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重重重要要要ななな安安安全全全上上上ののの説説説明明明
機器を使用する前に、本取扱説明書内および操作およびスプレー
ガン取扱説明書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
ののの指指指示示示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。。。

100 psi（0.7 MPa、7.0 bar）最高液体
使用圧力
100 psi（0.7 MPa、7.0 bar）最高エア
使用圧力
注意：この取扱説明書は絶縁システム
の操作に関するものです。スプレー
ガンの操作については、取扱説明書
3A7504 を参照してください。
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309455 テスト装置、高電圧プローブ、および kV メーター

307212 ステンレス鋼、水性適合性液体圧力レギュレーター
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絶縁システムの概要

絶絶絶縁縁縁シシシススステテテムムムののの概概概要要要

絶絶絶縁縁縁シシシススステテテムムムののの仕仕仕組組組みみみ

ハイドロシールドエアスプレー水媒介絶縁システム
の使用時に、液体供給は接地された状態で保持され
ます。液体供給には、どのポンプまたは循環システ
ムも使用できます。絶縁システムが塗料で充填され
ていると、絶縁バルブが分離し、持ち上げます。こ
れにより、絶縁システム内の液体が、ガンの引き金
がひかれたときに帯電されます。帯電した液体は、
接地された製品に引き付けられ、すべての表面を覆
い、均等にコーティングします。ガン引き金が放さ
れると、絶縁液体ポンプが自動的に補充されます。

水水水媒媒媒介介介液液液体体体ををを静静静電電電的的的にににスススプププレレレーーーすすするるる

絶縁システムと静電エアスプレーガンは以下の燃
焼性の要件を満たす水媒介液体のののみみみをスプレーす
るように設計されています。

• FMFMFM、、、FMcFMcFMc 認認認定定定済済済みみみ:::
液体混合物の継続燃焼の標準試験方法である
ASTM D4206 に従って、この材料は継続的に燃
焼しない。

• CE-ENCE-ENCE-EN 500595005950059 準準準拠拠拠:::
材質が 50059：2018 の定義に基づき非着火性
に分類されます。
コーティング材の着火性, page 146 を参照して
ください。

静電ガンが電圧絶縁システムに接続されるとき、
スプレーガン、液体ホース、および絶縁液体供給
装置にあるすべての液体は高電圧を帯電し、それ
は溶剤ベースのシステムより多くの電気エネル
ギーを持っていることを意味します。そのため、
（ モデル, page 5 で定義されている通り）不燃
性の液体のみがシステムと併用すること、および
システムの清掃、洗浄、またはパージに使用する
ことが可能です。

静電水媒介装置を使用する際には、潜在的な感
電の危険を避けるために、予防措置をとる必要
があります。スプレーガンが絶縁液体に高電圧
を帯電させることは、コンデンサやバッテリを
充電させることに類似しています。システムは
スプレー中に一部のエネルギーを貯蔵し、スプ
レーガンがシャットオフされた後に一部のエネ
ルギーを保持します。貯蔵されたエネルギーが
放電されるまでには時間がしばらくかかるた
め、液体の電圧放電および接地の手順, page 29 と
接地, page 16 を含めて取扱説明書に目を通し、
ガンノズルにアプローチまたはタッチできるの
がいつであるかを把握することは重要です。エ
ネルギーを放電するのにかかる時間は、システ
ム設計に依存します。ガンの正面に近づく前
に、液体の電圧放電および接地の手順, page 29 に
従ってください。
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モデル

モモモデデデルルル

認認認可可可ささされれれたたたシシシススステテテムムムコココンンンポポポーーーネネネンンントトト

以下の絶縁キャビネット、スプレーガン、液体ホース、エアホースはどの組み合わせでも FM 認定を受け
ていて、EN 50059：2018 の要件を満たしています。

完全な絶縁システムを利用できます。これには、絶縁キャビネット、スプレーガン、液体
ホース、エアホースがあります。各パッケージのコンポーネントの詳細については、表
2 事前パッケージされている FM 承認の絶縁システム, page 6 を参照してください。

TableTableTable 111 FMFMFM 認認認定定定ををを受受受けけけててていいいててて CECECE ににに準準準拠拠拠しししててていいいるるるコココンンンポポポーーーネネネンンントトト

絶絶絶縁縁縁キキキャャャビビビネネネッッットトト スススプププレレレーーーガガガンンン

液液液体体体ホホホーーーススス
（（（シシシーーールルルドドド
水水水媒媒媒介介介）））

エエエアアアホホホーーーススス
（（（接接接地地地済済済みみみ）））

WMBL00

手動エアスプレー用の絶縁キャビ
ネット。

WMBL01

手動エアスプレー用の絶縁キャビ
ネットで、ガン洗浄ボックスに対
して装備済み。

WMBL02

手動エアスプレー用の絶縁キャビ
ネットで、色変更インレットバル
ブが装備済み。

WMBL03

手動エアスプレー用の絶縁キャビ
ネットで、ガン洗浄ボックスと色
変更インレットバルブに対して装
備済み。

L60T18 Pro Xp™ 60 WB

標準静電エアスプレーガン、水媒
介コーティング用。

L60M18 Pro Xp 60 WB

スマート静電エアスプレーガン、
水媒介コーティング用。

L60M19 Pro Xp 60 WB MRG

スマート静電エアスプレーガン、
離型剤の用途向け。

25R002

25 フィート

（7.6 m）

25R003

36 フィート

（10.9 m）

25R004

50 フィート

（15.2 m）

25R005
75 フィート
（22.8 m）

25R006
100 フィート

(30.5 m)

235070

25 フィート

（7.6 m）

235071

36 フィート

（10.9 m）

235072

50 フィート

（15.2 m）

235073

75 フィート

（22.8 m）

235074

100 フィート

（30.5 m）

非非非可可可燃燃燃性性性ににに対対対すすするるる条条条件件件：：：

以以以下下下ののの条条条件件件ををを満満満たたたすすす液液液体体体とととののの併併併用用用ににに対対対しししててて FMFMFM承承承認認認がががああありりりままますすす：：：

• 液液液体体体混混混合合合物物物ののの継継継続続続燃燃燃焼焼焼ののの標標標準準準テテテススストトト方方方法法法ででであああるるる ASTMASTMASTM D4206D4206D4206 ににに
従従従っっっててて、、、こここののの材材材料料料ははは継継継続続続的的的ににに燃燃燃焼焼焼しししままませせせんんん。。。

非非非可可可燃燃燃性性性ににに対対対すすするるる条条条件件件：：：

モモモデデデルルルははは、、、以以以下下下ののの条条条件件件ををを満満満たたたすすす液液液体体体ととと併併併用用用ささされれれるるる際際際ににに ENENEN 500595005950059
ににに準準準拠拠拠しししててていいいままますすす:::

• 材材材質質質ががが 500595005950059：：：201820182018 ののの定定定義義義ににに基基基づづづききき非非非着着着火火火性性性ににに分分分類類類ささされれれままますすす。。。
コーティング材の着火性, page 146 を参照してください。
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モデル

TableTableTable 222 事事事前前前パパパッッッケケケーーージジジささされれれててていいいるるる FMFMFM 承承承認認認ののの絶絶絶縁縁縁シシシススステテテムムム

シシシススステテテムムム
部部部品品品番番番号号号 説説説明明明

絶絶絶縁縁縁キキキャャャ
ビビビネネネッッットトト
ををを同同同梱梱梱

ガガガンンン洗洗洗浄浄浄
ボボボッッックククススス
ににに対対対しししててて
装装装備備備 色色色変変変更更更

ガガガンンンををを
同同同梱梱梱

液液液体体体ホホホーーー
スススををを同同同梱梱梱

エエエアアアホホホーーー
スススををを同同同梱梱梱

WMBL20

• Pro Xp エアスプレー
ガン

• 25 フィートのホース
セット

WMBL00 — — L60T18

25R002

25
フィート

（7.6
m）

235070

25
フィート

（7.6
m）

WMBL40

• Pro Xp エアスプレー
ガン

• 50 フィートのホース
セット

WMBL00 — — L60T18

25R004

50
フィート

（15.2
m）

235072

50
フィート

（15.2
m）

WMBL41

• Pro Xp エアスプレー
ガン

• 50 フィートのホース
セット

• ガン洗浄ボックスに
対して装備

WMBL01 � — L60T18

25R004

50
フィート

（15.2
m）

235072

50
フィート

（15.2
m）

WMBL42*

• Pro Xp エアスプレー
ガン

• 50 フィートのホース
セット

• 色変更

WMBL02 — � L60T18

25R004

50
フィート

（15.2
m）

235072

50
フィート

（15.2
m）

WMBL43*

• Pro Xp エアスプレー
ガン

• 50 フィートのホース
セット

• 色変更
• ガン洗浄ボックスに
対して装備

WMBL03 � � L60T18

25R004

50
フィート

（15.2
m）

235072

50
フィート

（15.2
m）

WMBL60

• Pro Xp 離型剤スプ
レーガン

• 25 フィートのホース
セット

WMBL00 — — L60M19

25R002

25
フィート

（7.6
m）

235070

25
フィート

（7.6
m）

WMBL80

• Pro Xp 離型剤スプ
レーガン

• 50 フィートのホース
セット

WMBL00 — — L60M19

25R004

50
フィート

（15.2
m）

235072

50
フィート

（15.2
m）
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モデル

* 設置されている色変更インレットバルブのあるシステムには、6 つの液体バルブがあり、これを利用する
と 3 つの色とパージのシーケンスを利用できます。また、これらのシステムは、ダンプバルブの操作に対
して装備されています。色変更キットの情報については、アクセサリー, page 135 を参照してください。

TableTableTable 333 絶絶絶縁縁縁キキキャャャビビビネネネッッットトト

Pro Xp のガンとホースを別途購入する必要があります。

部部部品品品番番番号号号 説説説明明明
ガガガンンン洗洗洗浄浄浄ボボボッッッククク
スススににに対対対しししててて装装装備備備 色色色変変変更更更

WMBL00 手動エアスプレー用の絶縁キャビネット。 — —

WMBL01 手動エアスプレー用の絶縁キャビネットで、ガン洗浄
ボックスに対して装備済み。 � —

WMBL02 手動エアスプレー用の絶縁キャビネットで、色変更イ
ンレットバルブが装備済み。

— �

WMBL03
手動エアスプレー用の絶縁キャビネットで、ガン洗
浄ボックスと色変更インレットバルブに対して装備
済み。

� �
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警告

警警警告告告
以下の警告は、本装置の安全な設定、使用、接地、保守および修理に関するものです。感嘆符のシン
ボルは一般的な警告を、危険シンボルは手順自体の危険性を知らせます。これらのシンボルが、この
取扱説明書の本文に表示された場合、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
いてカバーされていない製品固有の危険シンボルおよび警告は、必要に応じて、この取扱説明書の
本文に表示される場合があります。

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埃や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。火災と爆発を防止するために：

• 使用される流体は適切な燃焼性の要件を満たす必要があります：
• FMFMFM、、、FMcFMcFMc 認認認可可可済済済みみみ:::
液体混合物の継続燃焼の標準テスト方法である ASTM D4206 に従って、この材料は
継続的に燃焼しない。

• CECECE---ENENEN 500595005950059 準準準拠拠拠:::
材質が EN 50059: 2018 の定義に基づき非着火性又は難着火性に分類される。

• 静電装置は、訓練を受けていて資格を有する、本取扱説明書の要求事項を理解している
要員のみが使用してください。

• 静電火花が発生するか、ショックを感じた場合は運運運転転転ををを直直直ちちちににに中止してください。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。

• ガンの抵抗、ホースの抵抗、および電気的接地を毎日確認してください。
• 装置の使用と清掃は、充分に換気された場所で行なってください。
• エアフローが最小の必要な値を確保できない限り、ガンが稼動することを防止するため
に、ガンへの給気装置をインターロックしてください。

• 装置の洗浄または清掃時は、不燃性の溶剤のみを使用してください。
• このガンは赤色のGraco 導電ガンエアホースのみと併用してください。黒色または灰色の
Graco エアホースは使用しないでください。

• 導電性で接地されていない限り、ペール缶ライナーを使用しないでください。
• 洗浄、清掃、整備中は、必ず静電装置をオフにしてください。
• パイロット灯やタバコの火、携帯電灯およびプラスチック製たれよけ布などのすべての着
火源(静電アークが発生する恐れのあるもの)は取り除いて下さい。

• 可燃性の蒸気が充満している場所で、電源コードを抜き差ししたり、照明をオン/オフし
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。
• 作業場には消火器を置いてください。
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警告

警警警告告告
感感感電電電ののの危危危険険険性性性

この装置は接地する必要があります。システムの接地、設定または使用方法が不適切だ
と、感電する可能性があります：

• 装置の整備を行う前にメイン電源のスイッチを OFF にし、電源コードを抜きます。
• 接地された電気アウトレットだけを使用してください。
• 延長コードは、3 線のもののみを使用してください。
• 接地線の先端部が電源コードおよび延長コードに直接導通していることを確認してく
ださい。

• 雨にさらさないでください。室内に保管してください。
• 作業場にある、またはその付近にあるすべての装置、作業員、スプレー対象物、および導
電性物体を接地してください。接接接地地地の指示を参照してください。

• 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
おけるすべての法令に従ってください。

• システムの清掃、洗浄、整備を行うとき、ガン正面に近づくとき、および絶縁液体供給装
置の絶縁エンクロージャを開けるときなど、電圧を放電させるように指示されたときに
は、流流流体体体ののの電電電圧圧圧放放放電電電おおおよよよびびび接接接地地地手手手順順順に従ってください。

• ガンの操作中は、ガンのノズルまたは電極を触ったり、電極の 102 mm（4 インチ）以内
に近づいたりしないでください。流流流体体体ののの電電電圧圧圧放放放電電電おおおよよよびびび接接接地地地手手手順順順に従ってください。

• このガンは赤色のGraco 導電ガンエアホースのみと併用してください。黒色または灰色の
Graco エアホースは使用しないでください。

• ホースは継ぎ合わせないでください。絶縁液体供給システムとスプレーガンの間は、1 つ
の途切れのない Graco 水媒介液体ホースのみを取り付けてください。

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、切ったり、切断したりする可能性があります。

• 可動部品に近づかないでください。
• 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ください。
• 装置は、突然（前触れもなく）起動することがあります。装置の点検、移動、または整備
を行う前に、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。

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、漏れまたは破裂した構成部品から出た流体は目または皮膚に飛び散り、重傷を
負う可能性があります。

• スプレー/吐出を中止する場合、または装置の洗浄、点検、整備を行う前には、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、液体の流れるすべての接続箇所を締めてください。
• 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。
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警告

警警警告告告
装装装置置置誤誤誤用用用ににによよよるるる危危危険険険

誤用は死あるいは重篤な怪我の原因となります。

• 疲労状態、薬を服用した状態、または飲酒状態で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。全ての装置の説明書の技技技術術術仕仕仕様様様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。全ての装置の説明書の技技技
術術術仕仕仕様様様を参照してください。液体と溶剤の製造元の警告を参照してください。使用し
ている材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。

• 装置が通電中あるいは加圧中の場合は作業場を離れないでください。
• 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、圧圧圧力力力開開開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。製造元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、認証機関の認可が無効にな
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適合および承認されていることを確認し
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、鋭角のある物、可動部品、高温の装置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ください。
• 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。

プププラララスススチチチッッッククク部部部品品品ののの洗洗洗浄浄浄溶溶溶剤剤剤ののの危危危険険険

多くの溶剤は、プラスチックの部品の品質を劣化させ、故障に至らせる可能性があり、これ
は重傷事故または物的損害の原因になることがあります。

• プラスチックの構造部品または加圧部品を洗浄する場合は、部品に適合する水性の溶
剤のみを使用するようにしてください。

• 本装置の構造の材料に関しては、すべての装置取扱説明書の技技技術術術的的的仕仕仕様様様を参照してくださ
い。適合性に関する情報及び推奨事項については溶剤製造元にお尋ねください。

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ののの危危危険険険性性性

有毒な流体や気体が目に入ったり、皮膚に付着したり、それらを吸い込んだり、飲み込んだ
りすると、重傷を負ったり死亡したりする恐れがあります。

• 安全データシート（SDS）を読み、ご使用の液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。

個個個人人人用用用保保保護護護具具具

作業場にいる際には、目の怪我、難聴、毒性ガスの吸入、および火傷を含む重傷事故から身
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。この保護具には以下のものが含
まれますが、これら以外のものもあります：

• 保護めがねと聴覚保護。
• 液体および溶剤の製造元が推奨するマスク、保護衣および手袋。
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コンポーネントの名称

コココンンンポポポーーーネネネンンントトトののの名名名称称称

Figure 1 典型的水媒介マニュアルバッチシステムにおけるエアスプレー絶縁システムのコンポーネント

凡凡凡例例例

項項項目目目 説説説明明明

A エアインレット

C 制御インターフェース

CC 色変更変更モジュール（色変更が有効
なシステム）

D ガンへのエアアウトレット

E ガンへの液体アウトレット

F 液体インレット

G 絶縁バルブ

J 液体インレットバルブ

項項項目目目 説説説明明明

K 絶縁液体ポンプ

L 液体圧力レギュレーター

M エレクトロニクスパネル

N 接地ロッドとブリード抵抗器

P 電源

R ハンドヘルド接地ロッド

対 色変更バルブスタック（色変更が有効
なシステム）

W 洗浄液ボトル
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代表的な取り付け例

代代代表表表的的的ななな取取取りりり付付付けけけ例例例

Figure 2 代表的な取り付け例、エアスプレー水媒介手動バッチシステム、非危険区域

凡凡凡例例例

項項項目目目 説説説明明明

AB † ブリードタイプのエアバルブ

AM † メインエア供給ライン

AS † オイル分離器

AV � エアシャットオフバルブ

CA 絶縁キャビネット

FS † 液体供給ライン

FV � 液体シャットオフバルブ

GC 接地ラグ

項項項目目目 説説説明明明

GW Pro Xp 水媒介静電エアスプレーガン

HG Graco 赤色接地済みエアホース（左
ネジ）

HW Graco 水媒介液体ホース

LT 警報灯

PC 電源コード

†必要です、供給されていません。

�オプションです、供給されていません。
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取り付け

取取取りりり付付付けけけ

シシシススステテテムムム要要要件件件

1 つの絶縁キャビネットで複数のガンを使用する
と、感電、火災、または爆発を生じさせる場合
があります。怪我または機器の損傷を避けるた
めには、絶縁キャビネットごとに 1 個のガンの
みを使用してください。

Graco 電圧絶縁システムには、以下の機能があり
ます。

• システム電圧が放電される前に、人が高電圧の
構成部品に接触することを防ぐ絶縁キャビネッ
ト。高電圧を帯電する絶縁システムのすべての
コンポーネントは、キャビネット内に収容され
ています。

• スプレーガンが使用中でないときにシステム電
圧を徐々に放電するブリード抵抗器。高電圧液
体に接触する金属の部品すべては、ブリード抵
抗器に電気的に接続されています。

• ドアスイッチインターロックは、絶縁キャビネッ
トのドアが開いているときには常にシステム電
圧を自動的に放電します。

注注注：：：非 Graco 静電スプレーガンを電圧絶縁システ
ムにつなげると、またはガンを 60 kV で操作した場
合、Graco の保証と承認は無効になります。

警警警告告告サササイイインンンののの表表表示示示

警告サインを、すべてのオペレーターが簡単に見え
て、読める場所（スプレーする場所の中で）に取り
付けます。ガンには英文の警告サインがあります。

設設設置置置場場場所所所

ガンまでのホースの長さを最短にできるスプレー
エリアになるべく近いところに、絶縁システムを
配置してください。ホースの長さを最短にする
と、システムのチャージと放電時間が最短になり
ます。最速の充填時間を確保できるなるべく近い
ところに、供給ポンプを配置します。非危険区域
に設置してください。

シシシススステテテムムムののの設設設置置置

本装置の設置と整備では、適切に作業を実施し
ないと感電またはその他の重大な人身事故を引
き起こす可能性のある部品を操作する必要があ
ります。

• 訓練を受けて適切な資格を持っていない場
合、本装置の設置とサービスは行わないでくだ
さい。

• 地域の法令に準拠してください。

代表的な取り付け例, page 12 の図は、典型的な水
媒介手動バッチシステムを表示します。これは実
際のシステム設計とは異なります。

スススプププレレレーーーブブブーーースススののの換換換気気気

エアフローが必要な基準以上の値を確保できない
限り、ガンを稼働しないようにしてください。
ガンの噴霧、洗浄、清掃時に可燃性あるいは毒
性の蒸気が溜まるのを防止するために、新鮮な
エアで換気してください。エアフローが最小の
必要な値にならない限り、稼動することを防止
するために、ガンのエアと液体供給をインター
ロックしてください。

スプレーブースには、安定してオーバースプレー
を収集し、取り除く換気システムを確保する必要
があります。

換気エアフローが最小値以下に低下した状態でのガ
ンの稼動を防止するために、ガンのエアと液体供
給を換気扇で電子的にインターロックしてくださ
い。排気速度の要件に関する地元のすべての規定と
規制を確認・遵守してください。少なくとも年に 1
回は、インターロックの動作を確認してください。

Note
排気エアの速度が速すぎると、静電システ
ムの稼動効率が低下します。

3A8187D 13



取り付け

キキキャャャビビビネネネッッットトトののの取取取りりり付付付けけけ

火災や爆発の危険を小さくするために、非危険
区域でのみ承認されている装置は、危険区域に
設置しないでください。

キャビネットはシステムに同梱されているウィー
ル、壁、または床に取り付けることができます。

オオオプププシシショョョンンンのののウウウィィィーーールルルををを設設設置置置

システムに含まれるウィールを取り付けるときは、
次の手順に従ってください。ウィールが必要でな
い場合は、フォークリフトまたは 2 人の人員でシ
ステムを動かしたり吊り上げたりしてください。

1. 2 人の人員でシステムをパレットから取り出
します。

2. ウィール（95）、ワッシャ（96）およびナッ
ト（97）を取り付けます。ナットをしっかり
と締めます。

3. エンドプラグ（3a、3b）を設置してください。
4. システムを望ましい場所に置き、4 つのウィー

ルをロックします。

Figure 3 ウィール取り付け部品

壁壁壁ににに取取取りりり付付付けけけるるる

絶縁キャビネットを壁に取り付ける前に、壁がシ
ステムの重量を支えることができることを確認し
てください。技術仕様, page 148 を参照して重量
を確認してください。

1. 適切な取り付けハードウェアを選択して、スタ
ンドに取り付けてください。

2. 選択されているハードウェアに基づいて壁に
穴を開けてください。

取り付け用の穴のパターンがフレームの各側
に用意されます。

Figure 4 壁取り付け穴のパターン
3. 2 人の人員で絶縁システムを出荷パレットか

ら取り出します。
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取り付け

4. フレームからフィート（3a、3b、3c）を取り
外してください。

Figure 5 フレームフィートの取り外し
5. システムを壁へ固定します。

床床床ににに取取取りりり付付付けけけ

1. ボルトパターンを使用して、床に穴を開けて
ください。

Figure 6 床面への取り付けのためのボルトパ
ターン

2. 2 人の人員で絶縁システムを出荷パレットか
ら取り出します。

3. システムを床へ固定します。

警警警報報報灯灯灯ののの取取取りりり付付付けけけ

システムには、絶縁液体ポンプ（K）の充填され、
吐出される塗料の量を表示する警報灯があります。

1. 絶縁キャビネット（CA）の警報警報灯ブラケッ
ト（61）を見つけてください。ネジ（66）、
ワッシャ（67）、ナット（68）を使用して、
警報灯（LT）を警報灯ブラケット（61）に取
り付けます。
警報灯ブラケットは絶縁キャビネットから取り
外し、別の場所に設置することができます。再
配置される場合は、警報灯が非危険区域に設置
され、塗装機がスプレーブースからそれを確認
できるようにしてください。
長い延長ケーブルを利用できま
す。 アクセサリー, page 135 を参照し
てください。

2. 警報灯（LT）の CAN ケーブルをコントロール
インターフェースにつなげて、絶縁システムが
ライトと通信を行えるようにしてください。長
いケーブルを利用できます。

3. コントローラーの下部には、2 つの
金具があります。CAN ケーブルの端
を金具（111）にネジで留めてくださ
い。 CAN ケーブルをつなげる, page 21 を参
照してください。
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取り付け

接接接地地地

静電気火花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。すべての装置、作業員、スプレー
対象物、および作業場にある、またはその付近
にある導電性物体を接地してください。抵抗は 1
メガオーム以下にしてください。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。

静電ガンの操作時は、スプレー作業場の接地の行
われていないすべての対象物（人、容器、工具な
ど）は、電気的に帯電する可能性があります。

基本的な静電システムの最低接地条件は下記の
通りです。システムには、他にも接地の必要があ
る装置や物体が含まれる可能性があります。シス
テムは大地アースに接続されている必要がありま
す。アース接続を毎日点検してください。接地の
指示の詳細については、地域の電気関連法令を確
認してください。

• 絶縁キャビネット： システムの接地ワイ
ヤーを接地します。キャビネット内の内
部の接地線接続をはずしたり、いじった
りしないでください。詳細については、
ハイドロシールド電圧のトラブルシューティング,
page 80 を参照してください。

システムを接地した後に、絶縁キャビネットの外
部とアース接続の間の抵抗をチェックしてくだ
さい。抵抗は 100 Ω以下である必要があります。

• 液体供給：接地線とクランプを接続することに
より液体供給を接地してください。接地に関す
る指示については、液体供給の設置説明書を参
照してください。

• 電源: 電源は、電源コードを通じて接地アウト
レットへ接地されます。

• スプレーガン：赤色の Graco 接地済みエアホー
ス（HG）をガンに接続し、エアホース接地線を
大地アースに接続することでガンを接地します。

スプレーガンの取扱説明書に記載されている情
報に従って操作されないと、この静電ハンドヘ
ルドスプレー装置により危険が生じる可能性が
あります。 関連の取扱説明書, page 3 を参照し
てください。

• 水媒介液体ホース: ホースは導電性レイヤーを通
してきちんと接地する必要があります。

• スプレー作業の対象物： 常にワークピースハン
ガーをきれいで接地された状態に保ってくださ
い。

• スプレーエリアにある、すべての導電性物体や
装置: これらのアイテムはきちんと接地する必要
があります。

• 液体容器と廃棄容器: スプレーする場所にあるす
べての液体と廃棄容器を接地します。導電性で接
地されていない限り、ペール缶ライナーを使用し
ないでください。スプレーガンを洗浄する場合、
余分の液体を受けるために使用される容器は導
電性であり、接地されている必要があります。

• エアコンプレッサ：製造元の推奨に従って装置
を接地してください。
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• すべてのエアライン：適切に接地される必要が
あります。接地の導通を確保するために、総延
長最大 30.5 m (100 フィート) の接地済みホース
のみを使用してください。

• スプレーする場所の床: 床は導電性で接地され
ている必要があります。接地の導通を妨害する
ような段ボールや非導電性材料で覆わないでく
ださい。

• すべての溶剤のペール缶: 接地された伝導性の金
属容器のみを使用してください。プラスチック
製容器は使用しないでください。不燃性の溶剤
のみを使用してください。ワンシフトで必要と
する量以上を保管しないでください。

• スプレーする場所に入るすべての人員は、革など
の導電性の靴底のある靴を履くか、個人用接地ス
トラップを装着する必要があります。ゴムまたは
プラスチックのような、非導電性の靴底の靴は履
かないでください。手袋が必要な場合、ガンに付
属されている導電性手袋を使用します。もし非
Graco の手袋をつけている場合、手が接地された
ガンハンドルに確実に接するよう、手袋の指およ
び掌の部分を切っておきます。導電性手袋とフッ
トウェアは、EN ISO 20344、EN 1149–5 に従
い、100 メガオーム未満でなければなりません。

ホホホーーースススののの接接接続続続

感電の危険性を減少させるために、絶縁キャビ
ネットとガンの間に、1 つだけの途切れのない
Graco 水性ホースのみを設置してください。ホー
スは継ぎ合わせないでください。

絶縁キャビネットとガンの液体インレットの間
には、必ず Graco 水媒介液体ホースを使用し
てください。

絶縁システムを初めて設定する際、ホースを以下
の順番でつなげてください：

1. 液体ホースをガンから絶縁キャビネットへ。
液体ホースをガンからキャビネットにつなげる,
page 18 を参照してください。

2. エアホースをガンから絶縁キャビネットへ。
エアホースをガンからキャビネットへつなげる,
page 20 を参照してください。

3. エアホースをエア供給から絶縁キャビネット
へ。 供給ホースをキャビネットへつなげる,
page 21 を参照してください。

4. 液体ホースを液体供給から絶縁キャビネット
へ。液体供給ホースをキャビネットにつなげる,
page 21 を参照してください。

Note

• エアホースまたは液体ホースは、ブース
の壁を通じて絶縁キャビネットに到達さ
せる必要があります。ブースの壁へ通じ
る穴にホースにダメージを与える可能
性のある鋭利なエッジがないことを確
認してください。

• 壁の穴は、ホースの金具が通る大きさの
ものである必要があります。
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液液液体体体ホホホーーースススをををガガガンンンかかからららキキキャャャビビビネネネッッットトトにににつつつ
なななげげげるるる

1. 水媒介液体ホースをエアでブローして、汚染物
を取り除くために洗浄液で洗浄してください。

2. 新しい Graco 水媒介液体ホースは完全にアセ
ンブルされ、すぐにインストールできる状態
で提供されます。ホースの修理と寸法の情報
については、スプレーガンのマニュアルを参
照してください。

3. ガンエアインレット取り付け金具（GW4）を
ガンから取り外します。

Note

この金具は左ねじ山です。
4. O リング（GW10）を取り除いて、ブラケッ

ト（GW3）を通じて金具をインストールして
ください。O リングを再度アセンブルしてく
ださい。

5. 誘電体グリースを O リング とバレル金具
（HW1）のネジ山に充分に塗布します。金具
を 38 mm（1-1/2 インチ）引き戻し、暴露した
ホースにグリースを塗布して、ホースと金具
の間の領域を満たします。バレルインレット
が清潔で乾燥していることを確認してから、
金具をガンバレル（GW1)の液体インレット
にねじ込みます。

Figure 7 液体ホースをガンにつなげます。

6. ブラケットが液体ホース上で自由に動くよう
に、張力緩和装置のナット（GW7）を緩めま
す。

7. ブラケット（GW3）穴をエアインレットと排
気アウトレットの位置に合わせ、エアインレッ
ト金具にネジで留めます。金具を 75 ～ 85 in.
lb.（8.4 ～ 9.6 N•m）に締めます。

8. 張力緩和装置のナット（GW7）を締めて、ホー
スを固定します。

9. ナット（GW5）がフェルールハウジング
（GW6）にしっかりと固定されていることを
チェックしてください。

10. 排気チューブ（GW8）を排気バルブバーブ
（GW2）に押し付けます。クランプ（GW9）
で固定します。

11. 液体取り付け金具（HW1）をしっかりと締め
付けます。

12. 液体ホースを絶縁キャビネットの液体圧力レ
ギュレーターにつなぎます。キャビネットに
入る前：
a. 圧力開放手順, page 30 に従ってください。
b. 電圧放電および接地の手順に従ってくださ

い。接地, page 16 を参照してください。
c. キャビネットを開き、静電シールド（12）

を上にずらして、取り外してください。
13. 張力緩和ハウジングから液体アウトレット張力

緩和フェルール（38）を取り外します。

Figure 8 絶縁キャビネットにおけるシールド
ホース接続

18 3A8187D



取り付け

14. 摩耗レイヤー（FJ）に到達するまで、導電性
ホースレイヤー（FC）で液体アウトレット張
力緩和フェルール（38）をずらします。

Figure 9 水媒介液体ホースにおける摩耗レイ
ヤーに対する金具

15. この位置では、締め付け時に、金具がホースの
導電性セグメント（FC）にクランプします。

導電性ホースレイヤー（FC）は、絶縁システ
ムの接地されているキャビネット（CA）への
接続を通して接地する必要があります。接地
の導通を維持するには、張力緩和装置のナッ
トが締められるときに導電性ホースレイヤー
（FC）がフェルールとかみ合っている必要が
あります。ホースを適切に張力緩和装置に取
り付けないと、感電事故の原因となります。

16. 液体レギュレーターのチューブ圧縮金具（82）
に到達するまで、ホースチューブ（FT）を
張力緩和ハウジングを通じてキャビネットに
フィードしてください。金具のナットの部分
のネジを緩めてください。ナットの部分は、
3 つのピース（82a、82b、82c）により構成さ
れています。

17. ナット（82a）を液体ホース、フロントフェ
ルール（82b）、バックフェルール（82c）の順
にずらします。各フェルール（82b、82c）の
広い幅の側はナット（82a）に面しています。

Figure 10 液体ホースにおけるフェルールの
方向付け

18. ホースの端からナット（82a、82b、82c）を引
き戻します。金具のボディ（82d）にしっかり
固定されるまで、ホース（FT）をチューブ圧
縮金具（82）に挿入し、押し込みます。レン
チを使用して、金具を 55 in-lb（6.2 N•m）ま
で締めます。

19. 張力緩和フェルール（38）を張力緩和ハウジン
グにネジで留め、55 in-lb（6.2 N•m）まで締め
ます。ホースが切れるのを回避するために、締
め過ぎないでください。

20. ボールバルブ（39）が開いていて（ハンドル
アップ）、液体が流れるようになっていること
を確認してください。

21. 静電シールド（12）をキャビネット内部に再度
取り付けてください。

22. キャビネットドアを閉じて、フラットブレード
ドライバーを使用してドアをしっかり閉めま
す。
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エエエアアアホホホーーースススをををガガガンンンかかからららキキキャャャビビビネネネッッットトトへへへつつつ
なななげげげるるる

ガンのエアホースを、絶縁キャビネットのエアア
ウトレット（D）とガンのガンエアインレットス
イベルの間につなげます。この手順を開始する前
に、液体ホースをガンバレルに取り付け、エアイ
ンレットスイベルをガンハンドルのブラケットを
通じて配置する必要があります。

1. エアホースをガンのエアインレットスイベルへ
取り付け、締めます。

Note

この金具の取り付けは左ねじ山です。
2. エアホースをガンから絶縁キャビネットのエア

アウトレット（D）につなげます。

Figure 11 エア接続の場所
3. エアホースの金具には、静電ガンのための接地

接続があります。接地線のもう一端を大地アー
スに取り付けてください。接地, page 16 を参
照してください。

初初初めめめててて使使使用用用すすするるる前前前ににに絶絶絶縁縁縁バババルルルブブブををを準準準備備備

絶縁システムは、移動を防止するために絶縁バルブ
（G）を一番上に保持しているタイラップと共に出
荷されることがあります。操作の前に、タイを取り
外して、洗浄液ボトル（W）を充填してください。

1. フラットブレードドライバーを使用して、キャ
ビネットを開いてください。

2. 静電シールド（12）を上にずらして、取り外し
てください。

3. 絶縁バルブカバー（99）を取り外し、上部と下
部のネジ（99a）を緩めてください。

4. タイラップが絶縁バルブ（G）を固定してい
る場合は、タイをカットして、取り外してく
ださい。

5. 洗浄液ボトル（W）のボトルキャップからプッ
シュツーコネクトチューブを取り外してくださ
い。

6. シーリングされている洗浄液ボトル（W）をシ
ステムから持ち上げてください。きれいなハイ
ドロシールド洗浄液で充填してください。ボ
トルにマークされている最低ラインの上に来
るようにします。キャビネットに再度配置し
てください。

Figure 12 洗浄液ボトルを再度配置
7. 洗浄液ボトル（W）のボトルキャップへプッ

シュツーコネクトチューブを再度つなげてく
ださい。

8. 絶縁バルブカバー（99）を再度配置し、上部と
下部のネジ（99a）を締めてください。

9. 静電シールド（12）をキャビネット内部に再度
取り付けてください。

10. キャビネットドアを閉じて、フラットブレード
ドライバーを使用してドアをしっかり閉めま
す。
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供供供給給給ホホホーーースススをををキキキャャャビビビネネネッッットトトへへへつつつなななげげげるるる

レンチを使用して、エア供給ホースをエア供給と絶
縁キャビネットのエアインレット（A）の間につな
げます。エア圧力の最大値は 100 psi（0.7 MPa、
7.0 bar）です。システムを作動させるには、最小
でも 70 psi（0.5 MPa、5.0 bar）が必要です。

最高のパフォーマンスを実現するために、最小内
径が 3/8 インチ（10 mm）のエア供給ホースを使用
してください。迅速で簡単な着脱方式方式のコネ
クタを使用しないでください。

ブリードタイプのエアバルブ（AV）をキャビネッ
トのそばに設置し、インストール中や整備中にエア
供給を簡単にオフにできるようにしてください。

Figure 13 エアと液体のインレット

液液液体体体供供供給給給ホホホーーースススをををキキキャャャビビビネネネッッットトトにににつつつなななげげげるるる

レンチを使用して、液体供給ホースを液体供給と
絶縁キャビネットの液体インレット（F）の間に
つなげます。最高液体圧力は 0.7 MPa（7.0 bar、
100 psi）です。

