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1.安全上の注意事項 

 ご使用になる前にこの「安全上の注意事項」すべてをよくお読みの上、取扱説明書の指示

に従って正しくご使用ください。 

 注意事項には下記の区別があります。 

警告 
この表示を無視して誤った取扱いをしますと、人が死亡または重傷を負う

可能性が想定される事項です。 

注意 
この表示を無視して誤った取扱いをしますと、人が傷害を負う可能性、及

び物的損害の発生が想定される事項です。 

 お読みになった後は、実際に使用される方がいつでも見られる場所に保管してください。 

 本機は適正なポップリベット・ファスナー製のスタッドの溶接のみに使用してください。 

 

警告 

1. ご使用前に各部の損傷がないかを確認し、損傷があった場合は使用を止め修理に出して

ください。 
 損傷のある状態で使用しますと、事故や傷害を負う恐れがあります。 

2. 心臓のペースメーカを使用している人は、医師の許可があるまで操作中の溶接機や溶接

作業場所の周囲に近づかないでください。 
 溶接機は通電中に周囲に磁場を発生し、ペースメーカの作動に悪影響を及ぼす恐れ

があります。 

3. スタッド・フィーダをご使用の場合、使用空気圧力は、0.38～0.77MPa（4～8bar；約 4
～8kgf/cm2）にてご使用してください。 
 使用空気圧力を超えて使用した場合、機器が破損し、事故や傷害を負う恐れがあり

ます。 

4. 本取扱説明書の記述に従い、指定された機器との接続が完了するまで、電源及び圧縮空

気の供給はしないでください。また、電源及び圧縮空気を供給した状態で機器の取り外

しをしないでください。 
 感電及びスタッド・フィーダが誤動作しスタッドの飛び出しにより、事故や傷害

（失明等）を負う恐れがあります。 

5. 本取扱説明書に従って正しく接続してください。 
 コネクタ部のショート及び破損、機器の故障や感電の恐れがあります。 

6. 本機の一次電源接続時には接地線（第３種接地）を必ず接続してください。 
 接地線を接続しますと、漏電による感電・火災を避けることができます。 

7. 本機の一次電源容量に合致したブレーカに接続してください。 
 誤動作、ブレーカのトリップなどにより思わぬ事故が発生する恐れがあります。 

8. 本機の天板及びフロント・ドア上の警告ラベルは内部に高電圧部及び充電部があること

を示しています。天板及びフロント・ドアを開けて作業する時は、本機のメイン・スイ

ッチをOFF後60秒以上経過してから実施してください。 
 感電する恐れがあります。 
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警告 
9. 機器を分解／組立／調整する際は、必ず一次電源を停止し、圧縮空気の供給を止めてく

ださい。 
 電源及び圧縮空気が供給された状態で分解／組立／調整を行うと、感電、部品の飛

び出し、予期せぬ動き等により機器の破損及び事故や傷害を負う恐れがあります。 

10. 濡れた手又は濡れた皮手袋を着用して機器を操作しないでください。 
 感電する恐れがあります。 

11. 溶接部（溶接ガンの先端部とスタッドとワーク表面及び裏面）は発熱するので素手で触

らないようにしてください。 
 感電及びやけどを負う恐れがあります。 

12. 溶接ガンを操作する方は保護メガネ(JIS T 8147 規格品)を着用してください。 
 溶接時に飛散するスパッタ、スタッドの飛び出しにより、事故や傷害（失明等）を

負う恐れがあります。 

13. 使用する前に溶接ヘッド又は溶接ガン及びスタッド・フィーダのフィード・チューブの

接続が外れていないことを確認してください。 
 スタッドの飛び出しにより、事故や傷害（失明等）を負う恐れがあります。 

14. 使用する前に溶接ヘッド又は溶接ガンのフィード・チューブに破れ、変形がないことを

確認してください。 
 スタッドの飛び出しにより、事故や傷害（失明等）を負う恐れがあります。 

 
 

注意 

1. 荷下ろし又は開梱は、足場の悪い場所では行わないでください。 
 機器の横転又は転落により機器の破損や傷害を負う恐れがあります。 

2. ポップリベット・ファスナー製の溶接スタッドを使用し、本取扱説明書に記述されてい

る指定された機器に接続して使用してください。 
 十分な性能が発揮できないだけでなく、異常動作等により機器の破損及び事故や傷

害を負う恐れがあります。 

3. 当社実施の取扱説明会にて教育を受けていない方は、本機及び周辺機器を使用しないで

ください。 
 教育を受けていない方がご使用しますと、誤った操作により機器の破損及び事故や

傷害を負う恐れがあります。 

4. 使用環境（お客様が使用するスタッド、ワーク）に合わせた溶接条件を当社のサービス

マンが設定しますので、みだりに溶接条件を変更しないでください。 
 みだりに溶接条件を変更しますと、溶接不良の発生及び機器の破損及び事故や傷害

を負う恐れがあります。 

5. 本機を操作する方及び周囲の方は耳栓（JIS T 8161規格品）を着用してください。 
 溶接時に発生する破裂音により、聴力傷害を負う恐れがあります。 

6. 溶接ガンを操作する方は皮手袋（JIS T 8113規格品）を着用してください。 
 溶接時に飛散するスパッタにより、やけどを負う恐れがあります。 
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注意 

7. 溶接を行う作業場所は換気を良くしてください。 
 溶接時に発生する煙には（使用ワークの表面処理等の条件により）有害な物質が含

まれていることがあります。 

8. 溶接を行う作業場所の周囲には、溶接カーテンを設置してください。また、不用意に人

が立ち入らないようにしてください。 
 溶接時に発生するアーク光により、周囲の方が失明する恐れがあります。 

9. 溶接時に発生するアーク光を直接見ないように溶接の瞬間は目をそらしてください。 
 アーク光により失明する恐れがあります。 

10. 溶接を行う作業場所の周囲には、囲いを設けて溶接時に飛散するスパッタが周囲にかか

らないようにしてください。また、不用意に人が立ち入らないようにしてください。 
 溶接時に飛散するスパッタにより、周囲の方がやけどを負う恐れがあります。ま

た、周囲の機器を故障させる恐れがあります。 

11. 溶接を行う作業場所の周囲には、可燃物及び引火性のあるものを置かないでください。 
 溶接時に飛散するスパッタにより、発火の恐れがあります。 

12. 高周波インバータ電源を使用していますので、電磁波（ノイズ）を発生します。精密機

器を作業場所の周辺に置かないでください。 
 他の機器を故障又は誤動作させる恐れがあります。 

13. 当社より供給された部品、または推奨された部品のみをご使用ください。 
 十分な性能が発揮できないだけでなく、異常動作等により本機の破損及び事故や傷

害を負う恐れがあります。 

14. 機器の部品を取り外したり、改造しないでください。 
 十分な性能が発揮できないだけでなく、異常動作等により事故や傷害を負う恐れが

あります。 

15. 機器の保守・点検は、安全を確保するため、機能・機構を理解された方が実施してくだ

さい。また、その場合も取扱説明書の指示に従い、十分注意して作業してください。 
 保守・点検の知識、技術のない方が実施されますと十分な性能が発揮できないだけ

でなく、事故や傷害を負う恐れがあります。 

16. 機器の修理は、必ず当社にお申し付けください。 
 修理の知識及び技術のない方が実施されますと十分な性能が発揮できないだけでな

く、事故や傷害を負う恐れがあります。 

17. 機器は、粉塵・ゴミ・水がかからない場所に設置してください。 
 異常動作等により機器の破損及び事故や傷害を負う恐れがあります。 

18. 本機を移動する場合において、本機の上部に取り付けられたアイ・ボルト以外で本機の

釣り下げは行わないでください。 
 落下により、機器の破損及び事故や傷害を負う恐れがあります。 

19. 本機の一次電源電圧に合致したお客様のブレーカに接続してください。 
 電圧が異なる場合、本機を破損することがあります。 

20. 本機の供給電源（一次電源及びメイン・スイッチ）を頻繁にON/OFFしないでくださ

い。 
 本機を破損することがあります。 
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注意 
21. 溶接ケーブル及びコントロール・ケーブルの上にものが乗ったり、擦れ合ったりしない

ようにしてくだい。また、他の機器に干渉し無理な力が加わらないようにしてくださ

い。 
 ケーブルが損傷し、機器の故障や感電の恐れがあります。 

22. 各種ケーブル及びチューブ類の取り回しは十分に注意してください。 
 作業者がつまずき転倒しけがを負う恐れがあります。 

23. 溶接時にウェルド・ケーブルとワーク・ウェルド・ケーブルは電流により、動きますの

で、ケーブル類の取り回しはしっかり固定してください。 
 溶接時にケーブル類が動いてケーブルが損傷する恐れがあります。 

24. 溶接ヘッド又は溶接ガンを操作される方は、溶接中に溶接ヘッド又は溶接ガンの先端部

（レシーバAss’y、クランピング・リング、ダスト・カバー）に触れないでください。 
※溶接ヘッド又は溶接ガンの部品名称に関しては、該当する機器の取扱説明書を参照

してください。 
 溶接中に動きますので、挟まれてけがを負う恐れがあります。また、溶接不良の発

生の恐れがあります。 
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2.各部の名称 

2.1.外観上の各部の名称 

 

 

１．メイン・スイッチ ５．フロント・ドア ９．警告ラベル 

２．ランプ ６．天板 10．キャスター 

３．TMPターミナル ７．アイ・ボルト  

４．鍵穴 ８．冷却用通風孔  

※警告ラベルは、天板及びフロント・ドア上にあり、内部に高電圧部及び充電部があることを

示しています。 

※安全のため、フロント・ドアはメイン・スイッチが OFF の位置及び専用の鍵がないと開き

ません。 
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2.2.フロント・ドア上の表示・操作部の各部の名称 

本機の表示・操作部は、フロント・ドア上に 45 度の角度で設置されています。この部分は、

ヒューズ切れを示すランプと取り外し可能な TMP ターミナルから構成されています。 

TMP ターミナルは、取っ手上のロック・ボタンを押し込むことで、フロント・ドアから取り外

すことができます。また、拡張ケーブル（オプション： 大 20m）を使用してお客様の操作し

易い位置に配置することもできます。 

 

１．オペレーション／エラーLED ５．光ファイバ・インターフェイス 

２．ディスプレイ ６．光ファイバ・インターフェイス 

３．PC インターフェイス RS232 ７．キーボード 

４．ランプ ８．ファンクション・キー 

 

個々の部位の詳細内容については、後述5.5章「TMPターミナルとランプの各部のはたらき」

(41ページ)を参照してください。 
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2.3.ケース内の各部の名称 

警告 

本機の天板及びフロント・ドア上の警告ラベルは内部に高電圧部及び充電部があることを示し

ロント・ドアを開けて作業 イッチを OFF
ださい。 

 

ています。天板及びフ する時は、本機のメイン・ス

後 60 秒以上経過してから実施してく

 感電する恐れがあります。

 

備考： 

本機のメイン・スイッチが OFF（位置が“0” が）の時に、ドアは専用の鍵にて開けること

できます。 

本機ケース内の各部の名称を下記に示します。本機の型式及びシステム構成によって、各部の

成は異なります。 構

 

TMP900,TMP1000,TMP1500コントロールの場合

1．メイン・ヒューズ 8．測定ケーブル・コネクタ 

3
4．カスタマ・インターフェイス・コネクタ 11．ワーク測定ケーブル・コネクタ 

12．バイパス・サイリスタ 
6．SMPS 電源ユニット 13．コントロール・ケーブル・コネクタ 

ボード 

2．メイン・スイッチ（ブレーカ） 9．ウェルド・ケーブル・コネクタ 
．非常停止／24V コネクタ 10．分配サイリスタ 

5．CPU・PWM ボード 

7．ワーク・ウェルド・ケーブル・コネクタ 14．電源

※測定ケーブル・コネクタ、ウェルド・ケーブル・コネクタ、分配サイリスタ、コントロー

ル・ケーブル・コネクタはアウトレット数により取り付けが異なります。 
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TMP1800コントロールの場合

1．メイン・ヒューズ 8．測定ケーブル・コネクタ 
2．メイン・スイッチ（ブレーカ） 9．ウェルド・ケーブル・コネクタ 
3．非常停止／24V コネクタ 10．分配サイリスタ 
4．カスタマ・インターフェイス・コネクタ 11．ワーク測定ケーブル・コネクタ 
5．CPU・PWM ボード 12．バイパス・サイリスタ 
6．SMPS 電源ユニット 13．コントロール・ケーブル・コネクタ 
7．ワーク・ウェルド・ケーブル・コネクタ 14．電源ボード 

※測定ケーブル・コネクタ、ウェルド・ケーブル・コネクタ、分配サイリスタ、コントロー

ル・ケーブル・コネクタはアウトレット数により取り付けが異なります。 
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2.3.1.セントラルＣＰＵボードとインターフェイス・ボード 

本機ケース内の右側面パネルにセントラル CPU ボードとインターフェイス・ボードが取り付

けられています。 

 

 

※インターフェイス・ボードは標準で装備されています。カスタマ・インターフェイスを使用

するときに、DC24V 電源をお客様の制御装置から供給することで作動します。 
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2.4.周辺機器使用時の各部の名称 

ト・システム

 

2.4.1.フルオート・システム使用時の各部の名称 

下記は、ロボット又は治具に溶接ヘッドを組み付けて、本機のカスタマ・インターフェイスと

お客様の制御装置の間で信号をやり取りし、自動でスタッドを溶接するフルオー

を示しています。
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2.4.2.セミオート・システム使用時の各部の名称 

接ガ

下記は、作業者が溶接ガンを保持しスタッドを溶接し、スタッド・フィーダからスタッドを溶

ンに自動で送給するセミオート・システムを示しています。 
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2.4.3.マニュアル・システム使用時の各部の名称 

溶接ガンを保持しスタッドを溶接し、作業者がスタッドを溶接ガンに装着す

るマニュアル・システムを示しています。

下記は、作業者が
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3.概要 

1. ーン・アーク・スタッド溶接のた 。この装置は単体及び複

装置として使用することがで

2. 本機の溶接電流を出力する SMPS（switch mode power supply)電源ユニットは、高周波

用しているため、安定して溶接電流を出力できます。 

3. 、1ms 以内の外乱（入力電源の瞬停、溶接抵抗の変化、アーク電圧の変動）に対し

4. ーネント間の高速 保証し、かつ信頼性の高 タ転送

ァイバを使用した イクロ・プロセッサ・ ムから

構築されて

5. 本機は、非常停止及び一時停止機能を有します。この機能をご使用頂くことによってお客

様を危険から保護できます。非常停止は即座に入力電源から本機の SMPS 電源ユニット及

ッド・フィーダ又は クション・ボックス）を に切断

します。また、一時停止は動作を中断します。 

トレットにスタッド・フィーダ（SF タイプ）を接続できるため、

7. 
ンタ、及びメモリ機能を有

8. マ･インターフェイスを 、 大５アウトレット 用でき

ます。 

大４アウトレットまで使用できま

3.1

3.1.1.

ズがあり、更にそれぞれの使用形態に応じて後述のシステムがあります。 

ッド(溶接部径) 

本機は、ドロ めの溶 装置で

きます。 

接 す

数のスタッド溶接

インバータ方式を使

本機は

て安定して溶接電流を出力できます。 

本機は、個々のコンポ アクセスを いデー

を確保するために光フ 16 ビット・マ システ

います。 

び周辺機器（スタ PKE ジャン 電気的

6. 本機は、それぞれのアウ

個々の溶接ヘッド又は溶接ガンにスタッドを供給することができます。（フルオート・シ

ステム、マニュアル・システム） 

本機は、カスタマ・インターフェイス機能、溶接モニタ機能、動作テスト機能、溶接カウ

します。 

本機は、カスタ 使用しない場合 まで使

9. 本機は、カスタマ･インターフェイスを使用する場合、

す。 

.システム構成 

シリーズ名称 

本機を使用したスタッド溶接システムを PW3000 スタッド溶接システムと呼び、下記のシリー

溶接可能な代表スタ 
シリーズ名称 T T5 T6 

(φ3) (φ6) (φ7) (φ9) 
LF 

 
コントロール 

 
基本入力電源電圧 

PW3090 ○ ○ × × TMP900 
PW3180 ○ ○ ○ ○ 

AC200V 
TMP1800 

PW3100 ○ ○ × × TMP1000 
PW3150 ○ ○ ○ △ TMP1500 
PW3180 ○ ○ ○ ○ 

AC400V 
TMP1800 

 

○ ：可、×：不可、△：条件付可 

※ただし、TMP1800/400V コントロールは現在開発中です。 
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3.1.2.フルオート・システム 

、自動でスタッドを溶接します。 
2. スタッドはスタッド・フィーダから溶接ヘッドに自動で送給されます。 

が制御します。 
 

3 ミオート・システム 

2. スタッドはスタッド・フィーダから溶接ガンに自動で送給されます。 

4. カスタマ・インターフェイスを使用する場合、1 から 大 4 アウトレットまで使用できま

まで使用でき

E ジャンクション・ボックスが必要です。 
4. カスタマ・インターフェイスを使用する場合、1 から 大 4 アウトレットまで使用できま

す。 
5. カスタマ・インターフェイスを使用しない場合、1 から 大 5 アウトレットまで使用でき

ます。 

1. ロボット又は治具に溶接ヘッドを組み付けて、本機のカスタマ・インターフェイスとお客

様の制御装置の間で信号をやり取りし

3. 溶接ヘッドのヘッド・スライドは本機

4. 本機のカスタマ・インターフェイスは必ず使用しなければなりません。

.1.3.セ

1. 作業者が溶接ガンを保持しスタッドを溶接します。 

3. 本機のカスタマ・インターフェイスは必要な場合のみ使用してください。 

す。 
5. カスタマ・インターフェイスを使用しない場合、1 から 大 5 アウトレット

ます。 

3.1.4.マニュアル・システム 

1. 作業者が溶接ガンを保持しスタッドを溶接します。 
2. スタッドは作業者が溶接ガンの先端に装着します。 
3. PK
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4.仕様 

4.1.一般仕様 

型式 TMP900 TMP1800 TMP1000 TMP1500 TMP1800 
AC200V ３相 （±10%） AC400V ３相 （±10%） 

50 / 60Hz 50 / 60Hz 
基本入力電源電圧 

ただし、溶接電流通電時の入力電源変動を含みます 

電源容量（ 大） 80KVA 170KVA 80KVA 120KVA 170KVA 
接地方法 D 種接地（第三種接地） C 種接地（特別第三種接地） 
入力 DC 電源電圧 DC24V/1A（カスタマ・インターフェイス使用時） 

大溶接電流 900A 1800A 1000A 1500A 1800A 

大連続溶接能力 30 回／分 

条件：使用温度 30℃において、 大溶接電流にて時間 30ms 溶接時の

ものです。 
スタッド・フィーダの送給時間は除きます。 

設定値及び使用環境によって異なります。 

制御方法 PI 制御 

保護構造 IEC529 規格 IP23 
使用場所 水平 

使用温度・湿度 0℃～55℃、0％～95％（結露無きこと） 
使用雰囲気 粉塵、腐食性ガス無きこと 
保存温度・湿度 －40℃～7 0％～95％（結露無きこと） 0℃、

質量 約 95kg 約 120kg 約 90kg 約 90kg 約 120kg 
外形寸法 約 560mm×646mm×994mm 

（W×D×H） （突起物含まず） 

※ 記載された仕様は、お客様にお断り無しに変更することがあります。 

4.2.ケース内のメイン・ヒューズ 

 TMP900/200V TMP1800/200V TMP1000/400V TMP1500/400V TMP1800/400V 
F1～F3 25A  AC500V 50A  AC400V 25A  AC500V 25A  AC500V 35A  AC500V 
F4～F6  2A  AC500V  2A  AC400V  2A  AC500V  2A  AC500V  2A  AC500V 
F7～F8 10A  AC500V 10A  AC400V 10A  AC500V 10A  AC500V 10A  AC500V 

※メイン･ヒューズは遅延型のものを使用しています。 

4.3.電源ボード(A2)上のヒューズ 

 TMP900/200V TMP1800/200V TMP1000/400V TMP1500/400V TMP1800/400V 
F1 1.0A   250V ← ← ← ← 
F2 0.5A   250V ← ← ← ← 
F3 1.0A   250V ← ← ← ← 
F4 0.25A  250V ← ← ← ← 
F5 1.0A   250V ← ← ← ← 

※ヒューズはセミ・タイム・ラグ型のものを使用しています。 
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4.4.ディスプレイ装置(TMPターミナル) 

表示サイズ 40 文字×16 行 

ドット・サイズ 0.4mm×0.4mm 

文字高さ 2.65mm×3.55mm 

4.5.溶接パラメータ 

 設定可能幅 設定単位 

パイロット電流 20, 30A 10A 
パイロット電流時間 ～60ms 10ms 30

TMP900 100～ 900A 
TMP1800 100～1800A 

メイン電流 10A 

TMP1000 100～1000A 
TMP1500 100～1500A 

メイン電流時間 6～100ms 1ms 

4.6.スタッド送給時間 

 設定可能幅 設定単位 

ロード時間 0～1000ms 50ms 
 300～1000ms 

(SF52D スタッド・フィーダ使用時) 
 

フィード時間 300～1600ms 50ms 

4.7.カスタマ･インターフェイス・コネクタ“X8” 

本機に装備されているカスタマ・インターフェイス・コネクタは、ハーティング電子工学㈱

(HARTING®)社製Han®コネクタを使用しています。下記にこのコネクタの仕様を示します。 

インサート Han72DD オス 09 16 072 3001 
ハウジング Han16E（パネル取付け型、2 レバー） 09 30 016 0301 
圧着コンタクト Han コンタクト オス 09 15 000 6104 

※このコネクタに接続するコネクタの仕様は、“カスタマ・インターフェイス”取扱説明書を

参照してください。 

4.8.非常停止／24Vコネクタ“X2” 

本機に装備されている非常停止／24Vコネクタは、ハーティング電子工学㈱(HARTING®)社製

H

09 16 072 3001 

an®コネクタを使用しています。下記にこのコネクタの仕様を示します。 

プラグインサート Han8U 
ハウジング Han3A（パネル取付け型、1 レバー） 09 30 016 0301 
圧着コンタクト Han コンタクト オス 09 15 000 6104 

※このコネクタに接続するコネクタの仕様は、“カスタマ・インターフェイス”取扱説明書を

参照してください。 

注意： 

ここに記載してあります情報は、お客様にお断り無しに変更することがあります。 
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5.使用前の準備 

本システムをご使用いただく前に、この章に記述してある内容をよくお読みいただき、正しく

システムをセットアップしてください。 

5.1.電源ボードの電圧タップの確認 

注意 

本機の一次電源電圧に合致したお客様のブレーカに接続してください。 

 電圧が異なる場合、本機を破損することがあります。 

出荷時にお客様が使用する電源電圧に合わせて電源ボードの電圧タップを変更してあります。 

本機の電源ケーブルをお客様の配電盤のブレーカと接続する前に、お客様がご使用になる電源

ください。 

源等の制御電源に変

ご使用になる一次電源電圧と一致させるために、本機のフロント・ドア内側の電源ボード（A2
と印が付いています）の“X1”コネクタに接続された黄色の配線を差し替えて使用してくださ

い。 

電圧を確認し、本機内部の電源ボード上のコネクタの接続を確認して

本機は前述4.1章「一般仕様」(19ページ)の基本入力電源電圧にて示しました一次電源電圧にて

動作するように設計されており、本機内部の電源ボードにて一次電源よりセントラル CPU 電

源、TMP ターミナル用電源、セイフティ・リレー用電源、SOW 測定用電

換し制御に使用しています。 

 
 

“X1”コネクタの基本電圧 

 ピン1 ピン2 ピン3 
AC200V仕様 230V 200V 180V 
AC400V仕様 500V 440V 400V 

 
本機には装置を保護するために、３つのメイン・ヒューズ(F1,F2,F3)によって保護されていま

す。後述5.3章「ケース内の保護装置」(30ページ)を参照してください。 
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5.2.ケース内の各コネクタのはたらき 

本機と周辺機器を接続し、本システムをセット・アップする際に必要となる各コネクタのはた

らきを説明します。 

5.2.1.カスタマ・インターフェイス・コネクタ“X8” 

このコネクタは、お客様の制御装置と本機との間で信号をやりとりする時に使用します。 

本機のカスタマ・インターフェイス機能を使用するには、お客様の制御装置から DC24V 電源

を供給してください。 

このコネクタは本機内部に位置し、Han72DD コネクタを使用しています。このコネクタの仕

様は、前述 章「カスタマ･インターフェイス・コネクタ“ ”」

さい。 

4.7 X8 (20ページ)を参照してくだ

フルオート・システム 合 ばなりません。お

客様の制御装置から本機への制御信号のやりとりはこのコネクタを介して実施されます。 

セミオート・システム又はマニュアル･システムではこのコネクタは必要な場合にのみ使用して

ください。 

カスタマ・インターフェイスは 24 点の入力信号線と 出力信号線 DC24V 電源線から構

されています。 

をご使用の場 は、このコネクタを必ず使用しなけれ

24 点の

成

 

参考： 

カスタマ・インターフェイスの技術的な内容は、“カスタマ・インターフェイス”取扱説明

書を参照してください。 
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5.2.2.非常停止／24Vコネクタ“X2” 

このコネクタは DC24V 電源線と非常停止（B 接点）の回路及び一時停止（B 接点）の回路か

ら構成され、非常停止機能又は一時停止機能を利用するときに使用します。ただし、一時停止

を使用しています。このコネクタの仕様は、前述

ています。後述の「図 1“X2”と“X8”の接続」(24ページ)を参照してください。 

このコネクタには、通常動作するように標準部品としてダミー・プラグ（ピン１-２間とピン

５-６間が短絡され非常停止と一時停止が機能しない）が接続されています。 

非常停止及び一時停止の機能を有効にするには、ダミー・プラグの配線を“カスタマ・インタ

ーフェイス”取扱説明書を参照して変更してください。 

機能を利用するには、DC24V 電源をお客様の制御装置から供給する必要があります。 

非常停止／24V コネクタは Han8U コネクタ

4.8章「非常停止／24V コネクタ“X2」(20ページ)を参照してください。 

DC24V 電源線及び一時停止は、カスタマ・インターフェイス・コネクタ“X8”とパラレルに

接続され

 

参考： 

非常停止及び一時停止の技術的な詳細内容は、“カスタマ・インターフェイス”取扱説明書

を参照してください。 

5.2.2.1.非常停止回路 

非常停止機能を利用するには、本機の非常停止／24V コネクタ“X2”を介してお客様の制御装

置の非常停止回路に接続する必要があります。 

非常停止の回路が動作しますと、本機内のセイフティ・リレー“A1-K1”が働き、入力電源か

ら SMPS 電源ユニットと周辺機器（スタッド・フィーダ又は PKE ジャンクション・ボック

ス）への電源供給を停止します。溶接シーケンスが既に開始されていても電源供給を停止しま

す。ただし、本機の TMP ターミナルと制御回路の DC24V 電源は供給されています。 
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非常停止を解除した後、本機を通常動作させるには、本機のメイン・スイッチを再投入してか

ら 60 秒以上待って下さい。 

させるには、本機のメイン・スイッチを再投入し

“X2”が正確に接続されていませんと動作しませ

注意： 

1. 非常停止を解除した後、本機を通常動作

てから 60 秒以上待って下さい。 

2. 本機は非常停止／24V コネクタ Han8U
ん。 

3. コネクタのピン配列は“カスタマ・インターフェイス”取扱説明書を参照してください。

5.2.2.2.一時停止回路 

一時停止機能を利用するには、本機の非常停止／24V コネクタ“X2”及びカスタマ・インター

フェイス・コネクタ“X8”を介して、適切にお客様の制御装置の一時停止回路に接続する必要

があります。 

一時停止の回路が動作しますと、システムの動作は中断されます。 

溶接サイクル中に一時停止 路が動作しま 溶接シーケンスが終了した後、スタッ

ド送給とスタッド溶接は中断され、本機と周辺機器（スタッド・フィーダ又は PKE ジャンク

ション・ボックス）は、スタンバイ・モードになるため動作しません。 

一時停止を解除しますと、動作が中断した時点から動作を開始します。 

回 すと、 後の

 

図1“X2”と“X8”の接続 

 
参考： 

非常停止及び一時停止の技術的な詳細内容は、“カスタマ・インターフェイス”取扱説明書

を参照してください。 
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5.2.3.コントロール・ケーブル・コネクタ“X3SF1”から“X7SF5” 

て周辺機器は電源を供給され、制御信号を

ブルは、スタッド・フィーダ又は PKE ジャンク

ボックスへのコントロール・ケーブルは本機

ケース下部のダクトを通して、個々のアウトレットに対応する“X3SF1”から“X7SF5”と印

されたこのコネクタに接続してください。 

本機ケース内のこのコネクタは、システム構成及びアウトレット数の違いにより異なります。 

下記に個々のアウトレットに対応するコネクタ番号を示します。 

アウトレット コントロール・ケーブル・コネクタ 

このコネクタは本機と周辺機器（スタッド・フィーダ又は PKE ジャンクション・ボックス）

を接続するときに使用します。このコネクタを介し

やり取りします。 

このコネクタに接続するコントロール・ケー

ション・ボックスへの入力電源と制御信号伝達用の光ファイバから構成されています。 

スタッド・フィーダ又はＰＫＥジャンクション・

1 X3SF1 
2 X4SF2 
3 X5SF3 
4 X6SF4 
5 X7SF5 

 

 

注意： 

スタッド・フィーダ又は PKE ジャンクション・ボックスの入力電源電圧は、本機の入力電源

電圧と同じにしてください。電源電圧仕様は個々の装置の型式プレートに記述されています。
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5.2.4.ワーク・ウェルド・ケーブル・コネクタ“A1-X1” 

このコネクタは溶接電流を供給するもので、ワークとワーク・ウェルド・ケーブルを使用して

電気的に接続します。 

このコネクタの位置は、本機の型式により異なりますが、本機内の SMPS 電源ユニット“A1
（TMP-SMPS）”上に配置されています。 

ワーク・ウェルド・ケーブルは本機ケース下部のダクトを通してこのコネクタ“A1-X1”に差

し込み、時計回りに回してしっかり固定し、他方をワーク又は治具にしっかりと接続してくだ

さい。 

TMP900,TMP1000,TMP1500 の場合 TMP1800 の場合
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5. ネクタ“A1-X8SF1”から“A1-X12SF5” 

このコ 溶 制 るために必要なもので、測定ケーブ

ル（青 して に接

このコ 青 ー

（TMP-SMPS）”上に配置されていま

測定 トレットに対応する青色のコ

ネクタに差し込み、他方をそのアウトレットに対応したスタッド・フィーダ又は PKE ジャン

ク んで ださい。 

本機ケース内のこのコネクタは、システム構成及びアウトレット数の違いにより異なります。 

下記に個々のアウトレットに対応するコネクタ番号を示します。 

測

2.5.測定ケーブル・コ

ネクタは 接中の 御とモニタリングを自動的にす

色）を介 本機 続されます。 

ネクタ（ 色のポ ル・ターミナル）は、本機ケース内の SMPS 電源ユニット“A1
す。 

ケーブルを、本機ケース下部のダクトを通して、個々のアウ

ション・ボックスの“Vp”と記された青色のコネクタに差し込 く

アウトレット 定ケーブル・コネクタ

1 A1-X8SF1 
2 A1-X9SF2 
3 A1-X10SF3 
4 A1-X11SF4 
5 A1-X12SF5 

 

 

注意： 

ることで断線しないようにするために、測定ケーブル・コネクタ

（ ロックで ようになっていま

測定ケーブルは引っ張られ

青色のポール・ターミナル）は きない す。 
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5.2. ーク ー コ

このコネクタは溶接中の制御とモニタリング

ケーブル（赤色）を介して本機に接続されます。 

このコネクタ（赤色のポール・ターミナル）は、本機ケース内の SMPS 電源ユニット“A1
（TMP-SMPS）”上に配置されています。 

ワーク測定ケーブルは本機ケース下部のダクトを通して、このコネクタに差し込み、他方をワ

ーク又は治具にしっかりと接続してください。 

6.ワ 測定ケ ブル・ ネクタ“A1-X7” 

を自動的にするために必要なもので、ワーク測定

 

 

注意： 

ワーク測定ケーブルは引っ張られることで断線しないようにするために、ワーク測定ケーブ

ル・コネクタ（赤色のポール・ターミナル）はロックできないようになっています。 
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5.2.7.ウェルド・ケーブル・コネクタ“A1-X2SF1”から“A1-X6SF5” 

このコネクタは本機ケース内の SMPS 電源ユニット“A1（TMP-SMPS）”上に配置されてい

ーブル・コネクタ

このコネクタは溶接電流を供給するもので、周辺機器（スタッド・フィーダ又は PKE ジャン

クション・ボックス）とウェルド・ケーブルを使用して電気的に接続します。 

ます。 

ウェルド・ケーブルは本機ケース下部のダクトを通して、個々のアウトレットに対応するコネ

クタに差し込み、時計回りに回してしっかりと固定し、他方をそのアウトレットに対応したス

タッド・フィーダ又は PKE ジャンクション・ボックスの“I”と記されたコネクタに差し込み、

時計回りに回してしっかりと固定してください。 

本機ケース内のこのコネクタは、システム構成及びアウトレット数の違いにより異なります。 

下記に個々のアウトレットに対応するコネクタのコネクタ番号を示します。 

アウトレット ウェルド・ケ

1 A1-X2SF1 
2 A1-X3SF2 
3 A1-X4SF3 
4 A1-X5SF4 
5 A1-X6SF5 

 
 

ポップリベット･ファスナー株式会社 



F-WC-ED-97008 
スタッド溶接コントロール取扱説明書 

Page 30/182 
5.3.ケース内の保護装置 

本機 8 個の遅延型ヒューズとフロント・ドア内

側の電源ボード（A2）上に 5 個のセミ・タイム・ラグ・ヒューズが配置されています。 
これ

のラ

内部の電気回路を保護するために、ケース内に

らのヒューズが故障しますとフロント・ドアに配置された TMP ターミナルの左横の緑色

ンプが消灯します。 

警告 
本機 示し

てい

後 60 から実施してください。 
 感電する恐れがあります。 

の天板及びフロント・ドア上の警告ラベルは内部に高電圧部及び充電部があることを

ます。天板及びフロント・ドアを開けて作業する時は、本機のメイン・スイッチを OFF
秒以上経過して

電気 下記の

手順

部品への接触による感電事故を防ぐために、故障したヒューズを交換するときは、

に従って下さい。 

手順 
1.
2. 入力電源の供給を OFF してください。 

 

コントロール・ケース内のメイン・ヒューズ 

 本機のメイン･スイッチを OFF してください。 

3. 60 秒以上待って下さい（SMPS 電源ユニットのコンデンサが放電する時間）。

4. 専用キーを使用してフロント・ドアを開けて下さい。 

 

 

ヒュ  護 部 位 
 TMP1800/200V仕様 

ーズ 公称電流 公称電圧 保

F1～F3 50A AC400V 本機への入力電源 
F4～F6 2A AC400V 電源ボードへの入力電源 
F7 F8 10A AC400V PKEジャンクショ

 
～ 周辺機器（スタッド・フィーダ又は

ン・ボックス）への入力電源

※故障したヒューズは同じ型式のものに交換してください。 

ヒューズ 公称電流 公称電圧 保 護 部 位 
 TMP900/200V、TMP1000/400VとTMP1500/400V仕様 

F1～F3 25A AC500V 本機への入力電源 
F4～F6 2A AC500V 電源ボードの入力電源 
F7～F8 10A AC500V 周辺機器（スタッド・フィーダ又はPKEジャンクショ

ン・ボックス）への入力電源 

※ 故障したヒューズは同じ型式のものに交換してください。 
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 TMP1800/400V仕様 
ヒューズ 公称電流 公称電圧 保 護 部 位 
F1～F3 35A AC500V 本機への入力電源 
F4～F6 2A AC500V 電源ボードの入力電源 
F7～F8 10A AC500V 周辺機器（スタッド・フィーダ又はPKEジャンクショ

ン・ボックス）への入力電源 

※故障したヒューズは同じ型式のものに交換してください。 

源ボード（A2）上のヒューズ 

ズがあります。保護ヒューズ

～

 電

フロント・ドア内側の電源ボード（A2）上には下記の保護ヒュー

F1 F5 は過電流による損害から本機の制御電源回路を保護しています。 

 

 

ヒューズ 公称電流 公称電圧 性 能 保 護 部 位 

F1 1.0A 250V セミ・タイム・ラグ セントラル CPU 電源(DC5V) 
F2 0.5A 250V セミ・タイム・ラグ TMP ターミナル用電源(DC15V) 
F3 1.0A 250V セミ・タイム・ラグ セイフティ・リレー用電源(DC24V) 
F4 0.25A 250V セミ・タイム・ラグ SOW 測定用電源(DC15V) 
F5 1.0A 250V セミ・タイム・ラグ セイフティ・リレー用電源(AC230V) 

※故障したヒューズは同じ型式のヒューズに交換してください。 
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5.4.周辺機器との接続手順 

本機 ーダ又は PKE
ジャ

 

ロボット又は治具に溶接ヘッドを組み付けて、本機のカスタマ・インターフェイスとお客様の

制御装置との間で信号をやり取りし、自動でスタッドを溶接するフルオート・システムをご使

※本 明書を必ず

 

下記

(34ペ 。 

手順 

をご使用になる前に本取扱説明書と周辺機器の取扱説明書(スタッド・フィ

ンクション・ボックス及び溶接ヘッド又は溶接ガンの取扱説明書)を必ずお読みください。 

5.4.1.スタッド・フィーダと溶接ヘッドとの接続手順

用の場合の接続方法を示します。 

機をご使用になる前に本説明書とスタッド・フィーダ及び溶接ヘッドの取扱説

お読みください。

の手順及び「図 2．スタッド・フィーダと溶接ヘッドとの接続(フルオート・システム)」
ージ)に従い周辺機器と接続してください

1. 
本機内の電源ボード上の電圧

本機内の電源ボード上の電圧タップを確認してください。 
タッ を前述5.1章「電源ボードの電圧タップの確認」(21ペ

2. 本機

※後述6.2章「設置及び作業環境の注意事項」(51ページ)と6.3.1章「本機と一次電源接続時

 

3. ださい。 
電源電圧に合わせてあります。 

① スタッド・フィーダのコントロール・キャビネットのアイ・ボルトと六角ボルトを外

してください。 
② スタッド・フィーダのコントロール・キャビネットのカバーを取り外してください。 
③ スタッド・フィーダのトランス保護カバーを取り外してください。 
④ トランスの電圧タップを使用する電源電圧と一致するように変更してください。 
⑤ トランス保護カバーを取り付けてください。 
⑥ コントロール・キャビネットのカバーを取り付けてください。 
⑦ アイ･ボルトと六角ボルトを取り付けてください。 
※スタッド・フィーダの取扱説明書を参照してください。 

4. スタッド・フィーダを設置し、本機との各ケーブルを配線し圧縮空気配管をしてください。 
① スタッド・フィーダと本機間にコントロール・ケーブルを配線してください。 
② スタッド・フィーダと本機間に測定ケーブルを配線してください。 
③ スタッド・フィーダと本機間にウェルド・ケーブルを配線してください。 
④ スタッド・フィーダに圧縮空気の配管をしてください。 
※後述6.2章「設置及び作業環境の注意事項」(51ページ)と6.3.2章「本機とスタッド・フィ

ーダ接続時の注意事項」(52ページ)及び6.3.4章「スタッド・フィーダへの圧縮空気配管

時の注意事項」(53ページ)を参照してください。 

プ

ージ)を参照し確認し、必要であれば変更してください。 

を設置し、一次電源を配線してください。 
電気工事士の資格を有する方が法規に従って実施してください。 

の注意事項」(51ページ)を参照してください。

スタッド・フィーダの電源電圧を確認してく

スタッド・フィーダの電源電圧は出荷時にお客様の

変更が必要な場合は下記に従って変更してください。 
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5. 溶接ヘッドを治具又はロボットに設置します。 
溶接ヘッドを治具又はロボットに固定します。 

注意： 
溶接ヘッドと治具又はロボット間はベーク板等を使用して、必ず電気的に絶縁してくだ

さい。機器の誤動作や溶接不良の発生の恐れがあります。 

6. 溶接ヘッドをスタッド・フィーダに接続してください。 
① 溶接ヘッドとスタッド・フィーダ間に SKK 中間ケーブル Ass’y を接続してください。 
② 溶接ヘッドとスタッド・フィーダ間にフィード・チューブを配線してください。 
※後述6.3.5章「スタッド・フィーダと溶接ヘッド接続時の注意事項」(53ページ)を参照し

てください。 

7. 本機とワーク又は治具間の各ケーブルを配線してください。 
① 本機とワーク又は治具間にワーク・ウェルド・ケーブルを配線してください。 
② 本機とワーク又は治具間にワーク測定ケーブルを配線してください。 
※後述6.2章「設置及び作業環境の注意事項」(51ページ)と6.3.8章「本機とワーク又は治具

接続時の注意事項」(54ページ)を参照してください。 

8. スタッド・フィーダへ圧縮空気を供給してください。 
すべての機器の設置、接続が完了したことを確認後、スタッド・フィーダへの圧縮空気を

供給してください。 

9. 本機の一次電源を供給してください。 
本機のメイン・スイッチを OFF の位置にて、一次電源を供給してください。 

10. スタッド・フィーダを起動できる状態にしてください。 
スタッド・フィーダにスタッドを入れ、スタッド・フィーダの前面パネル上のキー・スイ

ッチを“Auto(自動)”にしてください。 
※スタッド・フィーダの取扱いについては、スタッド・フィーダの取扱説明書を参照して

ください。 

11. 本機を起動してください。 
① 本機のメイン・スイッチを ON することによって、本機が起動します。同時にスタッ

ド・フィーダと溶接ヘッドに電源が供給されます。 
※詳細は、後述5.6章「本機の起動」(45ページ)を参照してください。 

② スタッド・フィーダは電源が供給されたことにより、動作できます。 

12. 本機にて溶接条件を確認／設定してください。 
溶接条件は基本的には、当社のサービスマンがシステム設置時にお客様が使用するスタッ

ド、ワークにて実際に溶接し設定します。 
本機に設定された溶接条件を確認してください。 
※後述6.4章「溶接条件設定時の注意事項」(54ページ)を参照してください。 

ポップリベット･ファスナー株式会社 



F-WC-ED-97008 
スタッド溶接コントロール取扱説明書 

Page 34/182 
 

 

図
 2

．
ス

・
フ

ィ
ー

ダ
溶
接

ヘ
ド

と
の

続
(フ

ル
オ
ー
ト
・
シ
ス
テ
ム

)
接

ッ
と

タ
ッ

ド

 

ポップリベット･ファスナー株式会社 



F-WC-ED-97008 
スタッド溶接コントロール取扱説明書 

Page 35/182 
5.4.2

溶接するセミオート・システムをご使用の場合の

接続

※本機をご使用になる前に本説明書とスタッド・フィーダ及び溶接ガンの取扱説明書を必ずお

下記

ペー

順 

.スタッド・フィーダと溶接ガンとの接続手順 

作業者が溶接ガンを保持し自動でスタッドを

方法を示します。 

読みください。 

の手順及び「図 3．スタッド・フィーダと溶接ガンとの接続(セミオート・システム)」(37
ジ)に従い周辺機器と接続してください。 

手

1. 
5.1章「電源ボードの電圧タップの確認」(21ペ

い。 

本機を設置し、一次電源を配線してください。

電気工事士の資格を有する方が法規に従って実施してください。 
※後述6.2章「設置及び作業環境の注意事項」(51ページ)と6.3.1章「本機と一次電源接続時

の注意事項」(51ページ)を参照してください。 

3. スタッド・フィーダの電源電圧を確認してください。 
スタッド・フィーダの電源電圧は出荷時にお客様の電源電圧に合わせてあります。 
変更が必要な場合は下記に従って変更してください。 
① スタッド・フィーダのコントロール・キャビネットのアイ・ボルトと六角ボルト

してください。 
② スタッド・フィーダのコントロール・キャビネットのカバーを取り外してくださ

③ スタッド・フィーダのトランス保護カバーを取り外してください。 
④ トランスの電圧タップを使用する電源電圧と一致するように変更してください。

⑤ トランス保護カバーを取り付けてください。 
⑥ コントロール・キャビネットのカバーを取り付けてください。 
⑦ アイ･ボルトと六角ボルトを取り付けてください。 
※スタッド・フィーダの取扱説明書を参照してください。 

4. スタッド・フィーダを設置し、本機との各ケーブルを配線し圧縮空気配管をしてください。 
① スタッド・フィーダと本機間にコントロール・ケーブルを配線してください。 
② スタッド・フィーダと本機間に測定ケーブルを配線してください。 

ブルを配線してください。 
④  

空気配管

時の注意事項」(53ページ)を参照してください。 

ド・フィーダに接続してください。 
① 溶接ガンに接続されていますコントロール・ケーブルのマルチカップリング・コネク

タをスタッド・フィーダに接続してください。 
② フィード・チューブを溶接ガンのカップリング・プレートに取付け、他方をスタッ

ド・フィーダのカップリング・プレートに接続してください。 
あらかじめ、フィード・チューブが溶接ガンに取り付けられている場合は、他方をス

タッド・フィーダのカップリング・プレートに接続してください。 
※後述6.3.6章「スタッド・フィーダと溶接ガン接続時の注意事項」(53ページ)を参照して

ください。 

本機内の電源ボード上の電圧タップを確認してください。 
本機内の電源ボード上の電圧タップを前述

ージ)を参照し確認し、必要であれば変更してくださ

2.  

