
指示 – 部品

EEE---Flo®Flo®Flo® DCDCDC 200020002000、、、300030003000、、、4000,4000,4000,
おおおよよよびびび500050005000循循循環環環ポポポンンンプププ 3A4305H

JA

高高高量量量ののの塗塗塗料料料循循循環環環用用用途途途用用用ののの電電電気気気駆駆駆動動動ピピピススストトトンンンポポポンンンプププ。。。　　　
一一一般般般目目目的的的でででははは使使使用用用しししななないいいでででくくくだだださささいいい。。。

重重重要要要ななな安安安全全全注注注意意意事事事項項項
本取扱説明書内のすべての警告と指示をお読みください。こここれれれららら
ののの説説説明明明書書書ははは保保保管管管しししてててくくくだだださささいいい。。。

最高使用圧力については、技術デー
タ、87 ページを参照してください。
モデル情報については3ページを参照
して下さい。　

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.
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モデル

モモモデデデルルル
装装装置置置ののの部部部品品品番番番号号号ははは、、、装装装置置置識識識別別別ラララベベベルルル (L)(L)(L) ににに記記記載載載ささされれれててていいいままますすす。。。部部部品品品番番番号号号ははは、、、装装装置置置ののの構構構成成成ににによよよっっっててて、、、次次次ののの
カカカテテテゴゴゴリリリのののそそそれれれぞぞぞれれれかかかららら取取取っっったたた一一一桁桁桁ののの数数数字字字ををを含含含みみみままますすす。。。

ポポポンンンプププ
タタタイイイプププ
(EC)(EC)(EC)

下下下部部部サササイイイズズズ
(4(4(4、、、555、、、ままま
たたたははは 6)6)6)

モモモーーータタターーー
(9(9(9、、、000又又又ははは J)J)J)

下下下部部部構構構成成成
(4(4(4 まままたたたははは 6)6)6)

取取取りりり付付付けけけ構構構成成成(1)(1)(1)

4 = 2000 cc 9: 2 馬力、
ATEX • FM • IECEx

4: シールド
型、トリクラ
ンプ

1 = スタンド

5 = 3000 cc 0: 2 馬力、
ATEX • IECEx • TIIS •
KCS

6: 開ウェット
カップ、トリ
クランプ

EC

6 = 4000 cc J: 2 馬力、3 フェーズ
ATEX • FM • IECEx

装装装置置置ののの部部部品品品番番番号号号ははは、、、装装装置置置識識識別別別ラララベベベルルル (L)(L)(L) ににに記記記載載載ささされれれててていいいままますすす。。。部部部品品品番番番号号号ははは、、、装装装置置置ののの構構構成成成ににによよよっっっててて、、、次次次ののの
カカカテテテゴゴゴリリリのののそそそれれれぞぞぞれれれかかかららら取取取っっったたた一一一桁桁桁ののの数数数字字字ををを含含含みみみままますすす。。。

ポポポンンンプププ
タタタイイイプププ
(EC)(EC)(EC)

下下下部部部のののサササイイイズズズ
(8)(8)(8)

モモモーーータタターーー
(J)(J)(J)

下下下部部部構構構成成成
(4)(4)(4)

取取取りりり付付付けけけ構構構成成成(1)(1)(1)

8 = 5000 cc J: 2 馬力、3 フェーズ
ATEX • FM • IECEx

4 = シールド
型、トリクラ
ンプ

1 = スタンドEC

承承承認認認

ECx9xx モデル
ECx0xx モデル

II 2 (1) G
Ex db h [ia Ga] IIA T3 Gb X

ECxJxx モデル

II 2 (1) G
Ex db h [ia op is Ga] IIA T3 Gb X

注注注意意意::: 承認の情報については、E-Flo DC モーターまたは 3 フェーズの取扱説明書を参照してください。
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警告

警警警告告告
次の警告は、この機器のセットアップ、使用、接地、整備と修理に関するものです。感嘆符の記号は一
般的な警告を、危険記号は手順に固有の危険性を表します。 これらの記号が、本取扱説明書の本文ま
たは警告ラベルに表示されている場合には、戻ってこれらの警告を参照してください。 このセクショ
ンにおいて扱われていない製品固有の危険シンボルおよび警告が、必要に応じて、この取扱説明書の
本文に示されている場合があります

危危危険険険
重重重大大大ななな感感感電電電ののの危危危険険険性性性

本機器は 240V 以上の電源が供給されることがあります。 この電圧に触れると、死に至
るか、重傷を負います。

• ケーブル接続を外したり、装置の修理を開始したりする前にメインスイッチの電源
をOFFにし、電源を抜きます。

• この装置は、接地する必要があります。接地電源にのみ接続してください。
• すべての電気配線は資格を有する電気技師が行う必要があります。ご使用の地域における
すべて法令および規則に従ってください。

警警警告告告
火火火災災災おおおよよよびびび爆爆爆発発発ののの危危危険険険性性性

作作作業業業場場場に、溶剤や塗料の蒸気のような可燃性の蒸気が存在すると、火災や爆発の原因とな
ることがあります。装置を通って流れている塗料や溶剤は静電気火花の原因となることがあ
ります。 火災と爆発を防止するために：

• 十分換気された場所でのみ使用するようにしてください。
• 表示灯やタバコの火、懐中電灯およびプラスチック製シート (静電スパークが発生する恐
れのあるもの)などのすべての着火源は取り除いてください。

• 作業場にあるすべての装置を接地してください。接接接地地地ののの説説説明明明を参照してください。
• 溶剤を高圧でスプレーしたり洗浄したりしないでください。
• 溶剤、ボロ布類およびガソリンなどの異物を作業場に置かないでください。
• 可燃性の気体が充満している場所で、電源コードの抜き差しや電気スイッチのオン/オ
フはしないでください。

• 接地したホース以外は使用しないで下さい。
• ペール缶に向けて引き金を引く場合、ガンを接地したペール缶の縁にしっかりと当ててくだ
さい。静電気防止または導電性でない限り、ペール缶ライナーは使用しないでください。

• 静静静電電電気気気放放放電電電ががが生生生じじじたたた場場場合合合、、、まままたたたははは感感感電電電しししたたたととと感感感じじじたたた場場場合合合、操作を直ちに停止してくださ
い。。。問題を特定し、解決するまでは、装置を使用しないでください。

• 作業場には消火器を置いてください。

静電気は、清掃中にプラスチック部分に蓄積され、放電したり、可燃性物質を引火させたり
する可能性があります。 火災と爆発を防止するために：

• プラスチック部分の清掃は換気が十分な場所でのみ行ってください。
• 乾いた布で清掃しないでください。
• 装置の作業場で静電気を帯びたガンを操作しないでください。
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警告

警警警告告告
加加加圧圧圧ささされれれたたた装装装置置置ののの危危危険険険性性性
装置から出た流体、漏洩、または破裂した構成部品から出た液体が目または皮膚に飛び散っ
て、重大な怪我を生じる可能性があります。

• スプレー/ディスペンスを中止する場合、または装置の洗浄、点検、サービスを行う場合
には、圧圧圧力力力開開開放放放手手手順順順に従ってください。

• 装置を操作する前に、すべての液体接続部をよく締めてください。
• ホース、チューブ、およびカップリングを毎日点検してください。摩耗または損傷した部
品は直ちに交換してください。

装装装置置置誤誤誤用用用ののの危危危険険険
装置を誤って使用すると、死亡事故または重大な人身事故を招くことがあります。

• 疲労しているとき、または薬物の服用や飲酒状態では装置を操作しないでください。
• システム内で耐圧または耐熱定格が最も低い部品の、最高使用圧力または最高使用温度を超
えないようにしてください。すべての機器取扱説明書の技技技術術術デデデーーータタタを参照してください。

• 装置の接液部品に適合する液体と溶剤を使用してください。すべての機器取扱説明書の技技技
術術術デデデーーータタタを参照してください。液体および溶剤製造元の警告も参照してください。使用
している化学物質に関する詳しい情報については、販売代理店または小売店から安全デー
タシート (SDS) を取り寄せてください。

• 装置の使用を終了する場合は、すべての装置の電源を切断し、圧圧圧力力力解解解放放放手手手順順順に従っ
てください。

• 毎日、装置を点検してください。 メーカー純正の交換用部品のみを使用し、磨耗また
は破損した部品を直ちに修理または交換してください。

• 装置を改造しないでください。装置を改造または変更すると、担当機関からの承認が無効
になり、安全上の問題が生じる場合があります。

• 全ての装置が、それらを使用する環境用に格付けおよび承認されていること確認し
てください。

• 装置を定められた用途以外に使用しないでください。 詳しくは販売代理店にお問い
合わせください。

• ホースとケーブルは通路、鋭利な先端、可動部品、高温の表面からは離してください。
• ホースをねじったり、過度に曲げたり、ホースを使用して装置を引き寄せたりしない
でください。

• 子供や動物を作業場から遠ざけて下さい。
• 適用されるすべての安全に関する規制に従ってください。

可可可動動動部部部品品品ののの危危危険険険性性性
可動部品は指や身体の一部を挟んだり、切断したりする恐れがあります。

• 可動部品に近づかないで下さい。
• 保護ガードまたはカバーを外したまま装置を運転しないで下さい。
• 圧力がかかった装置は、警告なしに始動することがあります。装置を点検、移動、または
サービスする前に、圧圧圧力力力開開開放放放手手手順順順に従ってすべての電源接続を外してください。
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警告

警警警告告告
有有有毒毒毒ななな液液液体体体まままたたたははは蒸蒸蒸気気気
有毒な液体や蒸気が目に入ったり皮膚に付着したり、吸込まれたり、飲み込みこまれたりす
ると、怪我および死亡の恐れがあります。

• 安全データシート (SDS) を読み、ご使用の流体に特有の危険性について熟知してく
ださい。

• 危険な流体は保管用として許可された容器に保管し、廃棄する際には適用されるガ
イドラインに従ってください。

火火火傷傷傷ののの危危危険険険性性性
加熱された装置表面および液体は、運転中非常に高温になります。重度の火傷を負うこと
を避けるため、以下の点に注意してください。

• 高温の流体や装置に触らないでください。

作作作業業業者者者ののの安安安全全全保保保護護護具具具
作業場にいる際、目の怪我、難聴、毒性ガスの吸引、および火傷を含む大怪我から自身を守
るために、適切な保護具を身につける必要があります。この装置は以下のものを含んでいま
すが、必ずしもこれに限定はされません:

• 保護めがねと耳栓。
• 液体および溶剤の製造元が推奨するレスピレーター、保護衣および手袋。
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取り付け

取取取りりり付付付けけけ

本装置の設置には、潜在的に危険な手順が伴い
ます。本装置の設置は、本取扱説明書の手順を
読んだことがあり、それを理解する熟練した有
資格の人員以外は行わないでください。

場場場所所所

本装置の配置を選択する際は、以下のことに留
意してください。

• 本装置の回りのすべての面に、設置、操作者の
アクセス、メンテナンス、および空気循環用の
十分な空間が必要です。

• 取り付け面と取り付けハードウエアの強度が装
置、液体、ホースの重量、および操作中に加わ
る応力を支えるのに十分であることを確認して
ください。

• 本装置から簡単に届く場所に始動/停止コ
ントロール (C) がある必要があります。
代表的な設置例, page 12を参照のこと。

ポポポンンンプププののの取取取りりり付付付けけけ

ポンプ設置中、ポンプが滑り、挟み込まれる危
険があります。ポンプを設置する際には注意し
て作業してください。

図図図 222、、、図図図333 ををを参参参照照照しししてててくくくだだださささいいい。。。

1. 各ポンプをスタンドフレーム上に設置し、モー
タースタンドブラケット(2)の取り付け孔位置を
スタンドフレーム(6)と合わせて下さい。ワッ
シャ (13) とボルト (14) を取り付けますが、
まだ締めません。

2. 入口マニホールド (3) を取り付けます。 ガス
ケット(15)を入口ポートの上に置き、クランプ
(7)を使ってマニホルド(3)を取り付けます。

3. 出口マニホールドを取り付けます。 ガスケッ
ト(15)を出口ポートの上に置き、クランプ(7)を
使ってマニホルド(3)を取り付けます。

4. Oリング(34c)と圧力トランスデューサ(34b)を
トランスデューサのマニホルド(34a)上に取り
付けます。ガスケット(34e)とクランプ(34d)を
使って、トランスデューサのアセンブリを最上
部のマニホルド(3)に取り付けます。

5. ボルト(14)を締めて、ポンプをスタンドに固
定します。

6. シシシーーールルルドドド型型型下下下部部部付付付きききモモモデデデルルル::: 下の縁を上板の溝
に合わせることで、両ポンプのシールド (12)
を取り付けます。 2 つのシールドを互いには
め込みます。

Figure 1
7. 取り付け穴のパターン, page 64を参照してく

ださい。 スタンドを、ポンプの転倒を防ぐた
めにコンクリート内に少なくとも 152 mm (6 イ
ンチ) 埋めた M19 (15.9 mm、5/8 インチ) ボル
トで床に固定します。

8. 必要に応じて、シムを使用してスタンドを水
平にします。
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取り付け

注注注
アセンブリ全体を持ち上げる時は、両モーター
にリフト用リングを使って下さい。両方にリフ
ト用リングを使用しないと、ポンプのバランス
が崩れ、動かしにくくなり、また、アセンブリ
にダメージが及ぶことがあります。

Figure 2 シールドベローズ付きポンプ下部を取り付けて下さい。
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取り付け

Figure 3 開ウェットカップ付きポンプ下部を取り付けて下さい。

3A4305H 9



取り付け

制制制御御御モモモジジジュュューーールルルののの取取取りりり付付付けけけ

1. モーターへの電源をシャットオフし、ロックア
ウトします。

2. 示されているように、ブラケットキット（6a
　～　6f）とホルダーとタイ（11、12）を組
み立てます。

3. ブラケット（6a）にモジュール（1）を取り付
け、ブラケットの底のタブがモジュールのス
ロットにかみ合うようにし、ブラケットの上部
のリップがモジュールをしっかりと固定してい
ることを確認します。

Figure 4 制御モジュールの取り付け

制制制御御御モモモジジジュュューーールルルののの接接接続続続

1. まだ電気が来ている場合は、モーターへの電源
をシャットオフし、ロックアウトします。

2. アクセサリーケーブル（25）の灰色の端を制御
モジュールのポート3に接続します。引っ張り
を防ぐためにタイ(12)を使って下さい。アクセ
サリーケーブル（25）の赤色の端を最初のモー
ターの電源端子(PT)1に接続します。

3. 2番目のアクセサリーケーブル(25)の灰色の端
を最初のモーターのPT2へ差し込み、アクセ
サリーケーブル(25)の赤色の端をモーター2の
PT1へ差し込みます。

4. ネジ（5a）を使用して、モーター2のPT2と
PT3の上に、ジャンパーコネクタ（5）を取り
付けます。

5. モジュールの電源を復旧してください。

Figure 5 制御モジュールの接続
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取り付け

電電電源源源ののの要要要件件件

作業が正しく行なわれないと、不適切な配線の
ために感電またはその他の重大な人身事故が発
生する可能性があります。すべての電気配線は
資格を有する電気技師が行う必要があります。
ご使用の地域におけるすべて法令および規則に
従ってください。

TableTableTable 111 ...電電電源源源ののの仕仕仕様様様

モモモデデデルルル 電電電圧圧圧 位位位相相相 HzHzHz 電電電源源源

ECx9xx
ECx0xx

200–240
Vac

1 50/60 5.8 kVA (2.9
kVA /モーター)

ECxJxx 380-480
Vac

3 50/60 6.0 kVA (3.0
kVA /モーター)

危危危険険険区区区域域域でででののの配配配線線線とととコココンンンジジジッッットトトののの要要要件件件

防防防爆爆爆性性性

危険区域におけるすべての電気配線は、クラス I、
区分 I、グループ Dの承認を得た防爆コンジットに
入れる必要があります。すべての国、州、および
地域の電気工事規程に従ってください。

米国とカナダではモーターの 457 mm (18 イン
チ) 以内にコンジットシール (D) が必要です。
代表的な設置例, page 12を参照してください。

すべてのケーブルは 70°C (158°F) の定格である
必要があります。

防防防火火火性性性 (ATEX)(ATEX)(ATEX)

ATEX II 2 G に合った定格の適切なコンジット、コ
ネクタ、およびケーブルグランドを使用します。
すべての国、州、および地域の電気工事規程に
従ってください。

すべてのケーブルグランドとケーブルは 70°C
(158°F) の定格である必要があります。
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取り付け

代代代表表表的的的ななな設設設置置置例例例

TableTableTable 222 代代代表表表的的的ななな設設設置置置例例例———下下下側側側シシシーーールルルドドドベベベロロローーーズズズ付付付きききポポポンンンプププ

非非非危危危険険険区区区域域域 危危危険険険区区区域域域
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取り付け

TableTableTable 333 代代代表表表的的的ななな設設設置置置例例例———下下下側側側開開開ウウウェェェッッットトトカカカッッップププ付付付きききポポポンンンプププ

非非非危危危険険険区区区域域域 危危危険険険区区区域域域

表表表222 ととと表表表333 のののキキキーーー

A 電源供給 (危険区域での使用が承認されて
いる密封コンジットである必要があります)

B ヒューズ付き安全スイッチ、ロック付き

C 開始/停止コントロール (危険区域での使用
が承認されている必要があります)

D 防爆コンジットシール。 米国とカナダで
はモーターの 457 mm (18 インチ) 以内に
必要です。

E 液体圧力ゲージ

F 液体遮断バルブ

G ポンプ接地線。 地域の規制で冗長な接地
接続が義務付けられている場合、2 つの接
地端子が提供されます。

H 液体ドレンバルブ
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取り付け

電電電源源源ののの配配配線線線ををを接接接続続続しししままますすす

注注注意意意::: ECxJxx 3 フェーズモデルの警告および配
線手順については、マニュアル 3A4409 を参照し
てください。

各モーターに関する電源の必要条件については、
表 1 を参照してください。システムには、回路ブ
レーカーで保護された専用の回路が必要です。

火事、爆発や感電による怪我を防止するために、
すべての電気配線は資格を有する電気技師が行
う必要があります。ご使用の地域におけるすべ
ての法令に従ってください。

1. ヒューズ付き安全スイッチ (B) がシャットオフ
およびロックアウトされていることを確認し
てください。

2. 装置が容易に届く範囲内で、電源供給ライン
(A) に開始/停止コントロール (C) を取り付けま
す。始動/停止コントロールは、危険区域での
使用が承認されている必要があります。
注注注意意意::: 開始/停止コントロールは、2つの
モーターを操作するよう配線できます。
電源の接続, page 15を参照してください。