Note

締め過ぎないでください。さもないと、イ
ンレットバルブが回転し、キャビネット内
部のフレキシブルホースで問題が生じま
す。キャビネット内部のバルブアウトレッ
トは上向きにする必要があります。

Note

システムが適切に機能するように、イン
レット液体圧力はインレットエア圧力を上
回らないようにする必要があります。

手動液体シャットオフバルブ（FV）をキャビネッ
トの近くにインストールして、インストール中や
整備中に液体供給を簡単にオフにできるようにす
ることを検討してください。

CANCANCAN ケケケーーーブブブルルルをををつつつなななげげげるるる

コントロールエリアネットワーク（CAN）をコン
トロールインターフェース（42）につなげて、イ
ンターフェースが絶縁システム（1）とやりとり
できるようにします。

1. 電源 CAN ケーブルをつなげます：

a. キャビネットの背面で電源電源（47）に
取り付けられている CAN ケーブルを見つ
けます。

b. ケーブルを警報等の横にあるキャビネット
の右側の下部の金具にネジで留めます。

Figure 14 キャビネットのコントローラー CAN
ケーブル接続（色変更なし）
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2. システムは、コントロールインターフェースに
つなげるために使用される別の CAN ケーブル
（43）が装備されています：

色色色変変変更更更ががが有有有効効効でででななないいいシシシススステテテムムムででで：：：

a. ケーブル（43）の 1 つの端をキャビネット
の右側の金具にネジで留めます。

b. コントローラーの下部には、2 つの金具が
あります。ケーブル（43）のもう一方の端
を以下の金具にネジで留めます。

Figure 15 コントロールインターフェースの接
続（色変更なしのシステム）

色色色変変変更更更ががが有有有効効効なななシシシススステテテムムムででで：：：

a. ケーブル（611）を色変更モ
ジュールの C4 にネジで留めま
す。キット 26B415、色変更, page 137 と
色変更：空気圧接続と配線接続, page 122の
部品の図を参照してください。

b. C5 を色変更モジュールからコントロール
インターフェースへつなげます。

3. コントローラーをキャビネットの上部にあるブ
ラケット（41）に挿入します。

別の場所にコントローラーを取り付けるに
は、ブラケット（41）をシステムから取り外
して、便利な場所に取り付けます。利用可能
な代替の長さの CAN ケーブルの情報について
は、アクセサリー, page 135 を参照してください。

Figure 16 ブラケット（41）取り付け穴
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電電電源源源ののの接接接続続続

コネクタ（X）付きの電源（47）が、絶縁キャビ
ネットの背面に工場で設置されます。地域プラグ付
きの電源コードも供給されます。供給される電源を
使用するか、地域プラグを別途購入してください。

1. 電源コード（37）をキャビネットの電源コネク
タ（X）につないでください。

2. 電源コード（37）の先端が分かれている/オス
の端を AC アウトレットにつなげてください。
システムがつなげられると、コントロールイ
ンターフェースがオフモードでパワーアップ
します。

Figure 17 電源の接続

ガガガンンン洗洗洗浄浄浄ボボボッッックククスススををを接接接続続続

必必必要要要なななガガガンンン洗洗洗浄浄浄ボボボッッックククスススののの部部部品品品

ハイドロシールドシステムにガン洗浄ボックスの機
能を追加するには、追加の部品またはキットが必要
です。必要な部品は、モデルがガン洗浄ボックス
用に装備されているかどうかにより異なります。

モデルがガン洗浄ボックス用に装備されている場合
（WMBL01、WMBL03、WMBL41、WMBL43）、
以下の追加の部品が必要です：

• ガン洗浄ボックスモジュール、244105。モ
ジュールには、以下を含む多数の部品が装備さ
れています：

– Graco 取扱説明書 309227。
– 5/32 インチチューブプラグ、113279。

• 60 kV と 85 kV のガン用のガン洗浄ボックスア
ダプターキット。

• 5/32 インチチューブ、598095。

モデルがガン洗浄ボックス用に装備されていない場
合（WMBL00、WMBL02、WMBL20、WMBL40、
WMBL42、WMBL60、WMBL80）、以下の追加の
部品が必要です：

• ガン洗浄ボックス変更キット、
26B420。 アクセサリー, page 135 を参照
してください。

• 5/32 インチチューブ、598095。
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ガガガンンン洗洗洗浄浄浄洗洗洗浄浄浄ボボボッッックククスススのののポポポーーートトトののの接接接続続続

ガン洗浄ボックスには、5/32 インチチューブのた
めの 4 つの空気圧ポートがあります。

Figure 18 ガン洗浄ボックスのポート

TableTableTable 444 ハハハイイイドドドロロロシシシーーールルルドドド絶絶絶縁縁縁シシシススステテテムムムででで使使使用用用すすするるる
たたためめめのののガガガンンン洗洗洗浄浄浄ボボボッッックククスススののの接接接続続続

ガガガンンン洗洗洗浄浄浄
ボボボッッックククススス
のののポポポーーートトト

目目目的的的

P ガン洗浄ボックスへエアを供給しま
す。

A ガンがボックスにあり、蓋が閉じら
れていることを示すために、出力エ
ア信号を提供します。

C ガン引き金引き金シリンダーのイン
レットエアを提供します。

S 噴霧化エア遮断バルブへ出力エア信
号を提供します。

1. エアをポート P に供給します。
2. ポート Aを、ラベルの貼られているバルクヘッ

ド接続金具のキャビネットにつなげます 。
これは空気圧接続, page 118 の接続 A11 です。
出力エアにより、ガン洗浄ボックスが閉じら
れて、ガンを含んでいないことを、システム
が把握します。 状態画面 1, page 52 を参照し
てください。

Figure 19 絶縁システムにおけるガン洗浄ボッ
クスのチューブ接続

3. ポート Cを、ラベルの貼られているバルクヘッ

ドのキャビネットにつなげます 。
これは空気圧接続, page 118 の接続 A8 です。
入力エア接続がソレノイドをアクティベート
し、それによりガン洗浄ボックスのガン引き金
がアクティベートされます。

4. ポート S に 5/32 インチチューブプラグ 113279
をつなげます。絶縁システムがガンに対するエ
アをコントロールしているため、ポート S は
使用されていません。

5. コントロールインターフェースシステム
メニューで、ガン洗浄ボックスフィールド
をチェックしてください。このオプション
が有効でない場合、ガン洗浄ボックスが存
在することを、システムは認識していませ
ん。システム画面, page 68 を参照してくださ
い。
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オオオプププシシショョョンンンのののシシシススステテテムムム停停停止止止空空空気気気圧圧圧
入入入力力力キキキッッットトトををを設設設置置置

オプションのシステム停止空気圧入力キット
26B414 は、ハイドロシールドシステムに信号を送
り停止させるための空気圧手段を提供します。こ
のコンタクトは通常開いていますが、設定圧力を
上回る圧力でアクティベートされると、システム
をオフにします。

入力が「閉」と読み取られると、システムの操
作を停止し、システムをオフモードにします。入
力が「開」と読み取られると、システムは正常に
運転します。

オプションのシステム停止エア入力は、圧力スイッ
チを使用して、空気圧信号を検出します。

オプションのシステム停止エア圧力スイッチは事
前に設置された形で納品されません。オプション
のシステム停止エア入力を使用するには、キット
26B414 を購入し、設置してください。

1. 整備のために電気コントロールを準備してくだ
さい。電気コントロールを整備に対して準備,
page 113 の手順に従います。

2. システムに 2 つのバルクヘッドを設置してくだ
さい。位置は、 空気圧接続, page 118 の A12
に示されています。両方の位置は、以下の赤の
停止記号 のラベル付けがされています。

• 1 つのバルクヘッドを制御パネル（14）の
下部に設置します。

• 1 つのバルクヘッドをキャビネットの右側
に設置します。

3. 以下の図で示されている要領で、もう一方の
圧力スイッチの右側に来るように、DIN レー
ル（436）にエア圧力スイッチを取り付けて
ください。

Figure 20 キット 26B414 のポート接続

4. 既存の端末ブロックのワイヤーを取り外し、以
下に示すように圧力スイッチポートに設置し
てください。

圧圧圧力力力スススイイイッッッチチチポポポーーートトト 端端端末末末ブブブロロロッッッククク

いいえ 3

COM 4

エエエアアア圧圧圧力力力 シシシススステテテムムム停停停止止止エエエアアア状状状
態態態

0.5 MPa（70 psi、5.0
bar）未満

システム停止エア非
アクティブ（システ
ム実行）

0.5 MPa（70 psi、5.0
bar）を上回ります

システム停止エア
アクティベート済み
（システム停止）

5. ワイヤーを圧力スイッチポートにつなげた後
に、未使用の端末ブロックを取り外します。

6. 約 1 フィートの 5/32" チューブを、圧力スイッ
チから電子パネル内のバルクヘッドへつなげま
す。

7. 約 2 フィートの 5/32" チューブを、電子パネル
上のバルクヘッドからユニットの側面にある
バルクヘッドへつなげます。
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シシシススステテテムムム停停停止止止デデデジジジタタタルルル入入入力力力ののの配配配線線線

システム停止デジタル入力は、ハイドロシールド
システムを停止させるために信号を送る手段を提
供します。この通常「開」のコンタクトは、アク
ティベート時にシステムをオフにします。入力が
「閉」と読み取られると、システムの操作を停止
し、システムをオフモードにします。入力が「開」
と読み取られると、システムは正常に作動します。

システム停止デジタル入力は、オプトカプラーを
使用して、ハイドロシールドコントロールを外部
電圧から保護します。

オオオプププトトトカカカプププラララーーーポポポーーートトト 接接接続続続先先先

13+

14
制御モジュール

A1+

A2–
外部デバイスま

たは PLC

注注注意意意

器具のダメージを防ぐために、オプトカプラー
なしではこれらの端末ブロックを使用しないで
ください。

A1+ には 24 VDC 信号を、A2- には GND を適用し
てください。A2- とラベルされた 2 つのポートは内
部的に接続されているので、GNDには 1 つの A2-
ポートのみの接続が必要です。

機機機能能能 A1+A1+A1+（（（A2–A2–A2– ににに関関関連連連）））

システム停止：デジ
タルをアクティベート
（システム停止）

24 VDC

システム停止：デジ
タル非アクティブ（シ

ステム実行）

13.5 VDC 未満

オオオプププシシショョョンンンのののシシシススステテテムムムススステテテーーータタタススス
出出出力力力ををを設設設置置置

オプションのシステムステータス出力は、ハイ
ドロシールドが実行している接続装置に信号を送
る手段を提供します。

オプションのシステムステータス出力オプトカ
プラーは事前に設置されていないので、別途購入
し、設置する必要があります。システムステータ
ス出力を使用するために、キット 24Z226 を設置し
てください。

システムがオフモードの場合に、オプションのシ
ステムステータス出力は非アクティブです。その
他の操作モードでは、システムステータス出力は
アクティブです。

システムステータス出力は、オプトカプラーを
使用して、ハイドロシールドコントロールを外部
電圧から保護します。

• オプトカプラーポート A1+ および A2– は制御モ
ジュールに配線されています。

• オプトカプラーポート 13+ および 14 は外部装置
あるいは PLC に配線されます。

アクティブｰ低信号/ソーシング入力：GND を 14
に接続してください。入力信号が非接地であると
した場合、13+ が GND に接続されている場合に
監視し、システムステータス出力がいつアクティ
ブであるかを見ます。

アクティブｰ高信号/シンキング入力：24 VDC を
13+ に接続してください。14+ が 24 VDC につなが
れている場合に監視し、システムステータス出力
がいつアクティブであるかを見ます。

機機機能能能 A1+A1+A1+（（（A2–A2–A2– ににに
関関関連連連）））

PLCPLCPLC

システムステー
タス出力アク

ティブ

24 VDC 13+ と 14 が
接続されて
います

システムステー
タス出力非ア
クティブ

13.5 VDC未満 13+ と 14 が
接続されて
いません

1. 整備のために電気コントロールを準備してくだ
さい。電気コントロールを整備に対して準備,
page 113 の手順に従います。
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2. オプトカプラー（432）を DIN レール（436）
へ取り付けてください。もう一方の圧力スイッ
チの右に取り付けます。

3. ワイヤーを新しいオプトカプラーポートへ切
り替えます：

オオオプププトトトカカカプププラララーーーポポポーーートトト 端端端末末末ブブブロロロッッッククク

A1+A1+A1+ 7

A2A2A2--- 8

注注注意意意

器具の破損を防ぐために、オプトカプラー
なしではこれらの端末ブロックを使用しな
いで下さい。

4. 未使用の端末ブロックを取り外してください。

スススプププレレレーーーガガガンンンととと絶絶絶縁縁縁シシシススステテテムムムののの設設設
置置置をををチチチェェェッッッククク

メガオームメーター部品番号 241079（図 22 の
AB）は、危険区域内での使用は承認されていま
せん。火花の危険を軽減するために、下記の場
合を除いて、電気接地の確認にメガオームメー
ターを使用しないでください：

• ガンが危険区域から移動されている。
• または、危険区域にあるすべてのスプレー装
置は電源が切られていて、危険区域にある換気
ファンが作動しており、区域内に可燃性の蒸気
（開いている状態の溶剤容器またはスプレー
からの蒸気）がない。

この警告を守らないと、火災、爆発と感電を起
こし、重傷を受けることがあります。

ガンが適切に接地されていることをチェックするた
めのアクセサリーとして、Graco 部品番号 241079
メガオームメーターを入手できます。

1. 有資格の電気技師にスプレーガンとエアホース
の電気接地の導通を確認させてください。

2. 静電気をオフにします。
3. ガンへの給気装置と液体供給装置をオフにし

ます。圧力開放手順, page 30 に従ってくださ
い。液体ホースは空にする必要があります。

4. 必要に応じて液体ホースをエアでパージして
ください。

5. 赤色の接地済みエアホース（HG）が接続され
ていて、ホースの接地線が大地アースに接続さ
れていることを確認してください。

Figure 21 赤色の Graco ホースの接地
6. オームメーター（またはオーム範囲のメグオー

ムメーター）を使用して、ガンハンドル（BB）
と大地アース（CC）の間の抵抗を測定してく
ださい。抵抗は 100 オームを超えないように
する必要があります。
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7. 抵抗が 100 オームを超える場合、接地接続の締
まり具合をチェックし、エアホースの接地線
が大地アースに接続されていることを確認し
てください。抵抗がまだ高すぎる場合、エア
ホースを交換します。

Figure 22 ガンの電気的な接地をチェックしま
す。

8. オームメーター（またはオーム範囲のメグオー
ムメーター）を使用して、キャビネット接地
ラグ（214）と大地アース（CC）の間の抵抗
を測定してください。抵抗は100Ω以下である
必要があります。

Figure 23 キャビネットの接地をチェック

最最最初初初ののの使使使用用用前前前ののの装装装置置置ののの洗洗洗浄浄浄

装置は、工場において液体を使用したテストが行
われています。液体が汚染されるのを防ぐため、
装置の使用前に洗浄液で装置を洗浄してくださ
い。 システムを洗浄（色変更なしのシステム）,
page 31 を参照してください。

28 3A8187D



操作

操操操作作作

操操操作作作ののの概概概要要要

1. システムをプラグインしてください。シ
ステムの電源が入り、オフモードになりま
す。電源の接続, page 23 を参照してください。

2. 液体供給とエア供給がつながっていることを
確認してください。電源ボタン を押してく
ださい。システムがスタンバイモードに移行
します。

3. システムのプライミングを行ってください。
コントロールインターフェースを使用して、
モードをプライムモードに変更してくださ
い。 ホーム画面, page 47 を参照してくださ
い。材料がガンから吐出されるまでガンの引き
金をひいてください。

4. エア圧力と液体圧力を設定するためにコント
ロールインターフェースを使用してくださ
い。ホーム画面, page 47 を参照してください。

5. コントロールインターフェースを使用
して、モードをスプレーモードに変更し
てください。システムが充填を開始しま
す。ホーム画面, page 47 を参照してください。

6. スプレーが開始します。

注注注意意意：：：ガン引き金が放され、液体レベルが [充
填を開始] 設定の下の場合には、システムが自
動的に補充されます。

充填を開始設定の情報について
は、ポンプ画面 1：ポンプ容量, page 56 を参
照してください。

液液液体体体ののの電電電圧圧圧放放放電電電おおおよよよびびび接接接地地地ののの手手手順順順

液体供給は電圧が放電されるまで、高電圧を帯
電しています。電圧絶縁システムの帯電してい
るコンポーネント、またはスプレーガンの電極
に接触すると、感電します。感電を避けるため
に、ドアスイッチインターロックを変更したり
バイパスしたりせず、液液液体体体ののの電電電圧圧圧放放放電電電おおおよよよびびび接接接
地地地ののの手手手順順順に従ってください：

• 電圧を放電するように指示があるとき
• システム装置の清掃、洗浄、整備を行う前
• ガンの正面に近づく前
• 絶縁キャビネットを開く前

1. ガン引き金を放して、ES オン/オフバルブをハ
ンドルの背後でオフの位置にすることにより、
静電気をオフにしてください。

2. ガン引き金が放され、接地ロッド遅延時間が
経過すると、絶縁キャビネットの接地ロッド
（N）が低くなり、システムを放電します。コ
ントロールインターフェースのメインシステム
の運転画面を確認して、システムが放電されて
いることを確認してください。

a. 接地接地ロッドのステータスインジケーター

が接地信号 を示していることをチェッ
クしてください。実行メニュー, page 47 を
参照してください。

b. コントロールインターフェースの
電圧レベルの読み取りが 0 kV と読
み取れることをチェックしてくださ
い。 実行メニュー, page 47 を参照してく
ださい。

c. ガン電極を接地ロッド（R）に触れるよう
にしてください。

注注注：：：メンテナンスまたは整備が絶縁キャビネッ
トで必要な場合、以下の手順で続行してくださ
い：

3. オフモードに変更するために、コントロール
インターフェースで停止ボタン を押して
ください。

4. 絶縁キャビネットに移動する前に 1 分間待機し
てください。フラットブレードドライバーを使
用して、キャビネットドアを開いてください。

5. ハンドヘルド接地ロッド（R）を使用して、コ
ンポーネントに触れる前に、静電放電をキャ
ビネットで消散させてください。接地ロッド
（R）をピックアップして、それを使用して、
キャビネット内のすべての主要コンポーネント
に触れるようにしてください。たとえば、そ
れを使用して、手でシステムコンポーネント
に触れる前に、絶縁液体ポンプ（K）、液体圧
力レギュレーター（L）、絶縁バルブ（G）に
触れるようにします。
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圧圧圧力力力開開開放放放手手手順順順

本装置は、圧力が手動で開放されるまで加圧状
態が続きます。可動部品からの目や皮膚への飛
散などの加圧状態の液体からの重大な怪我を避
けるには、スプレーを停止した後と装置を清
掃、点検、および整備する前に、圧圧圧力力力開開開放放放手手手順順順
に従ってください。

1. ガン引き金を放して、ES オン/オフバルブをハ
ンドルの背後でオフの位置にすることにより、
静電気をオフにしてください。

2. 液体の電圧放電および接地の手順, page 29 に
従ってください。

3. オフモードに変更するために、コントロールイ
ンターフェースで停止ボタン を押してくださ
い。コントロールインターフェース, page 36を
参照してください。

4. システムへのエア供給装置と液体供給装置をオ
フにします。

5. ガンの引き金をひいて接地済みの金属製廃棄物
容器に入れて、ガン、ガンの液体ホース、絶縁
液体ポンプ（K）の液体圧力を開放します。

6. 液体供給ユニットの説明書に指示されている
通りに、液体供給ユニットの液圧を開放して
ください。

7. システムをシャットダウンしてから整備する
ことが目的である場合は、インレットバルブ
（J）と絶縁液体ポンプ（K）の間の 2 つのフ
レキシブル液体ラインの残りの圧力を開放し
てください。

Note

絶縁液体ポンプ（K）の中身がこのタ
イミングでキャビネットにこぼれる可
能性があります。ポンプが空になって
いないと、ラインの液体の容積が小さ
く、少量の液体しかこぼれない可能性
があります。

a. 液体バルブ（J）と絶縁バルブ（G）の間の
液体圧力を開放するには、どれか 1 つのス
イベルの金具を注意深く緩めてください。

b. 絶縁バルブ（G）と絶縁液体ポンプ（K）
の間の液体圧力を開放するには、どれか
1 つのスイベルの金具を注意深く緩めて
ください。
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シシシススステテテムムムををを洗洗洗浄浄浄（（（色色色変変変更更更なななしししのののシシシススステテテムムム）））

色変更変更が有効なシステムを洗浄するに
は、システムを洗浄（色変更が有効なシステム）,
page 32 の手順に従ってください。

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ください。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。

絶縁システムのコンポーネントは、工場において
液体でテストされています。液体が汚染されるの
を防ぐため、装置の使用前に適合性のある洗浄液
で絶縁システムを洗浄してください。

パージモードを利用してシステムを洗浄してくだ
さい。パージモードで、ガンに対するエアがオフ
にされ、システムが液体シリンダーの液体すべて
を吐出します。システムを洗浄する方法：

• パージモードを利用して、塗料のシステムをま
ず空にしてください。

• 洗浄液に切り替えて、絶縁液体ポンプ（K）を洗
浄してきれいにするために、それを引き続き完
全に充填して空にしてください。

• 補充シーケンスを停止するために [充填しない]
ボタンを押してください：

1. ガン引き金を放して、ES オン/オフバルブをハ
ンドルの背後でオフの位置にすることにより、
静電気をオフにしてください。

2. 液体の電圧放電および接地の手順, page 29 に
従ってください。

3. ユニットに対する塗料供給をオフにしてくださ
い。

4. コントロールインターフェースを使用して、
モードをパージモードに変更してください：

5. 塗料の流れが止まるまで、ガンの引き金を引い
てください。

6. 適合性のある洗浄液をシステムに供給してく
ださい。

7. 充填しないボタンをディアクティベートして
ください：

.
8. 絶縁液体ポンプが完全に満たされるまで、シス

テムが充填されます。
液体がきれいな状態で流れるようになるまでガ
ンを引いてください。ポンプが空の際、ポンプ
の補充中に、液体はガンから出てこなくなりま
す。ポンプの補充中に、ガンの引き金を引き続
けてください。すると、ポンプがフルになる
と、ガンが洗浄を再開します。

9. 充填しないボタン をアクティベートして、
絶縁液体ポンプが空になったあと補充されない
ようにしてください。ホーム画面, page 47 を
参照してください。

10. 絶縁液体ポンプが空であることをシステムが示
すまで、ガンの引き金を引いてください。

11. 圧力開放手順, page 30 に従ってください。
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シシシススステテテムムムををを洗洗洗浄浄浄（（（色色色変変変更更更ががが有有有効効効なななシシシススステテテムムム）））

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ください。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。

絶縁システムのコンポーネントは、工場において
液体でテストされています。液体が汚染されるの
を防ぐため、装置の使用前に適合性のある洗浄液
で絶縁システムを洗浄してください。

パージモードを利用してシステムを洗浄してくだ
さい。パージモードで、ガンに対するエアが遮断
され、システムが液体シリンダーの液体すべてを
吐出します。システムを洗浄する方法：

• パージモードを使用して、塗料のシステムを空
にしてから、洗浄してきれいにします。

• パージシーケンスを使用するには、パージプロ
ファイルを事前に設定します。詳細について
は、 パージ画面 1 ～ 5, page 55 を参照してく
ださい。

• エアライン、洗浄材料、ダンプホースが正しい
色変更バルブにつながれていることを確認して
ください。

1. ガン引き金を放して、ES オン/オフバルブをハ
ンドルの背後でオフの位置にすることにより、
静電気をオフにしてください。

2. 液体の電圧放電および接地の手順, page 29 に
従ってください。

3. コントロールインターフェースを使用して、
モードをパージモードに変更してください：

4. 以下のいずれかを利用してシステムの洗浄を続
行してください：

• パージプロファイル。
• 手動のパージ。

パパパーーージジジプププロロロフフファァァイイイルルルををを使使使用用用すすするるる方方方法法法：：：

1. パージプロファイル 1 ～ 5 を使用する場合、画
面の左側で点滅している再生ボタンを押して、
パージシーケンスを実行してください：

2. システムがパージシーケンスを完了するまでガ
ンの引き金を引いてください。

3. 洗浄が完了した後に、システムがスタンバイ
モードに戻ります。

4. 圧力開放手順, page 30 に従ってください。

手手手動動動でででパパパーーージジジすすするるる方方方法法法：：：

1. パージプロファイル 0 を使用する場合、システ
ムを手動で洗浄する必要があります。画面の
左側に、ダンプ、洗浄材料、エアインレット
バルブをアクティベートする 3 つのアイコン
が表示されます。

2. ダンプホースがつながれている場合には、[ダ
ンプバルブ] ボタンをアクティベートしてく
ださい：

システムにあるすべての材料をインレットか
ら後退するようにダンプバルブを通じて押し
出し、廃棄物かレクラメーションの容器に入
れます。

3. 手動ダンプバルブボタンを使用した後、あるい
はダンプラインがつながれていない場合は、洗
浄材料ボタンをアクティベートしてください：

4. ガンの引き金をひいて、ガンからシステムの材
料すべてが押し出されるようにします。

5. 絶縁液体ポンプが空になったら、システムに洗
浄材料が入るようになり、ポンプが充填され
ます。ポンプがフルになったら、材料を加圧
し、ガンから吐出します。きれいな材料がス
プレーガンから出るようになるまで、この手
順を続行します。

6. 洗浄材料ボタンを再度押して、ディアクティ
ベートします：

希望する場合は、システムに洗浄材料を入れた
ままにすることもできます。
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7. エアボタンをアクティベートして、残りの洗浄
材料をスプレーガンから押し出します：

絶縁液体ポンプが空になったら、システムが
それにエアを通過させ、スプレイガンまで到
達させます。

8. システムが充分にエアでパージされたら、ガ
ン引き金を放します。

9. 圧力開放手順, page 30 に従ってください。

ガガガンンン洗洗洗浄浄浄洗洗洗浄浄浄ボボボッッックククスススののの操操操作作作

ガン洗浄ボックスの蓋の開閉時には、指や他の
箇所をはさんだり切ったりする可能性がありま
す。ラッチノブを押したり離したりするときに
は注意し、蓋が閉まるときには手などを離して
ください。

1. スプレーを停止する場合
2. 液体の電圧放電および接地の手順, page 29 に

従ってください。
3. ガンをガン洗浄ボックス内にあるガンホルダー

に挿入します。
4. ガン洗浄ボックスの蓋を閉めるときには、2 つ

のスプリング内蔵ラッチノブを押します。
5. 洗浄材料がシステムに供給されていて、洗浄

圧力が適切に設定されていることを確認して
ください。

6. コントロールインターフェースを使用して、プ

ライム またはパージ のモードに変更し
てください。ガンを洗浄するために、ガンの引
き金が自動的にひかれます。システムがプライ
ムまたはパージのモードでない限り、ガン洗浄
ボックスは作動できません。

7. ガンが充分に洗浄されている場合、スタンバ

イ またはオフのモードに移動してくださ
い。

8. ガンをガン洗浄ボックスから取り外して、ガン
がきれいであるかどうかを特定してください。

絶絶絶縁縁縁シシシススステテテムムムのののプププララライイイミミミンンングググ

以下の手順に従って、システムに塗料をロード
し、塗料の色を変更し、洗浄液から塗料へ変更し
てください。

1. プライムモード に移行して、絶縁液体ポン
プの補充を行わずに、洗浄液または塗料を空
にしてください。 ホーム画面, page 47 を参
照してください。

2. 新しい塗料を液体供給ホースに供給してくださ
い。
色変更を装備したシステムを使用している場
合、スプレープリセットを希望の色を使用して
いるものに変更するか、プリセット 0 を使用し
ているなら新しい色番号を選択してください。

3. ガン液体圧力ディスプレイをチェックし、必要
に応じて調整します。たとえば、圧力ダウンを
調整して、塗料を閉じ込め器またはガン洗浄
ボックスに移動して空にする際に飛び散るのを
回避します。ガン液体圧力を上げて、プライミ
ングのプロセスを高速化します。

4. 新しい塗料がガンから出るようになるまでガ
ンの引き金をひきます。システムのプライミ
ングにかかる時間は、ホースの長さと液体圧
力により異なります。

5. スプレーモードに移行します 。絶
縁液体ポンプが自動的に充填されま
す。ホーム画面, page 47 を参照してください。
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絶絶絶縁縁縁シシシススステテテムムムでででのののスススプププレレレーーー

スプレーガンの帯電したコンポーネント
に接触すると、感電します。操作中または
液体の電圧放電および接地の手順, page 29 を実
施するまでは、ガンのノズルまたは電極を触っ
たり、ガン正面の 102 mm（4 インチ）以内に近
づいたりしないでください。

スプレーを中断するとき、または電圧を
放電するように指示された場合、その都度
液体の電圧放電および接地の手順, page 29 に
従ってください。

1. 絶縁システムのプライミングを行ってくださ
い。絶縁システムのプライミング, page 33 に
従ってください。

2. ガンの液体とエアの設定を行ってくださ
い。ガンの液体とエアの設定を調整, page 35を
参照してください。

3. システムをスプレーモードにします 。

絶縁液体ポンプが自動的に充填されます。警報
灯は、充填または吐出に伴いポンプの液体レ
ベルを示します。

これらの設定値は、ポンプ画面 1 の
システム設定でカスタイズできま
す。ポンプ画面 1：ポンプ容量, page 56 を参
照してください。

ララライイイトトト 定定定義義義

緑（点灯） ポンプが 50% 以上です。

黄（点灯） ポンプが 50% 未満ですが、
10% を上回っています。

赤（点灯） ポンプが 10% 未満です。

Note

スプレーモードに移行するにはまず、
プライムまたはスタンバイのモードで
ある必要があります。パージモードか
ら直接スプレーモードに移行すること
はできません。

色変更が有効な場合、洗浄材がポンプ
にまだのこっていると、システムは記
憶します。ポンプがパージまたはプラ
イムのモードで空にされるまで、シス
テムはスプレーモードに移行できませ
ん。

4. ガンで静電気をオンにします。ES インジケー
ターまたは Hz インジケーターが緑であるこ
とを確認してください。必要に応じてガンの
エア圧力を調整します。詳細はガンの取扱説
明書を参照してください。ガン液体圧力をガ
ン取扱説明書のガンセットアップ手順に従っ
て調整してください。

5. ガンの引き金をひいている場合：

• コントロールインターフェースがシステムの
電圧を表示します。

• システムがキャビネットの接地ロッド（N）を
上げます。接地ロッドの記号が消え、電荷の
記号が現れると、システムが電荷をビルドで
きるようになります。ホーム画面, page 47 を
参照してください。

6. ガンの引き金が放され、接地ロッド遅延時間
が経過すると、接地ロッド（N）が低くなり、
システムを放電します。任意のタイミングで
ガン引き金を放して、システムを補充してく
ださい。

ヒント：

• スプレー前にシステムを完全に充電するに
は、エアのみをトリガーしてください。

• 高いスプレー電圧を維持するには、接地
ロッドの遅延時間を実践的な範囲で増や
してください。しかし、接地ロッドの遅
延時間を増やすと充填時間も遅くなりま
す。 システム画面, page 68 を参照してく
ださい。

7. 塗装の最後に近づいたときには、[充填しない]

ボタン をアクティベートしてください。絶
縁液体ポンプが不必要に充填されなくなるた
め、これにより塗料を節約できます。

8. 塗装が完了したら、引き金を放して、ガンの
静電気をオフにして、システムをスタンバイ

モード にします。
9. このタイミングで、以下のアクションをどれで

も実行できます：

• より多くの塗料をシステムに供給しま
す。絶縁システムのプライミング, page 33 を
参照してください。

• システムを洗浄してきれいにします。
システムを洗浄（色変更なしのシステム）,
page 31 を参照してください。

• システムをシャットダウンしてくださ
い。シャットダウン, page 35 を参照してく
ださい。
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ガガガンンンののの液液液体体体とととエエエアアアののの設設設定定定ををを調調調整整整

プリセット 0 を利用すると、オペレーターはガン
の液体とエアの圧力をいつでも変更できます。プ
リセット 0 は、手動パージプロファイルを前提と
しています。

プリセット 1 ～ 99 を使用して、異なるガンの液
体とエアの圧力設定、ならびにパージプロファイ
ル番号を構成します。パージプロファイルを設定
するには、 パージ画面 1 ～ 5, page 55 を参照し
てください。

たとえば、プリセット 1 では黒の塗料に対する最
高の圧力設定が使用され、プリセット 02 では赤
の塗料に対する最高の圧力設定が使用され、プリ
セット 99 は洗浄をすばやく行うために高い液体圧
力に設定されるかもしれません。

プリセット作成時の指示について
は、 プリセット, page 54 を参照くださ
い。ガンの取扱説明書のガンセットアップ手順を
参照して、最高のガンの液体とエアの設定を選択
してください。

プププリリリセセセッッットトト 000 ををを使使使用用用すすするるる方方方法法法

オペレーターは、操作中にいつでもプリセット 0
を変更できます。

1. ホームにメニューバーが表示されるまで、右向
き矢印 を押してください。

2. 画面に移動ボタン を押して、現在の設定を
編集するための画面に移動してください。

3. 下向き矢印 を使用して、エアフィールドへ
移動します。

4. 希望の psi 値になるようにキーパッドの数字
を押します。

5. 値を登録するには Enter ボタン を押して
ください。インターフェースが自動的に液体
フィールドに進みます。

6. 希望の psi 値になるようにキーパッドの数字
を押します。

7. 値を登録するには Enter ボタン を押してく
ださい。インターフェースが自動的にプリセッ
トフィールドに進みます。

8. 画面の設定を終了するには、画面の終了ボタ

ン を押してください。

Note

オペレーターがプリセット 1 ～ 99 でプリ
セット 0 に切り替わる場合、プリセット 0
は前の設定を反映します。

プププリリリセセセッッットトト 111 ～～～ 999999 ををを使使使用用用すすするるる方方方法法法：：：

1. ホームにメニューバーが表示されるまで、右向
き矢印 を押してください。

2. 画面に移動ボタン を押して、現在の設定を
編集するための画面に移動してください。

3. 上向き/下向き矢印 を使用して、プリ
セットフィールドへ移動します。

4. 使用するプリセット番号を入力します。

5. 値を登録するには Enter ボタン を押して
ください。

6. 画面を終了ボタン を押します。

シシシャャャッッットトトダダダウウウンンン

1. システム電圧を放電させます。
液体の電圧放電および接地の手順, page 29 に
従ってください。

2. ガンを洗浄します。
システムを洗浄（色変更なしのシステム）,
page 31 に従ってください。

3. 圧力開放手順, page 30 に従ってください。
4. オフモードに変更するために、コントロール

インターフェースで [停止] ボタン を押し
てください。
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コントロールインターフェース

コココンンントトトロロローーールルルイイインンンタタターーー
フフフェェェーーーススス
コントロールインターフェースがセットアップお
よびスプレーの操作関連のグラフィックスおよび
テキスト情報を表示します

ソフトキーは数値データの入力、セットアップ
画面への移動、画面内でのナビゲート、画面での
スクロール、および設定値の選択のために使用さ
れます。

ほとんどの情報は、グローバルコミュニケーショ
ンを簡素化するためにアイコンを使用して通信さ
れます。ソフトキーは、機能がボタンのすぐ左右
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。

注注注意意意
ソフトキーボタンへのダメージを防ぐために、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。

1 2 3
4 5 6
7 8 9

0 .

ソソソフフフトトト
キキキーーー

機機機能能能

電電電源源源

システムがオフモードにある際に押し
て、システムをアクティベートしま
す。このボタンはシステムをスタンバ
イモードにします。

ススストトトッッップププ

ススストトトッッッ
プププ

押すと即時にシステムが停止されま
す。このボタンは、システムをオフ
モードにして、ガンへのエアと液体
をオフにします。

ナナナビビビゲゲゲーーーシシショョョンンン

左/右矢印: このキーを使用して画面
間を移動します。

上/下矢印: 画面上のフィールド間の移
動、ドロップダウンメニューの項目間
の移動、または機能内の複数画面間の
移動のために、使用します。

テテテンンンキキキーーー
1 2 3
4 5 6
7 8 9

0 .