を外

い。 

 

③ スタッド・フィーダと本機間にウェルド・ケー

 スタッド・フィーダに圧縮空気の配管をしてください。

※後述6.2章「設置及び作業環境の注意事項」(51ページ)と6.3.2章「本機とスタッド・フィ

ーダ接続時の注意事項」(52ページ)及び6.3.4章「スタッド・フィーダへの圧縮

5. 溶接ガンをスタッ
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6. 本機とワーク又は治具間の各ケーブルを配線してください。 

① 本機とワーク又は治具間にワーク・ウェルド・ケーブルを配線してください。 
② 本機とワーク又は治具間にワーク測定ケーブルを配線してください。 
※後述6.2章「設置及び作業環境の注意事項」(51ページ)と6.3.8章「本機とワーク又は治具

接続時の注意事項」(54ページ)を参照してください。 

7. スタッド・フィーダへ圧縮空気を供給してください。 
すべての機器の設置、接続が完了したことを確認後、スタッド・フィーダへの圧縮空気を

供給してください。 

8. 本機の一次電源を供給してください。 
本機のメイン・スイッチを OFF の位置にて、一次電源を供給してください。 

9 状態にして

ーダにスタッドを入れ、スタッド・フィーダの前面パネル上のキー・スイ

さい。 
・フィーダの取扱いについては 説明書を参照して

ください。 

10. 本機を起動してください。 

 

てください。 
ステム設置時にお客様が使用するスタッ

ド、ワークにて実際に溶接し設定します。 
本機に設定された溶接条件を確認してください。 
※後述 「溶接

. スタッド・フィーダを起動できる ください。 
スタッド・フィ

ッチを“Auto(自動)”にしてくだ

※スタッド 、スタッド・フィーダの取扱

① 本機のメイン・スイッチを ON することによって、本機が起動します。同時にスタッ

ド・フィーダと溶接ガンに電源が供給されます。

※詳細は、後述5.6章「本機の起動」(45ページ)を参照してください。 

② スタッド・フィーダは電源が供給されたことにより、動作できます。 

11. 本機にて溶接条件を確認／設定し

溶接条件は基本的には、当社のサービスマンがシ

6.4章 条件設定時の注意事項」(54ページ)を参照してください。 
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5.4.3.PKE ジャンクション・ボックスと溶接ガンとの接続手順 

続方法を示します。 

※本機をご使用になる前に本説明書と PKE ジャンクション・ボックス及び溶接ガンの取扱説

明書を必ずお読みください。 

下記の び「 ュアル・シ

ステム)」(40ページ)に従い周辺機器と接続してください。 

手

作業者が溶接ガンを保持しスタッドを手で装着しスタッドを溶接するマニュアル・システムを

ご使用の場合の接

手順及 図 4．PKE ジャンクション・ボックスと溶接ガンとの接続(マニ

順 

1. 本機内の電源ボード上の電圧タップを確認してください。 
源ボードの電圧タップの確認」(21ペ

)を参照し確認し、必要であれば変更してください。 

「本機と一次電源接続時

い。 

 

① PKE クション・ボックスのカバーを固定して 角穴付ボルトを外してくだ

ャンクション・ボ い。 
の電圧タップを 変更してください。 
取り付けてくだ

ボルトを取り付

※ ジャンクション・ボッ

4. ジャンクション・ボックスを設置し、本機との各ケーブルを配線してください。

KE

クシ ン・ボ てください。 
ン ボ  

環 章「本機と PKE ジャンク

5. 溶接ガンを PKE ジャンクション・ボックスに接続してください。 

。 

※後述6.3.7章「PKE ジャンクション・ボックスと溶接ガン接続時の注意事項」(53ページ)
を参照してください。 

6. 本機とワーク又は治具間の各ケーブルを配線してください。 
① 本機とワーク又は治具間にワーク・ウェルド・ケーブルを配線してください。 
② 本機とワーク又は治具間にワーク測定ケーブルを配線してください。 
※後述6.2章「設置及び作業環境の注意事項」(51ページ)と6.3.8章「本機とワーク又は治具

本機内の電源ボード上の電圧タップを前述5.1章「電

ージ

2. 本機を設置し、一次側の電源を配線してください。 
電気工事士の資格を有する方が法規に従って実施してください。 
※後述6.2章「設置及び作業環境の注意事項」(51ページ)と6.3.1章
の注意事項」(51ページ)を参照してくださ

3. PKE ジャンクション・ボックスの電源電圧を確認してください。

PKE ジャンクション・ボックスの電源電圧は出荷時にお客様の電源電圧に合わせてありま

す。 
変更が必要な場合は下記に従って変更してください。 

ジャン いる六

さい。 
② PKE ジ ックスのカバーを取り外してくださ

③ トランス 使用する電源電圧と一致するように

④ カバーを さい。 
⑤ 六角穴付

PKE
けてください。 
クスの取扱説明書を参照してください。 

PKE  
① P ジャンクション・ボックスと本機

 
間にコントロール・ケーブルを配線してくださ

い。

② PKE ジャン ョ

③ PKE ジャンクショ

ックスと本機間に測定ケーブルを配線し

・

※後述6.2章「設置及び作業

ックスと本機間にウェルド・ケーブルを配線してください。

境の注意事項」(51ページ)と6.3.3
ション・ボックス接続時の注意事項」(52ページ)を参照してください。 

① 溶接ガンに接続されていますコントロール・ケーブルのマルチカップリング・コネク

タを中継ケーブルに接続してください

② 中継ケーブルを PKE ジャンクション・ボックスに接続してください。 
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接続時の注意事項」(54ページ)を参照して

7. 
とを確 の

 

8. 
によ ャ

供給

ージ

9. 本機にて溶接条件を確認／設定してください。 
溶接条件は基本的には、当社のサービスマンがシステム設置時にお客様が使用するスタッ

本機に設定された溶接条件を確認してください。

※後述6.4章「溶接条件設定時の注意事項」(54ページ)を参照してください。 

ください。 

本機の一次電源を供給してください。 
すべての機器の設置、接続が完了したこ 認後、本機のメイン・スイッチを OFF
位置にて、一次電源を供給してください。

本機を起動してください。 
本機のメイン・スイッチを することON って、本機が起動します。同時に ジPKE
ンクション・ボックスと溶接ガンに電源が されます。 
※詳細は、後述5.6章「本機の起動」(45ペ )を参照してください。 

ド、ワークにて実際に溶接し設定します。 
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5.5.TMPターミナルとランプの各部のはたらき 

本機の表示・操作部は、フロント・ドアに 45 の ヒ

ュー P タ

TM 取っ手上のロック・ボタンを 外

すことができます。 

度 角度で設置されています。この部分は、

ズ切れを示すランプと取り外し可能な TM ーミナルから構成されています。 

P ターミナルは、 押し込むことで、フロント・ドアから取り

 

１．

２． ６

３． ７

４． ８

下記 説明

5.5 たら

TM 機の ッ

トに接続された周辺機器（スタッド・フィーダ、P ド、

溶接ガン）の動作情報を示しています。また、システムのエラー情報を表示します。 

LED

オペレーション／エラーLED ５．光ファイバ・インターフェイス 

ディスプレイ ．光ファイバ・インターフェイス 

PC インターフェイス RS232 ．キーボード 

ランプ ．ファンクション・キー 

にTMPターミナルとランプの個々の部位の を示します。 

.1.オペレーション／エラーLEDのは き 

P ターミナル上のこの LED 上の数字は本 アウトレット№に対応しており、アウトレ

KE ジャンクション・ボックス、溶接ヘッ

の動作内容を下記に示します。 

LED の動作 意  味 

点灯 点灯している№に対応したアウトレットに溶接ヘッド又は溶接ガンが接

続され、アウトレット条件が設定され動作しています。 

ゆっくりした点滅 点滅している№に対応したアウトレットに接続したスタッド・フィーダ

又は溶接ガン又は溶接ヘッドに警告が発生しています。 

通常の点滅 点滅している№に対応したアウトレットに接続したスタッド・フィーダ

又は溶接ガン又は溶接ヘッドにエラーが発生しています。 

速い点滅 

（すべての LED） 

本機にエラーが発生しています。 
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5.5.2.ディスプレイのはたらき 

TMP ターミナルのディスプレイは 40 文字×16 行の大きさで構成され、カタカナ文字とアルフ

ァベ されます。基本的にディスプレイ 例

とし ”

 R T    T M P    ###
--------------------------------
     ｼｽﾃﾑ ｿﾌﾄ ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ       V##.
 
     TMP-Terminal           V##.
     ｾﾝﾄﾗﾙ CPU              V##.
     SMPS                   V##.
     ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ  ###########  V##.
     ｱｳﾄﾚｯﾄ 1   ####/#####  V##.
     ｱｳﾄﾚｯﾄ 2   ####/#####  V##.

V##.
 V##.
 V##.

                          <F1..F5> <ESC> 

 
 

ット記号で表 の表示は 3 つの部分に分かれています。

て、“システム ジョウタイ ノ ヒョウジ 画面の内容を以下に示します。 

     E M H A # ←上段部 
--------  
##  

##  
##  
##  
## 

←中段部 ## 
 ## 
      ｱｳﾄﾚｯﾄ 3   ####/#####  ## 
      ｱｳﾄﾚｯﾄ 4   ####/##### 

     ｱｳﾄﾚｯﾄ 5   ####/##### 
## 
##  

 
---------------------------------------- 

 

←下段部 

（日本語表示）  

 
  #
-----

System software        V##.
                           
Keypad/Display         V##.
Central CPU            V##.

                   V##.
rface ###########  V##.
et 1   ####/#####  V##.
et 2   ####/#####  V##.
et 3   ####/#####  V##.

     Outlet 4   ####/#####  V##.
     Outlet 5   ####/#####  V##.

     
-----
1..F

     E M H A R T    T M P  
---------------------------

## #        
-------- 

←上段部 

     
     

##       
 

         
 

     ##       
 

     ##       
 

     SMPS
     I

##       
 

nte
     Outl

##       
 

##       ←中段部 
     Outl
     Outl

##        
##        
##        
##        

                           
---------------------------

          
--------  

                          <F 5> <ESC> ←下段部 

（英語表示）  

画

画面 内 容 

面内の“#”部には、各項目に対応する文字が表示されます。 

上段部 この画面にて利用できる操作とプログラムを示します 

中段部 すべての状態と操作情報のリストを示します 

下段部 使用できるキーを示します 

5.5 らき

このコネクタは、本機のデータ（溶接条件、メモリ内容等）をパーソナル・コンピュータ

（P のソフトウェアに関する情報はポップリベット･

ファスナーに要求してください。本機のデータは は

あり

本機のデータは再度書き換えられるまでセントラル

ています。 

※ただし、現在開発中のため使用できません。 

.3.PCインターフェイスRS232のはた  

C）とやり取りするときに使用します。PC
PC とやり取りすることで消去されること

ません。 

CPU 上の RAM モジュールにセーブされ
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5.

TMP ターミナルの左横にあるランプ（緑色）は、本機の電気回路を保護しているヒューズの故

障を示

5.4.ランプのはたらき 

します。 

ランプ 内 容 

点灯 ヒューズ正常（メイン・ヒューズ又は電源ボード上のヒューズ） 

消灯 ヒューズ故障（メイン・ヒューズ又は電源ボード上のヒューズ） 

※ヒ ケ だ

さ

5.5 インターフェイスのはた

TM 2 つのコネクタは、パー 、

複数 データのやり取り、及

対応 る装置の番号を選択することによって、作業 ト

ロー のデータのやり取りと動作状況をモニタする

※ただし、現在開発中のため使用できません。 

5.5.6.キーボードとファンクション・キーのはたらき 

TM ターミナル上のキーボードとファンクション・キーの使用方法及び機能を下記に示します。 

キー 機能 

ューズに関する詳細内容は、前述5.3章「 ース内の保護装置」(30ページ)を参照してく

い。 

.5.光ファイバ・ らき 

P ターミナル上のこの ソナル・コンピュータ（PC）を利用して

の TMP コントロールの びモニタするときに使用します。 
す 者は PC を利用してすべての TMP コン

ル ことができます。 

P

「 サ ヘF1」キー “キー ソウ  ルプ”画面の選択。 

「 ニュF2」キー “メイン メ ー”画面の選択。 

「 “プログラミングF3」キー “画面の選択。 

「 “ヨウセツ パラF4」キー メータ モニタ”画面の選択。 

「 セッ

ラー

F5」キー “エラー リ ト”画面の選択。 

（ただし、エ が発生している場合のみ表示します。） 

「  キノ ノ

テスト”画面にて

F6  」キー “トクシュ ウ”メニューの“イチレン ノ ドウサ 

動作テストする時に使用します。 

「 実行動作及ESC」キー 後の び入力をキャンセルします。 

「 実行する機能及びENTER」キー 入力を確定します。 

数 及び字キー   ｢0｣ ～ ｢9｣ アウトレット 溶接プログラムの数値入力に使用します。

選択キー  「＋」、「―」 各項目の設定を変更します。 

矢印キー  「← ーソルを“ ”、“下”、“上”又は“右”に移動しま」、「↓」、 カ 左

「↑」、「→」 す。 

また、 ー ソウサ 
ヘルプ

「F1」キーを押しますと下記の“キー ソウサ ヘルプ”画面が表示されます。 

TMP ターミナル上のキーボードとファンクション・キーの使用方法は、“キ

”画面にて確認することができます。 
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  ｷｰ ｿｳｻ ﾍﾙﾌﾟ                           

--------------------------------------
1 - ｷｰ ｿｳｻ ﾍﾙﾌﾟ ﾉ ﾋｮｳｼﾞ               
2 - ﾒｲﾝ ﾒ

   Key functions                         
----------------------------------------
 F1 - display key functions             

--
 F
 F ﾆｭｰ                          
 F3 - ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ                        

             
                                      

         

         
ﾉ ﾆｭｳﾘｮｸ 

            
            

 F2 - main menu                         
 F3 - programming                       

 F4 - ﾖｳｾﾂ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ ﾓﾆﾀ                   
 F5 - ｴﾗｰ ﾘｾｯﾄ                          
 F6 - ﾃｽﾄ ｼﾞｯｺｳ ｷｰ         
  
 ESC - ESCAPE, ｷｬﾝｾﾙ           
 ENT - ENTER, ｶｸﾃｲ                      
                               
 0..9 - SKK/PK No. ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ No. 
 +-   - ｾｯﾃｲ ﾉ ﾍﾝｺｳ         
 ←↓↑→ - ｶｰｿﾙ ﾉ ｲﾄﾞｳ     

 F4 - weld parameter monitor            
 F5 - fault reset                       
 F6 - approval for test mode            
                                        
 ESC - ESCAPE, abort                    
 ENT - ENTER, confirmation              
                                        
 0..9 - input SKK/PK, program No.       
 +-   - change, set/reset values        
 ←↓↑→ - select menu, value          

（日本語表示） （英語表示） 

 

この てく画面から抜けるには、「ESC」キーを押し ださい。 
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5.6.本機の起動 

お客様の作業場所における危険防止のための規則を遵守し、下記の手順に従って本機を起動し

てください。 

手順 

1. 本機のメイン・スイッチを してください。 

電源を ON しますと、“システム ジョウタイ ノ ヒョウジ”画面が表示され、各コンポ

ーネントの種類とソフトウェア・バージョンが表示されます。 

ON

           V##.## 
              V##.## 

ﾄ
ｳﾄﾚｯﾄ 3   ####/#####  V##.## 

----------------------------------------

-----------------------

     Keypad/Display         V##.##      
     Central CPU            V##.##      

     

     Outlet 3   ####/#####  V##.##      

                                        
----------------------------------------

     E M H A R T    T M P    #### 
----------------------------------------

      E M H A R T    T M P    ####       
-----------------

     ｼｽﾃﾑ ｿﾌﾄ ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ       V##.## 
 
     TMP-Terminal
     ｾﾝﾄﾗﾙ CPU

     System software        V##.##      
                                        

     SMPS                   V##.## 
     ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ  ###########  V##.## 

     SMPS                   V##.## 
     Interface ###########  V##.##      

     ｱｳﾄﾚｯﾄ 1   ####/#####  V##.## 
     ｱｳ ﾚｯﾄ 2   ####/#####  V##.## 
     ｱ

     Outlet 1   ####/#####  V##.##      
     Outlet 2   ####/#####  V##.##      

     ｱｳﾄﾚｯﾄ 4   ####/#####  V##.## 
     ｱｳﾄﾚｯﾄ 5   ####/#####  V##.## 
 

     Outlet 4   ####/#####  V##.##      
     Outlet 5   ####/#####  V##.##      

                          <F1..F5> <ESC>                           <F1..F5> <ESC>

（日本語表示）  （英語表示） 

2. 本機及び周辺機器の各コンポーネントの動作状況を確認してください。 

ステム ジョウタイ ノ ヒョウジ”画面にて、本機の各コンポーネン“シ ト及び接続した周辺機

3. 
記の“エラー ジョウタイ”画面が表示されます

エラーを解除できましたら、下記の 4 に進んでください。 

器の動作状況を確認します。各項目のソフトウェア・バージョンが表示されることにより、

コンポーネントの動作を確認できます。 

 本機及び周辺機器にエラーが無い場合、下記の 4 に進んでください。 

 本機及び周辺機器にエラーが有る場合、下記の 3 に進んでください。 

エラーを解除してください。 

本機及び周辺機器にエラーがある場合、下

ので、エラー・メッセージに従いエラーを解除して下さい  。

※ 後述10章「トラブル・シューティング」(150ページ)を参照してください。 

 ｴﾗｰ ｼﾞｮｳﾀｲ 
----------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ｴﾗｰ ｼﾞｮｳﾀｲﾉ ｶｲｼﾞｮ ｦ ﾂﾂﾞｹﾃ 
           ｸﾀﾞｻｲ 
----------------------------------------
                          <F1..F5> <ESC>

  Fault condition                        
----------------------------------------
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       To continue operation clear      
           the fault condition.         
----------------------------------------
                          <F1..F5> <ESC>

（日本語表示）  （英語表示） 
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4. “システム モニタ”画面の表示内容と接続した周辺機器を確認してください。 

① 「ESC」キーを押して“メイン メニュー”画面を選択してください。 

     ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ 
----------------------------------------

      OPERATION                          
----------------------------------------
     Weld parameter monitor             
     Programming                        
     Statistics                         
     Fault reset                        

     ﾖｳｾﾂ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ ﾓﾆﾀ 
     ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ 
     ﾄｳｹｲ 
     ｴﾗｰ ﾘｾｯﾄ 
     ﾖｳｾﾂ ｼｰｹﾝｽ ﾓﾆﾀ 
     ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ ﾓﾆﾀ 
     ﾌｨｰﾀﾞ/ｽﾀｯﾄﾞﾃﾞｨﾊﾞｲﾀﾞ ﾓﾆﾀ 
     ｼｽﾃﾑ ﾓﾆﾀ 

     Status weld sequence               
     Status customer interface          
     Status Feeder/Stud-Divider         
     Status TMP                         

     ﾄｸｼｭ ｷﾉｳ 
     ｹｲｺｸ 
 

     Functions                          
     Warnings                           
                                        
                                         

----------------------------------------
<↓↑> <ENTER>   

----------------------------------------
<↓↑> <ENTER>                  <F1..F5>               <F1..F5>

（日本語表示）  （英語表示） 

② “メイン メニュー”画面の８行目の「システム モニタ」に矢印キーを使用してカーソ

を押して選択してください。下記の“システム モニ

タ”画面が表示されます。 
 

ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ..########### SMPS ｼﾞｭﾝﾋﾞ...####

  #     #     #     #     #

#
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ         #     #     #     #     #

--------
5> <E >

 TMP ####                        
------------

ftware.......V##.## Address........###
Interface.########### SMPS ready....####

               #     #     #     #     #
Connection ##### ##### ##### ##### #####
Feeder      ####  ####  ####  ####  ####

Lift sensor ####  ####  ####  ####  ####
Maintenance    #     #     #     #     #

----------------------------------------
                          <F1..F5> <ESC>

ルを移動して、「ENTER」キー

※詳細は、後述8.10章“システム モニタ”画面(128ページ)を参照して下さい。

ｼｽﾃﾑ ﾓﾆﾀ    ####                         Status 
----------------------------------------
ﾋﾂﾞｹ.........##/##/## 

----------------------------
Time......##:##:##ｼﾞｶﾝ......##:##:##

ｿﾌﾄ ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ....V##.## ｱﾄﾞﾚｽ..........###
Date.........##.##.## 
So

ｲﾁｼﾞ ﾃｲｼ.........#### ﾋｼﾞｮｳ ﾃｲｼ.....####
             
ｾﾂｿﾞｸ      ##

Operation stop...#### Emergency.....####

### ##### ##### ##### #####
ﾌｨｰﾀﾞ       ####  ####  ####  ####  ####
SKK/PK       ###   ###   ###   ###   ###
SF.. A/D       #     #     #     #     #

SKK/PK       ###   ###   ###   ###   ###
SF.. A/D       #     #     #     #     #

ﾘﾌﾄ ｿｸﾃｲ    ####  ####  ####  ####  ###

                                        
--------------------------------
                          <F1..F

                                        

SC

（日本語表示） （英語表示） 

ア) 表示内容と周辺機器の状況が一致している場合、下記の5に進んで下さい。 

イ) 表示内容と周辺機器の状況が一致しない場合、接続を確認するために１に戻って下さ

い。 

ポップリベット･ファスナー株式会社 



F-WC-ED-97008 
スタッド溶接コントロール取扱説明書 

Page 47/182 
5. アウトレット条件を確認し、必要であれば設定してください。 

①

ﾗﾐﾝｸﾞ 

 

 

----------------

  Programming                            
---------------------------
ameters                    

                                        
                  

                                        

                               
                                        

----------------------------------------
ER>            <F1..F5> <ESC>

 「F3」キーを押して“プログラミング”画面を選択してください。下記の画面が表示さ

れます。 

 ﾌﾟﾛｸﾞ
----------------------------------------
     ﾖｳｾﾂ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ 

-------------
     weld par

     ｱｳﾄﾚｯﾄ/ﾌｨｰﾀﾞ 
 
 

     outlet/feeder                      
                                        

 
 

                      
                                        

 
 

                                        
         

 
 
------------------------

                                        
                                        

<↓↑> <ENTER>            <F1..F5> <ESC> <↓↑> <ENT

（日本語表示）  （英語表示） 

② 0
す。 

     ﾒｶﾆｶﾙ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ 

     ZCPU ｼｽﾃﾑ ﾃｽﾄ 
     ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

 

----------------------------------------
rs                  

     Mechanicel parameters              
             

         
     ZCPU system test                   
     De/activate programs               

ction              
     Set date and time                  
                                        

                                        

ER>            <F1..F5> <ESC>

 “プログラミング”画面にて、｢＋｣キーと｢ ｣キーを順番に押して“カクチョウ キノ

ウ”画面を選択してください。下記の画面が表示されま

 ｶｸﾁｮｳ ｷﾉｳ 
----------------------------------------

  Extended functions                     

     ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ      System paramete

     ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 
     ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｺﾋﾟｰ 

     Weld parameters       

     ｸﾘｱ ｷﾉｳ 
     Copy programs                      
     Clear functions           

ﾕｳｺｳ/ﾑｺｳ 
     ｽﾀｯﾄﾞ ﾅｶﾞｻ ｹﾝﾁ 
     ﾋｽﾞｹ.ｼﾞｶﾝ ﾉ ｾｯﾃｲ 

     Stud length dete

 
 
----------------------------------------

                                        

<↓↑> <ENTER>            <F1..F5> <ESC>
----------------------------------------
<↓↑> <ENT

（日本語表示）  （英語表示） 

③ ル パラメータ」にカーソルを移

 ﾛｰﾄﾞ ﾀｲﾑ(ms)..#### 
 ﾘｻｲｸﾙ.........####  ﾌｨｰﾄﾞ ﾁｮｳｾｲ...#### 
 WOP ｷｮｶｽｳ.....   #  ｶﾗｰ ﾏｰｷﾝｸﾞ....#### 
 ｼｰﾙﾄﾞ ｶﾞｽ.....####  ｴｱ ﾌﾞﾛｰ.......#### 
 ﾖｳｾﾂ ﾏｴ(ms)...####  ｶｸﾄﾞ ｽｲｯﾁ.....#### 
 ﾖｳｾﾂ ﾁｭｳ(ms)..####  ｽﾀｯﾄﾞ ｹﾝﾁ.....#### 
 ｺﾚｯﾄ-ｾｲｿｳ...######  td-ﾒﾝﾃﾅﾝｽ....+# -# 
 ｺﾚｯﾄ-ｺｳｶﾝ...######  td-ｼｭｳﾘ......+# -# 
----------------------------------------
<1..5><←↓↑→><+,-> <ENT><F2..F5><ESC>

 Mechanical parameters outlet:#         
--------------------

             
######       

         
 Loadtime(ms)..####                     
 Repeat feed...####  Feed adj......#### 
 Permitted WOP.   #  Color mark....#### 
 Protect. gas..####  Air blow......#### 
 Pre-gas.(ms)..####  Angularity....#### 
 Post-gas.(ms).####  Stud monitor..#### 
 Maint. at...######  tp-Maint. ...+# -# 
 Fault at....######  tp-Fault.....+# -# 
----------------------------------------
<1..5><←↓↑→><+,-> <ENT><F1..F5><ESC>

 “カクチョウ キノウ”画面にて、2 行目の「メカニカ

動し「ENTER」キーを押して選択してください。下記の画面が表示されます。 

 ﾒｶﾆｶﾙ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ         ｱｳﾄﾚｯﾄ:#  
----------------------------------------
 ｱｳﾄﾚｯﾄ ｱｸﾃｨﾌﾞ.#### 

--------------------
 Outlet active.####                     

 ﾍｯﾄﾞ ｽﾗｲﾄﾞ....####### 
 ﾌｨｰﾄﾞ ｶｲｼ ....################## 

 Slide rail....######      
 Start feed....############

 ﾌｨｰﾄﾞ ﾀｲﾑ(ms).####  Feedtime(ms)..####            

（日本語表示）  （英語表示） 
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④ “メカニカル パラメータ”画面の各パラメータ(アウトレット条件)を、接続した周辺機

 

6. 
① ESC

----------

     ﾒｶﾆｶﾙ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ 

     ZCPU ｼｽﾃﾑ ﾃｽﾄ 
     ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕｳｺｳ/ﾑｺｳ 

     ﾋｽﾞｹ.ｼﾞｶﾝ ﾉ ｾｯﾃｲ 
 

----------------------------------------

 
----------------------------------------

   System parameters                  
     Mechanicel parameters              

   Clear functions                    
     ZCPU system test                   
     De/activate programs               

 detection              
     Set date and time                  
                                        

                              
                             

器に合わせて入力してください。 

※基本的には、システム設置時に当社のサービスマンが条件を設定します。 

※詳細は、後述8.4.3.2章“メカニカル パラメータ”画面(76ページ)を参照してください。

溶接条件を確認します、必要であれば設定してください。 

上記   の“メカニカル パラメータ”画面から「 」キーを押してください。下記の“カ

クチョウ キノウ”画面が表示されます。 

 ｶｸﾁｮｳ ｷﾉｳ 
------------------------------

 Extended functions                     

     ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ   

     ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 
     ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｺﾋﾟｰ 

     Weld parameters                    
programs                      

     ｸﾘｱ ｷﾉｳ 
     Copy 
  

     ｽﾀｯﾄﾞ ﾅｶﾞｻ ｹﾝﾁ      Stud length

           
            

----------------------------------------
<↓↑> <ENTER>            <F1..F5> <ESC> <↓↑> <ENTER>            <F1..F5> <ESC>

（日本語表示）  （英語表示） 

② “カクチョウ キノウ”画面にて、3行目の｢ヨウセツ プログラム｣に

E
カーソルを移動して

 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｱｸﾃｨﾌﾞ .....#### 
 

 ﾖｳｾﾂ ﾃﾞﾝﾘｭｳ.........#### +###  -### A 

 

----------------------------------------

 Program active .....####               
                                        

.......  ## A             
  ## ms            

 Weld current........#### +###  -### A  
+ ##  - ## ms 

 current..  ## + ##  - ## V  
current...  ## + ##  - ## V  

                      
.<## >              

----------------------------------------
C>

「 NTER」キーを押してください。下記の“ヨウセツ プログラム”画面が表示されま

す。 

 ｱｳﾄﾚｯﾄ:# Page1/2     ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ:###   
----------------------------------------

  Outlet:#     Weld program:###          
----------------------------------------

 ﾊﾟｲﾛｯﾄ ﾃﾞﾝﾘｭｳ.......  ## A 
 ﾊﾟｲﾛｯﾄ ﾃﾞﾝﾘｭｳ ｼﾞｶﾝ..  ## ms 

 Pilot current
 Pilot current time..

 ﾖｳｾﾂ ﾃﾞﾝﾘｭｳ ｼﾞｶﾝ.... ### + ##  - ## ms  Weld current time... ### 
 ﾊﾟｲﾛｯﾄ ﾃﾞﾝｱﾂ........  ## + ##  - ## V 
ﾖｳｾﾂ ﾃﾞﾝｱﾂ..........  ## + ##  - ## V 

 Varc pilot
 Varc weld 

 ｼﾞﾄﾞｳ ﾁｮｳｾｲ.........#### 
 ﾖｳｾﾂ ﾀｲﾌﾟ...........########### 
 

 Optimization........####               
 Weld type ..........###########        
                  

 ﾂｷﾞ ﾉ ﾍﾟｰｼﾞ.........<↓>  Progam continues...

<1..5><←↓↑→><+,-> <ENT><F1..F5><ESC> <1..5><←↓↑→><+,-> <ENT><F1..F5><ES

（日本語表示）  （英語表示） 

③ “ヨウセツ プログラム”画面(Page1/2)の各パラメータ(溶接条件)の内容を確認し、必要

であれば溶接作業に合わせて設定してください。 
※ 基本的には、システム設置時に当社のサービスマンが条件を設定します。 

※ 詳細は、後述8.4.3.3章“ヨウセツ プログラム”画面(83ページ)を参照してください。 
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④ 10 行目の「ツギ ノ ページ .........<↓>」の位置にカーソルを移動し「↓」キーを押して、

“ヨウセツ プログラム”画面の 2 ページ目を選択してください。下記の画面が表示され

 ｷﾄﾞｳ ﾁｴﾝ............  ### ms 

 
 

--------------------------------
am continues...<## >              

                    
 Start delay.........  ### ms           

mm
          

stud.. #########         
. ################  

                                        

5> <↓↑> <+,-> <ENT> <F1..F5> <ESC>

ます。 

 ｱｳﾄﾚｯﾄ:#     ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ:###   Page2/2
----------------------------------------
 ﾏｴ ﾉ ﾍﾟｰｼﾞ..........<↑> 

  Outlet:#    Weld program :###          
--------
 Progr

                     

 ﾘﾌﾄ ｷｮﾘ............. #,## +,##  -,## mm  Lift distance....... #,## +,##  -,## 
 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ ﾀｲﾑ..........   ## ms 
 ｵｰﾄ ﾌﾟﾗﾝｼﾞ.......... #### 

 Drop time...........   ## ms 
 Autoplunge.......... ####              

 ｴｱ ﾌﾞﾛｰ............. #### 
 ｽﾀｯﾄﾞ ｹﾝﾁ........... #### 
 ｽﾀｯﾄﾞ ﾁｮｳｾｲ......... ######### 

 Air blow............ ####              
 Detect stud......... ####              
 Corresponding 

 ｽﾀｯﾄﾞ ﾆﾝｼｷ ﾅﾝﾊﾞｰ.... ################  Stud ident.........
                                        

----------------------------------------
<1..5> <↓↑> <+,-> <ENT> <F2..F5> <ESC>

----------------------------------------
<1..

（日本語表示）  （英語表示） 

⑤  プログラム”画面(Page2/2)の各パラメータ(溶接条件)の内容を確認し、必要

※詳細は、後述8.4.3.3章“ヨウセツ プログラム”画面(83ページ)を参照してください。 

7. てください。 
択してください。 

 

 “ヨウセツ

であれば溶接作業に合わせて設定してください。 

溶接結果をモニタできる画面にし

「F4」を押して“ヨウセツ パラメータ モニタ”画面を選

※詳細は、後述8.3章“ヨウセツ パラメータ モニタ”画面(60ページ)を参照してください。

 ﾖｳｾﾂ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ ﾓﾆﾀ 
----------------------------------------
 SKK/PK  ｱｳﾄﾚｯﾄ: #   ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ..### 
 ｵｰﾄ ﾌﾟﾗﾝｼﾞ...####   ｼﾞﾄﾞｳ ﾁｮｳｾｲ...#### 
      | ｾｯﾃｲ +ﾊﾝｲ -ﾊﾝｲ | ｼﾞｯｿｸ |   | 
  ----+----------------+-------+---+-- 
  Vp  |   ##   ##   ## |    ## | V | # 
  Vw  |   ##   ##   ## |    ## | V | # 
  Iw  | ####  ###  ### |  #### | A | # 
  tw  |  ###   ##   ## | ###,# | ms| # 
  td  |  ##,# | ms| #   | ##,#          
 #ﾘﾌﾄ | #,##  ,##  ,## |  #,## | mm| # 
 
 ｴﾗｰ   :################################
----------------------------------------
<0..5> <ENTER>            <F1..F5> <ESC>

  Weld parameter monitor                 
----------------------------------------
 SKK/PK  outlet: #   Program No. ...### 
 Autoplunge...####   Optimization..#### 
      |  Ref +Tol -Tol |  Act  |   |    
  ----+----------------+-------+---+--  
  Vp  |   ##   ##   ## |    ## | V | #  
  Vw  |   ##   ##   ## |    ## | V | #  
  Iw  | ####  ###  ### |  #### | A | #  
  tw  |  ###   ##   ## | ###,# | ms| #  
  td  | ##,#           |  ##,# | ms| #  
 #Lift| #,##  ,##  ,## |  #,## | mm| #  
                                        
 Fault :################################
----------------------------------------
<0..5> <ENTER>            <F1..F5> <ESC>

(日本語表示)  （英語表示） 

8. 
タ モニタ”画面にて参照でき

溶接作業を実施してください。 

溶接を行いますと、その結果が上記の“ヨウセツ パラメー

ます。 
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6.使用上の注意事項 

ません。 

3. の溶接位置は、溶接ヘッド又は溶接ガンがワーク表面に対し面直(角度 90°)を保

4. ワーク表面のスタッド溶接位置に付着した油などの汚れは、乾いた布で取り除いてくださ

5. 

6. から供給してくださ

7. 

8. なる溶 （ 溶

9. なる溶接工 源

次電源を

10. 接を行うこ す

ッド溶接を の

は 低 7

11. ク・ウェ に

接接続してください。ワークに直接接続でき に

※ 目安として、溶接経路の抵抗分が 15mΩ以下になるようにしてください。 
※ ワーク・ウェルド・ケーブルとワークとの接触面積は 100mm2以上確保してください。 

ください。 

12. 
 

13. 溶接ヘッド使用時にて、溶接ヘッドをロボット又は治具に取り付ける際はベーク板等を使

用して、ロボット又は治具と必ず電気的に絶縁してください。 

ご使用の前に溶接品質を確保するために、下記の注意事項をよくお読みになり正しくお使いく

ださい。 

1. 本機は、産業アプリケーションにおけるスタッドをドローン・アーク溶接するために設計

されていますので、それ以外のアプリケーションには使用でき

2. 正しく使用するために、この取扱説明書に記述されたすべての表示と指示に従ってくださ

い。 

スタッド

つためワーク及び治具に干渉しないように設計してください。 

い。 

ワーク及び溶接ヘッド又は溶接ガンが、溶接中に動かないようにしてください。 

個々の TMP コントロールへの入力電源は、別々の配電盤のブレーカ

い。 

異なるタイプの溶接機（抵抗溶接機やアーク溶接機など）と共通した溶接回路とは分離し

てください。 

一つのワーク上でスタッド溶接と異 接 抵抗溶接やアーク溶接など）をスタッド

接の通電中に実施しないでください。 

高周波溶接は、スタッド溶接とは異 程で実施し、スタッド溶接機とは別の電

供給ラインの配電盤のブレーカから一 供給してください。 

一つのワーク上で同時にスタッド溶 とは、アーク干渉により溶接不良が発生

るので避けてください。同時にスタ することが避けられない場合、溶接不良

原因になりますので、溶接打点の距離 00mm は離してください。 

溶接不良を避けるために、所定のワー ルド・ケーブル（8m）を使用し、ワーク

直 ない場合は、ワークを固定している治具

しっかり固定し接続してください。 

※ 治具とワークとの接触面積は 200mm2以上確保して

溶接時のワークの振動及び逃げは、ワーク押さえ及びワーク裏当て（非磁性：SUS 等で製

造）を使用して防止してください。
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6.1.搬送時の注意事項 

本機は、出荷時に使用するシステム構成に合わせて調整され、出荷検査されています。また、

発送時には輸送のために十分な梱包がされています。 

注意 
荷下 行わない

 傷害を

ろし又は開梱は、足場の悪い場所では でください。 
機器の横転又は転落により機器の破損や 負う恐れがあります。 

1. 記載さ な

2. ベット 知

3. 粉塵

6.2.設置及び作業環境の注意事項 

1. 
 