3. モーターの電気コンパートメント (S) を開けま
す。

4. 3/4-14 npt(f) インレットポートを通して電気
コンパートメント内に電源線を入れます。
電源の接続, page 15に示されている通りに、端
子にワイヤーを接続します。 端子ナットを最
高 25 in-lb (2.8 N•m) のトルクで締めます。 過過過
度度度のののトトトルルルクククででで締締締めめめななないいいでででくくくだだださささいいい。。。

5. 電気コンパートメントを閉めます。 カバーの
ネジを 20.3 N•m (15 フィート-ポンド) のトルク
で締めます。

6. 上記の手順を2番目のモーターで繰り返します。
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取り付け

電電電源源源ののの接接接続続続

各各各自自自ののの電電電力力力ドドドロロロッッップププににに接接接続続続ささされれれたたた各各各モモモーーータタターーー

GND
P1

P2

Lock Out
Box

Motor 1

P1

P2

GND
P1

P2

Lock Out
Box

Motor 2

P1

P2

単単単一一一ののの電電電力力力ドドドロロロッッップププににに接接接続続続ささされれれたたた222つつつのののモモモーーータタターーー

GND
P1

P2

Lock Out box

Motor 1Motor 2

P1 P2 P1

P2

1 すべての端子ナットを 最大2.8 N•m (25 インチ-ポンド) のトルクで締めます。 過過過度度度のののトトトルルルクククででで
締締締めめめななないいいでででくくくだだださささいいい。。。

2 カバーのネジを 20.3 N•m (15 フィート-ポンド) のトルクで締めます。

3 米国とカナダではモーターの 457 mm (18 インチ) 以内にコンジットシール (D) が必要です。

3A4305H 15



取り付け

接接接地地地

静電気スパークや感電による危険性を抑えるた
め、装置は必ず接地してください。電気または
静電気火花のため、気体が発火または爆発する
可能性があります。適切に接地を行わないと、
感電する可能性があります。接地することで、
配線を通して電流を逃すことができます。

1. ポポポンンンプププ::: 接地ネジを緩め、接地配線を接続し
ます。 接地ネジをしっかりと締め付けます。
接地線のもう一端を実際の土の地面に接続し
て下さい。
注注注意意意::: 両方のポンプは共通の制御モジュールに
接続されていて、同じ接地点に設置する必要が
あります。異なる接地点 (不均一の電位) に接
地すると、コンポーネントケーブルに電流が流
れ、不正な信号が送信される場合があります。

2. 液液液体体体ホホホーーーススス::: 接地の連続性を確保するため、
最長合計 500 フィート (150 m) までの導電性
ホースのみ使用してください。 プルダウンメ
ニューを使用して該当するプロファイル（1～
4）を選択します。接地の合計抵抗値が 25 メ
ガオームを超える場合は、直ちにホースを交
換してください。

3. 液液液体体体供供供給給給容容容器器器::: 地域の規制に従ってください。
4. 洗洗洗浄浄浄時時時ににに使使使用用用ささされれれるるる溶溶溶剤剤剤ペペペーーールルル缶缶缶::: ご使用の地

域の法令に従って下さい。 接地済みの場所に
置かれた導電性の金属製ペール缶のみを使用し
てください。 接地の導通を妨げる紙や段ボー
ルのような非導電性のものの上にペール缶を
置かないでください。

5. 洗洗洗浄浄浄まままたたたははは圧圧圧力力力開開開放放放時時時ににに接接接地地地ののの電電電気気気的的的導導導通通通ををを確確確
保保保すすするるるにににははは、、、接地された金属ペールの側面に
スプレーガン/バルブの金属部品をしっかりと
当て、それからガン引き金を引くか、バルブ
を開きます。

流流流体体体ララライイインンンのののアアアクククセセセサササリリリーーー

代表的な設置図, page 12に表示されている順番通
りに下記の付属品を取り付けます。必要に応じて
アダプタも使用します。

注注注意意意::: すべての液体ラインとアクセサリーは 2.8
MPa (28.0 bar、400 psi) の最高使用圧力の定格で
ある必要があります。

• 液体ドレンバルブ(H):ホースと循環システム内の
液圧を開放するためにシステムに必要です。

• 液液液圧圧圧ゲゲゲーーージジジ (E):(E):(E): 液体圧力を更に正確に調整する
ためのものです。

• 液液液体体体シシシャャャッッットトトオオオフフフバババルルルブブブ (F):(F):(F): 液体の流れを遮断
します。

装装装置置置使使使用用用前前前のののオオオイイイルルル充充充填填填

装置を使用する前に、フィルキャップ (P) を開け、
Graco 部品番号 16W645 ISO 220 シリコーンフリー
合成ギアオイルを追加します。 覗き窓 (K) のオイ
ルレベルを確認してください。オイルレベルが覗
き窓の中間点の近くになるまで補給します。オイ
ルの容量は約 1.4 リットル (1.5 クオート) です。過過過
充充充填填填しししななないいいでででくくくだだださささいいい。。。

注注注意意意::: 4つの 0.95 リットル (1 クオート) のボトルの
オイルが装置とともに供給されます。

装装装置置置使使使用用用前前前ののの洗洗洗浄浄浄

ポンプの液体セクションは軽油でテストされ、そ
の油はポンプの部品を保護するために液体経路に
残されます。使用する液体が軽油により汚染され
るのを防ぐため、装置の使用前に適合溶剤で装置
を洗浄してください。
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操作

操操操作作作

スススタタターーートトトアアアッッップププ

ポンプを操作するには、モーターの取扱説明書
のアドバンストなモーターの始動手順に従ってく
ださい。

液体ラインへのプライミングが行われ、すべて
の空気がシステムから強制排除されるまで、低速
度で運転します。

シシシャャャッッットトトダダダウウウンンン

圧力開放手順, page 17に従ってください。

圧圧圧力力力開開開放放放手手手順順順

このシンボルが表示されるたびに、
圧力解放手順に従ってください。

本装置は、圧力が手動で解放されるまでは、加圧
状態が続きます。液体の飛散、および可動部品
から生じる重大な怪我を避けるには、スプレー
停止後と装置を清掃、点検、および整備する前
に、圧力開放に従ってください。

1. 始動/停止コントロール (C) を解除します。
代表的な設置例, page 12を参照のこと。

2. シャットオフし、ヒューズ付き安全スイッチ
(B) をロックアウトします。

3. 廃物容器が排液を受けるように準備し、液体
ドレンバルブ (H) を開きます。 システムを再
度加圧する準備ができるまで開いたままにし
ておきます。

制制制御御御モモモジジジュュューーールルル概概概要要要

制御モジュールは操作者が選択を入力、および
設定と操作の関連情報を閲覧するためのインター
フェースを備えています。

10 分間操作しないでいると、画面バックライトが
自動的に切れるよう設定されています。

キーは数値データの入力、セットアップ画面に入
る、画面内でナビゲート、画面でスクロール、お
よび設定値を選択するために使用されます。

制制制御御御モモモジジジュュューーールルルケケケーーーブブブルルル接接接続続続

制制制御御御モモモ
ジジジュュューーールルル
部部部品品品番番番号号号 コココネネネクククタタタ目目目的的的

1 光ファイバ RX – PLC へ

2 光ファイバ TX – PLC へ

3 電源とCAN通信

4 入力の開始/停止

5 光ファイバー RX – 次の ADCM へ

6 光ファイバー TX – 次の ADCM へ

7 圧力トランスデューサー　1

8 BPR 制御 4 ～ 20mA 出力

9 アジテーター制御 4-20 mA 出力

10 圧力トランスデューサー2
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操作

制制制御御御モモモジジジュュューーールルル画画画面面面

制御モジュールには 実行画面とセットアッ
プ画面の 2 組の画面があります。 詳細に
ついては、 運転画面, page 25、および
セットアップ画面, page 29 を参照してください。

を押すと、運転画面およびセットアップ画面
の間で切り替えます。

制制制御御御モモモジジジュュューーールルルキキキーーー

上の画像は、制御モジュールの表示ディスプレイ
とキーです。

注注注
ソフトキーボタンへの損傷を防ぐために、ボタ
ンを、ペン、プラスチックカード、または指の
爪などの鋭利なもので押さないでください。

表 4 は制御モジュールの膜キーの機能を説明して
います。画面を移動するにつれ、ほとんどの情報
はグローバル通信を簡単にするために、単語では
なくアイコンの使用により通信されることにお気
付きになるかと思われます。運転画面, page 25、
およびセットアップ画面, page 29 の詳細な画面の
説明では、それぞれのアイコンが何を示している
かが説明されます。 2 つのソフトキーは、機能が
ボタンの左にある画面のコンテンツに関連してい
るメンブレンボタンです。
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操作

TableTableTable 444 モモモジジジュュューーールルルキキキーーー

膜膜膜キキキーーー ソソソフフフトトトキキキーーー

を押して、運転画面およびセットアッ
プ画面の間で切り替えます。

画面に移行します。編集できるデータをハイライトしま
す。また、画面間ではなく、画面上のデータフィールド
間を移動するように、上/下矢印の機能も変更します。

エラー・リセット： 原因が解決された後
にアラームを消去するために使用しま
す。 取り消すアラームがない場合、こ
のキーは、アクティブなポンプのプロ
ファイルを停止に設定します。 また、入
力したデータをキャンセルして、元の
データに戻すために使用します。

画面を終了します。 データ編集を終了します。

上/下矢印：画面または画面上のフィールド
の間を移動するため、または設定可能フィー
ルドの桁を増減させるために使用します。

入力。 編集のためにフィールドをアクティブにす
るか、ドロップダウンメニューのハイライトさ
れた選択肢を承諾するために使用します。

ソフトキー：画面によって用途は異なりま
す。 右のカラムを参照してください。

右。 数値フィールドの編集時に右に移動
します。 すべての桁を正しく設定した
ら、再び押して、入力を確認します。

リセット。 トータライザーをゼロにリセットします。

プロファイルをアクティブ化します。 このソフト
キーはデフォルトでは無効で、 プププロロロフフファァァイイイルルルロロロッッッ
クククボックスがチェックされている場合のみ表示
されます。 セットアップ画面14, page 41 押して
編集したプロファイルをアクティブ化します。
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アアアイイイコココンンン

画面を移動するにつれ、ほとんどの情報はグローバル通信を簡単にするために、単語ではなくア
イコンの使用により通信されることにお気付きになるかと思われます。 運転画面, page 25、およ
び セットアップ画面, page 29 の詳細な画面の説明では、それぞれのアイコンが何を示しているかが
説明されます。

画画画面面面アアアイイイコココンンン

速度 プロファイル番号

圧力コントロール
サイクル

ポンプの圧力 流量

圧力
対象

セットアップモードで

モード選択

圧力モード 流量モード

システムモード
システムリセット

下部サイズ 背圧
レギュレータ

最大値
限界

最小値
限界

最小値と
最小値限界 偏差有効

アラーム有効 較正

ジョグ・モード ジョグアップ/ダウン

画画画面面面アアアイイイコココンンン

サイクル合計 容量

メンテナンス
装置

トランスデューサ
圧力トランスデュー

サ・オフ

較正スケール ゼロ・オフセット

シリアル番号
制御位置

ローカル制御 PLC/リモート制御

Modbus デバイス
Modbus アドレス

シリアル・ポート
シリアル・ボーレート

カレンダー 時計

パスワード
ロック・プロファイル

アジテーター出力有効 アジテーター速度設定

実際のVFD周波数 PLC／ネットワー
ク制御無効
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画画画面面面ののの移移移動動動ととと編編編集集集

画面の移動や、情報の入力方法、選択の仕方に
ついて疑問がある場合は、このセクションを参照
します。

すすすべべべてててののの画画画面面面

1. を使用して、画面間を移動します。

2. を押して、画面に入ります。画面の最初の
データフィールドがハイライトされます。

3. を使用して変更するデータをハイラ
イトします。

4. を押して編集します。
ドドドロロロッッップププダダダウウウンンンフフフィィィーーールルルドドド

1. を使用して、ドロップダウンメニュー
から正しく選択します。

2. を押して選択します。

3. を押して取り消します。
番番番号号号フフフィィィーーールルルドドド

1. 最初の桁がハイライトされます。 を使
用して、番号を変更します。

2. を押して、次の桁に移動します。

3. すべての桁が正しい場合、 を再度押して受
け入れます。

4. を押して取り消します。
チチチェェェッッックククボボボッッックククスススフフフィィィーーールルルドドド

チェックボックスフィールドは、ソフトウェアの機
能を有効または無効にするために使用されます。

1. を押して と空のボックス間をトグルしま
す。

2. がボックスにある場合、機能は有効です。

リリリセセセッッットトトフフフィィィーーールルルドドド

リセットフィールドはトータライザーに使用さ
れます。 を押してフィールドを 0 にリセット
します。

すべてのデータが正しい場合、 を画面を閉じ

ます。 を使用して、新しい画面に移動す

るか、 を使用してセットアップ画面と実行
画面間で移動します。

初初初期期期セセセッッットトトアアアッッップププ

注注注意意意::: セットアップ画面1から4までのポンププロ
ファイルを作成する前に、セットアップ画面5か
ら14までのシステムパラメータを次のとおり、
設定します。

1. を押して、セットアップ画面に入ります。
セットアップ画面 1 が表示されます。

2. セットアップ画面 5 にスクロールします。

3. セットアップ画面 5, page 35 を参照して、シ
ステムで使用されている下部を選択します。

4. セットアップ画面 6, page 36か
ら セットアップ画面14, page 41のシス
テムパラメーターの設定を続行します。

5. セットアップ画面 1 にスクロールしま
す。 各ポンプのプロファイルを設定し
ます。 セットアップ画面 1, page 29か
ら セットアップ画面 4, page 33 を参照してく
ださい。

6. 希望の圧力と流量を得るためのプロファ
イルを設定したら、ポンプを起動します。
セットアップ画面 5, page 35へ進みます。

横のボックスにチェックを入れて、システ
ムの自動較正を行います。 システムは21サイ
クルでその最適化された設定を学びます。
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画画画面面面マママッッップププ

初初初期期期設設設定定定
（（（設設設定定定画画画面面面555---141414）））

設設設定定定おおおよよよびびびプププロロロフフファァァイイイルルルののの編編編集集集
（（（設設設定定定画画画面面面111---444）））

運運運転転転
(((運運運転転転画画画面面面 111---8)8)8)

セセセッッットトトアアアッッップププ画画画面面面 555,,, pagepagepage 353535 セセセッッットトトアアアッッップププ画画画面面面 111,,, pagepagepage 292929 動動動作作作スススクククリリリーーーンンン 111,,, pagepagepage 252525

セセセッッットトトアアアッッップププ画画画面面面 666,,, pagepagepage 363636 セセセッッットトトアアアッッップププ画画画面面面 222,,, pagepagepage 313131 動動動作作作スススクククリリリーーーンンン 222,,, pagepagepage 262626

セセセッッットトトアアアッッップププ画画画面面面 777,,, pagepagepage 363636 セセセッッットトトアアアッッップププ画画画面面面 333,,, pagepagepage 323232 動動動作作作スススクククリリリーーーンンン 333,,, pagepagepage 272727

セセセッッットトトアアアッッップププ画画画面面面 888,,, pagepagepage 373737 セセセッッットトトアアアッッップププ画画画面面面 444,,, pagepagepage 333333 動動動作作作スススクククリリリーーーンンン 444,,, pagepagepage 272727

セセセッッットトトアアアッッップププ画画画面面面 999,,, pagepagepage 383838 動動動作作作スススクククリリリーーーンンン 555,,, pagepagepage 282828

セセセッッットトトアアアッッップププ画画画面面面　　　101010,,, pagepagepage 383838 運運運転転転画画画面面面 666---999,,, pagepagepage 282828
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初初初期期期設設設定定定
（（（設設設定定定画画画面面面555---141414）））

設設設定定定おおおよよよびびびプププロロロフフファァァイイイルルルののの編編編集集集
（（（設設設定定定画画画面面面111---444）））

運運運転転転
(((運運運転転転画画画面面面 111---8)8)8)

セセセッッットトトアアアッッップププ画画画面面面111111,,, pagepagepage 393939

セセセッッットトトアアアッッップププ画画画面面面121212,,, pagepagepage 393939

セセセッッットトトアアアッッップププ画画画面面面131313,,, pagepagepage 404040

セセセッッットトトアアアッッップププ画画画面面面141414,,, pagepagepage 414141

セセセッッットトトアアアッッップププ画画画面面面151515,,, pagepagepage 424242

セセセッッットトトアアアッッップププ画画画面面面161616,,, pagepagepage 424242

セセセッッットトトアアアッッップププ画画画面面面171717,,, pagepagepage 434343
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初初初期期期設設設定定定
（（（設設設定定定画画画面面面555---141414）））

設設設定定定おおおよよよびびびプププロロロフフファァァイイイルルルののの編編編集集集
（（（設設設定定定画画画面面面111---444）））

運運運転転転
(((運運運転転転画画画面面面 111---8)8)8)

セセセッッットトトアアアッッップププ画画画面面面181818,,, pagepagepage 444444

セセセッッットトトアアアッッップププ画画画面面面191919,,, pagepagepage 454545

セセセッッットトトアアアッッップププ画画画面面面202020,,, pagepagepage 454545
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運運運転転転画画画面面面

運転画面は、選択したプロファイルの現在の目標
値と実績を表示します。アラームは画面右側のサ
イドバーに表示されます。画面6～9は、最後の20
個のアラームのログを表示します。