値を入力するのに使用します。

キキキャャャンンンセセセルルル

データ入力フィールドをキャンセルす
るために使用します。イベントを承認
するために、キャンセルボタンを使
うことはできません。（Enter ソフト
キーの説明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

セットアップメニューのロックを解除
するには、セットアップを押します。
パスワードが設定されている場合は、
パスワードを入力します。（デフォル
ト：0000。） 高度画面 1, page 57 を
参照してください。

セットアップメニューを終了するに
は、ロックの解除を再度押します。

EnterEnterEnter

アップデートするフィールドの選択、
選択の実行、選択項目または値の保
存、画面への移動、またはイベント
の確認を行うために、このキーを押
します。
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メメメニニニュュューーーバババーーー

メニューバーは各画面の上端に表示されます。

日日日付付付ととと時時時刻刻刻：：： 日付および時刻は、必ず以下の
フォーマットのうちいずれか 1つで表示されます。

• 日/月/年 時:分
• 月/日/年 時:分
• 年/月/日 時:分

時刻は、必ず 24 時間時計として表示されます。
以下のセットアップメニューで時間を設定してく
ださい： 高度画面 1, page 57。

矢矢矢印印印左右の矢印は、画面のナビゲーションを示
します。

画画画面面面メメメニニニュュューーー：：：画面のメニューは、現在アクティ
ブである画面を示し、ハイライトで強調されてい
ます。画面メニューは、左右にスクロールするこ
とによって使用できる関連画面をも示します。た
とえば、ホームまたは較正です。

シシシススステテテムムムモモモーーードドド：：：現在のシステムモードは、メ
ニューバーの左側に表示されます。5 つのモード：
オフ、スタンバイ、プライム、スプレー、パージ。

エエエラララーーーススステテテーーータタタススス：：：アクティブなシステムエラー
がある場合、以下のアイコンのうちの 1 つがメ
ニューバーの中央に表示されます：勧告、偏差、
アラーム。

アイコンがない場合、システムに情報がないか、
エラーが起きていないことを示します。

アアアイイイコココンンン 機機機能能能 説説説明明明

アドバイザリー 情報

偏差 重要、システムは
停止していません

アラーム 非常に重要、システ
ムは停止しています

ソソソフフフトトトキキキーーーアアアイイイコココンンン

注注注意意意
ソフトキーボタンへの損傷を防ぐには、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。

ブルーアイコンは、ボタンが使用できな
いことを示します。

グリーンの輪郭を持ったグレイアイコン
は、ボタンがアクティブ、または選択さ
れていることを示します。

グレイの輪郭を持ったブルーアイコン
は、ボタンは使用可能だがアクティブで
ない、または選択されていないことを
示します。

画画画面面面ををを移移移動動動

画面で情報を編集するには、画面に移動キー を
押してください。

次の画面に進むには、下向き矢印 を押してく
ださい。

画面の設定を終了するには、画面の終了ボタン
を押してください。

チェックボックスを有効にするには、ボックスを
ナビゲートしてアイテムを探して、Enter ボタン
を押します。ボックスを消去するには、Enter ボ
タンを再度押します。

画面をナビゲートするには、上向き/下向き矢

印 を使用します。

サイクルカウントをメンテナンス中画面で 0 へリ

セットするには、カウントリセットボタン を
1 秒間押します。
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運運運転転転画画画面面面とととセセセッッットトトアアアッッップププ画画画面面面

コントロールインターフェースは、画面を 2 セッ
ト使用します。

• 実行画面は、スプレー操作を制御し、システム
ステータスおよびデータを表示します。

– ホーム （ ホーム画面, page 47 を参照してく
ださい。）

– ステータス （ 状態画面, page 52 を参照して
ください。）

– イベント（イベント画面, page 52 を参照して
ください。）

• セットアップ画面は、システムパラメータおよ
びアドバンスト機能を制御します。

– アドバンス （ 高度画面, page 57 を参照して
ください。）

– メンテナンス（メンテナンス画面, page 62 を
参照してください。）

– 較正 （ 較正画面, page 60 を参照してくださ
い。）

– システム（システム画面, page 68 を参照して
ください。）

– ポンプ （ ポンプ画面, page 56 を参照してく
ださい。）

– プリセット（プリセット, page 54 を参照して
ください。）

– パージ（ パージ画面 1 ～ 5, page 55 を参照
してください。）

どの運転画面からでもロック解除 を押せば、
セットアップ画面に入ります。システムにパスワー
ドロックがある場合は、パスワード画面が表示さ
れます。システムがロックされていない場合（パ
スワードが 0000 に設定されている）、システム
画面が表示されます。

どのセットアップ画面からでもロック解除を押し
て、ステータス画面に戻ります。
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コココンンントトトロロローーールルルイイインンンタタターーーフフフェェェーーースススのののセセセッッットトトアアアッッップププとととメメメ
ンンンテテテナナナンンンススス

USBUSBUSB デデデーーータタタののの有有有効効効化化化

システムが USB を使用できる構成になっている場
合、USB ダウンロード/アップロードの有効化の
ボックスがチェック（有効化）されていることを
確認してください、高度画面 3, page 58 ページ。
USB からダウンロードされるすべてのファイル
は、「DOWNLOAD」フォルダに置かれます。

例：「E:\GRACO\12345678\DOWNLOAD\」

8 桁の数字のフォルダ名は、コントロールインター
フェースの 8桁のシリアル番号に一致します。複数
のコントローラーからダウンロードする場合、各
コントロールインターフェースにつき「GRACO」
フォルダーの中に 1つのサブフォルダができます。

USBUSBUSB ロロログググ

動作中、コントロールインターフェースはシステ
ムとパフォーマンスに関連する情報をログファイ
ルの形式でメモリに保存します。2 つのタイプの
ログファイルを維持しています：イベントログ、
システムログです。ログファイルを取得するに
は、システムデータのダウンロード, page 41 を参
照してください。

イイイベベベンンントトトロロログググ

イベントログファイルの名称は「1-EVENT.CSV」
で、「DOWNLOAD」フォルダに保存されていま
す。

イベントログは、最新の 1,000 イベントの記録を保
持しています。ログファイルの各イベントレコー
ドには、イベントが発生した日時、イベントタイ
プ、イベントコード、イベント説明が含まれます。

シシシススステテテムムムロロログググ

システムログファイルの名称は「2-SYSTEM.CSV」
で、「DOWNLOAD」フォルダに保存されていま
す。

システムログは、システムに接続されているすべて
のコントロールインターフェースモジュールの記
録を保持しています。ログファイル中の各イベン
ト記録は、日付、時刻、ソフトウエア部品番号、
ソフトウエアのバージョンを含んでいます。

シシシススステテテムムム構構構成成成設設設定定定値値値フフファァァイイイルルル

システム構成設定ファイルの名前はSETTINGS.TXT
で、「DOWNLOAD」フォルダに保存されます。

システム構成設定値ファイルは、USB フラッシュ
ドライブが挿入される度に、自動的にダウンロード
されます。このファイルを使用して、将来の回復の
ためにシステム設定をバックアップしたり、複数
のシステムにわたって容易に設定を複製したりし
ます。このファイルの使用方法に関する指示につ
いては、システム構成のアップロード, page 41 を
参照してください。

コントロールモジュールの USB ポートの位置につ
いては、 CAN ケーブルをつなげる, page 21 を参
照してください。

すべてのシステム設定を希望通りに設定した後
に、SETTINGS.TXT ファイルを取り出します。設
定が変更されて、希望のセットアップに急速に変
更して元に戻す必要がある場合のために、バック
アップとして、ファイルを将来での使用のために
保管します。

Note

• システム設定は、ソフトウェアの異なる
バージョンの間で互換性がない場合が
あります。

• このファイルの中身を変更しないで下
さい。
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カカカスススタタタムムム言言言語語語フフファァァイイイルルル

カスタム言語ファイル名は、DISPTEXT.TXT で、
DOWNLOAD フォルダに保存されます。

カスタム言語ファイルは、USB フラッシュドライ
ブが挿入される度に、自動的にダウンロードされ
ます。希望する場合、このファイルを使用して、
コントロールインターフェース内に表示される、
カスタム言語文字列のユーザー定義セットを作成
してください。

コントロールインターフェースは、以下のユニコー
ド文字を表示できます。このセットに含まれない文
字に対しては、システムは、ユニコードの代用文字
を表示しますが、代用文字は、黒ダイヤの中に入っ
た白いクエスチョンマークとして表示されます。

• U+0020 - U+007E（基本ラテン語）
• U+00A1 - U+00FF（ラテン語-1 補足）
• U+0100 - U+017F（拡張ラテン語-A）
• U+0386 - U+03CE（ギリシャ語）
• U+0400 - U+045F（キリル文字）

カカカスススタタタムムム言言言語語語文文文字字字列列列ののの作作作成成成

カスタム言語ファイルは、2 つの列を含む、タブで
区切ったテキストファイルです。最初の列は、ダ
ウンロード時に選択された言語の文字列のリスト
で構成されています。2 番目の列は、カスタム言語
文字列の入力に使用できます。カスタム言語が以
前にインストールされていた場合、この列にはカ
スタム文字列が含まれます。さもない場合、2 番目
の列は空白になります。

必要に応じてカスタム言語ファイルの2番目の列を変
更し、次にシステム構成のアップロード, page 41に
従ってファイルをインストールします。

カスタム言語ファイルのフォーマットは非常に重
要です。インストール処理が成功するように、以
下の規則に従う必要があります。

• ファイル名は、DISPTEXT.TXT にする必要があ
ります。

• ファイルフォーマットは、ユニコード（UTF-16）
文字表示を使用する、タブで区切ったテキスト
ファイルにする必要があります。

• ファイルは、列が 1 つのタブ文字で分離される 2
つの列のみを含むようにする必要があります。

• ファイルに行の追加または削除を行わないでく
ださい。

• 行の順序を変更しないでください。
• 2 番目の列にある各行に対し、カスタム文字列を
定義します。
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シシシススステテテムムムデデデーーータタタのののダダダウウウンンンロロローーードドド

1. USB フラッシュドライブを USB ポートに挿入
します。 CAN ケーブルをつなげる, page 21 を
参照してください。

2. メニューバーと USB インジケータライトは、
USB がファイルをダウンロード中であること
を示しています。USB アクティビティが完了
するまで待ちます。ポップアップが確認され
ていない場合は、転送が完了するまでポップ
アップが表示されます。

3. その USB フラッシュドライブを USB ポートか
ら取り外します。

4. USB フラッシュドライブをそのコンピュータ
の USB ポートに挿入します。

5. USB フラッシュドライブは自動的に開きます。
開かない場合は、USB フラッシュドライブを
Windows ®Explorer 内で開きます。

6. Graco フォルダを開きます。
7. システムフォルダを開きます。複数のシステム

からデータをダウンロードする場合、複数の
フォルダが存在します。各フォルダには、対応
するコントロールインターフェースのシリアル
番号の名前でラベル付けされています。（シリ
アル番号はコントロールインターフェースの裏
側に表示されます。)

8. DOWNLOAD フォルダを開きます。
9. 最高数値のラベルの付いたログファイルのフォ

ルダを開きます。最高値は、最新のデータダウ
ンロードであることを示します。

10. ログファイルを開きます。ログファイルは、プ
ログラムがインストールされている限り、デ
フォルト設定で、Microsoft® Excel® で開くこと
ができます。ただし、テキストエディタまたは
Microsoft Word で開くこともできます。

注注注：：：すべての USB ログは Unicode（UTF-16）形式
で保存されます。ログファイルを Microsoft Word
で開く場合、エンコードには Unicode を選択し
てください。

シシシススステテテムムム構構構成成成のののアアアッッップププロロローーードドド

この手順を使用して、システム構成ファイルおよ
び/またはカスタム言語ファイルをインストールし
てください。

1. 必要に応じて、システムデータのダウンロード,
page 41 に従って、自動的にUSB フラッシュド
ライブ上に適切なフォルダ構造を生成します。

2. USB フラッシュドライブをそのコンピュータ
の USB ポートに挿入します。

3. USB フラッシュドライブウィンドウが自動的
に開きます。開かない場合は、その USB フ
ラッシュドライブを Windows Explorer 内で開
きます。

4. 「Graco」フォルダを開きます。
5. システムフォルダを開きます。2 つ以上のシス

テムで作業する場合は、「Graco」フォルダ
内に 2 つ以上のフォルダが作成されます。各
フォルダには、対応するコントロールインター
フェースのシリアル番号の名前でラベル付けさ
れています。（シリアル番号はコントロールイ
ンターフェースの裏側に表示されます。)

6. システム構成設定ファイルをインストー
ルする場合、「UPLOAD」フォルダ内に
SETTINGS.TXT ファイルを配置します。

7. カスタム言語ファイルをインストールする場
合、「UPLOAD」フォルダ内に DISPTEXT.TXT
ファイルを配置します。

8. USB フラッシュドライブをコンピュータから
取り外します。

9. USB フラッシュドライブをコントロールイン
ターフェースの USB ポートに設置します。

10. メニューバーと USB インジケータライトは、
USB がファイルをダウンロード中であること
を示します。USB アクティビティが完了する
まで待機します。

11. その USB フラッシュドライブを USB ポートか
ら取り外します。

注注注：：：カスタム言語ファイルがインストールされて
いた場合、ユーザは、アドバンスセットアップ画
面 1 にある言語ドロップダウンメニューから別の
言語を選択できます。 高度画面 1, page 57 を参
照してください。

画画画面面面ののの表表表面面面ををを洗洗洗浄浄浄

ガラスクリーナーのようなアルコールベースの家庭
用の洗剤を使用してコントロールインターフェー
スを洗浄します。
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シシシススステテテムムムソソソフフフトトトウウウェェェアアアのののアアアッッップププデデデーーー
トトト

新しいハイドロシールドシステムには、ハイド
ロシールドシステムを操作するように事前プログ
ラムされているコントロールインターフェースが
あります。コントロールインターフェースが交換
される場合、Graco ブラックソフトウェアアップ
デートトークン（17Z578）があります。これに
は、最新のソフトウェアが含まれています。トー
クンを使用して、3A1244 で説明されている要領
で置換コントロールインターフェースをプログラ
ムしてください。 関連の取扱説明書, page 3 を参
照してください。

トークンはトークンシステム内プログラミングを利
用します。これは、ソフトウェアアップデートを
USB ドライブからトークンに転送する機能があり
ます。この機能を利用すると、ソフトウェアアッ
プデートをオンラインで取得し、USB ドライブに
ダウンロードし、出荷される新しいソフトウェア
アップデートトークンを待機することなくトーク
ンに直接転送できます。

Graco ブラックソフトウェアアップデートトークン
をすでに持っている場合、ハイドロシールドシス
テムソフトウェアをアップデートするためにそれ
を使用できます。

Note

このプロセスは Graco ブラックトークンの
みのためのもので、Graco ブルートークン
には使用できません。

Note

すべてのアップデートファイルには、
ファイル拡張子 *.GTI（ソフトウェア
アップデートファイル）または *.GMI
（ゲートウェイマップファイル）をつけ
る必要があります。最大 14 ファイルが
「\Graco\Software\」フォルダーにある可能
性があります。

絶縁システムでソフトウェアをアップデートす
る方法：

• システムの最新ソフトウェアバージョンを
Graco Web サイトからダウンロードします。

ソフトウェアのアップデートを取得, page 42 の
手順に従います。

• ソフトウェアをコントロールイン
ターフェースに転送します。 USB
からシステムへソフトウェアを転送, page 43 の
手順に従います。

ソソソフフフトトトウウウェェェアアアのののアアアッッップププデデデーーートトトををを取取取得得得

インターネットへのアクセスがあるコンピュー
ターを使用して、システムに対するソフトウェア
のアップデートを取得してください。

1. USB ドライブをコンピュータの USB ポートに
挿入します。

2. インターネットブラウザーを開いて、
help.graco.com に移動してください。

3. 希望のソフトウェアのアップデートのページへ
移動します。

4. GTI ソフトウェアアップデートのファイルを
USB ドライブの「\GRACO\SOFTWARE\」フォ
ルダーに保存してください。

USB ドライブに自動的に「SOFTWARE」
フォルダーを作成するには、USB をコント
ロールインターフェースに挿入して、アドバ
ンス画面 4 のソフトウェアアップデートアイ

コン の横にあるソフトキーを押しま
す。高度画面 4, page 59 を参照してください。

Note

USB のフォルダー内に格納できるソフ
トウェアアップデートのファイル数を
14 に制限してください。コントロール
インターフェースのソフトウェアは、
最新の 14 のアップデートのみを表示
できます。

5. ソフトウェアが USB ドライブにダウンロード
できたら、ブラウザーを終了し、USB ドライ
ブをコンピューターから消去してください。
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USBUSBUSB かかからららシシシススステテテムムムへへへソソソフフフトトトウウウェェェアアアををを転転転送送送

システムソフトウェアアップデートを USB ドライ
ブにダウンロードした後に、この手順を使用して、
USB ドライブからコントロールインターフェース
へアップデートを転送してください。

コントロールインターフェースを準備して、ソフ
トウェアを受け取ってください：

1. コントロールインターフェースを平面に対して
下向きになるように配置して、トークンアクセ
スカバーを取り外してください。

2. コントロールインターフェースを上向きにな
るように回転します。

3. 別途利用することが可能なシステム電源また
は電源キット 24F672 のどちらかを使用してい
るコントロールインターフェースへ電力を供
給してください。電力が供給されると、コン
トロールインターフェースが起動し、使用の
準備が整います。

ソフトウェアをシステムに転送します：

1. アドバンス画面 4 へ移動しま
す。 高度画面 4, page 59 を参照してく

ださい。 アイコンの横にあるソフトキー
を押します。ソフトウェアアップデート起動
画面上に表示されるプロンプト画面に従って
ください。

Figure 24 ソフトウェアアップデート起動画面
2. アップロード/ダウンロードのオプションを無

効にするかどうかを検討します：

アイコンの横にあるソフトキーを押す
と、USB ログ、システム設定、カスタム言語
ファイルのアップロード/ダウンロードオプショ
ンが無効になります。アイコンがグレーで表示
されているとき、アップロード/ダウンロード

オプションは無効です 。

Note

アップロード/ダウンロードオプション
を無効にすると、ソフトウェア転送手
順を高速化できます。しかし、ソフト
ウェア転送手順中に、デフォルト設定
を行う工場出荷時の設定へのリセット
することが可能です。データログ、シ
ステム設定、カスタム言語ファイルが
非常に重要な場合は、Graco はアップ
ロード/ダウンロードオプションを有効
のままにすることを推奨します。アイ
コンが青で表示されているとき、アッ
プロード/ダウンロードオプションは有

効です 。

アイコンの横にあるソフトキーを
押して、USB アップデート画面を終
了してください。
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3. 電力ボタン を押して、システムをオフにし
てください。

Note

トークンが存在する際にパワーサイクル
が行われると、現在トークンに読み込
まれているソフトウェアをシステムが
読み込もうとします。古いソフトウェ
アを含むトークンを挿入した場合は、
パワーサイクルを行い、古いソフト
ウェアを間違って読み込まないように
してください。ソフトウェアの新旧に
よっては、トークンを再度プログラム
することができないことがあります。

4. カバーが取り外されたスロットに、黒いアップ
デートトークンを挿入してください。

Figure 25 トークンの挿入

5. アップデートされたソフトウェアのある USB
ドライブを USB インターフェーススロット
へ挿入してください。

警告が画面で点滅し、USB のダウンロードが
行われていることを信号で通知するかもしれ
ません。USB のダウンロードが完了したこと
を示す警告に対して待機してください。Enter

キー を押して、ソフトウェアアップデート
開始画面に戻ってください。

Figure 26 USB ドライブを挿入

USB ドライブがソフトウェア転送プロセスに

対して準備している際は、砂時計 が表示
されます。このプロセスに数分以上かかる場
合、USB ドライブを取り外してもう一度やり
直してください。

互換性のあるソフトウェアファイルが USB ド
ライブにない場合は、以下のメッセージが表示

されます： 。
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6. プロセスの開始の準備が整うと、画面が USB
ソフトウェアアップデート画面に自動的に移
行します。

• 画面の左側で、ドロップダウンボックスを
使用して、ソフトウェアアップデートファ
イルを USB ドライブから選択します。各
アップデートに対するソフトウェアの部品
番号とバージョンは、ファイルの下に一覧
表示されます。

Enter キー を押して、USB ドライブの
選択内容を変更します。ドロップダウンメ
ニューは、利用可能なソフトウェアアップ
デートファイルを表示します（最大 14 ファ
イル）。
キーパッドの矢印を使用して、希望のアップ

デートをハイライトしてから、Enter を
押して、アップデートを選択してください。

• 画面の右側に、トークンの現在のソフトウェ
アの部品番号とバージョンが一覧表示され
ます。

Figure 27 USB ソフトウェアアップデート画面

7. 続行 アイコンの横にあるソフトキーを押
して、ソフトウェア転送を開始してください。

以下の例では、17X093 ソフトウェアのソフ
トウェアバージョン 0.01.002 が USB からコ
ピーされ、トークンの 17X083 のバージョン
0.01.001 を上書きします。

ソフトウェアアップデートをトークンに書き込
むプロセスは、完了するまでに数分かかること
があります。転送が進行中の際は、USB ドラ
イブとトークンを挿入したままにしてくださ
い。この間、コントロールインターフェースボ
タンは機能しません。

Figure 28 ソフトウェア転送プロセス
8. 転送が完了すると、進捗状況を示すバーが青に

点灯し、進捗状況が 100% になります。USB
ドライブとトークンをコントロールインター
フェースから取り外してください。

Figure 29 ソフトウェア転送が完了
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9. 転送が完了した後、 アイコンの横にある
ソフトキーを押して、コントロールインター
フェースを自動的にリセットして、ソフト
ウェアをロードしてください。Graco Control
Architecture モジュールのソフトウエアバー
ジョンのアップデート方法の段階的手順に関
しては、取扱説明書 3A1244 を参照してくだ
さい。 関連の取扱説明書, page 3 を参照して
ください。

Note

システムを手動でリセットし、*.GMI
ファイルを読み込む必要があります。
システムの取扱説明書に従って、ゲー
トウェイマップの新しいバージョンを
読み込んでください。

10. ソフトウェアアップデートの転送が失敗する
と、進捗状況を示すバーが赤になり、パーセン
トの値は表示されません。トークンと USB が
適切に挿入されていることを確認し（ゆるく
なっていることが内容に確認）、手順をもう
一度やり直してください。転送のプロセスが
完了するまで、USB ドライブまたはトークン

を取り外さないでください。 の横にある
ソフトキーを押して、ソフトウェアの転送を
再試行してください。

Figure 30 ソフトウェア転送が未完了

ソフトウェア転送が正常に完了すると、コント
ロールインターフェースの電力が通常通り復
旧します。必要に応じて別のトークンで手順
を繰り返すことができます。
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実実実行行行メメメニニニュュューーー

ホホホーーームムム画画画面面面

ホーム画面は、オペレーターが塗装中に使用する
主な画面です。システムに電力が供給されると、
オフモードになります。

オペレーターはまず、塗装のためにスタンバイ
モードを選択する必要があります。利用可能な設
定は、色変更がシステムで有効であるかどうかに
より異なります。スタンバイが選択された後、オ
ペレーターはプライム、パージ、スプレーのボタ
ンを選択できます。

TableTableTable 555 シシシススステテテムムムモモモーーードドドへへへのののキキキーーー

ソソソフフフトトト
キキキーーー

機機機能能能

スススタタタンンンバババイイイ

押すとシステムがスタンバイに切り替
わります。操作のためにシステムを準
備するため、あるいはシフト変更など
操作中に休憩を確保するために、スタ
ンバイモードが使用されます。すべて
の液体バルブが閉じられ、すべての
エアバルブがオフです。絶縁バルブ
（G）が下向き（下部）の位置です。

スタンバイモードでは、システムが、
インレットエア供給があること、そし
て最小値として求められる 70 psi（0.5
MPa、4.8 bar）のエア圧力がシステム
に供給されることを確認します。

プププララライイイムムム

プライムモードに移動するために押し
ます。システムに新しい材料をロード
するために、プライムモードが使用
されます。絶縁液体ポンプ（K）の容
量が最小化され、ガンへのエアがオ
フにされます。システムが接地され
たままです。

ソソソフフフトトト
キキキーーー

機機機能能能

パパパーーージジジ

押してパージモードに移行します。シ
ステムを洗浄したり、色を変更したり
するために、パージモードが使用され
ます。絶縁液体ポンプ（K）が充填し、
吐出しますが、ガンへのエアがオフ
で、システムが接地されたままです。

色変更を有効にしたパージモードで
は、利用できるボタンはオペレーター
がプリセット 0 であるか、パージプ
ロファイルを使用しているかにより
異なります。

• プリセット 0 は、手動のパージを実
行するための、オペレーターのため
のボタンを示します。

• パージプロファイルは、事前構成
されたパージシーケンスを自動的に
実行するための、再生ボタンを示し
ます。

パージモードのホーム画面, page 51 を
参照してください。

スススプププレレレーーー

押してモードに移行します。スプレー
モードは塗装用に使用されます。シス
テムがスプレーモードに移行すると
すぐに、絶縁液体ポンプ（K）の充填
が開始されます。

スプレーするためにガンの引き金が
ひかれると、絶縁バルブ（G）と接地
ロッド（N）が上げられて、システム
で電圧をかけられるようになります。

引き金が放されると、絶縁バルブ
（G）と接地ロッド（N）が下げられ
ます。システムで放電が行われ、ポン
プの補充が開始されます。

スプレーモードに移行するにはまず、
プライムまたはスタンバイのモードで
ある必要があります。パージモードか
ら直接スプレーモードに移行するこ
とはできません。

スプレーモードで、メニューバーが以
下を表示します：

• ポンプの充填時に、スプレー-充填
を行います。

• ポンプがフルでシステムがガンの引
き金がひかれるのを待機していると
きに準備が整った状態になります。

• スプレーのためにガンの引き金がひ
かれると、吐出します。
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色色色変変変更更更なななしししのののホホホーーームムム画画画面面面 色色色変変変更更更ががが有有有効効効なななホホホーーームムム画画画面面面

オオオフフフモモモーーードドド

スススタタタンンンバババイイイモモモーーードドド

TableTableTable 666 色色色変変変更更更ががが有有有効効効にににささされれれててていいいるるる///ささされれれててていいいななないいいホホホーーームムム画画画面面面へへへのののキキキーーー

キキキーーー
まままたたたははは
フフフィィィーーー
ルルルドドド 説説説明明明

画画画面面面ににに移移移動動動
編集のために押して画面に入ります。ハイライトされているデータまたはフィールドは、
オペレーターにより変更できます。上/下 矢印キーを使って、データフィールドを移動し
てください。

画画画面面面ををを終終終了了了
編集後に押して画面を閉じます。
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キキキーーー
まままたたたははは
フフフィィィーーー
ルルルドドド 説説説明明明

充充充填填填しししななないいい
引き金が放された際に絶縁液体ポンプが補充されるのを回避するために、[充填しない] をアク
ティベートしてください。[充填しない] は塗装のジョブの終了時によく使用されます。ポンプ
が空になると、別のモードが選択されるまでシステムが待機します。

[充填しない] モードは、以下のような状況で役立ちます：

スプレーモード中：

• オペレーターがシフトの終わり近くになっていて、塗装して、ポンプの中で座りたく
ありません。

• スプレーの部品の残り数では、ポンプにもう一杯塗装を確保する必要がありません。
• 塗装の色がすぐに変わります。

パージモード中（色変更が有効でない）：

• オペレーターがスプレーを完了するところで、ガンを通じてポンプの最後の塗料を吐出
しています。ポンプが空になると、オペレーターは液体供給ホースを洗浄液に簡単に切
り替えられます。

イイインンンレレレッッットトトエエエアアア
緑のインレットエアのステータスバーが、インレットエア供給圧力が最小として求められてい
る 70 psi（0.5 MPa、4.8 bar）を超えていることを示しています。

赤は、必要なエア圧力が検出されていないため、システムを実行できないことを示しています。
接接接地地地ロロロッッッドドド
接地ロッドアイコンは、接地ロッド（N）がダウンしていて、システムが放電しているこ
とを示しています。

電荷アイコン は、接地ロッドがアップで、システムが電荷を保持できることを示しています。
ボボボルルルトトトレレレベベベルルル
システムの電圧レベルを表示します。

液液液体体体レレレベベベルルル
絶縁液体ポンプの液体レベルを表示します。

• 0% （空）

• 50%
• 100% （フル）
色変更が有効の場合、アイコンは絶縁液体ポンプの液体レベル、ならびに使用されている塗料
の色を表示します。ポンプの色は、ポンプの中身を表示します：

• アクア/シアンの色 = 不明の液体。通常は洗浄液。
• ダークブルー = 塗料。アイコンの左に塗料の番号が表示されます。
• グレー = エア。システムの洗浄時に使用されます。
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キキキーーー
まままたたたははは
フフフィィィーーー
ルルルドドド 説説説明明明

スススプププレレレーーーのののプププリリリセセセッッットトト
ガンのエアと液体圧力を設定するために、スプレーのプリセット番号を入力します。スプレー
ガンの記号は、番号がスプレープリセット番号であることを示します：

プリセット 1 から 99 までを構成するには、 ガンの液体とエアの設定を調整, page 35 を
参照してください。

プリセット 0 を利用すると、オペレーターが操作中にいつでも設定を変更できます。
パパパーーージジジプププロロロフフファァァイイイルルル。。。
システムを自動的にパージするために、パージプロファイル番号を入力してください。
（色変更が有効なシステムのみで利用可能です。）パージガン記号は、番号がパージプロ
ファイル番号であることを示しています：

パージシーケンスを構成するには、パージ画面 1 ～ 5, page 55 を参照してください。
ガガガンンンのののエエエアアア圧圧圧力力力
ガンのエア圧力を設定します。点が塗りつぶされている場合は、ガンに対するエア圧力がアク
ティブです。実際のエア圧力が、長方形の下に表示されます。
ガガガンンンののの液液液体体体圧圧圧力力力
ガンの液体圧力を設定します。点が塗りつぶされている場合は、ガンに対する液体圧力がアク
ティブです。実際の液体圧力が、長方形の下に表示されます。
バババルルルブブブのののイイインンンジジジケケケーーータタターーー

グリーンの丸は、システムの使用時に、どのバルブがアクティブであるかを示します。グレー
の丸は、バルブがオフであることを示します。
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パパパーーージジジモモモーーードドドのののホホホーーームムム画画画面面面

色色色変変変更更更ががが有有有効効効なななホホホーーームムム画画画面面面

手手手動動動パパパーーージジジ画画画面面面 パパパーーージジジプププロロロフフファァァイイイルルル画画画面面面

TableTableTable 777 パパパーーージジジモモモーーードドドのののホホホーーームムム画画画面面面へへへのののキキキーーー

ソソソフフフトトト
キキキーーーまままたたた
はははフフフィィィーーー
ルルルドドド 説説説明明明

手手手動動動ダダダンンンプププ

押して、絶縁液体ポンプの中身を手動によりポンプでダンプバルブから外にダンプしてくだ
さい。ポンプが空の場合、ボタンがアクティベートされません。

ダンプを停止するには、ボタンを再度押してください。
手手手動動動洗洗洗浄浄浄
絶縁液体ポンプを続けて空にして、補充するために、押してください。システムを洗浄して
きれいにするために、使用してください。

洗浄を停止するためにボタンを再度押してください。
手手手動動動エエエアアア
液体ラインを通じてエアをガンから手動で押し出すために、押してください。システムがエ
アを入れられるようにする前に、絶縁液体ポンプを空にする必要があります。

エアの押し出しを停止するには、ボタンを再度押してください。
パパパーーージジジののの再再再生生生
パージのプロファイルが入力されたら、再生ボタンを押して、パージのシーケンスを開
始してください。
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イイイベベベンンントトト画画画面面面

イベント画面を使用して、絶縁システムが生成し
た最後の 99 のステータスメッセージを表示しま
す。画面の右にある上向き/下向きの矢印をクリッ
クして、メッセージをスクロールします。

各メッセージラインには、日付、時間、ステータ
スコードがあります。エラーコード, page 84 を参
照してください。

状状状態態態画画画面面面

状態画面は、システムが監視する入力信号、なら
びにシステムアクティビティをドライブするソレ
ノイドのまとめを表示します。画面は、情報提供
とトラブルシューティングの目的のために用意さ
れています。

状状状態態態画画画面面面 111

状態画面は、システムが監視する入力信号、なら
びにシステムアクティビティをドライブするソレ
ノイドのまとめを表示します。状態画面は、情報
提供とトラブルシューティングの目的のために用
意されています。

入入入力力力

入力は、システムが作動する信号です。入力の横
にステータスを示す丸が黄色で表示されている場
合、センサーがアクティベートされています。

• シシシススステテテムムム停停停止止止：：：エエエアアア：：：システムに停止するよう
通知する外部空気圧入力。システム停止空気圧
入力は、オプションのシステム停止空気
圧入力キット 26B414 が設置されている
場合のみ利用できます。設置するには、
オプションのシステム停止空気圧入力キットを設置,
page 25 を参照してください。

• シシシススステテテムムム停停停止止止：：：デデデジジジタタタルルル：：：システムに停
止するよう通知する外部電気入力。シス
テム停止デジタル入力は、オプションの
オプトカプラーキット 24Z226 が設置され
ている場合のみ利用できます。設置するに
は、オプションのシステムステータス出力を設置,
page 26 を参照してください。

• イイインンンレレレッッットトトエエエアアア：：：最小値として求められている
エア圧力 70 psi（0.5 MPa、4.8 bar）が検出さ
れたことを示します。

• シシシャャャトトトルルル上上上部部部：：：絶縁バルブが上部の位置にある
ことを示すセンサー。

• シシシャャャトトトルルル下下下部部部：：：絶縁バルブが下部の位置にある
ことを示すセンサー。
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• ガガガンンン洗洗洗浄浄浄ボボボッッックククススス：：：ガン洗浄ボックスが閉じられ
ていることを示すセンサー。（ガン洗浄ボック
スは、システムとガンを自動的に掃除し、パー
ジするアクセサリーです。）

• 液液液体体体引引引ききき金金金：：：ガンの引き金がひかれていること
を示すエアフロースイッチ。

ソソソレレレノノノイイイドドド

システムのアクティビティをドライブする電子か
ら空気圧の作動装置。

• シシシャャャトトトルルルダダダウウウンンン：：：絶縁バルブを下にドライブし、
充填のために開きます。

• シシシャャャトトトルルルアアアッッップププ：：：絶縁バルブを上にドライブし、
荷電流体を絶縁するために閉じます。

• シシシャャャトトトルルルイイイジジジェェェクククトトト：：：下の位置から、絶縁バルブ
をシートから上に向かってイジェクトします。

• シシシャャャトトトルルル液液液体体体イイインンン：：：システム液体インレットの
近くにある液体バルブを開きます。

• ポポポンンンプププ液液液体体体イイインンン：：：存在する場合に、絶縁液体ポ
ンプ液体インレットの近くの液体バルブを開き
ます。
液体バルブは標準システムにはありません。変換
キットを購入して、スプリングチェックバルブ
を空気圧でアクティベートされた液体インレッ
トバルブで置換します。

• ポポポンンンプププののの圧圧圧力力力：：：絶縁液体ポンプへのエア圧力を
アクティベートします。

• 接接接地地地ロロロッッッドドド：：：接地ロッドをアクティベートし
（上げ）、システムが電荷をビルドできるよう
にします。

• ガガガンンン洗洗洗浄浄浄ボボボッッックククススス：：：ガン洗浄ボックスのガン引
き金がアクティベートされます。

• シシシススステテテムムムススステテテーーータタタススス::: スプレーしても大丈夫であ
ることをシステムに示します。

状状状態態態画画画面面面 222

状態画面 2 は、色変更バルブに対してアクティビ
ティをドライブするソレノイドの現在のステータ
スを表示します。

画面は、ソレノイドバルブの番号とバルブの機能
を一覧表示します。ボックスがチェックされてい
る場合は、ソレノイドがアクティベートされてい
ることを示しています。

ソソソレレレノノノイイイドドドバババ
ルルルブブブ///機機機能能能

説説説明明明

1/エア ソレノイド 1 はエアバルブを制
御します（デフォルト）。

10/洗浄 ソレノイド 10 は洗浄バルブを
制御します（デフォルト）。

2/ダンプ ソレノイド 2 はダンプバルブを
制御します（デフォルト）。

バルブ 3 ～ 9
と 11 ～ 18/色
1 ～ 15

ソレノイド 3 ～ 9 と 11 ～ 18　
は色材料 1 ～ 15 のバルブを制
御します。
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セセセッッットトトアアアッッップププメメメニニニュュューーー
セットアップメニューのロックを解除するには、
セットアップキー を押します。

パスワードが設定されている場合は、パスワード
を入力します。（デフォルト：0000。）パスワー
ドを設定するには、高度画面 1, page 57 を参照し
てください。

セットアップメニューを終了してホーム画面に戻
るには、セットアップキー を押してください。

画面で情報を編集するには、画面に移動キー を
押してください。

プププリリリセセセッッットトト

この画面を使用して、異なる液体、部品、シナリオ
に対してスプレー設定を事前構成してください。

プリセット 0 ～ 99 の利用に関する情報について
は、ガンの液体とエアの設定を調整, page 35 を参
照してください。

プププリリリセセセッッットトト::: スプレーパラメーター、塗料の色、
パージシーケンスのこのセットに対して割り当て
られている数字。

エエエアアア：：：ガンを通じて供給されるエア圧力。

液液液体体体::: ガンを通じて供給される液体圧力。

色色色::: 色の数字を表示して、このプリセットに関連
付けます。

パパパーーージジジ::: パージ画面で構成されている
カスタムパージシーケンスを表示しま
す。 パージ画面 1 ～ 5, page 55 を参照してくだ
さい。

カカカスススタタタムムム充充充填填填：：：ポンプを充填している際、あるいは
警報灯がポンプの材料レベルを示している際に、
カスタマイズするために、ボックスをチェックし
ます。ポンプ画面 1 でグローバルポンプ設定を使
用するために、ボックスをチェックしないままに
します。ポンプ画面 1：ポンプ容量, page 56 を参
照してください。
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パパパーーージジジ画画画面面面 111 ～～～ 555