2. 強力な電磁波（ノイズ）を発生するものの近くに設置しないでください。 
 機器の故障又は誤動作の恐れがあります。 

3. 本機のフロント・ドアの開放を妨げないように、本機は安定かつ水平面に置くようにして

ください。 
 メンテナンスの作業性が悪くなります。 

4. 下からの液体の浸入を避けるために、本機は液体を流すホースの上に置かないでください。 
 機器を破損する恐れがあります。 

5. 本機は発熱するため、自然環境下で温度交換を保証するために周辺装置から 小 2m の距

離を保つようにしてください。 
 機器を破損する恐れがあります。 

6. 本機ケース下部に空気取入口があります、空気の流れを妨げないために下にものを置かな

いでください。 
 機器を破損する恐れがあります。 

7. 衝撃が加わる場所に設置しないでください。 
 本機が破損し、溶接不良が発生する恐れがあります。 

6.3.機器接続時の注意事項 

6.3.1.本機と一次電源接続時の注意事項 

1. 指定電圧と異なる電源に接続しないでください。 
 機器の故障の恐れがあります。 

2. 電源容量以下の配電盤のブレーカに接続しないでください。 

 機器の動作不良及び溶接不良が発生する恐れがあります。 

3. 他の機器と同じ配電盤のブレーカに接続しないでください。 

 お互いの機器にて動作不良又は動作異常が発生する恐れがあります。 

納入に際しては、パッキング・リストに れた内容と納入品を確認して、不足品が

いかどうか確認してください。 

不足品又は損害がある場合は、ポップリ ・ファスナーと輸送した会社に速やかに

らせて下さい。 

本機を納入後すぐに使用しない場合、水や がかからない場所に保管してください。 

規格以外の高温・低温（0℃～55℃以外）になる場所に設置しないでください。 
 機器の故障又は誤動作の恐れがあります。
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4. 個々のTMPコントロールへの一次電源を同じ配電盤のブレーカに接続しないでください。 

 お互いの機器にて動作不良又は動作異常が発生する恐れがあります。 

線してくださ

い。 

6.3

1. 
でください。 

 溶接不良の発生及び機器の故障の恐れがあります。 

2. 、ウ 用

さい。 

恐れがあ

3. ブル、ウェ ク

い。 

の発生の

4. 80mm 以

生及び機

6.3.3.本機と

2. ーブル（コントロール・ケーブル、ウェルド・ケーブル、測定ケーブル）を使用

器の故障の恐れがあります。 

3. 
 

 コネクタ部のショート、溶接不良の発生の

4. ントロール・ケーブルの曲げ半径は 80mm 以

 ケーブルが損傷し、溶接不良の発生及び機

5. 本機の一次電源ケーブルと他の機器の動力ケーブルとは200mm以上離して配

い。 

 ノイズにより他の機器が誤動作する恐れがあります。 

6. 本機の一次電源ケーブル接続時には、付属している接地線（第3種接地）を必ず接続してく

ださ

 ノイズにより本機及び他の機器が誤動作する恐れがあります。 

.2.本機とスタッド・フィーダ接続時の注意事項 

損傷したケーブル（コントロール・ケーブル、ウェルド・ケーブル、測定ケーブル）は使

用しない

所定のケーブル（コントロール・ケーブル ェルド・ケーブル、測定ケーブル）を使

し、正しくコネクタに接続してくだ

 溶接不良の発生及び機器の故障の ります。 

各種ケーブル（コントロール・ケー ルド・ケーブル、測定ケーブル）のコネ

タをしっかりと奥まで接続してくださ

 コネクタ部のショート、溶接不良 恐れがあります。 

コントロール・ケーブルの曲げ半径は 下にしないでください。 

 ケーブルが損傷し、溶接不良の発 器の故障の恐れがあります。 

PKEジャンクション・ボックス接続時の注意事項 

1. 損傷したケーブル（コントロール・ケーブル、ウェルド・ケーブル、測定ケーブル）は使

用しないでください。 

 溶接不良の発生及び機器の故障の恐れがあります。 

所定のケ

し、正しくコネクタに接続してください。 

 溶接不良の発生及び機

各種ケーブル（コントロール・ケーブル、ウェルド・ケーブル、測定ケーブル）のコネク

タをしっかりと奥まで接続してください。

恐れがあります。 

コ 下にしないでください。 

器の故障の恐れがあります。 
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6.3.4.スタッド・フィーダへの圧縮空気配管時の注意事項 

1. kgf/cm2)の継ぎ手及びホースを使用しないでく

径 ）同等品を使用してください。 

 機器の動作不良、破損、圧縮空気の漏れの発生の恐れがあります。 

2. ・ミ 空

さい。 

動作不良を起こす恐れがあります。

3. 7MPa（4～8bar；約4～8 。 

れがあります。

6.3 ド・フィーダと溶接ヘッド接続

1. でく

があ

2. SKK ケーブ カップリング コネクタをスタ のコネクタに

溶接不良の発生及び機器の故障の恐れがあります。 

4. フィード・チューブの曲げ半径は300mm以下にしないでくださ

、動作不良（スタッド詰まり 。 

6.3. ィーダと溶接ガン接続時の注意事項 

1. ロール・ケーブルは使用しないで

2. 溶接ガンのコントロール・ケーブルのマルチカップリング・コネクタをスタッド・フィー

しロックして ださい

す。 

3. ケーブルの曲げ半径は 80mm 以下

 

4. ださい。 

・チューブの破損、動作不良（スタッド詰まり）の発生の恐れがあります。 

ください。ま

 フィード・チューブの破損、動作不良（スタッド詰まり）の発生の恐れがあります。 

6.3.7.PKEジャンクション・ボックスと溶接ガン接続時の注意事項 

1. 損傷した溶接ガンのコントロール・ケーブルは使用しないでください。 
 溶接不良の発生及び機器の故障の恐れがあります。 

圧縮空気用（使用圧力 1Mpa(10bar；約 10
ださい。例えば、日東工機の継ぎ手 20SHカプラ同等品及びチヨダのブレードホース（内

1/2”以上

圧縮空気はドライ・エアを使用し、オイル スト、水分、ゴミ、溶剤等を含んだ圧縮

気は使用しないでくだ

 機器が  

空気圧力が0.38～0.7 kgf/cm2）になることを確認してください

 機器が動作不良を起こす恐  

.5.スタッ 時の注意事項 

損傷したSKKケーブルAss’yは使用しない ださい。 
 溶接不良の発生及び機器の故障の恐れ ります。 

ル Ass’y のマルチ ・ ッド・フィーダ

しっかりと奥まで接続しロックしてください。 

 コネクタ部のショート、溶接不良の発生の恐れがあります。 

3. SKK ケーブル Ass’y の曲げ半径は 80mm 以下にしないでください。 

ケーブルが損傷し、 

い。 

 フィード・チューブの破損 ）の発生の恐れがあります

6.スタッド・フ

損傷した溶接ガンのコント ください。 

 溶接不良の発生及び機器の故障の恐れがあります。 

ダのコネクタにしっかりと奥まで接続 く

 コネクタ部のショート、溶接不良の発生の恐れがありま

。 

溶接ガンのコントロール・ にしないでください。 

 ケーブルが損傷し、溶接不良の発生及び機器の故障の恐れがあります。

フィード・チューブの曲げ半径は300mm以下にしないでく

 フィード

5. ード・チューブの上にものが乗ったり、擦れ合ったりしないようにしてフィ

た、他の機器に干渉し無理な力が加わらないようにしてください。 
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2. 溶接ガンのコントロール・ケーブルのコネクタを中継ケーブルのコネクタにしっかりと奥

まで接続しロックしてください。 
タ部のショート、溶接不良の発生の恐れがあります。 

3. ョン・ボックスのコネク

 
 

4. 溶接ガンのコントロール・ケーブルの曲げ半径は 80mm 以下にしないでください。 

機

5. ャンク と

定し

生の

6.3 意事

1. ケーブ で

があ

2. 所定のケーブル（ワーク・ウェルド・ケーブル、ワーク測定ケーブル）を使用し、正しく

3. ケーブル（ワーク・ウェルド・ケーブル、ワーク測定ケーブル）のコネクタをしっかりと

てください。 
部のショート、

6. 定時の注意事項

1. 当社にて設定された溶接条件で使用してください。

作不良の恐

 

 溶接条件を変更される場合は、当社の溶接技術部に連絡してください。

6.5.溶接時の注意事項 

1. 動作サイクル中に本機への電源供給を停止しないでください。 

障又は溶接不良

2. 動作サイクル中に圧縮空気の

障又は溶接不良

 コネク

溶接ガンのコントロール・ケーブルのコネクタをPKEジャンクシ

タにしっかりと奥まで接続しロックしてください。

 コネクタ部のショート、溶接不良の発生の恐れがあります。

 ケーブルが損傷し、溶接不良の発生及び 器の故障の恐れがあります。 

ウェルド・ケーブルのコネクタをPKEジ ション・ボックスのコネクタにしっかり

奥まで挿入し時計回りに回転ししっかり固 てください。 
 コネクタ部のショート、溶接不良の発 恐れがあります。 

.8.本機とワーク又は治具接続時の注 項 

損傷したケーブル（ワーク・ウェルド・ ル、ワーク測定ケーブル）は使用しない

ください。 

 溶接不良の発生及び機器の故障の恐れ ります。 

コネクタに接続してください。 

 溶接不良の発生及び機器の故障の恐れがあります。 

奥まで接続し

 コネクタ 溶接不良の発生の恐れがあります。 

4.溶接条件設  

 

 みだりに溶接条件を変更しますと、溶接不良の発生及び機器の破損又は動

れがあります。

 

 機器の故 を起こす恐れがあります。 

供給を止めないでください。 

 機器の故 を起こす恐れがあります。 
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7.使用方法 

本機を使用したスタッド溶接を実施する際の使用方法を示します。この使用方法に従って作業

す

入力又は確認をしてください。 

下記の使用方法に従ってスタッド溶接作業を実施してください。

1. カスタマ・インターフェイスへの電源を ON してください。 
ON してくだ

2. ON  

が表示されます。 

3  

。  
     E M H A R T    T M P    #### 
----------------------------------------

ﾞｮﾝ       V##.## 

-

      E M H A R T    T M P    ####       
----------------------------------------

る前に、前述5章「使用前の準備」(21ページ)をよくお読みになり、機器を接続し条件設定の

 

カスタマ・インターフェイス使用時、カスタマ・インターフェイスの電源を

いさ 。 
※カスタマ・インターフェイスを使用しない場合、カスタマ・インターフェイスの電源を

ON する必要はありません。 

本機のメイン・スイッチを してください。

電源を ON しますと、“システム ジョウタイ ノ ヒョウジ”画面が表示され、各ユニッ

トの種類とソフトウェア・バージョン

. 本機及び周辺機器のコンポーネントの動作状況を確認してください。

本機内の各コンポーネント及び接続した周辺機器の動作状況を確認します。各項目のソフ

トウェア・バージョンが表示されることにより、各コンポーネントの動作を確認できます

     ｼｽﾃﾑ ｿﾌﾄ ﾊﾞｰｼ
 
     TMP-Terminal           V##.## 
     ｾﾝﾄﾗﾙ CPU              V##.## 
     SMPS                   V##.## 
     ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ  ###########  V##.## 
     ｱｳﾄﾚｯﾄ 1   ####/#####  V##.## 
     ｱｳﾄﾚｯﾄ 2   ####/#####  V##.## 
     ｱｳﾄﾚｯﾄ 3   ####/#####  V##.## 
     ｱｳﾄﾚｯﾄ 4   ####/#####  V##.## 
     ｱｳﾄﾚｯﾄ 5   ####/#####  V##.## 
 

---------------------------------------
                          <F1..F5> <ESC>

     System software        V##.##      
                                        
     Keypad/Display         V##.##      
     Central CPU            V##.##      
     SMPS                   V##.##      
     Interface ###########  V##.##      
     Outlet 1   ####/#####  V##.##      
     Outlet 2   ####/#####  V##.##      
     Outlet 3   ####/#####  V##.##      
     Outlet 4   ####/#####  V##.##      
     Outlet 5   ####/#####  V##.##      
                                        
----------------------------------------
                          <F1..F5> <ESC>

（日本語表示）  （英語表示） 

4. セルフ・テス 上待ってくだ い。 

本機は電源投入時、セルフ・テストを実施します。セルフ・テストには 60 秒程かかりま

※この間は溶接起動を受付ないため、溶接起動を入力しないでください。 

トのため 60 秒以 さ

すのでその時間待ってください。 

ポップリベット･ファスナー株式会社 



F-WC-ED-97008 
スタッド溶接コントロール取扱説明書 

Page 56/182 
5. 溶接結果をモニタできるようにしてください。 

。この画面にて、溶接

結果をモニタできます。 
※ 、後 ヨウセツ パラメータ モニ ページ)を参照してください。 

 ﾖｳｾﾂ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ ﾓﾆﾀ 

「F4」を押して“ヨウセツ パラメータ モニタ”画面を選択します

詳細は 述8.3章“ タ”画面(60

-------------- -- -
  Weld parameter monitor                 

----------------------------------------
 SKK/PK  outlet: #   Program No. ...### 
 Autoplunge...####   Optimization..#### 
      |  Ref +Tol -Tol |  Act  |   |    
  ----+----------------+-------+---+--  
  Vp  |   ##   ##   ## |    ## | V | #  
  Vw  |   ##   ##   ## |    ## | V | #  
  Iw  | ####  ###  ### |  #### | A | #  
  tw  |  ###   ##   ## | ###,# | ms| #  
  td  | ##,#           |  ##,# | ms| #  

-- -- -------------------
 SKK/PK  ｱｳﾄﾚｯ  ﾄ: #  ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ..### 
 ｵｰﾄ ﾌﾟﾗﾝｼﾞ...####    ｼﾞﾄﾞｳ ﾁｮｳｾｲ...#### 
      | ｾｯﾃｲ +ﾊﾝ -ﾊﾝｲ ｲ | ｼﾞｯｿｸ |   | 
  ----+--------- ----- --+-------+---+-- 
  Vp  |   ##   ##   ## |    ## | V | # 
  Vw  |   ##   ##   ## |    ## | V | # 
  Iw  | ####  ###  ### |  #### | A | # 
  tw  |  ###   ##   ## | ###,# | ms| # 
  td  | ##,#           |  ##,# | ms| # 

 #Lift| #,##  ,##  ,## |  #,## | mm| #  
                                        
 Fault :################################

 #ﾘﾌﾄ | #,##  ,##  ,## |  #,## | mm| # 
 
 ｴﾗｰ   :################################
---------------------------------------- ----------------------------------------

<0..5> <ENTER>            <F1..F5> <ESC><0..5> <ENTER>            <F1..F5> <ESC>

(日本語表示)  （英語表示） 

6. 溶接作業を実施し

溶接ヘッド 溶 ヨウセツ パ

ラメータ モニタ”画面にて参照できます。 

てください。 

又は 接ガンを使用して、溶接を行いますと、その結果が上記の“
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8.メニュー画面の説明と選択方法 

この章では、  
TMP
に対する説明は制限されます。すべての  

本 （ ますと、TMP ターミナルのディスプレイが作動し

ま

”画面が

表示されます。 

本機内の

ョンを示

「ESC」キーを押しますと、後述8.1章“メイン メニュー”画面(57ページ)に切り替わり

     E M H A R T    T M P    #### 
----------------------------------------
     ｼｽﾃﾑ ｿﾌﾄ ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ       V##.## 
 
     TMP-Terminal           V##.## 
     ｾﾝﾄﾗﾙ CPU              V##.## 
     SMPS                   V##.## 
     ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ  ###########  V##.## 
     ｱｳﾄﾚｯﾄ 1   ####/#####  V##.## 
     ｱｳﾄﾚｯﾄ 2   ####/#####  V##.## 
     ｱｳﾄﾚｯﾄ 3   ####/#####  V##.## 
     ｱｳﾄﾚｯﾄ 4   ####/#####  V##.## 
     ｱｳﾄﾚｯﾄ 5   ####/#####  V##.## 
 
----------------------------------------
                          <F1..F5> <ESC>

      E M H A R T    T M P    ####       
----------------------------------------
     System software        V##.##      
                                        
     Keypad/Display         V##.##      
     Central CPU            V##.##      
     SMPS                   V##.##      
     Interface ###########  V##.##      
     Outlet 1   ####/#####  V##.##      
     Outlet 2   ####/#####  V##.##      
     Outlet 3   ####/#####  V##.##      
     Outlet 4   ####/#####  V##.##      
     Outlet 5   ####/#####  V##.##      
                                        
----------------------------------------
                          <F1..F5> <ESC>

TMP ターミナルに表示されるメニュー画面について説明します。

ターミナルのディスプレイの大きさには限りがあり、メニュー画面の中の選択された項目

メニュー画面の詳細内容を次ページ以降に説明します。

機の電源 メイン・スイッチ）を ON し

す。 

 本機及び周辺機器に異常がない場合、下記の“システム ジョウタイ ノ ヒョウジ

各コンポーネントと周辺装置のコンポーネントのタイプとソフトウェア・バージ

します。 

ます。 

（日本語表示）  （英語表示） 

 本機及び周辺機器に異常がある場合、下記の“エラー ジョウタイ”画面が表示されます。 

表示されているエラー・メッセージにしたがって、エラー状態を解除してください。 

エラー解除の方法は、後述10章「トラブル・シューティング」(150ページ)を参照してくだ

さい。 

また、「ESC」キーを押すことで、後述8.1章“メイン メニュー”画面(57ページ)に切り

替えることができます。 

 ｴﾗｰ ｼﾞｮｳﾀｲ 
----------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ｴﾗｰ ｼﾞｮｳﾀｲﾉ ｶｲｼﾞｮ ｦ ﾂﾂﾞｹﾃ 
   ｸﾀﾞｻｲ         
----------------------------------------
     ESC>

  Fault condition                        
----------------------------------------
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       To continue operation clear      
           the          fault condition.
----------------------------------------
                          <F1..F5> <ESC>                     <F1..F5> <

（日本語表示）  （英語表示） 

8.1.“メイン メニュー”画面 

画面の機能： 
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本機の操作に必要なサブ・メニュー画面のリストが表示されます。 

画面の選択方法： 
電源 ON 後、「ESC」キーを押すことで選択します。  

 し も 択で

きます。

 また、「F2」キーにて直接選択します。 
サブ・メニュー画面から「ESC」キーを(画面により異なりますが数回)押 て 選

 

     ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ 
----------------------------------------

      OPERATION                          
----------------------------------------

     ﾖｳｾﾂ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ ﾓﾆﾀ 
     ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ 

     Weld parameter monitor             
     Programming                        
     Statistics                         
  et                        

     ﾄｳｹｲ 
     ｴﾗｰ ﾘｾｯﾄ 
     ﾖｳｾﾂ ｼｰｹﾝｽ ﾓﾆﾀ 

   Fault res
     Status weld sequence               
     Status customer interface               ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ ﾓﾆﾀ 

     ﾌｨｰﾀﾞ/ｽﾀｯﾄﾞﾃﾞｨﾊﾞｲﾀﾞ ﾓﾆﾀ      Status Feeder/Stud-Divider         
     Status TMP     ｼｽﾃﾑ ﾓﾆﾀ                          

     ﾄｸｼｭ ｷﾉｳ      Functions                          
     ｹｲｺｸ 
 

     Warnings                           
                                        

                                         
----------------------------------------
<↓↑> <ENTER>                  <F1..F5>

----------------------------------------
<↓↑> <ENTER>                  <F1..F5>

（日本語表示）  （英語表示） 

“メイン メニュー”画面には、ファンクション・キー、又は「↑」、「↓」キーと

ーにて移動して、「ENTER」キーを押すことでサブ・メ

ニュー画面を選択します。 

す。 

「ENTER」キーによって選択できるいくつかのサブ・メニュー画面のリストが表示されます。

カーソルの位置を「↑」と「↓」キ

下記の“サブ・メニュー”画面は、個々のファンクション・キーを押すことで選択できま

画面 ファンクション・キー 

“キー ソウサ ヘルプ”画面 

”画面(59ページ)を参照

してください。 

「F1」キーを押します。 
※後述8.2章“キー ソウサ ヘルプ

“メイン メニュー”画面 「F2」キーを押します。 
“プログラミング“画面 

※後述8.4章“プログラミング”画面(64ページ)を参照して

「F3」キーを押します。 

ください。 

“ ータ モニタ”画面 
※後述8.3章“ヨウセツ パラメータ モニタ”画面(60ペー

「F4」キーを押します。 ヨウセツ パラメ

ジ)を参照してください。 
“ 画面 
ただし、エラーが発生している場合のみ表示します。

てください。

「F5」キーを押します。 エラー リセット”

（ ） 
※後述8.6章“エラー リセット”画面(119ページ)を参照し

 
※サブ・メニュー画面の詳細については、次ページ以降を参照してください。 

「ESC」キーを押すことで、常に選択したサブ・メニュー画面から抜け出すことができます。 

ポップリベット･ファスナー株式会社 



F-WC-ED-97008 
スタッド溶接コントロール取扱説明書 

Page 59/182 
8.2.“キー ソウサ ヘルプ”画面 

画面の機能： 

ミナル上の個々のキーの使用方法及び機能を示します。 

1」キーにて直接選択します。 

               
----------------------------------------
 F1 - ｷｰ ｿｳｻ ﾍﾙﾌﾟ ﾉ ﾋｮｳｼﾞ               

ﾆｭｰ                          

 F5 - ｴﾗｰ ﾘｾｯﾄ                          
 ｷｰ                      

  
 0..9 - SKK/PK No. ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ No. 
 +-   - ｾｯﾃｲ ﾉ ﾍﾝｺｳ                     

ｰｿﾙ ﾉ ｲﾄﾞｳ                 

   Key functions                         
----------------------------------------
 F1 - display key functions             
 F2 - main menu                         

gramming                       
parameter monitor            

 F5 - fault reset                       
 F6 - approval for test mode            
                                        

            
 0..9 - input SKK/PK, program No.       
 +-   - change, set/reset values        

TMP ター

画面の選択方法： 
「F

  ｷｰ ｿｳｻ ﾍﾙﾌﾟ            

 F2 - ﾒｲﾝ ﾒ
 F3 - ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ                        
 F4 - ﾖｳｾﾂ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ ﾓﾆﾀ                   

 F3 - pro
 F4 - weld 

 F6 - ﾃｽﾄ ｼﾞｯｺｳ
                                        
 ESC - ESCAPE, ｷｬﾝｾﾙ                    
 ENT - ENTER, ｶｸﾃｲ                      
                                      

ﾉ ﾆｭｳﾘｮｸ 

 ESC - ESCAPE, abort                    
 ENT - ENTER, confirmation              
                            

 ←↓↑→ - ｶ  ←↓↑→ - select menu, value          

（日本語表示） （英語表示） 

TM ターミナル上の個々のキーの使用方法及び機

キー 

P 能を示します。 

機能 

「 」キー “キー ソウサ ヘF1 ルプ”画面の選択。 

「 」キー “メイン メニュ

※前述8.1章“メ て

ください。 

F2 ー”画面の選択。 

イン メニュー”画面57ページ)を参照し

「 ング

“プ て

ください。

F3」キー “プログラミ “画面の選択。 

※後述8.4章 ログラミング”画面(64ページ)を参照し

 

「F4」キー “ヨウセツ パラメータ モニタ”画面の選択。 

述8.3章“ヨウセツ パラメータ モニタ”画面(60ペー

ジ)を参照してください。 

※後

「 」キー “エラー リセット”画面の選択。 

（ただし、エラーが発生している場合のみ表示します。） 

F5

※後述8.6章“エラー リセット”画面(119ページ)を参照し

てください。 

「F6」キー “トクシュ キノウ”メニューの“イチレン ノ ドウサ ノ

テスト”画面にて動作テストする時に使用します。 

「ESC」キー 後の実行動作及び入力をキャンセルします。 

「ENTER」キー 実行する機能及び入力を確定します。 

数字キー   ｢0｣ ～ ｢9｣ アウトレット及び溶接プログラムの数値入力に使用します。

選択キー  「＋」、「―」 各項目の設定を変更します。 

矢印キー  「←」、「↓」、 
「↑」、「→」 

カーソルを“左”、“下”、“上”又は“右”に移動しま

す。 

この画面から抜けるには、「ESC」キーを押してください。 
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8.3.“ヨウセツ パラメータ モニタ”画面 

画面の機能： 
1. 溶接結果をモニタすることができます。個々のアウトレット№にて 後の溶接結果のみ

モニタでき

2 ニ

セツ コウテイ ノ テスト”画面 動作したテスト結果のみモニタできま

す。 

画面の選択方法： 
 「F4」キーにて直接選択します。 
 また、“メイン・メニュー”画面の 1 行目の「ヨウセツ パラメータ モニタ」の位置に

矢印キーを使用してカーソルを移動して、「ENTER」キーを押しても選択できます。 

数字キーを使用してアウトレット№（1～5）及びプログラム№（1～127）を選択して、

「ENTER」キーを押して確定します。 

参考： 

アウトレット“0”及びプログラム ナンバー“0”を選択しますと、溶接を実行したアウトレ

ット№及びプログラム№の溶接結果（モニタ値）が順次表示されます。ただし、選択された

初はアウトレット№1 のプログラム№1 の溶接結果を表示します。 

ます。 
. “トクシュ キノウ”画面のサブ・メ

“ヨウ

ュー“イチレン ノ ドウサ ノ テスト”画面又は

にて 後に

 

 ﾖｳｾﾂ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ ﾓﾆﾀ 
----------------------------------------
 SKK/PK  ｱｳﾄﾚｯﾄ: #   ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ..### 
 ｵｰﾄ ﾌﾟﾗﾝｼﾞ...####   ｼﾞﾄﾞｳ ﾁｮｳｾｲ...#### 
      | ｾｯﾃｲ +ﾊﾝｲ -ﾊﾝｲ | ｼﾞｯｿｸ |   | 
  ----+----------------+-------+---+-- 
  Vp  |   ##   ##   ## |    ## | V | # 
  Vw  |   ##   ##   ## |    ## | V | # 
  Iw  | ####  ###  ### |  #### | A | # 
  tw  |  ###   ##   ## | ###,# | ms| # 
  td  | ##,#           |  ##,# | ms| # 
 #ﾘﾌﾄ | #,##  ,##  ,## |  #,## | mm| # 
 
 ｴﾗｰ   :################################
----------------------------------------
<0..5> <ENTER>            <F1..F5> <ESC>

  Weld parameter monitor                 
----------------------------------------
 SKK/PK  outlet: #   Program No. ...### 
 Autoplunge...####   Optimization..#### 
      |  Ref +Tol -Tol |  Act  |   |    
  ----+----------------+-------+---+--  
  Vp  |   ##   ##   ## |    ## | V | #  
  Vw  |   ##   ##   ## |    ## | V | #  
  Iw  | ####  ###  ### |  #### | A | #  
  tw  |  ###   ##   ## | ###,# | ms| #  
  td  | ##,#           |  ##,# | ms| #  
 #Lift| #,##  ,##  ,## |  #,## | mm| #  
                                        
 Fault :################################
----------------------------------------
<0..5> <ENTER>            <F1..F5> <ESC>

(日本語表示)  （英語表示） 

画面内の個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 
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 メニュー行 1： SKK/PK  ｱｳﾄﾚｯﾄ: #   ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ..### 

項目 設定値 内     容 

SKK/PK ｱｳﾄﾚｯﾄ 0 溶接が実行されたアウトレット№のモニタ値が順次表示されます。 

※選択した 初はアウトレット№1 のモニタ値が表示されます。 

 1～5 アウトレット№を選択しますと、アウトレット№が固定され、この

アウトレット№にて 後に溶接したモニタ値を表示します。 

ﾌ のモニタ値が順次表示されます。 

※選択した 初はプログラム№1 のモニタ値が表示されます。 

ﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ 0 溶接が実行されたプログラム№

 1～127 プログラム№を選択しますと、プログラム№が固定され、このプロ

示します。 グラム№にて 後に溶接したモニタ値を表

数字キーにて選択します。 

 2メニュー行 ： ｵｰﾄ ﾌﾟﾗﾝｼﾞ...####     ｼﾞﾄﾞｳ ﾁｮｳｾｲ .#### 

項目 表示値 内     容 

ｵｰﾄ ジ機能(測定し を

を調整する機能

 ﾌﾟﾗﾝｼﾞ yes オートプラン たドロップ・タイムからリフト・コイル

OFF する時間 )が選択されていることを示します。 

 が選択さ

中ですの

no オートプランジ機能 れていないことを示します。 

現在この機能は開発 で、“no”を表示します。 

ｼﾞﾄ 間の自動調整機能が無効になっていることを示しま

す。 

現在この機能は開発中ですの

ﾞｳﾁｮｳｾｲ no 溶接電流と溶接時

で、“no”を表示します。 

 I 溶接時のワーク表面の状態から溶接電流を自動調整する機能が動作して

いることを示します。 

 ｼﾞｶﾝ 溶接時のワーク表面の状態から溶接時間を自動調整する機能が動作して

いることを示します。 

 メニュー行３： ｾｯﾃｲ +ﾊﾝｲ -ﾊﾝｲ   ｼﾞｯｿｸ 

項目 内     容 

ｾｯﾃｲ 各パラメータの設定値の中心値を示します。 

+ﾊﾝｲ 各パラメータの設定範囲の上限値を示します。 

“ とを示します。 0”の時は、＋側の設定範囲のモニタ判定は実行していないこ

-ﾊﾝｲ 各パラメータの設定範囲の下限値を示します。 

“0”の時は、－側の設定範囲のモニタ判定は実行していないことを示します。 

ｼﾞｯｿｸ 各パラメータの実測値を示します。 
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 メニュー行 4～10： Vp  Vw  Iw  tw  td  ﾘﾌﾄ 

項目 内     容 

V ] p [V パイロット電流出力時の電圧を示します。 

V ] w [V メイン電流出力時の電圧を示します。 

Iw [A] 流値を示します。 メイン電

tw [ms] メイン電流時間を示します。 

td [ms] ドロップ・タイムを示します。 

ﾘﾌﾄ [mm] リフト距離を示します。（リフト距離測定装置が装着されている場合） 

注意： 

左側に“！”マークが出力された場合、溶接ガン又は溶接ヘッドをメンテナンス

する必要があることを指示しています。 

上記の各パラメータがモニタ判定で設定範囲を超えた場合、該当するパラメータの一番右の列

に

 

“＊”マークが表示されます。 

 

図 5．溶接波形

 

 パイロット電流時間 Ip パイロット電流  tp
【Iw tw】 溶接電流時間 】 溶接電流  【

【Vp】 パイロット電圧  【Vw】 溶接電圧 
【Ld】 リフト距離  （※1）  【td】 ドロップ・タイム  （※2） 

上表は、“ヨウセツ プログラム”画面(後述8.4.3.3章(83ページ))にて設定する溶接条件の項目

を示し、【  】印は、この“ヨウセツ パラメータ モニタ”画面にてモニタされる項目を示し

ます。 
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モニタ判定の設定幅は、後述の“ヨウセツ プログラム”画面にて設定します。 

※ SKK240溶接ヘッド又はSK
ガ

※ 章(76ページ))の「td－メ

タ判定の設定幅を設定します。 

1：リフト距離は K240LF溶接ヘッド使用時のみモニタできます。

溶接 ンではモニタできません。 
2：ドロップ・タイムは“メカニカル パラメータ”画面(後述8.4.3.2

ンテナンス」と「td－シュウリ」にてモニ

 メニュー行 11： ｴﾗｰ   :################################ 

システム・エラーが発生している場合、そのエラー内容を表示します。 

表示値 内     容 

ﾅｼ エラーが発生していないことを示します。 システム・

SMPS SMPS 電源ユニットのエラーを示します。 

ﾘﾌﾄ ｻｲｸﾙ on リフト･コイルが ON するときのエラーを示します。 

ｱｰｸ ﾃﾞﾝｱﾂ ﾅｼ リフトしないことにより、アーク電圧が発生しないことを示します。 

ﾀﾝﾗｸ ﾖｳｾﾂ 短絡溶接であることを示します。 

ﾘﾌﾄ ｻｲｸﾙ off リフト･コイルが OFF するときのエラーを示します。 

ﾄﾞﾛｯﾌﾟ ﾀｲﾑ ｵｰﾊﾞｰ ドロップ・タイムがオーバーしたことを示しま 。 す

ﾖｳｾﾂ ﾃﾞﾝﾘｭｳ ﾅｼ 溶接電流を出力しなかったことを示します。 

エラーはエラー・メモリに記憶されます。その内容は、後述8.5.1章“エラー メモリ”画面

(107ページ)を参照してください。 

「F1」～「F5」キーを選択することで、対応するサブ・メニュー画面を選択できます。 
「ESC」又は「F2」キーを押すことで、“メイン メニュー”画面に戻ることができます。 

トラブル･シューティング情報： 

 後述10章「トラブル・シューティング」(150ページ)に記述された情報に基づいてエラーを

解除してください。 

 トラブル・シューティングの処置にしたがってエラーを解除できない場合は、本機を交換

してください。 

 周辺機器にて発生したエラーは、その機器の取扱説明書の情報にしたがって、エラーを解

除してください。 

 エラーを解除した後は、“エラーリセット”画面の＜RESET＞コマンドを実行してエラー

をリセットしてください。詳細は、後述8.6章“エラー リセット”画面(119ページ)を参照

してください。 
※ただし、カスタマ・インターフェイスを使用している場合は、カスタマ・インターフェ

イスの「エラー・リセット」信号を使用してエラーをリセットしてください。 
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8.4.“プログラミング”画面 

注意 

当社実施の取扱説明会にて教育を受けていない方は、本機及び周辺機器を使用しないでくださ

 
ていない方がご使用しますと、誤った操作により機器の破損及び事故や傷害を

い。

 教育を受け

負う恐れがあります。 

画面の機能： 

ム条件を設定するときに選択します。 

画

 
 また、“メイン メニュー”画面の２行目の「プログラミング」の位置に矢印キーを使用

、「ENTER」キ

-------------

----------------------------------------
<↓↑> <ENTER>            <F1..F5> <ESC>

 

----------------------------------------
<↓↑> <ENTER>            

溶接条件やシステ

面の選択方法： 

「F3」キーを押すことで直接選択します。 

してカーソルを移動して ーを押しても選択できます。 

 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ 
---------------------------

     ﾖｳｾﾂ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ 
     ｱｳﾄﾚｯﾄ/ﾌｨｰﾀﾞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Programming                            
----------------------------------------
     weld parameters                    
     outlet/feeder                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

<F1..F5> <ESC>

（日本語表示）  （英語表示） 

 メニュー行 1： ﾖｳｾﾂ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ 

簡易プログラムの“ヨウセツ パラメータ ニヨ ム”画面になります。 
詳細は、後述8.4.1    プログラム”画面(66ページ)を参照して

ください。

この画面にて溶接条件を設定できないスタッド及びワークを使用している場合は、後述8.4.3.3
ページ)を使用してください。 

ル プログラ

章“ヨウセツ パラメータ ニヨル

 

注意： 

章の拡張プログラムの“ヨウセツ プログラム”画面(83

 ュ

簡易 グ 画面になります。 
く

ださい。 

注意： 
アウトレット条件の詳細内容を設定する場合は、後述8.4.3.2章の拡張プログラムの“メカニカ

ル パラメータ”画面(76ページ)を使用してください。 

メニ ー行 2： ｱｳﾄﾚｯﾄ/ﾌｨｰﾀﾞ 

プロ ラムの“アウトレット／フィーダ ノ プログラム”

詳細は、後述8.4.2章“アウトレット／フィーダ ノ プログラム”画面(69ページ)を参照して
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また、この“プログラミング”画面から下記に示すキー操作にて、9つの拡張プログラムを含む

“カクチョウ キノウ”画面を選択できます。 

詳細は、後述8.4.3章“カクチョウ キノウ”画面(71ページ)を参照してください。 

キー操作 内     容 

「＋」キーと

ます。 ます。 

「０」キーを順番に押し 拡張プログラムの“カクチョウ キノウ”画面に

なり
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8.4.1. “ヨウセツ パラメータ ニヨル プログラミング”画面 

ご できない場合がありま

す。その場合は、後述8.4.3.3章の拡張プログラムの“ヨウセツ プログラム”画面(83ページ)
してください。 

注意： 

使用によるスタッド又はワークにより、この画面にて溶接条件を設定

を使用して条件設定

 

画

溶接条件を設定及び選択します。（簡易プログラム） 

画面

1 て“プログラミング”画面

2 ミング”画面の 1 行目の「 を

ーソルを移動して、「ENTER」

ﾗﾐﾝｸﾞ 
-----------------

 ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾅﾝﾊﾞｰ..........:  # 
 ﾖｳｾﾂ ｲﾁ ﾅﾝﾊﾞｰ.........:### 

   ﾜｰｸ ﾉ ｲﾀｱﾂ.............   ##### 
   ﾜｰｸ ﾉ ﾋｮｳﾒﾝ ｼｮﾘ  ......######## 

 
 

- ------
<1..9><↓↑><+,-> <ENTER> <F1..F5> <ESC>

 

    Workpiece  #####     
    Workpiece coating......########     

   ### %     
                                  

                                        
                                        
----------------------------------------
<1..9><↓↑><+,-> <ENTER> <F1..F5> <ESC>

面の機能： 

の選択方法： 
. 「F3」キーを押し を選択します。 
. 次に、“プログラ ヨウセツ パラメータ」の位置に矢印キー

使用してカ キーを押して選択します。 

 ﾖｳｾﾂ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ ﾆﾖﾙ ﾌﾟﾛｸﾞ
-----------------------
 
  
  
 
   ﾖｳｾﾂ ｲﾁ ﾕｳｺｳ ..........    #### 
   ﾖｳｾﾂﾌﾞ ﾉ ｹｲ  ..........   ##### 

 Programming weld parameters            
----------------------------------------
                                        
    Outlet No. ...........:  #          
    Weld position No. ....:###          
                                        
    Weld position active...    ####     
    Weld diameter..........   #####     

gauge........  

   ｴﾈﾙｷﾞｰ ﾁｮｳｾｲ ..........   ### % 
 

    Energy adjustment......
      