運転画面に表示された情報は、
Modbusレジスタに対応しています。
付録 A - Modbus変数マップ, page 65を参照して
ください。

稼働中のプロファイルは、運転画面1、2、3で変
更できます。

動動動作作作スススクククリリリーーーンンン 111

この画面は、選択したプロファイルの情報を表示
します。アイコンの周りのボックスは、プロファ
イルが稼働中であるモードを示します（圧力また
は流量）。

Figure 6 動作スクリーン 1

運運運転転転画画画面面面 111 キキキーーー
メニューからプロファイル（1 ～ 4）
を選択します。 メニューから停止オ
プション を選択してポンプを停
止します。
ポンプ速度を1分当たりのサイクルで
表示します。

ポンプ圧を%で表示します。 トラン
スデューサーが使用される場合、この
アイコンは、圧力アイコンで置き換え
られます。
現在の流量
を、セットアップ画面18, page 44で選
択した単位で表示します。

Figure 7 プロファイルを選択します。

3A4305H 25



操作

動動動作作作スススクククリリリーーーンンン 222

この画面には、インバーターと呼ばれる制御設定値
を可変周波数ドライブ（VFD）に送るためのスー
パーバイザーを使って、電気アジテーターを制御
するための情報が表示されます。

Figure 8 動作スクリーン 2

運運運転転転画画画面面面 222 キキキーーー
このボックスを選択して、アジテー
ターのスピード設定値を 0 ～ 100％で
設定します。

このボックスを選択して、アジテー
ターのネットワーク制御を無効にし、
IPK タッチ画面から可変周波数ドライ
ブ / インバーター設定値が変更されな
いようにします。
このボックスを選択して、ソフトキー
を押して、選択したプロファイルでポ
ンプを手動で実行します。 この機能
を使用すると、タンクレベル低アラー
ムを超えてタンクが空になるまでモー
ターを運転することができます。
充填ポンプのソレノイド出力を手動で
制御する場合には、このボックスを選
択し、ソフトキーボタンを長押しして
ください。
現在のプライマリタンクの量（％）。

このフィールドは、タンクセンサーが
有効な場合のみデータが自動入力され
ます。セットアップ画面14, page 41を
参照してください。
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動動動作作作スススクククリリリーーーンンン 333

この画面は有効なポンプとプロファイルの圧力設
定を表示します。

注注注意意意::: 一部のフィールドは、設定の選択に応じてグ
レイアウトされます。

Figure 9 動作スクリーン 3

運運運転転転画画画面面面 333 キキキーーー
メニューからプロファイル（1 ～ 4）
を選択します。 メニューから停止オ
プション を選択してポンプを停
止します。
セットアップ画面 2, page 31で指定し
た目標圧力を表示します。

Figure 10 運転画面3、圧力モード

Figure 11 運転画面3、流量モード

動動動作作作スススクククリリリーーーンンン 444

この画面は有効なプロファイルの流量設定を表
示します。

注注注意意意::: 一部のフィールドは、設定の選択に応じてグ
レイアウトされます。

Figure 12 動作スクリーン 4

運運運転転転画画画面面面 444 キキキーーー
メニューからプロファイル（1 ～ 4）
を選択します。 メニューから停止オ
プション を選択してポンプを停
止します。
セットアップ画面 2, page 31で指定し
た目標圧力を表示します。

Figure 13 運転画面4、圧力モード

Figure 14 運転画面4、流量モード
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動動動作作作スススクククリリリーーーンンン 555

この画面はトランスデューサー　1　と　2　
の現在の圧力読取値を表示します。 圧力は、
psi、bar、または MPa として表示可能です。
セットアップ画面18, page 44を参照してください。

Figure 15 動作スクリーン 5

運運運転転転画画画面面面 555 キキキーーー
トランスデューサー 1 の圧力を表示し
ます。

トランスデューサー 2 の圧力を表示し
ます。

トランスデューサー 1 およびトランス
デューサー 2 の間の圧力の差を表示し
ます。

運運運転転転画画画面面面 666---999

運転画面 6　～　9（単一ポンプまたは x2 親ポン
プ）および 10　～　13（x2　子ポンプ）には、
最後の 20 個のアラームのログが日時と共に表示
されます。 現在の有効なポンプは、画面左上の
ボックスに表示されます。エラーコードについて
は、エラーコード　トラブルシューティング, page
48を参照してください。

Figure 16 運転画面6～9（画面6が示されます）
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セセセッッットトトアアアッッップププ画画画面面面

セットアップ画面を使用して、モーターの制御パラ
メーターを設定します。選択を行い、データを入力
する方法については、画面の移動と編集, page 21を
参照してください。

有効でないフィールドは、画面でグレイアウト
されます。

セットアップ画面に表示された情報は、
Modbusレジスタに対応しています。
付録 A - Modbus変数マップ, page 65を参照して
ください。

注注注意意意::: セットアップ画面1–4にてプロフィールを設定
する前に、セットアップ画面 5-14の始動セットアッ
プを行って下さい。画面 5–14 はお持ちのシステム
の構成を確立し、画面データに影響を及ぼします。

セセセッッットトトアアアッッップププ画画画面面面 111

画面を使用して、プロファイルの動作モードを
セットします。

Figure 17 セットアップ画面 1

セセセッッットトトアアアッッップププ画画画面面面 111 のののキキキーーー
プロファイルの選択 – ステップ1を参
照。
メニューから運転モード（出力 / 圧力
または流量）を選択します。―ステップ
2を参照。

• 出力 / 圧力モードでは、モーターは
セットアップ画面２にて設定された
液体圧力ポンプ速度を維持するよう
にポンプ速度を調整します。目標圧
力以前に流量限界に達した場合は、
装置は圧力の駆動を停止します（警
告として設定されている場合）。

• 流量モードでは、ポンプの最大使用
圧力までの範囲で、モーターは液圧
に関係なく、セットアップ画面3で設
定された目標流量を維持するために
一定速度を維持します。

背圧レギュレーターの設定 – ステップ
3を参照。

システムが背圧レギュレータ（BPR）
を備えている場合、目標空気圧を0～
100％ の範囲で（約1～100 psi） BPR
に設定します。 BPRがないシステム
の場合は、フィールドセットを 000 の
ままにします。 この値は、BPR で閉
じている割合（％）を表します。 値
が 0 よりも大きく、BPR システムが
ない場合、L6CA エラーコードが表示
されます。
このソフトキーはデフォルトでは無
効で、 プププロロロフフファァァイイイルルルロロロッッックククボックス
が セットアップ画面20, page 45で
チェックされている場合のみ表示され
ます。押して編集したプロファイルを
アクティブ化します。

1. プルダウンメニューを使用して該当するプロ
ファイル（1～4）を選択します。

Figure 18 プロファイル番号を選択します
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2. プルダウンメニューを使用して所望の動作モー
ド（圧力または流量）を選択します。

• 圧力モードでは、モーターはセットアップ画
面２にて設定された流体圧力ポンプ速度を維
持するようにポンプ速度を調整します。

• 流量モードでは、モーターはセットアップ画
面3にて設定された目標流量セットを維持す
るようにポンプ速度を維持します。

Figure 19 モード選択 （圧力モードが表示さ
れている）

3. システムが背圧レギュレータ (BPR) キット
(P/N 24V001)を備えている場合、目標空気圧を
0～100%の範囲で (約1～100 psi) BPRに設定し
ます。 BPRがないシステムの場合は、フィー
ルドセットを 000 のままにします。

Figure 20 背圧レギュレータの設定
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セセセッッットトトアアアッッップププ画画画面面面 222

この画面を使用して、選択したプロファイルに対
し、最大、目標、最小液圧をセットします。圧力
モードで、目標液圧を設定します。 流量モード
で、最大液圧を設定します。 ポンプサイクル、
表 7 参照。 ポンプが設定された範囲外で動作
を開始した場合のシステムの対応方法について
は、 セットアップ画面 4, page 33を参照してく
ださい。

Figure 21 セットアップ画面 2

セセセッッットトトアアアッッップププ画画画面面面 222 のののキキキーーー
プロファイルの選択 – ステップ2を参
照。

メニューからプロファイル（1～ 4）を
選択します。
最大液圧、ステップ3を参照。

流量モードで、ポンプ液体出力/圧力最
大値をポンプの最大圧力の割合（%）
として設定します。このフィールドは
圧力モードでは使用されません。
注: プロファイルに最大圧力設定が無
い場合、モーターは作動せず、エラー
コードWSCX が表示されます。
液圧目標 – ステップ 4 を参照。

出力/圧力モードで、出力/液体圧力目標
値をポンプの最大圧力の割合（%）と
して設定します。このフィールドは流
量モードでは使用されません。
注意: 閉ループ圧力を有効にした場合、
目標圧力は最大圧力の割合ではなく、
圧力値 (psi、bar、MPa) として表示さ
れます。

閉ループ圧力制御を有効にする方法
は、セットアップ画面 8, page 37 を参
照してください。

最小液圧 - ステップ 5 を参照。

オプションで、対象のポンプの最大液
体出力/圧力に対する割合（%）とし
て最小ポンプ液体出力/圧力をセット
します。
このソフトキーはデフォルトでは無
効で、 プププロロロフフファァァイイイルルルロロロッッックククボックス
が セットアップ画面20, page 45で
チェックされている場合のみ表示され
ます。押して編集したプロファイルを
アクティブ化します。

注注注意意意::: 閉ループ圧力を有効にした場合、圧力は最
大圧力の割合ではなく、圧力値として表示され
ます。 閉ループ圧力制御を有効にする方法は、
セットアップ画面 8, page 37 を参照してください。

1. プルダウンメニューを使用して該当するプロ
ファイル（1～4）を選択します。

2. 流流流量量量モモモーーードドドで、該当するポンプ液体圧力最大値
をポンプの最大圧力の割合（%）として設定し
ます。
注注注意意意::: プロファイルに最大圧力設定が無い場
合、モーターは作動しません。 このフィール
ドは圧力モードでは使用されません。

3. 圧力モードで、該当する流体圧力目標値をポン
プの最大圧力の割合（%）として設定します。
このフィールドは流量モードでは使用されませ
ん。

4. 該当する場合、対象のポンプの最大液体圧力
に対する割合（%）として最小ポンプ液体圧力
をセットします。
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セセセッッットトトアアアッッップププ画画画面面面 333

この画面を使用して、選択したプロファイルに対
し、流量を設定します。圧力モードで、最大流量
を設定します。流量モードで、目標流量を設定し
ます。圧力または流量モードのいずれでも、該当
する場合は最小流量を設定できます。設定された
範囲外での動作をポンプが開始した場合にシステ
ムが対応する方法については、セットアップ画面 4
を参照してください。

Figure 22 セットアップ画面 3

セセセッッットトトアアアッッップププ画画画面面面 333 のののキキキーーー
プロファイルの選択 – ステップ2を参
照。
最大流量 – ステップ 3 を参照。

流量目標 – ステップ 4 を参照。

圧力モードで、最大流量を設定しま
す。ソフトウェアはその流量に達する
ために必要なポンプサイクル数を計算
します。このフィールドは流量モード
では使用されません。
注: プロファイルに最大流量設定が無
い場合、モーターは作動せず、エラー
コードWSC_ が表示されます。
流量最小 – ステップ 5 を参照。
このソフトキーはデフォルトでは無
効で、 プププロロロフフファァァイイイルルルロロロッッックククボックス
が セットアップ画面20, page 45で
チェックされている場合のみ表示され
ます。押して編集したプロファイルを
アクティブ化します。

1. プルダウンメニューを使用して該当するプロ
ファイル（1～4）を選択します。

2. 流流流量量量モモモーーードドドででで、目標流量を設定します。 この
フィールドは圧力モードでは使用されません。

Figure 23 流量モード 流量設定

3. 圧圧圧力力力モモモーーードドドででで、、、最大流量を設定します。 ソフ
トウェアはその流量に達するために必要なポン
プサイクル数を計算します。 このフィールド
は流量モードでは使用されません。
注注注意意意::: プロファイルで最大流量が設定されてい
ない場合、モーターは稼働しません。

Figure 24 圧力モード： 流量設定

4. 該当する場合、最小流量を設定します。
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セセセッッットトトアアアッッップププ画画画面面面 444

この画面を使用して、ポンプがセットアップ画面2
とセットアップ画面3で確立した圧力と流量設定
の範囲外で動作し始める場合のシステムの対応を
指定します。操作モード（圧力または流量、セッ
トアップ画面　1　で設定）が、有効なフィール
ドを決定します。

Figure 25 セットアップ画面 4

Figure 26 アラーム基本設定メニュー

• / 限限限界界界：：：ポンプは運転を続け、アラートを
出しません。

– 最大圧力が限界値に設定されます。圧力が限
界値を超えないようにするために必要な場合、
システムは流量を減らします。

– 最大流量が限界値に設定されます。流量が限
界値を超えないようにするために必要な場合、
システムは圧力を減らします。

– 最小圧力または流量を限界値に設定します。
システムはアクションを起こしません。最小
圧力または流量を設定しないことが望ましい場
合は、この設定を使用します。

• 偏偏偏差差差::: システムは問題を警告しますが、システ
ムが絶対圧力または流量境界に達するまで、ポン
プは最大または最小設定を超えて運転します。

• アアアラララーーームムム：：：アラームの原因を知らせ、ポンプ
をシャットダウンします。

セセセッッットトトアアアッッップププ画画画面面面 444 のののキキキーーー
圧力アラートを有効にするには：

• 1行目（圧力最大）： 限限限界界界、偏偏偏差差差、
またはアアアラララーーームムムを選択します。
暴走制御の場合、最大流量をアアアラララーーー
ムムムに設定してください。流量がセッ
トアップ画面3で入力された最大値
を5秒間超えると、アラーム記号
が画面に表示され、ポンプが遮断さ
れます。

• 2　行目（圧力最小）：限限限界界界、偏偏偏差差差、
またはアアアラララーーームムムを選択します。
フィルターまたはパイプの詰まりを
検出するには、最小流量を偏偏偏差差差に設
定します。流量がセットアップ画面
3に入力された最小値を下回った場
合、偏差記号 が画面に表示され、
アクションの必要性を警告します。
ポンプは運転を続けます。

流量アラームの有効化:

• 3行目（流量最大）： 限限限界界界、偏偏偏差差差、
またはアアアラララーーームムムを選択します。
ユーザーは最大圧力を限界値に設定
して、接続された機器で過剰な圧力
がかからないようにします。

• 4行目（流量最小）： 限限限界界界、偏偏偏差差差、
またはアアアラララーーームムムを選択します。
暴走制御の場合、最小圧力をアアアラララーーー
ムムムに設定します。ホースが破裂した
場合、ポンプは速度を変更しません
が、背圧が低下します。圧力がセッ
トアップ画面2で入力された最小値よ
りも下回ると、アラーム記号 が画
面に表示され、ポンプがシャットダ
ウンされます。
フィルターまたはパイプの詰まりを
検出するには、最大圧力を偏偏偏差差差に設
定します。圧力がセットアップ画面
2に入力された最大値を超えると、偏
差記号 が画面に表示され、アク
ションの必要性をユーザーに警告し
ます。ポンプは運転を続けます。

押して、選択を確認します。

このソフトキーはデフォルトでは無
効で、 プププロロロフフファァァイイイルルルロロロッッックククボックス
が セットアップ画面20, page 45で
チェックされている場合のみ表示され
ます。押して編集したプロファイルを
アクティブ化します。

3A4305H 33



操作

Figure 27 セットアップ画面4（圧力モード）

Figure 28 セットアップ画面4（流量モード）

圧圧圧力力力モモモーーードドド例例例

• 暴暴暴走走走防防防止止止機機機能能能：：：ユーザーはアラームを発する最
大流量を設定するように選択できます。流量が
セットアップ画面3で入力された最大値を超え
ると、アラーム記号 が画面に表示され、ポ
ンプが遮断されます。

• プププラララグググ式式式フフフィィィルルルタタタまままたたたはははパパパイイイプププののの検検検出出出：：：ユー
ザーは最小流量を偏差に設定するように選択で
きます。流量がセットアップ画面3に入力された
最小値を下回った場合、偏差記号 が画面に表
示され、アクションの必要性をユーザーに警告
します。 ポンプは運転を続けます。

流流流量量量モモモーーードドドののの例例例

• 暴暴暴走走走防防防止止止機機機能能能：：：ユーザーはアラームを発する最
小圧力を設定するように選択できます。ホース
が破裂した場合、ポンプは速度を変更しません
が、背圧が低下します。圧力がセットアップ画
面2で入力された最小値よりも下回ると、アラー
ム記号 が画面に表示され、ポンプがシャット
ダウンされます。

• 接接接続続続ささされれれたたた機機機器器器ののの保保保護護護::: ユーザーは最大圧力を
限界値に設定して、接続された機器で過剰な圧
力がかからないようにします。

• プププラララグググ式式式フフフィィィルルルタタタまままたたたはははパパパイイイプププののの検検検出出出：：：ユー
ザーは最大圧力を偏差に設定するように選択で
きます。圧力がセットアップ画面2に入力された
最大値を超えると、偏差記号 が画面に表示さ
れ、アクションの必要性をユーザーに警告しま
す。 ポンプは運転を続けます。
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セセセッッットトトアアアッッップププ画画画面面面 555

この画面を使用して、システムの下部ポンプサイ
ズ（cc）を設定します。 デフォルトは空白なの
で、正しい下部のサイズを選択してください。こ
の画面はまた、ジョブモードも有効にし、接続ま
たは切断のために、モーター/ポンプシャフトの位
置を決めることができます。ポンプがプロフィー
ルを運転している間、画面で自動システム較正を
開始できます。

Figure 29 セットアップ画面 5

セセセッッットトトアアアッッップププ画画画面面面 555 のののキキキーーー
ジョグモードを有効にするように選択
します。 ⇒キーを使用して、モーター/
ポンプシャフトを上下に動かします。
ドロップダウンメニューから、正しい
ポンプ下部サイズを選択します。 デ
フォルトは空白ですカスタムが選択さ
れた場合、下部のサイズをccで入力す
るフィールドが開きます。
自動システム較正の開始を選択しま
す。較正手順が作動する前にポンプを
運転す必要があります。 注注注意意意::: 較正開
始前にポンプのプライミングされてい
るか確認して下さい。