パージ画面を使用して、最大 5 つのパージプロ
ファイルを構成してください。各パージプロファ
イルをカスタマイズして、様々な液体を最適に
マッチさせます。

パパパーーージジジ::: 数字をパージプロファイルに割り当てま
す。

パージプロファイルの数字を使用できます：

• パージモードの際にホーム画面
で。 ホーム画面, page 47 を参照してく
ださい。

• パージプロファイルを塗料の色と関連付けるため
に、プリセット画面で。プリセット, page 54 を
参照してください。

タタタイイイムムムアアアウウウトトト：：：パージプロファイルを完了する際に
問題が生じていることを示す前にシステムがアク
ションに対して待機する秒数。タイムアウトは、
補充サイクルを完了するのに充分な長さに設定す
る必要があります。0 を入力して、タイムアウトを
無効にしてください。

液液液体体体::: 子のパージプロファイル中に液体がシステ
ムから出るようにするために、液体圧力を設定し
てください。

残りの設定は、パージシーケンスのアクションを定義します：

1 ダダダンンンプププ有有有効効効：：： 廃棄物容器に中身を移して空にするホースにダンプバルブがつながれている場合
に、このボックスをチェックしてください。ダンプバルブがホースにつながれて
いない場合、このボックスを必ずオフにしてください。システムでポンプから
残りの中身がこぼれ出ます。

2 エエエアアア注注注入入入：：： ポンプが空になった後、エアがシステムを通じて注入される秒数。エア注入をス
キップするには 0 を入力します。

3 洗洗洗浄浄浄液液液注注注入入入：：： 洗浄液がシステムを通じて注入される秒数。洗浄液注入をスキップするには 0 を
入力します。

4 最最最充充充填填填回回回数数数：：： ポンプを空にして補充する回数。補充回数をスキップするには 0 を入力します。

5 チチチョョョッッップププ：：： パージシーケンスに対する液体とエアが交代する洗浄期間を追加するには、この
ボックスをチェックします。

• エエエアアアチチチョョョッッップププ：：：エア間隔の秒数。
• 洗洗洗浄浄浄チチチョョョッッップププ：：：液体間隔の秒数。
• 合合合計計計チチチョョョッッップププ：：：エアと液体がシステムを通じて交代する総秒数。

6 最最最終終終注注注入入入：：： パージシーケンスの最終アクションを選択します：

• なななししし：：：最終アクションを実行しません。パージが補充サイクル後に完了してい
るか、チョップが完了しています。

• エエエアアア：：：長い秒数、システムを通じてエアを注入します。
• 洗洗洗浄浄浄：：：長い秒数、システムを通じて洗浄液を注入します。
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ポポポンンンプププ画画画面面面

ポンプ画面を使用して、絶縁液体ポンプに関する
容量の情報を入力したり、問題発生時にシステム
を手動でパージしたりしてください。

ポポポンンンプププ画画画面面面 111：：：ポポポンンンプププ容容容量量量

この画面を使用して、絶縁液体ポンプについての容
積情報のグローバル設定を入力したり、警報灯が
ポンプの材料レベルを表示する方法を入力したり
します。特定の塗料の色に対して異なるポンプの
設定を構成するには、これらをプリセットの一部
として設定してください。プリセット, page 54 を
参照してください。

ポポポンンンプププ容容容量量量：：：ポンプの総容量（単位は平方センチ
メートル）。

最最最大大大充充充填填填量量量：：：ポンプは、ユーザーが設定したこの
量を超えません。

開開開始始始充充充填填填量量量：：：ポンプの容量がユーザーの設定した
この量を下回るまでシステムは充填を開始しませ
ん。これを適切に設定すると、遅延や不必要な補
充を回避できる可能性があります。

緑緑緑をををつつつけけけるるる：：：ポンプの容量が緑をつける設定を上回
ると、警報灯が緑になります。緑をつけると赤をつ
けるの設定の間のとき、警報灯が黄色になります。

赤赤赤をををつつつけけけるるる：：：ポンプの容量が赤をつける設定を下
回ると、警報灯が赤になります。

ポポポンンンプププ画画画面面面 222：：：オオオーーーバババーーーパパパーーージジジ

トラブルシューティング時にこの画面を使用し
て、絶縁液体ポンプを空にして、手動でシステム
をパージしてください。この画面を利用すると、
オペレーターはシャトル位置を検出する絶縁バル
ブセンサー（103）、ならびにポンプのフルと空の
ステータスを検出する絶縁液体ポンプのリニアー
センサー（321）をオーバーライドできます。

キャビネットを開いてから、この画面のシーケ
ンスに従って、手動でポンプを空にしたり、補充
したりしてください。

キャビネットを開いてから、この画面のシーケ
ンスに従って、手動でポンプを空にしたり、補充
したりしてください。

111：：：シシシャャャトトトルルル：：：押して、スタンバイモードへ移行
してください。再度押して、シャトルをドライブ
ダウンしてください。

2:2:2: シシシャャャトトトルルルををを下下下げげげるるる：：：キャビネットの中をチェッ
クして、シャトルがダウンしていることを確認して
ください。シャトルを下げるを押して、シャトル
がダウンの位置にあることを確認してください。

3:3:3: 空空空：：：押してから、ガンの引き金をひいて、液体
のポンプを空にしてください。

444：：：充充充填填填:::押して、ポンプを充填してください。ポン
プを掃除する場合には、洗浄液を供給するホース
がつながっていることを確認してください。

希望する場合は、液体がガンから出てくるまで、
空と充填を再度押してください。

システムがパージされたら、問題のトラブルシュー
ティングを続行してください。
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高高高度度度画画画面面面

画面で情報を編集するには、画面に移動キー を
押してください。

次の高度画面に進むには、矢印 を下に押して
ください。

高高高度度度画画画面面面 111

ユーザーの設定を行うために、この画面を使用
します。

言言言語語語：：：ご希望の言語を選択してください。

デデデーーータタタ形形形式式式：：：希望の日付形式を選択してください。

日日日付付付：：：テンキーを使用して本日の日付を入力し
てください。

時時時間間間::: テンキーを使用して正しい現地時刻（24 時
制）を入力してください。

Note

サマータイムなど、各地で調整した時間は
自動的に更新されません。

パパパスススワワワーーードドド：：：デフォルトパスワードは 0000 で
す。希望する場合は、テンキーを使用して、セッ
トアップ画面に移動するためのパスワードを設定
します。パスワード保護を無効にするには、パス
ワードを 0000 に設定してください。

スススクククリリリーーーンンンセセセーーーバババーーー：：：テンキーを使用して、ボタ
ンが押されないときでも画面にバックライトが点
灯し続ける時間の長さを設定します。

サササイイイレレレンンントトトモモモーーードドド：：：このボックスにチェックを入
れると、コントロールインターフェースのボタン
が押される度、もしくはイベントがアクティブに
なる度にブザー音がなりません。
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高高高度度度画画画面面面 222

この画面を使用して、システムの圧力単位を選
択します。

圧圧圧力力力：：：以下から選択：（デフォルト）psi、bar、
MPa

ボボボリリリュュューーームムムトトトーーータタタララライイイザザザーーー：：：以下から選択：（デ
フォルト）cc、L、Oz、gal

高高高度度度画画画面面面 333

この画面は、システムが USB 経由でデータの送受
信を行えるようにする場合に使用します。

USBUSBUSB ダダダウウウンンンロロローーードドド///アアアッッップププロロローーードドドののの無無無効効効化化化::: この
ボックスにチェックを入れると、USB がシステム
情報をダウンロードしたりアップロードしたりで
きるようになります。有効の場合、深度のダウン
ロードフィールドがアクティブになります。

深深深度度度のののダダダウウウンンンロロローーードドド::: データ取得が許可されている
日数を入力します。たとえば、前の週のデータを
取得する場合は、7 と入力します。

ロロログググ 90%90%90% フフフルルルののの勧勧勧告告告ががが有有有効効効::: 有効の場合（デ
フォルト）、メモリログが 90% フルになる
と、システムがアドバイザリを発行します。
この時点またはそれ以前に、データロスを
回避するためにダウンロードを行ってくださ
い。システムデータのダウンロード, page 41を参
照してください。

高度画面に関するトラブルシューティ
ングメッセージについての情報について
は、エラーコード, page 84 を参照してください。
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高高高度度度画画画面面面 444

この画面は、システムコンポーネントのソフトウェ
ア部品番号とバージョンを更新するために使用さ
れます。Graco 販売代理店に技術的なサポートを依
頼するときには、この画面を参照してください。

虫眼鏡 の横にあるソフトキーを押して、各
モジュールのシステムソフトウェアの詳細を表示
してください。

• 緑色のチェックマーク は、すべてのモジュー
ルがシステムの最新バーションであることを示
しています。

• 赤のクロスマーク は、モジュールの 1 つ
以上が求められているソフトウェアバージョン
になっていないことを示しています。この場合
は、赤のボックスが虫眼鏡の周囲で点滅しま
す。ミスマッチのソフトウェアは薄い赤でハイ
ライトされます。

システムの詳細を表示するには、右にスクロールし
てください。モジュールのシリアル番号の列ヘッ

ダーが のように表示されます。

虫眼鏡を押して、前の画面に戻ります。

システムソフトウェアをアップデートするには、
システムソフトウェアのアップデート, page 42の
手順に従ってください。
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較較較正正正画画画面面面

較較較正正正 111：：：ポポポンンンプププををを較較較正正正

較正 1 画面を使用して、絶縁液体ポンプの線形位
置センサーを較正してください。較正により、ポ
ンプのフルと空の制限が特定され、正確な量とパ
フォーマンスが保証されます。ポンプが整備のため
に取り外された後、あるいは新しいシステムソフト
ウェアが読み込まれた後に、ポンプを較正してくだ
さい。ポンプを較正, page 60 の手順に従います。

ポポポンンンプププををを較較較正正正

絶縁液体ポンプを較正する前に、エアと液体がシス
テムに供給されていることを確認してください。
システムをスタンバイモードにしてください。

1. 充填ボタンを押します。これにより、液体が
システムに流れ込み、ポンプの充填が開始さ
れます。画面の右下隅で、ポンプ量のインジ
ケーターが増え、対応するミリボルト（mV）
の数が減ります。

2. ポンプの量と mV の値が変化しなくなったら、
ポンプが満タンです。満タンに設定ボタンを押
してください。保存されている mV の値が、
ボタンの横にも表示されます。システムがス
タンバイモードに戻ります。

3. 空ボタンを押します。これにより、ポンプが加
圧され、液体がスプレーガンに送られます。ガ
ン引き金を引いて、液体を吐出します。画面の
右下隅で、ポンプ量のインジケーターが減り、
対応するミリボルト（mV）の数が増えます。

この画面は、システムに液体をフィードするた
めにシステムが使用するソレノイドバルブを一
覧表示します。このバルブは、現在のプリセッ
トに対して選択されている色に対応します。

4. 液体がガンから流れ出さなくなったら、引き
金を離してください。空に設定ボタンを押し
ます。保存されている mV の値が、ボタンの
横にも表示されます。システムがスタンバイ
モードに戻ります。

較較較正正正 222：：：エエエアアアととと液液液体体体

較正 2 画面を使用して、エアと液体の較正値を調
整してください。（デフォルト値は 1000 mV。）

エアと液体を較正してください：

• 実際のエアまたは液体の圧力がホーム画面のター
ゲット値と一致せず、一致すべきだと思われる
場合。 ホーム画面, page 47。
たとえば、エアがシステムに供給され、システ
ムがスタンバイモードの場合、ターゲット値と
実際の値の両方が 0 である必要があります。

• 電空レギュレーター（V2P）（415）の置換後。

• V2P ケーブルの置換後

エアと液体を較正, page 61 のステップに従って
ください。

エエエアアア：：：較正の目的のための現在のエア圧力（ミリ
ボルト（mV）単位）。

液液液体体体::: 較正の目的のための現在の液体圧力（mV
単位）。
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エエエアアアととと液液液体体体ををを較較較正正正

エアと液体を較正する前に、エア圧力がシステム
内にないことを確認してください。

1. 電気/空気圧（V2P）レギュレーターの交換,
page 114 に記載のゼロ消去ステップを実行し
てください。

2. 較正 2 画面で、エアを選択してください：

3. 較正 2 画面で、液体を選択してください：

システムの使用を再開してください。

較較較正正正 333：：：ブブブリリリーーードドド抵抵抵抗抗抗器器器

較正 2 画面を使用して、ブリード抵抗器の較正
値を調整してください。（デフォルト値は 10000
Mohm。）ブリード抵抗器を較正, page 61 に従っ
てください。

ホーム画面で kV の表示に関する値の変更を調整。

ブブブリリリーーードドド抵抵抵抗抗抗器器器：：：システムをゆっくり放電するた
めに使用される抵抗器。システムの充電時に設置
へのパスを提供。

Note

すべてのシステムは、値が 10,000 Mohm
に設定されて出荷されます。新しいブリー
ド抵抗器は、正確なシステム電圧を表示
します。

ブブブリリリーーードドド抵抵抵抗抗抗器器器ををを較較較正正正

1. システムからブリード抵抗器（24）を取り外し
て、ブリード抵抗器をまたがる抵抗を測定してく
ださい。ブリード抵抗器をチェック, page 72 を
参照してください。

2. 測定値を入力するにはテンキーを使用してく
ださい。9,000 ～ 11,000 Mohm の値しか利用
できません。

3. システムにブリード抵抗器を再度取り付けて
ください。

4. 液体圧力レギュレーター（21）からのワイヤ
をブリード抵抗器（24）へ再度取り付け、ブ
リード抵抗器を接地ロッド（18）へ再度取り
付けてください。

5. ブリード抵抗器の上部が、電子制御パネル内
の kV ボード（428）に戻されるようにしてく
ださい。

6. 再アセンブリが完了した後に、液体圧力レギュ
レーター、ブリード抵抗器、接地ロッドの間の
導通をチェックしてください。
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メメメンンンテテテナナナンンンススス画画画面面面

メメメンンンテテテナナナンンンススス 111：：：メメメンンンテテテナナナンンンススス期期期限限限

メンテナンス期限画面を使用して、システムのコ
ンポーネントに対してメンテナンスの通知を設定
します。各アイテムに対するサイクルカウンター
がこれらの設定値に到達すると、アドバイザリー
が画面に表示されます。

絶絶絶縁縁縁バババルルルブブブ：：：絶縁バルブシャトルが移動した回数。

絶絶絶縁縁縁バババルルルブブブシシシーーールルル：：：ハウジングのシールがエン
ゲージされた回数。

洗洗洗浄浄浄液液液：：：洗浄液が絶縁バルブを通じて移動した
回数。

量量量::: 絶縁液体ポンプがメンテナンスイベント間に
吐出した液体の総量（cc）。この値は、プライム
モードでシステムを通じて押し出された材料を反
映していません。

ポポポンンンプププ::: 絶縁液体ポンプが液体を吐出した回数。

ポポポンンンプププ::: 最後の失速試験が正常に完了してから経過
した日数。ポンプの失速試験の手順, page 63 を参
照してください。

ソソソレレレノノノイイイドドドバババルルルブブブ：：：ソレノイドバルブがアクティ
ベートされた回数。（状態画面 1 と 2 に一覧表示
されるすべてのソレノイド。状態画面, page 52 を
参照してください。）

メメメンンンテテテナナナンンンススス 222：：：ポポポンンンプププ失失失速速速試試試験験験

失速試験画面を使用して、内外の液体の漏れがな
いか、絶縁液体ポンプをテストしてください。ポ
ンプ失速試験の際は、システムが漏れのチェック
をする間、ポンプの位置は 60 秒間保持されます。
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ポポポンンンプププののの失失失速速速試試試験験験ののの手手手順順順

絶縁液体ポンプの失速試験を実行する前に、エア
と液体がシステムに供給されていることを確認し
てください。

システムのプライミングを行って、エアがポンプ
にないことを確認してください。システムをスタ
ンバイモードにしてください。

1. 充填ボタンを押します。システムが自動的に充
填されます。

ガン引き金が放されていることを確認してくだ
さい。試験中に、液体ラインが加圧され、ア
クティブなプリセット値になります。エアは
ガンに送られません。

2. 失速試験ボタンを押してください。絶縁液体ポ
ンプが加圧され、システムがリニアーセンサー
を監視し、これによりポンプストロークの上部
でポンプに漏れがないか探します。画面が失速
試験と試験が進行中という文字を表示します。

試験は完了するのに 1 分ほどかかります。試
験が正常に完了すると、確認のメッセージが
画面に表示されます。システムがスタンバイ
に戻ります。

3. スプレーボタンを押します。700 ～ 1000 cc を
吐出して、ポンプが 1/4 フルになるようにしま
す。

4. ガン引き金が放されていることを確認し、失
速試験ボタンを押します。これで、ポンプス
トロークの下部近くのポンプで、システムが
テストされます。

試験は完了するのに 1 分ほどかかります。試
験が正常に完了すると、確認のメッセージが
画面に表示されます。システムがスタンバイ
に戻ります。

Note

ハイドロシールドに加えて、この試験は
ホースの接続とガンをチェックします。
試験が失敗した場合は、閉じられた位置
で液体圧力レギュレーターに対するイン
レットのボールバルブで試験を繰り返して
ください。試験は、絶縁液体ポンプとハ
イドロシールド内の接続をチェックする
だけです。

メメメンンンテテテナナナンンンススス 333：：：シシシャャャトトトルルルバババルルルブブブのののリリリセセセッッッ
トトトとととテテテススストトト

絶縁バルブ作動カウントを表示し、これらのカウン
トをリセットし、バルブをテストします。アイテム
の横にステータスを示す丸が黄色で表示されている
場合、センサーがアクティベートされています。

シシシャャャトトトルルルををを下下下げげげるるる：：：バルブはシャトルダウンをド
ライブするために使用されます。ストロークの動
きの下に向かって行われます。

シシシャャャトトトルルルををを上上上げげげるるる：：：バルブはシャトルアップをド
ライブするために使用されます。ストロークの動
きの上に向かって行われます。

シシシャャャトトトルルルをををイイイジジジェェェクククトトト：：：シャトルアップの移動前
に、シャトルをシールからイジェクトするために
使用されているバルブ。

Note

絶縁バルブがきちんと作動するようにす
るため、システムではこれらのバルブを
指定の順序でオンにできるようになって
います。
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メメメンンンテテテナナナンンンススス 444：：：液液液体体体バババルルルブブブのののリリリセセセッッットトト
とととテテテススストトト

液体バルブ作動カウントを表示し、これらのカウ
ントをリセットし、バルブをテストします。

シシシャャャトトトルルルににに液液液体体体ををを注注注入入入：：：システム液体インレット
の近くにある液体バルブ。

ポポポンンンプププににに液液液体体体ををを注注注入入入：：：絶縁液体ポンプの液体イ
ンレットの近くにある液体バルブ。（WMBL00、
WBML01 にはありません。）

ポポポンンンプププののの圧圧圧力力力：：：エア圧力を絶縁液体ポンプへ供給
するバルブ。

メメメンンンテテテナナナンンンススス 555：：：そそそののの他他他のののバババルルルブブブのののリリリセセセッッッ
トトトとととテテテススストトト

この画面を使用して、接地ロッドとガン洗浄ボッ
クスのシステムバルブ作動カウントを表示し、こ
れらのカウントをリセットし、ソレノイドバルブ
をテストします。

接接接地地地ロロロッッッドドド：：：接地ロッドをアクティベートし
（上げ）、システムが電荷をビルドできるよう
にします。このオプションを使用して、接地
ロッドのメンテナンスを実行してください。
接地接地ロッドをチェックして潤滑化, page 72 の
手順を参照してください。

Note

空気圧ドアスイッチが閉じられている場合
のみ、接地ロッドはアクティベートされま
す（上がります）。

チェックされていないボックス：システムが接
地されています。

チェックされているボックス：システムが接地
されていません。

ガガガンンン洗洗洗浄浄浄ボボボッッックククススス：：：ガン洗浄ボックスに対するガ
ン引き金がアクティベートされます。
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メメメンンンテテテナナナンンンススス 666：：：出出出力力力のののリリリセセセッッットトトとととテテテススストトト

この画面を使用して、システム出力カウントを表
示し、これらのカウントをリセットし、出力をテ
ストします。キット 24Z226 を設置して、この機能
を使用してください。

詳細について
は、オプションのシステムステータス出力を設置,
page 26 を参照してください。

シシシススステテテムムムススステテテーーータタタススス::: システムにエラーがあるか、
システムがオフである場合、外部デバイスのこと
について通知するシステムステータス出力。

チェックされていないボックス：出力がオフ。シ
ステムにエラーがあるか、システムがオフである
ことを示します。

チェックされているボックス：出力がオン。シ
ステムの準備ができているか、アクティブである
ことを示します。

メメメンンンテテテナナナンンンススス 777：：：アアアイイイソソソレレレーーーシシショョョンンンバババルルルブブブ
のののメメメンンンテテテナナナンンンススス

この画面を使用して、絶縁バルブ作動カウントを
表示し、これらのカウントをリセットします。カ
ウンターは、ソレノイド、エアシリンダー、ベア
リングの使用状況を監視する上で役立ちます。

絶縁バルブがエンゲージするたびにサイクルは
増えます。それぞれのアイテムは、メンテナンス
スケジュールに基づいて、異なるタイミングでリ
セットできます。

絶絶絶縁縁縁バババルルルブブブ：：：絶縁バルブがエンゲージするたびに
監視します。

バババルルルブブブのののシシシーーールルル：：：絶縁バルブアセンブリの液体シー
ルの寿命を監視します。

洗洗洗浄浄浄用用用ののの液液液体体体：：：洗浄液の寿命を監視します。洗浄
液は、絶縁バルブシールを材料から守ります。
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メメメンンンテテテナナナンンンススス 888：：：ポポポンンンプププのののメメメンンンテテテナナナンンンススス

絶縁液体ポンプのメンテナンスに関する情報を表
示します。最後に失速試験を行ってから経過した
サイクルや暦日が含まれます。

ポポポンンンプププ::: 最後のメンテナンスイベント以来経過し
た吐出サイクル。

吐吐吐出出出ささされれれたたた合合合計計計容容容量量量：：：ポンプサイクルに基づいてい
るシステムが吐出する液体の総量。プライムモー
ドでシステムを通じて押し出される材料はこの総
量には含まれません。

ポポポンンンプププ失失失速速速試試試験験験：：：ポンプ失速試験のこと
を指します。ポンプ失速試験が完了する
と、このカウントは自動的に消去されま
す。 ポンプの失速試験の手順, page 63 に従って
ください。

メメメンンンテテテナナナンンンススス 999：：：V/PV/PV/P

V/P（電圧圧力）画面を使用して、電気/空気圧レ
ギュレーター（415）の機能をテストし、エア圧
力と液体圧力がシステムに供給されているかどう
かを特定します。

ガガガンンン::: V/P のボックスをチェックして、ガンの作動
時に、試験用エア圧力を供給します。

液液液体体体::: V/P のボックスをチェックして、液体の作動
時に、試験用液体圧力を供給します。

メメメンンンテテテナナナンンンススス 101010：：：色色色変変変更更更バババルルルブブブのののリリリセセセッッッ
トトトとととテテテススストトト

色変更バルブ作動カウントを表示し、これらのカ
ウントをリセットし、バルブをテストします。

1/1/1/エエエアアア：：：ソレノイド 1 のサイクル、エアバルブ。

10/10/10/洗洗洗浄浄浄：：：ソレノイド 10 のサイクル、洗浄バルブ。

2/2/2/ダダダンンンプププ：：：ソレノイド 2 のサイクル、ダンプバル
ブ。

メメメンンンテテテナナナンンンススス 111111：：：色色色変変変更更更バババルルルブブブのののリリリセセセッッッ
トトトとととテテテススストトト

色変更バルブ作動カウントを表示し、これらのカ
ウントをリセットし、バルブをテストします。

11/11/11/色色色 111：：：ソレノイド 11 のサイクル、色 1 のバル
ブ。

3/3/3/色色色 222：：：ソレノイド 3 のサイクル、色 2 のバルブ。

12/12/12/色色色 333：：：ソレノイド 12 のサイクル、色 3 のバル
ブ。
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メメメンンンテテテナナナンンンススス 121212：：：色色色変変変更更更バババルルルブブブのののリリリセセセッッッ
トトトとととテテテススストトト

色変更バルブ作動カウントを表示し、これらのカ
ウントをリセットし、バルブをテストします。

4/4/4/色色色 444：：：ソレノイド 4 のサイクル、色 4 のバルブ。

13/13/13/色色色 555：：：ソレノイド 13 のサイクル、色 5 のバル
ブ。

5/5/5/色色色 666：：：ソレノイド 5 のサイクル、色 6 のバルブ。

メメメンンンテテテナナナンンンススス 131313：：：色色色変変変更更更バババルルルブブブのののリリリセセセッッッ
トトトとととテテテススストトト

色変更バルブ作動カウントを表示し、これらのカ
ウントをリセットし、バルブをテストします。

14/14/14/色色色 777：：：ソレノイド 14 のサイクル、色 7 のバル
ブ。

6/6/6/色色色 888：：：ソレノイド 6 のサイクル、色 8 のバルブ。

15/15/15/色色色 999：：：ソレノイド 15 のサイクル、色 9 のバル
ブ。

メメメンンンテテテナナナンンンススス 141414：：：色色色変変変更更更バババルルルブブブのののリリリセセセッッッ
トトトとととテテテススストトト

色変更バルブ作動カウントを表示し、これらのカ
ウントをリセットし、バルブをテストします。

7/7/7/色色色 101010：：：ソレノイド 7 のサイクル、色 10 のバル
ブ。

16/16/16/色色色 111111：：：ソレノイド 16 のサイクル、色 11 のバ
ルブ。

8/8/8/色色色 121212：：：ソレノイド 8 のサイクル、色 12 のバル
ブ。

メメメンンンテテテナナナンンンススス 151515：：：色色色変変変更更更バババルルルブブブのののリリリセセセッッッ
トトトとととテテテススストトト

色変更バルブ作動カウントを表示し、これらのカ
ウントをリセットし、バルブをテストします。

17/17/17/色色色 131313：：：ソレノイド 17 のサイクル、色 13 のバ
ルブ。

9/9/9/色色色 141414：：：ソレノイド 9 のサイクル、色 14 のバル
ブ。

18/18/18/色色色 151515：：：ソレノイド 18 のサイクル、色 15 のバ
ルブ。
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シシシススステテテムムム画画画面面面

ポポポンンンプププ比比比率率率::: エアアシスト式システムの高圧供給に
対する空気圧ポンプの比率。低圧エアスプレーシ
ステムには、1:1 を使用する必要があります。

ガガガンンン洗洗洗浄浄浄ボボボッッックククススス：：：ガン洗浄ボックスの使用の
場合は有効にします。

充充充填填填開開開始始始遅遅遅延延延：：：絶縁バルブ（G）を下げ、システ
ムが放電する前にガン引き金が放された後にシス
テムが待機する秒数。

スプレーの操作のプロセス中、別の部分を塗装す
る前に、オペレーターが短時間ガン引き金を放す
必要がある場合があります。ガン引き金が放され
た後に電荷の寿命を長くする場合は時間を増やし
てください。（デフォルト：3 秒。）

ガン引き金が放されたときと、システムが放電す
るときの間にある時間の長さは、2 つの設定の組み

合わせになっています：接地ロッド遅延時間と充
填開始遅延時間です。

たとえば、充填開始支援が 7に設定され、接地ロッ
ド遅延が 6 に設定されている場合：

1. ガン引き金が放されます。
2. 5 秒後に、接地ロッドが下がります。
3. その 2 秒後に、絶縁バルブが下がります。

システムの放電にかかる実際の時間は、これら
の設定、ガンのタイプ、ホースの長さにより異な
ります。

接接接地地地ロロロッッッドドド遅遅遅延延延：：：絶縁バルブ（N）を下げ、瞬時
に電荷を消散する前にガン引き金が放された後に
システムが待機する秒数。

色色色変変変更更更：：：このボックスを選択して、色変更機能
を有効にします。

色色色：：：使用する色の数を選択します。6 つの色変更
バルブのあるシステムでは 3 つの色を使用でき
ます。18 の色変更バルブのあるシステムでは 15
の色を使用できます。

ダダダンンンプププ有有有効効効：：：廃棄物容器に中身を移して空にする
ホースにダンプバルブがつながれている場合に、
このボックスを選択してください。ダンプバルブ
がホースにつながれていない場合、システムで絶
縁液体ポンプから残りの中身がこぼれ出ます。

シシシススステテテムムムののの再再再起起起動動動：：：このボックスを選択して、シス
テム全体を再起動します。これは、手動でパワー
サイクルを行わずにトークンソフトウェアアップ
デートを開始するために主に使用されます。
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メメメンンンテテテナナナンンンススス

本装置の整備では、適切に作業を実施しないと感
電またはその他の重大な人身事故を引き起こす
可能性のある部品を操作する必要があります。
絶縁バルブなどの可動部品は指の切り傷や切断
につながる可能性があります。

• 訓練を受けて適切な資格を持っていない場合、
本装置の整備は行わないでください。

• 怪我の危険性を減少させるために、システム
のいかなる部品を点検、整備または修理する
前、および圧力を開放するよう指示されたと
きはいつでも、圧力開放手順, page 30 に従っ
てください。

• 地域の法令に準拠してください。

火災、爆発、感電の危険性を減らすために、シス
テムを洗浄または整備する前に以下を行います。

• システムを洗浄、点検、または整
備する前、および電圧を放電させる
ように指示された場合、その都度
液体の電圧放電および接地の手順, page 29 に
従い、ES オン/オフスイッチをオフ（O）にし
ます。

• モデル, page 5 で定義されている通りに、不燃
性の液体ですべての部品を清掃します。

• ガン操作中、または
液体の電圧放電および接地の手順, page 29 を
実行するまでは、ガンのノズルを触ったり、ノ
ズルから 102 mm（4 インチ）以内に近づいた
りしないでください。

ルルルーーーチチチンンンメメメンンンテテテナナナンンンススス

メンテナンスのタスクを実行する前に、
整備に対してシステムを準備してくださ
い。整備のためにシステムを準備, page 70 に従っ
てください。

TableTableTable 888 サササーーービビビススス間間間隔隔隔のののチチチャャャーーートトト

メメメンンンテテテナナナンンンスススのののタタタスススククク 毎毎毎日日日 毎毎毎週週週

システムを定期的に洗浄してください。システムを洗浄（色変更なしのシステム）,
page 31 の手順に従います。

液体を変更する前、装置内で液体が凝固する前、1 日の作業終了時、装置の保管
前、および装置の修理前に洗浄します。

�

液体が漏れていないかチェックしてください。液体漏れをチェック, page 70 の手
順に従ってください。 �

絶縁バルブコンポーネントの堆積物を拭き取ってください。 �
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メメメンンンテテテナナナンンンスススのののタタタスススククク 毎毎毎日日日 毎毎毎週週週

洗浄液のレベルをチェックして、洗浄液ボトルにマークされている最低ライ
ンの上であることを確認してください。必要に応じて、充填または交換しま
す。 洗浄液を交換, page 71 に従ってください。

�

ガンを清掃します。ガンの説明書を参照してください。 �

ポンプ失速試験を実行してください。 ポンプの失速試験の手順, page 63 に従っ
てください。

液体が絶縁液体ポンプのウィープ穴で確認できるとき、ポンプが整備されていると
きにいつでも、タスクを実行してください。

�

ブリード抵抗器をチェックしてください。ブリード抵抗器をチェック, page 72 の
手順に従います。

整整整備備備のののたたためめめにににシシシススステテテムムムををを準準準備備備

1. システムで電圧を放電させます。
液体の電圧放電および接地の手順, page 29 に
従ってください。

2. システムを洗浄しま
す。システムを洗浄（色変更なしのシステム）,
page 31 また
はシステムを洗浄（色変更が有効なシステム）,
page 32を参照してください。

3. システムの圧力を開放しま
す。 圧力開放手順, page 30 に従ってく
ださい。

4. コントロールインターフェースの [停止] ボタ

ン を押して、電源コード（Y）を取り外し
てください。

5. コンポーネントの整備を行うか、メンテナンス
タスクを実行してください。

液液液体体体漏漏漏れれれをををチチチェェェッッッククク

液体漏れを毎日チェックしてください。

注注注意意意
システム内で液体が漏れているか溢れていると、
システムが低電圧になったり、アーク放電が発
生し、システムコンポーネントがダメージを受
けることがあります。掃除を行い、漏れを拭き
取ってください。

1. 整備のために絶縁システ
ムを準備してください。
整備のために絶縁システムを準備してください。,
page 94 の手順に従います。

2. フラットブレードドライバーを使用して、絶縁
キャビネットドアを開いてください。

3. 静電シールド（12）を上にずらして、取り外し
てください。

4. 絶縁バルブカバー（99）を取り外し、上部と下
部のネジ（99a）を緩めてください。

5. 絶縁キャビネットの以下の位置を点検してく
ださい：

• 液体アウトレットホース（E）への接続。

• インレットバルブ（F）。

• 絶縁バルブ（G）。

• 絶縁バルブコンポーネント（211、222）の
堆積物を拭き取ってください。

注注注意意意
絶縁バルブコンポーネントの液体の堆積物
により、シールがダメージを受け、液体の
漏れが生じることがあります。

• 洗浄用の液体の高さをチェックしてくださ
い。この高さは、洗浄用の液体のボトルに
マークされている最低ラインを超えている必
要があります。絶縁バルブシールに漏れが
あると、洗浄用の液体のレベルが変わるこ
とがあります。

• 絶縁液体ポンプ（K）への接続。
• 液体ウィープホール（WH）。液体シールが
壊れていると、液体がピストンをはみ出て
充填されるようになり、液体が左のウィー
プホールより漏れて出ます。
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Figure 31 液体の漏れを点検

Figure 32 絶縁バルブコンポーネントを拭き
取る

6. 液体ホース（HW）を点検してください。外側
カバーに漏れがないかチェックします。または
どこかに膨張がないかチェックしてください。
これは内部での漏れを示す場合があります。

7. ガンに液体の漏れがないか点検してください。
ガンの説明書を参照してください。

洗洗洗浄浄浄液液液ををを交交交換換換
洗浄液ボトルの高さをチェックしてください。レ
ベルが変化している場合には、絶縁バルブシール
を整備してください。
1. 整備のために絶縁システ

ムを準備してください。
整備のために絶縁システムを準備してください。,
page 94 に従ってください。

2. フラットブレードドライバーを使用して、キャ
ビネットを開いてください。

3. 静電シールド（12）を上にずらして、取り外し
てください。

4. 絶縁バルブカバー（99）を取り外し、上部と下
部のネジ（99a）を緩めてください。

5. 洗浄液ボトル（W）のボトルキャップからプッ
シュツーコネクトチューブを取り外してくださ
い。

6. シーリングされている洗浄液ボトル（W）をシ
ステムから持ち上げてください。きれいなハイ
ドロシールド洗浄液で充填してください。ボ
トルにマークされている最低ラインの上に来
るようにします。キャビネットに再度配置し
てください。

7. 洗浄液ボトル（W）のボトルキャップへプッ
シュツーコネクトチューブを再度つなげてく
ださい。

8. 絶縁バルブカバー（99）を再度配置し、上部と
下部のネジ（99a）を締めてください。

9. 静電シールド（12）をキャビネット内部に再度
取り付けてください。

10. キャビネットドアを閉じて、フラットブレード
ドライバーを使用してドアをしっかり閉めま
す。
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接接接地地地接接接地地地ロロロッッッドドドをををチチチェェェッッックククしししててて潤潤潤
滑滑滑化化化

1. 接地ロッド（18）をチェックしてください：

a. メンテナンス画面 5 を使用して、接地ロッ
ドを上下に動かします。 メンテナンス
5：その他のバルブのリセットとテスト,
page 64 を参照してください。

b. 上に動かすために接地ロッドをアクティ
ベートし、下に動かすためにこれをディア
クティベートします。これを数回行いま
す。上下に動かす際に接地ロッドがコンタ
クトし、音が聞こえますので耳を澄まして
ください。いずれの場合も、接地ロッドは
2 秒未満で完全に格納されるか拡張され
る必要があります。

2. 接地ロッドが完全に格納されるか拡張されるの
に 2 秒以上かかる場合、以下の手順を利用し
て、シリンダーを潤滑化してください。

3. システムの圧力を開放しま
す。 圧力開放手順, page 30 に従ってく
ださい。

4. 静電シールド（12）を上にずらして、取り外し
てください。

5. 接地ロッド（18）を潤滑化してください：

a. ブリード抵抗器（24）と接地ロッドを共に
保持するタイストラップをクリップして
ください。

b. 接地ロッドをパネルの背面に保持する 2 つ
のネジ（124）、ロックワッシャ（22）、
フラットワッシャ（19）、スペーサー
（123）を取り外してください。

c. 接地ロッドを前に傾けて、シリンダー上部
の小さなエア排気穴にロッド潤滑油を 5
滴たらします。

d. 再アセンブリのために、接地ロッドをキャ
ビネットの所定の場所に戻します。ネジ
（124）、ロックワッシャ（22）、フラッ
トワッシャ（19）、スペーサー（123）を
再度取り付けてください。ブリード抵抗器
と接地ロッドのまわりに新しいタイスト
ラップを固定してください。

e. このプロセスにより、コンポーネントの
下部にあるワイヤが動かされることがあ
ります。再アセンブリが完了した後に、
液体圧力レギュレーター、ブリード抵抗
器、接地ロッドの間の導通をチェックして
ください。