------------------ ---------------

（日本語表示）  (英語表示) 

画面内の個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

 メニュー行 1： ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾅﾝﾊﾞｰ..........:  # 

     容 設定値 内

1～5 アウトレット№を意味し、条件設定するアウトレット№を選択します。 

ン

を接続する場合、アウトレット№1 を選択してください」。 
例として、「アウトレット№１にスタッド・フィーダと溶接ヘッド又は溶接ガ

数字キーにて選択します。 

 メニュー行 2： ﾖｳｾﾂ ｲﾁ ﾅﾝﾊﾞｰ.........:### 

設定値 内     容 

1～127 各溶接位置の溶接に対してプログラム№を設定することができます。そしてその

溶接位置のプログラム№を溶接位置№として選択します。 

数字キーにて選択します。 
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 メニュー行 3： ﾖｳｾﾂ ｲﾁ ﾕｳｺｳ...........    #### 

内     容 設定値 

yes 対応する溶接位置№（プログラム№）の選択を可能にします。 

no 対応する溶接位置№（プログラム№）の選択を不可能にします。 

注意： 

合は、対応するアウトレットの溶接位置№（プログラム№）

1 だけを有効にしてください。 

溶接ガンを使用する場

「＋」と「－」キーにて設定を変更します。 

簡易プログラムにて選択した溶接位置№（プログラム№）が、拡張プログラムにて既に設定さ

れプログラムが有効になっている場合、上記の「ヨウセツ イチ ユウコウ」にて「yes」を選択

れます。 しますと、下記の警告メッセージが表示さ

---------------------------------------- 
         ｶｸﾁｮｳ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｻﾚﾃ ｲﾏｽ         
---------------------------------------- 

---------------------------------------- 
   parameter are extended programming   
---------------------------------------- 

（日本語表示） （英語表示） 

キー操作 内     容 

上記の警告メッセージが表示された場合、 

「ENTER」キーを押す この画面(簡易プログラム)にて設定したプログラムが有効にな

”画面のサブ・メニュー“ヨウセツ

に上書きされます。 

り、“カクチョウ キノウ

プログラム”画面(拡張プログラム)にて設定したプログラム№

「ESC」キー  この画面 簡易プログラム)にて設定したプログラムを無効に

プログラム”画面(拡張プログラム)にて設定したプログラムが

有効になります。 

を押す (

し、“カクチョウ キノウ”画面のサブ・メニュー“ヨウセツ

 メニュー行 4： ﾖｳｾﾂﾌﾞ ﾉ ｹｲ............   ##### 

 項目 設定値 内     容

ﾖｳｾﾂﾌﾞ ﾉ ｹｲ 2mm～10mm 溶接するスタッドの溶接部の直径を設定します。 

(1mm 単位) 
 溶接部の直径

きに設定します。

T が 3mm のＴスタッド(POP-0033)を溶接すると

 

「＋」と「－」キーにて設定を変更します。 

 メニュー行 5： ﾜｰｸ ﾉ ｲﾀｱﾂ.............   ##### 

設定値 内     容 

0.8mm 母材の板厚が 0.8mm の場合に設定します。 
1.2mm 母材の板厚が 1.2mm の場合に設定します。 
2mm 母材の板厚が 2mm の場合に設定します。 

>2mm 母材の板厚が 2mm 以上の場合に設定します。 

「＋」と「－」キーにて設定を変更します。 
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 メニュー行 6： ﾜｰｸ ﾉ ﾋｮｳﾒﾝ ｼｮﾘ........######## 

設定値 内     容 

ﾅｼ 母材の表面処理が無い場合に設定します。 

ｱｴﾝ ﾒｯｷ 母材の表面処理が亜鉛メッキの場合に設定します。 

「＋」と「－」キーにて設定を変更します。 

設 内     容 

 メ

定値 

ニュー行 7： ｴﾈﾙｷﾞｰ ﾁｮｳｾｲ ..........   ### % 

-50%～

（5%単 条件にて溶接した溶接部を見て溶接の強さを

微調整します。 

+50% 
位） 

上記の「ヨウセツブ ノ ケイ」、「ワーク ノ イタアツ」、「ワーク ノ ヒョ

ウメン ショリ」にて設定した溶接

「＋

個々のパラメータの設定は、「ENTER」キーにて確定し、又はキャンセルするには、

「E

「E とで、カー ン

バー 件を設定す

「ESC」キーを押すことで、サブ・メニュー“プログラミング”画面に戻ることができます。 

」と「－」キーにて設定を変更します。 

SC」キーを押します。 

NTER」又は「ESC」キーを押すこ ソルはメニュー行 1 の「アウトレット ナ
」の位置に移動し、更に他の溶接条 ることができます。 
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8.4.2. “アウトレット／フィーダ ノ プログラム”画面 

注意： 
アウトレット条件の詳細内容を設定する場合は、この画面を使用せずに、後述8.4.3.2章の拡

さ

い

張プログラムの“メカニカル パラメータ”画面(76ページ)を使用して条件設定してくだ

。 
 

 
（簡易プログラム） 

画面の選択方法： 
1. 「 」キーを押して“プログラミング”画面を選択します。 
2. 、“ ダ」の位置に矢印キ

使用 ます。 

 
    ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾅﾝﾊﾞｰ......: # 
 
    ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾕｳｺｳ .......#### 
    ﾌｨｰﾄﾞ ﾀｲﾑ.
 

 
 
 

<1..9><↓↑><+,-> <ENTER> <F1..F5> <ESC>

tlet                     

                                        
    Weld outlet no. ..: #               

  

                                        

                                   
                                        
                                        

                         

<1..9><↓↑><+,-> <ENTER> <F1..F5> <ESC>

画面の機能： 
アウトレット条件の有効／無効の設定及び、スタッド送給のフィード時間を設定します。

F3
次に プログラミング”画面の 2 行目の「アウトレット／フィー

ーを してカーソルを移動して、「ENTER」キーを押して選択し

 ｱｳﾄﾚｯﾄ/ﾌｨｰﾀﾞ ﾉ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 
----------------------------------------

  Programming ou
----------------------------------------

.........#### ms 
    Outlet active......####             
    Feed time..........#### ms          

 
 

                                      

                                        
                                        
     

 
----------------------------------------

               
----------------------------------------

（日本語表示）  （英語表示） 

画面内の個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

 メニュー行 1
設

： ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾅﾝﾊﾞｰ......: # 

定値 内     容 

1～5 設定するアウトレット№を選択します。 

数字キーにて設定 ます。 し、「ENTER」キーを押すことで確定し

 メニュー行 2
設定値  

： ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾕｳｺｳ .......#### 

内     容

yes 対応するアウトレット№の選択を可能にします。 
no 対応するアウトレット№の選択を無効にします。 

「＋」と「―」キーを使用して数値を変更し、「ENTER」キーを押すことで確定します。 

ポップリベット･ファスナー株式会社 



F-WC-ED-97008 
スタッド溶接コントロール取扱説明書 

Page 70/182 
 メニュー行 3： ﾌｨｰﾄﾞ ﾀｲﾑ..........#### ms 

設 内定値      容 

300～1600ms 
(

ス  

フ

ド チューブ内に圧縮空気を

送

標

50ms単位) 
タッド送給時のフィード時間（フィード信号ON時間）を設定します。

ィード時間とは、スタッドを溶接ヘッド又は溶接ガンに送るために、スタッ

・フィーダのフィード・バルブによってフィード・

っている時間を言います。 

準は1000msに設定してください。 

「＋」と「―」キ すことで確定します。 

「ESC」キーを押

ーを使用して数値を変更し、「ENTER」キーを押

すことで入力モードから抜けます。 
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8.4.3.“カクチョウ キノウ”画面 

画面の機

拡張プログラムにて選択できるサブ･メニューの一覧を表示します。 

画

F3」キーを押して“プログラミング”画面を選択します。 

 ｶｸﾁｮｳ ｷﾉｳ 
-----------------------------

     ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 
ﾟｰ 

 

  
  

 
 

  Extended functions                     
----------------------------------------

 System parameters                  
Mechanical parameters              

     Weld parameters                    
     Copy programs                      

ns                    

     Stud length detection              

                                        
                                        

能： 

面の選択方法： 

1. 「

2. 次に、“プログラミング”画面にて「＋」と「０」キーを順番に押して選択します。 

-----------
     ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ 
     ﾒｶﾆｶﾙ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ 

    
     

     ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｺﾋ
     ｸﾘｱ ｷﾉｳ 

   ZCPU ｼｽﾃﾑ ﾃｽﾄ 
     Clear functio
     ZCPU system test                    

     ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕｳｺｳ/ﾑｺｳ 
   ｽﾀｯﾄﾞ ﾅｶﾞｻ ｹﾝﾁ 

     De/activate programs               

   ﾋｽﾞｹ.ｼﾞｶﾝ ﾉ ｾｯﾃｲ 
 

     Set date and time                  
                                        

----------------------------------------
<↓↑> <ENTER>            <F1..F5> <ESC>

----------------------------------------
<↓↑> <ENTER>            <F1..F5> <ESC>

（日本語表示）  （英語表示） 

画面 の意味を下記に説明しま内の個々のメニュー行 す。 

 ﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ 

“シ  
溶接機の認識アドレス及びディスプレイの表示言語を選択する場合、この画面を使用します。 

※詳 タ”

メニュー行 ： ｼｽ1
ステム パラメータ”画面を選択します。

細は、後述8.4.3.1章“システム パラメー 画面(73ページ)を参照してください。 

 

“メカニカル パ 選択します。

アウトレット条件を設定する場合、この画面を使用します。 

6ページ)を参照してください。 

メニュー行 2： ﾒｶﾆｶﾙ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ 

ラメータ”画面を  

※詳細は、後述8.4.3.2章“メカニカル パラメータ”画面(7

ー ：

“ヨウセツ プログ

溶接条件を設定する

)を参照してください。 

 メニュ 行 3  ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

ラム”画面を選択します。 
場合、この画面を使用します。 

※詳細は、後述8.4.3.3章“ヨウセツ プログラム”画面(83ページ
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 メニュー行 4： ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｺﾋﾟｰ 

“プログラム コピー”画面を選択します。 

使用します。 

※詳細は、後述8.4.3.4章“プログラム コピー” ジ)を参照してください。 

溶接条件の内容をコピーする場合、この画面を

画面(92ペー

 ュ

カウンタ及びメモリ内容をクリアする場合、この画面を使用します。 

章“クリア 6ページ)を参照してください。 

メニ ー行 5： ｸﾘｱ ｷﾉｳ 

“クリア キノウ”画面を選択します。 

※詳細は、後述8.4.3.5  キノウ”画面(9

 ュ

“ システム テスト”画面を選択します。

（条件記憶用）とバッテリの状態をテスト及び

表示する場合、この画面を使用します。 

ジ)を参照してください。 

メニ ー行 6： ZCPU ｼｽﾃﾑ ﾃｽﾄ 

ZCPU   
セントラル CPU ボード上の RAM モジュール

※詳細は、後述8.4.3.6章“ZCPU システム テスト”画面(99ペー

 メニュー行 7： ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕｳｺｳ/ﾑｺｳ 

“プログラム ユウコウ／

各アウトレットに対する の画面を使

※詳細は、後述8.4.3.7章
い。 

ムコウ”画面を選択します。 
溶接プログラムの有効／無効を設定及び表示する場合、こ

用します。 

“プログラム ユウコウ／ムコウ”画面(101ページ)を参照してくださ

 メニュー行 8： ｽﾀ ｻ ｹﾝﾁ 

“スタッド ガ  ケンチ

能を使

※詳細は、後述8.4.3.8章

ｯﾄﾞ ﾅｶﾞ
ナ サ

スタッド長さ検知機

”画面を選択します。 
用する場合、この画面を使用します。 

“スタッド ナガサ ケンチ”画面(102ページ)を参照してください。 

 メニュー行 9： ﾋﾂ

ます。 

日付／時間の設定及び表示する場合、この画面を使用します。 

※詳細は、後述8.4.3.9章“ヒヅケ．ジカン ノ セッテイ”画面(104ページ)を参照してくださ

い。 

ﾞｹ.ｼﾞｶﾝ ﾉ ｾｯﾃｲ 

“ヒヅケ．ジカン ノ セッテイ”画面を選択し
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8.4.3.1.“システム パラメータ”画面 

画

画面の選択方法：

1. 「F3」キーを押して“プログラミング”画面を選択します。 
2. 次に、“プログラミング”画面にて「＋」  キ

3. “カクチョウ  キノウ”画面の１行目に矢印キーを使用してカーソルを移動して、

 

ﾒｰﾀ 

 
 
 ｹﾞﾝｺﾞ..............########### 
 
 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ ｲﾝｻﾂ
            
                    
            
 
 

-
R

 meters                      
------------------------------------
ress        KI..........###         

 Language...........###########         
                                        

                       ##########       

                       
                             

ESC>

面の機能： 

の認識溶接機

ム） 
アドレスの入力及びディスプレイの表示言語を選択します。（拡張プログラ

 

と「０」キーを順番に押して“カクチョウ

ノウ”画面を選択します。 

「ENTER」キーを押して選択できます。

 ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗ
------------

ｽ     
----------------------------
    CI..........### 

----
 Add ｱﾄﾞﾚ  

               LWL.........###                 LWL.........###         
                                        

 .............####### 
          ########### 

############# 
           ########## 

 Parameter printout.......#######       
                      ###########       
                    #############       

 
--------- --

<+,-> <ENTE
----------------------------

           
----------------------------------------

>             <F1..F5> <ESC> <+,-> <ENTER>             <F1..F5> <

 System para

                                        
                 

（日本語表示）  （英語表示） 

画面内の個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

 メニュー行 1～2： ｱﾄﾞﾚｽ          CI..........### 

             

内     容 

                         LWL.........### 

項目 設定値 

ｱﾄﾞﾚｽ  CI 1～255 Pro-Busカスタマ･インターフェイスを使用し、幾つかのTMPコントロー

ルを接続した場合の本機の認識アドレス№を選択します。 

TMPコントロールを単独で使用する場合、“1”に設定してください。 
ｱﾄﾞﾚｽ  LWL 1～255 中央PCに幾つかのTMPコントロールを接続した場合の本機の認識アドレ

ス№を選択します。 

TMPコントロールを単独で使用する場合、“1”に設定してください。 

「＋」と「―」キーを使用して数値を変更し、「ENTER」キーを押すことで確定します。ま

た、「ESC」キーを押すことで入力をキャンセルできます。 
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 ー ｹﾞﾝｺﾞ..............######メニュ 行 3： ##### 

設定値 内     容 

Japanese TMP ターミナルの表示言語を日本語（カタカナ）にする場合に選択します。 
English TMP ターミナルの表示言語を英語（アルファベット）にする

す。

場合に選択しま

 

「＋」と「―」キーに 択て選 し、「ENTER」キーにて確定します。 

 メニュー行 4：  ｲﾝｻﾂ .............####### 

設定値 

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ

内     容 

ﾑｺｳ プリンタを使用してのパラメータの印刷を無効にします。 

ﾕｳｺｳ プリンタを使用してのパラメータの印刷を有効にします。 

 メニュー行 5： 

設定値 

                      ########### 

内     容 

- リ 無効の場合に表示します。 プ ンタを使用してのパラメータの印刷が

WOP プリ WOP の内容を印

刷す

ンタを使用してのパラメータの印刷が有効の場合で、

るときに設定します。 
WIP and WOP プリンタを使用してのパラメータの印刷が有効の場合で、WIP と WOP の

内容を印刷するときに設定します。 

 メニュー行 6：                     ############# 

設定値 内     容 

- プリンタを使用してのパラメータの印刷が無効の場合に表示します。 

ｽﾍﾞﾃ ﾉ ｱｳﾄﾚｯﾄ リ 合で、すべてのアウトレ

ット№に関して印刷するときに設定します。

プ ンタを使用してのパラメータの印刷が有効の場

 
ｱｳﾄﾚｯﾄ 1 プリ メータの印刷が有効の場合で、ア トレット№

に関して印刷するときに設定します。 
ンタを使用してのパラ ウ 1

ｱｳﾄﾚｯﾄ 2 プリ

 
ンタを使用してのパラメータの印刷が有効の場合で、アウトレット№2

に関して印刷するときに設定します。

ｱｳﾄﾚｯﾄ 3 リ の場合で、アウトレット№3
に関

プ ンタを使用してのパラメータの印刷が有効

して印刷するときに設定します。 
ｱｳﾄﾚｯﾄ 4 プリ

に関して印刷するときに設定します。 
ンタを使用してのパラメータの印刷が有効の場合で、アウトレット№4

ｱｳﾄﾚｯﾄ 5 リ の場合で、アウトレット№5
に関して印刷するときに設定します。 
プ ンタを使用してのパラメータの印刷が有効
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 メニュー行 7：                        ########## 

設定値 内      容 

- プリンタを使用してのパラメータの印刷が無効の場合に表示します。 
12 0 baud プリンタを使用してのパラメータの印刷が有効の場合で、プリンタとのデー0  

タの通信速度を 1200 ボーレートに設定します。 
2400 baud プリンタを使用してのパラメータの印刷が有効

タの通信速度を

の場合で、プリンタとのデー

2400 ボーレートに設定します。 
9600 baud プリンタを使用してのパラメータの印刷が有効の場合で、プリンタとのデー

タ します。 の通信速度を 9600 ボーレートに設定

38 0 baud プリンタを使用してのパラメータの印刷が有効の場合で、プリンタとのデー

ートに設定します。 
40  

タの通信速度を 38400 ボーレ

「ESC」キーを押しますと、“カクチョウ キノウ”画面に切り替わります。 

注意： 

パラメータの印刷は、現在開発中のため使用出来ません。 
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8.4.3.2.“メカニカル パラメータ”画面 

注意 
当社実施の取扱説明会にて教育を

さい。 
 教育を受けていない方がご使

を負う恐れがあります。 

受けていない方は、本機及び周辺機器を使用しないでくだ

用しますと、誤った操作により機器の破損及び事故や傷害

画面の機能： 

アウトレット条件を設定します。(拡張プログラム) 

画面の選択方法： 
押 グ

2. 次に、“プログ 画

ノウ”画面を選択します。 
3. “カクチョウ  キノウ”画面

「ENTER」キーを押して選

画面を選択しますとカーソルは、画 択する位置にあ  

 ﾒｶﾆｶﾙ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ         ｱｳﾄﾚｯﾄ:#
------------------------------
 ｱｳﾄﾚｯﾄ ｱｸﾃｨﾌﾞ.#### 
 ﾍｯﾄﾞ ｽﾗｲﾄﾞ....####### 
 ﾌｨｰﾄﾞ ｶｲｼ ....###############
 ﾌｨｰﾄﾞ ﾀｲﾑ(ms).#### 
 ﾛｰﾄﾞ ﾀｲﾑ(ms)..#### 

 WOP ｷｮｶｽｳ.....   #  ｶﾗｰ ﾏｰｷﾝｸﾞ....#### 
ﾞ ｶﾞｽ.....####  ｴｱ ﾌﾞﾛｰ.......#### 
 ﾏｴ(ms)...####  ｶｸﾄﾞ ｽｲｯﾁ.....#### 

 
 ｲｿｳ...######  td-ﾒﾝﾃﾅﾝｽ....+# -# 
 ｳｶﾝ...######  td-ｼｭｳﾘ..... # 
-
<1..5><←↓↑→><+,-> <ENT><F2..F5><ESC>

-----------------------------
ive.####                     

ime(ms)..####                     
 Loadtime(ms)..####                     
 Repeat feed...####  Feed adj......#### 
 Permitted WOP.   #  Color mark....#### 
 Protect. gas..####  Air blow......#### 
 Pre-gas.(ms)..####  Angularity....#### 

 Maint. at...######  tp-Maint. ...+# -# 
 Fault at....######  tp-Fault.....+# -# 

<1..5><←↓↑→><+,-> <ENT><F1..F5><ESC>

1. 「F3」キーを して“プロ ラミング”画面を選択します。 
面にて「＋」と「０」キーを順番に押して“カクチョウ キラミング”

の２行目に矢印キーを使用してカーソルを移動して、

択できます。 

面のヘッダー行のアウトレットを選 ります。

 
----------

  Mechanical parameters outlet:#         
-----------
 Outlet act

### 
 Slide rail....######                   
 Start feed....##################       
 Feedt

 ﾘｻｲｸﾙ.........####  ﾌｨｰﾄﾞ ﾁｮｳｾｲ...#### 

 ｼｰﾙﾄ
 ﾖｳｾﾂ
ﾖｳｾﾂ ﾁｭｳ(ms)..####  ｽﾀｯﾄﾞ ｹﾝﾁ.....#### 
ｺﾚｯﾄ-ｾ
ｺﾚｯﾄ-ｺ

 Post-gas.(ms).####  Stud monitor..#### 

.+# -
--------------------------------------- ----------------------------------------

（日本語表示）  （英語表示） 

ヘ

項目 

 ッダー行： ﾒｶﾆｶﾙ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ         ｱｳﾄﾚｯﾄ:# 

設定値 内     容 

ｱｳﾄﾚｯﾄ 1～5 アウトレット№を意味し、条件設定するアウトレット№を選択します。 

例として、「アウトレット№1 にスタッド・フィーダと溶接ヘッド又は溶

接ガンを接続する場合、アウトレット№1 を選択してください」。 

数字キーにて選択し、「ENTER」キーにて確定します。 

アウトレット№を確定しますとカーソルはメニュー行の 初の位置に移動します。 

矢印キーを使用して、いろいろなメニュー行に移動できます。 
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画面内の個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

 メニュー行 1： ｱｳﾄﾚｯﾄ ｱｸﾃｨﾌﾞ.#### 

設定値 内     容 

yes 対応するアウトレット№の選択を可能にします。 
no 対応するアウトレット№の選択を無効にします。 

「＋」と「－」キーにて設定を変更します。 

 メニュー行 2： ﾍｯﾄﾞ ｽﾗｲﾄﾞ....###### 

設定値 内     容 

ﾅｲﾌﾞ 溶接ヘッドのスライド・レールを本機にて制御します。 

ｶﾞｲﾌﾞ 溶接ヘ ドッドのスライ ・レールをお客様の制御装置にて制御します。 

「＋」と「－」キーにて設定を変更します。 

 メニュー行 3： ﾌｨｰﾄﾞ ｶｲｼ.....################## 

設定値 内     容 

ｶﾞｲﾌﾞ <SOW OFF ｺﾞ> 
(SOW = Stud on Workpiece) 

溶接後のスタッド送給をお客様の制御装置からの「フィード」信号

にて実施します。

送給タ

溶接ヘ

 

イミングは、SOW信号がOFFした後（溶接したスタッドから

ッドが外れた後）にスタッド送給を開始します。 

ﾅｲﾌﾞ  <SOW OFF ｺﾞ> 溶接後

送給タ 信号がOFFした後（溶接したスタッドから

溶接ヘッド又は溶接ガンのコレットが外れた後）にスタッド送給を

注意： 

のスタッド送給を本機の制御にて実施します。 
イミングは、SOW

開始します。 

標準は、“ナイブ＜SOW OFF ゴ＞”を設定してください。 

ｶﾞｲﾌ ｾﾂ ｺﾞ> 溶接後のスタッド送給をお客様の制御装置からの「フィード」信号

送給タイミングは、溶接電流出力後にスタッド送給を開始します。 

ﾞ <ﾖｳ
にて実施します。 

ﾅｲﾌﾞ <ﾖｳｾﾂ ｺﾞ> 溶接後のスタッド送給を本機の制御にて実施します。 
送給タイミングは、溶接電流出力後にスタッド送給を開始します。 

「＋」と「－」キーにて設定を変更します。 
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 メニュー行 4： ﾌｨｰﾄﾞ ﾀｲﾑ(ms).#### 

設定値 内     容 

300～1
(50ms単位) 

タッド送給時のフィード時間（フィード信号ON時間）を設定します。 

 

600ms ス

フィード時間とは、スタッドを溶接ヘッド又は溶接ガンに送るために、スタッ

ド・フィーダのフィード・バルブによってフィード・チューブ内に圧縮空気を

送っている時間を言います。 

標準は1000msに設定してください。

「＋」と「―」キーにて設定を変更します。 

設

 メニュー行 5： ﾛｰﾄﾞ ﾀｲﾑ (ms).#### 

定値 内     容 

300 1000ms SF52D スタッド・フィーダ使用時： 

の遅れ時間）を設定しま

を溶接ヘッド又は溶接ガンに送るために、上記のフ

準は 300ms に設定してください。 

～

ms ) (50 単位
スタッド送給時のロード時間（ロード信号 ON まで

す。 

ロー 時間とは、スタッド ド

ィード信号 ON から溶接ヘッド又は溶接ガンのロード・ピストンが後退を始

めるまでの時間を言います。 

T スタッド：標

0
(5

ー

のロード時間（ロー

スタッドを溶接ヘッド又は溶接ガンに送るために、上記のフ

あらか ピ

を言い

200m
準は 500m

～1000ms SF52D 以外のスタッド・フィ

0ms単位) 
スタッド送給時

ダ使用時： 

ド信号 ON 時間）を設定します。 

ロード時間とは、

ィード信号 ON する前に、 じめ溶接ヘッド又は溶接ガンのロード・

ストンを後退させておく時間 ます。 

G Xmas ッド：標準は、 スタ s  に設定してください。

LF スタッド      ：標 s に設定してください。 

「＋」と「－」キーにて設定を変更します。 
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 メニュー行 6： ﾘｻｲｸﾙ.........####  ﾌｨｰﾄﾞ ﾁｮｳｾｲ...#### 

項目 設定値 内     容 

ﾘｻｲｸﾙ yes ド使用時、溶接に際して溶接ヘッド前進時に「SOW」信号が

動作としては、いったん溶接ヘッドが後退し、リサイクル送給し、再度

す。 

溶接ヘッ

ON しない場合、リサイクル送給します。（1 回のみ） 

溶接実行のため溶接ヘッドが前進しま

 接ヘッド使用時、溶接に際して溶接ヘッド前進時に「SOW」信号が

N  ミス (no
no 溶

O しない場合リサイクル送給せず、エラー“フィード  
SO

注意：

溶接ガンの場合はリサイクル送給しないため、

W)”を表示し、停止します。 

 
“no”に設定してくださ

 い。

ﾌｨｰﾄﾞ 

フィード調整機能とは

しますと設定されたフ

ﾁｮｳｾｲ yes フィード調整機能を有効にします。 

、スタッド送給時に溶接ヘッドにスタッドが到着

ィード時間、ロード時間に関係なく、スタッド送

給を終了するものです。 
(ただし、溶接ヘッドにスタッド到着センサが実装されている場合) 

 no フィード調整機能を無効にします。 

注意： 
現在この機能は開発中のため使用できません、“no”に設定してくださ

い。 

「＋」と「―」キーにて設定を変更します。 

 ュ ....#### 

項目 値 内     容 

メニ ー行 7： WOP ｷｮｶｽｳ.....   #  ｶﾗｰ ﾏｰｷﾝｸﾞ

設定

WOP ｷｮｶｽ

 
 オーバー”を

ウケンハンイ オーバー”になりませ

ｳ 0～9 連続して WOP（Weld Outside Program：溶接結果が条件範囲外であ

る）が発生しても良い許可回数を設定します。

この回数に達しますと溶接機はエラー“ジョウケンハンイ

表示し、停止します。 

“0”に設定しますとエラー“ジョ

ん。 
ｶﾗ  yes カラー・マーキング機能を有効にします。 

とは、設定条件範囲外の溶接発生時に、カラ

ー・マーキング装置 SMB128（オプション）により、その溶接部位をペ

ｰ ﾏｰｷﾝｸﾞ

カラー・マーキング機能

イントするものです。 
 no カラー・マーキング機能を無効にします。 

「＋」と「―」キーにて設定を変更します。 
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 メニュー行 8： ｼｰﾙﾄﾞ ｶﾞｽ.....####  ｴｱ ﾌﾞﾛｰ.......#### 

項 設定値 内     目 容 

ｼｰﾙﾄﾞ ｶﾞｽ yes シールド・ガス機能（オプション）を有効にします。 

 no ス機シールド・ガ 能を無効にします。 

ｴｱ ﾌﾞﾛｰ yes エア・ブロー機能を有効にします。（溶接ヘッド使用時のみ動作） 

エア・ブロー機能とは、圧縮空気によりワーク表面を清掃するためのもの

で、溶接ヘッドにエア・ノズル（オプション）を取り付けた場合、エア・

ブロー機能を使用できます。 

 no エア・ブロー機能を無効にします。 

「 キーに 更し＋」と「―」 て設定を変 ます。 

 メニュー行 9： ﾖｳｾﾂ ﾏｴ(ms)...####  ｶｸﾄﾞ ｽｲｯﾁ.....#### 

設定項目 値 内     容 

ﾖｳｾﾂ ﾏｴ(ms) 0～1000ms 
(100ms 単位) 

シールド

設定しま

ュー行 8 の「シールド ガス」を“yes”にした

場合に動作します。 

・ガス機能使用時、溶接前のシールド・ガス ON 時間を

す。 
ただし、前述メニ

ｶｸﾄﾞ ｽｲｯﾁ ｱﾘ 溶接ガンが接続されている場合、角度スイ

します。 

ッチのモニタを有効に

合は、標準は“アリ”に設定してくださ溶接ガンを使用する場

い。 

 ﾅ ガンが接続されている場合、角度スイッチのモニタを無効に

溶接

。

ｼ 溶接

します。 

ヘッドを使用する場合は、標準は“ナシ”に設定してくださ

 い

「＋」と「―」キーによって設定を変更します。 

 メニュー行 10： ﾖｳｾﾂ ﾁｭｳ(ms)..####  ｽﾀｯﾄﾞ ｹﾝﾁ.....#### 

項目 設定値 内     容 

ﾖｳｾﾂ ﾁｭｳ(ms) 0～
(100ms 単位) 

シールド・ガス機能使用時、溶接後のシールド・ガス

を設定します。 
1000ms ON 時間

ただし、前述メニュー行 ルド ガス」を“yes”にし8 の「シー

た場合に動作します。 
ｽﾀｯﾄﾞ ｹﾝﾁ スタッド長さ検知機能を有効にします。 

ンにリフト距離測定 置が実装

ｱﾘ 
ただし、溶接ヘッド又は溶接ガ 装

されている場合に使用できます。 
 

 
、通常は

ﾅｼ スタッド長さ検知機能を無効にします。 

注意：

この機能は特殊なシステム環境にて動作しますので

“ナシ”に設定してください。 

「＋」と「―」キーにて設定を変更します。 
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 メニュー行 11： ｺﾚｯﾄ-ｾｲｿｳ...######  td-ﾒﾝﾃﾅﾝｽ....+# -# 

  容 項目 設定値 内    

ｺﾚｯﾄ-ｾｲｿｳ 0～999500 回 コレットを清掃する時期を溶接回数にて設

(500 回単位) 
設定した回数に達します

定します。 

と、TMP ターミナルに警告メッセ

ージを表示します。 
警告メッセージは“コレット メンテナンス ：## ## ## ## 
## ##  ”と表示されます。

カスタマ・インターフェイス使用時は「予備メンテナン

ス」信号も出力します。 

“0”に設定しますと警告メッセージ及びメンテナンス信

号を出力しません。 
td-ﾒﾝﾃﾅﾝｽ +# -# 0～8ms ドロップ・タイムの

(1ms 単位) 
設定値に対する上限値と下限値を設定

し、測定したドロップ・タイムから溶接ヘッド又は溶接ガ

 

設定した範囲から測定したドロップ・タイムが外れます

警告メッセージは“ヘッド／ガン メンテナンス ：## ##

ンをメンテナンスする時期を決めます。

と、TMP ターミナルに警告メッセージを表示します。 
 

## ## ## ##”と表示されます。 

「予備メンテナン

。 

“0”に設定しますと警告メッセージ及びメンテナンス信

ません。 

カスタマ・インターフェイス使用時は

ス」信号も出力します

号を出力し

「＋」と「―」キーにて設定を変更します。 

注

1. で設 ナンス”画面(116ページ)にて表示されま

す。 
ケイコク”画面(147ページ)を参照してくださ

い。 
カスタマ・インターフェイス”取扱

説明書を参照してください。 
ク

。 

意： 
ここ 定した内容は、後述8.5.5章“メンテ

2. 警告メッセージの詳細は、後述8.12章“

3. カスタマ・インターフェイスの信号に関しては、“

4. 警告メッセージ及び「予備メンテナンス」信号をリセットするには、後述8.4.3.5章“

リア キノウ”画面(96ページ)の「メンテナンス」カウンタをクリアしてください
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 メニュー行 12： ｺﾚｯﾄ-ｺｳｶﾝ...######  td-ｼｭｳﾘ......+# -# 

項目 設定値 内     容 

ｺﾚｯﾄ-ｺｳｶﾝ 0～999500 回 コレットを交換修理する時期を溶接回数にて設

(5 ) 
定します。 

テム異常になり停止します。 

カスタマ･インターフェイス使用時は、システム異常を示す

「WOP オーバー」と「フィード・ミス」信号も出力します。 

“0”に設定しますとエラー及びシステム異常を示す信号を出

力しません。 

00 回単位
設定した回数に達しますと、TMP ターミナルにエラーを表示

し、シス

エラーは“コレット ヲ セイソウ シテ クダサイ”と表示さ

れます。 

td-ｼｭｳﾘ +# -# 0～8ms 
(1ms 単位) 

ドロップ・タイムの設定値に対する上限値と下限値を設定

し、測定したドロップ・タイムから溶接ヘッド又は溶接ガン

を交換修理する時期を決めます。 

設定した範囲から測定したドロップ・タイムが外れますと、

TMP ターミナルにエラーを表示し、システム異常になり停止

します。 
エラーは“ヘッド ヲ メンテナンス シテ クダサイ”と表示

されます。 

カスタマ･インターフェイス使用時は、システム異常を示す

「WOP オーバー」と「フィード・ミス」信号も出力します。 

“0”に設定しますとエラー及びシステム異常を示す信号を出

力しません。 

「＋」と「―」キーにて設定を変更します。 

注意： 
1. ここで設定した内容は、後述8.5.5章“メンテナンス”画面(116ページ)にて表示されま

す。 
2. エラー表示の詳細は、後述10章「トラブル・シューティング」(150ページ)を参照してく

ださい。 
3. カスタマ・インターフェイスの信号に関しては、“カスタマ・インターフェイス”取扱

説明書を参照してください。 
4. “コレット ヲ セイソウ シテ クダサイ”エラー及び“ヘッド ヲ メンテナンス シテ 

クダサイ”エラーをリセットするには、後述8.4.3.5章“クリア キノウ”画面(96ページ)
の「メンテナンス」カウンタをクリアしてからエラー・リセットしください。 

パラメータ設定を終了するには、「ENTER」キーを押して確定します、また「ESC」キーを

押すことによってキャンセルできます。 

「ESC」キーを押しますと、カーソルは画面のヘッダー行のアウトレットを選択する位置に移

動します。次のアウトレット条件を設定できます。 

再度「ESC」キーを押しますと、“カクチョウ キノウ”画面に切り替わります。 
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8.4.3.3.“ヨウセツ プログラム”画面 

注意 
当社 い方 だ

さい

 使用しますと、誤 害

実施の取扱説明会にて教育を受けていな は、本機及び周辺機器を使用しないでく

。 
教育を受けていない方がご った操作により機器の破損及び事故や傷

を負う恐れがあります。 

画面

1 溶接条件を設定します。(拡張プログラム) 
2 。こ て

画面の選択方法： 

2. 次に、“プログラミング”画面にて「＋」キーと「０」キーを順番に押して“カクチョ

「 」キーを押して選択できます。

溶接プログラム画面
 ｱｳﾄﾚｯﾄ:#     ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ:###   Page1/2

 ## A 
ﾞ
ｭｳ.........#### +###  -### A 

 ﾊﾟｲﾛｯﾄ ﾃﾞ
 ﾖｳｾﾂ ﾃﾞﾝｱ
 ｼﾞﾄﾞｳ ﾁｮｳ
 ﾖｳｾﾂ ﾀｲﾌﾟ...........########### 
 

<1..5><←↓↑→><+,-> <ENT><F1..F5><ESC>

  Outlet:#     Weld program:###          
-------------------------------

.....####               
                              

## A             
           

 Weld current........####  -### 

rrent.. ##  - ## 
rent...  ## + ##  - ## V  

 Weld type ..........###########        
                                        
 Program continues....<## >             
----------------------------------------
<1..5><←↓↑→><+,-> <ENT><F1..F5><ESC>

の機能： 

. 

. 下記２つの画面から構成されています の 2 つの画面は、対応するメニュー行に

「↑」と「↓」キーを押すことで切り替えることができます。 

1. 「F3」キーを押して“プログラミング”画面を選択します。 

ウ キノウ”画面を選択します。 
3. “カクチョウ キノウ”画面の 3 行目に矢印キーを使用してカーソルを移動して、

ENTER  

(Page1/2) 

----------------------------------------
 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｱｸﾃｨﾌﾞ .....#### 

---------
 Program active 

 
 ﾊﾟｲﾛｯﾄ ﾃﾞﾝﾘｭｳ....... 
 ﾊﾟｲﾛｯﾄ ﾃ ﾝﾘｭｳ ｼﾞｶﾝ..  ## ms  Pilot current time..  ## ms 
 ﾖｳｾﾂ ﾃﾞﾝﾘ
 ﾖｳｾﾂ ﾃﾞﾝﾘｭｳ ｼﾞｶﾝ.... ### + ##  - ## ms 

ﾝｱﾂ........  ## + ##  - ## V 
ﾂ..........  ## + ##  - ## V 

+### A  
 Weld current time... ### + ##  - ## ms 
 Varc pilot cu   ## + V  
 Varc weld cur

ｾｲ.........####  Optimization........####               

          
 Pilot current.......  