Figure 30 ジョブモードを選択します。

Figure 31 下部ポンプを選択します

Figure 32 自動システム較正を開始します

注注注意意意::: 自動システム較正を開始すると、システムは
ディスプレイに較正の進行を表示する新しい画面
を出します。各ポンプのサイクルごとに進行バー
は漸進します。較正が完了するか、手動でストッ
プすると、表示がセットアップ画面5に戻ります。

較正をキャンセルするには 又は を押し
ます。

Figure 33 システム較正進行画面
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セセセッッットトトアアアッッップププ画画画面面面 666

この画面を使用して、合計値を表示しバッチトー
タライザを設定するか、リセットします。

Figure 34 セットアップ画面 6

Figure 35 トータライザのリセット

セセセッッットトトアアアッッップププ画画画面面面 666 のののキキキーーー
グランドトータライザ - ポンプサイク
ルの現在の合計を表示します。リセッ
ト可能ではありません。
バッチトータライザ - 選択したボリュー
ム単位でバッチトータルを表示します。

バッチトータライザのリセット - バッチ
トータライザをゼロにリセットします。

セセセッッットトトアアアッッップププ画画画面面面 777

この画面を使用して、各ポンプに対して、該当する
保守間隔（サイクル数）をセットします。この画
面はまた、現在のサイクル数も表示します。カウ
ンタが0（ゼロ）になると、勧告が発行されます。

Figure 36 セットアップ画面 7

セセセッッットトトアアアッッップププ画画画面面面 777 のののキキキーーー
各ポンプに対して、該当する保守間隔
（サイクル数）をセットします。
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セセセッッットトトアアアッッップププ画画画面面面 888

これらの画面を使用して、圧力トランスデューサー
1を設定します。トランスデューサーとポンプを選
択して、圧力制御チェックボックスをチェックす
ると、閉ループ圧力制御を稼働します。

Figure 37 セットアップ画面 8

セセセッッットトトアアアッッップププ画画画面面面 888
トランスデューサーを有効にするため
にドロップダウンからオプションを選
択します。
圧力設定点に合わせて制御するために、
ポンプを有効にしてトランスデューサー
を使います(力の%ではなくpsi/bar/mpa)
トランスデューサーのラベルから較正
スケール係数を入力します。

トランスデューサーのラベルから較正
オフセット値を入力します。

現在のトランデューサーの読取値を表
示します。

Figure 38 圧力トランスデューサーの選択

Figure 39 閉ループの圧力゜を有効にする

Figure 40 較正スケール係数を入力します

Figure 41 較正オフセット値を入力します
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セセセッッットトトアアアッッップププ画画画面面面 999

これらの画面を使用して、圧力トランスデュー
サー2を設定します。

閉ループ圧力コントロールを有効にする方法につ
いては、 セットアップ画面 8, page 37 を参照し
てください。

Figure 42 セットアップ画面 9

セセセッッットトトアアアッッップププ画画画面面面 999 のののキキキーーー
メニューオプション（500 psi または
5000 psi）から選択して、トランス
デューサーを有効にします。
トランスデューサーのラベルから較正
スケール係数を入力します。

トランスデューサーのラベルから較正
オフセット値を入力します。

現在のトランデューサーの読取値を表
示します。

セセセッッットトトアアアッッップププ画画画面面面　　　101010

この画面を使用して、システム圧力がシステム設
定の範囲外で運転し始めた場合の、システムの反
応方法を指定します。

圧力トランスデューサー 2 は、BPR の圧力を監
視します。

差分圧力は、ポンプアウトレットと BPR の間の
差を監視します。

Figure 43 セットアップ画面　10

以下のイベントを表示できます。

• イイイベベベンンントトトなななししし::: ポンプは運転を続け、アラー
トを出しません。

• 偏偏偏差差差::: システムは問題を警告しますが、シス
テムが絶対圧力または流量境界に達するまで、
ポンプは最大または最小設定を超えて 5 秒間運
転します。

• アアアラララーーームムム：：：アラームの原因を知らせ、ポンプ
をシャットダウンします。

セセセッッットトトアアアッッップププ画画画面面面 101010 のののキキキーーー
最大および最小圧力。

イベントなし、偏差、ま
たはアラームとして設定可
能。
トランスデューサー 1およ
び 2 の間の圧力の差。
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セセセッッットトトアアアッッップププ画画画面面面111111

この画面には各モーターのシリアル番号、ソフト
ウエアバージョンが自動流し込みされます。

このシステムでは、親モーターと子モーターがあり
ます。親モーターは有効プロフィール設定点に合わ
せて自らを制御し、子モーターはそれに従います。
この画面に表示される最初のシリアル番号は親モー
ターに対応し、二番目は子モーターに対応します。

注注注意意意::: これらシリアル番号はモーター側面に取り付
けられている銘板に対応しています。

各モーターは他を無効化することで個別に運転可
能です(選択ボックスにX)。

Figure 44 セットアップ画面11

セセセッッットトトアアアッッップププ画画画面面面121212

Modbus　基本設定を行うために、この画面を使
用します。

Figure 45 セットアップ画面12

セセセッッットトトアアアッッップププ画画画面面面 121212 のののキキキーーー

制御位置 ローカル またはリモート
制御をドロップダウンオプション

から選択します。選択したポンプのみ
に設定を適用します。
Modbus ノード IDを入力あるいは変更
します。 1 から 247間の値ディスプレ
イに一つ以上のポンプが接続されてい
る場合は、各ポンプに独自のノードID
が必要です。
ドロップダウンのオプション (38400、
57600、115200) から、シリアルポート
ボーレートを選択します。これは、シ
ステム全体の設定です。

Figure 46 ローカルまたはリモート制御を選択し
ます。

Figure 47 Modbus ノード ID の設定
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Figure 48 ボーレート（1秒当たりのビット数）を
セットします

注注注意意意::: 以下は固定されたModbus 設定を示し、ユー
ザーが設定あるいは変更することはできません。
データビット 8、ストップビット 2、パリティな
し。

セセセッッットトトアアアッッップププ画画画面面面131313

この画面を使用して、タンク充填機能およびイン
テリジェントペイントキッチン周辺機器を設定お
よび制御します。

注注注意意意：：：アラームのトリガー時間は、アクティブな
測定値がその設定限界値からどの程度離れている
かに応じて変わります。

Figure 49 セットアップ画面13

セセセッッットトトアアアッッップププ画画画面面面 131313 のののキキキーーー
このボックスを選択して、ポート 4、
ピン 3 の充填ソレノイド出力を手動で
有効にします。
注注注意意意::: 編集不可能なボックスに、
Modbus レジスタのステータスが表示
されます。
このボックスを選択して、タンクの自
動充填を有効にします。次に、充填レ
ベルを設定できます。

タンクレベルがこのレベルに達
すると、充填ソレノイドはオフ
になります。この値は、下のレ
ベルよりも大きくしないでくだ
さい。

タンクレベルがこのレベルに達
すると、充填ソレノイドはオン
になります。この値は、上のレ
ベルよりも小さくしないでくだ
さい。

偏差またはアラームに充填ポンプの低
流量通知を設定するか、タイムアウト
の値を秒数で設定します。
秒数のタイムアウトで 1％レベルの変
更が検出されない場合、システムはイ
ベントタイプに基づいてアクションを
起こします。
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セセセッッットトトアアアッッップププ画画画面面面141414

この画面を使用して、インテリジェントペイント
キッチン周辺機器を監視、設定、制御します。詳
細については、インテリジェントペイントキッチ
ン取扱説明書 3A4030 の「周辺機器のセットアッ
プ」項を参照してください。

注注注意意意::: 1 つ目のフィールドで選択したメニューに応
じて、2 つ目のフィールドが異なります。 Figure 50 セットアップ画面14

セセセッッットトトアアアッッップププ画画画面面面 141414 のののキキキーーー
メニューから接続されている周辺機器を選択します。

入力にポート 4 ピン 4 を構成して、リードスイッチを接続可能にします。

1 分あたりのサイクルのサイクル速度アイコン の隣に、現在のリードス
イッチサイクル速度が表示されます。

入力にポート 4 ピン 4 を構成して、圧力スイッチを接続可能にします。 この構
成が正しく接続されているときにドラムカバーを持ち上げると、アジテーターを
シャットダウンします。

アジテーターのステータスフィールド に、現在の入力が表示されます。

注意：この機能には、スーパーバイザーモジュールが必要です。

出力にポート 4 ピン 4 を構成して、プライマリタンクのレベルが、プライマリ

タンク高フィールド で定義した値を超えた場合に、接続されてい
るデバイスでアラームを受信できるようにします。

この値は、プライマリタンクの合計レベルの割合（％）です。

出力にポート 4 ピン 4 を構成して、プライマリタンクのレベルが、プライマリタ

ンク低フィールド で定義した値を下回った場合に、接続されてい
るデバイスでアラームを受信できるようにします。

この値は、プライマリタンクの合計レベルの割合（％）です。

出力にポート 4 ピン 4 を構成して、他のソレノイドを接続して、デバイスか
ら制御できるようにします。

手動出力ボックス を選択し、ボタンを押して補助ソレノイドを手動で
制御します。 ボタンを放すと、手動の有効化が終了します。

プライマリタンクのレベルが、このフィールドで定義した値を超えた場合に、接続されて
いるデバイスでアラームを受信できるようにします。 値が 0 に設定されていると、イベ
ントは無効になります。
プライマリタンクのレベルが、このフィールドで定義した値を下回った場合に、接続され
ているデバイスでアラームを受信できるようにします。 値が 0 に設定されていると、イベ
ントは無効になります。
イベントは、偏差またはアラームとして設定可能です。アラーム発生時に、ポンプはシャット
ダウンし、アジテーターはオフになります。
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セセセッッットトトアアアッッップププ画画画面面面151515

この画面を使用して、4-20mA のデバイスに入力ス
ケーリング（ラダーレベルセンサー）を設定し、
現在のループ（ADCMのポート 8およびポート 9）
をオンにします。

Figure 51 セットアップ画面15

セセセッッットトトアアアッッップププ画画画面面面 151515 のののキキキーーー
背圧レギュレーターの mA 出力を監視
します。

P9（ポート 9）の値を 4 ～ 20 で設定
します。
このボックスを選択して、4 ～ 20mA
の供給をオンにします。 4 ～ 20mA 信
号のスケーリング上限に数値を設定し
ます。
現在のオフプロダクションタンクレベ
ル。セットアップ画面17, page 43を参
照してください。

セセセッッットトトアアアッッップププ画画画面面面161616

この画面では、Modbus 通信のアラームを有効に
し、キャンセルキーのポンプ停止機能を無効にす
ることができます。

Figure 52 セットアップ画面16

セセセッッットトトアアアッッップププ画画画面面面 161616 のののキキキーーー
Modbus アラームタイプの選択:

なし

偏差

アラーム

このボックスを選択して、CAN 通信
をポンプがシャットダウンしない偏差
にします。
リセット/キャンセルキーのポンプ停
止機能を無効にするには、このボック
スを選択します。
バックライトを有効または無効にして、
タイムアウト値を分数で設定します。
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セセセッッットトトアアアッッップププ画画画面面面171717

この画面を使用して、運転 / 停止スイッチおよび自
動再開を有効または無効にします。

Figure 53 セットアップ画面17

セセセッッットトトアアアッッップププ画画画面面面 171717 のののキキキーーー
運転 / 停止スイッチを有効または無
効にします。 既定値は無効です。
アクセサリー, page 61 の「運転 / 停止
スイッチキット」を参照してっくださ
い。
有効にすると、この構成により、プロ
ファイルにある場合に、運転 / 停止ス
イッチはポンプを一時停止します。運
転 / 停止スイッチが有効な場合、以下
のポップアップが表示されます。

Modbus を通じたリモート開始機能を
無効にします。
運転 / 停止スイッチで有効になっている
場合、プロファイル 0（停止）から運
転に切り替えるときに、ポンプの始動
の前に運転 / 停止スイッチをトグルす
る必要があります。運転 / 停止スイッ
チが有効な場合、以下のポップアップ
が表示されます。

自動再開を有効または無効にします。
既定値は無効です。有効にした場合、
ユニットは、オフにする前に設定した
プロファイルで運転を再開します。
オフプロダクションのプロファイル
モードを有効にします。この機能は、
プロファイル 4 をオフプロダクション
プロファイルにします。プロファイル
4 が有効な場合、充填ポンプは無効に
なり、現在のプライマリタンクレベル
が記録されます。 プライマリタンク
レベルが 3％ 以上低下すると、システ
ムはアラームをトリガーし、ポンプを
シャットオフします。
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操作

セセセッッットトトアアアッッップププ画画画面面面181818

この画面を使用して、圧力、合計、流量に対し
て単位を設定します。

Figure 54 セットアップ画面18

セセセッッットトトアアアッッップププ画画画面面面 181818 のののキキキーーー
圧力の単位を選択します。

• psi
• bar　（既定値）
• MPa
容量の単位を選択します。

• リットル（既定値）
• ガロン
• cc
流量の単位を選択します。

• リットル/分（既定値）
• gpm
• cc/分
• オンス/分
• サイクル/分
システムのモード(1ポンプ、2ポンプ)
を選択します。

Figure 55 該当する圧力単位を選択します

Figure 56 該当するボリューム単位を選択します

Figure 57 該当する流量単位を選択します

Figure 58 所望のシステム単位を選択します
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操作

セセセッッットトトアアアッッップププ画画画面面面191919

この画面を使用してデータ・フォーマット、日付、
時間の設定あるいはソフトウェアのアップデート
時の強制再起動を行ってください（画面にアップ
デート・トークンを挿入）。ソフトウェアのアッ
プデートが完全に成功した後では、トークンは確
認キーの選択あるいは画面の電力サイクル前に外
してください。アップデートが終了しトークンが
外されない場合は、確認キーを押すとアップデー
ト処理が再起動します。

注注注意意意：：： ソフトウェアのアップ
デートについての指示については
付録C -制御モジュールのプログラミング, page 82を
参照してください。ソフトウェアのアップデート
はディスプレイに接続されたすべてのポンプを撹
乱させます。ディスプレイに取りつけられた全て
のポンプについて、素材をポンプ中にソフトウェ
アのアップデートの始動を行わないでください。

Figure 59 セットアップ画面19

セセセッッットトトアアアッッップププ画画画面面面 191919 のののキキキーーー
メニューから、該当する日付形式を選
択します。

• MM/DD/YY
• DD/MM/YY（既定値）
• YY/MM/DD
正しい日付の設定

正しい時間の設定

システムのソフト再起動を実行します。

セセセッッットトトアアアッッップププ画画画面面面202020

画面を使用して、セットアップ画面にアクセスす
るために必要なパスワードを入力します。この画
面は、ソフトウェアバージョンも表示します。

Figure 60 セットアップ画面20

セセセッッットトトアアアッッップププ画画画面面面 202020 のののキキキーーー
画面の一番上のボックスがチェックさ
れると、パスワードが有効になりま
す。 一時的にパスワードを無効にす
るには、ボックスのチェックを外しま
す。 パスワードフィールドは、グレ
イ表示されます。
該当する4桁のパスワードを入力しま
す。

ボックスをチェックして、運転画面の
プロファイルフィールドをロックアウ
トします。

Figure 61 パスワードを設定します。

Figure 62 パスワードを無効にします

Figure 63 プロファイルをロックします
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メンテナンス

メメメンンンテテテナナナンンンススス
必要なモーターのメンテナンス手順については、
モーターの取扱説明書を参照してください。

予予予防防防メメメンンンテテテナナナンンンススススススケケケジジジュュューーールルル

お使いの特定のシステムの動作条件によって、保
守が必要な頻度が決まります。どのようなメンテ
ナンス作業がいつ必要かを記録して予防メンテナ
ンススケジュールを策定し、お使いのシステムの
定期的な点検スケジュールを決定します。

洗洗洗浄浄浄

火災および爆発を避けるために、器具および廃
液缶は必ず接地して下さい。静電スパークや飛
沫による怪我を避けるため、必ずできるだけ低
い圧力で洗浄してください。

• 流体を変更する前、装置内で流体が凝固する前、
1 日の作業終了時、保管前、および装置の修理
前に洗浄します。

• できるだけ低い圧力で洗浄してください。 コ
ネクタからの漏れをチェックし、必要に応じて
締めます。

• 吐出されている流体および器具の接液部品に合っ
た流体を使用して洗浄してください。
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トラブルシューティング

トトトラララブブブルルルシシシュュューーーテテティィィンンングググ

注注注意意意::: ポンプを解体する前に、すべての想定しうる対策を確認してください。

注注注意意意::: エラーが検出されたらモーターの LED が点滅します。詳細については、モーター説明書のエラー
コードトラブルシューティングを参照してください。

問問問題題題 原原原因因因 解解解決決決策策策

不十分な電源。 電源の要件, page 11を参照して
ください。

液体供給が空です。 補充を行ってから、もう一度ポン
プのプライミングを実行します。

液体アウトレットラインやバル
ブなどが詰まっている。

清掃します。

いずれのストロークでもポンプ
の出力が低い。

摩耗したピストンパッキング。 交換します。 下部の説明書を参
照してください。

ボールチェックバルブが開いた
ままか、摩耗している。

点検して修理します。 下部の説
明書を参照してください。

一方のストロークのみでポンプ
の出力が低い。

摩耗したピストンパッキング。 交換します。 下部の説明書を参
照してください。

出力がない。 ボールチェックバルブの取り付
けが不適切です。

点検して修理します。 下部の説
明書を参照してください。

液体供給が空です。 補充を行ってから、もう一度ポン
プのプライミングを実行します。

ボールチェックバルブが開いた
ままか、摩耗している。

点検して修理します。 下部の説
明書を参照してください。

ポンプが異常な動作をします。

摩耗したピストンパッキング。 交換します。 下部の説明書を参
照してください。

不十分な電源。 電源の要件, page 11を参照して
ください。

液体供給が空です。 補充を行ってから、もう一度ポン
プのプライミングを実行します。

液体アウトレットラインやバル
ブなどが詰まっている。

清掃します。

ポンプが作動しない。

ピストンロッド上で液体が乾い
てしまった。

ポンプを分解して清掃します。
下部の説明書を参照してくださ
い。 今後は、ポンプをストロー
クの下端で停止してください。
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エラーコード　トラブルシューティング