6. エンクロージャのドアを閉めて、システムに
圧力を再度かけてください。

7. 手順 1 を繰り返します。シリンダーを 10 回ア
クティベートしてから、シリンダーの速度が 2
秒未満であることを確認してください。

ブブブリリリーーードドド抵抵抵抗抗抗器器器をををチチチェェェッッッククク

システム電圧を放電し、システムパフォーマンス
を測定するために、ブリード抵抗器（24）が使用
されます。表示されている電圧が不正確であるよ
うな場合、以下の手順を利用して、ブリード抵抗
器の抵抗値をチェックしてください。

メガオームメーター部品番号 241079（AB）と
500V の印加電圧を使用します。

1. 整備のために絶縁システ
ムを準備してください。
整備のために絶縁システムを準備してください。,
page 94 を参照してください。

2. フラットブレードドライバーを使用して、絶縁
キャビネットドアを開いてください。

3. 静電シールド（12）を上にずらして、取り外し
てください。

4. ブリード抵抗器（24）の上部から kV ボード
（428）へのワイヤに従って、端子ネジをゆる
め、ワイヤを取り外してください。

5. メグオームメーターの正のリードをワイヤに取
り付け、負のリードをブリード抵抗器（24）の
下部の端にあるネジスタッドにタッチさせま
す。

6. 抵抗を測定してください。抵抗値は 9 ～ 11
giga-ohm である必要があります。

• 値がこの範囲内の場合、ブリード抵抗器を較
正します。ブリード抵抗器を較正, page 61 の
手順に従います。

• 値が 9 giga-ohm 未満であるか、11 giga-ohm
を超えている場合、抵抗器を交換してくだ
さい。

7. 端子ネジにワイヤを再度取り付けてください。
8. 静電シールド（12）をキャビネット内部に再度

取り付けてください。
9. キャビネットドアを閉じて、フラットブレード

ドライバーを使用してドアをしっかり閉めま
す。

ドドドアアアのののスススイイイッッッチチチをををチチチェェェッッッククク

ドアスイッチインターロックは、絶縁キャビネッ
ト（1）のドアが開いているときには常にシステ
ム電圧を自動的に放電します。この手順を利用し
て、ドアのスイッチがきちんと機能しているかど
うかを特定してください。

1. メンテナンス画面 5 へ移動して、
接地ロッド（N）をアクティベー
トしてください。 メンテナンス
5：その他のバルブのリセットとテスト, page
64 を参照してください。
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2. ドアのスイッチを手動で押し下げてください。
接地ロッドがカチッという音で格納され、数秒
以内に拡張されると、ドアのスイッチがきちん
と作動していることになります。
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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

本装置の取り付けと整備では、適切に作業を実
施しないと感電またはその他の重大な人身事故
を引き起こす可能性のある部品の操作が必要と
なります。訓練を受けて適切な資格を持ってい
ない場合、本装置の取り付けと整備は行わない
でください。

システムのチェックまたは整備を始める前、
または電圧を放電するように指示された場
合、液体の電圧放電および接地の手順, page 29に
従ってください。

皮膚への噴射による怪我の危険性を減少させる
ために、圧力を開放するように指示されるたび
に、圧力開放手順, page 30 に従ってください。

一一一般般般的的的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

問問問題題題 診診診断断断内内内容容容 解解解決決決法法法

プライム

不適切なモードです。 1. プライムモードに変更します。
2. ガンの引金をひいてください。
3. 液体共有をオンにして、中にかけられている液体圧

力をチェックしてください。

インレットバルブがオフで
あるか、詰まっています。

メンテナンス 5：その他のバルブのリセットとテスト,
page 64 に説明されている要領でメンテナンス画面 5 を
利用してインレットバルブをテストしてください。

ソレノイドバルブまたは液体バルブの整備を行ってく
ださい。 ソレノイドバルブの交換, page 113 を参照
してください。

絶縁液体ポンプが較正され
ておらず、空であることが
表示されていません。

ポンプの較正を行い、プライムモードを再度試してくだ
さい。ポンプを較正, page 60 を参照してください。

システムに供給されている
液体圧力が低すぎます。

供給液体圧力を増やしてください。最大値は 100 psi
（0.7 MPa、7.0 bar）です。

システムがプラ
イミングを行い
ません。

ガンに対する液体圧力が
ゼロか非常に低く設定され
ています。

ガンの液体圧力の設定を調整してください。

液体の漏れが生
じます。

シールが摩耗しているか、
接続がゆるくなっていると
ころがあります。

見つけて正すには液体漏れをチェック, page 70 を参照
してください。
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問問問題題題 診診診断断断内内内容容容 解解解決決決法法法

スプレー

システムはガンの引き金
がひかれたと判断します。
エアフロースイッチの信号
がオンになっていると見な
されます。

エアフローフロースイッチに異物がないかチェックし
てください。スイッチを開いたままにしている可能
性があります。

エアの漏れがないかチェックしてください。エアフ
ローを生じさせる可能性があります。ガン、ホース、
システム内部の金具でエアの漏れがないかチェック
してください。

充填しないボタン がア
クティベートされていま
す。

ホーム画面の充填しないボタン をディアクティベー
トしてください。 ホーム画面, page 47 を参照してく
ださい。

システムが不適切なモード
になっています。

スプレーモードに変更してください。

充填開始の遅延設定が長く
なっています。

システム画面, page 68 に説明されている要領で、充填
開始の遅延の値を変更してください。

絶縁バルブは移動もされて
いないし、かみ合わされて
もいません。

絶縁バルブと移動をテストしてください。メンテナンス
3：シャトルバルブのリセットとテスト, page 63 を
参照してください。

最大充填設定または充填
の開始設定が正しくありま
せん。

ポンプ画面 1：ポンプ容量, page 56 に説明されてい
る要領で、最大充填と充填の開始の設定を調整して
ください。

インレットバルブがオフで
あるか、詰まっています。

メンテナンス画面 4を使用してバルブをテストしてくだ
さい。メンテナンス 4：液体バルブのリセットとテスト,
page 64 を参照してください。

ソレノイドバルブまたは液体バルブの整備を行ってく
ださい。 ソレノイドバルブの交換, page 113 を参照
してください。

絶縁バルブがブロックさ
れています。

絶縁バルブの整備, page 95 を参照してください。

システムが充填
されません。

チェックバルブがブロック
されています。

絶縁バルブの整備, page 95 を参照してください。

充填開始の遅延設定が長く
なっています。

システム画面, page 68 に説明されている要領で、充填
開始の遅延の値を変更してください。

内部にかけられる低い液
体圧力

充填中に内部にかけられる液体圧力をチェックしてくだ
さい。供給ホースの長さを制限するか、供給ホースの
直径を増やすことにより、充填中の供給の液体圧力低
下を制限してください。

以下の最大制限を超えないない範囲で液体圧力をなるべ
く高くしてください：100 psi（0.7 MPa、7.0 bar）。

システムの充填
が遅いです。

材料の粘度が高いです。 内部にかけられる材料粘度を管理してください。
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問問問題題題 診診診断断断内内内容容容 解解解決決決法法法

システムがスプ
レーしません。

1. システムをスプレー
モードではありませ
ん。

2. 絶縁液体ポンプが空
で、スプレーする材料
がありません。

3. 液体圧力が低すぎるか
ゼロです。

4. 液体圧量レギュレー
ター（21）のボールバ
ルブ（39）が閉じられ
ています。

5. エアフロースイッチが
しっかりと閉められて
いるか、エアフローを
認識しません。

1. スプレーモードに変更してください。
2. 塗装を試行する前に、システムに充填する時間を確

保させてください。
3. ホーム画面またはプリセット画面で、ガン液体圧

力を増やしてください。
4. 液体圧力レギュレーター（21）に取り付けられてい

る手動のボールバルブ（39）を開いてください。
5. エア圧力を増やすためにコントロールインター

フェースを使用してください。これでもエア圧力が
増えない場合は、異物がないかチェックしてくださ
い。これにより、エアフロースイッチがかたく閉
まったままになります。

Note

ステータス画面をチェックして、システムが
ガン引き金を検出するかどうかを見てくださ
い。状態画面 1, page 52 を参照してください。

液体にエアが
入っています。

システムのプライミング前
にスプレーモードに移動。

システムのプライミング後にスプレーモードに移動
してください。

スプレーパター
ンが不適切か、
ガン操作の問題
です。

スプレーガンのセットアッ
プまたはメンテナンスの問
題。

ガンの取扱説明書を参照してください。

システムがスタンバイモー
ドです。

プライム、パージ、スプレーのモードに変更してく
ださい。

液体圧力レギュレーター
（21）をドライブするた
めのエアを送信するレギュ
レーターの問題。

• ホーム画面またはプリセット画面で、ガン液体圧
力を設定してください。

• メンテナンス画面 9 を使用して、電気/空気圧レギュ
レーター（V2P）（415）の機能をチェックしてく
ださい。 メンテナンス 9：V/P, page 66 を参照して
ください。

ガンの引き金が
ひかれる際に液
体がありません
（あるいは不適
切な液体圧力で
す）。

液体圧力レギュレーター
（21）が適切に作動して
いません。

液体圧力レギュレーターの整備を行ってくださ
い。液体レギュレーターを取り外す , page 112 を参照
してください。

不適切なシステムモードが
選択されています。

スプレーモードに変更してください。ガンの引き金
がひかれてい
る際に、ガンで
エアがありませ
ん（あるいはほ
とんどありませ
ん）。

システムガンのエアレギュ
レーターの問題。

• ホーム画面またはプリセット画面で、ガンエア圧
力を設定してください。

• メンテナンス画面 9 を使用して、電気/空気圧レギュ
レーター（V2P）（415）の機能をチェックしてく
ださい。 メンテナンス 9：V/P, page 66 を参照して
ください。

スプレー電圧が低いです。 ガンのエア圧力か電圧の設定を増やします。充分に覆われて
いません。

スプレーガンのセットアッ
プまたはメンテナンスの問
題。

ガンの取扱説明書を参照してください。
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問問問題題題 診診診断断断内内内容容容 解解解決決決法法法

• 接地ロッド（18）が上
げられていません。

• 絶縁バルブ（227）が上
げられていません。

• コンポーネントまたは
キャビネット（9）が汚
れています。

• 静電シールド（12）が所
定の場所にありません。

電圧損失のトラブルシューティング, page 79 を参照
してください。

エアフローフロースイッチ
がガン引き金を認識せず、
接地ロッドを上げません。

ステータス画面を使用して、システムがガン引き金を検
出するかどうかを見てください。状態画面 1, page 52 を
参照してください。

スプレー電圧
が低いかゼロで
す。

電圧レベルの表示が不適
切です

プローブを使用してシステム電圧をチェックしてく
ださい（236003）。

ブリード抵抗器を較正, page 61 に説明されている要領
で、ブリード抵抗器を較正してください。

kV ボードの交換, page 113 に説明されている要領で、
kV ボードをチェックするか交換してください。

接地ロッドの遅延の設定。 システム画面で接地ロッドの遅延の設定を調整してくだ
さい。システム画面, page 68 を参照してください。

引き金が放され
た後でも、電圧
がまだガンに存
在しています。 接地ロッド（18）が下げ

られません。
接地接地ロッドをチェックして潤滑化, page 72 の手
順に従います。

液体ライン内のエアポケッ
トにより、ガン付近で液体
が絶縁されたままになって
います。

原因を特定し、それを修正します。液体ラインからエ
アをパージします。

液体の電圧放電および接地の手順,
page 29 に従っ
た後でも、電圧
がまだガンに存
在しています。

ドアのスイッチの問題で
す。

ドアのスイッチをチェック, page 72 で説明されている
要領で、ドアのスイッチをチェックしてください。

塗料が塗料供給
に向かって戻り
ます。

インレットバルブとチェッ
クバルブが故障していま
す。

シャトルを下にして、シャトル液体イン、ポンプ液体
イン、ポンプ圧力のバルブを個別にメンテナンス画面
4 でテストします。ポンプ圧力があるのと同じときに
液体がバルブにあると、チェックバルブが不在の場合
に液体が逆流することがあります。

メンテナンス 4：液体バルブのリセットとテスト, page
64 を参照してください。

漏れのあるチェックバルブがないかチェックしてく
ださい。
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問問問題題題 診診診断断断内内内容容容 解解解決決決法法法

他の問題

絶縁バルブステ
ムに塗料が堆積
しています。

1. 洗浄液が汚れていると
きちんと清掃を行えな
くなります。

2. U カップシールが絶縁
バルブステムを拭き
取ってきれいにしてい
ません。

3. 絶縁バルブステム
（222）の O リングが
フルにシーリングされ
ていません。

1. 洗浄液を交換, page 71 の手順に従います。
2. 修理のセクションで確認した要領で、洗浄液 Uカッ

プを交換してください。
3. 絶縁バルブステム O リングを交換, page 102 に説

明されている要領で、絶縁バルブステムの O リン
グを交換してください。

LEDLEDLED 診診診断断断情情情報報報

以下の LED 信号、診断内容、解決法は、コントロールインターフェースに適用されます。

LEDLEDLED ススステテテーーータタタススス信信信号号号 診診診断断断内内内容容容 解解解決決決法法法

緑の点灯 システムの電源が起動していま
す。

—

黄色 内部通信が進行中です。 —

赤の点灯 ハードウェアが故障しています。 モジュールを交換します。

赤の高速点滅 ソフトウェアをアップロード中
です。

—

赤の低速点滅 トークンエラー トークンを取り除いて、再度ソ
フトウェアトークンをアップロー
ドします。

赤の 3 回点滅と一時停止が繰り
返されます

無効なロータリスイッチの位置
（FCM と DGM のみ）

コントロールモジュール上のロー
タリースイッチ位置（エアまた
はは速度コントローラー内部）
を有効な位置に変更し、次にシ
ステムを再起動させます。

コココンンントトトロロローーールルルイイインンンタタターーーフフフェェェーーースススののの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

問問問題題題 原原原因因因 解解解決決決法法法

電源が入っていない。 電源をオンにします。コントロールインターフェース
がオンになっていません。

CAN ケーブルの接続がゆるいか
外れています。

CAN ケーブルをしっかりとつな
げます。

コントロールインターフェース
に電源が入っているが、作動し
ません。

ハードウェアが故障しています。 交換します。

電源を切って入れ直した後でも赤
色モジュールのステータス LED
が常にオンになっています。

ハードウェアが故障しています。 交換します。
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電電電圧圧圧損損損失失失ののの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

システムの通常のスプレー電圧は、45 ～ 55 kVで
す。スプレー電流需要およびt通常の絶縁システム
損失が原因となりシステム電圧は定格電圧より低
くなります。

すべてのシステムコンポーネントは導電性の水媒
介液体を通して電気的に接続されているため、ス
プレー電圧の損失はスプレーガン、液体ホース、
または電圧絶縁システムが原因で生じる可能性が
あります。

Note

絶縁キャビネットの中をきれいに維持す
ることは重要です。絶縁液体ポンプ（K）
の外側、絶縁バルブ接続ロッド（225）、
キャビネット（9）のプラスチックの壁が
汚れていると、電圧がこれらのパスを通
じて損失されます。

1. 液体漏れをチェック, page 70 に説明されてい
る要領で、絶縁システムに液体の漏れがないか
チェックしてください。

2. 絶縁システムで高電圧コンポーネント
と接地されているコンポーネントの
間の接続をチェックしてください。
ハイドロシールド電圧のトラブルシューティング,
page 80 の図は、高電圧コンポーネント、絶縁
コンポーネント、接地されているコンポーネ
ントを示しています。

3. インレットエア供給圧力が最小として求めら
れている 70 psi（0.5 MPa、4.8 bar）を超え
ていて、インレットエアのステータスバーが
緑であることを確認してください。エアイ
ンレットフィールドがホーム画面に現れま
す。ホーム画面, page 47 を参照してください。

4. スプレーガンの取扱説明書 3A7504 に一覧表示
されているトラブルシューティングの手順に
従ってください。

5. 充分な液体を吐出して、液体ラインからエアポ
ケットを取り除いてください。

6. 静電シールド（12）が所定の場所にあること
を確認してから、キャビネットドアを閉じて
ラッチしてください。

7. システムをスプレーモードにします。ES オン/
オフバルブをオンの位置にすることにより、静
電気をオンにした状態でガンの引き金をひいて
ください。ホーム画面のボルトレベルの表示を
確認して、スプレー電圧を確認してください。
通常の状態では、スプレー電圧は 45 ～ 55 kV
となるはずです。表示が 0 kV を表示している
場合は、次のステップに進んでください。電圧
が 0 上回っているが、予期していた値を下回っ
ている場合は、手順 10 に進んでください。

8. システムが完全に短絡している場合（0 kV）、
故障は絶縁バルブ、接地ロッド、ドアスイッチ
の機械的操作に関するものである可能性があ
ります。キャビネットドアを開けて、コント
ロールインターフェースのメンテナンス画面
に移動してください。

• シャトルダウンとシャトルアップの
バルブをアクティベートして、シャト
ルが上下間でスムースに移動すること
を確認してください。 メンテナンス
3：シャトルバルブのリセットとテスト, page
63 を参照して、シャトルをアクティベート
してください。

• 接地ロッドをアクティベートして、シ
リンダーが完全に格納されていること
を確認してください。（ メンテナンス
5：その他のバルブのリセットとテスト, page
64 を参照してください。）両方のシリン
ダーが適切に機能している場合、次の手順
に進んでください。

Note

接地ロッドをアクティベートさせる
には、キャビネットドアを閉じる
か、ドアスイッチを手動で切り替え
る必要があります。

9. ドアスイッチが適切に機能し
ていることを確認してくださ
い。 ドアのスイッチをチェック, page 72 の
手順に従います。

10. kV が低い場合、kV メーターの精度を確認して
ください。高電圧測定プローブを利用して、
スプレーガン電極の kV を測定してください。
読み取られる値は数 kV である必要がありま
す。そうでない場合は、次の手順に進んでく
ださい。

11. 絶縁液体ポンプ内部の漏れにより、電圧損失が
生じる可能性もあります。中央のハウジング
（307）でポンプウィープ穴（WH）をチェッ
クして、液体の漏れがないか見てください。必
要に応じてポンプの整備を行ってください。

12. 電圧がまだ低い場合は、ガンとホースを再度
テストしてください。
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ハハハイイイドドドロロロシシシーーールルルドドド電電電圧圧圧ののの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

接地されているコンポーネント：

• キャビネット。
• キャビネットの上半分の部分に取り付け
られているすべての部品。

• 絶縁バルブの上部。
• 液体インレットのバルブとホース。
• 絶縁液体ポンプのエアのセクション。
• 接地ロッドのエアシリンダー。
• ブリード抵抗器の上部。
• 液体ホースのシールド。

絶縁コンポーネント：

• 絶縁バルブのタイロッド。
• 絶縁液体ポンプの中央のセクション。
• ブリード抵抗器のボディ。
• 接地ロッドのボディ。
• プラスチックのエンクロージャとスタ
ンド。

• 前部でスライドする静電気シールド。
• 水媒介液体ホース。

すべての液体コンポーネントが高電圧で
す：

• 洗浄液ボトル。
• 絶縁バルブの下部。
• 絶縁液体ポンプの下部。
• 液体ホース。
• ボールバルブと液体レギュレーター。
• ブリード抵抗器の下部。
• 接地ロッド。

接地されているコンポーネント：シェーディングなし

絶縁コンポーネント：グレー

高電圧：赤/濃い
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色色色変変変更更更ソソソレレレノノノイイイドドドバババルルルブブブののの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

すべての色変更ソレノイドバルブが、メンテナンス画面 10 で開始するコントロールインターフェース
を通じて、診断の目的のために個別に操作することができます。

原原原因因因 解解解決決決法法法

1. エアレギュレーター
の圧力設定が高すぎか
低すぎます。

エア圧が 0.6 MPa（6.0 bar、85 psi）以上であることをチェックします。100
psi（0.7 MPa、7.0 bar）を超えないようにします。

2. エアまたは電気ライ
ンが損傷しているか、
または接続が緩んでい
ます。

よじれ、損傷、または緩い接続がないかどうか、エアと電気系統のラインを目
視確認します。必要に応じて整備または交換します。

3. ソレノイドに不具合
があります。

該当するソレノイドの LED をチェックします。色変更ボード, page 82 を参照
してください。点灯している場合は、以下のチェック手順に進んでください。
点灯していない場合は、原因 4 へ進んでください。

該当するソレノイドに対応するコネクタを取り外し、ボード上のピンでの
電圧を測定します。

• 非危険区域では、電圧が 24 Vdc であればソレノイドを交換してください。

メンテナンス画面で説明通りにバルブをテストしてください。バルブは開き、
すばやく閉じるはずです。バルブがゆっくりと作動した場合は、下記のこ
とが原因である可能性があります：

• バルブアクチュエータへのエア圧力が低過ぎます。原因 1 を参照してく
ださい。

• ソレノイドが詰まっています。給気に 5ミクロンのフィルタが取り付けられ
ていることを確認してください。

• 何かがソレノイドまたはチューブを制約しています。バルブ作動時、対
応するソレノイド用のエアラインからエアの出力をチェックしてくださ
い。制限をクリアしてください。

4. 制御ボードまたは
ケーブルに不具合があ
ります。

ボード上のピン間で電圧がゼロ、または 9 Vdc 未満である場合は、LED D8、
D9、D10 をチェックします。これらの LED が点灯していて、正しく機能して
いる場合、またはモジュール内のその他ソレノイドが正常に動作している場
合は、色変更ボードを交換します。

D9 が点灯していない場合：

• ヒューズ（F1）の状態を確認し、必要であれば交換しま
す。色変更ボードフューズの交換, page 115 を参照してください。

• ケーブルが外れていないか、またはダメージを受けていないか、チェッ
クします。

D8 が点灯していない場合：

• システム電源を切って入れ直します。
• ケーブルが外れていないか、またはダメージを受けていないか、チェッ
クします。

D10 が点灯していない場合：

• ケーブルが外れていないか、またはダメージを受けていないか、チェッ
クします。
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色色色変変変更更更ボボボーーードドド

注注注意意意
回路基板に損害を与えるのを避けるために、手首には部品番号 112190 接地ストラップを付けて、
適切に接地してください。

電気部品の損傷を避けるため、コネクタを挿し込む前にすべてのシステムの電源を切ってください。

Figure 33 色変更ボード
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TableTableTable 999 色色色変変変更更更ボボボーーードドド診診診断断断

コココンンンポポポーーーネネネンンン
トトトまままたたたはははイイインンン
ジジジケケケーーータタターーー

説説説明明明 診診診断断断内内内容容容

D8 LED（緑） 通常操作の間は点滅します（ハートビート）。

D9 LED（緑） ボードへの電源供給時に点灯します。

D10 LED（黄） ボードが電子制御装置との通信中に点灯します。

D27–D39、
D41、
D43–D46

LED（緑） 関連するソレノイドバルブを作動させる信号を送信している際に点
灯します。

F1 ヒューズ、
500 A、125 V

25D312 ボードにて使用。このボードは電子制御（14）および色変更制
御モジュール 25D313-25D327 に使用されます。
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エラーコード

エエエラララーーーコココーーードドド
システムエラーはオペレーターにシステム内の問
題を警告します。エラーが生じた時:

• アラームブザーがなる（サイレントモードで運
転中以外）。

• エラーがポップアップ画面を表示してアクティ
ブのエラーコードを示します。

• ステータスバーがアクティブなエラーコードを
示します。

エラーはエラーログまたはイベントログに保存
されます。

エラーには 4 つのタイプがあります：アラーム、
偏差、勧告、記録。

アアアラララーーームムムが発生した場合、操作が停止し、エラー
がシステムに記録されます。

偏偏偏差差差はシステムのエラーを記録しますが、装置は
シャットダウンしません。偏差はユーザーによっ
て確認される必要があります。

勧勧勧告告告はシステムのイベントを記録し、60 秒後に消
去されます。

記記記録録録はバックグラウンドで重要なシステムのイ
ベントを保存します。この情報はエラーログ画面
で表示できます。

エエエラララーーーををを消消消去去去しししててて再再再起起起動動動すすするるる方方方法法法

偏差アラームが発生した際、それをリセットす
る前に、必ずエラーコードを特定してくださ
い。イベント画面に移動し、最新の 200 のエ
ラーを日時スタンプとともに確認してくださ
い。イベント画面, page 52 を参照してください。

アラームが発生した場合は、操作を再開する前に
原因を是正してください。

偏差を確認したり、アラームを消去したりするに

は、 を押してください。

TableTableTable 101010 コココンンントトトロロローーールルルイイインンンタタターーーフフフェェェーーースススのののエエエラララーーー

コココーーードドド タタタイイイプププ 名名名前前前 説説説明明明 解解解決決決法法法

EVUX アドバイ
ザリー USB 無効

USB ダウンロードが
無効にされたとき、
ユーザーが USB ポー
トに USB デバイスを
設置しました。

アドバンス画面 3 に移動し
て、 高度画面 3, page 58 に説明さ
れているように、USB ダウンロー
ド/アップロードを有効化のフィー
ルドをチェックしてください。

WN0X アラーム キートークン
ErrorAdm

ユーザー設置のトー
クンに互換性があり
ません。

キートークンを削除します。互換
性のあるキートークンで処理を繰
り返す。

WSUX アドバイ
ザリー USB 構成エラー

USB 構成ファイル
が、想定されている
ファイルと一致しま
せん。スタートアッ
プ時にチェックされ
ます。

ソフトウェアを再度イ
ンストールします。
システムソフトウェアのアップデート,
page 42 の手順に従います。
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エラーコード

コココーーードドド タタタイイイプププ 名名名前前前 説説説明明明 解解解決決決法法法

WXUU USB アップロードエ
ラー

WXUD

アドバイ
ザリー USB ダウンロードエ

ラー。

ユーザーがコントロー
ルインターフェース
の USB ポートに互換
性のない USB デバ
イスを設置していま
す。

互換性のある USB デバイスでこの
プロセスを繰り返します。

WX00 アラーム ソフトウェアのエ
ラー

予期しないソフト
ウェアエラーが発生
しました。

Graco のテクニカルサポートにご
連絡ください。

TableTableTable 111111 通通通信信信エエエラララーーー

コココーーードドド タタタイイイプププ 名名名前前前 説説説明明明 解解解決決決法法法

CAD1 アラーム 通信エラー液体パネ
ル

コントロールイン
ターフェースで、液
体パネルまたは FCM
キューブとの通信を
行えません。

• システムの CAN 接続を
確認してください。 CAN
ケーブルをつなげる, page 21 を
参照してください。

• FCM キューブ（412）の CAN 接
続を確認してください。

• FCM に不適切な CAN ID があり
ます。

• FCM キューブ（412）上の LED
のステータスをチェックします。

• 電源をいったんオフにし、それか
らオンにします。

CAC1 アラーム 通信エラーソレノイ
ドコントローラー

コントロールイン
ターフェースで、ソ
レノイドコントロー
ラーと通信を行うこ
とができなくなって
います。

• システムの CAN 接続を
確認してください。 CAN
ケーブルをつなげる, page 21 を
参照してください。

• ソレノイドコントローラーボー
ドの CAN 接続を確認してくだ
さい。

• ソレノイドのコントローラーボー
ドに、不適切な CAN ID があり
ます。

• ソレノイドコントローラーボード
の LED のステータスをチェック
してください。

• 電源のオンオフを繰り返します。

CDD0 アラーム 液体パネルの重複
システムは、同じ識
別子に対して複数の
液体パネルセットを
検出します。

• 液体パネル FCM に別のモジュー
ルと同じ CAN ID があります。

• コントロールモジュール上のセ
レクタースイッチの位置を調整し
ます。説明書 3A3954 の中の「セ
レクタースイッチの調節」を参照
してください。
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エラーコード

コココーーードドド タタタイイイプププ 名名名前前前 説説説明明明 解解解決決決法法法

CDC0 アラーム ソレノイドコント
ローラーの重複

システムは、同じ
識別子に対する複数
のソレノイドコント
ローラーセットを検
出します。

• ソレノイドコントローラーに別
のモジュールと同じ CAN ID があ
ります。

• ソレノイドコントローラーボー
ド上のセレクタースイッチの位置
を調整します。

CAO1 アラーム 通信エラーロジック
コントローラー

システムで、コン
トロールインター
フェースと通信を
行うことができなく
なっています。

• コントロールインターフェース
の下部にある CAN の接続を確認
します。

• コントロールインターフェース上
の LED のステータスを確認しま
す。 LED 診断情報, page 78 を参
照してください。

CAC2 アラーム 通信エラーソレノイ
ドコントローラー

コントロールイン
ターフェースで、色
変更に責任のあるソ
レノイドコントロー
ラーと通信を行うこ
とができなくなって
います。

• システムの CAN 接続を確認して
ください。

• ソレノイドコントローラーボー
ドの CAN 接続を確認してくだ
さい。

• ソレノイドコントローラーボード
の LED のステータスをチェック
してください。

• 電源のオンオフを行ってくださ
い。

• ソレノイドコントローラーボー
ド上のセレクタースイッチの位置
を調整します。

CDC1 アラーム ソレノイドコント
ローラーの重複

システムは、同じ
識別子に対する複数
のソレノイドコント
ローラーセットを検
出します。

• ソレノイドコントローラーに別
のモジュールと同じ CAN ID があ
ります。

• ソレノイドコントローラーボー
ド上のセレクタースイッチの位置
を調整します。

TableTableTable 121212 ハハハイイイドドドロロロシシシーーールルルドドドのののエエエラララーーー

コココーーードドド タタタイイイプププ 名名名前前前 説説説明明明 解解解決決決法法法

SIL0 アラーム 空気圧システムの停
止をアクティベート

空気圧システムの停
止入力を使用して、
システムが停止され
ています。

• 空気圧システム停止の圧力ス
イッチの配線を確認してくださ
い。

• ハイドロシールドシステムを停
止するために用意されている統
合システムの設置を確認してく
ださい。

SIL1 アラーム
デジタルシステムの
停止をアクティベー
ト

デジタルシステム
の停止入力を使用し
て、システムが停止
されています。

• 空気圧システム停止のオプトカ
プラーの配線を確認してくださ
い。

• ハイドロシールドシステムを停
止するために用意されている統
合システムの設置を確認してく
ださい。
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エラーコード

コココーーードドド タタタイイイプププ 名名名前前前 説説説明明明 解解解決決決法法法

P6FX アラーム インレットエアを削
除

システムがインレッ
トエアを検出しなく
なりました。

インレットエア圧力が 70 psi（0.5
MPa、4.8 bar）より大きいか、エ
アフローが充分か、圧力スイッチ
の配線が接続されているかを確認
します。

PJ11 アラーム リニアセンサーの故
障

リニアセンサーが接
続されていないか、
較正値外で読み取ら
れています。

• リニアセンサーが接続されてい
ることを確認してください。

• リニアセンサーを較正してくだ
さい。

P611 アラーム
ガンのエアの V2P
フィードバックエ
ラー

システムがエア V2P
からフィードバック
を検出できません。

• エア V2P が接続されていること
を確認してください。

• エア V2P に電力があることを確
認してください。

P613 アラーム 液体 V2P フィード
バックエラー

システムが液体 V2P
からフィードバック
を検出できません。

• 液体 V2P が接続されていること
を確認してください。

• 液体 V2P に電力があることを確
認してください。

N611 アラーム 絶縁バルブのタイム
アウト

絶縁バルブが想定さ
れている位置で検出
されませんでした。

• 絶縁バルブが メンテナンス
3：シャトルバルブのリセットとテスト,
page 63 を利用して移動するこ
とを確認してください。

• 上部のセンサーが
[ステータス] 画面, page 52を利
用して検出されることを確認し
てください。

• 下部のセンサーが
[ステータス] 画面, page 52を利
用して検出されることを確認し
てください。

• センサーが接続されていること
を確認してください。

N612 アラーム シャトル上部のタイ
ムアウト

絶縁バルブが想定さ
れている位置で検出
されませんでした。

• 絶縁バルブが [メンテナンス] 画
面を利用して移動することを確
認してください。

• 上部のセンサーが [ステータス]
画面を利用して検出されること
を確認してください。

• 下部のセンサーが [ステータス]
画面を利用して検出されること
を確認してください。

• センサーが接続されていること
を確認してください。
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エラーコード

コココーーードドド タタタイイイプププ 名名名前前前 説説説明明明 解解解決決決法法法

F7P0 アラーム エアフローが無効
オフであるはずの
ときに、ガンエア
フローが検出されま
す。

• エアの漏れがシステムにあるか
どうかを特定してください。

• エアフロースイッチをチェック
してください。

• エア V/P をチェックしてくださ
い。

• Graco のテクニカルサポートに
ご連絡ください。

SGD1 アラーム ガン洗浄ボックスが
開いている

システムがパージを
試みているときに、
ガン洗浄ボックスが
開いたままでした。

ガン洗浄ボックスを閉じます。
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エラーコード

TableTableTable 131313 較較較正正正イイイベベベンンントトト

コココーーードドド タタタイイイプププ 名名名前前前 説説説明明明 解解解決決決法法法

ENA1 アドバイ
ザリー

リニアセンサーのフ
ルを較正

システムがリニアセ
ンサーのフルの読み
取りを正常に較正し
ました。

該当せず。

ENA2 アドバイ
ザリー

リニアセンサーの空
を較正

システムがリニアセ
ンサーの空の読み取
りを正常に較正しま
した。

該当せず。

P511 アラーム V/P 較正がエアに対
して失敗

V/P 較正がエア V/P
に対して失敗しまし
た

• V2P 接続をチェックしてくださ
い。

• V2P オペレーションを確認して
ください。

• Graco のテクニカルサポートに
ご連絡ください。

P513 アラーム V/P 較正が液体に対
して失敗

V/P 較正が液体 V/P
に対して失敗しまし
た

• V2P 接続をチェックしてくださ
い。

• V2P オペレーションを確認して
ください。

• Graco のテクニカルサポートに
ご連絡ください。

EN11 アドバイ
ザリー

V/P 較正エア エア V/P 較正が成功
しました

該当せず。

EN13 アドバイ
ザリー

V/P 較正液体 液体 V/P 較正が成功
しました

該当せず。
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エラーコード

TableTableTable 141414 メメメンンンテテテナナナンンンスススイイイベベベンンントトト

コココーーードドド タタタイイイプププ 名名名前前前 説説説明明明 解解解決決決法法法

ENT1 アドバイ
ザリー

失速試験合格 システムが失速試験
が正常に完了しまし
た。

該当せず。

DF01 アドバイ
ザリー

失速試験のフルが失
敗

システムでフルの失
速試験が失敗しまし
た。ポンプがフルの
際に失速しませんで
した。

DG01 アドバイ
ザリー

失速テストの空が失
敗

システムで空の失
速試験が失敗しまし
た。ポンプがほとん
ど空の際に失速しま
せんでした。

• 液体漏れをチェック, page 70 に
説明されている要領で、システ
ムに漏れがないかチェックして
ください。

• メンテナンス2：ポンプ失速試験,
page 62 に説明されている要領で
テストを繰り返してください。

MAD1 アドバイ
ザリー

メンテナンスポンプ
の量を予定

ポンプ（量）のメン
テナンスが予定され
ています。

MAP1 アドバイ
ザリー

メンテナンスポンプ
のサイクルを予定

ポンプ（サイクル）
のメンテナンスが予
定されています。

MAT1 アドバイ
ザリー

メンテナンスポンプ
失速試験を予定

ポンプ（失速試験）
のメンテナンスが予
定されています。

MJ11 アドバイ
ザリー

メンテナンスバルブ
のシャトルダウンを
予定

シャトルダウンバル
ブでメンテナンスが
予定されています。

MJ21 アドバイ
ザリー

メンテナンスバルブ
のシャトルアップを
予定

シャトルアップバル
ブでメンテナンスが
予定されています。

MJ31 アドバイ
ザリー

メンテナンスバルブ
のシャトルイジェク
トを予定

シャトルイジェクト
バルブでメンテナン
スが予定されていま
す。

MJ41 アドバイ
ザリー

メンテナンスバルブ
のシャトル液体イン
レットを予定

シャトル液体イン
レットバルブでメン
テナンスが予定され
ています。

MJ51 アドバイ
ザリー

メンテナンス バル
ブのポンプ液体イン
レットを予定

ポンプ液体インレッ
トバルブでメンテナ
ンスが予定されてい
ます。

MJ61 アドバイ
ザリー

メンテナンスバルブ
のポンプ圧力を予定

ポンプの圧力バルブ
でメンテナンスが予
定されています。

MJ7X アドバイ
ザリー

メンテナンスバルブ
の接地ロッドで予定

接地ロッドバルブで
メンテナンスが予定
されています。

メンテナンスを実行して、関連の
メンテナンスカウンタを消去しま
す。

失速試験のメンテナンスを行うに
は、失速試験を完了する必要があ
ります。

すべてのメンテナンス
カウンタを確認するに
は、メンテナンス画面, page 62 を
参照してください。
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エラーコード