 ﾂｷﾞ ﾉ ﾍﾟｰｼﾞ.........<↓> 
----------------------------------------

（日本語表示）  （英語表示） 

溶接プログラム画面(Page2/2) 
 ｱｳﾄﾚｯﾄ:#     ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ:###   Page2/2
----------------------------------------
 ﾏｴ ﾉ ﾍﾟｰｼﾞ..........<↑> 
 
 ｷﾄﾞｳ ﾁｴﾝ............  ### ms 
 ﾘﾌﾄ ｷｮﾘ............. #,## +,##  -,## mm
 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ ﾀｲﾑ..........   ## ms 
 ｵｰﾄ ﾌﾟﾗﾝｼﾞ.......... #### 
 ｴｱ ﾌﾞﾛｰ............. #### 
 ｽﾀｯﾄﾞ ｹﾝﾁ........... #### 
 ｽﾀｯﾄﾞ ﾁｮｳｾｲ......... ######### 
 ｽﾀｯﾄﾞ ﾆﾝｼｷ ﾅﾝﾊﾞｰ.... ################ 
 
 
----------------------------------------
<1..5> <↓↑> <+,-> <ENT> <F2..F5> <ESC>

  Outlet:#    Weld program :###          
----------------------------------------
 Program continues...<## >              
                                        
 Start delay.........  ### ms           
 Lift distance....... #,## +,##  -,## mm
 Drop time...........   ## ms           
 Autoplunge.......... ####              
 Air blow............ ####              
 Detect stud......... ####              
 Corresponding stud.. #########         
 Stud ident.......... ################  
                                        
                                        
----------------------------------------
<1..5> <↓↑> <+,-> <ENT> <F1..F5> <ESC>

（日本語表示）  （英語表示） 
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この画面を選択しますとカーソルは、溶接プログラム画面(Page1/2)のヘッダー行のアウトレッ

トを選択する位置にあります。 

溶 の個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 接プログラム画面(Pa 2)ge1/

 ヘッダー行： ｱｳﾄﾚｯﾄ:  

項目 設定値

#     ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ:###

内     容 

ｱｳﾄﾚｯﾄ 1 パ

て 「アウトレット№１にスタッド・フィーダと溶接ヘッド又

は溶接ガンが接続されて

」

～5 溶接 ラ す。 メータを設定するアウトレット№を選択しま

例とし 、

いる場合、アウトレット№1 を選択してくだ

。 さい

ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 1～127 す 使用 るプログラム№を選択します。 

注意：

溶接ガ

 
ンを使用する場合は、プログラム№1 を使用してください。 

アウトレット№とプログラム№は、数字キーにて選択し、「ENTER」キーにて確定します。 

 ア
クティブ」の位置に移動します。矢印キーを使用して、いろいろなメニュー行に移動すること

ができます。

アウトレット№とプログラム№を確定しますと、カーソルはメニュー行の 初「プログラム

 

 メニュー行 1： ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｱｸﾃｨﾌﾞ.....#### 

設定値 内     容 

y s 対e 応  するプログラム№の選択を可能にします。

no 応 対 するプログラム№の選択を不可能にします。 

注意：

溶接ガンを使用する場合、対応するアウトレットのプログラム№ だけを有効にして

ください。

 
1

 

「＋」と「―」キーにて設定を変更します。 

 メニュー

設定値 内     容 

行 2： ﾊﾟｲﾛｯﾄ ﾃﾞﾝﾘｭｳ.......  ## A 

20, 30A 
(10A単位) 

パイロット電流を設定します。 

「＋」と「―」キーにて設定を変更します。 

 メニュー行 3： ﾊﾟｲﾛｯﾄ ﾃﾞﾝﾘｭｳ ｼﾞｶﾝ..  ## ms 

設定値 内     容 

30～60ms 
(10ms単位) 

パイロット電流時間を設定します。 

「＋」と「―」キーにて設定を変更します。 
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 メニュー行 4： ﾖｳｾﾂ ﾃﾞﾝﾘｭｳ.........#### +###  -### A 

 設定値 内     容 項目

ﾖ ﾞ の設定範囲の中心値を設定します。 

 TMP1800は、1800A 

 TMP1000は、1000A 
900は、900A 

ｳｾﾂ ﾃ ﾝﾘｭｳ 100～※ 大電流 A メイン電流

(10A単位) 
※ 大電流は、コントロールの電流仕様により異なりま

す。 

 TMP1500は、1500A 

 TMP
+ (上限値 0～100A メイン電流の設定範囲の上限値を設定します。 

範囲のモニタ判定を実行

 

) 

(10A単位) 
“0”に設定しますと＋側の設定

しません。

- (下限値) ～

(10A単位) 
メイン電流の設定範囲の下限値を設定します。 

と－側の設定範囲のモニタ判定を実行

しません。 

0 100A 

“0”に設定します

「＋」と「―」キーにて設定を変更します。 

 メニュー行 5： ﾖｳｾﾂ ﾃﾞﾝﾘｭｳ ｼﾞｶﾝ.... ### +###  -### ms 

項目 設定値 内     容 

ﾖｳｾﾂ ﾃﾞ

) 
ﾝﾘｭｳ ｼﾞｶﾝ 6～100ms 

(1ms単位

メイン電流時間の設定範囲の中心値を設定します。 

+ (上限値) 0～8ms 
(1ms ) 

メイン電流時間

単位

の設定範囲の上限値を設定します。 

“0”に設定しますと＋側の設定範囲のモニタ判定を実行しま

せん。 
- (下限値) 0～8ms 

(1ms単位) 
メイン電流時間の設定範囲の下限値を設定します。 

0 タ判定を実行しま“ ”に設定しますと－側の設定範囲のモニ

せん。 

「＋」と「―」キーにて設定を変更します。 

 ニ # + ##  - ## V 

項目 設定値 内     容 

メ ュー行 6： ﾊﾟｲﾛｯﾄ ﾃﾞﾝｱﾂ........  #

 

ﾊﾟｲﾛｯﾄ 

てください。 

ﾃﾞﾝｱﾂ 16～36V パイロット電流電圧の設定範囲の中心値を設定します。 
(１Ｖ単位) 

標準は20Vに設定し

+ (上限値) 0～10V 
(1V単位) 

パイロット電流電圧の設定範囲の上限値を設定します。 

“0”に設定しますと＋側の設定範囲のモニタ判定を実行しませ

ん。 
- (下限値) 0～10V パイロット電流電圧の設定範囲の下限値を設定します。 

行しませ

ん。 

(1V単位) 
“0”に設定しますと－側の設定範囲のモニタ判定を実

「＋」と「―」キーにて設定を変更します。 
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 メニュー行 7： ﾖｳｾﾂ ﾃﾞﾝｱﾂ..........  ## + ##  - ## V 

設定値   容 項目 内   

ﾖｳ ﾞﾝｱ

) 
囲の中心値を設定します。 

標準は30Vに設定してください。 

ｾﾂ ﾃ ﾂ 16～36V メイン電流電圧の設定範

(1V単位

+ (上限値

 

) 0～10V 
(1V単位) 

メイン電流電圧の設定範囲の上限値を設定します。 

0”に設定しますと＋側の設定範囲のモニタ判定を実行しません。“

- (下限値) 0～10V 
(1V ) 

メイン電流電圧の設定範囲の下限値を設定します。 
単位

“0”に設定しますと－側の設定範囲のモニタ判定を実行しません。 

「＋」と「―」キーにて設定を変更します。 

 

設定値 内    容 

メニュー行 8： ｼﾞﾄﾞｳ ﾁｮｳｾｲ.........#### 

no 自動調整機能を無効にします。 

自動調整機能とは、溶接時のワーク表面の状態から溶接電流又は溶接時間を自動調

注意: 

 

整するものです。 

現在この機能は開発中のため、“no”に設定してください。

I 流を自動調整する機能を選択します溶接電 。 

ｼﾞｶﾝ 溶接時間を自動調整する機能を選択します。 

「＋」と「―」キーにて設定を変更します。 

 メニュー行 9：  ﾀｲﾌﾟ...........########### 

内    容 

 ﾖｳｾﾂ

設定値 

DC メイン電流波形をDCに選択します。 

「＋」と「―」キーにて設定を変更します。 

 メニュー行 10： ﾂｷﾞ ﾉ ﾍﾟｰｼﾞ.........<↓ > 

溶接プログラム画面(Page2/2)を設定する場合、この位置で「↓」キーを押してください。 

溶接プログラム画面(Page1/2)から溶接プログラム画面(Page2/2)に切り替わります。 

「↓」キーを押すことによって、次ページの画面に切り替わります。 

ポップリベット･ファスナー株式会社 



F-WC-ED-97008 
スタッド溶接コントロール取扱説明書 

Page 87/182 
 

 

図 6．溶接波形

 

Ip パイロット電流  tp パイロット電流時間 
【Iw】 溶接電流  【tw】 溶接電流時間 
【Vp】 パイロット電圧  【Vw】 溶接電圧 
【Ld】 リフト距離  （※   2） 1 td  ）  【 】 ドロップ・タイム （※

上表 グ

“ヨウセツ パラメータ モニタ” 。 

モニタ判定の設定幅は、この“ヨ

※1
溶接ガンではモニタできません。

※2：ドロップ・タイムは“メカ の「td-メ
ンテナンス」と「td-シュウリ」にてモニタ判定の設定幅を設定します。

は、この“ヨウセツ プロ ラム”画面にて設定する溶接条件の項目を示し、【  】印は、

画面(前述8.3章(60ページ))にてモニタされる項目を示します

ウセツ プログラム”画面にて設定します。 

：リフト距離はSKK240溶接ヘッド又はSKK240LF溶接ヘッド使用時のみモニタできます。

 
ニカル パラメータ”画面(前述8.4.3.2章(76ページ))
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溶接プログラム画面(Page2/2) 
 ｱｳﾄﾚｯﾄ:#    ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ:###   Page2/2

------------------------------

 ﾘﾌﾄ ｷｮﾘ............. #,## +,##  -,## mm
......   ## ms 

.... #### 
ｴ
 ｽ
ｽﾀｯﾄﾞ 
ｽ
 
 

  Outlet:#    Weld program :###          
----------------------------------------

lay.........  ### ms           
 Lift distance....... #,## +,##  -,## mm
 Drop time...........   ## ms           
 Autoplunge.......... ####              

stud......... ####              

                                        
                                        

  
----------
 ﾏｴ ﾉ ﾍﾟｰｼﾞ..........<↑> 
 
 ｷﾄﾞｳ ﾁｴﾝ............  ### ms 

 Program continues...<## >              
                                        
 Start de

 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ ﾀｲﾑ....
ｵｰﾄ ﾌﾟﾗﾝｼﾞ.... ..
 ｱ ﾌﾞﾛｰ............. #### 

ﾀｯﾄﾞ ｹﾝﾁ........... #### 
####### 

 Air blow............ ####              
 Detect 

 ﾁｮｳｾｲ......... ##
 ﾀｯﾄﾞ ﾆﾝｼｷ ﾅﾝﾊﾞｰ.... ################ 

 Corresponding stud.. #########         
 Stud ident.......... ################  

----------------------------------------
<1..5> <↓↑> <+,-> <ENT> <F2..F5> <ESC>

----------------------------------------
<1..5> <↓↑> <+,-> <ENT> <F1..F5> <ESC>

（日本語表示）  （英語表示） 

溶接 メニュー行のプログラム画面(Page2/2)の個々の 意味を下記に説明します。 

 .....<↑

溶接プログラム画面(Page1/2)を設定する場合、こ

溶接プログラム画面(Page2/2)から溶接プログラム

メニュー行 1： ﾏｴ ﾉ ﾍﾟｰｼﾞ.....  > 

の位置で「↑」キーを押してください。 

画面(Page1/2)に切り替わります。 

 ..  メニュー行 2： ｷﾄﾞｳ ﾁｴﾝ.......... ### ms 

設定値 内     容 

0～500ms 溶接起動遅延時間を設定します。（溶接ヘッ

(50ms 単位) 
ド使用時のみ有効） 

溶接起動遅延時間とは、溶接の際に溶接ヘッドが前進し「SOW」信号が ON し

 
溶接中のワークの振動は溶接品質に悪影響を与えますので、この時間を設ける必

要があります。 

た後から電流を流すまでの待ち時間を示します。

「＋」 キーと「―」 にて設定を変更します。 
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 メニュー行 3： ﾘﾌﾄ ｷｮﾘ.............  #,## +,##  -,## mm 

設定値 内     容 項目  

ﾘﾌﾄ ｷｮﾘ 0.60～3.00mm 
(0.10mm 単位) 

リフト距離の設定範囲の中心値を設定します。 

標準は 1.40mm に設定してください。 

注意： 

ンサがないため無視されます。 
1. 溶接ヘッドの場合にのみ設定してください。 
2. 溶接ガンの場合はリフトセ

+

0mm 単位) 
“0”に設定しますと＋側の設定範囲のモニタ判定を実行しませ

ん。 

 (上限値) 0～0.60mm 
(0.1

リフト距離の設定範囲の上限値を設定します。 

- (

(0.10mm 単位) 
定

0.20mm に設

設定しますと－側の設定範囲のモニタ判定を実行しませ

ん。 

下限値) ～ リフト距離の設 0 0.60mm 範囲の下限値を設定します。 

標準は 定してください。 

“0”に

「＋」と「―」キーにて設定を変更します。 

参考

通常、リフト距離は 1.2mm 以上あります。 

： 

 ..  

設定値 内     容 

メニュー行 4： ﾄﾞﾛｯﾌﾟ ﾀｲﾑ........  ## ms 

6～16ms ドロップ・タイムの基準値を設定します。 

(1ms 単位) 
溶接時にリフト・コイルによって引き上げられたスタッドは、リフト・コイルの

、ワーク表面の溶解した母材中

に押し込まれます。 

ドロップ・タイムとは、リフト・コイルの励磁が切れた時点からスタッドがワー

の 呼びます。 

タッドは 12ms に設定してく

ださい。 

1. 溶接時間を調整するため基準値として使用されます。 

実 ップ・タイムを測定しメン を出力するための基準値

し

 後述のオートプランジ機能が有効の場合、この値は無視されます。 

励磁が切れた後にプランジ・スプリングによって

ク表面 溶解したワーク中に押し込まれるのに要する時間を

標準は G、Xmas スタッドは 10ms に設定し、LF ス

注意： 

2. 際のドロ テナンス信号

と て使用されます。 

3.

「＋」と「―」キーにて設定を変更します。 
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 メニュー行 5： ｵｰﾄ ﾌﾟﾗﾝｼﾞ.......... #### 

設定値 内     容 

yes オートプランジ機能を有効にします。 

オートプランジ機能とは、溶接時間の変動を減少するためにドロップ・タイムを実測

し、その平均値を基に、リフト・コイルの励磁を OFF するタイミングを自動補正す

 

の「ドロップ タイム」の設定

るものです。

オートプランジ機能が有効の場合、前述メニュー行 4
は無視されます。 

no オートプ ランジ機能を無効にします。 

注意： 

定現在この機能は開発中です、“no”に設 してください。 

「＋」と「―」キーにて設定を変更します。 

 ニュー行 ： ｴｱ ﾌﾞﾛｰ............. #

設定値 内 

メ 6 ### 

    容 

yes  エア・ブロー機能を有効にします。

n  エア・ブロー機能を無効にします。 

注意： 
“メ メ

ニュー行 8「エア ブロー」の項目での設定が優先されます。ここでは“no”に設定

してください。

o

エア・ブローの設定は、前述 章8.4.3.1 カニカル パラメータ”画面(73ページ)の

 

「＋」と「―」キーにて設定を変更します。 

 メニュー行 7： ｽﾀｯﾄﾞ ｹﾝﾁ........... #### 

設定値 内     容  

yes スタッド長さ

この機能を有効にするには、前述8.4.3.2章“メカニカル パラメータ”画面(76ページ)
目を＜アリ＞にする必要があります。 

検知機能を有効にします。 

注意： 

の 10 行目の「スタッド ケンチ」の項

no スタッド長さ検知機能を無効にします。 

 

注意： 

この機能は特殊なシステム環境にて動作します、“no”に設定してください。

「＋」と「―」キーにて設定を変更します。 

参考： 

スタッド検知機能を有効にした場合、スタッドを溶接する前に使用するスタッドの長さを基

準値として設定する必要があります。長さの偏差があれば、それに対応したエラー・メッセ

ージが表示されます。 
※後述8.4.3.8章“スタッド ナガサ ケンチ”画面(102ページ)を参照してください 
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 メニュー行 8： ｽﾀｯﾄﾞ ﾁｮｳｾｲ ........ ######## 

内     容 設定値 

ﾅｼ スタッド調整機能を無効にします。 

注意： 

この機能は特殊なシステム環境（SD2 スタッド・ディバイダ使用時）にて動作しま

す、“ナシ”に設定してください。 

ﾌｨｰﾀﾞ 1 アウトレット 1
にします。 

に接続されたスタッド・フィーダに対してスタッド調整機能を有効

ﾌｨｰﾀﾞ 2 2アウトレット

す。 
に接続されたスタッド・フィーダに対してスタッド調整機能を有効

にしま

ﾌｨｰﾀﾞ 3 3
にします。 

 アウトレット に接続されたスタッド・フィーダに対してスタッド調整機能を有効

ﾌｨｰﾀﾞ 4 アウトレット 4 に接続されたスタッド・フィーダに対してスタッド調整機能を有効

にします。 
ﾌ ﾞｨｰﾀ  5 アウトレット 5 に接続されたスタッド・フィーダに対してスタッド調整機能を有効

にします。 

「＋」と「―」キーにて設定を変更します。 

 9 . #メニュー行 ： ｽﾀｯﾄﾞ ﾆﾝｼｷ ﾅﾝﾊﾞｰ.. . ############### 

設定値 内     容 

-- にし

い。 

-------------- スタッド認識機能を無効 ます。 

注意： 

この機能は特殊なシステム環境にて動作します、設定しないでくださ

「＋」と「―」キーにて設定を変更します。 

各パ ER」キーにて確定してください、カーソルは再

びヘ に移動します。次のアウトレット№又は次のプロ

グラム№の設定が

また、「ESC」キーを押しますと、溶接プログラム画面(Page1/2)のヘッダー行のアウトレット

再び「ESC」キーを押しますと、“カクチョウ キノウ”画面に切り替わります。 

ラメータの設定を終えましたら、「ENT
ッダー行のアウトレットを選択する位置

できます。 

を選択する位置に移動します。 
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8.4.3.4.“プログラム コピー”画面 

画面の機能： 

画面の選

1. 「

2. 次

ノ

3. “

カ 選択します。 

 ﾌﾟﾛｸ
----------------------------------------
 

          ﾌｸｽｳ ﾉ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ        
      ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ/ｱｳﾄﾚｯﾄ       

ｺ
 
    ｺﾋﾟｰｻｷ   ｱｳﾄﾚｯﾄ  #  ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ### 
 
    #
 
 
-----
<1..9> 

  
----------------------------------------
                                        

m 
          program area 

  programs per outlet 

                                   
Outlet  #  Prog.No ###     

        
                                        

<F1..F5> <ESC>

溶接条件の内容をコピーします。（拡張プログラム） 

択方法： 
F3」キーを押して“プログラム“画面を選択します。 
に、“プログラム”画面にて「＋」キーと「０」キーを順番に押して“カクチョウ キ
ウ”画面を選択します。 
カクチョウ キノウ”画面にて４行目の「プログラム コピー」に矢印キーを使用して

ーソルを移動して、「ENTER」キーを押して

ﾞﾗﾑ ｺﾋﾟｰ   Copy Programs                        

          ﾋﾄﾂ ﾉ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ                    single progra

    
 
    ﾋﾟｰ     ｱｳﾄﾚｯﾄ  #  ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ###     Copy     Outlet  #  Prog.No ###     

     
    To       

###                ####### ### 
                                        
    ####                ####### ###     
                                

-----------------------------------
<↓↑> <ENTER>     <F1..F5> <ESC>

----------------------------------------
<1..9> <↓↑> <ENTER>     

        
                                        

（日本語表示）  （英語表示） 

この画面には、下記に示す３つのコピー機能があります。 

コピー機能 内    容 

ヒトツ 

一つのアウトレット№の一つのプログラム№にその

溶接条件をコピーします。 

ノ プログラム 一つのアウトレット№の一つのプログラム№の溶接条件内容

を、ある

※後述8.4.3.4.1章(93ページ)を参照してください。 

フクスウ ノ プログラム 一つのアウトレット№の一つのプログラム№の溶接条件内容

ログラム№にその

溶接条件をコピーします。 

※後述8.4.3.4.2 )を参照してください。 

を、ある一つのアウトレット№の複数のプ

章(94ページ

プログラム／アウトレット 一つのアウトレット№のすべてのプログラム№の溶接条件内

にその溶接条件をコピーします。 

.3.4.3 (95

容を、ある一つのアウトレット№のすべての対応するプログ

ラム№

※後述8.4 章 ページ)を参照してください。 

選択するコピー機能の位置にカーソルを「↑」キーと「↓」キーにて移動して、「ENTER」

キーを押して確定します。 

注意： 

溶接条件をコピーしますとコピー先の元の溶接条件内容は、コピーした溶接条件によって上書

きされます。 
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8.4.3.4.1.“ヒトツ ノ プログラム”コピー 

画面の機能： 
一つのアウトレット№の一つのプログラム№の溶接条件内容を、ある一つのアウトレット№

の ーし

画面

1  ノ 
押し

2 画面構成が下記のように切り替わり、「コピ 動

-

一つのプログラム№にその溶接条件をコピ ます。 

の選択方法： 
. “プログラム コピー”画面の「ヒトツ プログラム」の位置に矢印キーを使用してカ

ーソルを移動して、「 」キーをENTER ます。 
. ー アウトレット」の位置にカーソルが移

します。 

 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｺﾋﾟｰ 
---------------------------------------
 
          ﾋﾄﾂ ﾉ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ          
          ﾌｸｽｳ  
          ﾌﾟ  
 
    ｺﾋﾟｰ     ｱｳﾄﾚｯﾄ  #  ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ### 

 

<1..9> <↓↑> <ENTER>     <F1..F5> <ESC>

 

ﾉ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ       
ﾛｸﾞﾗﾑ/ｱｳﾄﾚｯﾄ      

 Copy Programs                          
----------------------------------------
                                        
          single program 
          program area 
          programs per outlet 
                                        
    Copy     Outlet  #  Prog.No ###     

                                  

 
                                        

                                   

<1..9> <↓↑> <ENTER>     <F1..F5> <ESC>

 
    ｺﾋﾟｰｻｷ   ｱｳﾄﾚｯﾄ  #  ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ### 
 
 

      
    To       Outlet  #  Prog.No ###     
                                        

 
----------------------------------------

     
----------------------------------------

（日本語表示）  （英語表示） 

画面内の個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

 メニュー行 1： ｺﾋﾟｰ     ｱｳﾄﾚｯﾄ  #  ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ### 

項目 設定値 内     容 

ｺﾋﾟｰ   ｱｳﾄﾚｯﾄ 1～5 コピー元のアウトレット№を選択します。 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 1～127 コピー元のプログラム№を選択します。 

数字キーにて設定を変更し、「ENTER」キーにて確定します。 

 メニュー行 2： ｺﾋﾟｰｻｷ   ｱｳﾄﾚｯﾄ  #  ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ### 

項目 設定値 内     容 

ｺﾋﾟｰｻｷ   ｱｳﾄﾚｯﾄ 1～5 コピー先のアウトレット№を選択します。 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 1～127 コピー先のプログラム№を選択します。 

数字キーにて設定を変更し、「ENTER」キーにて確定します。 

「ESC」キーを押しますと、“カクチョウ キノウ”画面に戻ることができます。 
「F2」キーを押しますと、“メイン メニュー”画面に戻ることができます。 
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8.4.3.4.2.“フクスウ ノ プログラム”コピー 

条件をコピーします。 

の位置に矢印キーを使用して

2. コピー アウトレット」の位置にカーソルが移動

 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｺﾋﾟｰ 

画面の機能： 

一つのアウトレット№の一つのプログラム№の溶接条件内容を、ある一つのアウトレット№

の複数のプログラム№にその溶接

画面の選択方法： 

1. “プログラム コピー”画面の「フクスウ ノ プログラム」

カーソルを移動して、「ENTER」キーを押します。 
画面構成が下記のように切り替わり、「

します。 

----------------------------------------
 
          ﾋﾄﾂ ﾉ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ         
          ﾌｸｽｳ ﾉ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ       
          ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ/ｱｳﾄﾚｯﾄ        
 
    ｺﾋﾟｰ     ｱｳﾄﾚｯﾄ  #  ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ### 
 
    ｺﾋﾟｰｻｷ   ｱｳﾄﾚｯﾄ  #  ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ### 
 
    ﾏﾃﾞ                 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ### 
 
 
----------------------------------------
<1..9> <↓↑> <ENTER>     <F1..F5> <ESC>

  Copy Programs                          
----------------------------------------
                                        
          single program 
          program area 
          programs per outlet 
                                        
    Copy     Outlet  #  Prog.No ###     
                                        
    To       Outlet  #  Prog.No ###     
                                        
    Till                Prog.No ###     
                                        
                                        
----------------------------------------
<1..9> <↓↑> <ENTER>     <F1..F5> <ESC>

（日本語表示）  （英語表示） 

画面内の個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

 メニュー行 1： ｺﾋﾟｰ     ｱｳﾄﾚｯﾄ  #  ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ### 

項目 設定値   容  内   

ｺﾋﾟｰ   ｱｳﾄﾚｯﾄ 1～5 コピー元のアウトレット№を選択します。 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 1 27 コピー元のプログラム№を選択します。 ～1

数字キーにて設定 確定します。 を変更し、「ENTER」キーにて

 メニュー行 2 ｰｻｷ   ｱｳﾄﾚｯﾄ  #  ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ### 

内     容 

： ｺﾋﾟ

項目 設定値 

ｺﾋﾟｰｻｷ   Output ～5 コピー先のアウトレット№を選択します。 1
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 1～127 コピー先のプログラム№の先頭を選択します。 

数字キーにて設定を変更し、「ENTER」キーにて確定します。 

行  

項目 設 内     容 

 メニュー 3： ﾏﾃﾞ                 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ### 

定値 

ﾏﾃﾞ   ﾌﾟﾛｸﾞﾗ 1～  ﾑ 127 コピー先のプログラム№の 後を選択します。 
数字キーにて設定

「ESC」キーを押しますと、“カクチョウ キノウ”画面に戻ることができます。 
「F2」キーを押しますと、“メイン メニュー”画面に戻ることができます。 

を変更し、「ENTER」キーにて確定します。 
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8.4.3.4.3.“プログラム／アウトレット”コピー 

一つのアウトレット№のすべてのプログラム№の溶接条件内容を、ある一つのアウトレット

№のすべての対応するプログラム№にその溶接条件をコピーします。 

画面の選択方法： 
1. “プログラム コ ウトレット」の位置に矢印キーを使用し

カーソル 移

2. 画面構成が下記のように切り替わり、「コピー アウトレット」の位置にカーソルが移動

 

 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｺﾋﾟｰ 
----------------------------------------

     ﾋﾄﾂ           

画面の機能： 

ピー”画面の「プログラム／ア

て を 動して、「ENTER」キーを押します。 

します。

 
      ﾉ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
          ﾌｸｽｳ ﾉ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ        
          ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ/ｱｳﾄﾚｯﾄ       
 
    ｺﾋﾟｰ     ｱｳﾄﾚｯﾄ  #   

          program area 

 
    ｺﾋﾟｰｻｷ   ｱｳﾄﾚｯﾄ  #   
 

----------------------------------------

  Copy Programs                          
----------------------------------------
                                        
          single program 

 
 
 

          programs per outlet 
                                        
    Copy     Outlet  #   
                                        
    To       Outlet  #   
 

                                        
                                        
----------------------------------------

5> <ESC>

 

<1..9> <↓↑> <ENTER>     <F1..F<1..9> <↓↑> <ENTER>     <F1..F5> <ESC>

（日本語表示）  （英語表示） 

画面内の個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

 メニュー行 1： ｺﾋﾟｰ     ｱｳﾄﾚｯﾄ  # 

項目 設定値 内     容 

ｺﾋﾟｰ   ｱｳﾄﾚｯﾄ 1～5 コピー元のアウトレット№を選択します。 

数字キーにて設定を変更し、「ENTER」キーにて確定します。 

 メニュー行 2： ｺﾋﾟｰｻｷ   ｱｳﾄﾚｯﾄ  # 

項目 設定値 内     容 

ｺﾋﾟｰｻｷ   ｱｳﾄﾚｯﾄ 1～5 コピー先のアウトレット№を選択します。 

数字キーにて設定を変更し、「ENTER」キーにて確定します。 

「ESC」キーを押しますと、“カクチョウ キノウ”画面に戻ることができます。 
「F2」キーを押しますと、“メイン メニュー”画面に戻ることができます。 
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8.4.3.5.“クリア キノウ”画面 

画面の機能： 

下記のカウンタ及びメモリ内容をクリアします。（拡張プログラム） 

カウンタ／メモリ 内容 
メンテナンス  “メンテナンス”画面の「トータル」カウンタ 

イチ」メモリ  “メンテナンス”画面の「ソクテ

トウケイ  “アウトレット ノ トウケイ”画面の各カウンタ 
 “プログラム ノ トウケイ”画面の各カウンタ 

エラー メモリ “エラー メモリ”画面のメモリ内容 
WOP メモリ “WOP メモリ”画面のメモリ内容 

画面

1 を選

2 キーと キ

3 の「 ー

して

ｴﾗｰ ﾒﾓﾘ      ...........
WOP ﾒﾓﾘ        |...........??...........
 

 

Fault memory   |...........??...........
WOP memory     |...........??...........
                                        

                             
                             

                                        
                                        

  

ER>=Clear  <F1..F5> <ESC>

の選択方法： 
. 「F3」キーを押して“プログラム“画面 択します。 
. 次に、“プログラム”画面にて「＋」 「 」キーを順番に押して“カクチョウ0  

ノウ”画面を選択します。 
. “カクチョウ キノウ”画面にて 5 行目 クリア キノウ」に矢印キーを使用してカ

ソルを移動して、「ENTER」キーを押 選択します。 

 ｸﾘｱ ｷﾉｳ 
----------------------------------------
               |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 
---------------+----+----+----+----+----
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ         |.??.|.??.|.??.|.??.|.??.
ﾄｳｹｲ           |.??.|.??.|.??.|.??.|.??.

  |...........??

 Clear functions                        
----------------------------------------
               |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 
---------------+----+----+----+----+----
Maintenance    |.??.|.??.|.??.|.??.|.??.
Statistic      |.??.|.??.|.??.|.??.|.??.

 
 

           
           

 
 
 
----------------------------------------

                                      
----------------------------------------

<←↓↑→> <ENTER>=ｸﾘｱ    <F2..F5> <ESC> <←↓↑→> <ENT

（日本語表示）  （英語表示） 

画面内の個々のメニュー行の内容を下記に説明します。 

    1    2    3    4    5 

アウトレット№を意味し、下記にアウトレット№に対応する状態を示します。

 メニュー行 1：              
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 メニュー行 2： ﾒﾝﾃﾅﾝｽ         |.??.|.??.|.??.|.??.|.??. 

項目 内     容 

ﾒﾝﾃﾅﾝｽ これは、“メンテナンス”画面にて表示されるアウトレット№ごとのコレットのメン

の

タ／メモリをクリアすることによって、“メンテナンス”画面のコレッ

ト･メンテナンスの「トータル」カウンタ及びドロップ・タイムの設定値と実測値と

示す「ソクテイチ」メモリが“0”にリセットされます。 

テナンス時期を示すための｢トータル｣カウンタ（溶接回数）及びドロップ・タイム

設定値と実測値との差を示す「ソクテイチ」メモリを示します。 

このカウン

の差を

また、警告メッセージ及びカスタマ･インターフェイスの「予備メンテナンス」信号

が ON している場合は、リセットされます。 

※詳細は、後述8.5.5章“メンテナンス”画面(116ページ)を参照してください。 

 メニュー行 3： ﾄｳｹｲ           |.??.|.??.|.??.|.??.|.??. 

項目 内     容 

ﾄｳｹｲ このカウンタは、“アウトレット ノ トウケイ”画面と“プログラム ノ トウケイ”

画面にて表示される各カウンタを示します。 

す。 

述8.5.3章“アウトレット ノ プ

ージ

このカウンタをクリアすることによって、“アウトレット ノ トウケイ”画面と“プ

ログラム ノ トウケイ”画面の各カウンタが“0”にリセットされま

※詳細は、後   トウケイ”画面(112ページ)と8.5.4章“

ログラム ノ トウケイ”画面(114ペ )を参照してください。 

 ....メニュー行 4： ｴﾗｰ ﾒﾓﾘ        |.. .....??........... 

項 内目      容 

ｴﾗ て表

って メ

モリ

ｰ ﾒﾓﾘ これは、“エラー メモリ”画面に 示されるメモリ内容を示します。 

このメモリをクリアすることによ 、“エラー メモリ”画面にて表示される

モリ内容がクリアされます。 

※詳細は、後述8.5.1章“エラー メ ”画面(107ページ)を参照してください。 

 メニュー行 |...........??...........

 

5： WOP ﾒﾓﾘ         

項目 内     容

WOP ﾒﾓﾘ これは、“WOP メモリ”画面にて表示されるメモリ内容を示します。 

って、“WOP メモリ”画面にて表示されるメモ

リ内容がクリアされます。 
このメモリをクリアすることによ

※詳細は、後述8.5.2章“WOP メモリ”画面(109ページ)を参照してください。 
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クリアするカウンタ又はメモリ内容の位置に矢印キーを使用してカーソルを移動して、

「ENTER」キーを押しますと下記画面のように、その値をクリアするか否かの確認メッセー

ジが出力されます。 

 ｸﾘｱ ｷﾉｳ 
--------

ﾒﾝﾃﾅﾝｽ         |.??.|.??.|.??.|.??.|.??. 
ﾄｳｹｲ          

WOP ﾒﾓﾘ        |...........??........... 

 

-------------------------------- 
         
---------

      |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 
------+----+----+----+----+---- 

 |.??.|.??.|.??.|.??.|.??. 
ｴﾗｰ ﾒﾓﾘ        |...........??........... 

 

 ------------------------------------- 
|         ｸﾘｱ ｼﾃﾓ ﾖｲﾃﾞｽｶ        |  ?      
| <ENTER>=YES               <ESC>=NO   | 
 --------
---------------------------------------- 

----------------------------- 

<ENTER>                   <F2..F5> <ESC> 

 Clear functions                         
--------------------------- 

  2 |  3 |  4 |  5  
+----+----+----+---- 

Maintenance    |.??.|.??.|.??.|.??.|.??. 
Statistic      |.??.|.??.|.??.|.??.|.??. 

lt memory   |...........??........... 
WOP memory     |...........??........... 

                                
 

-------------
               |  1 |
---------------+----

Fau

         

 ------------------------------------- 
|       Activate clear function?       | 
| <ENTER>=YES               <ESC>=NO   | 
 ------------------
---------------------------------------- 

------------------- 

<ENTER>                   <F1..F5> <ESC> 

（日本語表示） （英語表示） 

 クリアする場合は、「ENTER」キーを押します。 

選択された位置の表示が“.ok.”又は“..........ｸﾘｱ...........”に変われば、クリア

 

。 
「F2」キーを押しますと、“メイン メニュー”画面に戻ることができます。 

されています。

 クリアしない場合は、「ESC」キーを押します。 

「ESC」キーを押しますと、“カクチョウ キノウ”画面に戻ることができます
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8.4.3.6.“ＺＣＰＵ システム テスト”画面 

画面の機能： 
セントラル CPU ボード上の条件記憶用の RAM モジュールとバッテリの状態をテストし表

示します。（拡張プログラム） 

画

2. キーと「０」キーを順番に押すことによって“カ

3. 矢印キーを使

用してカーソルを移動して、「ENTER」キーを押して選択します。 

--------------------------------------

 
           

AM ﾓｼﾞｭｰﾙ ﾉ ﾊﾞｯﾃﾘ:                    
 ｾｲｼﾞｮｳ.............................# 
 ﾃﾞﾝｱﾂ (V)........................#,# 
                                      
ﾝﾄﾗﾙ CPU ﾉ ﾊﾞｯﾃﾘ:                     
 ｾｲｼﾞｮｳ.............................# 
 ﾃﾞﾝｱﾂ (V)........................#,# 

            .F5> <ESC>

 

              ..F5> <ESC>

面の選択方法： 

1. 「F3」キーを押して“プログラム”画面を選択します。 
次に、“プログラム”画面にて「＋」

クチョウ キノウ”画面を選択します。 
“カクチョウ キノウ”画面にて、6 行目の「ZCPU システム テスト」に

             ZCPU ｼｽﾃﾑ ﾃｽﾄ              
--
 RAM ﾓｼﾞｭｰﾙ:                            
 - ｼﾞｯｿｳ..............................#
                             
 R
 -
 -
  
 ｾ
 -
 -
                                        
                                        
----------------------------------------

              <F1.

           ZCPU System test             
----------------------------------------
 RAM-Module:                            
 - existent...........................# 
                                        
 RAM-Module Battery:                    
 - within operating tolerance.........# 
 - voltage level (Volts)............#,# 
                                        
 ZCPU Battery:                          
 - within operating tolerance.........# 
 - voltage level (Volts)............#,# 
                                        
                                        
----------------------------------------

            <F1

（日本語表示）  （英語表示） 

 メニュー行 1～2： RAM ﾓｼﾞｭｰﾙ: 

                     - ｼﾞｯｿｳ..............................# 

 設定値  容 項目 内   

- ｼﾞｯｿｳ * セントラル CPU ボードに RAM モジュールが実装されていることを示しま

す。 

通常は“＊”を表示します。 

 - セントラル CPU ボードに RAM モジュールが実装されていないことを示し

ます。 

ュー行 3～5： RAM ﾓｼﾞｭｰﾙ ﾉ ﾊﾞ メニ ｯﾃﾘ: 

                      - ｾｲｼﾞｮｳ.............................# 

     .#,# 

項目 

                 - ﾃﾞﾝｱﾂ (V).......................

設定値 内    容 

- ｾｲｼﾞｮｳ * セントラル CPU ボード上の RAM モジュールのバッテリ電圧が動作範

囲内であることを示します。 

通常は“＊”を表示します。 

 - RAM モジュールのバッテリ電圧が動作範囲外であることを示します。

- ﾃﾞﾝｱﾂ (V) 3,0 RAM モジュールのバッテリ電圧を示します。 

通常は約 3.0V を表示します。 
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 メニュー行 6～8： ｾﾝﾄﾗﾙ CPU ﾉ ﾊﾞｯﾃﾘ: 

                      - ｾｲｼﾞｮｳ.............................# 

                      - ﾃﾞﾝｱﾂ (V)........................#,# 

内     容 項目 表示値 

- ｾｲｼﾞｮｳ * セントラル CPU ボードのバッテリ電圧が動作範囲内であることを示し

ます。 

通常は“＊”を表示します。 

 - セントラル CPU ボードのバッテリ電圧が動作範囲外であることを示し

ます。 

- ﾃﾞﾝｱﾂ (V) 3,0 セントラル CPU ボードのバッテリ電圧を示します。 

ま通常は約 3.0V を表示し す。 

 

注意

1. ド上の 8 ピン DIP スイ 投

しますと、本機の全てのメモリ内容はクリア 前

控えておいてください。通常の使用時は 2 番

DIP スイッチの詳細は、後述9章「ディップ さ

い。 
2. ントラル CPU ボードはケース内の右側面パネル上にありますので、電気担当者が操作

： 

セントラル CPU ボー ッチ“S1”の 2 番ピンを ON して電源を

入 されます。必要はデータは、クリアする

に ピンを OFF して使用します。 
※ ・スイッチ」(149ページ)を参照してくだ

セ

してください。 

「ESC」キーを押しますと、“カクチョウ キノウ”画面に戻ることができます。 
「F2」キーを押しますと、“メイン メニュー”画面に戻ることができます。 

警告 

本機の天板及びフロント・ドア上の警告ラベルは内部に高電圧部及び充電部があることを示

・スイッチを

。 
しています。天板及びフロント・ドアを開けて作業する時は、本機のメイン

OFF 後 60 秒以上経過してから実施してください

 感電する恐れがあります。 
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8.4.3.7.“プログラム ユウコウ／ムコウ”画面 

画面の機能：

 
＋」キーと「0」キーを順番に押すことによって“カク

ウ」に矢印キ

ーを使用してカーソルを移動して、「 」キーを押して選択します。 

  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30
  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40
  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50
  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60
  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70
  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80
  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90
  91  92  93  94  95  96  97  98  99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
 121 122 123 124 125 126 127            
----------------------------------------
<1..5><←↑↓→><+>=ﾕｳｺｳ <->=ﾑｺｳ   <ESC>

 

  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30
  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40
  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50
  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60
  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70
  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80
  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90
  91  92  93  94  95  96  97  98  99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
 121 122 123 124 125 126 127            
----------------------------------------
<1..5><    > <+>=active<->=inactive<ESC>

 

1. 各アウトレットに対する溶接プログラム№の有効／無効を一覧表示します。 

2. 溶接プログラムの有効／無効の設定を変更できます。 

画面の選択方法： 

1. 「F3」キーを押して“プログラム”画面を選択します。

2. 次に、“プログラム”画面にて「

チョウ キノウ”画面を選択します。 
3. “カクチョウ キノウ”画面にて、7 行目の「プログラム ユウコウ／ムコ

ENTER

 ﾕｳｺｳ / ﾑｺｳ ﾉ ｲﾁﾗﾝ     ｱｳﾄﾚｯﾄ:#          Overview active programs   O:#         
   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10
  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20

   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10
  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20

（日本語表示）  （英語表示） 

 ヘッダー行 1： ﾕｳｺｳ / ﾑｺｳ ﾉ ｲﾁﾗﾝ     ｱｳﾄﾚｯﾄ:# 

項目 設定値 内    容 

ｱｳﾄﾚｯﾄ 1～5 プログラム№の有効／無効を参照するアウトレット№を設定します。 

数字キーにて設定を変更し、「ENTER」キーにて確定します。 

 メニュー行 1～13： 

項目 内    容 

1～127 プログラム№を示します。 

プログラム№が反転表示されているものは、プログラムが有効になっています。 

“→”印の右側の数字がカーソルにて選択されているプログラム№を示します。 

矢印キーを使用してプログラム№を移動します。 

 プログラムを有効にする場合、「＋」キーを押します。 

 プログラムを無効にする場合、「－」キーを押します。 
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8.4.3.8.“スタッド ナガサ ケンチ”画面 

1  

2
3. この画面は、本機の制御及びカスタマ・インターフェイスからの入力信号より優先して実

注意： 
. このスタッド長さ検知機能は、特殊なシステム環境にて動作します。

. 溶接ヘッド又は溶接ガンにリフト距離測定装置が実装されている場合に動作します。 

行されます。 

画

1. スタッド長さ検知は、溶接ヘッド又は溶接ガンにリフト距離測定装置が有る場合、スタ

ま

2 スタッ 画

効”に設定されている時にメモリに記憶された値

ます

画面

1 を選

2 次に、“プログラム”画面にて「＋」キーと ク

3 “カクチョウ キノウ”画面にて、8 行目の「スタッド ナガサ ケンチ」に矢印キーを使

」キ

 ｽﾀｯﾄﾞ ﾅｶﾞｻ 
----------------------------------------

            ﾌｨｰﾀﾞ ﾅﾝﾊﾞｰ..:#             

            ﾌﾟﾛｾｽ........:#########     
                          

                 
        ｾﾝﾀｸ ｻﾚﾀ ｽﾀｯﾄﾞ ﾉ ﾅｶﾞｻ ｶﾞ 
            ﾒﾓﾘ ﾆ ﾄｳﾛｸ ｻﾚﾏｽ 

  Stud length d            
----------------------------------------

                                 
                                 

            Feeder number:#             

..:#########     
            Process......:#########     
                                        

..:###          
                

            
      The length of the stud            
    selected will be stored in mem.     

-------------------
<F1..F5> <ESC>

面の機能： 

ッドの長さを設定値としてメモリに記憶し す。 

. “メカニカル パラメータ”画面の「 ド ケンチ」及び“ヨウセツ プログラム”

面の「スタッド ケンチ」の項目が“有

から送給されたスタッドの長さを確認し 。 

の選択方法： 

. 「F3」キーを押して“プログラム”画面 択します。 

. 「0」キーを順番に押すことによって“カ

チョウ キノウ”画面を選択します。 

. 
用してカーソルを移動して、「ENTER ーを押して選択します。 

ｹﾝﾁ etection       

                                        
                                        

       
       

                                        
            ｽﾀｯﾄﾞ ﾛｰﾄﾞ...:#########     

                                        
            Stud load..

              
        
        

    ｷｼﾞｭﾝ
         

ﾁ........:###          
                       

            Value (ref).
                        