エエエラララーーーコココーーードドド　　　トトトラララブブブルルルシシシュュューーーテテティィィンンングググ

エラーコードには次の 3 つの形式があります。

• アラーム ：アラームの原因を知らせ、ポンプ
をシャットダウンします。

• 偏差 ：問題を知らせますが、システムの絶対
限界値に到達するまではポンプは設定された限
界値を超えて運転を続けられます。

• 勧告:情報のみポンプの運転は続きます。

注注注意意意：：：高度モーターでは、流量（K コード）と圧
力（P コード）はアラームまたは偏差として割り
当てられます。セットアップ画面 4, page 33を参
照してください。

注注注意意意：：：以下に記載されているエラーコードで、
「X」はコードがディスプレイのみに関連してい
ることを意味します。

注注注意意意：：：以下に記載されているエラーコードで、
コードにある「_」はイベントが発生したユニット
番号のプレースホルダーです。

注注注意意意：：：点滅コードはモーターの電源インジケー
ターの使用により表示されます。以下に点滅コー
ドのシーケンスを示します。たとえば、点滅コー
ド 1　～　2 では 1 点滅の次に 2 点滅、そしてその
シーケンスが繰り返されます。

注注注意意意：：：9の点滅コードはエラーコードではありませ
んが、どのポンプがアクティブであるかのインジ

ケーターです（ ソフトキーが押されました、
動作スクリーン 1, page 25 を参照。）

表表表示示示
コココーーードドド

適適適用用用ささされれれるるる
モモモーーータタターーー

点点点滅滅滅
コココーーードドド

アアアラララーーー
ムムムまままたたたははは
偏偏偏差差差

説説説明明明

なし 基本 6 アラーム
モード選択ノブは、圧力 と流量 の間に設定されて
います。ノブを必要なモードに設定してください。

なし ベーシッ
クおよび
アドバンス

9 なし 9 の点滅コードはエラーコードではありませんが、どのポ
ンプがアクティブであるかのインジケーターです。

A4N_A4N_A4N_ 6 アラーム モニターの電流が 13A を超えたか、またはハードウェアの
過電流により 20A でトリップしました。

CAC_CAC_CAC_ アドバン
スト

なし アラーム ディスプレイが CAN 通信の損失を検出した。 点滅する
アラームがディスプレイに表示され、点滅コードが発生
します。

CAD_CAD_CAD_ アドバン
スト

2　～　3 アラーム ユニットが CAN 通信の損失を検出した。このアラームは
ログへの記録のみです。点滅するアラームはディスプレイ
に表示されませんが、点滅コードは発生します。

CAG_CAG_CAG_ なし 偏差 PLC は、ソレノイドのレジスタの Ping を停止しました。

C3G_C3G_C3G_ アドバン
スト

なし 偏差 セットアップ画面 16 で Modbus の逸脱検出機能を有効に
していた場合には、Modbus 通信の消失を検出します。

C4G_C4G_C4G_ アドバン
スト

なし アラーム セットアップ画面 16 で Modbus アラームを有効にしてい
た場合には、Modbus 通信の消失を検出します。

CBN_CBN_CBN_ ベーシッ
クおよび
アドバンス

2　～　4 偏差 回路板の通信が一時的に途絶。

CCC_CCC_CCC_ アドバン
スト

3　～　7 アラーム 始動時にディスプレイ未検出。

CCN_CCN_CCN_ ベーシッ
クおよび
アドバンス

3　～　6 アラーム 回路板の通信が失敗。
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エラーコード　トラブルシューティング

表表表示示示
コココーーードドド

適適適用用用ささされれれるるる
モモモーーータタターーー

点点点滅滅滅
コココーーードドド

アアアラララーーー
ムムムまままたたたははは
偏偏偏差差差

説説説明明明

END_END_END_ ベーシッ
クおよび
アドバンス

5　～　6 勧告 符号化およびストローク範囲の較正が進行中。

ENN_ENN_ENN_ アドバン
スト

なし 勧告 二重下部システムの較正が成功しました。

E5D_E5D_E5D_ ベーシッ
クおよび
アドバンス

1　～　7 偏差 コーダーの較正失敗。

E5F_E5F_E5F_ アドバン
スト

なし 勧告 二重下部システム較正のエラー。システムの運転が速すぎ
るために較正が行えません。

E5N_E5N_E5N_ ベーシッ
クおよび
アドバンス

2　～　7 偏差 ストロークの較正失敗。

E5S_E5S_E5S_ アドバン
スト

なし 勧告 二重下部システムの較正停止あるいは中断

E5U_E5U_E5U_ アドバン
スト

なし 勧告 二重下部システム較正が不安定です。 システムが最適
の設定を決定出来ません。

EBC_EBC_EBC_ アドバン
スト

なし 勧告 動作/停止スイッチが停止位置にある（クローズ）。

ELI_ELI_ELI_ ベーシッ
クおよび
アドバンス

4–5 偏差 基板の過熱による偏差リセット。

ERR0_ERR0_ERR0_ ベーシッ
クおよび
アドバンス

2–5 偏差 偏差ソフトウェアエラー。

F1F0F1F0F1F0 なし アラーム 充填ポンプの流量未検出。プライマリタンクのレベルが、
流量未検出タイムアウトウィンドウで上昇せず、流量タイ
ムアウトイベントがアラームに設定されていない。

F2F0F2F0F2F0 なし 偏差 充填ポンプの流量未検出。プライマリタンクのレベルが、
流量未検出タイムアウトウィンドウで上昇せず、流量未検
出タイムアウトイベントが偏差に設定されていない。

K1D_K1D_K1D_ アドバン
スト

1　～　2 アラーム 流量が最小限界値未満。

K2D_K2D_K2D_ アドバン
スト

なし 偏差 流量が最小限界値未満。

K3D_K3D_K3D_ アドバン
スト

なし 偏差 流量が最大目標値を超えている。また、ポンプ暴走状態
の存在も示す。

K4D_K4D_K4D_ ベーシッ
クおよび
アドバンス

1 アラーム 流量が最大目標値を超えている。また、ポンプ暴走状態
の存在も示す。

L1A0L1A0L1A0 なし アラーム 流率が、プロファイル画面 3 で設定した現在のプロファイ
ル流量限界を超えている。

L1AFL1AFL1AF アドバン
スト

なし アラーム システムがオフプロダクションモードだったときに、ポン
プがオフプロダクションに入ると、現在のタンクレベル
が記録した値よりも 3％ 低下した。
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エラーコード　トラブルシューティング

表表表示示示
コココーーードドド

適適適用用用ささされれれるるる
モモモーーータタターーー

点点点滅滅滅
コココーーードドド

アアアラララーーー
ムムムまままたたたははは
偏偏偏差差差

説説説明明明

L2A0L2A0L2A0 アドバン
スト

なし 偏差 プライマリタンクの現在のレベルが、プライマリタンク
の偏差設定値よりも低い。

L3A0L3A0L3A0 アドバン
スト

なし 偏差 プライマリタンクの現在のレベルが、プライマリタンク
の偏差設定値よりも高い。

L4A0L4A0L4A0 なし アラーム プライマリタンクのレベルが、プライマリタンクのレベル
高アラーム設定値よりも高い。

L6CAL6CAL6CA なし 偏差 ポート 8 が有効で、現在の排が 4mA よりも小さい。 BpR
が 0％ よりも大きな値を求めている。 デバイスが接続さ
れていることを確認してください。

L6CBL6CBL6CB なし 偏差 ポート 9 が有効で、現在の排が 4mA よりも小さい。デバ
イスが接続されていることを確認してください。

MND_MND_MND_ アドバン
スト

なし 勧告 メンテナンスカウンターが有効で、カウントダウンがゼロ
に達している（0）。

P1CBP1CBP1CB アドバン
スト

なし アラーム 圧力トランスデューサー 2 の圧力がアラーム設定値より
も低い。

P1D_P1D_P1D_ アドバン
スト

なし 偏差 負荷の不均衡デュアル下降システム— P1D1 = モーター 1
は、速度を維持するために力を小さくすることを必要とし
ている。ポンプ下部のサービス作業が必要な可能性があ
る。 P1D2 = モーター 2 は、速度を維持するためにモー
ター 1 より力を小さくすることを必要としている。

P9D_P9D_P9D_ アドバン
スト

なし 偏差 大きな負荷の不均衡 — P1D_ を参照 （P9D_ の方が大き
い）

P1I_P1I_P1I_ アドバン
スト

1　～　3 アラーム 圧力が最低限界値未満。

P2I_P2I_P2I_ アドバン
スト

なし 偏差 圧力が最低限界値未満。

P2CBP2CBP2CB アドバン
スト

なし 偏差 圧力トランスデューサー 2 の圧力が偏差設定値よりも低
い。

P3CBP3CBP3CB アドバン
スト

なし 偏差 圧力トランスデューサー 2 の圧力が偏差設定値よりも高
い。

P3I_P3I_P3I_ アドバン
スト

なし 偏差 圧力が最高目標値を超えている。

P4CBP4CBP4CB アドバン
スト

なし アラーム 圧力トランスデューサー 2 の圧力がアラーム設定値より
も高い。

P4I_P4I_P4I_ アドバン
スト

1　～　4 アラーム 圧力が最高目標値を超えている。

P5DXP5DXP5DX アドバン
スト

なし 偏差 トランスデューサーに 2 つ以上のポンプが割り当てられ
ている。 この状況では、そのトランスデューサーへの割
り当ては自動的に消去されます。 操作者が再割り当てす
る必要があります。

P6CAP6CAP6CA
または
P6CBP6CBP6CB

アドバン
スト

なし 偏差 閉ループ圧力制御なしの装置用：トランスデューサー（A
または B） は有効ですが、検出されません。
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エラーコード　トラブルシューティング

表表表示示示
コココーーードドド

適適適用用用ささされれれるるる
モモモーーータタターーー

点点点滅滅滅
コココーーードドド

アアアラララーーー
ムムムまままたたたははは
偏偏偏差差差

説説説明明明

P6D_P6D_P6D_ アドバン
スト

1　～　6 アラーム 閉ループ圧力制御ありの装置用： トランスデューサー
は有効だが検出されない。

P7C_P7C_P7C_ アドバン
スト

なし 偏差 トランスデューサー 1 とトランスデューサー 2 の圧力の差
が、偏差設定値よりも大きい。

P9C_P9C_P9C_ アドバン
スト

なし アラーム トランスデューサー 1 とトランスデューサー 2 の圧力の差
が、アラーム設定値よりも大きい。

T2D_T2D_T2D_ ベーシッ
クおよび
アドバンス

3　～　5 アラーム 内部サーミスタが接続されていない、またはモーターの温
度が 0° C （32° F） 以下。

T3D_T3D_T3D_ ベーシッ
クおよび
アドバンス

5 偏差 モータ温度超過モーターは、内部の温度を 85° C (185° F)
以下に保つため、自身の出力を抑えている。

T4D_T4D_T4D_ ベーシッ
クおよび
アドバンス

4　～　6 アラーム モータ温度超過モーターは、内部の温度を 85° C (185° F)
以下に保つため、自身の出力を抑えている。

V1I_V1I_V1I_ ベーシッ
クおよび
アドバンス

2 アラーム 節電。モーターに供給されている電圧が低過ぎる。

V2I_V2I_V2I_ ベーシッ
クおよび
アドバンス

なし 偏差 節電。モーターに供給されている電圧が低過ぎる。

V1M_V1M_V1M_ ベーシッ
クおよび
アドバンス

2　～　6 アラーム AC 電源が失われました。

V3I_V3I_V3I_ ベーシッ
クおよび
アドバンス

なし 偏差 モーターに供給されている電圧が高過ぎる。

V4I_V4I_V4I_ ベーシッ
クおよび
アドバンス

3 アラーム モーターに供給されている電圧が高過ぎる。

V9M_V9M_V9M_ ベーシッ
クおよび
アドバンス

7 アラーム 始動時に供給電圧低下を検出。

WCW_WCW_WCW_ アドバン
スト

なし アラーム システム・タイプ不適合：モーターはE-Flo DC二重下部シ
ステムですが、表示較正がこれに合っていません。 ディ
スプレイのシステム型を設定装置画面にて変更してくだ
さい（画面　15）。

WMC_WMC_WMC_ ベーシッ
クおよび
アドバンス

4　～　5 アラーム 内部ソフトウェアエラー

WNC_WNC_WNC_ ベーシッ
クおよび
アドバンス

3　～　4 アラーム ソフトウェアバージョンが一致しない。

3A4305H 51



エラーコード　トラブルシューティング

表表表示示示
コココーーードドド

適適適用用用ささされれれるるる
モモモーーータタターーー

点点点滅滅滅
コココーーードドド

アアアラララーーー
ムムムまままたたたははは
偏偏偏差差差

説説説明明明

WNN_WNN_WNN_ アドバン
スト

なし アラーム システム・タイプ不適合、モーターが E-Flo DC 単一下部
システムであり、ディスプレイ構成が適合しません。ディ
スプレイのシステム型を設定装置画面にて変更してくださ
い（二重下部モードにて画面　12）。

WSC_WSC_WSC_ アドバン
スト

なし 偏差 プロファイルは　0　圧力または　0　流量にセットさ
れる。

WSD_WSD_WSD_ アドバン
スト

1　～　5 アラーム 無効な低いサイズ。低いサイズを設定する前にユニット
が操作されると発生する。

WXD_WXD_WXD_ ベーシッ
クおよび
アドバンス

4 アラーム 内部回路板のハードウェアの失敗が検出された。
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修理

修修修理理理

分分分解解解

1. ポンプをストロークの下端で停止させます。
2. 圧力開放手順, page 17に従ってください。
3. シシシーーールルルドドド型型型下下下部部部付付付きききモモモデデデルルル::: ドライバーをス

ロットに真っすぐに挿入し、それをレバーと
して使用してタブを解放することで、2 ピー
スのシールド (12) を取り外します。 すべて
のタブで手順を繰り返します。 ドライバーを
使用してシールドをこじ開けることはしししななないいい
でででくくくだだださささいいい。

4. 入口及び出口マニホルド(3)を下部から切り離
し、末端に栓をして液体の汚損を防止します。

5. カップリングナット (11) を緩めてカラー (10)
を外します。 カップリングナットをピストン
ロッド (R) から外します。ロックナット (8) を
タイロッド (6) からネジを緩めて外します。
モーター (3) と下部 (7) を分離させます。

6. 下部を修理するには、下部の取扱説明書を参
照してください。

7. モーターには操作者が整備できる部品はあり
ません。 お問い合わせは Graco 販売店にご連
絡ください。

再再再組組組みみみ立立立ててて

1. モーター (1) からカップリングアダプター (16)
とタイロッド (9) が分離されていない場合、ス
テップ2へスキップします。
モーター(1)からカップリングアダプタ (16) と
タイロッド (9) が分離されている場合、これら
の手順を実行してください。

a. タイロッド (9) をモータ (1) にねじ込み、
68-81 N•m (50-60 フィート-ポンド) のトル
クを与えます。

b. ブルー（青）のスレッドロッカーをカップ
リングアダプタ(16)に塗布して下さい。

c. カップリングアダプター (16) をモーター
シャフトにねじ込み、122–135 N•m (90–100
フィート-ポンド) のトルクで締めます。

d. 手順2に進みます。
2. カップリングナット (17) をピストンロッド (R)

に組み付けます。
3. 下部 (4) をモーター (1) の方に向けます。タイ

ロッド (9) 上で下部 (4) の位置を決めます。
4. ロックナット(8)を再使用しロックナットのナ

イロンが摩耗又は切れている場合、タイロッ
ドネジ山にブルー（青）スレッドロッカーを
つけます。

5. ロックナット (8) をタイロッド (9) にねじ込み
ます。ロックナット(8)を十分に緩めて下部(4)
を移動させ、正確に位置を合わせます。
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修理

6. カラー (18) をカップリングナット (17) に挿入
します。カップリングナット(17)をカップリン
グアダプタ (16) に締め付け、122–135 N･mの
トルクを与えてモーターシャフトをピストン
ロッド(R)に合わせます。

7. ロックナット(8)を締めて、68-81 N•mのトルク
を与えます。

8. シシシーーールルルドドド型型型下下下部部部付付付きききモモモデデデルルル::: 下の縁を上板の溝
に合わせることで、シールド (10) を取り付け
ます。 2 つのシールドを互いにはめ込みます。

9. プラグを取り外し、入口と出口のマニホルド
(3) を再び結合します。

10. ポンプをシステム内に再取り付けする前に洗浄
して試験をします。ホースを接続してポンプを
洗浄します。ポンプに圧力が掛けられている間
に、スムーズな操作と漏れのないことをチェッ
クします。システム内に再取り付けする前に、
必要に応じて調整または修理を行います。 運
転する前に、ポンプの接地線を再接続します。

Figure 64 オープン型ウェットカップ下部の再組
立て

Figure 65 シールドベロー型下部の再組立て
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部品

部部部品品品

ポポポンンンプププアアアセセセンンンブブブリリリ

ポンプの部品番号の説明については、 モデル, page 3 を参照してください。

モモモデデデルルル ECxx41ECxx41ECxx41、、、シシシーーールルルドドド444ボボボーーールルル型型型下下下部部部付付付ききき
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部品

ポンプの部品番号の説明については、 モデル, page 3 を参照してください。

モモモデデデルルル ECxx61ECxx61ECxx61、、、オオオーーープププンンンウウウェェェッッットトトカカカッッップププ444ボボボーーールルル型型型下下下部部部付付付ききき
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部品

ポンプの部品番号の説明については、 モデル, page 3 を参照してください。

モモモデデデルルル EC8J41EC8J41EC8J41、、、シシシーーールルルドドド444ボボボーーールルル型型型下下下部部部付付付ききき
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部品