コココーーードドド タタタイイイプププ 名名名前前前 説説説明明明 解解解決決決法法法

MJ8X アドバイ
ザリー

メンテナンスバルブ
の GFB で予定

ガン洗浄ボックスで
メンテナンスが予定
されています。

MCP1 アドバイ
ザリー

メンテナンス絶縁バ
ルブで予定

絶縁バルブでメンテ
ナンスが予定されて
います。

MCD1 アドバイ
ザリー

メンテナンス絶縁バ
ルブシールで予定

絶縁バルブシールで
メンテナンスが予定
されています。

MCS1 アドバイ
ザリー

メンテナンス絶縁バ
ルブの洗浄液で予定

絶縁バルブの洗浄液
でメンテナンスが予
定されています。

MEF# アドバイ
ザリー

メンテナンスバルブ
インレット X

色変更バルブ x でメ
ンテナンスが予定さ
れています。

TableTableTable 151515 シシシススステテテムムムイイイベベベンンントトト

コココーーードドド タタタイイイプププ 名名名前前前 説説説明明明 解解解決決決法法法

EL00 記録 システム電源オン 電源サイクルの記録
（オン）。

該当せず。

EM00 記録 システム電源オフ 電源サイクルの記録
（オフ）。

該当せず。

EC00 記録 セットアップ値を変
更

セットアップ変数の
変更記録

該当せず。

ES00 アドバイ
ザリー

工場出荷時設定 工場出荷時設定にリ
セットされたシステ
ム設定の記録

該当せず。

EB00 記録 停止ボタン押下 停止ボタンが押され
た記録です。

該当せず。

WN0X アラーム キートークンエラー ユーザー取付けの
キートークンに互換
性がありません。

キートークンを削除します。
互換性のあるキートークン
で処理を繰り返します。
システムソフトウェアのアップデート,
page 42 の手順に従います。

WX00 アラーム ソフトウェアのエ
ラー

予期しないソフト
ウェアエラーが発生
しました。

Graco のテクニカルサポートにご
連絡ください。

WE00 アドバイ
ザリー

接地ロッドの不具合 接地ロッドがダウン
している際に、ハイ
ドロシールドが静電
電圧を検出します。

接地ロッドのオペレーションを
チェックしてください。
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TableTableTable 161616 USBUSBUSB のののイイイベベベンンントトト

コココーーードドド タタタイイイプププ 名名名前前前 説説説明明明 解解解決決決法法法

EAUX アドバイ
ザリー

USB がビジー状態 USB ドライブが挿入
され、ダウンロード
が進行中です。

該当せず。

EVUX アドバイ
ザリー

USB 無効 USB ダウンロードが
無効にされたとき、
ユーザーが USB ポー
トに USB デバイスを
設置しました。

システムの構成により、デー
タ転送がブロックされていま
す。アドバンス画面 3 に移動し
て、高度画面 3, page 58 に説明さ
れているように、USB ダウンロー
ド/アップロードを有効化のフィー
ルドをチェックしてください。

EBUX 記録 USB ドライブが取り
外されました

ダウンロードまた
はアップロード中に
USB ドライブが取り
外されました。

システムの構成パラメータがこの
アドバイザリーを生成するように
設定してあります。データが失わ
れないようにダウンロードを完了
します。

MMUX アドバイ
ザリー

メンテナンス USB ロ
グが満杯

USB メモリーが 90%
以上使用されていま
す。

データが失われないようにダウン
ロードを完了します。

WSUX アドバイ
ザリー

USB 設定 エラー USB 構成ファイル
が、想定されている
ファイルと一致しま
せん。スタートアッ
プ時にチェックされ
ます。

ソフトウェアのアップデートが正
常に完了しませんでした。ソフト
ウェアを再度インストールしま
す。

EQU0 アドバイ
ザリー

USB アイドル USB ダウンロードが
完了し、ドライブが
取り外し可能です。

USB デバイスを取り外します。

EQU1 記録 USB システム設定の
ダウンロード

設定が USB ドライブ
にダウンロードされ
ました。

該当せず。

EQU2 記録 USB システム設定の
アップロード

設定が USB ドライブ
にアップロードされ
ました。

該当せず。

EQU3 記録 USB カスタム言語ダ
ウンロード済み

カスタム言語が USB
ドライブにダウン
ロードされました。

該当せず。

EQU4 記録 USB カスタム言語更
新

カスタム言語が USB
ドライブにアップ
ロードされました。

該当せず。

EQU5 記録 USB ログがダウン
ロードされました

データログを USB ド
ライブにダウンロー
ド済み

該当せず。

WXUD アドバイ
ザリー

USB ダウンロードエ
ラー

WXUU アドバイ
ザリー

USB アップロードエ
ラー

ユーザーが USB ポー
トに互換性のない
USB デバイスを設置
しました。

互換性のある USB デバイスでこの
プロセスを繰り返します。
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TableTableTable 171717 色色色変変変更更更のののイイイベベベンンントトト

コココーーードドド タタタイイイプププ 名名名前前前 説説説明明明 解解解決決決法法法

WSF0 アドバイ
ザリー

インレット変更を却
下済み

ユーザーはオペレー
ション中に色/イン
レットバルブを変
更できず、アドバイ
ザリーで通知されま
す。

色の値を変更することは、スプ
レーモードでは許可されていませ
ん。色を変更するためには、オ
フ、スタンバイまたはプライムに
変更してください。

WSCX アドバイ
ザリー

プリセットが無効 ユーザーが色変更バ
ルブの数を減らし、
無効なプリセット
を作成しています。
このエラーコードで
は、最後の桁である
X がシステムを意味
しています。

色バルブの数が正しいことを確認
してから、無効な色のプリセット
を修正してください。

システム画面, page 68 および
プリセット, page 54を参照してく
ださい。

WSC0 アドバイ
ザリー

無効なプリセットを
選択済み

色変更バルブの数を
変更したため、ユー
ザーに無効なプリ
セットがあり、無効
なプリセットを選択
しています。

現在のプリセットの色設定が正し
くありません。システムの色バル
ブの数がシステム設定と一致して
いることを確認し、現在のプリ
セットが正しい色設定であること
を確認してください。

システム画面, page 68 および
プリセット, page 54を参照してく
ださい。

WS## 記録 プリセット ## が無効 色変更バルブの数
を変更したため、
ユーザーに無効な
プリセットがあり、
無効なプリセットを
選択しています。プ
リセットが無効な記
録、## はプリセット
番号。

色バルブの数が正しいことを確認
してから、無効な色を含むプリ
セットを修正してください。

システム画面, page 68 および
プリセット, page 54を参照してく
ださい。

WSFX アラーム インレットバルブが
無効

ユーザーがシステ
ムオペレーション中
に色変更バルブの数
を減らし、その結果
として選択済みイン
レットバルブが無効
になりました。この
エラーコードでは、
X がシステムを意味
しています。

色バルブの数が正しいことを確認
してから、無効な色を含むプリ
セットを修正してください。

システム画面, page 68 および
プリセット, page 54を参照してく
ださい。

L7F0 アドバイ
ザリー

ポンプ内洗浄液 スプレーモードに移
行する際には、洗浄
液がポンプにまだあ
ります。

洗浄液をポンプから出してから、
スプレーモードに戻ってくださ
い。

DE00 アラーム パージのタイムアウ
ト

タイムアウトの期限
が切れる前にポンプ
量は変更しませんで
した。

ポンプ量が変更していなかった理
由を特定して、パージシーケンス
を再開してください。

パージ画面 1 ～ 5, page 55 を参照
してください。
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修修修理理理

本装置の整備では、適切に作業を実施しないと感
電またはその他の重大な人身事故を引き起こす
可能性のある部品を操作する必要があります。
絶縁バルブなどの可動部品は指の切り傷や切断
につながる可能性があります。

• 訓練を受けて適切な資格を持っていない場合、
本装置の整備は行わないでください。

• 怪我の危険性を減少させるために、システム
のいかなる部品を点検、整備または修理する
前、および圧力を開放するよう指示されたと
きはいつでも、圧力開放手順, page 30 に従っ
てください。

• 地域の法令に準拠して下さい。

火災、爆発、感電の危険性を減らすために、シス
テムを洗浄または整備する前に以下を行います。

• システムを洗浄、点検、または整
備する前、および電圧を放電させる
ように指示された場合、その都度
液体の電圧放電および接地の手順, page 29 に
従い、ES オン-オフスイッチをオフ（O）にし
ます。

• モデル, page 5 で定義されている通りに、不燃
性の液体ですべての部品を清掃します。

• ガン操作中、または
液体の電圧放電および接地の手順, page 29 を
実行するまでは、ガンのノズルを触ったり、ノ
ズルから 102 mm（4 インチ）以内に近づいた
りしないでください。

整整整備備備のののたたためめめににに絶絶絶縁縁縁シシシススステテテムムムををを準準準備備備ししし
てててくくくだだださささいいい。。。

絶縁キャビネット内のコンポーネントの整備を行
う前に、以下の手順を実行してください：

1. システム電圧を放電させます。
液体の電圧放電および接地の手順, page 29 の
すべての手順に従ってください。

2. システムを洗浄しま
す。システムを洗浄（色変更なしのシステム）,
page 31 を参照してください。

3. システムの圧力を開放しま
す。 圧力開放手順, page 30 に従ってく
ださい。

4. コントロールインターフェースの [停止] ボタ

ン を押して、電源コード（Y）を取り外し
てください。

5. コンポーネントを整備します
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絶絶絶縁縁縁バババルルルブブブののの整整整備備備

絶絶絶縁縁縁バババルルルブブブをををキキキャャャビビビネネネッッットトトかかかららら取取取りりり外外外すすす

この手順を使用して、整備のために絶縁バルブ
（15）全体を絶縁キャビネットから取り外して
ください。

1. 整備のために絶縁システ
ムを準備してください。
整備のために絶縁システムを準備してください。,
page 94 を参照してください。

2. フラットブレードドライバーを使用して、絶縁
キャビネットドアを開いてください。

3. 静電シールド（12）を上にずらして、取り外し
てください。

4. 絶縁バルブカバー（99）を取り外し、上部と下
部のネジ（99a）を緩めてください。

5. 絶縁液体ポンプを取り外して、絶縁
バルブ取り付けを行いやすくします。
キャビネットから絶縁液体ポンプを取り外す,
page 107 の手順に従います。

6. 洗浄液ボトル（69）を取り外してください。

7. 絶縁バルブから 2 つのセンサーを取り外す前
に、それぞれの場所をマークして、再度アセ
ンブリする際に操作がスムースになるように
します。

8. センサーを絶縁バルブから取り外してくださ
い：

a. 上部のクランプ（101）を緩めて、セン
サーブラケット（102）をクランプからず
らします。

b. 下部のクランプ（101）を緩めて、セン
サーブラケット（102）をクランプからず
らします。

9. 3 つのプッシュツーコネクトエアライン金具
（239）を絶縁バルブから取り外してくださ
い：上、中央、下です。

10. 2 つの液体ラインを絶縁バルブから取り外し
てください：

a. インレット npsm 金具（72）。
b. アウトレットエルボー（71）につながれて

いるアウトレットホース（84）。アウト
レットホースも絶縁液体ポンプ（K）から
取り外すことができます。

11. キャビネットスタンド（9）から絶縁バルブを
取り外してください。キャビネットスタンドの
反対側で、3/16 インチ六角レンチと 7/16 イン
チを使用して取り外してください：

a. 絶縁バルブカバーブラケット（98）にある
前部の上部と下部の六角ナット（23）、
ロックワッシャ（22）、フラットワッシャ
（19）。

b. 背面の上部と下部の六角ナット（23）、
ロックワッシャ（22）、フラットワッシャ
（19）。

12. 絶縁バルブをキャビネットから持ち上げて出し
てください。
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絶絶絶縁縁縁バババルルルブブブをををキキキャャャビビビネネネッッットトトににに再再再度度度設設設置置置

この手順を使用して、整備の後に絶縁バルブ
（227）全体を絶縁キャビネットに再度設置して
ください。

注注注意意意
再度アセンブリする前に、キャビネットを掃除
して残りの液体を取り除いてください。

1. 絶縁バルブをキャビネットスタンド（9）の上
部に取り付けてください：
a. 2 つのネジ（54）を、フラットワッシャ

（19）、トップブロックマウント（224）
を通じて挿入してから、キャビネットス
タンド（9）の上部の 2 つの穴に挿入して
ください。

b. ワッシャ（19）、ロックワッシャ（22）、
六角ナット（23）を背面のネジにネジで留
めてください。

c. 前部のネジ（54）は、絶縁バルブカバー
（99）の上部ブラケットも保持します。ブ
ラケット（98）を前部のネジの上に来るよ
うにずらしてから、ワッシャ（19）、ロッ
クワッシャ（22）、六角ナット（23）の上
に来るようにします。

Figure 34 絶縁バルブをキャビネットスタ
ンドに設置

2. 絶縁バルブをキャビネットスタンド（9）の下
部に取り付けてください：

a. 2 つのネジ（54）を、フラットワッシャ
（19）、ベースブロックハウジング（201）
を通じて挿入してから、キャビネットス
タンド（9）の下部の 2 つの穴に挿入して
ください。

b. ワッシャ（19）、ロックワッシャ（22）、
六角ナット（23）を背面のネジにネジで留
めてください。

c. 前部のネジは、絶縁バルブカバー（99）の
下部ブラケットも保持します。ブラケット
（98）を前部のネジの上に来るようにずら
してから、ワッシャ（19）、ロックワッ
シャ（22）、六角ナット（23）の上に来る
ようにします。

設置後に、4 つのネジをすべてを締めます。
3. エルボー金具（72）の方向付けを行うためにレ

ンチのどれかを使用し、ハウジング（218）を
締めるためにレンチのどれかを使用し、イン
レット液体チューブを取り付けてください。

4. アウトレット液体取り付け金具および/または
チェックバルブが取り外されている場合、ネジ
のシーラントを使用して再度設置してくださ
い。下向きになり、やや前を向くように、アウ
トレットを配置してください。

注注注意意意
チェックバルブを方向付けして、液体ホース
と他のコンポーネントの間にエアスペースが
確保されるようにしてください。

5. 2 つのクランプ（101）をエアシリンダー
（227）の上部に来るように配置して、上部
のセンサーを上部のクランプに取り付け、下
部のセンサーを下部のクランプに取り付けて
ください。

6. センサーの位置が分解中に表示された
場合は、クランプを所定の位置に取り付
けてください。位置が表示されない場合
は、絶縁バルブセンサーを調整, page 97 の手
順に従ってください。

7. 洗浄液ボトル（W）をハイドロシールド洗浄液
で充填してください。ボトルにマークされてい
る最低ラインの上に来るようにします。キャ
ビネットに再度配置してください。チューブ
（91）を再度接続してください。

8. 3 つのプッシュツーコネクトエアライン金具
（239）を絶縁バルブに再度接続してくださ
い：上、中央、下です。接続の詳細について
は、 空気圧接続, page 118 を参照してくださ
い。

96 3A8187D



修理

9. 絶縁バルブを絶縁バルブカバー（99）に封入
する前に、絶縁バルブシャトル（218）に上下
に移動するクリアなパスがあることを確認し
てください。

• シャトルのパスにエアラインやケーブルがな
いことを確認してください。

• インレットバルブ（F）と絶縁バルブ（G）
の間のフレキシブルホースがカールしていた
り、シャトルのパスにあったりしないよう
にチェックしてください。必要に応じて、
それぞれの端の金具を緩め、ホースを以下
に示されている場所に保持し、金具を再度
締め、ホースが何かの上でこすれることが
ないようにします。

10. 絶縁バルブカバー（99）を再度配置し、上部と
下部のネジ（99a）を締めてください。

11. 静電シールド（12）をキャビネット内部に再度
取り付けてください。

12. キャビネットドアを閉じて、フラットブレード
ドライバーを使用してドアをしっかり閉めま
す。

絶絶絶縁縁縁バババルルルブブブセセセンンンサササーーーををを調調調整整整

絶縁バルブの分解時に、バルブセンサーの上部と
下部の位置を表示しているかもしれません。これ
らの位置が表示されていない場合は、この手順を
使用して、センサーの位置を特定してください。

1. ナット（104）を緩めて、センサー（103）を配
置し、面がエアシリンダーのボディに触れるよ
うにしてください。ナット(104)を締めます。

2. 上部センサーの場所を特定してください：

a. コントロールインターフェースでオフモー
ドに移動してください。状態メニューへ
移動してください。

b. 絶縁バルブを上部の位置に持ち上げてく
ださい。

c. センサーを配置し、ステータスメニューを
見てください。シャトル上部の丸がグレー
から黄色になったら、クランプをその位置
に取り付けてください。

3. 下部センサーの場所を特定してください：

a. コントロールインターフェースでスタンバ
イモードに移動してください。スタンバイ
モードは、絶縁バルブを下部の位置にド
ライブします。

b. センサーを配置し、ステータスメニューを
見てください。シャトル下部の丸がグレー
から黄色になったら、クランプをその位置
に取り付けてください。

Figure 35 状態メニューにおける絶縁バル
ブセンサーの位置
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絶絶絶縁縁縁バババルルルブブブセセセンンンサササーーーののの交交交換換換

絶縁バルブがキャビネットにあるか、整備のため
に取り外されているときに、絶縁バルブセンサー
を交換できます。

1. センサーを絶縁バルブから取り外してくださ
い：

a. 上部のクランプ（101）を緩めて、セン
サーブラケット（102）をクランプからず
らします。

b. 下部のクランプ（101）を緩めて、セン
サーブラケット（102）をクランプからず
らします。

2. 電子制御の中のスプリッターケーブル
（447）からセンサーワイヤーを取り外しま
す。 配線の接続, page 120 を参照してくださ
い。

3. 置換センサー（103）またはセンサーアセンブ
リキット 26B102 を設置してください。

4. 電子制御の中のスプリッターケーブル
（447）へセンサーワイヤーをつなげま
す。 配線の接続, page 120 を参照してくださ
い。

5. 絶縁バルブセンサーを調整します。

絶絶絶縁縁縁バババルルルブブブコココンンンポポポーーーネネネンンントトトののの分分分解解解

この手順を利用して、エアシリンダー（227）、
ブロックマウント（224）、接続ロッド（225）
シャトルハウジング（218）、ベースハウジング
（201）の分解を行ってください。

1. 整備のために絶縁システ
ムを準備してください。
整備のために絶縁システムを準備してください。,
page 94 を参照してください。

2. 絶縁バルブをキャビネットから取り外してくだ
さい。絶縁バルブをキャビネットから取り外す,
page 95 を参照してください。

3. 2 つの接続ロッド（225）をベースハウジング
（201）から外してください：

a. 接続ロッドの平坦部をモンキーレンチでグ
リップしてください。ベースハウジングの
対面側で、モンキーレンチを使用して、
ネジ（233）、ロックワッシャ（237）、
フラットワッシャ（232）を取り外してく
ださい。

b. 2 番目の接続ロッドをベースハウジングか
ら取り外してください。

Figure 36 ベースハウジングの近くのロッド
4. ベースハウジング（201）全体を接続ロッドか

ら外れるようにずらしてください。
5. 2 つの接続ロッド（225）をブロックマウント

（224）から外してください：

a. 接続ロッドの平坦部をモンキーレンチで
グリップしてください。ブロックマウン
トのもう一方の側で、モンキーレンチを
使用して、ネジ（233）、ロックワッシャ
（237）、フラットワッシャ（232）を取り
外してください。接続ロッドをシャトルハ
ウジング（218）を通して引き出します。

b. 2 番目の接続ロッドをブロックマウントか
ら取り外してください。
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6. シャトルハウジング（218）の 2 つのシャトル
ベアリング（223）を交換してください。

a. シャトルハウジングの下側の O リング
（231）を取り外して、ベアリングを上部
から引き出してください。

b. 上部を通じて新しいシャトルベアリング
（223）をシャトルハウジングに挿入して
ください。その際、O リングの溝が下向き
になり、エアシリンダー（227）が離れた
ところになるようにします。新しい O リ
ング（231）を溝にずらして、シャトルベ
アリングを所定の場所で保持できるよう
にします。

c. 2 番目のシャトルベアリング（223）を取り
外して、交換します。

7. シャトルハウジング（218）アセンブリをエア
シリンダー（227）から取り外します：

a. エアシリンダーシャフトの平坦部とカラー
の平坦部を見つけます。

b. モンキーレンチでそれぞれの平坦部をグ
リップして、反対方向に回転し、エアシリ
ンダーのシャフトを緩めます。

Note

引き抜き、取り扱う際に、エアシ
リンダーのロッドを傷つけないよ
うに注意してください。

c. シャトルハウジング（218）アセンブリが
取り外されるまで、シリンダーロッドを回
転します。

8. シャトルハウジング（218）アセンブリの分解
を行います。

a. モンキーレンチを使用して、緩めてから、
保持ナット（235）取り外してください。

b. 保持ナット（235）とカプラー（234）を分
けてください。

c. ウェイブワッシャ（236）をシャトルハウ
ジング（218）の内部から取り外してくだ
さい。

Figure 37 シャトルハウジングのコンポーネ
ント

9. シャトルハウジング（218）アセンブリを再ア
センブリしてください：

a. ウェイブワッシャ（236）を交換してくだ
さい。

b. カプラー（234）を保持ナット（235）を
通じてずらしてください。中程度の強さの
スレッドロックを保持ナットスレッドに塗
布して下さい。

c. 保持ナット（235）をシャトルハウジング
（218）にネジで留めてください。ナット
をモンキーレンチで締めてください。

10. エアシリンダー（227）をブロックマウント
（224）から分解してください：

a. エアシリンダーの下部にある保持ナット
（229）を万力に配置してください。

b. エアシリンダー（227）の上部にある平坦
部でレンチを使用して、保持ナットが緩め
られるまでシリンダーを回転します。ナッ
トとブロックマウント（224）を取り外し
てください。
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Figure 38 絶縁バルブコンポーネント

絶絶絶縁縁縁バババルルルブブブのののコココンンンポポポーーーネネネンンントトトををを再再再度度度アアアセセセ
ンンンブブブリリリ

この手順を利用して、エアシリンダー（227）、
ブロックマウント（224）、接続ロッド（225）
シャトルハウジング（218）、ベースハウジング
（201）を再度アセンブリしてください。

この手順を平坦な表面で実行し、コンポーネント
のアライメントが行われるようにしてください。
アライメントが行われていないコンポーネントが
あると、パフォーマンスで問題が生じる可能性が
あります。

1. エアシリンダー（227）を保持して、エア金具
が前向きになるようにしてください。エアシリ
ンダーをブロックマウント（224）の中央を通
してずらしてください。ブロックマウントはシ
リンダーに対して平らである必要があります。

2. 中程度の力をかけて、着脱可能なネジロック
をエアシリンダー（227）のネジにかけてく
ださい。

3. 一番下になるまで、保持ナット（229）をエア
シリンダー（227）にネジで留めます。ナット
を締めるために、ナットとエアシリンダーを
万力に配置してください。ブロックマウント
（224）がシリンダーのエア金具と並ぶよう
にしてください。

4. エアシリンダー（227）の上部にある平坦部で
レンチを使用して、保持ナット（229）がしっ
かりと締められるまでシリンダーを回転しま
す。

5. 着脱可能なネジロックをエアシリンダー
（227）シャフトのネジにかけてください。

6. シャトルハウジング（218）とエアシリンダー
（227）のアセンブリを行ってください。

a. エアシリンダー（227）シャフトをシャト
ルハウジング（218）アセンブリへぴった
りはまるまでネジで留めます。

b. 締めるには、エアシリンダーシャフトの平
坦部で9/16 インチのレンチまたはモンキー
レンチを使用し、シャトルカラーでモン
キーレンチを使用します。反対方向に回
転します。

Note

エアシリンダーシャフトの表面に傷つ
けないように注意してください。
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7. 接続ロッド（225）をブロックマウント（224）
に取り付けてください：

a. 接続ロッドをシャトルハウジング（218）
を通してずらして、ネジ（233）、ロッ
クワッシャ（237）、フラットワッシャ
（232）でブロックマウント（224）で固定
してください。

b. 接続ロッドの平坦部をモンキーレンチでグ
リップしてください。ブロックマウントの
もう一方の側で、ネジを 120 in. lb.（13.6
N•m）まで締めます。

c. 2 番目の接続ロッドを取り付けてください。
8. ベースハウジング（201）全体を接続ロッド

（225）の上に来るようにずらしてください。
9. ベースハウジング（201）を接続ロッド（225）

にネジ（233）、ロックワッシャ（237）、フ
ラットワッシャ（232）で固定してください。

10. 接続ロッドの平坦部をモンキーレンチでグリッ
プしてください。ベースハウジング（201）の
もう一方の側で、モンキーレンチを使用して、
ネジを 120 in. lb.（13.6 N•m）まで締めます。

絶絶絶縁縁縁バババルルルブブブススステテテムムムををを取取取りりり外外外すすす

この手順には、スリーブツール（112）とステムツー
ル（113）が必要です。絶縁システム, page 123 を
参照してください。

1. 整備のために絶縁システ
ムを準備してください。
整備のために絶縁システムを準備してください。,
page 94 を参照してください。

2. 絶縁バルブをキャビネットから取り外してくだ
さい。絶縁バルブをキャビネットから取り外す,
page 95 を参照してください。

3. スリーブツール（112）を絶縁バルブスリー
ブ（221）に配置して、ハウジング（218）に
ネジで留めます。

4. ステムツール（113）をスリーブツール（112）
にネジで留め、嚙合わせるために締めます。

5. 両方のツール（112、113）を 1つのものとして
回転させ、内部のスプリング（220）に圧力を
かけます。両方のツールが締められたら、バル
ブが開き、バルブステム（222）が現れます。

6. 3/16 六角レンチをバルブステム（222）の端
に挿入し、始めるにあたって中程度の力で回
転します。

7. バルブステム（222）を引き出すことができる
ようになるまで、ネジを緩めます。

Note

引き抜き、取り扱う際に、バルブステ
ム（222）を傷つけないように注意し
てください。

8. スプリング（220）が緩まり、取り外せるよう
になるまで、両方のツール（112、113）のネ
ジをまとめて緩めます。

9. ステムツール（113）のネジを緩めてスリーブ
ツール（112）から取り外して、絶縁バルブ
スリーブ（221）とスプリング（220）を取り
外してください。
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10. バルブステム O リングを交換します。
絶縁バルブステム Oリングを交換, page 102 を
参照してください。

Figure 39 バルブステムを取り外すツール

絶絶絶縁縁縁バババルルルブブブススステテテムムムOOOリリリンンングググををを交交交換換換

この手順を利用して、絶縁バルブステム（222）の
3 つの Oリング（219、2 x 228）を交換してくださ
い。絶縁バルブで漏れが発生し始めた場合に、これ
らのOリングの交換が必要になることがあります。

1. 3 つの O リング（219、2 x 228）を取り外しま
す。

Note

バルブステムから O リングを取り外さ
ないでください。ループを形成してか
ら引き抜くために、O リングをつまむ
必要がある場合があります。それぞれ
の O リングをカットして、取り除く
こともできます。

2. O リングを交換します：

a. 溝にぴったりとはまるまで、バルブステ
ム（222）ネジで O リング（219）を回転
してください。

b. 溝にぴったりとはまるまで、バルブステ
ム（222）ネジで O リング（228）を回転
してください。

c. 溝にぴったりとはまるまで、バルブステ
ム（222）のもう一方の端から、2 番目の
O リング（228）がシャフトに来るまで回
転します。

d. 3 つの O リングすべてにグリースを塗り
ます。

Figure 40 絶縁バルブ O リングの交換
3. シャトルハウジング（218）内の O リング

（219）を点検して、所定の場所にまだあるこ
とを確認します。必要に応じて取り外して交
換してください。
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4. 再度アセンブリする方法：

a. スプリング（220）とスリーブ（221）
（幅の広い方を最初）をスリーブツール
（112）に挿入します。

Figure 41 スプリングとスリーブをツール
に再度アセンブル

b. ステムツール（113）をスリーブ（221）の
上に、スプリング（220）とネジをスリー
ブツール（112）の中に配置します。

c. 両方のツールをシャトルハウジング（218）
にネジで留め、しかりと締めます。

d. バルブステムのネジで留められている端に
グリースを塗ります。バルブステム（222）
のネジで留められている端を、シャトルハ
ウジング（218）に取り付けられている両
方のツール（112、113）にずらします。

Figure 42 バルブステムをツールに挿入

e. バルブステム（222）がネジに到達した
ら、3/16 インチの六角レンチをバルブステ
ムの端に挿入してください。9 N•m（80 イ
ンチ-ポンド）のトルクで締めます。

5. ツールを絶縁バルブから取り外すには、両方の
ツールのネジを 1 つのものとして緩めます。

下下下部部部のののピピピススストトトンンンハハハウウウジジジンンングググののの整整整備備備

下部ピストンハウジングのシールを交換するため
に、この手順を使用してください。

1. 絶縁バルブが下に置かれている状態で、まだ接
続されている場合は、チェックバルブアセンブ
リ（238）を取り外してください。

2. 下部ハウジングピストンキャップ（216）のネ
ジを緩めて取り外してください。ハウジングに
は、スプリング（215）と O リング（230）が
あります。洗浄液が残った状態で現れること
があります。

3. ピストンアセンブリ（211 ～ 214 と Oリング）
を引き出してください。

Note

引き抜き、取り扱う際に、ピストン
（211）を傷つけたり、落としたりしな
いように注意してください。

4. ピストン（211）から保持キャップを取り外す
には、ピストンシャフト（211）の下部にある
平坦部周辺で、モンキーレンチを使用してくだ
さい。保持キャップ（214）内で 3/8 インチ六
角レンチを使用してください。

5. 緩められたら、ピストンシャフト（211）を回
転して、ピストンアセンブリのピースをすべ
て分けます。

Figure 43 保持キャップをピストンから取り
外す
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6. ピストンシールを交換します。

a. 1 つの U カップ（212）をピストン（211）
に配置します。U カップは上部（ピスト
ンのシャフト）を向いている必要があり
ます。

b. スペーサーワッシャ（213）を U カップ
（212）の横に配置します。

c. もう 1 つの U カップ（212）をピストン
（211）に配置します。U カップは下部
（保持キャップ）を向いている必要があ
ります。

d. 中程度の強さを使用して、保持キャップ
（214）をネジでロックします。

e. 保持キャップ（214）をピストン（211）
にネジで留めます。

f. 締めるには、ピストンシャフト（211）の
下部の平坦部周辺でモンキーレンチを使用
してください。保持キャップ（214）内で
3/8 インチ六角レンチを使用してください。

Figure 44 U カップが反対方向を向く
7. 下部ハウジングの分解を続行します：

15/16 インチのソケットまたはレンチを使用
して、リテーナ（白）（202）をハウジング
（201）から取り外します。この部品をスト
リップしないように注意してください。

8. リテーナ（202）を取り外します。
9. リテーナ（202）シールを交換します：

a. O リング（208）をネジの横にある溝に再
度配置します。

b. U カップ（203）をぴったりとはまる場所
に再度配置します。U カップが向い合せに
なります。

10. 下部ハウジングの分解を続行します：U カッ
プスペーサー（206）とパッキン U カップ
（204）を取り外します。残りの塗料が現れる
ことがあります。

11. 上部ハウジングのシールを交換するには、
絶縁バルブの上部ハウジングの整備と再アセンブリ,
page 105 を参照してください。

Figure 45 下部リテーナ
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絶絶絶縁縁縁バババルルルブブブののの上上上部部部ハハハウウウジジジンンングググののの整整整備備備ととと再再再
アアアセセセンンンブブブリリリ

上部ピストンハウジングのシールを交換するため
に、この手順を使用してください。この手順は、
上部ピストンハウジングの再アセンブリにも使用
できます。

1. 下部のピストンハウジングの整備, page 103 に
説明されている要領で、絶縁バルブの下部ハウ
ジングの分解を行ってください。ピストンと
スプリングを取り外します。

2. 上部ハウジングピストンキャップ（210）のネ
ジを緩めて取り外してください。ハウジング
には、U カップ（203）と O リング（208）
があります。

3. O リング（208）と U カップ（203）を交換
します：

a. O リング（208）をネジの横にある溝に再
度配置します。

b. U カップ（203）をぴったりとはまる場所
に再度配置します。U カップはキャップの
中で外側を向いています。

4. U カップスペーサー（206）とパッキン U カッ
プ（204）を取り外します。

5. U カップスペーサー（206）とパッキン U カッ
プ（204）を交換してください：

a. U カップスペーサー（206）の小さい方の
側面には、奥まった溝があり、これを利用
するとパッキン U カップ（204）のアラ
イメントを行えます。パッキン U カップ
（204）を U カップスペーサー（206）の
溝にカチッという音がするまで押し込むか
設定してください。

b. シール（204）のリップ周辺にグリースを
塗り、シール側が最初になるように、ハ
ウジング（201）の所定の場所に配置して
ください。

6. キャップ（210）で、グリースを O リング
（208）と U カップ（204）に塗ります。

7. キャップ（210）をハウジングにネジで留め、
手で締めます。

8. 再アセンブリを完了するには、
絶縁バルブの下部ハウジングを再度アセンブル,
page 106 を参照してください。
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絶絶絶縁縁縁バババルルルブブブののの下下下部部部ハハハウウウジジジンンングググををを再再再度度度アアアセセセ
ンンンブブブルルル

下部のピストンハウジングの整備, page 103 に説明
されている要領で、下部ピストンハウジングのシー
ルを交換した後に、この手順を使用してください。

この手順にはピストンツール（111）が必要で
す。絶縁システム, page 123 を参照してください。

注注注
ピストン（211）のアセンブリをピストンツール
（111）なしで行うと、ハウジング（201）の U
カップがダメージを受けます。

1. U カップスペーサー（206）とパッキン U カッ
プ（204）を交換してください：

a. U カップスペーサー（206）の小さい方の
側面には、奥まった溝があり、これを利用
するとパッキン U カップ（204）のアラ
イメントを行えます。パッキン U カップ
（204）を U カップスペーサー（206）の
溝にカチッという音がするまで押し込むか
設定してください。

b. シール（204）のリップ周辺にグリースを
塗り、シール側が最初になるように、ハ
ウジング（201）の所定の場所に配置して
ください。

2. O リング（208）の周辺にグリースを塗り、ハ
ウジング（201）にネジで留めます。リテー
ナー（202）が一番下になるまで、15/16 イン
チソケットで締めます。

3. ピストンツールをピストン（211）に差し込
みます。ツールの側面（特に上部）にグリー
スを塗り、ハウジングアセンブリ（201）の
U カップを過ぎるまで簡単に引き抜けるよう
にします。

4. これと併せて、ピストンツール（111）とピス
トン（211）をハウジング（201）のリテーナー
（202）に挿入します。ツールがハウジング
（201）を通るようになり、ピストン（211）
が所定の場所に配置されるまで、ピストン
（211）を押します。

Figure 46 下部ハウジングを通じるピストン
ツール

Note

ピストンツール（111）とピストン
（211）がハウジング（201）でばらば
らになっている場合は、ピストンツー
ル（111）をハウジングを通じて引いて
ください。ピストン（211）が後退する
ように引いてください。部品をつなげ
てもう一度やり直してください。

5. ピストンキャップ（216）で、側面と Oリング
（230）にグリースを塗ってください。

6. スプリング（215）をピストンキャップ（216）
に挿入してください。

7. ピストンキャップ（216）をハウジング（201）
へネジで留めます。前へ押して、スプリングの
力より大きくなるようにします。底に達するま
でピストンキャップ（216）を締めます

Note

アセンブリの最中にネジをまたがらな
いように注意してください。
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絶絶絶縁縁縁液液液体体体ポポポンンンプププののの整整整備備備

キキキャャャビビビネネネッッットトトかかかららら絶絶絶縁縁縁液液液体体体ポポポンンンプププををを取取取りりり
外外外すすす

1. 整備のために絶縁システ
ムを準備してください。
整備のために絶縁システムを準備してください。,
page 94 を参照してください。

2. フラットブレードドライバーを使用して、絶縁
キャビネットドアを開いてください。

3. 静電シールド（12）を上にずらして、取り外し
てください。

4. 絶縁バルブカバー（99）を取り外し、上部と下
部のネジ（99a）を緩めてください。

5. 4 つの 3/16 インチ六角ヘッドネジを取り外し
て、電子パネル（14）を開きます。

6. ポンプセンサー空のワイヤーを電子パネルに配
置します。ポンプセンサー（321）をケーブル
スプリッター（447）から取り外します。配線
の場所については、配線の接続, page 120 を参
照してください。

Figure 47 電子パネルのポンプセンサー接続
7. エアモーター金具（325）からエアラインを取

り外します。

8. 2 つの液体チューブをポンプの下部にある金具
（327）から取り外します。残りの液体が漏れ
て出る可能性があります。

9. スチールブラケット（17）がポンプを保持しま
す。ポンプを取り外すには、以下のいずれか
を行います：

• ブラケットをキャビネットの背面の壁に保持
している 2つのネジを取り外します。3/16 イ
ンチソケットキャップ六角ヘッドレンチとエ
クステンションを使用します。

• ブラケットをポンプに保持する 2 つのネジ
を取り外します。7/16 インチ六角ヘッドレ
ンチを使用します。

10. 2 つの下部取り付けネジ（20）、ロックワッ
シャ（22）、ワッシャ（19）を取り外します。

11. ポンプを持ち上げてキャビネットから取り外
します。

Figure 48 絶縁液体ポンプを取り外します。
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キキキャャャビビビネネネッッットトトののの絶絶絶縁縁縁液液液体体体ポポポンンンプププををを再再再度度度設設設置置置

