの締め方が弱い

パッキンの片締め

パッキンの損傷，劣化
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　故 障 と 対 策　

対　策 備　考

元バルブを開く 必要に応じて強制排気装置を用
いる充水流量を少なくする（計画水量の 1/10 程

度） 差圧 10 kPa 以下で充水する

分解 ・ 清掃又は取替え

取替え

使用圧力を確認し，適正なゴム弁座に取替え 0.1 MPa 以上

設置状態確認の上，必要に応じ修正板を使用
する

バルブを取替え防寒対策を講じる 凍結破損防止形空気弁又は不凍
式空気弁の採用

分解 ・ 清掃 急速空気弁の場合

一度元バルブを閉じ，フロート弁体を落下さ
せて，元バルブを再度開く

双口空気弁の場合

パッキン押えボルトナットの増し締め 双口空気弁の場合

パッキン押えボルトナットを均等に締め直す

取替え
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【表―7．5】　地 下 式 消 火 栓　

故　障 原　因

栓の開閉不可能 弁座部，弁棒等に異物がかみ込む

弁棒のねじれ，変形

めねじこまの破損

弁棒，めねじこまのねじ部に異物の付着

過大な操作トルクで弁体が弁棒接続部より落
下

自動排水弁が正常作動せず，本体内部に残留
した水が凍結

口金部からの漏水 弁座に異物をかみ込む

ゴム弁座の損傷，変形，剥離

口金部より故意に異物が投入された

グランド部からの漏水 弁棒露出部に土砂等が付着し，弁棒に傷を生
じさせた

パッキン又は O リングの損傷又は劣化

パッキンの締め方が弱い

パッキン押えの片締め

差し金具の傷， 変形 誤って打撃痕を生じた

放水時，口金が栓本体より外れ
る

長期使用の経年に伴い，放水時の振動でねじ
部が徐々に緩む

栓を開いても水がでない 補修弁が全閉になっている

上昇管部分で凍結している

　7．1．5　地下式消火栓【JWWA B 103】
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　の 故 障 と 対 策　

対　策 備　考

異物を除去

取替え

清掃又は取替え

栓の取替え 最大開閉トルク（6.1.4 開閉操作
力）以下で操作する

自動排水弁の取替え
排水弁周辺の確実な排水対策

異物を除去

取替え

異物を除去（弁座の損傷が大きい場合は取替
え）

地上式の場合は，止めふたを確
実に取付ける

弁棒の取替え

パッキン又は O リングの取替え

パッキン押えボルトナットの増締め

パッキン押えボルトナットを均等に締め直す

口金部の取替え

栓の取替え 旧形の場合

補修弁を開く

凍結しないよう保温対策を講じる
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【表―7．6】　補 修 弁 の　

故　障 原　因

バルブの開閉不可能 弁座部に異物が挟まる

動力伝達ピン等の破損

過大な操作トルクでレバー，
ストッパー部を破損

過大な操作トルクで減速機を破損

管路内が凍結

バルブの操作トルクが異常に大
きい

グランド部に土砂や塵埃が侵入している

弁内部から錆が発生し，開閉操作を妨げる

全閉付近の操作トルクが異常に
大きく弁座部より水が漏れる

異物のかみ込み

弁内部から錆が発生し弁座にかみ込む

ゴム弁座が損傷

金属弁座の腐食，クロームメッキの剥離，腐
食

グランド部からの漏水 弁棒露出部に土砂等が付着し，弁棒に傷を生
じさせた

パッキン又は O リングの損傷又は劣化

全閉しているのに弁座部から水
が漏れる

凍結により弁体が破損

凍結により弁棒が曲がった

　7．1．6　補修弁【JWWA B 126】
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　故 障 と 対 策　

対　策 備　考

異物を除去

破損部品の取替え

破損部品の取替え 最大開閉トルク（6.1.4 開閉操作
力）以下で操作する

取替え

防寒カバーを設ける

分解し清掃する

分解清掃後，再塗装 内面粉体塗装を推奨する

異物を除去

弁の取替え 内面粉体塗装を推奨する

取替え

弁の取替え

弁棒の取替え

パッキン又は O リングの取替え

弁の取替え防寒カバーを設ける ボール式の場合

バタフライ式の場合
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　7．2　バルブの破損例

　バルブに生じやすい破損事故とその防止方法，注意点を次に示す。

　7．2．1　仕切弁の場合

　　例 1）　【JIS B 2062】

　　　　　全閉時に過大な操作力を加えて，弁箱下部に亀裂が生じた。

　　　　→最大開閉トルクを超えないように操作する。（6．1．4開閉

操作力参照）

※ FC 製 呼び径 50 ～ 150 の場合は特に注意が必要

【図―7．1】 　仕切弁の弁箱破損例
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　　例 2） 　【JIS B 2062】

　　　　 　過大な操作力を加えて，全閉時にめねじこまが破損，開操作

時に弁体吊り部が破断して，操作が不能となった。

　　　　→最大開閉トルクを超えないように操作する。（6．1．4開閉

操作力参照）

※ FC 製 呼び径 50 ～ 150 の場合は特に注意が必要

【図―7．2】 　仕切弁の弁体破損例
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　　例 3） 　【JIS B 2062】

　　　　 　グランド部のボルトを締めすぎたため，操作トルクの手応え

が感じ取れなくなって，過大なトルクを加えたため，弁箱下部

の破損やめねじこまのネジを剪断した。

　　　　→操作時にグランド部のボルトを緩めてみる。

　　　　※ FC 製 呼び径 50 ～ 150 の場合は特に注意が必要

【図―7．3】 　仕切弁のねじ部破損例
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　　例 4） 　【JWWA B 122】，【JIS B 2062】