参参参照照照 部部部品品品 説説説明明明 数数数量量量
1 ポンプマトリクス, page 59を

参照してください。
モーター;モーター取扱説明書をご覧下さ
い;1a及び1bの項目が含まれています

2

1a� 16M130 ラベル、警告 2
1b 16W645 オイル、ギア用、合成; ISO 220 シリコンフ

リー;
0.95 リッター(1 クォート); 表示されていま
せん

4

2 16W212 ブラケット、スタンド 2
3 16W211 マニホルド、入口及び出口 2
4 ポンプマトリクス, page 59を

参照してください。
ポンプ、変位; を参照して下さい 2

6 16W214 フレーム、スタンド 1
7 16G388 クランプ、サニタリー、1.5インチ 4
8 108683 ナット、ロック、六角 6

ロッド、タイ
15G924 開ウェットカップ付き下部

9

16X771 シールド型下部

6

10 24F251 シールド、カプラ 2
13 100101 ネジ、キャップ、六角ヘッド 16
14 100133 ワッシャ、ロック、 3/8 16
15 120351 ガスケット、サニタリー 4
16 15H369 アダプター、M22x1.5 2
17 17F000 ナット、カップリング 2
18 184128 カラー、カップリング 4
19 16J477 キャップ、プラグ 5
24 24P822 モジュール、制御キット 1
25 16P911 ケーブル、I.S. CAN、雌x雌、1 m（3 ft） 2

16P912 ケーブル、I.S. CAN、雌x雌、8m（25 ft）
別売りです

1

33 111203 ワッシャ、プレーン 8
34 24X089 圧力センサー、キット; 34a-eを含みます。 1
34a — — — マニホルド、 38 mm (1.5 in.)、衛生トランス

デューサ
1

34b — — — センサー、圧力、液体アウトレット 1
34c — — — Oリング 1
34d — — — クランプ、サニタリー、38 mm、(1.5インチ) 1
34e — — — ガスケット、サニタリー 1

�交換用の危険性と警告ラベル、タグ、およびカー
ドは無料で入手できます。
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部品

ポポポンンンプププマママトトトリリリクククススス

ポポポンンンプププ
部部部品品品番番番号号号

ポポポンンンプププ
シシシリリリーーーズズズ

モモモーーータタターーー
(((参参参照照照111、、、数数数量量量2)2)2)

下下下部部部ポポポンンンプププ
(((参参参照照照444、、、数数数量量量2)2)2)

EC4041 A EM0026 17K657

EC4061 A EM0026 17K665

EC4941 A EM0025 17K657

EC4961 A EM0025 17K665

EC5041 A EM0026 17K658

EC5061 A EM0026 17K666

EC5941 A EM0025 17K658

EC5961 A EM0025 17K666

EC6041 A EM0026 17K659

EC6061 A EM0026 17K667

EC6941 A EM0025 17K659

EC6961 A EM0025 17K667

EC4J41 A EM1025 17K657

EC5J41 A EM1025 17K658

EC6J41 A EM1025 17K659

EC4J61 A EM1025 17K665

EC5J61 A EM1025 17K666

EC6J61 A EM1025 17K667

EC8J41 A EM1025 17Z695
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部品

24P82224P82224P822制制制御御御モモモジジジュュューーールルルキキキッッットトト

参参参
照照照

部部部品品品 説説説明明明 数数数量量量

1 24P821 ディスプレイキッ
ト、制御モジュー
ル、項目1ａを含
む、ベアADCMモ
ジュールの認可情報
については説明書
332013参照

1

1a▲ 16P265 ラベル、警告、英語 1
1b▲ 16P265 ラベル、警告、仏語 1
1c▲ 16P265 ラベル、警告、スペ

イン語（取り付けら
れずに出荷）

1

5 24N910 コネクター、ジャン
パー、項番5a含む

1

5a — — — ネジ、キャップ、
ソケット・ヘッド、
M5 x 40 mm

1

6 24P823 ブラケット・キッ
ト、制御モジュー
ル、項目 6a-6f を含
む

1

6a — — — ブラケット、制御モ
ジュール

1

参参参
照照照

部部部品品品 説説説明明明 数数数量量量

6b — — — ブラケット、取り付
け

1

6c — — — ロックワッシャー、
外歯、 M5

4

6d — — — ワッシャ、M5 2
6e — — — ネジ、キャップ、

ソケット・ヘッド、
M5 x 12 mm

2

6f — — — ノブ、 M5 x 0.8 2
11 — — — ホルダー、タイ 1
12 — — — ストラップ、タイ 1

�交換用の危険性と警告ラベル、タグ、およびカー
ドは無料で入手できます。

「— — —」とマークされている品目は、別売り
されていません。

ケーブル (25) は参照のために示されていますが、
キットには含まれていません。該当する長さを個別
に発注してください。ポンプアセンブリ, page 55を
参照してください。
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アクセサリー

アアアクククセセセサササリリリーーー

背背背圧圧圧レレレギギギュュュレレレーーータタタ

部部部品品品 説説説明明明
288117 空圧BPR (最大液圧20 gpm、300 psi、

1–1/4 npt)
288311 空圧BPR (最大液圧20 gpm、300 psi、

1–1/2 npt)
288262 空圧BPR (最大液圧20 gpm、300 psi、

2インチ トライクランプ)

制制制御御御モモモジジジュュューーールルル

部部部品品品 説説説明明明
16P912 8m (25フィート) CANケーブル
24X089 圧力トランスデューサ
16V103 トランスデューサ延長ケーブル
24V001 トランスデューサ I/P
16U729 動作/停止スイッチ
16M172 15m (50ft) 光ファイバケーブル
16M173 30m (100 ft) 光ファイバケーブル
24R086 ファイバー/シリアル変換器
15V331 Ethernet IP ゲートウェイ・アセン

ブリ
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寸法

寸寸寸法法法

シシシーーールルルドドド型型型444 ボボボーーールルル下下下部部部付付付きききポポポンンンプププ シシシーーールルルドドド型型型444 ボボボーーールルルプププラララススス下下下部部部付付付きききポポポンンンプププ

ポポポンンンプププ AAA BBB CCC DDD EEE FFF GGG HHH JJJ KKK

DC 4
ボール

138.4
cm

(54.5イ
ンチ)

30.7
cm
(12.1
インチ)

7.6 cm
(3.0 イ
ンチ)

シー
ルド4
ボール
プラス

151.6
cm
(59.7
インチ)

72.4
cm
(28.5
インチ)

129.5
cm

(51.0イ
ンチ)

46.7
cm
(18.4
インチ)

5.3 cm
(2.1 イ
ンチ) 43.4

cm
(17.1
インチ)

7.9 cm
(3.1 イ
ンチ)

53.8
cm
(21.2
インチ)

64.5
cm
(25.4
インチ)

3.8 cm
(1.8 イ
ンチ)
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寸法

オオオーーープププンンン型型型ウウウェェェッッットトトカカカッッップププ下下下部部部付付付きききポポポンンンプププ

AAA BBB CCC DDD EEE FFF GGG HHH JJJ KKK

151.6
cm

(59.7 イ
ンチ)

72.4 cm
(28.5 イ
ンチ)

115.6
cm

(45.5 イ
ンチ)

46.7 mm
(18.4 イ
ンチ)

5.3 cm
(2.1 イ
ンチ)

30.7 cm
(12.1 イ
ンチ)

30.7 cm
(12.1 イ
ンチ)

29.7 mm
(11.7 イ
ンチ)

86.6 cm
(34.1 イ
ンチ)

4.4 cm
(1.75 イ
ンチ)
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取り付け穴のパターン

取取取りりり付付付けけけ穴穴穴のののパパパタタターーーンンン

キキキーーーポポポイイインンントトト

AAA 505 mm (19.88 インチ)

BBB 368 mm (14.50 in.)

CCC 429 mm (16.88 in.)

DDD 432 mm (17.00 in.)

EEE 穴の寸法。15 mm (0.59 インチ)
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付録 A - Modbus変数マップ

付付付録録録 AAA --- ModbusModbusModbus変変変数数数マママッッップププ
E-Flo DC 制御モジュールを使用して光ファイバー
経由で通信する場合は、説明書　332356　にて表
された適切なハードウェアを参照してください。
説明書には制御モジュールから非危険区域へ光ファ
イバーを接続するための各種のオプションが示さ
れています。 下表は危険でない領域にある　PC
　または　PLC　で利用できる　Modbus　レジス
ターをリストします。

表　4　は基本操作、監視、アラーム制御機能に
必要なレジスターを示します。 表　5　と　6　
は、特定のレジスターに必要なビット定義を示し
ます。表　7　は単位とレジスター値を単位値に変
換する方法を示します。

セットアップ画面16, page 42 で選択されている
Modbus通信設定を参照してください。

TableTableTable 555 ModbusModbusModbus レレレジジジスススタタターーー

ModbusModbusModbus レレレ
ジジジスススタタターーー

変変変数数数 レレレジジジスススタタターーー
アアアクククセセセススス

サササイイイズズズ メメメモモモ///単単単位位位

403225 充填ポンプのソレノイドがアウト
状態

読み取り /
書き込み

16 ビッ
ト

0 = オフ、1 = オン

403226 ソレノイドがアウト状態でもアラ
イブ状態を保つ

読み取り /
書き込み

16 ビッ
ト

任意の値を書き込むとアク
ティブになります。

403227 リードスイッチのカウント 読み取り /
書き込み

16 ビッ
ト

サイクルカウント

403228 タンクレベル 1 の満量時圧力 読み取り /
書き込み

16 ビッ
ト

圧力単位、表 7 を参照

403229 タンクレベル 2 の満量時圧力 読み取り /
書き込み

16 ビッ
ト

圧力単位、表 7 を参照

403230 実際のタンクレベル 1％ 読み取り /
書き込み

16 ビッ
ト

圧力単位、表 7 を参照

403231 実際のタンクレベル 2％ 読み取り /
書き込み

16 ビッ
ト

圧力単位、表 7 を参照

403232 構成可能 IO タイプ 読み取り /
書き込み

16 ビッ
ト

0 = リードスイッチからの入
力、
1 = ドラムのカバースイッチ
からの入力

403233 アジテーターの停止状態 読み取り /
書き込み

16 ビッ
ト

0 = ドラムカバーが下、
1 = ドラムカバーが上、
2 = アクセサリーソレノイド
がアウト状態

403234 アクセサリーソレノイドがアウト
状態

読み取り /
書き込み

16 ビッ
ト

0 = オフ、1 = オン

404100 ポンプステータスビット 読み込み専
用

16 ビッ
ト

ビットの定義については、表
6 を参照。

404101 実際のポンプ速度 読み込み専
用

16 ビッ
ト

スピードユニット、表 7 参
照。

404102 実際のポンプ流量 読み込み専
用

16 ビッ
ト

流量単位、表 7 参照。

404103 実際のポンプ圧力 読み込み専
用

16 ビッ
ト

圧力比率、表 7 参照。
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付録 A - Modbus変数マップ

ModbusModbusModbus レレレ
ジジジスススタタターーー
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アアアクククセセセススス

サササイイイズズズ メメメモモモ///単単単位位位

404104 トランスデューサー 1 の圧力 読み込み専
用

16 ビッ
ト

圧力単位、表 7 を参照

404105 トランスデューサー 2 の圧力 読み込み専
用

16 ビッ
ト

圧力単位、表 7 を参照

404106 バッチ合計の上位ワード 読み込み専
用

16 ビッ
ト

ボリューム単位、表 7 を参照

404107 バッチ合計の下位ワード 読み込み専
用

16 ビッ
ト

ボリューム単位、表 7 を参照

404108 総合計の上位ワード 読み込み専
用

16 ビッ
ト

ポンプサイクル、表 7 参照。

404109 総合計の下位ワード 読み込み専
用

16 ビッ
ト

ポンプサイクル、表 7 参照。

404110 保守合計の上位ワード 読み込み専
用

16 ビッ
ト

ポンプサイクル、表 7 参照。

404111 保守合計の下位ワード 読み込み専
用

16 ビッ
ト

ポンプサイクル、表 7 参照。

404112 ポンプイベント 1 ー上位ワード 読み込み専
用

16 ビッ
ト

ビットの定義については、表
5 を参照。

404113 ポンプイベント 1 ー下位ワード 読み込み専
用

16 ビッ
ト

ビットの定義については、表
5 を参照。

404114 表示イベントー上位ワード 読み込み専
用

16 ビッ
ト

ビットの定義については、表
5 を参照。

404115 表示イベントー下位ワード 読み込み専
用

16 ビッ
ト

ビットの定義については、表
5 を参照。

404116 ポンプイベント 2 ー上位ワード 読み込み専
用

16 ビッ
ト

ビットの定義については、表
5 を参照。

404117 ポンプイベント 2 ー下位ワード 読み込み専
用

16 ビッ
ト

ビットの定義については、表
5 を参照。

404118 システムタイプ 読み込み専
用

16 ビッ
ト

0 = 単一下部、
1 = 二重下部

404119 動作/停止状態 読み込み専
用

16 ビッ
ト

0 = スイッチ閉 (停止状態)、
1 = スイッチ開 (動作状態)

拡張 Modbus 変数
この項目で表されるレジスターは、ユーザーが PLC によるシステムの完全な制御を所望する場合の高度
な統合ソリューション用です。最適な通信の遅延時間を得るためには、定期的に監視および変更される
レジスターのみを配置し、残りのパラメーターはディスプレイに構成することを推奨します。

404150 最低圧力 読み込み専
用

16 ビッ
ト

圧力単位、表 7 を参照

404151 目標圧力 読み込み専
用

16 ビッ
ト

圧力単位、表 7 を参照

404152 最高圧力 読み込み専
用

16 ビッ
ト

圧力単位、表 7 を参照
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サササイイイズズズ メメメモモモ///単単単位位位

404153 最低流量 読み込み専
用

16 ビッ
ト

流量単位、表 7 参照。

404154 目標流量 読み込み専
用

16 ビッ
ト

流量単位、表 7 参照。

404155 最高流量 読み込み専
用

16 ビッ
ト

流量単位、表 7 参照。

404156 モード 読み込み専
用

16 ビッ
ト

0 = 圧力、
1 = 流量

404157 BPR ％ 開 読み込み専
用

16 ビッ
ト

数値は0 ～ 100 となります
（約 1 ～ 100 psi、BPR 制御
キットの情報については説明
書332142参照）

404158 圧力/出力最低アラームタイプ 読み込み専
用

16 ビッ
ト

0 ＝限界、1 ＝ 偏差、2 ＝ ア
ラーム

404159 圧力/出力最高アラームタイプ 読み込み専
用

16 ビッ
ト

0 ＝限界、1 ＝ 偏差、2 ＝ ア
ラーム

404160 流量最低アラームタイプ 読み込み専
用

16 ビッ
ト

0 ＝限界、1 ＝ 偏差、2 ＝ ア
ラーム

404161 流量最高アラームタイプ 読み込み専
用

16 ビッ
ト

0 ＝限界、1 ＝ 偏差、2 ＝ ア
ラーム
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サササイイイズズズ メメメモモモ///単単単位位位

統合設定ブロック
この項目には時折（低頻度で）監視あるいは制御が必要なシステム・レベルの制御変数が含まれます。

404200 ローカル/リモート制御 読み込み /
書き込み

16 ビッ
ト

0 = ローカル、1 = リモート
/PLC

404201 有効なプロファイル番号 読み込み /
書き込み

16 ビッ
ト

0 = 停止、1、2、3、4

404202 ポンプアラームのビットフィール
ド

読み込み /
書き込み

16 ビッ
ト

ビットの定義については、表
6 を参照。

404203 保守間隔の上位ワード 読み込み /
書き込み

16 ビッ
ト

ポンプサイクル、表 7 参照。

404204 保守間隔の下位ワード 読み込み /
書き込み

16 ビッ
ト

ポンプサイクル、表 7 参照。

404205 トランスデューサー 1 タイプ 読み込み /
書き込み

16 ビッ
ト

404206 トランスデューサー 2 タイプ 読み込み /
書き込み

16 ビッ
ト

0 = なし、
1 = 3.44 mPa (34.47 bar、500
psi)
2 = 34.47 mPa (344.74 bar、
5000 psi)、
3 = 34.5 kPa (0.345 bar、5 psi)
タンクレベルセンサー。

404207 閉ループ可能トランスデューサー 1 読み込み /
書き込み

16 ビッ
ト

404208 閉ループ可能トランスデューサー 2 読み込み /
書き込み

16 ビッ
ト

0 = 不可、 1 = 可能 （注、閉
ループでは 1 トランスデュー
サーのみが可能）

404209 予備 読み込み /
書き込み

16 ビッ
ト

適用なし

404210 ポンプ下部タイプ 読み込み /
書き込み

16 ビッ
ト

0 = 無効 / 未設定、
1 = 145cc,
2 = 180cc,
3 = 220cc,
4 = 290cc,
5 = 750cc,
6 = 1000cc,
7 = 1500cc,
8 = 2000cc,
9 = 2500cc