                                                   

----------------------------------------
<1..5> <↓↑> <ENTER>     <F1..F5> <ESC>

---------------------
<1..5> <↓↑> <ENTER>     

（日本語表示）  （英語表示） 

画面内の個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

 メニュー

定値 

行 1： ﾌｨｰﾀﾞ ﾅﾝﾊﾞｰ..:# 

設 内     容 

1～5 ス 選択し

ます

タッド長さ検知するスタッド・フィーダが接続されているアウトレット№を

。 

数字キーにて します。 設定を変更し、「ENTER」キーにて確定
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 メニュー行 2： ｽﾀｯﾄﾞ ﾛｰﾄﾞ...:######### 

設定値 内      容 

....?.... スタッドを送給できます。 

実行するには「ENTER」キーを押してください。 
...ｽﾀｰﾄ.. 「 」キーが押されて実行されたことを示します。ENTER  

 メニュー行 3： ﾌﾟﾛｾｽ........:######### 

設定値 内     容 

....?.... スタッド長さ検知のプロセスを実行できます。 

実行するには「ENTER」キーを押してください。 
...ｽﾀｰﾄ..  「ENTER」キーが押されて実行されたことを示します。

 ｷｼﾞｭﾝﾁ........:### 

スタッド長さは単位なしで表示します。 

メニュー行 4： 

スタッド長さ検知の測定値を示します。 

「E
して、他のアウトレット№に対しても同  

更に、「ESC」キーを押しますと、“トクシュ キノウ”画面に戻ることができます。 

「F2」キーを押しますと、“メイン メニュー”画面に戻ることができます。 

SC すと、メニュー行１の「フィーダ 」キーを押しま ナンバー」の位置にカーソルが移動

様にスタッド長さ検知機能を実行することができます。
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8.4.3.9.“ヒヅケ．ジカン ノ セット”画面 

画

1. 「F3」キーを押して“プログラム”画面を選択します。 
グラム”画面にて「＋」キーと「0」キーを順番に押すことによって“カク

 ノ セッテイ」に矢印キー

を使用してカーソルを移動して、「ENTER」キーを押して選択します。 

<0..9><←↓↑→><ENTER>   <F1..F5> <ESC>

 

<0..9><←↓↑→><ENTER>   <F1..F5> <ESC>

画面の機能： 

日付と時間の表示及び設定をします。 

面の選択方法： 

2. 次に、“プロ

チョウ キノウ”画面を選択します。 
3. “カクチョウ キノウ”画面にて、9 行目の「ヒヅケ．ジカン

 ﾋﾂﾞｹ.ｼﾞｶﾝ ﾉ ｾｯﾄ 
----------------------------------------
 
 
             ﾋﾂﾞｹ: ##/##/## (ﾋ/ﾂｷ/ﾈﾝ) 
             ｼﾞｶﾝ: ##:##:## 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------

 Set date and time                      
----------------------------------------
                                        
                                        
             Date: ##.##.##             
             Time: ##:##:##             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
----------------------------------------

（日本語表示） （英語表示） 

日付と時間を変更する場合は、下記に示すようにしてください。 

 メニュー行 1： ﾋﾂﾞｹ: ##/##/## 

項目 内     容 

ﾋﾂﾞｹ 設定されている日付が「日／月／年」の順番に表示されています。 
日付を設定

例えば、

する場合は「日／月／年」の順番に入力します。 

1997 年 8 月 10 日では、｢10/08/97｣と入力します。 

 メニュー行  ##:##:## 

項目 内     容 

2： ｼﾞｶﾝ:

ｼﾞｶﾝ 設定されている時間が「時：分：秒」の順番に表示されています。 
時間を設定する場合は「時：分：秒」の順番に入力します。 

例 す。 えば、午後 1 時 6 分 0 秒では、｢13：06：00｣と入力しま

日 は セルする時は「ESC」キーを

押してください。 

注意： 

1. 日付と時間のどちらかの入力に無効な値がありますと、データは更新されません。 

2. 入力後「ENTER」キーを押すことによって、新しい数値が記憶されます。 

付又 時間は数字キーを用いて入力します、また入力をキャン
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8.5.“トウケイ”画面 

画面の機能： 
す 合わせて 5 つの

サブ・メニュー 面

面の選択方法：

1. 「F2」キ

2. 次に、“メイン・メニュー”画面の 3 行目の「トウケイ」に矢印キーを使用してカーソ

ます。 

                                   
----------------------------------------

ｴﾗ
WO

     ﾌﾟ
     ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 

 
 

 

            <F1..F5> <ESC>

cs                             
----------------------------------------

t memory                       
memory                         

statistics                  

                               
                                       

                                        
                                        
                                        

--------------------------
<↓↑> <ENTER>            <F1..F5> <ESC>

メモリに関 る 面画

画

とカウンタに関する画面とメンテナンスに関する画面の

があります。 

画  
ーを押して“メイン･メニュー”画面を選択します。 

ルを移動して、｢ENTER｣キーを押して選択し

 ﾄｳｹｲ

     ｰ ﾒﾓﾘ      faul
     
     ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾉ ﾄｳｹｲ 

P ﾒﾓﾘ      WOP 
     outlet 

ﾛｸﾞﾗﾑ ﾉ ﾄｳｹｲ      weld program statistics            
     maintenance                        

  Statisti

 

 
 

         

 
----------------------------------------

                                        
--------------

<↓↑> <ENTER>

 
                                        

（日本語表示） （英語表示） 

画面内の個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

 

“  
システム内で発生したエラーの履歴を参照する場合、この画面を使用します。 
発生したエラーを 6 個まで記憶しています。 

※詳細は、 ジ)を参照してください。 

1：  ｴﾗｰ ﾒﾓﾘメニュー行  

エラー メモリ”画面を選択します。

25

後述8.5.1章“エラー メモリ”画面(107ペー

 メニュー行 2：  WOP ﾒﾓﾘ 

“WOP メモリ”画面を選択します。 
発生した WOP（Weld Outside Program：溶接結果が条件範囲外である）の履歴を参照する

場合、この画面を使用します。 
発生した WOP に関する情報をアウトレットごとに 大 256 個まで記憶しています。 

※詳細は、後述8.5.2章“WOP メモリ”画面(109ページ)を参照してください。 

 メニュー行 3：  ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾉ ﾄｳｹｲ 

“アウトレット ノ トウケイ”画面を選択します。 
アウトレット№別の各カウンタの値を参照する場合、この画面を使用します。 

※詳細は、後述8.5.3章“アウトレット ノ トウケイ”画面(112ページ)を参照してください。
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 メニュー行 4：  ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾉ ﾄｳｹｲ 

“プログラム ノ トウケイ”画面を選択します。 
プログラム№別のカウンタの値を参照する場合、この画面を使用します。 

※詳細は、後述8.5.4章“プログラム ノ トウケイ”画面 ページ)を参照してください。 (114

5： 

”画面

 

※詳細は、後述8.5.5章  

 メニュー行  ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 

を選択します。 “メンテナンス

メンテナンスに関する情報を参照する場合、この画面を使用します。

“メンテナンス”画面(116ページ)を参照してください。

矢 メ 確定します。 

ことができます。 

ニューを選択して、「ENTER」キーを押して印キーを使用して

「ESC」又は「F2」キーを押しますと、“メイン メニュー”画面に戻る
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8.5.1.“エラー メモリ”画面 

画面の機能： 

1. 発生したエラーを 大 256 個まで記憶し、表示します。 
2. エラーの履歴は、「↑」と「↓」キーによりスクロール表示できます。 

画面の

“トウケ 述8  メモリー」に矢印キーを使用

してカ て  

 ｴ  
----------------------------------------
O|P .| 
-+---+-----------+---+--------+-------- 
#|###|###########|###|##/##/##|##:##:## 

##|###|##/##/##|##:##:## 

#|###|###########|###|##/##/##|##:##:## 

ult No. ### 

ime   
-+---+-----------+---+--------+-------- 
#|###|###########|###|##.##.##|##:##:## 
#|###|###########|###|##.##.##|##:##:## 

##|##:##:## 
#|###|###########|###|##.##.##|##:##:## 

選択方法： 
イ”画面(前 .5章(105ページ))の１行目の「エラー

ーソルを移動し 、「ENTER」キーを押して選択します。

ﾗｰ ﾒﾓﾘ                 ｴﾗｰ ﾅﾝﾊﾞｰ ###   Fault memory             Fa
----------------------------------------

rg| ｴﾗｰ ﾀｲﾌﾟ  |No ﾋ/ﾂｷ/ﾈﾝ|  ｼﾞｶﾝ O|Prg|Fault type |No.| Date   |  T

#|###|#########
#|###|###########|###|##/##/##|##:##:## 
#|###|###########|###|##/##/##|##:##:## 
#|###|###########|###|##/##/##|##:##:## 

#|###|###########|###|##.##.##|##:##:## 
#|###|###########|###|##.##.##|##:##:## 
#|###|###########|###|##.##.

 
........................................
ｴﾗｰ ﾉ ｼｮｳｻｲ ﾅｲﾖｳ : 
 
----------------------------------------
<↓↑>                    <F1..F5> <ESC>

                                        
........................................
Fault description:                      
                                        
----------------------------------------
<↓↑>                    <F1..F5> <ESC>

（日本語表示） （英語表示） 

画面 しま内の個々のメニュー行の意味を下記に説明 す。 

     ヘッダー行 ：  ｴﾗｰ ﾒﾓﾘ              ｴﾗｰ ﾅﾝﾊﾞｰ ### 

項目 表示値 内     容 

ｴﾗｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 0～ ーを 大 256 個まで記憶して

カーソル位置のエラーがいくつ目であるかを示します。 

256 発生したエラ います。 

 メニュー行 O  Prg  ｴﾗｰ ﾀｲﾌﾟ   No.  ﾋ/ﾂｷ/ﾈﾝ   ｼﾞｶﾝ 1： 

項目 表示値 内     容 

O 1～5 エラーが発生したアウトレット№を示します。 

Prg 1～127 溶接中にエラーが発生した場合、エラーが発生したプログラム№を示し

ます。 

ｴﾗｰ ﾀｲﾌ ﾕﾆｯﾄ にて す。 ﾟ 本機内 エラーが発生したことを示しま

 ます。 ﾖｳｾﾂ 溶接時にエラーが発生したことを示し

 PKSKK/  溶接ヘッド又は溶接ガンにてエラーが発生したことを示します。 

  ッド・ﾌｨｰﾀﾞ スタ フィーダにてエラーが発生したことを示します。 

 タマ・ す。 ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ カス インターフェイスにてエラーが発生したことを示しま

No. 1～204 エラー・コード№を示します。 

エラー・

ページ

コ

(150 ) してください。 

ード№の詳細は、後述10章「トラブル・シューティング」

を参照

ﾋ/ﾂｷ/ﾈﾝ ##/##/## エラーが発生した日付を「日／月／年」にて示します。 

ｼﾞｶﾝ ##:## # ラーが発生した時間 「 ：分：秒」にて示します。 :# エ を 時
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 メニュー行 10： ｴﾗｰ ﾉ ｼｮｳｻｲ ﾅｲﾖｳ : 

項目 内     容 

ｴﾗｰ ﾉ ｼｮｳｻｲ ﾅｲﾖｳ カーソル位置のエラーに対する、簡単な説明を表示します。 

「↑」、「↓」キーにて発生したエラーの履歴をスクロール表示できます。 

「ESC」キーを押しますと、サブメニュー“トウケイ”画面に戻ることができます。 
「F2」キーを押しますと、“メイン メニュー”画面に戻ることができます。 

トラブル･シューティング情報： 

 後述10章「トラブル・シューティング」(150ページ)に記述された情報に基づいてエラーを

解除してください。 

 トラブル・シューティングの処置にしたがってエラーを解除できない場合は、本機を交換

してください。 

 周辺機器にて発生したエラーは、その機器の取扱説明書の情報にしたがって、エラーを解

除してください。 

 “エラー リセット”画面にてエラーをリセットしてください。詳細は、後述8.6章“エラ

ー リセット”画面(119ページ)を参照してください。 
※ただし、カスタマ・インターフェイスを使用している場合は、カスタマ・インターフェ

イスの「エラー・リセット」信号を使用してエラーをリセットしてください。 
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8.5.2.“ＷＯＰ メモリ”画面 

画面の機能： 

1. 発生した WOP（Weld Outside Program：溶接結果が条件範囲外である）に関する情報

をアウトレット№ごとに 大 256 個まで記憶し、表示します。 
2. WOP 、「↑」と「↓」キーによりスクロ 示できます。 

画面の選択

“トウ 述8 リ」に矢印キーを使用し

てカー 、  

 WOP ﾒﾓﾘ  ｱｳﾄﾚｯﾄ:#  Prog:###   Page:### 
-------------------------

##  . ##:##:  

  WOP-mem. outlet:#  Prog:###   Page:### 
----------------------------------------
 Date......##.##.## 

Act  |   |    
 

の履歴は ール表

方法： 

ケイ”画面(前 .5章(105ページ))の２行目の「WOP メモ

ソルを移動して 「ENTER」キーを押して選択します。

---------------
 ﾋﾂﾞｹ......##/##/ ｼﾞｶﾝ ..... ##
 ｵｰﾄﾌﾟﾗﾝｼﾞ.....####  ｼﾞﾄﾞｳ ﾁｮｳｾｲ...#### 
      | ｾｯﾃｲ +ﾊﾝｲ -ﾊﾝｲ | ｼﾞｯｿｸ |   | 
  ----+----------------+-------+---+-- 

 Time......##:##:## 
 Autoplunge....####  Optimization..#### 
      |  Ref +tol -tol |  
  ----+----------------+-------+---+-- 

  Vp  |   ##   ##   ## |    ## | V | #   Vp  |   ##   ##   ## |    ## | V | #  
  Vw  |   ##   ##   ## |    ## | V | # 
  Iw  | ####  ###  ### |  #### | V | # 

  Vw  |   ##   ##   ## |    ## | V | #  
  Iw  | ####  ###  ### |  #### | A | #  
  tw  |  ###   ##   ## | ###,# | ms| #  
  td  | ##,#           |  ##,# | ms| #  
 #Lift| #,##  ,##  ,## |  #,## | mm| #  
                                        
 Fault :################################
----------------------------------------

  tw  |  ###   ##   ## | ###,# | ms| # 
  td  | ##,#           |  ##,# | ms| # 
 #ﾘﾌﾄ | #,##  ,##  ,## |  #,## | mm| # 
 
 ｴﾗｰ   : ###############################
----------------------------------------

<0..5> <↓↑> <ENTER>     <F1..F5> <ESC><0..5> <↓↑> <ENTER>     <F1..F5> <ESC>

（日本語表示） （英語表示） 

画面 しま内の個々のメニュー行の意味を下記に説明 す。 

 ヘッダー行 ｱｳﾄﾚｯﾄ:#  Prog:###   Pag ： WOP ﾒﾓﾘ  e:### 

項目 表示値 内     容 

ｱｳﾄﾚｯﾄ 1～5 WOP の内容を表示したいアウトレット№を選択します。 

示します。 

ENTER」キーにて確定してください。 

0 を選択しますと、WOP が発生した順番に内容を表

数字キーにて選択し、「

1～127 WOPProg が発生したプログラム№を示します。 
Page 1～256 対応するアウトレット№にて表示している

 
WOP 画面がいくつ目であるかを

示します。

 メニュー行 1： ﾋｽﾞｹ......##/##/##  ｼﾞｶﾝ......##:##:## 

項目 内     容 

ﾋﾂﾞｹ が発生 を「月／日／年」にて示しWOP した日付 ます。 
ｼﾞｶﾝ WOP が発生した時間を「時：分：秒」にて示します。 
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 メニュー行 2： ｵｰﾄﾌﾟﾗﾝｼﾞ.....####  ｼﾞﾄﾞｳ ﾁｮｳｾｲ...#### 

項目 表示値 内     容 

ｵｰﾄﾌﾟﾗﾝｼﾞ yes オートプランジ機能が動作していることを示します。 

 no オートプランジ機能が動作していないことを示します。 

ｼﾞﾄﾞｳ ﾁｮｳｾｲ no 自動調整機能が無効になっていることを示します。 

 I 溶接電流を自動調整する機能が動作していることを示します。 

 ｼﾞｶﾝ 溶接時間を自動調整する機能が動作していることを示します。 

 メニュー行 3： ｾｯﾃｲ +ﾊﾝｲ -ﾊﾝｲ   ｼﾞｯｿｸ 

項目 内     容 

ｾｯﾃｲ 各パラメータの設定条件の中心値を示します。 

+ﾊﾝｲ 各パラメータの設定範囲の上限値を示します。 

“0”の時は、＋側の設定範囲のモニタ判定を実行していないことを示します。 
-ﾊﾝｲ 各パラメータの設定範囲の下限値を示します。 

“0”の時は、－側の設定範囲のモニタ判定を実行していないことを示します。 
ｼﾞｯｿｸ 各パラメータの実測値を示します。 

 メニュー行 4～10： Vp   Vw   Iw   tw   td   ﾘﾌﾄ 

項目 内     容 

Vp [V] パイロット電流出力時の電圧を示します。 

Vw [V] メイン電流出力時の電圧を示します。 

Iw [A] メイン電流値を示します。 

tw [ms] メイン電流時間を示します。 

td [ms] ドロップ・タイムを示します。 

ﾘﾌﾄ [mm] リフト距離を示します。 

注意： 

左側に“！”マークが出力された場合、溶接ガン又は溶接ヘッドをメンテナンス

する必要があることを指示しています。 

上記の各パラメータがモニタ判定で設定範囲を超えた場合、該当するパラメータの一番右の列

に“＊”マークが表示されます。 
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 メニュー行 11： ｴﾗｰ   : ################################ 

 溶接システムにエラーが発生している場合、そのエラー内容を表示します。

表示値 内     容 

ﾅｼ  システム・エラーが発生していないことを示します。

SMPS  SMPS 電源ユニットのエラーを示します。

ﾘ ます。 ﾌﾄ ｻｲｸﾙ on リフト・コイルが ON したときのエラーを示し

ｱｰｸ ﾃﾞﾝｱﾂ ﾅｼ リフトしないことにより、アーク電圧が発生しないことを示します。 
ﾀﾝﾗｸ ﾖｳｾﾂ 短絡溶接であることを示します。 
ﾘﾌﾄ ｸ ト・コイルが OFF き エラー 示します。  ｻｲ したと の をﾙ off リフ

ﾄﾞﾛｯﾌﾟ ﾀｲﾑ ｵｰﾊﾞｰ ドロップ・タイムがオーバーしたことを示します。 
ﾖｳｾ ﾞ  ﾂ ﾃ ﾝﾘｭｳ ﾅｼ 溶接電流が発生しなかったことを示します。

「ESC」

F2  

キーを押しますと、“トウケイ”画面に戻ることができます。 
［ 」キーを押しますと、“メイン メニュー”画面に戻ることができます。
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8.5.3.“アウトレット ノ トウケイ”画面 

アウトレット№ごとの下記に示す各カウンタを表示します。 

内容 

画面の機能： 

カウンタ 

WIP&WOP合計 溶接の総数 

WOPs合計 数  溶接結果が条件範囲外である総

WOP連続lim 連続して発生するWOPの許される回数 

WOP連続a WOP  ct 連続して発生した の実際の回数

W PO オーバー合計 が連続許可数に達して溶接ミスとなった総数 WOP
リサイクル合計 リサイクル送給した総数（溶接ヘッド使用時のみ動作） 

画面の選択方法： 

“トウケイ”画面  ノ トウケイ」に矢印キ

ﾄﾚｯﾄ ﾉ ﾄｳｹｲ                          
----------------------------------------
                                        

----+---+---+------ +-----
####| # | # | ######|#####

 2 |#######|######| # | # | ######|#####
######|######| # | # | ######|#####

      
-------

                          <F1..F5> <ESC>

  Weld outlet statistics                 
----------------------------------------

---+-------+------+---+---+-------+-----
 ###|#####
 2 |#######|######| # | # | ######|#####
 3 |#######|######| # | # | ######|#####

                                        
----------------------------------------
                          <F1..F5> <ESC>

(前述8.5章(105ページ))の 3 行目の「アウトレット

ーを使用してカーソルを移動して、「ENTER」キーを押して選択します。 

 ｱｳ

   |WIP&WOP| WOPs |  WOP  |  WOP  |ﾘｻｲｸﾙ
   | ｺﾞｳｹｲ | ｺﾞｳｹｲ| ﾚﾝｿﾞｸ | ｵｰﾊﾞｰ |ｺﾞｳｹｲ

                                        
   |Number |Number|  WOP  |Number |auto.
   |  of   |  of  |repeat |  of   |rep. 

 O |       |      |lim|act| ｺﾞｳｹｲ |     
-

 O |WIP&WOP| WOPs |lim|act|Faults |feed 
---+-------+--
 1 |#######|## 1 |#######|######| # | # | ###

 3 |#
 4 |#######|######| # | # | ######|#####
 5 |#######|######| # | # | ######|#####
                                        
                                  
---------------------------------

 4 |#######|######| # | # | ######|#####
 5 |#######|######| # | # | ######|#####
                                        

（日本語表示） （英語表示） 

画面内の個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

 メニュー行 ：      WIP&WOP  WOPs    WOP     WOP   ﾘｻｲｸﾙ 1
                        ｺﾞｳｹｲ   ｺﾞｳｹｲ  ﾚﾝｿﾞｸ   ｵｰﾊﾞｰ  ｺﾞｳｹｲ 

 

項目 表示値 内     容 

                   O                 lim act  ｺﾞｳｹｲ 

O 1～127 アウトレット№を示します。 
WIP&WOP ｺﾞｳｹｲ 0～9999999 溶接の総数を示します。 
WOPs ｺﾞｳｹｲ 0～999999 WOP（溶接結果が条件範囲外である）の総数を示します。 

WOP ﾚﾝｿﾞｸ lim 0～9 連続して発生する WOP の許される回数を示します。 
WOP ﾚﾝｿﾞｸ act 0～9 連続して発生した WOP の実際の回数を示します。 

WOP ｵｰﾊﾞｰ ｺﾞｳｹｲ 0～999999 WOP が連続許可数に達して WOP オーバー（溶接ミス）に

なった総数を示します。 
ﾘｻｲｸﾙ ｺﾞｳｹｲ 0～99999 溶接ヘッド使用時のみ、リサイクル送給された総数を示しま

す。 

 メニュー行 2～6： アウトレット№1～5 に対応する状態を示します。 

アウトレット№1～5に対応する状態を表示します。 
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「 」キーを押しますと、“トウケイ”画面に戻ることができます。 

2」キーを押しますと、“ ー

ESC
「F メイン メニュ ”画面に戻ることができます。 
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8.5.4.“プログラム ノ トウケイ”画面 

画面の機能： 

ウトレット№に対するプログラム№ごとの下記に示す各カウンタを表示します。 

カウンタ 内容 

選択したア

WIP&WOP合計 溶接の総数 

WOPs合計 溶接結果が条件範囲外である総数 

WOP連続lim 連続して発生するWOPの許される回数 

WOP act 連続して発生したWOPの実際の回数 連続

リサイクル合計 リサイクル送給した総数（溶接ヘッド使用時のみ動作） 

画面の選択方法： 

(前述8.5章(105ページ))の４行目の「プログラム ノ トウケイ」に矢印キー

キーを押して選択します。 

--
   
  
   Prog|       |      |lim|act|         

      |  of   |  of  |repeat |rep.     
   Prog|WIP&WOP| WOPs |lim|act|feed     

-+------+---+---+-----    
#|######| # | # |#####    

“トウケイ”画面

を使用してカーソルを移動して、「ENTER」

 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾉ ﾄｳｹｲ                ｱｳﾄﾚｯﾄ:# 
--------------------------------------
    |WIP&WOP| WOPs |  WOP  |ﾘｻｲｸﾙ    
     | ｺﾞｳｹｲ | ｺﾞｳｹｲ| ﾚﾝｿﾞｸ |ｺﾞｳｹｲ    

  Weld program statistics       Outlet:# 
----------------------------------------
       |number |number|  WOP  |auto.    
 

   ----+-------+------+---+---+-----    
       |#######|######| # | # |#####    

   ----+------
       |######

       |#######|######| # | # |#####    
       |#######|######| # | # |#####    
       |#######|######| # | # |#####    
       |#######|######| # | # |#####    
       |#######|######| # | # |#####    
       |#######|######| # | # |#####    
       |#######|######| # | # |#####    
----------------------------------------
<↓↑>                    <F1..F5> <ESC>

       |#######|######| # | # |#####    
       |#######|######| # | # |#####    
       |#######|######| # | # |#####    
       |#######|######| # | # |#####    
       |#######|######| # | # |#####    
       |#######|######| # | # |#####    
       |#######|######| # | # |#####    
----------------------------------------
<↓↑>                    <F1..F5> <ESC>

（日本語表示） （英語表示） 

画面 しま内の個々のメニュー行の意味を下記に説明 す。 

     

項目 表示値 内     容 

ヘッダー行： ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾉ ﾄｳｹｲ           ｱｳﾄﾚｯﾄ:# 

ｱｳﾄﾚｯﾄ 1～5 表示する統計のアウトレット№を選択します。 
数字 R」キーにて確定します。 キーにて選択し、「ENTE

s    メニュー行 1：        WIP&WOP  WOP  WOP   ﾘｻｲｸﾙ 

                          ｺﾞｳｹｲ   ｺﾞｳｹｲ  ﾚﾝｿﾞｸ  ｺﾞｳｹｲ 

                    Prog                lim act 

 表示値 内     容 項目

Pro  1～127 プログラム№を示します。 g

W & ｳｹｲ 0～9999999 溶接の総数を示します。 IP WOP ｺﾞ

WOP  ｺﾞｳｹｲ 0～999999 WOP（溶接結果が条件範囲外である）の総数を示します。 s

WOP ﾚﾝｿﾞｸ lim 0～9 連続して発生する WOP の許される回数を示します。 
WOP act 0～9 連続して発生した WOP の実際の回数を示します。 ﾚﾝｿﾞｸ 

ﾘｻｲｸﾙ  ｺﾞｳｹｲ 0～99999 溶接ヘッド使用時のみ、リサイクル送給した総数を示します。
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 メニュー行 2～9： プログラム№1～127 に対応する状態を表示します。 

個々のアウトレット№1～5 のプログラム№1～127 に対応する状態を表示します。 

「↑ ム№ ま

す。

「E トレ 度

「E に戻ることができます。 
「F ”画

」又は「↓」キーを押しますと、プログラ を 1 から 127 まで画面をスクロールでき

 

SC」キーを押しますと、その外のアウ ット№を選択することができます、再

SC」キーを押しますと、“トウケイ”画面

2」キーを押しますと、“メイン メニュー 面に戻ることができます。 
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8  

画面の機能： 

使用し

 
 

の

1. メカニカル パラメータ”画面 8.4.3.2章(76ページ))の「コレット－セイソウ」

と「コレット－コウカン」及び「ｔｄ―メンテナンス」と「ｔｄ―シュウリ」を設定

してください。 
2. “ヨウセツ プログラム”画面(前述8.4.3.3章(83ページ))の「ドロップ タイム」を設定

してください。 
3. “クリア キノウ”画面(前述8.4.3.5章(96ページ))にて「メンテナンス」カウンタをコ

の５行 て

押して

 ﾒﾝﾃﾅﾝｽ                                 
----------------------------------------

--+------+------
ﾄｰﾀﾙ |######|######|######|######|######

                  
 ﾓﾆﾀ - ﾄﾞﾛｯﾌﾟ ﾀｲﾑ ﾉ ｺﾞｻ(ms)             

+------+------+------+------+------
| ###,#| ###,#| ###,#| ###,#| #,#

-#

                          <F1..F5> <ESC>

  Maintenance                            
----------------------------------------

-----+------+------+------+------+------
Act. |######|######|######|######|######

                                        
 Monitor - drop time (ms)               
-----+------+------+------+------+------
Act. | ###,#| ###,#| ###,#| ###,#| #,#
Li. 1| +# -#| +# -#| + #| 
Li. 2| +# -#| +# -#| +# -#| +# -#| +# -#
----------------------------------------
                          <F1..F5> <ESC>

.5.5.“メンテナンス”画面

ている溶接ヘッド又は溶接ガンのメンテナンスに関する情報を表示します。 
コレットの消耗状況（溶接回数） 
ドロップ・タイムの設定値と実測値との差 

こ 機能を有効に使用するには下記の設定が必要となります。 
“ (前述

レット又は溶接ヘッド又は溶接ガン交換時にクリアしてください。 

画面の選択方法： 

“トウケイ”画面(前述8.5章(105ページ)) 目の「メンテナンス」に矢印キーを使用し

カーソルを移動して、「ENTER」キーを 選択します。 

 ｺﾚｯﾄ ﾒﾝﾃﾅﾝｽ - ﾖｳｾﾂ ｽｳ                  
     |  1   |  2   |  3   |  4   |  5   
-----+------+------+----

 Collet maint.- No. welds               
     |  1   |  2   |  3   |  4   |  5   

 ｾｲｿｳ|######|######|######|######|######
 ｺｳｶﾝ|######|######|######|######|######
                      

Li. 1|######|######|######|######|######
Li. 2|######|######|######|######|######

-----
ｿｸﾃｲﾁ  ##
 ﾒﾝﾃ | +# -#| +# -#| +# -#| +# -#| +# -#
 ｼｭｳﾘ| +# -#| +# -#| +# -#| +# -#| +# 
----------------------------------------

##
# - +# -#| +# -#

（日本語表示） （英語表示） 

画面内の個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

 ヘッダー行： ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 

項目 内     容 

ﾒﾝﾃﾅﾝｽ アウトレット№ごとのコレットの消耗状況とドロップ・タイムの設定値と実測値と

の差を表示します。 

 メニュー行 1： ｺﾚｯﾄ ﾒﾝﾃﾅﾝｽ - ﾖｳｾﾂ ｽｳ 

項目 内     容 

ｺﾚｯﾄ ﾒﾝﾃﾅﾝｽ - ﾖｳｾﾂ ｽｳ コレットの消耗状況を溶接回数にて表示します。 

 メニュー行 2：        1      2      3      4      5 

アウトレット№1～5に対応する状態を示します。 
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 メニュー行3～5： ﾄｰﾀﾙ 

                       ｾｲｿｳ 

                       ｺｳｶﾝ 

項目 表示値 内     容 

ﾄｰﾀﾙ 0～999999 実際の溶接回数を示します。 
ｾｲｿｳ 示し、この値に達します

(前述8.4.3.2章(76ページ))の
て

0～999500 コレットを清掃するために設定された溶接回数を

と、メンテナンス信号を出力します。 

この値は、“メカニカル パラメータ”画面

「コレット－セイソウ」に 設定します。 
ｺｳｶ めに設定された溶接回数を示し、この値に達し

しま

 パラ の

て設

ﾝ 0～999500 コレットを交換修理するた

ますと、エラー信号を出力 す。 

この値は、“メカニカル メータ”画面(前述8.4.3.2章(76ページ))
「コレット－コウカン」に 定します。 

メン する

手順

テナンス信号又はエラー信号の出力を解除 場合、下記の手順で行ってください。 

 

① “クリア キノウ”画面(前述8.4.3.5章(96ペー し

び下

② ト”

※後述10章「トラブル・シューティング」(150ページ)を参照してください。 

“クリア キノウ”画面にて、「メンテナンス」カウンタをクリアしますと、「コレットの消

実測値との差」を示

す表示は両方ともクリアされます。 

ジ))の「メンテナンス」カウンタをクリア

てください。上記「トータル」カウンタ及 記「ソクテイチ」は“0”になります。 
エラー信号出力時のみ、“エラー リセッ 画面にて、エラーを解除してください。 

注意： 

耗状況（溶接回数）」を示すカウンタと「ドロップ・タイムの設定値と

 メニュー行 6～9： ﾓﾆﾀ - ﾄﾞﾛｯﾌﾟ ﾀｲﾑ ﾉ ｺﾞｻ(ms) 

                     ｿｸﾃｲﾁ 

                      ﾒﾝﾃ 

     

項目   容 

                 ｼｭｳﾘ 

内   

ｿｸﾃｲﾁ 設定したドロップ・タイムから実測した過去 8 回のドロップ・タイムの差を示しま

定したドロップ・タイムとは“ヨウ ラム”画面(前述8.4.3.3章(83ペー

ジ 値を使用します。 

す。 

設 セツ プログ

))の「ドロップ タイム」の項目に設定した

ﾒﾝ 溶 るために設定されたドロップ・タイムの範

囲を示し、この範囲を超えますと、メンテナンス信号を出力します。 

ージ))の「ｔｄ－メン

 

ﾃ 接ヘッド又は溶接ガンをメンテナンスす

この値は、“メカニカル パラメータ”画面(前述8.4.3.2章(76ペ
テナンス」にて設定します。

ｼｭｳﾘ 溶接ヘッド又は溶接ガンを修理・交換するために設定されたドロップ・タイムの範囲

を

この値は、“メカニカル 章(76ページ))の「ｔｄ－シュ

ウリ」にて設定します。 

示し、この範囲を超えますと、エラー信号を出力します。 

 パラメータ”画面(前述8.4.3.2

メンテナンス信号又はエラー信号の出力を解除する場合、下記の手順で行ってください。 
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手順 

① “クリア キノウ”画面(前述8.4.3.5章(96ペ メンテナンス」カウンタをクリアし

だ 0”になります。 
② ー 解除してください。 

※後述10章「トラブル・シューティング」(150ページ)を参照してください。 

“クリア キノウ”画面にて、「メンテナンス」カウンタをクリアしますと、「コレットの消

耗状況（溶接回数）」を示

す表示は両方ともクリアされます。

ージ))の「

てく さい。上記「トータル」カウンタ及び「ソクテイチ」は“

エラ 信号出力時のみ、“エラー リセット”画面にて、エラーを

注意： 

すカウンタと「ドロップ・タイムの設定値と実測値との差」を示

 

「ESC」キーを押しますと、“トウケイ”画面に戻ることができます。 

。 

メンテナンス情報： 

 テ ンス」信号及び“システ

ム モニタ”画面の11行目の「メンテナンス」位置に“！”マークが出力されます。 

されましたら、機器

テナンスしてください。 

 テ

 ッ スのカウ

ンタをクリアするために、“クリア キノウ”画面(前述8.4.3.5章(96ページ))の「メンテナ

「F2」キーを押しますと、“メイン メニュー”画面に戻ることができます

メン ナンス信号は、カスタマ・インターフェイスの「メンテナ

 設定したメンテナンス時期に達して、本機のメンテナンス信号が出力

をメン

メン ナンス作業の情報は、該当する機器の取扱説明書を参照してください。 

コレ ト又は溶接ヘッド又は溶接ガンを交換しましたら、コレット・メンテナン

ンス」カウンタをクリアしてください。 
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8.6.“エラー リセット”画面 

注意 

当社実施の取扱説明会にて教育を受けていない方は、本機及び周辺機器を使用しないでくださ

 い。

 教育を受けていない方が使用しますと、誤った操作により機器の破損及び事故や傷害を負

う恐れがあります。 

画面の

1 エラ

2 しま

画面

 
ニュ ”画

に矢 、

す。

 に表示します。 

                                        
                                        
                                        
                                        

                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  ##########   ##########   ##########  

 

                                        
                                        
                                        
                                        

                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  ##########   ##########   ##########  

  <F1..F5> <ESC>

機能： 

. 溶接システムにエラーが発生した場合の ーを表示します。 

. 発生したエラーをリセットする時に使用 す。 

の選択方法： 

 「F5」キーを押して直接選択できます。

 また、「 」キーを押して“メイン メF2  ー”画面を選択し、“メイン メニュー 
面の４行目の「エラー  リセット」 印キーを使用してカーソルを移動して

「ENTER」キーを押しても選択できま  

エラーが発生している場合は、下記のよう

   ｴﾗｰ ｱｳﾄﾚｯﾄ    #                      
----------------------------------------

   Fault outlet  #                      
----------------------------------------

                                               

----------------------------------------
<↓↑> <ENTER>            <F1..F5> <ESC>

----------------------------------------
<↓↑> <ENTER>          

（日本語表示） （英語表示） 

 ー

う

エラ が発生していない場合は、“エラー リセット”を選択しますと、画面の中央に下記

に表示されます。 

 
のよ

---------------------------------------- 
              ｴﾗｰ ﾊ ｱﾘﾏｾﾝ                 

---------------------------------------- 
              no fault exist              

---------------------------------------- ---------------------------------------- 

（日本語表示） （英語表示） 

 

注意： 

1. 接 いる場合、エラーを表示しま

す。 

たときに、全てのエ

ラー・メッセージは自動的に除去されます。 
ブル･シューティングに記述された内容にて復帰できない本機のエラーが発生した場

、

溶 装置を起動したときにシステムにエラーが発生して

2. 全てのエラーが解除された場合、再び本機の電源スイッチを ON し

3. トラ

合 本機を交換してください。 
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本機本体のエラー（TMP ターミナルの「operation/error」LED ランプの全部が点滅してい

る）を除いて、本機の異なったアウトレットに同時にエラーが発生している場合、エラーが解

除された後、次のように表示します。 

  ｴ
----------------------------------------
                                        

                                  
                                  

   
   
   

                                        
                                        

  ##########   ##########   ##########  
----------------------------------

<←↓↑→> <ENTER>      1..F5> <ESC>

utlet  #                      
----------------------------------------
                                        

                 
                 

                                
                                

                   

                  
                                        
                                        

                 
  ##########   ##########   ##########  
----------------------------------------
<←↓↑→> <ENTER>        <F1..F5> <ESC>

   ﾗｰ ｱｳﾄﾚｯﾄ  #                          Fault o

                                        
                                        

                       
                       

      
      
                                                          
   
   

                                  
                                  

                                        
                      

        
        

                                                               

------
  <F

（日本語表示） （英語表示） 

画面内の個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

 ヘッダー行： ｴﾗｰ ｱｳﾄﾚｯﾄ  # 

項目 表示値 内     容 

ｴ ﾄ 1～5 エラーが、表示しているアウトレット№に関係したものであることを示

アウトレット№に関係した全てのエラーを表示します。 

ﾗｰ ｱｳﾄﾚｯ

します。 

 ニュ ##### 

発生しているエラーを表示します。 

メ ー行1： ###################################

表示されているエラー・メッセージを確認し、後述10章「トラブル・シューティング」(150ペ
ー 述された情報に基づいて、エラーを解 さい。 

異な たア 」と「↓」キーを押しますと、

その他のア

ジ)に記 除してくだ

っ ウトレットに同時にエラーが発生している場合、「↑

ウトレットに発生しているエラーも確認することができます。 

 メニュー行10： <ﾘｾｯﾄ> <ﾘｽﾀｰﾄ> <ｶﾝﾘｮｳ> <ｽﾀｯﾄﾞ> 

表示項目 内     容 

<ﾘｾｯﾄ> エラーが解除されていれば、エラーはリセットされます。 

<ﾘｽﾀｰﾄ>  

<ｶﾝﾘｮｳ>  

<ｽﾀｯﾄﾞ> 

表示は変更されず同じ画面のままです、エラー・メッセージはリセットされませ

エラーが解除されていれば、スタッド送給します。 

ん。 
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参考： 

1. 溶接ヘッドを使用している場合、カスタマ・インターフェイスの信号を利用してエラー

てください。 
マ・イ

 

2 溶 ー・リセットしてくださ

い

ません。メニュー行1に表示されているエラ

ー・メッセージ内容を確認し、後述10章「トラブル・シューティング」(150ページ)に
解 ・

から復帰し

メニュー行10には上記の項目のうち３つが表示されますが、日本仕様のカスタ

ンターフェイスでは、下記の＜リセット＞と＜リスタート＞と＜カンリョウ＞を選択

しますと、エラー・リセットしかされません。

. 接ガンを使用している場合「ENTER」キーを押すことでエラ

。 

メニュー行10には上記の項目は表示され

記述された情報に基づいて、エラーを 除し、「ENTER」キーを押すことでエラー

リセットしてください。 

対応した操作を実行した後、エラー・メッセージがリセットできない場合、下記のメッセージ

が画面に表示されます。 

--------------------------------------- --------------------------------------- 
      ﾖｳｷｭｳ ｻﾚﾀ ｷﾉｳ ﾊ ｼﾞｯｺｳ ﾃﾞｷﾏｾﾝ        can not execute the requested function 
--------------------------------------- -

周辺

説明を参照してください。 

エラー・リセットせずに「ESC」キーを押しますと、この画面から“メイン メニュー”画面

きない場合、後述 章「トラブル・シューティング」(150ページ)に記載

-------------------------------------- 

（日本語表示） （英語表示） 

機器のエラーを解除するには、該当する機器の取扱説明書のトラブル・シューティングの

に戻ることができます。 

参考： 

エラーがリセットで 10
されている処置を参照してください。 
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8.7.“ヨウセツ シーケンス モニタ”画面 

画面の機能： 
溶 に

画面の選

1 「

2. 次に、“メイン メニュー”画面の対応した行に矢印キーを使用してカーソルを移動して、

「ENTER キーを押して選択します。 

 ｼｰｹﾝｽ ﾓﾆﾀ                         
-----------------------------------

  

ﾄﾞ
SOW                   #   #   #   #   # 
ｶｸﾄﾞ ｽｲｯﾁ (P    #   # 

ｽﾀｯﾄﾞ ｿｳｷｭｳ ｼﾝｺﾞｳ     #   #   #   #   # 
ﾝ (SKK)          #   #   #   #   # 

ﾖｳｾﾂ ｼﾞｮｳｹﾝ ﾊﾝｲ ﾅｲ    #   #   #   #   # 
ﾌﾟﾛｸﾞ

  

----------------------------------------

weld sequence                   
--------------------------------

 3   4   5 
   #   # 

#   #   # 
SOW                   #   #   #   #   # 
Angularity switch PK  #   #   #   #   # 

 #   #   #   #   # 
Start feed            #   #   #   #   # 

sition        #   #   #   #   # 
I.Tolerance (WIP)     #   #   #   #   # 

# ### ### ### 
            

----------------------------------------
<F1..F5> <ESC>

接 関係した信号を参照するときに選択します。 

択方法： 
. F2」キーを押して“メイン メニュー”画面を選択します。 

」

 ﾖｳｾﾂ
-----
                    1   2   3   4   5                       1   2  
ﾖｳｾﾂ ﾄﾞｳｻ ﾁｭｳ
ﾌｨｰ

         #   #   #   #   # 
 ﾄﾞｳｻ ﾁｭｳ        #   #   #   #   # 

Weld cycle            #   #   #
Feed cycle            #   #   

  Status 
--------

K)        #   #   #
ﾖｳｾﾂ ｷﾄﾞｳ ｼﾝｺﾞｳ       #   #   #   #   # Start weld           

ｺｳﾀｲﾀ

ﾗﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ       ### ### ### ### ### Program number      ### ##
   
                                        

                                                               
                                        