注注注意意意
再度アセンブリする前に、キャビネットを掃除
して残りの液体を取り除いてください。

1. 絶縁液体ポンプをキャビネットに配置してく
ださい。

2. ワイヤーをリニアセンサー（321）からケーブ
ルスプリッター（427）へつなげます。配線の
場所については、 配線の接続, page 120 を参
照してください。

3. 上部の取り付けネジとボトムマウントネジを再
度設置してから、すべてのネジを締めます。

4. エアラインホースを再度つなげます。ホースの
場所については、 空気圧接続, page 118 を参
照してください。

5. インレット液体ホース金具をポンプの左下で再
度つなげて、締めてください。

6. アウトレット液体ホース金具をポンプの右下で
再度つなげて、締めてください。

7. 以下の場合に、ポンプを較正しま
す。ポンプを較正, page 60 の手順に従います。

8. ポンプ失速試験を実行してくださ
い。ポンプの失速試験の手順, page 63 に従っ
てください。

9. 4 つの 3/16 インチ六角ヘッドネジを交換して、
電子パネル（14）を閉じます。

10. 絶縁バルブカバー（99）を再度配置し、上部と
下部のネジ（99a）を締めてください。

11. 静電シールド（12）をキャビネット内部に再度
取り付けてください。

12. キャビネットドアを閉じて、フラットブレード
ドライバーを使用してドアをしっかり閉めま
す。

絶絶絶縁縁縁液液液体体体ポポポンンンプププののの分分分解解解

1. キャビネットから絶縁液体ポ
ンプを取り外してください。
キャビネットから絶縁液体ポンプを取り外す,
page 107 を参照してください。

2. ポンプを横に置いて、センサー（321）のネジ
を緩めてポンプの上部から取り外します。セン
サーの横にある O リングをチェックして、ク
ラックがないことを確認します。

3. マフラーの金具（323）を取り外してくださ
い。

4. ポンプの液体セクションを分解します：

a. ソケットレンチで、4 つのタイロッドのネ
ジ（312）を緩めてください。

b. 液体側を上に向けてポンプを置き、タイ
ロッドのネジ（312）を取り外してくださ
い。

c. 液体液体カバー（311）とガスケットシー
ル（309）を持ち上げて、取り外してくだ
さい。

d. シリンダー（310）を中央のハウジング
（307）から取り外します。

e. ポンプを横に置いてください。

Figure 49 液体カバーを取り外します。
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5. ポンプのエアセクションを分解します：

a. ソケットレンチで、4 つのタイロッドのネ
ジ（312）を緩めて、取り外してください。

b. エアカバー（320）と O リング（318）を
取り外します。ポンプがエアを漏らして
いる場合、O リングを点検して交換して
ください。

c. エアシリンダー（319）を中央のハウジン
グ（307）から取り外します。

Figure 50 エアカバーの取り外し
6. 液体ピストン（301）の整備の方法：

a. 液体ピストン（301）の背面からシール
（302）を取り除いて、ピストンの表面が
ダメージを受けないようにします。前面が
ダメージを受けている場合、シールが完全
に取り付けられない場合があります。

b. 液体ピストン（301）のシールを交換して
ください。

7. エアピストン（316）の整備の方法：

a. O リング（317）をエアピストン（316）
から取り外します。

b. 交換前に O リングにグリースを塗ってく
ださい。

8. ピストンロッド（305）を取り外す方法：

a. 液体側で、12 インチのモンキーレンチを液
体ピストン（301）の近くのピストンロッ
ドの平坦部で使用します。

b. 15 インチのモンキーレンチを液体ピストン
（301）の平坦部で使用して、緩めます。

c. 液体ピストン（301）のネジを緩めて、ピ
ストンロッド（305）から取り外します。

d. 中央のハウジング（307）を通してピストン
ロッド（305）を押して、取り外します。

9. エアピストン（316）をピストンロッド（305）
から取り外す方法：

a. 12 インチのレンチを、エアピストン
（316）の近くのピストンロッドの平坦部
で使用します。

b. 15 インチのモンキーレンチをエアピストン
（316）の平坦部で使用して、緩めます。

c. エアピストン（316）のネジを緩めて、ピ
ストンロッド（305）から取り外します。
エアピストンの下には O リング（315）、
マグネットホルダー（313）、マグネット
（314）があります。

10. 必要に応じて、中央のハウジングの各側でピス
トンバンパー（308）を取り外します。3 つの
タブのどれかを押し込んで、取り出します。バ
ンパーがカチッという音をたててはまります。
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11. ワイパーシール（306）を取り外して交換す
る方法：

a. 液体側の中央のハウジング（307）の中
で、ワイパーシール（306）を取り外しま
す。ペンチを使用して、シールをグリップ
して引き出します。

b. ワイパーシール（306）を交換するときに
は、中央のハウジング（307）の液体側に
挿入されていることを確認してください。
液体側の直径は、ハウジングのエア側より
少し短くなっています。

c. ワイパーシール（306）にグリースを塗っ
て、中央のハウジング（307）の溝にカ
チッという音をさせてはめ込みます。

Figure 51 中央のハウジングの部品

絶絶絶縁縁縁液液液体体体ポポポンンンプププののの再再再アアアセセセンンンブブブリリリ

1. 絶縁液体ポンプを横に置きます。
2. 中央のハウジング（307）のワイパーシール

（306）にグリースを塗ってください。
3. 非センサーの端で、ピストンロッド（305）を

ハウジング（307）を通して押します。端はハ
ウジングのエア側を通る必要があります。（エ
ア側の方が直径が長くなっています。）

4. エアピストン（316）をアセンブリします：

a. エアピストン（316）の周辺に O リング
（317）を配置してから、O リングにグ
リースを塗ります。

b. エアピストン（316）をピストンロッド
（305）にネジで留めます。ピストンロッ
ド（305）の平坦部でレンチを使って締
め、エアピストン（316）の平坦部でレン
チを使って締めます。

c. 適切に締められると、ピストンロッド
（305）とマグネットセンサー（314）の白
の部分が、エアピストン（316）から少し
出るようになります。

5. 液体ピストン（301）のアセンブリ方法：

a. U カップシール（302）を液体ピストン
（301）の所定の場所にカチッという音を
させてはめ込んでから、U カップシールの
外側にグリースを塗ります。

b. 液体ピストン（301）をピストンロッド
（305）にネジで留めます。ピストンロッ
ド（305）の平坦部でレンチを使って締
め、液体ピストン（301）の平坦部でレン
チを使って締めます。

6. エアシリンダー（319）内にグリースを塗って
から、エアピストン（316）の上、中央ハウジ
ング（307）の中に配置します。

7. エアピストン（316）を中央のハウジング
（307）に押し入れ、液体ピストン（301）が
中央のハウジングの外に出るようにします。

8. 液体シリンダー（310）の中にグリースを塗っ
てから、どちらかの端を液体ピストン（301）
の上に配置します。中央のハウジング（307）
に押し込んで配置してください。

9. 液体シリンダー（310）を上に向けさせた状態
で、ポンプの方向付けを行い、2 つのウィープ
穴（WH）が中央のハウジング（307）で向か
い合うようにしてください。穴は、絶縁キャビ
ネットのシステムの前部を示します。

10. ガスケットシール（309）を液体シリンダー
（310）に配置してください。

11. 液体カバー（311）を液体シリンダー（310）
に配置して、金具の穴が中央のハウジング
（307）でウィープの穴と並ぶようにします。
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12. タイロッドネジ（312）、ロックワッシャ
（304）、プレーンワッシャ（322）を回して
液体カバー（311）に入るようにします。ぴっ
たりはまるまでクロスパターンで締めます。

13. ポンプを横に置いて、タイロッドネジ（312）
をクロスパターンで締めます。18 N•m（160
in-lb）のトルクで締めます。プラスチックの部
品は緩むので、タイロッドネジを 2 回締めま
す。

14. エアシリンダー（319）が上を向いている状
態で、エアカバー（320）をエアシリンダー
（319）へ配置します。O リング（318）がカ
バーの所定位置にあることを確認します。Oリ
ングにグリースを塗ってください。

15. エアカバーのエアポートをポンプの前部と揃え
てください。穴は、液体カバー（311）の液体
ポート金具間で揃っている必要があります。

16. タイロッドネジ（312）、ロックワッシャ
（304）、プレーンワッシャ（322）を回して
エアカバー（320）に入るようにします。ぴっ
たりはまるまでクロスパターンで締めます。

17. ポンプを横に置いて、タイロッドネジ（312）
をクロスパターンで締めます。18 N•m（160
in-lb）のトルクで締めます。

18. エアバルブアセンブリ（323 ～ 326）をエアカ
バー（320）に取り付けます。締めて、エア金
具が左を向くようにしてください。

19. リニアーセンサー（321）のベースにある Oリ
ングにグリースを塗ってください。センサー
（321）をエアカバー（320）の上部に挿入し
てください。きつくなるまでネジで留めます。

Figure 52 カバーをウィープの穴と揃えます。
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液液液体体体レレレギギギュュュレレレーーータタターーーををを取取取りりり外外外すすす

整備のために液体レギュレーターを取り外して
ください。レギュレーターの整備方法の情報につ
いては、液体圧力レギュレーター取扱説明書を参
照してください。 関連の説明書, page 3を参照し
てください。

1. 圧力開放手順, page 30 に従ってください。
2. 電圧放電および接地の手順に従ってください。

（ 接地, page 16。）

3. ボールバルブ（39）を閉じてください。
4. エルボー金具（75）から液体ラインを取り外

します。
5. 液体ホースをチューブ圧縮金具（82）から取

り外します。
6. エアラインを取り外します。
7. ブリード抵抗器から液体レギュレーター（21）

につながれているジャンプワイヤーを取り外
します。

8. 液体レギュレーター（21）をエンクロー
ジャ（9）に取り付けている 6 つの六角ネジ
（20）、ロックワッシャ（22）、フラットワッ
シャ（19）を取り外します。

9. 液体レギュレーター（21）を取り外します。

液液液体体体レレレギギギュュュレレレーーータタターーーををを設設設置置置

1. 6 つの六角ネジ（20）、ロックワッシャ
（22）、フラットワッシャ（19）を使用して、
液体レギュレーター（21）をエンクロージャ
（9）に再度取り付けてください。

2. ジャンプワイヤーをブリード抵抗器から液
体レギュレーター（21）につなげてくださ
い。 配線の接続, page 120 を参照してくださ
い。

3. エアラインを接続してくださ
い。 空気圧接続, page 118 を参照して
ください。

4. 液体ホースをチューブ圧縮金具（82）につなげ
てください。

5. 液体ラインをエルボー金具（75）につなげて
ください。

6. （ハンドルが上を向いた状態で）ボールバル
ブ（39）を開いてください。
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電電電気気気コココンンントトトロロローーールルルののの整整整備備備

本セクションの手順を利用して、電気コントロー
ルのコンポーネントの整備を必要に応じて行って
ください。手順は、電気回路図, page 116 の図を
参照しています。

電電電気気気コココンンントトトロロローーールルルををを整整整備備備ににに対対対しししててて準準準備備備

1. 整備のために絶縁システ
ムを準備してください。
整備のために絶縁システムを準備してください。,
page 94 の手順に従います。

2. 絶縁システムの電源供給を停止します。
3. フラットブレードドライバーを使用して、絶縁

キャビネットドアを開いてください。
4. カバーネジ（416）を緩め、カバー（402）を

取り外します。
5. 電気コントロールアセンブリを開きます。

ソソソレレレノノノイイイドドドバババルルルブブブののの交交交換換換

1. 整備のために電気コントロールを準備してくだ
さい。電気コントロールを整備に対して準備,
page 113 の手順に従います。

2. コネクタ（433）を色変更ボード（403）から
取り外してください。

3. ソレノイドワイヤーを取り外してください。
4. 反時計回りに回転することにより、ソレノイ

ドバルブ（407）をマニホールド（406）から
取り外してください。

5. 新しいソレノイドを取り付けます。O リング
を潤滑化します。

6. ソレノイドワイヤーをコネクタ（433）に再
度つなげます。色変更ボード（403）へコネ
クタ（433）を再度設置します。位置の詳細
については、 電気回路図, page 116 を参照し
てください。

7. メンテナンス画面 3 ～ 6 を使用して、ソレノイ
ドの操作を確認してください。

kVkVkV ボボボーーードドドののの交交交換換換

1. 整備のために電気コントロールを準備してくだ
さい。電気コントロールを整備に対して準備,
page 113 の手順に従います。

2. kV ボードアセンブリ（428）からワイヤーを
取り外してください。

3. ドライバーでタブを引いて、ボードを DIN レー
ル（436）から放してください。

4. 新しい kV ボードアセンブリを取り付けてく
ださい。

5. ボードを DIN レール（436）にカチッという音
がするまではめてください。

6. 電気回路図, page 116 に表示されているよう
に、CAN ケーブル（445）を再度つなげてく
ださい。

7. 電気回路図, page 116 に示されているように、
kV ボードにワイヤーをつなげてください。
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電電電気気気///空空空気気気圧圧圧（（（V2PV2PV2P）））レレレギギギュュュレレレーーータタターーーののの交交交換換換

1. 整備のために電気コントロールを準備してくだ
さい。電気コントロールを整備に対して準備,
page 113 の手順に従います。

2. スプリッターケーブル（446）を取り外しま
す。

3. エアラインを取り外します。
4. ネジ（408）を取り外して、レギュレーター

ブラケット（434）と V2P（415）をパネルか
ら取り外します。

5. レギュレーターブラケット（434）と金具を新
しい V2P（415）へ移動します。

6. レギュレーターブラケット（434）と V2P
（415）を電子パネル（401）へ再度取り付け
ます。

Note

液体ネジシーラントを使用しないでくだ
さい。代わりにテープを使用します。

7. 空気圧接続, page 118 に示されているように、
エアラインを再度つなげます。

8. V2P（415）でゼロ消去手順を実行してくださ
い：

V2P（415）の上部には 3つのキーがあります：
下向き矢印、設定（S）、上向き矢印です。

a. キーのロックを解除するには、画面が
「Loc」と点滅するまで、下向き矢印キー
を 2 秒以上長押しします。

b. S キーを 1 回押して、キーのロックを解除
します。キーのロックが解除されると、画
面が「unL」を約 1 秒間表示します。

c. S キーを 2 秒以上押します。
d. 上向き/下向き矢印キーを使用して、

「F03」へ移動します。画面が「F03」と
「0cL」を交互に表示します。

e. S キーを押します。画面が「OcL」と点滅
します。

f. 上向き/下向き矢印を両方とも約 3 秒間同
時に長押しします。画面が「0cL」を表示
します。

g. 3 秒後に、ゼロ消去が実行され、画面が
「cLr」を短時間表示します。また、この操
作はキーを再度ロックします。
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標標標準準準的的的なななシシシススステテテムムムをををガガガンンン洗洗洗浄浄浄ボボボッッックククスススににに
対対対しししててて装装装備備備しししたたたももものののににに変変変換換換

ガン洗浄ボックス洗浄ボックス設置キット
26B420 を使用して、ガン洗浄ボックスをガン洗
浄ボックスに対して装備されていない標準的シ
ステムに設置してください。キット 26B420 は
アクセサリー, page 135 に一覧表示されています。

1. 整備のために電気コントロールを準備してくだ
さい。電気コントロールを整備に対して準備,
page 113 の手順に従います。

2. 電気コントロール（14）で、圧力スイッチ
（19B745）を既存の圧力スイッチ（420）の右
に設置してください。

3. 配線の接続, page 120 に示されているように、
ワイヤ D1 と D2 をつなげてください。

4. コントロールエンクロージャのガンフラッシュ
ボックスアイコンラベルによりキャッププラグ
を取り外し、バルクヘッドを設置してくださ
い。

5. エアチューブ（598095）を使用して、ガンフ
ラッシュボックス圧力スイッチ（19B745）を
バルクヘッド（121818）へつなげてくださ
い。 空気圧接続, page 118 を参照してくださ
い。

6. ソレノイドバルブ（16P316）をソレノイ
ドマニホールドの番号 8 の位置に設置して
ください。この場所のプラグを取り外して
ください。新しいソレノイドを設置するに
は、 ソレノイドバルブの交換, page 113 の手
順に従ってください。

7. ソレノイドマニホールドでエア金具（114263）
を設置してください。

8. ガンフラッシュボックスアイコンラベルの横に
あるユニットの右側の 2 つのキャッププラグを
取り外してください。これらの場所で 2 つのバ
ルクヘッド（121818）を設置してください。

9. エアチューブをソレノイド 8 の場所から適切
なバルクヘッドまでつなげてください。エア
チューブをコントロールエンクロージャのバ
ルクヘッドから適切なバルクヘッドにつなげ
てください。 空気圧接続, page 118 を参照し
てください。

色色色変変変更更更ボボボーーードドドフフフュュューーーズズズののの交交交換換換

ヒヒヒュュューーー
ズズズ

部部部品品品番番番号号号 説説説明明明

F1 17U084 ヒューズ。500 mA。

1. 整備のために電気コントロールを準備してくだ
さい。電気コントロールを整備に対して準備,
page 113 の手順に従います。

2. システムから電力を取り除きます。
3. 電子制御カバー（402）を取り外します。
4. 色変更ボードにヒューズ F1を配置します。

ボードからヒューズを引き抜きます。
5. 新しいヒューズを設置します。
6. カバーを再度取り付けます。システムへ電力

を復旧させます。
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電電電気気気回回回路路路図図図

Figure 53 26C896 電気コントロールの電気回路図（標準、ガン洗浄ボックスに対する装備なし）
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Figure 54 26C716 電気コントロールの電気回路図（ガン洗浄ボックスに対する装備あり）
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空空空気気気圧圧圧接接接続続続

以下の図の数字は、ポイントツーポイント接続を示
しています。たとえば、A4は A4 につながれます。

項項項目目目 説説説明明明 部部部品品品番番番号号号

An 5/32 インチチューブ 598095

Bn 3/8 インチチューブ 054134

A10

B3

B4

B4
B1

A10

B1

A6

A2

B3

A3

A13

B2

A13

A14

A15

A5

A4

A12

A11

A8

A7 A14

26C896

26C716

A1

WMBL02
WMBL03

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

Figure 55 空気圧接続
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TableTableTable 181818 絶絶絶縁縁縁シシシススステテテムムム空空空気気気圧圧圧接接接続続続ののの注注注意意意

IDIDID 説説説明明明

A4 バルブキット（16A079）の液体インレットバルブに接続します。色変更が有効なシステ
ムに対してのみ使用されます。

A5 バルブキット（16A079）のアクティブ液体バルブに接続します。色変更が有効なシステ
ムに対してのみ使用されます。 色変更：空気圧接続と配線接続, page 122 の図を参照し
てください。

A8 ガン洗浄ボックス機能が装備されているモデルのみで使用されます。ガンボックスを接続す
るには、ガン洗浄ボックスを接続, page 23 の手順に従ってください。

A9 使用しない。

A11 ガン洗浄ボックス機能が装備されているモデルのみで使用されます。

A12 オプションのシステム停止空気圧入力キット 26B414 に対してのみ使用されます。停止
キットを設置するには、 オプションのシステム停止空気圧入力キットを設置, page 25 の
手順に従ってください。
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配配配線線線ののの接接接続続続

以下の図の数字は、ポイントツーポイント接続を示しています。たとえば、C1 は C1 につながれます。

D1 D2

E2 E2E1

D4

D5

E5

D3

C1

C3

D6

C2

D7

E3

E4

C1

1

C3

C2

E1 D6

26C896

26C716

289697

25R197

D2D1

P2 P3 P4

19Y759

D3 D4 D5

Figure 56 配線の接続
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IDIDID 部部部品品品番番番号号号 説説説明明明

C1 17D923 バルクヘッドケーブル（59）

C2 121001 CAN ケーブル（43）

C3 17D923 バルクヘッドケーブル（59）

C4

C5
121002

CAN ケーブル（611）（色変
更が有効なシステムに対
してのみ使用されます。
色変更：空気圧接続と配線接続,
page 122 を参照してくだ
さい。）

D1 119159 エアフローセンサー（ポート
5 または 6 に対して。相互に
交換可能。）（30）

D2 119159 エアフローセンサー（ポート
5 または 6 に対して。相互に
交換可能。）（30）

D3 287839 ポンプセンサーアセンブリ
（P2 のラベル）（447）

IDIDID 部部部品品品番番番号号号 説説説明明明

D4 24W120 近接センサ（上部。P3 のラ
ベル。）（447）

D5 24W120 近接センサ（下部。P4 のラ
ベル。）（447）

D6 25R034 ブリード抵抗器（24）

D7 26C774 電源（47）

E1 緑/黄色（20インチ/50.8 cm）

E2 緑/黄色（5 インチ/12.7 cm）

E3 赤（6 インチ/15.2 cm）

E4

ワイヤー

（14 ゲー
ジ）

赤（10 インチ/25.4 cm）

E5 17J191 緑/黄色（81）

注注注 111：：：接地ワイヤーをキャビ
ネットの隅につっこんで、ド
アを閉じるときに邪魔になら
ないようにしてください。
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色色色変変変更更更：：：空空空気気気圧圧圧接接接続続続ととと配配配線線線接接接続続続

1 2
3 4
5 6

A17

A19

A21

A16

A18

A20

C5

C4

A16A18A20

C4

C5

Figure 57 色変更モジュール配線と空気圧接続

TableTableTable 191919 色色色変変変更更更空空空気気気圧圧圧接接接続続続

IDIDID 色色色変変変更更更モモモジジジュュューーー
ルルルポポポーーートトト

マママニニニホホホーーールルルドドドバババ
ルルルブブブスススタタタッッッククク

A16 1 バルブ 1（エア）

A17 10 バルブ 2（洗浄）

A18 2 バルブ 3（ダン
プ）

A19 11 バルブ 4（色 1）

A20 3 バルブ 5（色 2）

A21 12 バルブ 6（色 3）

TableTableTable 202020 色色色変変変更更更配配配線線線接接接続続続

IDIDID 部部部品品品番番番号号号 説説説明明明

C4

C5
121002 CAN ケーブル

（611）
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部部部品品品

絶絶絶縁縁縁シシシススステテテムムム

Figure 58 絶縁キャビネット

1 詳細な図については絶縁キャビネット内部を
参照してください。
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Figure 59 絶縁キャビネット内部

詳細 Cは、色変更が有効なシステムで変更する必要のあるキャビネット内の部品を表示しています。詳細
については、 キット 26B415、色変更, page 137 を参照してください。
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参参参照照照
番番番号号号

部部部品品品番番番号号号 説説説明明明 個個個数数数

1 ------- エンクロージャ、水媒介、バッ
チ、LP

1

1a ------- ナット 1

2 164416 ワッシャ、フラット 4

3 ------- フレーム、LP、水媒介 1

4 ------- ワッシャ、1/2 インチプレーンフ
ラット

8

5 123999 ネジ、キャップ、六角ヘッド 4

6 801020 ナット、ロック、六角 4

7 ------- パネル、エンクロージャ、水媒
介、バッチ

1

8 ------- ワッシャ、フラット 2

9 26C920 キャビネット、水媒介、スタンド 1

10 166846 金具、アダプター 1

11 108525 ワッシャ、ロック、スプリング 1

12 19B670 プレート、シールド、水媒介、
バッチ

1

13 25N031 ポンプ、水媒介絶縁

詳細については、 25N031
絶縁液体ポンプの部品, page 130を
参照してください。

1

26C896 コントロール、電子（モデル
WMBL00、WMBL02、WMBL20、
WMBL40、WMBL42、WMBL60、
WMBL80）

電子制御の部品, page 132 を参照
してください。

114

26C716 コントロール、電子、ガン洗浄ボッ
クスに対して装備（WMBL01、
WMBL03、WMBL41、WMBL43）

1

15 25N030 バルブ、水媒介絶縁

詳細については、 25N030
絶縁バルブの部品, page 128 を参
照してください。

1

16 19Y100 ブラケット、バルブ、水媒介 1

17 19Y099 ブラケット、ポンプ、水媒介 1

18 25P393 ロッド、接地、水媒介 1

19 115814 ワッシャ、フラット、SST 37

20 102023 ネジ、キャップ、六角ヘッド 15

21 244375 レギュレーター、圧力、液体 1

22 104123 ワッシャ、ロック、スプリング 34

23 112223 ナット、六角、標準 6

24 25R034 抵抗器、ブリード、アセンブリ、
ISO SYS

1

参参参照照照
番番番号号号

部部部品品品番番番号号号 説説説明明明 個個個数数数

25 17D918 マニホールド、エア、速度制御 1

26 514930 ネジ、キャップ、SKT HD 2

27 158491 金具、ニップル 1

28 15T937 金具、エルボー、スイベル、
1/4NPT X 5/32T

1

29 157350 アダプター 1

30 119159 スイッチ、エアフロー 1

31 15T546 金具、ストレート、3/8 T X 3/8
MNPT

2

32 154636 ワッシャ、フラット 1

33 101390 ワッシャ、ロック、内部 3

34 185548 ナット、水媒介 1

35 185547 ハウジング、フェルール、WB 1

36 16N177 金具、バルクヘッド、真鍮、3/8
インチ

1

245202 北米 NEMA 5-15 オスプラグ付き
電源コード（非表示）

1

124864 中国/オーストラリア AS/NZS 3112
オスプラグ付き電源コード（非表
示）

1

37

121056 大陸ヨーロッパ CEE 7/7 オスプラ
グ付き電源コード（非表示）

1

38 198663 フェルール、ホース、WB 1

39 237528 バルブ、ボール 1

40 26C728 ブラケット、ADM、水媒介 1

41 277853 ブラケット、取り付け、ブース制
御

1

42 26B099 キット、ADM コントロールイン
ターフェース（ADM とハイドロ
シールドソフトウェアトークンあ
り）

1

43 121001 ケーブル、CAN、メス/メス 1.0m 1

44 18C027 プラグ、穴、.687 インチ 2

45 116172 スイッチ、リミット、空気圧 1

46 151395 ワッシャ、フラット 4

47 26B100 電源、24VDC、2.5A、60W、C13
（アイテム 47、37、48、46、74
あり）

1

48 100518 ネジ、機械、パンヘッド 4

49 16F151 金具、エルボー、スイベル、3/8T
3/8NPT

1

50 120753 金具、エルボーには押して接続 1

51 157021 ワッシャ、ロック 2

52 555388 ナット、六角、機械、8–32 2
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参参参照照照
番番番号号号

部部部品品品番番番号号号 説説説明明明 個個個数数数

53 16A079 キット、バルブ、ダンプ、アク
セサリー

1

54 19A463 ネジ、キャップ、ソケットヘッド 4

55 114406 ネジ、機械、FILH 2

57 C50019 リング、端子 7

59 17D923 ケーブル、GCA、M12-5P、M バ
ルクヘッド/F

2

60 598095 チューブ、5/32 外径、ナイロン、
17 フィート（非表示）

接続の詳細について
は、空気圧接続, page 118 を参照
してください。

1

61 16K322 ブラケット、警報灯、塗料 1

62� 15A682 ラベル、安全 1

64 123942 ファスナー、ネジ、キャップ、六
角ヘッド

4

65 106084 ネジ、機械、パンヘッド 2

69 25P442 ボトル、洗浄、水媒介 1

70 223547 ワイヤー、アセンブリ、25 フィー
ト

1

71 114342 エルボー、1/4-18 NPSM 1

72 17R502 金具、エルボー、スイベル、1/4
NPT-NPSM

2

73 24Y376 バルブ、チェック、アウトレッ
ト、FKM ETP

1

74 103181 ワッシャ、外部ロック 4

75 19Y391 金具、エルボー、スイベル 1

76 26B161 ホース、カップリング、6.2 イン
チ、PTFE

1

77 19Y247 バルブ、エア、クイック排気 1

79 114263 金具、コネクタ、オス 1

80 164672 アダプター 1

81 17J191 ワイヤー、接地 1

82 110078 金具、チューブ液体 1

83 111987 コネクタ、コード張力緩和 2

84 26B162 ホース、カップリング、10.2 イ
ンチ、PTFE

1

85 ------- ナット、六角、フランジ、M8 2

86 110874 ワッシャ、フラット 2

87 111307 ワッシャ、ロック、外部 2

91 590332 チューブ、POLY-FLO 5/32 内径
X 1/4 外径

1

参参参照照照
番番番号号号

部部部品品品番番番号号号 説説説明明明 個個個数数数

92 ------- バー、ネオプレンストリップ、粘
着性

2

93 18C026 プラグ、穴、437 インチ

個数 7：モデル WMBL00、
WMBL20、WMBL40、WMBL60、
WMBL80

個数 5：モデル WMBL01、
WMBL41

7/5

94 101566 ナット、ロック 4

95 16F207 キャスター、スイベル、ブレーク
付き（非表示）

4

96 100018 ワッシャ、ロック、スプリング
（非表示）

4

97 100321 ナット（非表示） 4

98 19A460 ブラケット、シールド 2

99 26C922 プレート、シールド（99a、99b、
99c、105 あり）

1

99a 19B478 ネジ、キャプティブ 2

99b 170772 ワッシャ、プレーン 2

99c 10B479 リング、保持 2

100 551903 ネジ、キャップ、SCH、1/4X1/2 12

101 ------- クランプ、ホース、サイズ 32

センサーキット 26B102（101、
102、103、104 あり）を購入して
ください

2

102 ------- ブラケット、センサー

センサーキット 26B102（101、
102、103、104 あり）を購入して
ください

2

103 24W120 センサー、ストローク位置 2

104 19Y538 ナット、六角、5/16–24 4

105
�

19Y631 ラベル、安全、警告、ピンチ HAZ 3

107 ------- 接地ロッド、ハンドヘルド 1

109 26B089 ホース、塗料、低圧 1

110 054134 チューブ、ナイロン、3/8 インチ、
7 フィート（非表示）

接続の詳細について
は、空気圧接続, page 118 を参照
してください。

1

111 ------- ツール、アセンブリ、ピストン、
絶縁

1

112 ------- ツール、アセンブリ、スリーブ、
絶縁

1

113 ------- ツール、アセンブリ、ステム、絶
縁

1
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参参参照照照
番番番号号号

部部部品品品番番番号号号 説説説明明明 個個個数数数

25B413 キット、バルブツール（アイテム
111、112、113 あり）

1

114 15X472 ライト、タワー、周囲 RAM、M12 1

115 L60T18/
L60M19

ガン、Pro Xp（非表示）

一部のモデルに同
梱。 モデル, page 5 を参照
してください。

1

116 25R002/
25R004

ホース、液体、水媒介（非表示）

一部のモデルに同
梱。 モデル, page 5 を参照
してください。

1

117 235070/
235072

ホース、エア

一部のモデルに同
梱。 モデル, page 5 を参照
してください。

1

118 100731 ワッシャ 8

119 121818 バルクヘッド、チューブ、5/32

ガン洗浄ボックスに対して装備
されているシステムにあります
（WMBL01、WMBL41）

2

参参参照照照
番番番号号号

部部部品品品番番番号号号 説説説明明明 個個個数数数

120 25R200 液体、洗浄、1 ガロン（非表示） 1

121 16H930 ワッシャ、#10 フラット SST（非
表示）

1

122 ------- ナット、六角、ネジカット 2

123 197449 スペーサー 2

124 112222 ネジ、キャップ SCH 2

125 ------- プレート、ドア、水媒介 1

126 100639 ワッシャ、ロック 4

127 107110 ナット、ロック（非表示） 1

128 100730 ブッシング、3/8 NPT X 1/8 NPT 1

129 114958 ストラップ、タイ 2

130 116343 ネジ、接地 1

� 交換用の安全ラベル、タグ、カードについては
無償にて提供いたします。
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25N03025N03025N030 絶絶絶縁縁縁バババルルルブブブののの部部部品品品

Figure 60 絶縁バルブ
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参参参照照照
番番番号号号

部部部品品品番番番号号号 説説説明明明 個個個数数数

201 ------- ハウジング、ベース、絶縁バルブ 1

202* 19A375 リテーナ、Uカップ、絶縁バルブ 1

203* 129597 シール、U カップ、クアッドリ
ング、625 内径

2

204* 17X743 パッキン、U カップ 2

205 ------- ブロック、取り付け、ハウジング 1

206* 19A376 スペーサー、U カップ、絶縁バ
ルブ

2

207 194381 ピン、ダボ、1/8 2

208* 18B866 O リング、#024、FX75 2

209 ------- リング、ロック、ハウジング、
絶縁

1

210 ------- キャップ、シールリテーナ、絶縁 1

211 ------- ピストン、絶縁バルブ 1

212* 17X745 パッキン、U カップ、内径 1.25
X 外径 1.63

2

213* 19A379 ワッシャ、バックアップ、絶縁
バルブ

1

214* 19A380 リテーナ、ピストン、絶縁バルブ 1

215 17X746 スプリング、COMPR3.25 X 外
径 1.43

1

216* ------- キャップ、ピストン、絶縁バルブ 1

217 ------- ブロック、取り付け、シャトル 1

218 ------- ハウジング、シャトル、絶縁バ
ルブ

1

219* 111316 パッキン、O リング 2

220 17Y486 スプリング、COMPR、2.0 X 外
径 1.22

1

221* 19A448 スリーブ、絶縁バルブ 1

参参参照照照
番番番号号号

部部部品品品番番番号号号 説説説明明明 個個個数数数

222 ------- ステム、絶縁バルブ 1

223 ------- ベアリング、シャトル、絶縁バル
ブ、2 のパック、アイテム 231 を
含みます

2

224 ------- ブロック、マウント、エアシリ
ンダー

1

225 ------- ロッド、接続、絶縁バルブ 2

226 ------- リング、ロック、シャトル、絶縁 1

227 ------- シリンダー、エア、内径 2.0 X
10.0 にはアイテム 229 とアイテ
ム 239 が含まれています

2

228 18B106 O リング、#109、FX75 2

229 19A526 ナット、保持 1

230* 106258 パッキン、O リング 1

231 103413 パッキン、O リング 2

232 112914 ワッシャ、プレーン 4

233* 102471 ネジ、キャップ六角ヘッド 4

234 19A457 カプラー、絶縁バルブ 1

235 19A458 ナット、保持、絶縁バルブ 1

236 19A459 ワッシャ、ウェーブスプリング 1

237* 103975 ワッシャ、ロック 4

238* 166846 金具、アダプター 2

239 15T937 金具、エルボー、スイベル、
1/4NPT X 5/32T

3

240* 116658 金具、チューブ、オス（1/4
NPT）

1

247* 101970 プラグ、パイプ、ヘッドレス 1

* これらの部品はキットの一部として注文できま
す。 絶縁バルブキット, page 141 を参照してく
ださい。
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25N03125N03125N031 絶絶絶縁縁縁液液液体体体ポポポンンンプププののの部部部品品品

Figure 61 絶縁液体ポンプ
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参参参照照照
番番番号号号

部部部品品品番番番号号号 説説説明明明 個個個数数数

301 19A952 ピストン、液体、絶縁ポンプ 1

302* 19A951 パッキン、Uカップ、4.08 X .335 1

304* 103975 ワッシャ、ロック 8

305 ------- ロッド、ピストン、絶縁ポンプ 1

306* 121130 ワイパー、CM200、ウェットカッ
プカバー

1

307 ------- ハウジング、中央、絶縁ポンプ 1

308* 15U254 バンパー 2

309* 15G881 シール、ガスケット、シリンダー 1

310* 15G882 シリンダー、ポンプ（クローム、
2000cc）

1

311 17W719 カバー、液体、絶縁ポンプ 1

312* 17Z471 ネジ、キャップ、六角ヘッド、
3/8-16 X 7"

8

313 ------- ホルダー、マグネット、センサー 1

314* 15G747 マグネット、リニアセンサー 1

参参参照照照
番番番号号号

部部部品品品番番番号号号 説説説明明明 個個個数数数

315* 160516 パッキン、O リング、214 1

316 ------- ピストン、エア、絶縁ポンプ 1

317* 17Z468 O リング、#346、BUNA–N 1

318* 111624 パッキン、O リング 1

319* 17X737 シリンダー、ピストン、4.5 内径 1

320 ------- カバー、エア、絶縁ポンプ 1

321 287839 センサー、アセンブリ 1

322* 112914 ワッシャ、プレーン 8

323 16D939 金具、ニップル、減少 1

324 104661 バルブ、排気、クイック 1

325 15T866 金具、エルボー、スイベル、
1/8NPT X 5/32T

1

326 114174 マフラー 1

327 166846 金具、アダプター 2

* これらの部品はキットの一部として注文できます。絶縁液体ポンプキット, page 144を参照してください。
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電電電子子子制制制御御御ののの部部部品品品

以下の図は 26C716 を示しています。

Figure 62 電子制御 Note

エアチューブ（470）を使用して、ガンフ
ラッシュボックス圧力スイッチ（420）を
バルクヘッド（460）へつなげてくださ
い。26C716 には 2 つのスイッチがありま
す。ガン洗浄圧力スイッチは、右側のス
イッチです。
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参参参照照照
番番番号号号