404211 ポンプ下部サイズ 読み込み /
書き込み

16 ビッ
ト

実際の下部サイズ（cc）

404212 アジテーター 4 ～ 20mA 出力 読み込み /
書き込み

16 ビッ
ト

0 ～ 100 = 4 ～ 20mA

404213 アジテーター 4 ～ 20mA 出力可能 読み込み /
書き込み

16 ビッ
ト

0 = 不可能 1 = 可能

404214 BPR ％ 開　停止　プロファイル 読み込み /
書き込み

16 ビッ
ト

ポンプの停止時に流体ライン
圧力を保持するために停止プ
ロファイルがアクティブ時の
設定 （下記 405107 を参照の
こと）

404215 E-Flo DCX2 用に予約
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アアアクククセセセススス

サササイイイズズズ メメメモモモ///単単単位位位

404216 E-Flo DCX2 用に予約

404250 パスワード有効 読み込み /
書き込み

16 ビッ
ト

0 = 不可能 1 = 可能

404251 プロファイルロック 読み込み /
書き込み

16 ビッ
ト

0 = ロック解除、1 = ロック

403102 秒数の表示 読み込み専
用

16 ビッ
ト

ハートビートとして使用
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ジジジスススタタターーー

変変変数数数 レレレジジジスススタタターーー
アアアクククセセセススス

サササイイイズズズ メメメモモモ///単単単位位位

インテリジェントペイントキッチンレジスター
実行

406100 秒カウンタ 読み込み専
用

0 - 60

406101 ポンプステータスビット 読み込み専
用

ビット 0 = ポンプが移動しよ
うとする
ビット 1 = ポンプが実際に移
動する
ビット 2 = 有効なアラーム
ビット 3 = 有効な逸脱状態
ビット 4 = 有効な勧告
ビット 5 = セットアップの変
更
（レジスター 6141-6159）
ビット 6 = 予約/未使用
ビット 7 = 動作状態
ビット 8 = プロファイル 1 の
変更
ビット 9 = プロファイル 2 の
変更
ビット 10 = プロファイル 3 の
変更
ビット 11 = プロファイル 4 の
変更
ビット 12 = タンクイベント

406102 実際のポンプ速度 読み込み専
用

0 - 65535

406103 実際のポンプ流量 読み込み専
用

406104 ホースの推定出力 / 圧力 読み込み専
用

406105 トランスデューサー 1 の圧力 読み込み専
用

0 - 65535

406106 トランスデューサー 2 の圧力 読み込み専
用

0 - 65535

406107 ADCM 入力ステータスビット 読み込み専
用

ビット 0 / ビット 1：
0 = 停止
1 = 実行
2 = トグル

ビット 2 = アジテーターの停
止状態
0 = 無効
1 = 有効

406108 ADCM 出力ビット 読み込み /
書き込み

0 = 重点ポンプ
1 = 補助出力

406109 有効なプロファイル番号 読み込み /
書き込み

0 - 4

406110 アジテーター VFD/アナログ出力
#2 ％（4 ～ 20 ma）

読み込み /
書き込み

0 - 100
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サササイイイズズズ メメメモモモ///単単単位位位

406111 VFD 可能状態 読み込み /
書き込み

0 = オフ
1 = オン

406112 実際のタンクレベル #1 Pct 読み込み /
書き込み

0 - 100

406113 アジテータープロファイル有効 読み込み /
書き込み

0 = 不可能
1 = 可能

406114 バッチ合計の上位ワード 読み込み専
用

0 - 65535

406115 バッチ合計の下位ワード 読み込み専
用

0 - 65535

406116 総計の上位ワードポンプ 1 読み込み専
用

0 - 65535

406117 総計の下位ワードポンプ 1 読み込み専
用

0 - 65535

406118 総合計の上位ワード ポンプ 2
（x2）

読み込み専
用

0 - 65535

406119 総合計の下位ワード ポンプ 2
（x2）

読み込み専
用

0 - 65535

406120 タンクレベルのフリーズ％ 読み込み専
用

0 - 100
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ジジジスススタタターーー

変変変数数数 レレレジジジスススタタターーー
アアアクククセセセススス

サササイイイズズズ メメメモモモ///単単単位位位

インテリジェントペイントキッチンレジスター
セットアップ

406129 ポンプ 1 アラームの上位ワード 読み込み専
用

406130 ポンプ 1 アラームの下位ワード 読み込み専
用

406131 表示 1 アラームの上位ワード 読み込み専
用

406132 表示 1 アラームの下位ワード 読み込み専
用

406133 ポンプ 1 アラーム 2 の上位ワード 読み込み専
用

406134 ポンプ 1 アラーム 2 の下位ワード 読み込み専
用

406135 ポンプ 2 アラームの上位ワード 読み込み専
用

406136 ポンプ 2 アラームの下位ワード 読み込み専
用

406137 ポンプ 2 アラーム 2 の上位ワード 読み込み専
用

406138 ポンプ 2 アラーム 2 の下位ワード 読み込み専
用

406139 ポンプアラームのビットフィール
ド

読み込み /
書き込み

ビット 0 = アラームをクリア
ビット 1 = バッチをリセット
ビット 2 = 保守カウンタ 1 を
リセット
ビット 3 = 保守カウンタ 2 を
リセット
ビット 4 = 保守アジテーター
をリセット

406140 構成 読み込み /
書き込み

ビット 0:
0 = ローカル
1 = リモート

ビット 14： 実行/停止スイッ
チ
0 = 不可能
1 = 可能

ビット 15： リモート開始
0 = 可能
1 = 不可能

406141 システムタイプ 読み込み /
書き込み

0 = 単一下部
1 = 二重下部

406142 圧力単位 読み込み /
書き込み

0 = Psi
1 = bar
2 = MPa
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サササイイイズズズ メメメモモモ///単単単位位位

406143 容量単位 読み込み /
書き込み

0 = リットル
1 = ガロン

406144 流量単位 読み込み /
書き込み

0 = リットル / 分
1 = ガロン / 分
2 = cc / 分
3 = オンス / 分
4 = サイクル / 分

406145 アジテータースピードユニット 読み込み /
書き込み

0 = パーセント
1 = ヘルツ
2 = RPM

406146 停止プロファイル BPR ％ 設定 読み込み /
書き込み

0-100

406147 プライマリタンクの高レベルア
ラーム

読み込み /
書き込み

0-100

406148 プライマリタンク充填目標 読み込み /
書き込み

0-100

406149 プライマリタンク充填レベル 読み込み /
書き込み

0-100

406150 プライマリタンクの低レベルア
ラーム

読み込み /
書き込み

0-100

406151 プライマリタンクのフリーズレベ
ルアラーム

読み込み /
書き込み

0-65535

406152 未定 読み込み /
書き込み

0-65535

406153 未定 読み込み /
書き込み

0-65535

406154 未定 読み込み /
書き込み

0-65535

406155 閉ループ可能トランスデューサー 読み込み /
書き込み

ビット 0 = 可能 / 不可能 トラ
ンス 1
ビット 1 = 可能 / 不可能 トラ
ンス 2

406156 ポンプ下部サイズ 読み込み 0 = -65535 cc

406157 補助 IO 機能 読み込み /
書き込み

0 = リードスイッチのカウン
ト（補助入力）
1 = アジテーターの停止（補
助入力）
2 =高レベルのプライマリ（補
助出力）
3 =低レベルのプライマリ（補
助出力）
4 = 低レベルのセカンダリー
（補助出力）
5 = PLC（補助出力）
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サササイイイズズズ メメメモモモ///単単単位位位

プロファイル設定ブロック
各プロファイル・ブロックは12レジスタのブロックです。プロファイル（1 ～ 4）はレジスター番号の
四桁目（ｘ）であり、定義される実際のユーザー・プロファイルと対応する。 例えば、レジスター
405x00 は 405100、405200、405300　および 405400。

405x00 圧力／最低出力 読み込み /
書き込み

16 ビッ
ト

圧力単位、表 7 を参照

405x01 圧力／目標出力 読み込み /
書き込み

16 ビッ
ト

圧力単位、表 7 を参照

405x02 圧力／最高出力 読み込み /
書き込み

16 ビッ
ト

圧力単位、表 7 を参照

405x03 最低流量 読み込み /
書き込み

16 ビッ
ト

流量単位、表 7 参照。

405x04 目標流量 読み込み /
書き込み

16 ビッ
ト

流量単位、表 7 参照。

405x05 最高流量 読み込み /
書き込み

16 ビッ
ト

流量単位、表 7 参照。

405x06 モード選択 読み込み /
書き込み

16 ビッ
ト

0 = 圧力、1 = 流量

405x07 BPR ％ 開 読み込み /
書き込み

16 ビッ
ト

数値は0 ～ 100 となります
（約 1 ～ 100 psi、BPR 制御
キットの情報については説明
書332142参照）

405x08 圧力/出力最低アラームタイプ 読み込み /
書き込み

16 ビッ
ト

0 ＝限界、1 ＝ 偏差、2 ＝ ア
ラーム

405x09 圧力/出力最高アラームタイプ 読み込み /
書き込み

16 ビッ
ト

0 ＝限界、1 ＝ 偏差、2 ＝ ア
ラーム

405x10 流量最低アラームタイプ 読み込み /
書き込み

16 ビッ
ト

0 ＝限界、1 ＝ 偏差、2 ＝ ア
ラーム

405x11 流量最高アラームタイプ 読み込み /
書き込み

16 ビッ
ト

0 ＝限界、1 ＝ 偏差、2 ＝ ア
ラーム
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注注注意意意::: 各項目の説明については、エラーコード　トラブルシューティング, page 48を参照してください。

TableTableTable 666 アアアラララーーームムムビビビッッットトト

404112404112404112 --- ポポポンンンプププイイイベベベンンントトト 111 ーーー上上上位位位ワワワーーードドド

ビット イベントタイプ イベントコード イベント名

0 偏差 T3D_ 過圧の逸脱

1 — — 予備

2 アラーム P6D_ 圧力トランスデューサーの欠落

3 偏差 ERR_ ソフトウェアのエラー

4 勧告 MND_ 保守回数

5 アラーム V1M_ AC 電源喪失

6 偏差 T2D_ 低温

7 アラーム WNC_ バージョンミスマッチ

8 アラーム CCN_ IPC通信

9 アラーム WMC_ 内部ソフトウェアエラー

10 — — 予備

11 偏差 WSC_ 有効なプロファイルにゼロ設定

12 偏差 END_ エンコーダー／ストローク範囲較正中

13 アラーム A4N_ 過電流

14 アラーム T4D_ 過熱警報

15 アラーム WCW_ 単一下部モードのディスプレイ付きの二重下部システム

404113404113404113 --- ポポポンンンプププイイイベベベンンントトト 111 ーーー下下下位位位ワワワーーードドド

ビット イベントタイプ イベントコード イベント名

0 アラーム K1D_ 最小速度

1 偏差 K2D_ 最小速度

2 アラーム K4D_ 最大速度

3 偏差 K3D_ 最大速度

4 アラーム P1I_ 最小圧力

5 偏差 P2I_ 最小圧力

6 アラーム P4I_ 最大圧力

7 偏差 P3I_ 最大圧力

8 アラーム V1I_ 電圧不足

9 アラーム V4I_ 過電圧

10 アラーム V1I_ 高圧 120V

11 アラーム CAD_ CAN 通信ポンプ

12 偏差 CBN_ プロセッサ間通信エラー
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13 アラーム WXD_ 基板のハードウェア

14 アラーム WSD_ 無効な下部サイズ

15 — — 予備

404116404116404116 --- ポポポンンンプププイイイベベベンンントトト 222 ーーー上上上位位位ワワワーーードドド

ビット イベントタイプ イベントコード イベント名

0 — — 予備

1 — — 予備

2 — — 予備

3 偏差 CAD_ CAN 通信エラーポンプ

4 偏差 E5D_ エンコーダーの較正失敗

5 偏差 E5N_ ストロークの較正失敗

6 勧告 ENDC エンコーダー／ストローク範囲較正中

7 アラーム CCC_ ポンプは始動時にディスプレイを検出できない

8 偏差 ELI_ 基板の加熱による予期しないリセット

9 アラーム A5N_ 過電流

10 勧告 ELD_ 予備

11 — — 予備

12 — — 予備

13 — — 予備

14 — — 予備

15 — — 予備

404117404117404117 --- ポポポンンンプププイイイベベベンンントトト 222 ーーー下下下位位位ワワワーーードドド

ビット イベントタイプ イベントコード イベント名

0 勧告 E5F_ X2 キャリブレーションエラー、速すぎる

1 勧告 ENN_ X2 キャリブレーション完了

2 アラーム WNN_ 単一下部モードのディスプレイ付きの二重下部システム

3 — — 予備

4 勧告 E5S_ 二重下部システム較正停止あるいは中断

5 勧告 E5U_ 二重下部システム較正不安定

6 アラーム V9M_ 始動時に供給電圧低下を検出

7 — — 予備

8 — — 予備

9 — — 予備

10 — — 予備

11 — — 予備
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12 — — 予備

13 — — 予備

14 — — 予備

15 — — 予備
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404114404114404114 --- 表表表示示示イイイベベベンンントトト ーーー 上上上位位位ワワワーーードドド

ビット イベントタイプ イベントコード イベント名

0 偏差 P6CX 圧力トランスデューサーエラー

1 アラーム L1AF プライマリタンクのフリーズアラーム

2 偏差 P3CB 圧力トランスデューサー 2 上位逸脱状態

3 アラーム P4CB 圧力トランスデューサー 2 上位アラーム

4 偏差 P2CB 圧力トランスデューサー 2 下位逸脱状態

5 アラーム P1CB 圧力トランスデューサー 2 下位アラーム

6 偏差 P7CX 圧力偏差

7 アラーム P9CX 圧力差分アラーム

その他 — — 予備

404115404115404115 --- 表表表示示示イイイベベベンンントトト ーーー 下下下位位位ワワワーーードドド

ビット イベントタイプ イベントコード イベント名

0 アラーム P5D_ トランスデューサー割り当て競合

1 偏差 P1D_ 負荷の不均衡

2 偏差 CAG_ ソレノイドのキープアライブ信号が検出できない

3 偏差 C3GX Modbus 通信が消失

4 アラーム C4GX Modbus 通信が消失

5 偏差 P9D_ 主要な負荷の不均衡 (x2 システム)

6 勧告 EBCX 動作/停止状態スイッチ閉

7 偏差 L3AO プライマリタンクの高逸脱状態

8 アラーム L4AO プライマリタンクの高アラーム

9 偏差 L2AO プライマリタンクの低偏差

10 アラーム L1AO プライマリタンクの低アラーム

11 偏差 F2FO 流量充填ポンプ偏差なし

12 アラーム F1FO 流量充填ポンプアラームなし

13 偏差 L6CA ポート 8 4 ～ 20 mA 開回路

14 アラーム L6CB ポート 9 4 ～ 20 mA 開回路

15 アラーム CACX CAN 通信アラームの表示
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TableTableTable 777 ポポポンンンプププ状状状態態態ととと制制制御御御ビビビッッットトト

404100404100404100 --- ポポポンンンプププススステテテーーータタタスススビビビッッットトト

ビット 意味

0 ポンプが移動しようとすると「1」と表示

1 ポンプが実際に動いている場合に「1」と表示

2 有効なアラームがある場合に「1」と表示

3 有効な逸脱状態がある場合に「1」と表示

4 有効な勧告がある場合に「1」と表示

5 設定が変更された

6 予備

7 動作/停止状態スイッチ閉

8 プロファイル 1 が変更

9 プロファイル 2 が変更

10 プロファイル 3 が変更

11 プロファイル 4 が変更

12 将来のタンクイベント用のその他の予約

404202404202404202 --- ポポポンンンプププ制制制御御御ビビビッッットトト

ビット 意味

0 有効なアラームまたは逸脱状態の場合に「0」と表示。 1にリセットしてクリア。

1 1にセットしてバッチ合計をリセット

2 1にセットして保守カウンタをリセット

その他 将来のために予約 – 0 のみを書き込み
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TableTableTable 888 装装装置置置

単単単位位位ののの種種種類類類 選選選択択択可可可能能能ななな単単単位位位 単単単位位位レレレジジジスススタタターーー レレレジジジスススタタターーーををを単単単位位位ののの
値値値ににに変変変換換換

111単単単位位位のののたたためめめのののレレレジジジススス
タタターーー値値値

圧力 割合 適用なし 圧力=レジスター 1 = 1％ 圧力

psi 403208 = 0 圧力=レジスター 1 = 1 psi

Bar 403208 = 1 圧力=レジスター/10 10 = 1.0 Bar

圧力

MPa 403208 = 2 圧力=レジスター/100 100 = 1.00 Mpa

速度 サイクル/分 適用なし 速度=レジスター/10 10 = 1.0 サイクル/分

リットル / 分 403210 = 0 流量=レジスター/10 10 = 1.0 L/分

ガロン/分 403210 = 1 流量=レジスター/10 10 = 1.0 ガロン/分

cc/分 403210 = 2 流量 = レジスター 1 = 1 cc/分

オンス/分 403210 = 3 流量 = レジスター 1 = 1 oz/分

流量

サイクル/分 403210 = 4 流量=レジスター/10 10 = 1.0 サイクル/分

リットル 403209 = 0 体積 = 1000*高 + 低
/10

0 （高） / 10 （低） =
1.0 L

ボリューム�

ガロン 403209 = 1 体積 = 1000*高 + 低
/10

0 （高） / 10 （低） =
1.0 Gal

サイクル�� ポンプサイクル 適用なし サイクル = 10000*高
+ 低

0 （高） / 1 （低） =
1 サイクル

� 容量レジスタの読取値を単位に変換する例: レジスター 404106 の読取値（volume high word）が 12
であり、レジスター 404107 の読取値（volume low word）が 34 の場合、ボリュームは 12003.4 リット
ルです。 12 * 1000 + 34/10 = 12003.4.