SKK R-po

                          <F1..F5> <ESC>                           

（日本語表示） （英語表示） 

画面 の内 個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

 メニュー行 1：                       1   2   3   4   5 

ます。 アウトレット№を意味し、下記にアウトレット№に対応する状態を示し

 ニ

表示値 

メ ュー行 2： ﾖｳｾﾂ ﾄﾞｳｻ ﾁｭｳ         #   #   #   #   # 

内     容 
* 溶接サイクル中であることを示します。 
- 溶接サイクル中でないことを示します。 

 ニ

表示値 

メ ュー行 3： ﾌｨｰﾄﾞ ﾄﾞｳｻ ﾁｭｳ        #   #   #   #   # 

内     容 
* スタッド送給中であることを示します。 
- スタッド送給中でないことを示します。 

 メニュー行 4： SOW                   #   #   #   #   # 

表示値 内     容 
* 「SOW（Stud on Workpiece）」信号が ON していることを示します。 
- 「SOW」信号が OFF していることを示します。 
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 メニュー行 5： ｶｸﾄﾞ ｽｲｯﾁ (PK)        #   #   #   #   # 

表示値 内     容 

* 「角度スイッチ」信号が ON していることを示します。 
- 「角度スイッチ」信号が OFF していることを示します。 

# 

表 値

 メニュー行 6： ﾖｳｾﾂ ｷﾄﾞｳ ｼﾝｺﾞｳ       #   #   #   #   

示  内     容 

*  「溶接起動」信号が ON していることを示します。

- 「溶接起動」信号が OFF していることを示します。 

    

表 内 

メニュー行 7： ｽﾀｯﾄﾞ ｿｳｷｭｳ ｼﾝｺﾞｳ  #   #   #   #   # 

示値     容 

* 「スタッド送給」信号が ON していることを示します。 
- 「スタッド送給」信号が OFF していることを示します。 

     

表 内 

メニュー行 8： ｺｳﾀｲﾀﾝ (SKK)      #   #   #   #   # 

示値     容 

* 溶接ヘッドの「後退端スイッチ」信号が ON していることを示します。 
- 溶接ヘッドの「後退端スイッチ」信号が OFF していることを示します。 

 メニュー行 9： ﾖｳｾﾂ ｼﾞｮｳｹﾝ ﾊﾝｲ ﾅｲ    #   #   #   #   # 

表示値 内     容 

* 溶接結果が条件範囲内であることを示します。 

- 溶接結果が条件範囲外であることを示します。 

 ## ### 

 

メニュー行 10： ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ       ### ### ### #

表示値 内     容 

1～127 後に溶接したプログラム№を示します。 

「ESC」又は「F2」キーを押しますと、“メイン メニュー”画面に戻ることができます。 
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8.8.“インターフェイス モニタ”画面 

画面の機能： 
）の動作を する

こ き

画面の選択方

1. 「F2」キーを押して“メイン メニュー”画面を選択します。 
2. 次に、“メイン 応した行に矢印キーを使用してカーソルを移動して、

「ENT

         #    #    #
ﾝ ﾓｰﾄ #### #### #### ####

      
ｽﾀｯﾄﾞ ｿｳｷｭｳ        #    #    #
ﾉｰ ｳｪﾙﾄﾞ     
ｴﾗｰ ﾘｾｯﾄ    
ｻｲｷﾄﾞｳ             #    #    #
ｷｮｳｾｲｶﾝﾘｮｳ
ｾﾞﾝｼﾝ ﾄﾞｳｻ (SKK)   #    #    #    #    #
ｺｳﾀｲ ﾄﾞｳｻ (SK #  
                

ﾞｰ #  
-------------- ----
                  

e              
---------------

                   #    #    #    #    #
Opera #### #### #### ####

    #    #
   #    #    #

Start SKK F-pos.   #    #    #    #    #

------------------------------ -
                  <F1..F5> <ESC>

カスタマ・インターフェイス信号（お客様の制御盤から入力される信号 参照

ます。 とがで

法： 

 メニュー”画面の対

ER」キーを押して選択します。 

 ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ ﾓﾆﾀ                           
----------------------------------------

  Status customer interfac
-------------------------

       
ｵﾍﾟﾚｰｼｮ

       #    #
ﾞ   #### 

ﾖｳｾﾂ ｷﾄﾞｳ       #   #    #    #    # Start weld         #    #    #    #    #
    #    #

  #    #    #    #
Start feed         #    #    #
Without weld       #    #        # 

        #   #    #    #    # Reset fault        #    #    #    #    #
    #    #

 #    #    #    #
Restart            #    #    #    #    #
Set WC             #    #    #    #    #         #   

K)    
      

  #    #    #    #
                  

Start SKK R-pos.   #    #    #    #    #
                                        

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾅﾝﾊ    ##
----

###  ###  ###  ### Program number   ###  ###  ###  ###  ###
-------------------

    <F1..F5> <ESC>
--------
            

tion mode  #### 

（ 語表日本 示） （英語表示） 

画面内の個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

：   5 

アウトレット№を意

 メニュー行 1                     1    2    3    4  
味し、下記にアウトレット№に対応する状態を示します。 

 メニュー行 2： ﾚｰｼｮﾝ ﾓｰﾄﾞ   #### #### #### #### #### 

表示値 

 ｵﾍﾟ

内     容 

auto カスタマ・インターフェイスが「自動」モードになっていることを示します。 

man カスタマ・インターフェイスが「手動」モードになっていることを示します。 

stop カス ・タマ インターフェイスが「一時停止」モードになっていることを示します。 

 メニュー行 3：
表示値 内     容 

 ﾖｳｾﾂ ｷﾄﾞｳ          #    #    #    #    # 

* 「溶接起動 示します。 」信号が ON していることを

- 「溶接起動」信号が OFF していることを示します。 

 メニュー行 4：  ｽﾀｯﾄﾞ ｿｳｷｭｳ        #    #    #    #    # 

表示値 内     容 

* 「スタッド送給（フィード）」信号が ON していることを示します。 
- 「スタッド送給（フィード）」信号が OFF していることを示します。 
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 メニュー行 5：  ﾉｰ ｳｪﾙﾄﾞ          #    #    #    #    # 

表示値 内     容 

* 「通電入」信号が OFF していることを示します。 
- 「通電入」信号が ON していることを示します。 

 メニュ     #    #    #    # ー行 6： ｴﾗｰ ﾘｾｯﾄ           #

表示値 内     容 

* 「エラー・リセット」信号が ON していることを示します。 
- 「エラー・リセット」信号が OFF していることを示します。 

 ： ｻｲｷﾄﾞｳ             #    #    #    #    # メニュー行 7
表示値 内     容 

* 「再起動」信号が ON していることを示します。 

注意： 

この信号はモニタできません。 

- 「再起動」信号が OFF していることを示します。 

 8： ｷｮｳｾｲｶﾝﾘｮｳ         #    #    #    #    # 

表示値 内     容 

メニュー行

* 「強制完了」信号が ON していることを示します。 

号はモニタできません。 

注意： 

この信

- 「強制完了」信号が OFF していることを示します。 

  #    #    #    # 

表示値 内     容 

 メニュー行 9： ｾﾞﾝｼﾝ ﾄﾞｳｻ (SKK)   #  

* 「ヘッド前進」信号が ON していることを示します。 
※ただし、オペレーション・モードが「手動」の場合にのみモニタできます。 

- 「ヘッド前進」信号が OFF していることを示します。 

ュー行 10： ｺｳﾀｲ ﾄﾞｳｻ (SKK)   #    #    #    #    # 

 内     容 

 メニ

表示値

* 「ヘッド後退」信号が

※ただし、オペレーション・モードが「手動」の場合にのみモ

ON していることを示します。 
ニタできます。 

- 「ヘッド後退」信号が OFF していることを示します。 

# 

 

 メニュー行 11： ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ    ###  ###  ###  ###  ##

表示値 内     容 

1～127 カスタマ・インターフェイスからアウトレット№に入力されているプログラム№を

示します。 

「ESC」又は「F2」キーを押しますと、“メイン メニュー”画面に戻ることができます。 
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8.9.“フィーダ／スタッド ディバイダ モニタ”画面 

画面の機能： 
 

。 

画面の選択方法： 
1. 「

2. 次に、“メイン メニュー”画面の対応した行に矢印キーを使用してカーソルを移動して、

「ENTER」キーを押して選択します。 

----------------------------------------
                 1   2   3   4   5 

ﾍﾟﾚ
ｨｰﾄ
ｰﾄﾞ

 ｽﾀｯﾄﾞ ﾃﾞｨﾊﾞｲﾀﾞ ｲﾁ    #
 ｺｳﾀｲ
 ｶｸﾄﾞ
 ﾖｳｾﾂ ｷﾄﾞｳ (PK)       #   #   #   #   # 
 ｽﾀｯﾄﾞ ｿｳｷｭｳ (PK)     #   #   #   #   # 

-----------------------------------
   

ider             
----------------------------------------

               1   2   3   4   5 
     ### ### ### ### ### 
       #  #   #   #   # 

#   #   #   # 

#   #   #   # 
#   #   #   # 

 Start weld           #   #   #   #   # 
 Start feed           #   #   #   #   # 

 #   #   #   # 
               

---------------------------------
> <ESC>

スタッド・フィーダとスタッド・ディバイダの信号を参照するときに選択します。

※ただし、スタッド・ディバイダは現在使用できません

F2」キーを押して“メイン メニュー”画面を選択します。 

 ﾌｨｰﾀﾞ/ｽﾀｯﾄﾞ ﾃﾞｨﾊﾞｲﾀﾞ ﾓﾆﾀ                 Status feeder/stud div

     
 ｵ
 ﾌ

ｰｼｮﾝ ﾓｰﾄﾞ      ### ### ### ### ### 
ﾞ ﾄﾞｳｻ ﾁｭｳ       #   #   #   #   # 

 Operation mode
 Feed cycle    

 ﾛ ﾋﾟｽﾄﾝ ｺｳﾀｲ       #   #   #   #   # 
 

 Piston retracted     #   
   #   #   #   # 

ﾀﾝ (SKK)         #   #   #   #   # 
 Pos. stud divider    #   #   #   #   # 
 SKK R-position       #   

 ｽｲｯﾁ (PK)       #   #   #   #   #  Angularity switch PK #   

       

 ｽﾀｯﾄﾞ ﾛｰ ﾚﾍﾞﾙ        #   #   #   #   # 
                                        

 Stud level low       #  
                         

                                        
-----
                       <F1..F5> <ESC>                           <F1..F5

                                        
-------

   

画 の面内 個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

 メニュー行 1：                       1   2   3   4   5 

。 アウトレット№を意味し、下記にアウトレット№に対応する状態を示します

 ニ ## ### ### 

表示値 内     容 

メ ュー行 2： ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ ﾓｰﾄﾞ      ### ### #

aut スタッド・フィーダが「Auto(自動)」モードであることを示します。 
man スタッド・フィーダが「Manual(手動)」モードであることを示します。 
tst スタッド・フィーダが「Test(テスト)」モードであることを示します。 

 メニ

表示値 

ュー行 3： ﾌｨｰﾄﾞ ﾄﾞｳｻ ﾁｭｳ       #   #   #   #   # 

内     容 

* ることを示します。 スタッド送給中であ

- スタッド送給中でないことを示します。 

 メニュー行 4： ﾛｰﾄﾞ ﾋﾟｽﾄﾝ ｺｳﾀｲ       #   #   #   #   # 

表示値 内     容 

* 溶接ヘッド又は溶接ガンのロード・ピストンが後退していることを示します。 

- 溶接ヘッド又は溶接ガンのロード・ピストンが前進していることを示します。 
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 メニュー行 5： ｽﾀｯﾄﾞ ﾃﾞｨﾊﾞｲﾀﾞ ｲﾁ    #   #   #   #   # 

内     容 表示値 

* スタッド・ディバイダの位置認識信号が有ることを示します。 

注意： 

現在スタッド・ディバイダは使用できません。 

- スタッド・ディバイダの位置認識信号が無いことを示します。 

  #   #   #   #   # 

表示値 内     容 

メニュー行 6： ｺｳﾀｲﾀﾝ (SKK)        

* 溶接ヘッドの「ヘッド後退端」信号が ON していることを示します。 
- 溶接ヘッドの「ヘッド後退端」信号が OFF していることを示します。 

    #

表示 内 

メニュー行 7： ｶｸﾄﾞ ｽｲｯﾁ (PK)       #   #   #   # 

値     容 

* 溶接ガンの「角度スイッチ」信号が ON していることを示します。 
- 溶接ガンの「角度スイッチ」信号が OFF していることを示します。 

   #

表示値 内     容 

メニュー行 8： ﾖｳｾﾂ ｷﾄﾞｳ (PK)        #   #   #   # 

* スタッド・フィーダの「溶接起動」信号が ON していることを示します。 
- スタッド・フィーダの「溶接起動」信号が OFF していることを示します。 

 メニュー行 9： ｽﾀｯﾄﾞ ｿｳｷｭｳ (PK)     #   #   #   #   # 

表示値 内     容 

* スタッド・フィーダの「スタッド送給」信号が ON していることを示します。 
- スタッド・フィーダの「スタッド送給」信号が OFF していることを示します。 

 メニュー行 10： ｽﾀｯﾄﾞ ﾛｰ ﾚﾍﾞﾙ        #   #   #   #   # 

表示値 内     容 

* スタッド・フィーダの「スタッド・レベル」信号が ON していることを示します。 
- スタッド・フィーダの「スタッド・レベル」信号が OFF していることを示します。 

「ESC」又 「F2」キーを押しますと、“メイン メニュー”画面に戻ることができます。 は
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8.10.“システム モニタ”画面 

画面の機能： 
本機のシステム情報と周辺機器の情報を表示します。 

して“メイン メニュー”画面を選択します。 
2. 次に、“メイン メニュー”画面の対応した行に矢印キーを使用してカーソルを移動して、

。 

ﾞｹ.........##/##/## ｼﾞｶﾝ......##:##:##
ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ....V##.## ｱﾄﾞﾚｽ..........###

           #     #     #     #     #
ｾﾂｿﾞｸ      ##### ##### ##### ##### #####
ﾌｨｰﾀﾞ       ####  ####  ####  ####  ####
SKK/PK       ###   ###   ###   ###   ###
SF.. A/D       #     #     #     #     #
ﾘﾌﾄ ｿｸﾃｲ    ####  ####  ####  ####  ####
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ         #     #     #     #     #
                                        
----------------------------------------
                          <F1..F5> <ESC>

s TMP ####                        

Date.........##.##.## Time......##:##:##
Software.......V##.## Address........###

               #     #     #     #     #
Connection ##### ##### ##### ##### #####
Feeder      ####  ####  ####  ####  ####
SKK/PK       ###   ###   ###   ###   ###
SF.. A/D       #     #     #     #     #
Lift sensor ####  ####  ####  ####  ####
Maintenance    #     #     #     #     #
                                        
----------------------------------------
                          <F1..F5> <ESC>

画面の選択方法： 
1. 「F2」キーを押

「ENTER」キーを押して選択します

ｼｽﾃﾑ ﾓﾆﾀ    ####                         Statu
----------------------------------------
ﾋﾂ
ｿﾌﾄ 

 
----------------------------------------

ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ..########### SMPS ｼﾞｭﾝﾋﾞ...####
ｲﾁｼﾞ ﾃｲｼ.........#### ﾋｼﾞｮｳ ﾃｲｼ.....####
    

Interface.########### SMPS ready....####
Operation stop...#### Emergency.....####

（日本語表示） （英語表示） 

「ESC」又は「F2」キーを押しますと、“メイン メニュー”画面に戻ることができます。 

画面内の個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

 ヘッダー行： ｼｽﾃﾑ ﾓﾆﾀ    #### 

表示値 内     容 

900 本機が TMP900 コントロールであることを示します。 
1000 本機が TMP1000 コントロールであることを示します。 
1500 本機が TMP1500 コントロールであることを示します。 
1800 本機が TMP1800 コントロールであることを示します。 

 メニュー行 1： ﾋﾂﾞｹ.........##/##/## ｼﾞｶﾝ......##:##:## 

項目 内     容 

ﾋﾂﾞｹ 日付を「日／月／年」の順番に表示します。 

ｼﾞｶﾝ 時間を「時：分：秒」の順番に表示します。 

日付及び時間の設定は、前述8.4.3.9章“ヒヅケ．ジカン ノ セット”画面(104ページ)を参照し

てください。 
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 メニュー行 2： ｿﾌﾄﾊﾞｰｼﾞｮﾝ.....V##.## ｱﾄﾞﾚｽ..........### 

内     容 項目 

ｿﾌﾄﾊﾞｰｼﾞｮﾝ 本機のシステム・ソフトウェア・バージョン№を示します。 
ｱﾄﾞﾚｽ 幾つかの TMP コントロールが中央 PC に接続されている場合、個々の TMP コン

ルの認識アドレス№を示します。 

参照してください。 

トロー

このアドレス№の入力は、“システム パラメータ”画面の「アドレス LWL」に

て行います。 

※前述8.4.3.1章“システム パラメータ”画面(73ページ)を

 # #メニュー行 3： ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ...####### ##  SMPS ｼﾞｭﾝﾋﾞ...#### 

項目 表示値 内     容 

ｲ フェ

“パ

ﾝﾀｰﾌｪｲｽ ﾊﾟﾗﾚﾙ カスタマ・インター イスがパラレルであることを示します。 
日本仕様では、通常 ラレル”を表示します。 

 フェ  Profibus カスタマ・インター イスが Profibus であることを示します。

 フェ まInterbus-S カスタマ・インター イスがインターバス S であることを示し

す。 
 フェ------ カスタマ・インター イスが動作していないことを示します。 
SMP トが溶

示し

S ｼﾞｭﾝﾋﾞ yes SMPS 電源ユニッ 接できる状態であることを示します。 
通常は“yes”を表 ます。 

  no SMPS 電源ユニットが溶接できない状態であることを示します。

 メニュー行 4： ｲﾁｼﾞ ﾃｲｼ.........#### ﾋｼﾞｮｳ ﾃｲｼ.....#### 

項目 表示値 内     容 

ｲﾁｼﾞ ﾃｲｼ yes 一時停止の状態になっていることを示します。 

一時停止は、カスタマ・インターフェイス・コネクタ“X8”又は非常停

)を参照してくださ

止／24V コネクタ“X2”の「一時停止」信号（B 接点）により機能しま

す。 

※詳細は、前述5.2.2.2章「一時停止回路」(24ページ

い。 
 no 一時停止の状態になっていないことを示します。  

通常動作時は“no”を表示します。 
ﾋｼﾞｮｳ ﾃｲｼ yes 非常停止の状態になっていることを示します。本機の SMPS 電源ユニッ

ト及び本機に接続された周辺機器は入力電源から遮断されます。 

X2”の「非常停止」信号（B 接

点）により機能します。 

※詳細は、前述5.2.2.1章「非常停止回路」(23ページ)を参照してくださ

い。 

非常停止は、非常停止／24V コネクタ“

 no 非常停止の状態になっていないことを示します。 
通常動作時は“no”を表示します。 

 メニュー行 5：                1     2     3     4     5 

。 アウトレット№を意味し、下記にアウトレット№に対応する状態を示します
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 メニュー行 6： ｾﾂｿﾞｸ      ##### ##### ##### ##### ##### 

表示値 内     容 

ﾉｰﾏﾙ 標準動作を示します。 

該当するアウトレットにスタッド・フィーダと溶接ヘッド又は溶接ガンが接続され

ていることを示します。 
通常は“ノーマル”を表示します。 

PKE PKE ジャンクション・ボックスが接続されていることを示します。 
SD2-M SD2 スタッド・ディバイダ動作を示します。 

２ウェイ・スタッド・ディバイダ SD2 をコントロールするスタッド・フィーダが接

続されていることを示します。 
SD2-S SD2  

るスタッド・フィーダが接続されていることを示します。 

スタッド・ディバイダ動作を示します。

２つのスタッドを送給す

SD3-M SD3 スタッド・ディバイダ動作を示します。 

ダが接

続されていることを示します。 
３ウェイ・スタッド・ディバイダ SD3 をコントロールするスタッド・フィー

SD3-S SD3 スタッド・ディバイダ動作を示します。 

３つのスタッドを送給するスタッド・フィーダが接続されていることを示します。 
SD5-Z SD5 スタッド・ディバイダ動作を示します。 

５ウェイ・スタッド・ディバイダをコントロールするスタッド・フィーダが接続さ

れていることを示します。 
SD5-W SD5 スタッド・ディバイダ動作を示します。 

５ウェイ・スタッド・ディバイダのコントロールが接続されていることを示しま

す。 

 

注意： 

スタッド・ディバイダは現在使用できません。 

 メニュー行 7： ﾌｨｰﾀﾞ       ####  ####  ####  ####  #### 

表示値 内     容 

- スタッド・フィーダが接続されていないことを示します。 
PKE PKE ジャンクション・ボックスが接続されていることを示します。 
SF50 SF50 スタッド・フィーダが接続されていることを示します。 
SF52 SF52 スタッド・フィーダが接続されていることを示します。 
SF60 SF60 スタッド・フィーダが接続されていることを示します 
SF12 SF12 スタッド・フィーダが接続されていることを示します。 
SF40 SF40 スタッド・フィーダが接続されていることを示します。 
SF53 SF53 スタッド・フィーダが接続されていることを示します。 
SF54 SF54 スタッド・フィーダが接続されていることを示します。 
SF55 SF55 スタッド・フィーダが接続されていることを示します 
SF56 SF56D スタッド・フィーダが接続されていることを示します。 
SF?? SF タイプのスタッド・フィーダが接続されていることを示します。 
SD5 SD5 スタッド・ディバイダが接続されていることを示します。 
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 メニュー行 8： SKK/PK       ###   ###   ###   ###   ### 

内    容 表示値 

- 溶接ヘッド又は溶接ガンの接続情報がないことを示します。 

SKK 溶接ヘッドが接続されていることを示します。 

PK 溶接ガンが接続されていることを示します。 

注意： 

溶接ヘッド又は溶接ガンが接続されていない場合、“PK”と表示されることもあり

ます。 

 

表示値 内    容 

メニュー行 9： SF.. A/D       #     #     #     #     # 

-  スタッド・フィーダの接続情報がないことを示します。

A A タイプのスタッド・フィーダが接続されていることを示します。 
D D タイプのスタッド・フィーダが接続されていることを示します。 

スタッ D  
 

ド・フィーダを接続した場合、通常は“ ”を表示します。

 メ

表 内 

ニュー行 10： ﾘﾌﾄ ｿｸﾃｲ    ####  ####  ####  ####  #### 

示値    容 

- 溶接ヘッド又は溶接ガンのリフト距離測定の情報が無いことを示します。 
yes 溶接ヘッド又は溶接ガンにリフト距離測定

“yes”を表示しま

装置が実装されていることを示します。 
溶接ヘッドでは、通常 す。 

no 溶接ヘッド又は溶接ガンにリフト距離測定装置が実装されていないことを示します。 
溶接ガンでは、通常“no”を表示します。 

 メニュー行 11： ﾒﾝﾃﾅﾝｽ         #     

表 内 

#     #     #     # 

示値    容 

! メンテナンスする必要があることを示しま

メンテナンス項目は、溶接回数からコレットをメンテナンスするものと、ドロップ・

タイムから溶接ヘッド又は溶接ガンをメンテナンスするものの２通りあります。 

パラメータ”画面のコレットのメンテナンス時期を設定する「コレッ

又はドロップ・タイムから

を示

ータ

ださ

す。 

“メカニカル 
ト－セイソウ」 メンテナンス時期を設定する「tｄ-メンテ

ナンス」に設定した数値に達したこと します。 

※前述8.4.3.2章“メカニカル パラメ ”画面(76ページ)及び8.5.5章“メンテナン

ス”画面(116ページ)を参照してく い。 
- コレット又は溶接ヘッド又は溶接ガンがメンテナンスするための数値に達していない

ことを示します。 
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8.11.“トクシュ キノウ”画面 

本システムのソフトウェア・バージョンを表示する画面と手動操作にて本機をテスト動作す

。 

画面の選択方法： 
1. 「F2」キーを押して“メイン メニュー”画面を選択します。 

「ENTER」キーを押して選択します。 

 ﾄｸｼｭ ｷﾉｳ                               
-----------------------------------

     ｲﾝ
     ﾖｳ
       
     
     

 
                                        
     
                                        
                                        
----------------------------------------

> <ENTER>            <F1..F5> <ESC>

 Functions                              
--------------------------------

splay system configuration       
st mode cycle functions          

 test mode weld process             
                                    

     
     

                       
                                        

                                        
                                        
----------------------------------------
<↓↑> <ENTER>            <F1..F5> <ESC>

画面の機能： 

る画面の合わせて 4 つのサブ・メニュー画面があります

2. 次に、“メイン メニュー”画面の 後の行に矢印キーを使用してカーソルを移動して、

-----
     
     

ｼｽﾃﾑ ｼﾞｮｳﾀｲ ﾉ ﾋｮｳｼﾞ                
ｲﾁﾚﾝ ﾉ ﾄﾞｳｻ ﾉ ﾃｽﾄ                  

     di
     te

ﾀｰﾌｪｲｽ ｼｭﾂﾘｮｸ ﾉ ﾃｽﾄ                   test mode outputs interface        
ｾﾂ ｺｳﾃｲ ﾉ ﾃｽﾄ                    
                                 

    
    

                                   
                           

                                   
                                          

                                   
 

                     

                                                                           

 
--------

<↓↑

（日本語表示） （英語表示） 

個 の

て確定します。 

「

々 画面は、「↑」と「↓」キーを使用してカーソルを移動して、「ENTER」キーを押し

ESC」又は「F2」キーを押しますと、“メイン メニュー”画面に戻ることができます。 

 メ

本機

用し

この画面は、本機の電源を ON した時にも表示されます。 

章 )を参照してく

ださい。 

ニュー行 1： ｼｽﾃﾑ ｼﾞｮｳﾀｲ ﾉ ﾋｮｳｼﾞ 

“システム ジョウタイ ノ ヒョウジ”画面を選択します。 
及び周辺機器の種類と個々のソフトウェア・バージョン№を参照する場合、この画面を使

ます。 

※詳細は、後述8.11.1 “システム ジョウタイ ノ ヒョウジ”画面(134ページ

 メニュー行 ： ｲﾁﾚﾝ ﾉ ﾄﾞｳｻ ﾉ ﾃｽﾄ 

“

TMP ターミナルを利用して動作テストする場合、この画面を使用します。 
ただし、実際の溶接はできません。

※詳細は ノ ドウサ ノ テスト”画面 ページ を参照してくださ

い。 

2
イチレン ノ ドウサ ノ テスト”画面を選択します。 

 

、後述8.11.2章“イチレン    (136 )
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 メニュー行 3： ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ ｼｭﾂﾘｮｸ ﾉ ﾃｽﾄ 

“インターフェイス シュツリョク ノ テスト”画面を選択します。 
T インターフェイスへの出力信号を ON/OFF テストする

場合、この画面を使用します。 

※詳細は ト”画面(140ページ)を参

照してください。 

MP ターミナルを操作してカスタマ・

、後述8.11.3章“インターフェイス シュツリョク ノ テス

 メニュー行 4： ﾖｳｾﾂ ｺｳﾃｲ ﾉ ﾃｽﾄ 

本機の溶接回路に関係した信号を TMP ターミナルにて参照する場合、この画面を使用しま

※詳細は、後述 章“ヨウセツ コウテイ ノ テスト”画面(144ページ)を参照してくださ

い。 

“ヨウセツ コウテイ ノ テスト”画面を選択します。 

す。 

8.11.4
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8.11.1.“システム ジョウタイ ノ ヒョウジ”画面 

画面の機能： 

画面の選

 “トクシュ キノウ”画面(前述8.11章(132ページ の１行目の「システム ジョウタイ ノ 
ヒョウジ」に矢印キーを使用してカーソルを移動して、「ENTER」キーを押して選択

し

。 

     

CPU              V##.##      
V##.##      

     ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ  ###########  V##.##      

     ｱｳﾄﾚｯﾄ 5   ####/#####  V##.##      
                                        

     E M H A R T    T M P    ####       
----------------------------------------
     System software        V##.##      
                                        

     Central CPU            V##.##      
     SMPS                   V##.##      
     Interface ###########  V##.##      

#.##      
  V##.##      

V##.##      
     Outlet 5   ####/#####  V##.##      
                                        

----

本機及び接続された周辺機器の種類と個々のソフトウェア・バージョン№を表示します。 

択方法： 
))

ます。 
 また、この画面は本機の電源を ON した時にも表示されます

     E M H A R T    T M P    ####       
----------------------------------------

 

     ｼｽﾃﾑ ｿﾌﾄ ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ       V##.##      
                                   
     TMP-Terminal           V##.##/0502c
     ｾﾝﾄﾗﾙ 
     SMPS                   

     Keypad/Display         V##.##      

     ｱｳﾄﾚｯﾄ 1   ####/#####  V##.##      
     ｱｳﾄﾚｯﾄ 2   ####/#####  V##.##      

     Outlet 1   ####/#####  V##.##      
     Outlet 2   ####/#####  V#

     ｱｳﾄﾚｯﾄ 3   ####/#####  V##.##      
     ｱｳﾄﾚｯﾄ 4   ####/#####  V##.##      

     Outlet 3   ####/#####
     Outlet 4   ####/#####  

---------------------------------------- ------------------------------------
                          <F1..F5> <ESC>                           <F1..F5> <ESC>

（ （英語表示） 日本語表示） 

画面内の個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

 ヘッダー行 1： E M H A R T    T M P    #### 

項目 設定値 内     容 

TMP 900 本機が TMP900 コントロールであることを示します。 
 1000 本機が TMP1000 コントロールであることを示します。 
 1500 本機が TMP1500 コントロールであることを示します。 
 1800 本機が TMP1800 コントロールであることを示します。 

 メニュー行 1： ｼｽﾃﾑ ｿﾌﾄ ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ       V##.## 

本機のシステム・ソフトウェア・バージョン№を示します。 

 メニュー行 2： TMP-Terminal           V##.## 

本機の TMP ターミナルのソフトウェア・バージョン№を示します。 

 メニュー行 3： ｾﾝﾄﾗﾙ CPU              V##.## 

本機のセントラル CPU のソフトウェア・バージョン№を示します。 

 メニュー行 4： SMPS                   V##.## 

本機の SMPS 電源ユニットのソフトウェア・バージョン№を示します。 

ポップリベット･ファスナー株式会社 



F-WC-ED-97008 
スタッド溶接コントロール取扱説明書 

Page 135/182 
 メニュー行 5： ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ  ############  V##.## 

カスタマ・インターフェイスのソフトウェア・バージョン№を示します。 

※インターフェイス・ボードにお客様の制御装置から DC24V 電源が供給されている場合に表

示します。 

 メニュー行 6～10： ｱｳﾄﾚｯﾄ 1   ####/#####  V##.## 

                       ｱｳﾄﾚｯﾄ 2   ####/#####  V##.## 

                       ｱｳﾄﾚｯﾄ 3   ####/#####  V##.## 

                       ｱｳﾄﾚｯﾄ 4   ####/#####  V##.## 

                       ｱｳﾄﾚｯﾄ 5   ####/#####  V##.## 

本機の各アウトレット№に接続されている周辺機器とその状況、及びその機器のソフトウェ

示します。 ア・バージョン№を

「 C

備 ：

こ “ も、“トクシュ

キノウ

ES 」キー又は「F2」キーを押しますと、“メイン メニュー”画面に戻ります。 

 考

の システム ジョウタイ ノ ヒョウジ”画面から「ESC」キーを押して

”画面には戻らずに“メイン メニュー”画面に戻ります。 
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8.11.2.“イチレン ノ ドウサ ノ テスト”画面 

画面の機能： 
す。ただし、実際の溶接はできませ

ん。 

ります。 
2. TMP ターミナルを利用しての動作テストは、本機の制御及びカスタマ・インターフ

 
0 秒経ってもキー操作しない場合、このテスト画面は自動的に解除され“トクシュ 

TMP ターミナルを利用して動作テストすることができま

注意： 
1. この画面を選択しますとテスト・モードになるため、溶接作業できなくな

ェイスからの入力信号より優先して実行されます。 
3. 動作テストは、本機と周辺機器が自動モードの場合に実行できます。

4. 6
キノウ”画面に切り替わります。 

画

 ドウサ ノ 
、「ENTER」キーを押して選択し

2 ます。 
※ テスト・モードを実行せずに終了する場合、「ESC」キーを押してください。 

ｽﾃﾑ ｼﾞｮｳﾀｲ ﾉ ﾋｮｳｼﾞ 

面の選択方法： 
1. “トクシュ キノウ”画面(前述8.11章(132ページ))の 2 行目の「イチレン ノ

テスト」に矢印キーを使用してカーソルを移動して

ます。 
. 下記の確認画面が表示されますので、「ENTER」キーを押し

 ﾄｸｼｭ ｷﾉｳ 
---------------------------------------- 
     ｼ
     ｲﾁﾚﾝ ﾉ ﾄﾞｳｻ ﾉ ﾃｽﾄ                  

 ｲ
     ﾖ
 
 
 
 

    ﾝﾀｰﾌｪｲｽ ｼｭﾂﾘｮｸ ﾉ ﾃｽﾄ 
ｳｾﾂ ｺｳﾃｲ ﾉ ﾃｽﾄ 

 ------------------------------------- 
|ﾁｭｳｲ! ﾃｽﾄﾓｰﾄ ?     | ﾞ ﾆ ﾅﾘﾏｽ. ﾖﾛｼｲ ﾃﾞｽｶ 
| <ENTER>=ｶｸﾆﾝ             <ESC>=ｷｬﾝｾﾙ | 
 ------------------------------------- 
---------------------------------------- 

                   

play system configuration        

 Functions            
---------------------------------------- 
     dis
     test mode cycle functions           
     test mode outputs interface         

ode weld process              
                              

                                         

                                       

     test m
           

                                         
  
 ------------------------------------- 
|Warning! Test mode will be activated  | 
|   Confirm <ENTER>         Exit <ESC> | 
 ------------------------------------- 
---------------------------------------- 

    <F1..F5> <ESC> <ENTER>               <ENTER>                   <F1..F5> <ESC> 

（日本語表示） （英語表示） 

3 「 ます。 

ﾚﾝ
--

     
----------+-----+-----+-----+-----+-----
ｻｲｸﾙ      |#####|#####|#####|#####|#####

ｽﾀｯﾄﾞｿｳｷｭｳ|#####|#####|#####|#####|#####
ﾘﾌﾄ       |#####|#####|#####|#####|#####

ﾂ 
ｶﾗｰ ﾏ
ﾋｮｳｼﾞ

 ｾ
SKK ｺ
-----
<←↓↑→> <ENTER>=ｽﾀｰﾄ   <F1..F5> <ESC>

ctions               
-------------------- 

 1  |  2  |  3  |  4  |  5   
----------+-----+-----+-----+-----+----- 
Cycle     |#####|#####|#####|#####|##### 

|#####|#####|##### 

ed|#####|#####|#####|#####|##### 
  |#####|#####|#####|#####|##### 

Set WC    |#####|#####|#####|#####|##### 
#####|#####|#####|#####|##### 
utlet: 

 Drop time...##,# ms 
## ms   Lift........#,## mm 
---------------------------- 

<←↓↑→> <ENTER>=Start   <F1..F5> <ESC>

. ENTER」キーを押しますと、下記の画面に切り替わり

 ｲﾁ
---

 ﾉ ﾄﾞｳｻ ﾉ ﾃｽﾄ 
------- -----------------------

  Test mode cycle fun
----------- -------------

     |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  
-

          | 

SKK ｾﾞﾝｼﾝ |#####|#####|#####|#####|#####
SKK ｺｳﾀｲ  |#####|#####|#####|#####|#####

SKK F-pos.|#####|#####
SKK R-pos.|#####|#####|#####|#####|##### 

ﾖｳｾ ｶﾝﾘｮｳ|#####|#####|#####|#####|#####
ｰｷﾝｸﾞ|#####|#####|#####|#####|#####
 ｱｳﾄﾚｯﾄ    : #                     

Color mark|
Reference o

SKK ﾞﾝｼﾝ.#### ms    ﾄﾞﾛｯﾌﾟ ﾀｲﾑ..##,# ms
#                      

SKK ext...#### ms   
 ｳﾀｲ..#### ms    ﾘﾌﾄ ｷｮﾘ.....#,## mm

-----------------------------------
SKK ret...##
------------

Start fe
Lift    

（日本語表示） （英語表示） 
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動作テストする項目の位置に、矢印キーを使用してカーソルを移動し、「F6」キーと

「 」キーを押すことによって、その動作を実行します。 

画面内の

ENTER

個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

 メニ

アウトレット№を意味し、下記にアウトレット№に対応する状態を示します。 

ュー行 1：              1     2     3     4     5 

 メニュー行 ｻｲｸﾙ       ##### ##### ##### ##### ##### 

表示値 内     容 

2： 

..?.. 電流を流さずに溶接サイクルを実行できます。

フト」 「ヘッド後退」動作します。 

を押してください。 

 
溶接ヘッドの場合、「ヘッド前進」、「リ 、

溶接ガンの場合、「リフト」動作します。 

実行するには「F6」キーを押しながら「ENTER」キー

ｽﾀｰﾄ 「ENTER」キーが押されて実行されたことを示します。 

9～11 の該当する項

目に数値が表示されます。 

「SOW」信号が ON し正常に動作が完了しますと、メニュー行

 

注意： 
1. 溶接

2. 接 号が ON するようにし

てく ”が表示されテストでき

ません。 
」及び「SOW」信号

が ON した状態で溶接ガンの「トリガ・スイッチ」を引くことで溶接サイクルを実行す

とができます。「SOW」信号が ON 告表示“no sow”が表示されテス

で

4. “サイクル”コマンドを実行しますと“ヨウセツ パラメータ モニタ”画面のデータも

更新されます。ただし、WOP オーバーになった場合でも“WOP メモリ”画面のデータ

として記憶されません。

電流の出力及びスタッド送給はしません。 
溶 ヘッド使用時は、“サイクル”コマンド実行時に「SOW」信

ださい。「SOW」信号が ON しませんと警告表示“no sow

3. 溶接ガン使用時は、ワークに溶接ガンを押し当てて「角度スイッチ

るこ しませんと警

ト きません。 

 

 メニ ## ##### 

表示値 内     容 

ュー行 3： SKK ｾﾞﾝｼﾝ  ##### ##### ##### ###

..?.. 溶接ヘッドを前進できます。 

実行するには「F6」キーを押しながら  「ENTER」キーを押してください。

ｽﾀｰﾄ たことを示します。 

ON し正常に動作が完了しますと、メニュー行 9～11 の該当する項

「ENTER」キーが押されて実行され

溶接ヘッドは前進した位置で停止します。 

「SOW」信号が

目に数値が表示されます。 
 

注意： 
“ＳＫＫ ゼンシン”コマンド実行時は、「SOW」信号が ON するようにしてください。

「SOW」信号が ON しませんと警告表示“no sow”が表示されテストできません。 
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 メニュー行 4： SKK ｺｳﾀｲ   ##### ##### ##### ##### ##### 

表示値 内     容 

..?.. 溶接ヘッドを後退できます。 

実行するには「F6」キーを押しながら「ENTER」キーを押してください。 
ｽﾀｰﾄ R」キーが押されて実行されたことを示します。 

動作が完了しますと、メニュー行 9～11 の該当する項目に数値が表示されます。 

「ENTE
溶接ヘッドは後退した位置（元位置）で停止します。 

  

表示値 内     容 

メニュー行 5： ｽﾀｯﾄﾞｿｳｷｭｳ ##### ##### ##### ##### #####

..?.. スタッド送給できます。 

実行するには「F6」キーを押しながら「ENTER」キーを押してください。 
ｽﾀｰﾄ 「ENTER」キーが押されて実行されたことを示します。 

 メニュー行 6： ﾘﾌﾄ        ##### ##### ##### ##### ##### 

表示値 内     容 

..?.. 溶接ガン又は溶接ヘッドのリフト・コイルの動作テストできます。 

実行するには「F6」キーを押しながら「ENTER」キーを押してください。 
ｽﾀｰﾄ 「ENTER」キーが押されて実行されたことを示します。 

動作が完了しますと、メニュー行 9～11 の該当する項目に数値が表示されます。 
 

注意： 
1. 溶接ヘッド使用時は、“SKK ゼンシン”コマンド実行し「SOW」信号が ON している

状態にて“リフト”コマンドを実行してください。「SOW」信号が ON しませんと警告

表示“no sow”が表示されテストできません。 
2. 溶接ガン使用時は、ワークに溶接ガンを押し当てて「角度スイッチ」及び「SOW」信号

が ON した状態にて“リフト”コマンドを実行してください。「SOW」信号が ON しま

せんと警告表示“no sow”が表示されテストできません。 

3. “リフト”コマンドを実行しますと“ヨウセツ パラメータ モニタ”画面のデータも更

新されます。ただし、WOP オーバーになった場合でも“WOP メモリ”画面のデータと

して記憶されません。 

 メニュー行 7： ﾖｳｾﾂ ｶﾝﾘｮｳ ##### ##### ##### ##### ##### 

表示値 内     容 

..?.. 溶接完了を入力できます。 

実行するには「F6」キーを押しながら「ENTER」キーを押してください。 

注意： 
現在使用できません。 

ｽﾀｰﾄ 「ENTER」キーが押されて実行されたことを示します。 
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 メニュー行 8： ｶﾗｰ ﾏｰｷﾝｸﾞ ##### ##### ##### ##### ##### 

内     容 表示値 

.