部部部品品品番番番号号号 説説説明明明 個個個数数数

401 ------- パネル、水媒介、塗装済み 1

402 ------- カバー、電子、水媒介 1

403 25D312 ボード、回路、GCA、CC、
IS-TBD

1

403a 17U084 ヒューズ、500mA 1

404 112324 ネジ、MACH、PN HD、4X.25 7

405 100139 プラグ、パイプ、1/8-27 NPTF 1

406 ------- マニホールド、色変更コントロー
ル

1

407 16P316 バルブ、ソレノイド

モデル 26C716：個数 8

モデル 26C896：個数 7

8/7

408 103833 ネジ、MACH、CRBH 12

409 110874 ワッシャ、フラット 6

410 104123 ワッシャ、ロック、スプリング 4

411 114263 金具、コネクタ、オス

モデル 26C716：個数 8

モデル 26C896：個数 7

8/7

412 289696 モジュール、GCA、キューブ、
FCM

1

413 289697 モジュール、GCA、キューブ、
ベース

1

414 115814 ワッシャ、フラット、SST 4

415 17G386 レギュレーター、電子/空気圧、
3/8 インチ NPT

2

416 551903 ネジ、キャップ SCH 1/4-20 x 1/2 4

417 16F151 金具、エルボー、スイベル、3/8T
3/8 NPT

3

418 112173 マフラー 2

419 112144 ねじ、MACH、パンヘッド 6

420 17D919 スイッチ、圧力

モデル 26C716：個数 2

モデル 26C896：個数 1

2/1

421 100272 ワッシャ、ロック、#6 1

422 ------- カバー、ワイヤー、ダクト 0.55

425 ------- プラグ、1 インチ内径、丸、プラ
スチック

1

426 16P916 プラグ、マニホールド、色変更

モデル 26C716：個数 1

モデル 26C896：個数 2

付属アイテム 427

1/2

参参参照照照
番番番号号号

部部部品品品番番番号号号 説説説明明明 個個個数数数

427 113418 パッキン、O リング

モデル 26C716：個数 1

モデル 26C896：個数 2

1/2

428 25R197 エンクロージャー、アセンブリ、
KV ボード

1

429 112446 ブロック、クランプエンド 4

432 17G392 ブロック、端子、オプトカプラー 1

433 119162 コネクタ、プラグ、6 箇所 3

434 17D921 ブラケット、レギュレーター 2

436 514014 レール、MT（長さに対してカッ
ト）

1

437 ---- ダクト、ワイヤー ---

438 277674 エンクロージャー、キューブドア 1

439 108982 コネクタ、チューブ 1

440 19Y588 アダプター、ケーブル、CAN、
ISから非ISへ

2

441 ------- ネジ、MACH、PAN HD、#6-32
UNC

4

442 C06061 マフラー、焼結、直径 1/8 2

443 107388 ネジ、MACH、パンヘッド 4

445 17H111 ケーブル、GCA、M12-5P、
M/N、0.5M

詳細について
は、配線の接続, page 120 を参照
してください。

1

446 19Y586 ケーブル、スプリッター、SNG
オス DBL メス

詳細について
は、配線の接続, page 120 を参照
してください。

1

447 19Y759 ケーブル、スプリッター、M12-8P

詳細について
は、配線の接続, page 120 を参照
してください。

1

448 ------- ネジ、マシン、パン、6–32 x
1–1/2

1

449 19Y572 ケーブル、スプリッター、M12
（F）TO M8（M）

詳細について
は、配線の接続, page 120 を参照
してください。

2

450 121000 ケーブル、CAN、メス/メス 0.5 m

詳細について
は、配線の接続, page 120 を参照
してください。

1

451 ------- ブラケット、色変更、水媒介 1
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参参参照照照
番番番号号号

部部部品品品番番番号号号 説説説明明明 個個個数数数

453 19Y758 ケーブル、スプリッター、リー
ド、M12-5P

1

454 112512 フェルール、ワイヤーオレンジ

モデル 26C716：個数 1

モデル 26C896：個数 19

21/

19

458 102478 ストラップ、タイ、配線 8

460 121818 バルクヘッド、チューブ、5/32

モデル 26C716：個数 1

モデル 26C896：個数 0

1/0

462 116343 ネジ、接地 1

463 186620 ラベル、シンボル、接地 1

464 123691 ホルダー、ヒューズ 1

参参参照照照
番番番号号号

部部部品品品番番番号号号 説説説明明明 個個個数数数

466 120490 カバー、端 2

467 120491 ブロック、端子

モデル 26C716：個数 6

モデル 26C896：個数 8

6/8

470 598095 チューブ、5/32 外径、ナイロン、
250PSI

（26C716 のみ）

16イ
ンチ

471 113279 プラグ、金具、チューブ、プッ
シュイン

1

472 18C026 プラグ、穴、437 インチ

モデル 26C716：個数 2

モデル 26C896：個数 3

2/3
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修修修理理理キキキッッットトトとととアアアクククセセセサササリリリーーー

アアアクククセセセサササリリリーーー

接接接地地地済済済みみみエエエアアアホホホーーーススス

0.7 MPa（7.0 bar、100 psi）最大使用圧力
8 mm（0.315 インチ）内径、1/4 npsm（f）x 1/4
npsm（f）左ネジ

部部部品品品番番番号号号 説説説明明明

接接接地地地済済済みみみエエエアアアホホホーーーススス、、、ススステテテンンンレレレススス鋼鋼鋼編編編組組組接接接地地地経経経
路路路（（（赤赤赤）））

235070 7.6 m (25 ft)

235071 11 m（36 ft）

235072 15 m（50 ft）

235073 23 m（75 ft）

235074 30.5 m（100 ft)

液液液体体体ホホホーーーススス

0.7 MPa（7.0 bar、100 psi）最大使用圧力
1/4 インチ（6 mm）ID

部部部品品品番番番号号号 説説説明明明

シシシーーールルルドドド水水水媒媒媒介介介液液液体体体ホホホーーーススス

25R002 7.6 m（25 ft）

25R003 11 m（36 ft）

25R004 15 m（50 ft）

25R005 23 m（75 ft）

25R006 30.5 m（100 ft)

警警警報報報灯灯灯延延延長長長ケケケーーーブブブルルル

部部部品品品番番番号号号 説説説明明明 数量数量数量

124003 ケーブル、CAN、オス/メス、
5 m

1

121005 ケーブル、CAN、オス/メス、
15 m

1

121006 ケーブル、CAN、オス/メス、
50 m

1

制制制御御御モモモジジジュュューーールルル用用用 CANCANCAN ケケケーーーブブブルルル

部部部品品品番番番号号号 説説説明明明 数量数量数量

121001 ケーブル、CAN、メス/メス、
1 m

絶縁システムに同梱（43）

1

121002 ケーブル、CAN、メス/メス、
1.5 m

1

19Y641 キット、シールド CAN、LF
フェライト、15 m

1

19Y642 キット、シールド CAN、LF
フェライト、40 m

1

ハハハイイイドドドロロロシシシーーールルルドドド洗洗洗浄浄浄液液液

部部部品品品番番番号号号 説説説明明明 数量数量数量

25R200 液体、洗浄、1 ガロン 1

キキキッッットトト 244105244105244105、、、ガガガンンン洗洗洗浄浄浄ボボボッッックククスススモモモジジジュュューーールルル

関連の取扱説明書, page 3 の 309227 を参照して
ください。

キキキッッットトト 26B42026B42026B420、、、GunGunGun FlushFlushFlush BoxBoxBox イイインンンススストトトレレレーーーシシショョョ
ンンンキキキッッットトト

このキットは、ガン洗浄ボックスに装備されて
いないハイドロシールドシステムに必要で
す。インストレーションの詳細については、
標準的なシステムをガン洗浄ボックスに対して装備したものに変換,
page 115 を参照してください。

部部部品品品番番番号号号 説説説明明明 数量数量数量

19B745 スイッチ、圧力 1

598095 チューブ、5/32 外径、ナイロ
ン

1

16P316 バルブ、ソレノイド 1

114263 金具、コネクタ、オス 1

121818 バルクヘッド、チューブ、5/32 1
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キキキッッットトト 24N52824N52824N528、、、606060 kVkVkV ととと 858585 kVkVkV ガガガンンン用用用のののガガガンンン洗洗洗浄浄浄
ボボボッッックククスススアアアダダダプププタタターーーキキキッッットトト

このキットは、ガン洗浄ボックスに装備されてい
るハイドロシールドシステムに必要です。

部部部品品品番番番号号号 説説説明明明 数量数量数量

16P679 アダプター、ガンホルダー、
60KV、85KV

1

16T438 ヨーク、上側、ES ガン 1

17Y357 アダプター、AA ホルスター 1

キキキッッットトト 26B41426B41426B414、、、シシシススステテテムムム停停停止止止空空空気気気圧圧圧入入入力力力キキキッッットトト

このキットは、ハイドロシールドシステムを停止す
るように信号を送るための空気圧の手段を提供しま
す。オプションのシステム停止を使用するために、
キット 26B414 を設置します：エアインレット こ
の入力の詳細については、状態画面 1, page 52 を
参照してください。

部部部品品品番番番号号号 説説説明明明 数量数量数量

19B745 スイッチ、圧力 1

598095 チューブ、5/32 外径、ナイロ
ン、4 ft

1

121818 バルクヘッド、チューブ、5/32 2

キキキッッットトト 24Z22624Z22624Z226、、、オオオプププトトトカカカプププラララーーーキキキッッットトト

このキットは、システムステータス出力を使用する
ために必要です。この機能は状態画面 1, page 52 と
メンテナンス6：出力のリセットとテスト, page 65に
あります。

キキキッッットトト 17Z57817Z57817Z578、、、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トトトーーー
クククンンン

このキットには、最新のシステムソフトウェ
アのある Graco ブラックソフトウエアアップ
デートトークンがあります。置換コントロー
ルインターフェースの注文時にトークンが
含まれています。トークンを使用するには、
システムソフトウェアのアップデート, page 42 を
参照してください。
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キキキッッットトト 26B41526B41526B415、、、色色色変変変更更更

標準的なシステムを色変更システムに変換します。
キットには、30 フィートの 5/32" チュービング、
（598095）が含まれています。色変更変更制御モ
ジュールと色変更バルブスタックが必要です。

Figure 63 色変更キット 26B415

参参参照照照
番番番号号号

部部部品品品番番番号号号 説説説明明明 個個個数数数

601 19Y578 バー、取り付け 2

602 100731 ワッシャ、3/8” 12

603 100639 ワッシャ、ロック、3/8” 6

604 101566 ナット、ロック、3/8” 6

605 121592 ネジ、キャップ、六角ヘッド、
3/8”

2

606 102637 ネジ、キャップ 4

607 15U927 ブラケット、色変更スタック 1

608 115814 ワッシャ、フラット、SST 6

609 104123 ワッシャ、ロック、スプリング 6

610 551903 ネジ、キャップ、SCH、1/4 x 1/2 8

611 121002 ケーブル、CAN、メス/メス 1.5 m 2

612 16T072 アダプター、ケーブル、CAN、
ISから非ISへ

2

613 26B089 ホース、塗料、低圧 1

614 16A079 キット、バルブ、ダンプ、アク
セサリー

1

615 25A517 ホース、結合、.625 ft、PTFE 1

616 17R502 金具、エルボー、スイベル、1/4
NPT-NPSM

2

617 114342 エルボー、1/4-18 NPSM 1

618 ------- バルブスタック（色変更モジュー
ル/バルブスタックの組み合わせ
については以下の表を参照してく
ださい）

1

619 ------- 色変更モジュール（色変更モ
ジュール/バルブスタックの組み
合わせについては以下の表を参照
してください）

1

色色色変変変更更更制制制御御御モモモジジジュュューーールルルとととバババルルルブブブスススタタタッッックククののの組組組みみみ合合合わわわせせせ

最最最大大大 色色色 バババルルルブブブ数数数 制制制御御御モモモ
ジジジュュューーールルル

バババルルルブブブススス
タタタッッッククク

1 4 25D313 256290

3 6 25D315 256292

5 8 25D317 256294

7 10 25D319 256296

最最最大大大 色色色 バババルルルブブブ数数数 制制制御御御モモモ
ジジジュュューーールルル

バババルルルブブブススス
タタタッッッククク

9 12 25D321 256298

11 14 25D323 256300

13 16 25D325 256302

15 18 25D327 256304
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色色色変変変更更更モモモジジジュュューーールルルののの構構構成成成

以下のように、指定の番号に従って、モジュール
それぞれを構成してください：

注注注意意意
回路基板に損害を与えるのを避けるために、手
首には部品番号 112190 接地ストラップを付け
て、適切に接地してください。

電気部品の損傷を避けるため、コネクタを挿し
込む前にすべてのシステムの電源を切ってくだ
さい。

1. 整備のために電気コントロールを準備してくだ
さい。電気コントロールを整備に対して準備,
page 113 の手順に従います。

2. システムから電源を切ります。
3. 色変更モジュールを開きます。コントロールモ

ジュールボードのスイッチ S4、S5、S6 の位
置を確認します。スイッチはオフの位置で出
荷されています。

4. 各モジュールについて、以下の表の説明に従っ
て、スイッチをオンまたはオフに設定します。

非非非 ISISISコココンンントトトロロローーールルルモモモジジジュュューーールルルスススイイイッッッチチチののの設設設定定定

制制制御御御モモモ
ジジジュュューーールルル

S6S6S6 S5S5S5 S4S4S4

電子制御

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

色変更

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

色色色変変変更更更ボボボーーードドドののの交交交換換換

注注注意意意
回路基板に損害を与えるのを避けるために、手
首には部品番号 112190 接地ストラップを付け
て、適切に接地してください。

電気部品の損傷を避けるため、コネクタを挿し
込む前にすべてのシステムの電源を切ってくだ
さい。

1. 整備のために電気コントロールを準備してくだ
さい。電気コントロールを整備に対して準備,
page 113 の手順に従います。

2. システムから電力を取り除きます。
3. 色変更モジュールカバー（704）を取り外しま

す。
4. 各ケーブルが接続されている箇所を確認し、色

変更ボードのコネクタからすべてのケーブル
を取り外します。

5. 7 個の取り付けネジ（703）とボード（702）
を取り外します。

6. 新しいボードを取り付けます。ネジを再度取
り付けます。

7. 手順 3 の説明に従って、ケーブルを適切なコネ
クタに再度つなげます。

8. カバー（704）を再度取り付けます。システム
への電力を復旧させます。
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Figure 64 コントロールモジュールの修理（非危険区域モジュール部品を表示）

参参参照照照
番番番号号号

部部部品品品番番番
号号号

説説説明明明 個個個
数数数

701 16P855 パネル 1

702 25D312
ボード、回路。25D313 -
25D327 制御モジュールルに
て使用。

1

702a 17U084
フューズ。500 mA。25D313
- 25D327 制御モジュールルに
て使用。

1

703 112324 ネジ、機械、パンヘッド。
4–40 x 0.25 インチ（6mm）。 6

704 24T562 カバー 1

705 119162 コネクタ、6 位置 ★

707 116343 ネジ、接地。M5 x 0.8。 1

708 123691 ホルダー、ヒューズ 1

709 24T563 マニホールド 2

710 16P316 ソレノイド ★

711 117831 ネジ、機器、パンヘッド。
6-32 x 0.5 インチ（13 mm）。 4

712 103833
ネジ、機器、パンヘッド。
10–32 x 0.375 インチ（10
mm）。

8

713 24T565 プラグ、5/8–32。アイテム
314 を含む。 ★

714 113418 O リング。ブナ N。 14

参参参照照照
番番番号号号

部部部品品品番番番
号号号

説説説明明明 個個個
数数数

715 100139 プラグ、パイプ。1/8 npt。 3

716 C06061 マフラー 2

717 115671
金具、コネクタ。1/8 npt
（m）x 1/4 インチ（6 mm）
外径チューブ。

1

718 112698
エルボー。1/8 npt（m）x 1/4
インチ（6 mm）外径チュー
ブ。

2

719 590332 チューブ。ポリエチレン。1/4
インチ（6 mm）外径。 1

720 598095 チューブ、ナイロン。5/32 イ
ンチ（4 mm）外径。 1

721 — —— ストラップ、タイ ★

722 — —— フェルール ★

724 114263
金具、コネクタ。1/8 npt
（m）x 5/32 インチ（4 mm）
外径チューブ。

★

732 151395 ワッシャ 4

★ ご利用の制御モジュールキットの各部品の個数
については、以下の表をご参照ください。
「———」と表記されている部品は、別売りされ
ていません。
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修理キットとアクセサリー

非非非危危危険険険区区区域域域コココンンントトトロロローーールルルモモモジジジュュューーールルル部部部品品品ののの数数数量量量

左側の列でモジュールキット番号を探し、一番上の行の希望する参照番号を見て、ご利用のコントロール
モジュールキットの部品の数量を確認してください。

モモモジジジュュューーー
ルルル番番番号号号

666---位位位置置置コココネネネククク
タタタ（（（705705705）））

ソソソレレレノノノイイイドドド
（（（710710710）））

プププラララグググ
（（（713713713）））

タタタイイイススストトトラララッッッ
プププ（（（721721721）））

フフフェェェルルルーーー
ルルル（（（722722722）））

コココネネネクククタタタ金金金具具具
（（（724724724）））

25D313 6 4 14 4 8 4

25D315 6 6 12 4 12 6

25D317 6 8 10 4 16 8

25D319 6 10 8 4 20 10

25D321 6 12 6 4 24 12

25D323 6 14 4 4 28 14

25D325 6 16 2 4 32 16

25D327 6 18 0 4 36 18
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修理キットとアクセサリー

絶絶絶縁縁縁バババルルルブブブキキキッッットトト

キキキッッットトト 26B40126B40126B401、、、ススステテテムムム、、、スススリリリーーーブブブ、、、ピピピススストトトンンンののの交交交換換換

これらの部品を取り扱う際は、落としたり、傷づけたりしないように注意してください。このキットには、
111 ～ 113 のツールをインストールする必要があります。絶縁システム, page 123 を参照してください。

参参参照照照
番番番号号号

部部部品品品番番番号号号 説説説明明明 個個個数数数

202 19A375 リテーナ、Uカップ、絶縁バルブ 1

203 129597 シール、U カップ、クアッドリ
ング、625 内径

2

204 17X743 パッキン、U カップ 2

206 19A376 スペーサー、U カップ、絶縁バ
ルブ

2

208 18B866 O リング、#024、FX75 2

211 ------- ピストン、絶縁バルブ 1

212 17X745 パッキン、U カップ、内径 1.25
X 外径 1.63

2

参参参照照照
番番番号号号

部部部品品品番番番号号号 説説説明明明 個個個数数数

213 19A379 ワッシャ、バックアップ、絶縁
バルブ

1

214 19A380 リテーナ、ピストン、絶縁バルブ 1

219 111316 パッキン、O リング 2

221 19A448 スリーブ、絶縁バルブ 1

222 ------- ステム、絶縁バルブ 1

228 18B106 O リング、#109、FX75 2

230 106258 パッキン、O リング 1

キキキッッットトト 26B40226B40226B402、、、ハハハウウウジジジンンングググアアアセセセンンンブブブリリリ

参参参照照照
番番番号号号

部部部品品品番番番号号号 説説説明明明 個個個数数数

201 ------- ハウジング、ベース、絶縁バルブ 1

205 ------- ブロック、取り付け、ハウジング 1

207 19A381 キャップ、ピストン、絶縁バルブ 1

209 ------- リング、ロック、ハウジング、
絶縁

1

232 112914 ワッシャ、プレーン 2

233 102471 ネジ、キャップ六角ヘッド 2

237 103975 ワッシャ、ロック 2

参参参照照照
番番番号号号

部部部品品品番番番号号号 説説説明明明 個個個数数数

238 166846 金具、アダプター 1

240 116658 金具、チューブ、オス（1/4
NPT）

1

247 101970 プラグ、パイプ、ヘッドレス 1

19 115814 ワッシャ、フラット、SST 4

22 104123 ワッシャ、ロック、スプリング 2

23 112223 ナット、六角、標準 2

54 19A463 ネジ、キャップ、ソケットヘッド 2

キキキッッットトト 26B40326B40326B403、、、保保保持持持キキキャャャッッップププセセセッッットトト

参参参照照照
番番番号号号

部部部品品品番番番号号号 説説説明明明 個個個数数数

203 129597 シール、U カップ、クアッドリ
ング、625 内径

1

208 18B866 O リング、#024、FX75 1

210 ------- キャップ、シールリテーナ、絶縁 1
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修理キットとアクセサリー

キキキッッットトト 26B40426B40426B404、、、ピピピススストトトンンン交交交換換換

これらの部品を取り扱う際は、落としたり、傷づけたりしないように注意してください。このキットに
は、111 のツールをインストールする必要があります。絶縁システム, page 123を参照してください。

参参参照照照
番番番号号号

部部部品品品番番番号号号 説説説明明明 個個個数数数

211 ------- ピストン、絶縁バルブ 1

212 17X745 パッキン、U カップ、内径 1.25
X 外径 1.63

2

参参参照照照
番番番号号号

部部部品品品番番番号号号 説説説明明明 個個個数数数

213 19A379 ワッシャ、バックアップ、絶縁
バルブ

1

214 19A380 リテーナ、ピストン、絶縁バルブ 1

キキキッッットトト 26B40526B40526B405、、、キキキャャャッッップププ、、、ピピピススストトトンンンリリリ
テテテーーーナナナ

絶縁バルブの下部ハウジング 交換するには、下部のピストンハウジングの整備, page 103 を参照して
ください。

参参参照照照
番番番号号号

部部部品品品番番番号号号 説説説明明明 個個個数数数

216 ------- キャップ、ピストン、絶縁バルブ 1

230 106258 パッキン、O リング 1

239 15T937 金具、エルボー、スイベル、
1/4NPTX5/32T

1

キキキッッットトト 26B40626B40626B406、、、ススステテテムムムののの交交交換換換

これらの部品を取り扱う際は、落としたり、傷づけたりしないように注意してください。このキットには、
111 ～ 113 のツールをインストールする必要があります。絶縁システム, page 123を参照してください。

参参参照照照
番番番号号号

部部部品品品番番番号号号 説説説明明明 個個個数数数

219 111316 パッキン、O リング 2

222 ------- ステム、絶縁バルブ 1

228 18B106 O リング、#109、FX75 2

キキキッッットトト 26B40826B40826B408、、、マママウウウンンントトトブブブロロロッッックククエエエアアア
シシシリリリンンンダダダーーー

参参参照照照
番番番号号号

部部部品品品番番番号号号 説説説明明明 個個個数数数

224 ------- ブロック、マウント、エアシリ
ンダー

1

232 112914 ワッシャ、プレーン 2

233 102471 ネジ、キャップ六角ヘッド 2

237 103975 ワッシャ、ロック 2

参参参照照照
番番番号号号

部部部品品品番番番号号号 説説説明明明 個個個数数数

19 115814 ワッシャ、フラット、SST 4

22 104123 ワッシャ、ロック、スプリング 2

23 112223 ナット、六角、標準 2

54 19A463 ネジ、キャップ、ソケットヘッド 2

キキキッッットトト 26B40926B40926B409、、、接接接続続続ロロロッッッドドド

参参参照照照
番番番号号号

部部部品品品番番番号号号 説説説明明明 個個個数数数

225 ------- ロッド、接続 絶縁バルブ 2

232 112914 ワッシャ、プレーン 4

参参参照照照
番番番号号号

部部部品品品番番番号号号 説説説明明明 個個個数数数

233 102471 ネジ、キャップ六角ヘッド 4

237 103975 ワッシャ、ロック 4
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修理キットとアクセサリー

キキキッッットトト 26B41026B41026B410、、、再再再構構構築築築すすするるるたたためめめののの整整整備備備用用用
のののシシシーーールルルセセセッッットトト

これらの部品を取り扱う際は、落としたり、傷づけたりしないように注意してください。このキットには、
111 ～ 113 のツールをインストールする必要があります。絶縁システム, page 123を参照してください。

参参参照照照
番番番号号号

部部部品品品番番番号号号 説説説明明明 個個個数数数

202 19A375 リテーナ、Uカップ、絶縁バルブ 1

203 129597 シール、U カップ、クアッドリ
ング、625 内径

2

204 17X743 パッキン、U カップ 2

206 19A376 スペーサー、U カップ、絶縁バ
ルブ

2

208 18B866 O リング、#024、FX75 2

参参参照照照
番番番号号号

部部部品品品番番番号号号 説説説明明明 個個個数数数

212 17X745 パッキン、U カップ、内径 1.25
X 外径 1.63

2

219 111316 パッキン、O リング 2

228 18B106 O リング、#109、FX75 2

230 106258 パッキン、O リング 1

キキキッッットトト 26B41126B41126B411、、、シシシャャャトトトルルルアアアセセセンンンブブブリリリ

参参参照照照
番番番号号号

部部部品品品番番番号号号 説説説明明明 個個個数数数

207 194381 ピン、ダボ、1/8 インチ 1

217 ------- ブロック、取り付け、シャトル 1

218 ------- ハウジング、シャトル、絶縁バ
ルブ

1

219 111316 O リング、#012、FX75 1

参参参照照照
番番番号号号

部部部品品品番番番号号号 説説説明明明 個個個数数数

223 ------- ベアリング、シャトル 2

226 ------- リング、ロック、ハウジング 1

231 103413 O リング、#20、バイトン 2

238 166846 金具、アダプター 1

キキキッッットトト 26B41326B41326B413、、、整整整備備備ツツツーーールルル

参参参照照照
番番番号号号

部部部品品品番番番号号号 説説説明明明 個個個数数数

111 ------- ツール、ピストン 1

112 ------- ツール、アセンブリ、スリーブ 1

113 ------- ツール、スリーブ削減ナット 1
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修理キットとアクセサリー

絶絶絶縁縁縁液液液体体体ポポポンンンプププキキキッッットトト

キキキッッットトト 24A91424A91424A914、、、バババンンンパパパーーー

参参参照照照
番番番号号号

部部部品品品番番番号号号 説説説明明明 個個個数数数

308 15U254 バンパー 2

キキキッッットトト 26B42126B42126B421、、、再再再構構構築築築すすするるるたたためめめののの整整整備備備用用用のののシシシーーールルルセセセッッットトト

参参参照照照
番番番号号号

部部部品品品番番番号号号 説説説明明明 個個個数数数

302 19A951 パッキン、Uカップ、4.08 X .335 1

306 121130 ワイパー、CM200、ウェットカッ
プカバー

1

309 15G881 シール、ガスケット、シリンダー 1

参参参照照照
番番番号号号

部部部品品品番番番号号号 説説説明明明 個個個数数数

315 160516 パッキン、O リング、214 1

317 17Z468 O リング、#346、BUNA-N 1

318 111624 パッキン、O リング 1

キキキッッットトト 26B42226B42226B422、、、ロロロッッッドドド交交交換換換

キットは部品番号 306 以外はフルアセンブリで納品されます。

参参参照照照
番番番号号号

部部部品品品番番番号号号 説説説明明明 個個個数数数

305 ------- ロッド、ピストン、絶縁ポンプ 1

306 121130 ワイパー、CM200、ウェットカッ
プカバー

1

参参参照照照
番番番号号号

部部部品品品番番番号号号 説説説明明明 個個個数数数

313 ------- ホルダー、マグネット、センサー 1

314 15G747 マグネット、リニアセンサー 1

315 160516 パッキン、O リング、214 1

キキキッッットトト 26B42326B42326B423、、、液液液体体体シシシリリリンンンダダダーーー

参参参照照照
番番番号号号

部部部品品品番番番号号号 説説説明明明 個個個数数数

309 15G881 シール、ガスケット、シリンダー 1

312 15G882 シリンダー、ポンプ（クローム、
2000cc）

1

キキキッッットトト 26B42426B42426B424、、、エエエアアアシシシリリリンンンダダダーーー

参参参照照照
番番番号号号

部部部品品品番番番号号号 説説説明明明 個個個数数数

318 111624 パッキン、O リング 1

319 17X737 シリンダー、ピストン、4.5 内径 1

キキキッッットトト 26B42526B42526B425、、、エエエアアアピピピススストトトンンン

参参参照照照
番番番号号号

部部部品品品番番番号号号 説説説明明明 個個個数数数

315 160516 パッキン、O リング、214 1

316 ------- ピストン、エア、絶縁ポンプ 1

317 17Z468 O リング、#356、BUNA–N 1

キキキッッットトト 26B42626B42626B426、、、ボボボルルルトトト交交交換換換セセセッッットトト

参参参照照照
番番番号号号

部部部品品品番番番号号号 説説説明明明 個個個数数数

304 103975 ワッシャ、ロック 4

312 17Z471 ネジ、キャップ、六角ヘッド、
3/8-16 X 7"

4

322 112914 ワッシャ、プレーン 4
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パフォーマンス

パパパフフフォォォーーーマママンンンススス
以下の図は、流体粘度の範囲に対して絶縁液体ポンプを充填するのにかかる時間を示しています。

液体インレットの動的圧力：

100 psi（.7 Mpa、6.9 bar）

80 psi (.6 Mpa、5.5 bar)

60 psi（.4 MPa、4.1 bar）

40 psi（.3 MPa, 2.8 bar）

TableTableTable 212121 粘粘粘度度度ととと動動動的的的イイインンンレレレッッットトト圧圧圧力力力ににに基基基づづづいいいててていいいるるる充充充填填填時時時間間間

充充充填填填時時時間間間：：：

秒

粘粘粘度度度（（（セセセンンンチチチポポポアアアズズズ）））
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コーティング材の着火性

コココーーーテテティィィンンングググ材材材ののの着着着火火火性性性
EN 50059 に準拠

Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig, Germany、2019 年 6 月 26 日から。

一一一般般般

スプレーシステムの防火と防爆は、コーティング材を高フラッシュポイントで少量の溶剤（一般的
には水性塗料）で処理する際に、顕著に確保することができます。ただし、コーティング材のスプ
レークラウドは着火性がないと見なされます。実質的な調査により、スプレークラウドの着火性
は、主に水、溶剤、固体により構成されるコーティング材の組成により異なることが分かっていま
す。以下の分類が確立されています：

非非非着着着火火火性性性のののコココーーーテテティィィンンングググ材材材

このグループのコーティング材は以下の組成です：

[% H2O] > 1、70 x [% LM] + 0,96 x [% ORG]、（すべて % 単位で重量別）

対象箇所

H2O：水、

LM：液相全体。60 °Cを上回るフラッシュポイントの液体、および安全データシートに一覧表示さ
れていいいななないいい液体を含みます。この場合、スプレー状態で液相全体が着火可能です。

ORG：固相。スプレー状態で着火可能です（着火可能な非有機固体または着火可能な有機固体）。
着火可能な非有機コーティングまたは着火可能な有機コーティングのある固体も含みます。

着火可能でないコーティング材は、液相およびスプレー状態の水のように機能します。すすぎ溶液とシ
ンナー液がこのカテゴリーに対応している場合、防爆は必要ありません。このグループのコーティング
材は、着火可能でない液体コーティング材として分類されます。

消火装置は、着火可能でないと分類されているコーティング材を処理しているスプレーシステムには必
要ありません。しかし、これは全体として防火には影響を及ぼしません。これらのコーティング材でさ
え、部分的に乾燥されると、着火性を取り戻す可能性があります。しかし、水性コーティング材は、他
のソースによりおこされる火に強力に露出されると燃え、特定の火災荷重を提示します。

146 3A8187D



寸法

寸寸寸法法法

リリリフフファァァレレレンンンススス 米米米国国国 メメメーーートトトルルル法法法

A 28.2 インチ 71.6 cm

B 24.2 インチ 61.5 cm

C1 64.8 インチ 164.6 cm

C2 69.4 インチ 176.3 cm

D1 21.5 インチ 54.6 cm

D2 22.3 インチ 56.6 cm

E 28.9 インチ 73.4 cm

F 44.4 インチ 112.8 cm

リリリフフファァァレレレンンンススス 米米米国国国 メメメーーートトトルルル法法法

G 26.9 インチ 68.3 cm

H 30.9 インチ 78.5 cm

J 48.9 インチ 124.2 cm

K1 62.3 インチ 158.2 cm

K2 55.4 インチ 140.7 cm

L 17.3 インチ 43.9 cm

M 39.8 インチ 101.1 cm

N 33.0 インチ 83.8 cm
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技術仕様

技技技術術術仕仕仕様様様
エエエアアアスススプププレレレーーー水水水媒媒媒介介介絶絶絶縁縁縁シシシススステテテムムム

米米米国国国 メメメーーートトトルルル法法法
最高液体使用圧力 100 psi 0.7 MPa、7.0 bar

最大液体インレット圧力 100 psi 0.7 MPa、7.0 bar

最大エア使用圧力 100 psi 0.7 MPa、7.0 bar

システムインレットでの最低エ
ア圧力 70 psi 0.48 MPa、4.8 bar

システムインレットでの最高エ
ア圧力 100 psi 0.7 MPa、7.0 bar

最高動作液温 120°F 48°C

短絡回路電流出力 125 マイクロアンペア最大

電圧出力
L60T18：60 kV

L60M18 と L60M19：30–60 kV

音圧（ISO 標準 9216 に準拠して
測定）

40 psi 時：90.4 dB（A）

100 psi 時：105.4 dB（A）

0.28 MPa/2.8 bar 時：
90.4dB（A）

0.7 MPa/7.0 bar 時：105.4dB
（A）

音圧（ガンから 1 m の距離で測
定）

40 psi 時：87.0 dB（A）

100 psi 時：99.0 dB（A）

0.28 MPa/2.8 bar 時：
87.0dB（A）

0.7 MPa/7.0 bar 時：99.0dB（A）
ガンエアインレット取り付け金具 1/4 npsm（m）左ネジ
ガン液体インレット取り付け金具 Graco 水媒介液体ホース用のカスタムインレット
絶縁システムエアインレット取
り付け金具 1/2 npt（m）

絶縁システム液体インレット取
り付け金具 1/4 npsm（m）

接液部品

ガン: ステンレス鋼、PEEK、UHMWPE、フルオロエラストマー、ア
セタール、ナイロン、ポリエチレン、タングステン線

水媒介液体ホース：FEP

絶縁システム：ポリエチレン、ステンレス鋼、アセタール、フルオ
ロエラストマー、PTFE、UHMWPE、ポリウレタン

最大液体導電性 2000 μS/cm

液体ホースの最大の長さ、最大
内径 100 フィート、1/4 インチ 30.5 m、6 mm

重量 250 ポンド 113 kg

周囲温度範囲 41F–122F 5C–50C

システムエア消費量（ガンを含
みます）

必要なターバインエアフロー：6 scfm 170 l/分

通常のスプレー条件下での全エアフローの範囲：

15–20 scfm 425–565 l/分
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California Proposition 65

エエエアアアスススプププレレレーーー水水水媒媒媒介介介絶絶絶縁縁縁シシシススステテテムムム
米米米国国国 メメメーーートトトルルル法法法

電源接続

ストレート IEC 320–C13 オスコネクタ。以下も含みます：

北米 NEMA 5-15 オスプラグ

中国/オーストラリア AS/NZS 3112 オスプラグ

大陸ヨーロッパ CEE 7/7 オスプラグ

外部電源条件 100-240 VAC、50/-60Hz、2 アンペア最大電流、最大15ア
ンペアサーキットブレーカが必要です

CaliforniaCaliforniaCalifornia PropositionPropositionProposition 656565
カカカリリリフフフォォォルルルニニニアアア州州州居居居住住住者者者

警警警告告告::: 発がんおよび生殖への悪影響 -– www.P65warnings.ca.gov.
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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 社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 社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 社の明示の推奨に
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メンテナンス、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、取り付け、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 社販売代理店に、主張された欠陥を確認するために、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 社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
検査により材料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。

本本本保保保証証証ははは唯唯唯一一一のののももものののでででああありりり、、、明明明示示示的的的、、、黙黙黙示示示的的的ををを問問問わわわずずず、、、商商商品品品性性性ののの保保保証証証、、、まままたたたははは特特特定定定用用用途途途へへへののの適適適合合合性性性ののの保保保証証証ななな
どどど、、、そそそののの他他他ののの保保保証証証ににに代代代わわわるるるももものののででですすす。。。

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も、販売日から起算して 2 年以内に提起する必要があります。

GracoGracoGraco 社社社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アアアクククセセセサササリリリーーー、、、装装装置置置、、、材材材料料料、、、まままたたたははは構構構成成成部部部品品品ににに関関関しししててて
ははは、、、GracoGracoGraco 社社社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 社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 社は、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 社は Graco 社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 社の
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。

GRACO カナダのお客様の場合
当事者は、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見なされます。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 製品についての最新情報入手先: www.graco.com。

特許についての情報入手先： www.graco.com/patents。

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::: 1-800-328-0211フフファァァッッックククススス:::612-378-3505

本文書に含まれる全ての文字および図、表等によるデータは、出版時に入手可能な最新の製品情報を反映しています。

Graco はいかなる時点においても通知することなく変更を行う権利を保持します。

原文の説明書。This manual contains Japanese。MM 3A7312

GracoGracoGraco 本本本社社社::: ミニアポリス

海海海外外外拠拠拠点点点::: ベルギー、中国、日本、韓国

GRACOGRACOGRACO INC.INC.INC. 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 2019,2019,2019, GracoGracoGraco Inc.Inc.Inc. GracoGracoGraco のののすすすべべべてててののの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。。。
www.graco.com
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