��サイクル・レジスタの読取値を単位に変換する例: レジスター 404108 の読取値（cycles high word）が
75 であり、レジスター 404109 の読取値（cycles low word）が 8000 の場合、ボリュームは 758,000 サイク
ルです。 75 * 10000 + 8000 = 758000
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付付付録録録　　　BBB --- PLCPLCPLC　　　かかからららのののポポポンンンプププ制制制御御御
本ガイドは付録　A　の情報を使用して、PLC　か
らリモートでポンプを制御する方法を示します。
手順は基本ポンプ制御から、より高度な監視とア
ラーム制御機能に至るまで進みます。

始めに、システムを適切に設定するために、セット
アップ画面のすべての指示に従うことが重要です。
プルダウンメニューを使用して該当するプロファ
イル（1　～　4）を選択します。複数のポンプと
1 つのディスプレイをもつシステムの場合、該当
するポンプ（1　～　8）をプルダウンメニューを
使用して選択します。通信キットの取扱い説明書
を参考にします。セットアップ画面11, page 39を
使用してリモート制御を有効にして、modbus基本
設定を行います。

1. PLCPLCPLC　　　制制制御御御ををを有有有効効効にににしししままますすす。。。 レジスター
404200 を 1 にセットします。

2. ポポポンンンプププををを稼稼稼働働働さささせせせままますすす。。。レジスター　404201
　を設定して下さい。 停止には「0」を入力
し、希望のプロファイルには「1」から「4」を
入力します。

3. ポポポンンンプププのののプププロロロフフファァァイイイルルル表表表示示示：：：レジスター　
404201　を読み取って下さい。 このレジス
ターは自動的に更新され、実際のポンプ状態を
反映します。 プロファイルが表示から変更さ
れた場合、レジスターも同様に変更されます。
ポンプがアラームのために停止した場合、この
レジスターの表示は「0」になります。

4. ポポポンンンプププののの状状状態態態ををを表表表示示示しししままますすす：：： レジスター
404100 を読み取って、ポンプの状態を確認し
ます。各ビットの説明については、付録 A の
表 7 を参照してください。

• 例 1: レジスター 404100で、ポンプが現在
移動している場合、ビット1には「1」と表
示されます。

• 例 2： 画面を終了します。

5. 監監監視視視アアアラララーーームムムととと偏偏偏差差差レジスター 404112 から
404115 を読み取って下さい。これらのレジス
ターの各ビットは、アラームまたは偏差に対応
します。付録　A　表　5　を参照。

• 例 1: 圧力が設定画面　2　にて入力された最
小設定を下回りました。最小圧力がアラーム
に設定されている場合、レジスター　404113
のビット　4　に表示され、最小圧力が偏差
に設定されている場合、レジスター　404113
のビット5に表示されます。

• 例 2： システムはセットアップ画面　8　
で圧力トランスデューサーに設定されます
が、トランスデューサーは検出されません。
これは、レジスター 404114 のビット　1　
を示します。

6. ポポポンンンプププサササイイイクククルルル速速速度度度、、、流流流量量量、、、圧圧圧力力力ののの監監監視視視：：：レ
ジスター 404101 から 404105 を読み取って下
さい。 圧力トランデューサーがこの画面に接
続されている場合のみ、圧力が利用できるので
注意してください。レジスター 404104 はトラ
ンスデューサー 1 の圧力を示します。 レジス
ター 404105 はトランスデューサー 2 の圧力を
示します。 これ等のレジスターの単位につい
ては、付録 A の表 8 を参照してください。

• 例 1: レジスター 404101 で「75」と表示さ
れた場合、ポンプ速度は　7.5　サイクル/
分です。

• 例 2： レジスター　404103で「67」と表示
された場合、ポンプは　67　パーセントの圧
力で動作しています。

7. 有有有効効効なななアアアラララーーームムムととと偏偏偏差差差のののリリリセセセッッットトトアラームを
発生させる状況をクリアします。 レジスター
　404202、ビット　0　を　1　にセットして
アラームをクリアします。 ポンプはアラーム
のためにプロファイル　0　にあります。ポン
プを再び運転するために、404201を該当する
プロファイルにセットします。

3A4305H 81



付録C - 制御モジュールのプログラミング

付付付録録録CCC --- 制制制御御御モモモジジジュュューーールルルのののプププロロログググラララミミミンンングググ

火災と爆発防止には、装置が危険な(爆発環境の)
場所から取り出されない限り、トークンを接続、
ダウンロード、または取り外さないでください。

• すすすべべべてててのののデデデーーータタタははは、、、工工工場場場のののデデデフフフォォォルルルトトト設設設定定定にににリリリ
セセセッッットトトささされれれるるる可可可能能能性性性がががああありりりままますすす。。。アップグレー
ド後の復元を容易にするために、アップグレー
ド前にすべての設定およびユーザーの選択を記
録してください。

• 各システムの最新ソフトウェア・バージョンは、
www.graco.com にあります。

ソソソフフフトトトウウウェェェアアア・・・アアアッッップププグググレレレーーードドドののの
指指指示示示

注注注意意意：：：トークンのソフトウェア・バージョンが
モジュールにプログラム済のものと同じバージョ
ンの場合は、何も起きません（赤色灯の点滅を含
む）。モジュールの複数回のプログラムについて
は無害です。

1. システム電力をオフにして、Graco制御モ
ジュールの電力を切ってください。
注注注意意意：：：あるいは、ソフトウェア・アップデー
トはセットアップ画面１６（日付および時間）
のシステム・リセットボタンの利用で電力を切
断しないで行えます。

2. アクセス・カバー（C）を取り外します。
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3. トークン（T）をスロットの中にしっかり差し
込み、押しこみます。
注注注意意意：：：トークンには決まった方向がありませ
ん。

4. Graco制御モデルに電力を供給してください。
5. ソフトウェアを画面にロード中は、赤色表示灯

（L） が点滅します。 ソフトウェアが完全に
ロードされると、赤色灯が消灯します。

注注注記記記
ソフトウェアの破損を防ぐためは、トーク
ンの取り外し、システム電力のオフ、ある
いはモジュールの切断をアップデートの完
了がステータス画面に表示されるまで行
わないでください。

6. ディスプレイがオンになった場合は次の画面
が表示されます。

モーターとの通信が確立されました。
7. アップデートが完了するまで待機します。

注意： 完了までの時間は進行バーのボタン側
に表示されます。

8. アップデートは完了しました。 アイコンが
アップデートの成功／失敗を示します。 アッ
プデートが失敗で無ければ、スロットからトー
クン（T）を外してください。

アアアイイイコココ
ンンン

説説説明明明

アップデートは成功しました。

アップデートは失敗しました。

アップデートは完了し、変更は不
要です。

9. 続行するには を押します。 トークンが未
だ挿入されていると、リモート・ロード処理
が新たに開始されます。 アップデートが再開
始した場合は、ステップ進行のステップ５に
戻ってください。

10. システム電力をオフにして、Graco制御モ
ジュールの電力を切ってください。

11. トークンが未だ挿入されている場合は、スロッ
トから取り外してください。

12. アクセス・カバーを再設置しネジ（S）で固
定してください。
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性能チャート

性性性能能能チチチャャャーーートトト
特定の流量 (gpm/lpm) と最高力のパーセンテージに
おける液圧 (psi/bar/MPa) を見つけるには:

1. 表の下にあるスケールで希望の液体流量を見
つけます。

2. 選択した最高のパーセンテージと交差する点ま
で垂直線を上に上ります (以下のキキキーーーを参照)。

3. 縦軸まで左に辿り、液体アウトレット圧力を
読みます。

性性性能能能チチチャャャーーートトトのののキキキーーー

注注注意意意::: 表には、最高力の 100%、70%、および 40%
で動作するモーターが示されています。これらの
値は 6.9 bar (100 psi)、4.8 bar (70 psi)、および 2.8
bar (40 psi) で動作しているエアモーターにほと
んど等しいです。

最高力の 100%

最高力の 70%

最高力の 40%

モモモデデデルルル EC4xxxEC4xxxEC4xxx 2000cc2000cc2000cc (2x1000(2x1000(2x1000 cccccc 下下下部部部、、、222 HPHPHP モモモーーータタターーー、、、127012701270 kgkgkg (2800(2800(2800 ポポポンンンドドド))) 最最最高高高力力力)))

サササイイイクククルルル///分分分(((ポポポンンンプププ111台台台)))

0

50
(3.5, 0.35)

100
(7.0, 0.70)

150
(10.5, 1.05)

200
(14.0, 1.40)

250
(17.5, 1.75)

300
(21.0, 2.10)

350
(24.5, 2.45)

400
(28.0, 2.80)

450
(31.5, 3.15)

0 2
(7.6)

4
(15.2)

6
(22.8)

8
(30.4)

10
(38.0)

0 4 8 12 16 20

液液液体体体圧圧圧力力力:::

psi (bar, MPa)

液液液体体体流流流量量量(((ポポポンンンプププ連連連結結結):):):gpm (lpm)

注注注意意意::: 表の中の影付きの領域は、連続的な反復の場合
の推奨範囲を示します。
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モモモデデデルルルEC5xxxEC5xxxEC5xxx とととEC22xxEC22xxEC22xx 300030003000 cccccc (2x1500(2x1500(2x1500 cccccc 下下下部部部、、、222 HPHPHP モモモーーータタターーー、、、570kg570kg570kg (2800(2800(2800 ポポポ
ンンンドドド))) 最最最高高高力力力)))

サササイイイクククルルル///分分分(((ポポポンンンプププ111台台台)))

0

50
(3.5, 0.35)

100
(7.0, 0.70)

150
(10.5, 1.05)

200
(14.0, 1.40)

250
(17.5, 1.75)

300
(21.0, 2.10)

0

0 5 10 15 20

2
(7.6)

4
(15.2)

6
(22.8)

8
(30.4)

12
(45.4)

10
(38.0)

14
(53.0)

16
(60.6)

液液液体体体流流流量量量(((ポポポンンンプププ連連連結結結):):):gpm (lpm)

液液液体体体圧圧圧力力力:::

psi (bar, MPa)

注注注意意意::: 表の中の影付きの領域は、連続的な反復の場合
の推奨範囲を示します。

モモモデデデルルルEC6xxxEC6xxxEC6xxx 400040004000 cccccc (2x2000(2x2000(2x2000 cccccc 下下下部部部、、、222 HPHPHP モモモーーータタターーー、、、570kg570kg570kg (2800(2800(2800 ポポポンンンドドド))) 最最最高高高力力力)))

サササイイイクククルルル///分分分

0

50
(3.5, 0.35)

100
(7.0, 0.70)

150
(10.5, 1.05)

200
(14.0, 1.40)

225
(15.7, 1.57)

25
(1.7, 0.17)

75
(5.2, 0.52)

125
(8.7, 0.87)

175
(12.2, 1.22)

0 4
(15.2)

8
(30.4)

12
(45.4)

16
(60.6)

20
(75.7)

0 4 8 12 16 20

液液液体体体圧圧圧力力力:::

psi (bar, MPa)

液液液体体体流流流量量量::: gpm (lpm)

注注注意意意::: 表の中の影付きの領域は、連続的な反復の場合
の推奨範囲を示します。
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モモモデデデルルル EC8J41EC8J41EC8J41 5000cc5000cc5000cc (2x2500(2x2500(2x2500 cccccc 下下下部部部、、、222 HPHPHP モモモーーータタターーー、、、158715871587 kgkgkg (3500(3500(3500 ポポポンンンドドド))) 最最最高高高力力力)))

サササイイイクククルルル///分分分
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(1.4,0.14)
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(4.1,0.41)
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(6.9,0.69)

120
(8.3,0.83)
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(16.5,1.65)

260
(17.9,1.79)

0 2
(8)

4
(15)

6
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8
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10
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12
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16
(61)

18
(68)

20
(76)

62 104 8 12 14

0

液液液体体体圧圧圧力力力:::

psi (bar, MPa)

液液液体体体流流流量量量::: gpm (lpm)
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技術データ

技技技術術術デデデーーータタタ
EEE---FloFloFlo DCDCDC ポポポンンンプププ (((高高高流流流量量量)))

米米米国国国 メメメーーートトトルルル法法法
最最最大大大使使使用用用液液液圧圧圧:::

モデル EC4xxx 400 psi 2.76 MPa, 27.6 bar
モデル EC5xxx 300 psi 2.07 MPa、20.7 bar
モデル EC6xxx 210 psi 1.45 MPa、14.5 bar
モデル EC8J41 240 psi 1.65 MPa、16.5 bar

最高連続サイクル速度
(EC8J41 モデル以外)

20 cpm

最高連続サイクル速度
(EC8J41 モデル)

12 cpm

入力電圧/電源、モデル ECx9xx
および ECx0xx

200–240 VAC、単相、50/60 Hz、 5.8 kVA (2.9 kVA/モーター)

入力電圧/電源、モデル ECxJxx 380-480 VAC、3フェーズ、50/60 Hz、 6.0 kVA (3.0 kVA/モーター)
電力入力ポートサイズ 3/4–14 npt(f)

周囲温度範囲 32–104°F 0-40°C

音響データ 70 dB(A) 未満
オイル用量 (各モーター) 1.5 クオート 1.4 リットル
オイルの仕様 Graco 部品番号 16W645 ISO 220 シリコーンフリー合成ギアオイル
重量 ポンプパッケージ (モーター、

4000cc 下部、スタンド、およ
びタイロッド): 440 lb

ポンプパッケージ (モーター、
4000cc 下部、スタンド、およ

びタイロッド): 199.6 kg
シールド4ボール型下部付

きモデル(ECxx4x)
500 lb 227 kg

シールド4ボール型下部付き
モデル (EC8J41)

520 lb 236 kg

オープン型ウェットカップ下
部付きモデル(ECxx6x)

440 lb 200 kg

液体インレットサイズ 1.5 インチ トライクランプ
液体アウトレット・サイズ 1.5 インチ トライクランプ
接液部品 ポンプ説明書を参照してください。
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GracoGracoGraco 標標標準準準保保保証証証

Graco は、直接お買い上げいただいたお客様のご使用に対し、販売日時から、本ドキュメントに記載さ
れた、Graco が製造し、かつGraco の社名を付したすべての装置の材質および仕上がりに欠陥がないこ
とを保証します。 Graco により公表された特殊的、拡張的または制限的保証を除き、販売日時から起
算して 12 か月間、Graco により欠陥があると判断された装置の部品を修理、交換いたします。本保証
は、Graco の明示の推奨に従って、装置が設置、操作、および保守されている場合にのみ有効です。
誤った設置、誤用、摩擦、腐食、不十分または不適切な保守、過失、事故、改ざん、またはGraco 製で
ない構成部品の代用が原因で発生した一般的な摩耗、あるいは誤動作、損傷、摩耗については、本保証
の範囲外であり、Graco は一切責任を負わないものとします。また、Graco の装置とGraco によって提
供されていない機構、アクセサリー、装置、または材料の不適合、あるいはGraco によって提供されて
いない機構、アクセサリー、装置、または材料の不適切な設計、製造、設置、操作またはメンテナンス
が原因で発生した誤動作、損傷、または摩耗については、Graco は一切責任を負わないものとします。
本保証は、Graco 販売代理店に、主張された欠陥を検証するために、欠陥があると主張された装置が前
払いで返却された時点で、条件が適用されます。主張された欠陥が確認された場合、Gracoはすべての
欠陥部品を無料で修理または交換します。装置は、輸送料前払いで、直接お買い上げいただけたお客
様に返却されます。装置の検査により材質または仕上がりの欠陥が明らかにならなかった場合は、修
理は妥当な料金で行われます。料金には部品、労働、および輸送の費用が含まれる可能性があります。
本保証は唯一のものであり、明示的、黙示的を問わず、商品性の保証、または特定用途への適合性の
保証など、その他の保証に代わるものです。
保証違反の場合の Graco 社のあらゆる義務およびお客様の救済に関しては、上記規定の通りです。購
入者は、他の補償 (利益の損失、売上の損失、人身傷害、または器物破損による偶発的または結果的
な損害、または他のいかなる偶発的または結果的な損失を含むがこれに限定されるものではない)
は得られないものであることに同意します。 保証違反に関連するいかなる行為は、販売日時から
起算して2年以内に提起する必要があります。
GracoGracoGraco ににによよよっっっててて販販販売売売ささされれれててていいいるるるががが、、、製製製造造造ささされれれててていいいななないいい付付付属属属品品品、、、装装装置置置、、、材材材料料料、、、まままたたたははは部部部品品品ににに関関関しししてててははは、、、
GracoGracoGracoははは保保保証証証ををを負負負わわわずずず、、、特特特定定定目目目的的的ににに対対対すすするるる商商商用用用性性性おおおよよよびびび適適適合合合性性性のののすすすべべべてててののの黙黙黙示示示保保保証証証ははは免免免責責責ささされれれるるるももものののととと
しししままますすす。。。販売されているが Graco によって製造されていないアイテム (電動モーター、スイッチ、
ホースなど) がある場合、それらのメーカーの保証の対象となります。 Graco は、これらの保証違反に
関する何らかの主張を行う際は、合理的な支援を購入者に提供いたします。
いかなる場合でも、GracoはGracoの提供する装置または備品、性能、または製品の使用またはその他
の販売される商品から生じる間接的、偶発的、特別、または結果的な損害について、契約違反、保証
違反、Gracoの過失、またはその他によるものを問わず、一切責任を負わないものとします。
FOR GRACO CANADA CUSTOMERS
カナダのお客様は、現在および将来のドキュメント、通知、および直接間接に締結、提供または実施
される法的手続が英語で作成されることに同意したものとみなされます。 Les parties reconnaissent
avoir convenu que la rédaction du présente document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis
et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, à la suite de ou en rapport, directement ou
indirectement, avec les procédures concernées.

GracoGracoGraco ににに関関関すすするるる情情情報報報
Graco 製品の最新情報については、www.graco.comを参照してください。
特許の情報については、www.graco.com/patents を参照してください。

注注注文文文にににつつついいいてててははは、Graco 販売代理店にお問い合わせください。または、電話にて最寄りの販売代理店
をご確認ください。
電電電話話話：：：612-623-6921まままたたたははは無無無料料料通通通話話話：：： 1-800-328-021 1フフファァァッッックククススス：：：612-378-3505

本書に記載されているすべての文章または画像データには、出版の時点で入手可能な最新の
製品情報が反映されています。Graco はいつでも予告なしに内容を変更する権利を有します。

オリジナルの取扱説明書。 本説明書には英語が含まれます。MM 3A3453
GracoGracoGraco 本本本社社社::: Minneapolis

海海海外外外拠拠拠点点点::: Belgium, China, Japan, Korea

GRACOGRACOGRACO INC.INC.INC. おおおよよよびびび子子子会会会社社社 ••• P.O.P.O.P.O. BOXBOXBOX 144114411441 ••• MINNEAPOLISMINNEAPOLISMINNEAPOLIS、、、 MNMNMN 55440-144155440-144155440-1441 ••• USAUSAUSA
CopyrightCopyrightCopyright 2015,2015,2015, GracoGracoGraco Inc.Inc.Inc.すすすべべべてててののの GracoGracoGraco 製製製造造造場場場所所所ははは ISOISOISO 900190019001 ににに登登登録録録ささされれれててていいいままますすす。。。
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