　　　　 　過大な力で全開状態にしていたため，弁棒が金属疲労を起こ

し，再操作時点で破断した。

　　　　→最大開閉トルクを超えないようにする。（6．1．4開閉操作

力参照） 

　　　　→バルブの全開後はキャップを閉側に 1 回転戻しておく。

　　　　※ 呼び径 50 ～ 150 の場合は特に注意が必要

【図―7．4】 　仕切弁の弁棒破損例
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　　例 5） 　【JWWA B 122】，【JIS B 2062】

　　　　 　全閉時に過大な力で操作したため，弁棒が座屈した。（ソフ

トシール仕切弁でも，同様の事故が発生する。） 

　　　　→最大開閉トルクを超えないようにする。（6．1．4開閉操作

力参照）

※ 呼び径 50 ～ 150 の場合は特に注意が必要

【図―7．5】 　仕切弁の弁棒破損例
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　　例 6） 　【JWWA B 122】，【JIS B 2062】

　　　　 　排水操作時の流速が速すぎたために弁体が傾き，閉操作時に

弁箱側の弁座が破損した。

　　　　→排水流速を 5.0 m/s 未満とする。

【図―7．6】 　仕切弁の弁座部破損例
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　　例 7） 　【JIS B 2062】

　　　　 　過大なトルクで閉操作したら，キャップの材質が FC200 で

あったため，強度不足により，キャップ角部が破断した。

　　　　→応急措置として，強度が高い材質が FCD450 製キャップ

に交換する。

　このようなケースでは，後日，過大トルクの原因がバルブ

内部の部品によるものか又は歯車の腐食によるのものかを調

査する。（大 ・ 小かさ歯車を外し，弁棒をパイプレンチ等で回

す。操作が可能であれば歯車の腐食が原因である。） 

　　　　→大 ・ 小かさ歯車を交換する。

【図―7．7】 　仕切弁のキャップ破損例
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　7．2．2　ソフトシール仕切弁の場合

　　例 1） 　【JWWA B 120】

　　　　 　閉操作で止水の手応えが分かりにくかったので，過大な操作

力を加えたため，パッキン箱が破損して，パッキン箱押しボル

トが飛び出した。

　　　　→最大開閉トルクを超えないようにする。（6．1．4開閉操作

力参照） 

※ 呼び径 50 ～ 150 の場合は特に注意が必要

【図―7．8】 　ソフトシール仕切弁のパッキン箱破損例
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　　例 2） 　【JWWA B 120】

　　　　 　バルブ全閉操作時に，破損危険トルクより過大な操作力を加

えたら，弁棒とめねじこまが焼き付いて操作不可となった。

　　　　→最大開閉トルクを超えないようにする。（6．1．4開閉操作

力参照） 

※ 呼び径 50 ～ 150 の場合は特に注意が必要

【図―7．9】 　ソフトシール仕切弁のねじ部破損例
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　7．2．3　バタフライ弁の場合

　　例） 　【JWWA B 138】，【JWWA B 121】

　　　　 　全閉時の過剰操作によって，操作機の歯車箱またはストッ

パーを破損した。

　　　　→破損防止には，操作機に付いている開度計を確認しなが

　　　　ら操作する。

【図―7．10】 　バタフライ弁の破損例
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　7．2．4　急速空気弁の場合

　　例） 　【JWWA B 137】

　　　 　充水終了直前になっても，充水バルブを閉操作しないでいたた

め，急速空気弁からの吐出水が多量になって急速空気弁が急閉し，

空気弁内に生じたウォーターハンマによって遊動弁体が破壊され

た。このようなケースでは，急速空気弁内のウォーターハンマに

よる圧力上昇は約 5.0 MPa になるが，本管内の圧力は約 0.2 MPa

程度に収まるので，管路への影響はないと思われる。

　　　 　また，このような破損例は，呼び径 75，100 に多いが 25 以下に

はない。

→満水間近になったら充水量が少なくなるように弁操作す

る。また，急速空気弁からの空気排出音が激しくなってきたら，

充水流量を更に半量以下にするように弁開度を小さくする。

【図―7．11】 　急速空気弁の遊動弁体破損例
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　7．2．5　双口空気弁の場合

　　例） 　【旧 JIS B 2063】

　　　 　パッキン箱の組立用植込ボルト ・ ナット（ステンレス製以外）

が腐食により強度が低下していたため，キャップ操作時にその反

力でボルト ・ ナットが破損し，パッキン箱一式が吹き飛んだ。

→植込ボルト ・ ナットは取替えが困難なので腐食する前にバ

ルブを交換するなどの対策を講じる。

※ 腐食しやすい環境に設置されている場合は特に注意が必要

【図―7．12】 　双口空気弁のボルト・ナット破損例
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　7．2．6　地下式消火栓の場合

　　例） 　【JWWA B 103】

　　　 　ふたの組立用ボルト ・ ナット（ステンレス製以外）が腐食によ

り強度が低下していたため，キャップ操作時にその反力でボル

ト ・ ナットが破損し，ふた一式が吹き飛んだ。

→ボルト ・ ナットが腐食する前に取替える。

※ 腐食しやすい環境に設置されている場合は特に注意が必要

【図―7．13】 　地下式消火栓のボルト・ナット破損例
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　7．2．7　補修弁の場合

　　例） 　【JWWA B 126】

　　　 　組立用ボルト ・ ナット（ステンレス製以外）が腐食して破損し，

補修弁に設置しているバルブごと吹き飛んだ。

→腐食している植込ボルト ・ ナットは取替えが困難なので破

損する前にバルブを交換するなどの対策を講じる。

→分離防止用の対策治具などを設置する。

※ 腐食しやすい環境に設置されている場合は特に注意が必要

【図―7．14】 　補修弁のボルト・ナット破損例
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