するには「F6」キーを押しながら「ENTER」キーを押してください。 

用できません。 

.?.. カラー・マーキング機能の動作テストができます。ただし、カラー・マーキング装置

SMB128（オプション）が必要です。 

実行

注意： 
カラー・マーキング装置は、現在使

ｽﾀｰﾄ 「ENTER」キーが押されて実行されたことを示します。 

 メニュー行  

ト№を示します。 
表

に

9： ﾋｮｳｼﾞ ｱｳﾄﾚｯﾄ    : #

動作したアウトレッ

示しているアウトレット№にて実行された動作テストの測定値を、下記メニュー行 10～11
示します。 

ms  メニュー行 10～11：  SKK ｾﾞﾝｼﾝ.#### ms    ﾄﾞﾛｯﾌﾟ ﾀｲﾑ..##,# 

                     SKK ｺｳﾀｲ..#### ms    ﾘﾌﾄ ｷｮﾘ.....#,## mm 

項目 内     容 

S 使用時にて、ヘッドKK ｾﾞﾝｼﾝ [ms] 溶接ヘッド 前進した時の測定時間を示します。 
ﾄﾞ び“リ

・タイムの測定値を示し

ﾛｯﾌﾟ ﾀｲﾑ [ms] “サイクル”コマンド及 フト”コマンドにて動作テストした時のド

ロップ ます。 
SKK ｺｳﾀｲ [ms] 溶接ヘッド使用時にて、ヘッド後退した時の測定時間を示します。 
ﾘﾌﾄ ｷｮﾘ [mm] “サイクル”コマンド及び“リ

リ

フト”コマンドにて動作テストした時のリ

フト距離の測定値を示します。 

溶接ヘッド又は溶接ガンに フト距離測定装置（オプション）が無い場

合、表示されません。 

「ESC」キーを押しますと、“トクシュ キノウ”画面に戻ることができます。 
「F2」キーを押しますと、“メイン メニュー”画面に戻ることができます。
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8.11.3.“インターフェイス シュツリョク ノ テスト”画面 

画面の機能： 
ON/OFF テストする

注意： 
なくなります。 

2. TMP ターミナルを利用しての動作テストは、本機の制御及びカスタマ・インターフェ

“ ト”画面は、カスタマ･インターフェイス

か 止の状態になっている時にのみ動作しま

す。 

TMP ターミナルを利用してカスタマ・インターフェイスの出力信号を

ことができます。 

1. この画面を選択しますとテスト・モードになるため、溶接作業でき

イスからの制御より優先して実行されます。 
3. インターフェイス シュツリョク ノ テス

らの「一時停止」信号を用いて、一時停

画面の選択方法：

タマ・インターフェイスの「一時停 B 接点）を用いて、一時停止の状態

に

2 “ ージ))にて、3 行目の「インターフェイス 
シュツリョク ノ テスト」に矢印キーを使用してカーソルを移動して、「ENTER」キ

ーを押して選択します。 
3. 下記の確認画面が表示されますので、「ENTER」キーを押します。 

 テスト・モードを実行せずに終了する C」キーを押してください。 

ｼｭ
--

     ｼｽﾃﾑ ｼﾞｮｳﾀｲ ﾉ ﾋｮｳｼﾞ 
     ｲﾁﾚﾝ ﾉ ﾄﾞｳｻ ﾉ ﾃｽﾄ                  

 
1. カス 止」信号（

します。 
. トクシュ キノウ”画面(前述8.11章(132ペ

※ 場合、「ES
 ﾄｸ  ｷﾉｳ 
--- ----------------------------------- 

     ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ ｼｭﾂﾘｮｸ ﾉ ﾃｽﾄ 
     ﾖｳｾﾂ ｺｳﾃｲ ﾉ ﾃｽﾄ 
 
 
 
 
 ------------------------------------- 
|ﾁｭｳｲ! ﾃｽﾄﾓｰﾄﾞ ﾆ ﾅﾘﾏｽ. ﾖﾛｼｲ ﾃﾞｽｶ ?     | 
| <ENTER>=ｶｸﾆﾝ <ESC>=ｷｬﾝｾﾙ |              
 ------------------------------------- 
---------------------------------------- 

>                   <F1..F5> <ESC> 

             
------------------------------- 

     display system configuration        
     test mode cycle functions           

 Functions                  
---------

     test mode outputs 
     test mode weld pro

interface         
cess              

                                 
              

                                         
        
                           
                                         
 ------------------------------------- 
|Warning! Test mode will be activated | 
|   Confirm <ENTER>         Exit <ESC>| 
 ------------------------------------- 
---------------------------------------- 

<F1..F5> <ESC> <ENTER>                   <ENTER

（日本語表示） （英語表示） 

4. 「

 ﾃｽﾄ ﾓｰﾄﾞ ﾂﾘｮｸ 
--

ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ ## 
ｼﾞｭﾝﾋ
SOW               #     #    #    # 
SKK ｺｳﾀｲﾀ     #    #    # 
ｼﾞｮｳｹﾝ ﾊﾝｲ ﾅｲ     #    #    #    #    # 
WOPｵｰﾊﾞｰ          #    #    #    #    # 

ﾒﾝﾃﾅﾝｽ            #    #    #    #    # 
 ﾃｲｼ         #    #    #    #    # 

--

 Test mode outputs interface             

Operation mode #### #### #### #### ####  

SOW               #    #     #    #  
SKK R-position    #    #    #    #    #  
I.Tolerance (WIP) #    #    #    #    #  
Fault             #    #    #    #    #  

#    #    #    #  
Maintenance       #    #    #    #    #  

y stop    #    #    #    #    #  

                          
------------------------ 
          <F1..F5> <ESC> 

ENTER」キーを押しますと、下記の画面に切り替わります。 

 ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ ｼｭ
---
                  1

----------------------------------- 
    2    3    4    5 

ﾓｰﾄﾞ  #### #### #### #### ##

---------------------------------------- 
                  1    2    3    4    5  

ﾞｶﾝﾘｮｳ       #    #    #    #    # 
    #

ﾝ        #    #

Ready             #    #    #    #    #  
    #

ﾖｳｾﾂ ｶﾝﾘｮｳ        #    #    #    #    # WC                #    

ﾋｼﾞｮｳ
ｴﾗｰ ｺｰﾄﾞ
 

        ###  ###  ###  ###  ### Fault code      ###  ###  ###  ###  ###  
               

---
<←↓↑→> <+,->

----------------------------------- 
          <F1..F5> <ESC> 

----------------
<←↓↑→> <+,->

Emergenc

（日本語表示） （英語表示） 
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動作テストする信号の位置に矢印キーを使用してカーソルを移動します。信号を ON 又は OFF
するには、「＋」キー又は「―」キーを押します。 

画面 の内 個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

 メニュー行 1：                   1    2    3    4    5 

 アウトレット№を意味し、下記にアウトレット№に対応する状態を示します。

 ニ

表示値 内     容 

メ ュー行 2： ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ ﾓｰﾄﾞ  #### #### #### #### #### 

auto 溶接装置が「自動」モードであることを示します。 

man 全ての機能が「手動」モードにて実行されることを示します。 

test ることを示します。 溶接装置が「テスト」モードであ

prog 溶接装置が「プログラミング」モードで動作していることを示します。 

ｴﾗｰ 溶接装置がエラー状態であることを示します。 

stop 溶接装置が「Stop」モードであることを示します。 

ﾅｼ 溶接装置の動作状態が確定していないことを示します。 

 メニュー行 3： ｼﾞｭﾝﾋﾞｶﾝﾘｮｳ       #    #    #    #    # 

表示値 内     容 

- 「準備完了」信号を ON できます。 

注意： 

信号を ON するには「＋」キーを押してください。 

アウトレット№１の位置にて動作します。 
* 「＋」キーが押されて信号が ON していることを示します。 

信号を OFF するには「－」キーを押してください。 

 メニュー行 4： SOW               #    #    #    #    # 

表示値 内     容 

- 「SOW(Stud on Workpiece)」信号を ON できます。 
信号を ON するには「＋」キーを押してください。 

* 「＋」キーが押されて信号が ON していることを示します。 
信号を OFF するには「－」キーを押してください。 

 メニュー行 5： SKK ｺｳﾀｲﾀﾝ        #    #    #    #    # 

表示値 内     容 

- 「ヘッド後退端」信号を ON できます。 
信号を ON するには「＋」キーを押してください。 

* 「＋」キーが押されて信号が ON していることを示します。 
信号を OFF するには「－」キーを押してください。 
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 メニュー行 6： ｼﾞｮｳｹﾝ ﾊﾝｲ ﾅｲ     #    #    #    #    # 

内     容 表示値 

- 「溶接条件範囲」信号を ON できます。 
信号を ON するには「＋」キーを押してください。 

動作しません。 
注意： 
日本仕様のカスタマ・インターフェイスにはこの信号が無いため

* 「＋」キーが押されて信号が ON していることを示します。 
信号を OFF するには「－」キーを押してください。 

 7： WOP ｵｰﾊﾞｰ          #    #    #    #    # 

表示 内 

メニュー行

値     容 

- 「WOP オーバー」信号を ON できます。

てく

 
信号を ON するには「＋」キーを押し ださい。 

* 「＋」キーが押されて信号が ON している

して

ことを示します。 
信号を OFF するには「－」キーを押 ください。 

    

表示 内 

メニュー行 8： ﾖｳｾﾂ ｶﾝﾘｮｳ        #  #    #    #    # 

値     容 

- 「溶接完了」信号を ON できます。 
信号を ON するには「＋」キーを押してください。 

* 「＋」キーが押されて信号が ON していることを示します。

信号を OFF するには「－」キーを押してください。 
 

 メニュー行 9： ﾒﾝﾃﾅﾝｽ  #   

表示値 内     容 

            #    #    #    # 

- 「メンテナンス」信号を ON できます。 
信号を ON するには「＋」キーを押してください。 

注意： 
アウトレット№1～4 の位置で動作します。 

* 「＋」キーが押されて信号が していることを示します。 
して

ON
信号を OFF するには「－」キーを押 ください。 

 メニュー行 ｼ       #    #    #    #  10： ﾋｼﾞｮｳ ﾃｲ   # 

表示値 内     容 

- 「非常停止」信号を ON できます。 
する は「＋」キーを押してください信号を ON に 。 

注意： 
日本仕様のカスタマ・インターフェイスにはこの信号が無いため動作しません。 

* 「＋」キーが押されて信号が ON していることを示します。 
信号を OFF するには「－」キーを押してください。 
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 メニュー行 11： ｴﾗｰ ｺｰﾄﾞ      ###  ###  ###  ###  ### 

表示値 内     容 

1～ ターフェイスに送信されたエラー・コード№

フェイスにはこの信号が無いため動作しません。 

255 本機にてエラー発生時、カスタマ･イン

を示します。 

注意： 
日本仕様のカスタマ・インター

「E
「F2」キーを押しますと、“メイン メニュー”画面に戻ることができます。 

SC」キーを押しますと、“トクシュ キノウ”画面に戻ることができます。 
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8.11.4.“ヨウセツ コウテイ ノ テスト”画面 

面 ますとテスト・モードにな 作業できなくなります。た

 

2. 溶 ヘッド使用時は、カスタマ･インターフェイスの「通電入」信号をOFFしてくださ

い 「通 信 ト ジョウケン フテキゴウ”エ

ラーになり テス

画面の機能： 
本機の溶接回路に関係した信号を参照することができます。カスタマ・インターフェイス使

用時は、カスタマ･インターフェイスの全ての信号は通常動作します。 

注意： 
1. この画

だし、スタッド送給は動作します。

を選択し るため、溶接

接

。 電入」 号をOFFせずに動作しますと“テス

トできません。 動作

画面の選 方法：

1. 溶 ヘッド は マ・インターフェイスの「通電入」信号を OFF します。 
2. “ クシュ ウ て、4 行目の“ヨウセツ コウテイ ノ テスト”に矢印キー

を使用してカーソルを移動して、「ENTER」キーを押して選択します。 
3. 下 の確認 表

※ スト・ ドを 押してください。 

 
---------------------------------------- 

ﾞ 
     ｲﾁﾚﾝ ﾉ ﾄﾞｳｻ ﾉ ﾃｽﾄ                  
  ｪ  ﾃｽﾄ 

択  
接

ト

使用時

 キノ

、カスタ

”画面に

記 画面が 示されますので、「ENTER」キーを押します。 
テ モー 実行せずに終了する場合、「ESC」キーを

ﾄｸｼｭ ｷﾉｳ 

     ｼｽﾃﾑ ｼﾞｮｳﾀｲ ﾉ ﾋｮｳｼ

   ﾀｰﾌｲﾝ ｲｽ ｼｭﾂﾘｮｸ ﾉ
     ﾂ ｺｳﾃｲ ﾄ 
 
 
 
 

ﾖｳｾ  ﾉ ﾃｽ

 ---- ----- ----- ------- ---------------- 
|ﾁｭｳｲ! ﾃｽﾄﾓｰﾄﾞ ﾆ ﾅﾘﾏｽ. ﾖﾛｼｲ ﾃﾞｽｶ ?     | 
| <ENTER>=ｶｸﾆﾝ             <ESC>=ｷｬﾝｾﾙ | 
 ------------------------------------- 
---------------------------------------- 
<ENTER>                   <F1..F5> <ESC> 

 Functions                               
---------------------------------------- 
     display system configuration        
            
          
    test mode cycle functions
    test mode outputs interface

     test mode weld process              
                                         
                                         
                                         
                                         
 ------------------------------------- 
|Warning! Test mode will be activated | 
|   Confirm <ENTER>         Exit <ESC> | 
 ------------------------------------- 
---------------------------------------- 
<ENTER>                   <F1..F5> <ESC> 

（日本語表示） （英語表示） 

4. 「ENTER」キーを押しますと、下記の画面に切り替わります。 

 ﾖｳｾﾂ ｺｳﾃｲ ﾉ ﾃｽﾄ 
----------------------------------------
                   1    2    3    4    5
ﾖｳｾﾂ ｻｲｸﾙ          #    #    #    #    #
ﾌｨｰﾄﾞ ｻｲｸﾙ         #    #    #    #    #
SOW                #    #    #    #    #
ｶｸﾄﾞ ｽｲｯﾁ PK       #    #    #    #    #
ﾖｳｾﾂ ｷﾄﾞｳ          #    #    #    #    #
ｽﾀｯﾄﾞ ｿｳｷｭｳ        #    #    #    #    #
SKK ｺｳﾀｲﾀﾝ         #    #    #    #    #
ｼﾞｮｳｹﾝ ﾊﾝｲ ﾅｲ      #    #    #    #    #
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ    ###  ###  ###  ###  ###
!ﾁｭｳｲ! ﾕﾆｯﾄ ﾊ ﾃｽﾄﾓｰﾄﾞ ﾃﾞﾓ  ﾄﾞｳｻ ｼﾏｽ ｶﾞ 
       ﾖｳｾﾂ ﾃﾞﾝﾘｭｳ ﾊ ﾅｶﾞﾚﾏｾﾝ! 
----------------------------------------
                          <F1..F5> <ESC>

  Test mode weld process                 
----------------------------------------
                      1   2   3   4   5 
Weld cycle            #   #   #   #   # 
Feed cycle            #   #   #   #   # 
SOW                   #   #   #   #   # 
Angularity switch PK  #   #   #   #   # 
Start weld            #   #   #   #   # 
Start feed            #   #   #   #   # 
SKK R-position        #   #   #   #   # 
I.Tolerance (WIP)     #   #   #   #   # 
Program number      ### ### ### ### ### 
Warning! The TMP-unit will work in test-
mode. However the unit will not weld!   
----------------------------------------
                          <F1..F5> <ESC>

（日本語表示） （英語表示） 
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画面内の個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

行 1：                    1    2    3    4    5  メニュー

アウトレット№を意味し、下記にアウトレット№に対応する状態を示します。 

 メニュー行 2： ﾖｳｾﾂ ｻｲｸﾙ          #    #    #    #    # 

値 表示 内     容 

* 溶接サイクル中であることを示します。 

- 溶接サイクル中でないことを示します。 

 メニュー行 3： ﾌｨｰﾄﾞ ｻｲｸﾙ         #    #    #    #    # 

表示値 内     容 

* スタッド送給中であることを示します。 

- スタッド送給中でないことを示します。 

 メ ：

表示値 内     容 

ニュー行 4  SOW                #    #    #    #    # 

「SOW(Stud on Workpiece)」信号が ON していることを示します。 * 

- 「SOW」信号が OFF していることを示します。 

 メニュー行  

表 値 内     容 

5： ｶｸﾄﾞ ｽｲｯﾁ PK       #    #    #    #    #

示  

* 溶接ガンの「角度スイッチ」信号が ON していることを示します。 
- 角度スイッチ」信号が OFF していることを示します。 溶接ガンの「

 メニュー行 6： ﾖｳｾﾂ ｷﾄﾞｳ          #    #    #    #    # 

表示値 内     容 

*  溶接ヘッド使用時は、カスタマ・インターフェイスの「溶接起動」信号が ON し

ていることを示しま

 溶接ガン使用時は、溶接ガンの「トリガ・スイッチ」信号が ON していることを

す。 

示します。 
- ・インターフェイスの「溶接起動」信号が OFF

使用時は、溶接ガンの「トリガ・スイッチ」信号が OFF していること

 溶接ヘッド使用時は、カスタマ

していることを示します。 
 溶接ガン

を示します。 

 ュ       #    #    #    #    # 

表示値 内     容 

メニ ー行 7： ｽﾀｯﾄﾞ ｿｳｷｭｳ  

* 「 ることを示します。 スタッド送給」信号が ON してい

- 「 示します。  スタッド送給」信号が OFF していることを
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 メニュー行 8： SKK ｺｳﾀｲﾀﾝ         #    #    #    #    # 

表示値 内    容  

* 溶接ヘッドの「ヘッド後退端」信号が ることを示します。 ON してい  
- 溶接ヘッドの「ヘッド後退端」信号が OFF していることを示します。 

 ュ      #    #    #    #    # 

表示値 内     容 

メニ ー行 9： ｼﾞｮｳｹﾝ ﾊﾝｲ    

* 後の溶接結果、又は“トクシュ キノウ”画面のサブ・メニュー“イチレン ノ 

ウ 画面にて動作テストした 後のテスト

範囲内であることを示します。 

ド

サ ノ テスト”画面又はこの 結果が溶接条件

- ュ キノウ”画面のサブ・メニュー“

ウ 面又はこの画面にて動作テストした 後のテスト結果が溶接条件

範囲外であることを示します。 

後の溶接結果、又は“トクシ イチレン ノ ド

サ ノ テスト”画

 

注意： 

この画面に ますと“ヨウセツ パラメータ モニタ”画面のデータも更新さ

れ 。た った場合でも“WOP メモリ”画面のデ

されません

てテストを実行し

ます だし、WOP オーバーにな ータとして記憶

。 

 ュ ﾑ ﾅﾝﾊ ｰ    ##   ###  ###  ###  ### 

表示値 内     容 

メニ ー行 10： ﾌﾟﾛｸﾞﾗ ﾞ #

1～  後に溶接サイクルを実行したプログラム№を示します。 127

「E キ 面に戻ることができます。

「F ー  メニュー 画面に戻ることができます。 

SC」 ーを押しますと、“トク

を押しますと、“メイン

シュ キノウ”画  
2」キ ”
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8.12.“ケイコク”画面 

画面の機能

本機及び接続された周辺機器に発生している警告を表示します。 

画面の選択

1 F2 ュー”画面を選択します。 
2. “メイン・メニュー”画面にて、10 行目の「ケイコク」に矢印キーを使用してカーソル

移 。 

 警告が になり警告内容を表示します。 

 ｹｲｺｸ 
---
###

###
   
   
     

                                         
            
                                     

       
   
   

---------------------------------------- 
   

                               
-------------------
####################

######################################## 
#########

                                         
                                         
                                         
                                         
                                        
                           
                                         

                
                

---------------------------------------- 
                          <

： 

方法： 
. 「 」キーを押して、“メイン メニ

を 動して、「ENTER」キーを押して選択します

発生している場合、下記のような画面

:                                   Warnings:
----
####

--------------------------------- 
# 

-------
#######################################

-------------- 
############# 

############## 
######################################## 
####
    

################################# #################
                                  
                                      

                                    

    
    

                         

                                  
    
    

                                  
                                  

           
           

 
              

              
              

                   <F1..F5> <ESC>     F1..F5> <ESC> 

（日本語表示） （英語表示） 

 警告が発生していない場合、画面の中央に下記のように表示されます。 
- ------- ------------------------------- 
              ｹｲｺｸ ﾊ ｱﾘﾏｾﾝ 
--------------------------------------- 

--------------------------------------- 
            no warnings exist            
--------------------------

（英語表示） 

この イ 及び 続された周辺機器に警告が発生した場合

TM ミ ージが表示されます。警告

イコク”画面を選択し、確認してください。

------------- 
（日本語表示） 

“ケ

P ター

コク”画 本 接

メッセ

面以外を表示中に 機 、

の内容はこの“ケナル画面の中央に下記のように

 

--------------------------------------- 
    

--------------------------------------- 
              warnings exi         ｹｲｺｸ ｶﾞ ﾃﾞﾃ ｲﾏｽ st            

--------------------------------------- ---------------------------------------

（英語表示） 

警告内容には、この“ケイコク”画面にて表示されるものと、“ケイコク”画面以外にも警告

が発 た セージの内

章「警告メ 。 

 
（日本語表示） 

生し 時点に表示される警告メッセージがあります。警告メッ 容は、後述10.3
ッセージ」(177ページ)を参照してください

ポップリベット･ファスナー株式会社 



F-WC-ED-97008 
スタッド溶接コントロール取扱説明書 

Page 148/182 

この“ケイコク”画面にて表示される警告表示には、下記のものがあります。 

警告表示 内容 

ZCPU: ﾀﾞｻｲ

: iy discharged 

セントラル CPU ボードの RAM モジュー

ルを交換してください。 
RAM ﾓｼﾞｭｰﾙ ﾉ ﾊﾞｯﾃﾘ ｦ ｺｳｶﾝ ｼﾃｸ

ZCPU RAM-Modul batter

ZCPU:        セントラル CPU ボードのバッテリを交換

 
ﾊﾞｯﾃﾘ ｦ ｺｳｶﾝ ｼﾃ ｸﾀﾞｻｲ 

ZCPU: Watch battery discharged してください。

ｺﾚｯﾄ ﾒﾝﾃﾅﾝｽ

maintnance collet   :   ## ## ## ## ## 

         :   ## ## ## ## ## 該当するアウトレット№の溶接ヘッド又は

溶接ガンのコレットをメンテナンスしてく

##の部分 A1, A2, A3, A4, A5 と表示され、

それぞれ下記のようにアウトレット№を示

 
A1：アウトレット№1 
A2：アウトレット№2 
A3：アウトレット№3 
A4：アウトレット№4 
A5：アウトレット№5 

メンテナンス終了後、“クリア キノウ”

画面(前述8.4.3.5章(96ページ))の「メンテ

ナンス」カウンタをクリアしてください。 

ださい。 

します。

ﾍｯﾄﾞ/ｶ ## ## ## 

maintnance weld head:   ## ## ## ## ## 

該当するアウトレット№の溶接ヘッド又は

溶接ガンをメンテナンスしてください。 

れ、それぞれ下記のようにアウトレット№

を示します。 
A1：アウトレット№1 

A3：アウトレット№3 
A4：アウトレット№4 

メンテナンス終了後、“クリア キノウ”

面(前述8.4.3.5章(96ページ))の「メンテ

ス」カウンタをクリアしてください。 

ﾞﾝ ﾒﾝﾃﾅﾝｽ     :   ## ## 

##の部分に A1, A2, A3, A4, A5 と表示さ

A2：アウトレット№2 

A5：アウトレット№5 

画

ナン

ｽﾀｯﾄﾞ ## ## ## ## ## 

 

該当するアウトレット№のスタッド・フィ

##の部 さ

す。

Z1：
Z2：アウ

Z3：アウトレット№3 

アウトレット№5 

 ﾎｷｭｳ          :   

low level stud     :   ## ## ## ## ## ーダにスタッドを補給してください。 

分に Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 と表示

れ、それ

を示しま

ぞれ下記のようにアウトレット№

 
アウトレット№1 

トレット№2 

Z4：ア

Z5：
ウトレット№4 

※ “警告表示”欄の上段は日本語表示の場合を示し、下段は英語表示の場合を示しています。 

ポップリベット･ファスナー株式会社 



F-WC-ED-97008 
スタッド溶接コントロール取扱説明書 

Page 149/182 
9.デ

本機ケース 側面パネルにセント CPU ボードとインターフェイス・ボードが取り付

けら ル

（D り付 ます。このディップ す。 

 ”

ィップ・スイッチ 

内の右 ラル

れており、セント

IP スイッチ）が取

DIP スイッチ“S
ピン№ ON/OF

ラ CPU ボードとインターフェイ

けられてい

ス・ボードにはディップ・スイッチ

・スイッチの機能を説明しま

1  
F 機能及び説明 

1 OFF 未使用 
2 OFF 通常動作(通常はこの設定です) 
 ON 本機のシステム・リセット、RAM モジュールをクリアします。 

3 OFF 未使用 
4 OFF 未使用 
5 OFF 未使用 
6 OFF 未使用 
7 OFF 未使用 
8 OFF 本機のプログラム変更可能(通常はこの設定です) 
 ON 変更を禁止します。 本機のプログラムの

※通常はすべて OFF になっています。 

 DIP スイッチ“S2”
ピン№ ON/OFF 

 
機能及び説明 

1 ON 通常はこの設定です。 
2 OFF 通常はこの設定です。 
3 OFF 通常はこの設定です。 
4 OFF 通常はこの設定です。 

※通常はピン№１ になのみ ON で、残りのピンは OFF っています。 
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10.トラブル・シューティング 

注意 
実施の取扱説明会

 

教育を受けていな

う恐れがあります

当社 に さ

い。

 

て教育を受けていない方は、本機及び周辺機器を使用しないでくだ

い方が使用しますと、誤った操作により機器の破損及び事故や傷害を負

。 

お客様は本システムにて発生しているエラーの原因を“エ .6章(119
ページ))にて表示され

表示されたエラー・メッセージと後述10.2章「エラー別ト

ジ)を参照し、対応するエラーの“処置”欄に記述された説  

また、発生するエラー は 。

1. WOP オーバー

Weld Outside Program Over。実際の溶接時にモニタ値が許容範囲を超えました。この

状態が“カクチョウ キノウ”画面のサブ･メニュ

(8.4.3.2章(76ページ))の「WOP キョカスウ」に設定

WOP オーバーになります。 

2. フィード・ミス

溶接ヘッド又は溶接ガンのコレット（先端）にスタッドが装着されていません。 

3. システム異常 A
了又は溶接終了信号は出

力されませ

4. システム異常 B 
この異常が起こった場合、異常復帰

10 ラーの一覧

表示されるエラー・メッセ

エラー・

コード 

ラー リセット”画面(前述8
るエラー・メッセージから検討することができます。 

ラブル・シューティング」(153ペー

明に従って、復旧作業してください。

に 以下の 4 つの種類があります  
 

ー“メカニカル パラメータ”画面

してある回数以上連続しますと

 

 
溶接時に同時にこの異常が起こった場合、異常復帰後に溶接完

ん。 

溶接時に同時に

力されます。 

.1.エ

後に溶接完了又は溶接終了信号が出

 

ージとエラー・コードの一覧を示します。 

エラー・メッセージ エラーの種類 

1 ヘッド ガ  シタママ デス 
slide rail remains in R-position 

  コウタイ システム異常 A

2 フィード ミス （no SOW） 
no S

フィード・ミス 
OW 

3 ド

slide rail not in R-position 
ステム異常 B ヘッ  ガ コウタイ シテ ン イマセ シ

4 SOW ガ o
SOW was 

n シタママデス 
 reset not

B システム異常

5 ヨウセツ 
weld proc

テジュン 
edure sequence fault 

イジョウ システム異常 A 

6 プログラム

program 
 ガ ク サレテ イマセン 

n t selected 
システム異常 A  センタ

o
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エラ

コード 
エラーの種類 

ー・
・メッセージ エラー

7 タク サレタ プログラ  ムコウ デス ステム異常 A セン ム ガ
program not activated 

シ

8 ジョウケン

out of t
ハ

ran
ンイ

ole ce 
 オーバー WOP オーバー 

9 ジョウケンハンイ

out of tolerance 
WOP オーバー  オーバー 

10 ジョウケンハンイ

out of tolerance 
WOP オーバー  オーバー 

11 ジョウケンハンイ

out of tolerance 
WOP オーバー  オーバー 

12 ジョウケンハンイ

out of tolerance 
 オーバー WOP オーバー 

13 リフト イジョウ 
lift fault 

システム異常 A 

14 ヨウセツジ イロ

short circ weld
 カ

uit 
 タンラク 

 
システム異常 A 

15 ドロップタ オ

drop time timeout 
システム異常 A イム ーバー 

16 ノーアーク ヨウ ン

no arc, open circuit 
システム異常 A セツ カイロ オープ  ，

17 アーク デンアツ ソクテイ ケーブル ダンセン 
measurement line broken 

システム異常  A

19 コレット ヲ メンテナンス シテ クダサイ 
colle

システム異常Ｂ 
t PM required 

21 ド ヲ メンテナンス シ  
q

ステム異常Ｂ ヘッ テ クダサイ

weldhead PM re uired 
シ

23 ハンドガン

handgun s
 シ
eq

ーケ

uence not followed 
ンス フテキカク システム異常 A 

25 スタッド ナガ

d l
サ イジョウ 

d 
 

wrong stu oade
システム異常 A 

26 フィード  マ  
fault feed or stud divider function 

システム異常 A ミス タハ スタッドディバイダ ドウサ イジョウ

32 SMPS チ イ

SMPS regulation
ョウセ  ハンイ オーバー 

 out of range 
システム異常 A 

34 セイフティ サーキット イジョウ 
safety circ

システム異常 A 
uit fault 

35 システム テイ

system configuration fault 
 イジョウ システム異常 A セッ

38 フィーダ  
fiber optic to feeder fault 

システム異常 A ヒカリ ケーブル イジョウ 

39 インターフェイス ヒカリ ケーブル イジョウ 
fiber optic to customer inter. fault 

システム異常 A 

40 SMPS ヒカリ ケーブル イジョウ 
fiber optic to SMPS fault 

システム異常 A 

43 フィーダ セッテイ イジョウ 
feeder configuration fault 

システム異常 A 
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エラー・

コード 
エラー・メッセージ エラーの種類 

45 セツ キドウ ガ ハイッ  
t

ステム異常 B ヨウ タ ママデス

start weld no  reset 
シ

46 スタッド ソ
missing st

ウ レテ イマセン 
 f

B キュウ サ
ud eed 

システム異常

47 テスト ジョ

test condit
ウ

ion
ケン フテキゴウ 
s aren't met 

システム異常 A 

49 フィーダ ガ
feeder not 

auto モード デハ アリマセン 
utomatic mode in a

システム異常 A 

62 ZCPU：RA
ZCPU

M 
: RAM m  fault or defective 

モジュール イジョウ 
odule

システム異常 A 

100 フィーダ：

feeder: no pow
システム異常 B  キョウキュウ デンアツ イジョウ 

er to aux. supply 
102 フィーダ： ジョウ 

feeder: rail way not filled in time 
システム異常 B  レースウェイ スタッド セイレツ イ

103 フィーダ：

feeder: air preasure low 
 クウキアツ テイカ システム異常 B 

104 フィーダ： シャッタ ガ シマリマセン 
feeder: knife not in front position 

 システム異常 B 

106 フィーダ： フィード ストップ スイッチ ｏｆｆ 
feeder: feed tube monitor switch open 

システム異常 B 

109 フィード サイクル タイム オーバー 
feed cycle timeout 

・ミスフィード  

132 SD5: デンアツ イジョウ 
SD5: voltage fault 

テム異常シス A 

133 SD5: ゼンシン イチ ノ ママデス 
SD5: still s

システム異常 A 
 in front po ition 

134 SD5: ゼン

SD5: front position not reached 
シン シマセン システム異常 A 

135 SD5: R1-コウタイタン

SD5: R1-posit
 イチ ニ ナイ 

ion not reached 
システム異常 A 

136 SD5: R2-コウタイタン イチ ニ ナイ 
SD5: R2-position not reached 

システム異常 A 

137 SD5: R3－コウタイタン イチ ニ ナイ 
SD5: R3-position not reached 

システム異常 A 

138 SD5: R4-コウタイタン イチ ニ ナイ 
SD5: R4-position not reached 

システム異常 A 

139 SD5: R5-コウタイタン イチ ニ ナイ 
SD5: R5-position not reached 

システム異常 A 

140 SD5: R1-5 スベテ ノ ゼンシン ト コウタイ セ
SD5: front position AND all R-positions! 

ンサ on システム異常 A 

141 SD5: スクナクトモ 2 ツノ イチ ガ タダシク ナイ 
SD5: at minimum 2 positions not OK 

システム異常 A 

142 スタッド ディバイダ イチ イジョウ 
stud divider position not reached 

システム異常 A 

143 SD5: ホームポジション ニ ナイ 
SD5: not in home position 

システム異常 A 
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エラ

コード 
ッセージ エラーの種類 ー・

エラー・メ

202 S オンド ジョウショ

r
ステム異常 A SMP ウ 

SMPS tempe ature is too high 
シ

204 SMPS コシ

SMPS har
ョ

dwa
ウ 
re fault 

システム異常 A 

※“エラー・メッセージ”欄の上段は日本語表示の場合を示し、下段は英語表示の場合を示し

て

下記 “

エラーではありません。 

シス 歴を 示

コード メッセージ 

います。 

のエラー・コード

テム状態の履

は エラー メモリ”画面(前述8.5.1章(107ページ))にて表示されますが、

表 しています。 

69 RAM モジ

RAM-Module 
ュール ショウキョ 

deleted 
70 メンテナンス ショウキョ 

maintenance deleted 
71 トウケイ ショウキョ 

statistic deleted 
72 エラー メモリ

fault memory deleted 
 ショウキョ 

73 WOP メモ

WOP memory deleted 
リ ショウキョ 

※ “メッセージ”欄の し、下 の場合を示しています。 

10.2.エラー別トラブル・シューティング 

エラー・コード別のトラブル・シューティングの記述及びコードの内容を説明します。 

注意

“処置”に記述さ 復帰できない本機のエラーが発生した場合、本機を交換

をしてください。 

上段は日本語表示の場合を示 段は英語表示

： 
れている内容にて

 エラー1：  ヘッド ガ コウタイ シタママ デス 

il remains in R-positionslide ra
説明 要因 処置 

1. スタッド・フィーダの使用空気

圧力が低下している。 
スタッド・フィーダの使用空気圧力

を確認し、調整してください。 
2. スタッド・フィーダが故障して 1. スタッド・フィーダを確認して

いる。（例：ソレノイド・バル

ブの故障） 
ください。 

2. スタッド・フィーダのヒューズ

「F1」～「F3」を確認してく

ださい。 
3. 溶接ヘッドが故障している。

（例：溶接ヘッドのスライド不良） 
溶接ヘッドを確認してください。 

溶接実行後に溶

接ヘッドのスラ

イドが後退した

ままです。 

 「エラー・リセット」してください。 
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 エラー２： フィード ミス（no SOW） 

no SOW

説明 要因 処置 

1. 溶接ヘッドのコレットにスタッ

ドが無い。 
溶接ヘッドのコレットにスタッドが

あるか確認してください。 
2. スタッド・フィーダ内にスタッ し、スタ

ドが無い。 
スタッド・フィーダを確認

ッドを補給してください。 
3. スタッド・フィーダにてスタッ

ドが詰まっている。 
スタッド・フィーダを確認し、スタ

ッドの詰まりを取り除いてくださ

い。 
4. フィード・チューブ内にてスタ

ッドが詰まっている。

「起動」信号入

力後に「SOW」

信号が検出され

ません。そのた

め、溶接は実行

さ れ て い ま せ

ん。 

 りを取り除いてくださ

。 

フィード・チューブを確認し、スタ

ッドの詰ま

い

5. レシーバ部にてス 溶接ヘッドのレシーバ部を確認し、溶接ヘッドの

タッドが詰まっている。 スタッドの詰まりを取り除いてくだ

さい。 
6. フラッシュ･シールドの取り付

けが正しくない。 
フラッシュ･シールドの取り付けを

確認し、スティック・アウト量を調

整してください。 
7. 溶接ヘッドとワークとの面直が

正しくない。 
の面直を確認

し、調整してください。 
溶接ヘッドとワークと

8. ウェルド・ケーブル及びワー

ド・ ーブルを経由

する溶接回路が断線している。 

ウェルド・ケーブル及びワーク・ウ

ェルド・ケーブルを経由する溶接回

路の接続を確認してください。 
ク・ウェル ケ

9. 溶接ヘッドが故障している。

（例：溶接ヘッドのスライド不良） 
溶接ヘッドを確認してください。 

10. コレットが損傷している。 。 コレットを交換してください

11. 電源ボード (A2)上のヒューズ 源ボード(A2)上のヒューズ「F4」電

(0.25A)を交換してください。 「F4」が故障している。 
12. 又 て 電源ボード  

(2 0327A) 

は電源ボード(A2)が故障し (A2)を交換してください。

(400V系：E110327) 
00V E11系：

いる。 

13. C
いる さい。

PU・PWMボードが故障して

 
CPU・PWMボードを交換してくだ

 
 スタッドを送給してください。

い

 
「エラー・リセット」してください。 
次に「再起動」にて溶接してくださ

。 
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  シテ イマセンエラー3： ヘッド ガ コウタイ  

slide rail not in R-position
説明 要因 処置 

1. スタッド・フィーダの使用空気

圧力が低下している。又はエア

力

を確認し、調整してください。 
スタッド・フィーダの使用空気圧

が漏れている。 
2. スタッド・フィーダのエア・フ

ィルタが詰まっている。 
エア・フィルタを清掃、又は交換し

てください。 
3. SKKケーブルAss’yが故障して SKKケーブルAss’yの配線及びエア

配管を確認してください。 いる。 
4. 溶接後の溶接ヘッドの戻りが遅

かった。 
溶接ヘッドのスライド･レールの動

きを確認してください。スピードコ

ントローラ(SKK溶接ヘッド後方右

側)を調整してください。 
5. ドが故障している。 溶接ヘッドを確認してください。 溶接ヘッ

6. スタッド・フィーダが故障して

いる。 
1. スタッド・フィーダを確認して

ください。 
2. スタッド・フィーダのヒューズ

｢F1｣～｢F3｣を確認してくださ

い 
7. コレットがワークに溶着してい

る。 
ださい。 コレットを交換してく

溶接ヘッドの後

退端近接スイッ

チが検出されな

い、又は故障し

ている、又は電

源が供給されて

いません。 

 「エラー・リセット」してください。 

 エラー4： ＳＯＷ ガ ハイッタママデス 
SOW was not reset

説明 要因 処置 
1. 溶接ヘッド又は溶接ガンのコレ

ットがワークと接触している。 
溶接ヘッド又は溶接ガンを確認し、

接触部を取り除いてください。 
2. コレットとスタッドが一緒に溶

接されている。 
溶着部を取り除き、コレットを交換

してください。 
3. ウェルド・ケーブルとワーク・

ウェルド・ケーブル間が接触し

とワーク・ウェ

ルド・ケーブルの接触を確認してく

ている。 

ウェルド・ケーブル

ださい。 
4. て CPU・PWMボードを交換してくだCPU・PWMボードが故障し

いる。 さい。 

溶接実行後に

「SO 号が

 ー･リセット」してください。 

、

W」信

O N したままで

す。 

「エラ

 エラー5： ヨウセツ ョウテジュン イジ  
weld procedure sequence fault

説明 要因 処置 
1. スタッド・フィーダ又は本機の

SMPS電源ユニットが正常に機

溶接を確認してください。 

能していない。 
2. ボードが故障して

いる。 
ードを交換してくだ

さい。 
CPU・PWM CPU・PWMボ

溶接シーケンス

が正常に機能し

なかったため、

溶接シーケンス

が正常に終了し

ませんでした。  
溶接してください。 

「エラー･リセット」してください。 
次に、再
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 テ イマセンエラー6： プログラム ガ センタク サレ  

program not selected
説明 要因 処置 

1
つ以上使用時、カスタ

マ・インターフェイスの

「条件選択ビット」信号に

なっている。 

. 1アウトレットにて溶接条件

を２

て選択されたプログラム№

が0に
2

セットされていな

件選択ビット」信号が正しくセット

. 「条件選択ビット」信号が

正しく

い。 

カスタマ・インターフェイスの「条

されているか確認してください。 

3
の配線が断線している。 

フェイスの配線

を確認してください。 
. カスタマ・インターフェイ

ス

カスタマ・インター

本機がプログラ

ム№を認識しま

せんでした。 
接

ヘ

ッ

溶

ド

使

時 

 「エラー・リセット」してください。 

用

1 アウトレット. 使用している

№のプログラム№1が有効に

なっていない。 
2

のプログラム№1以外が有

溶接プログラムを確認して、使用し

. 使用しているアウトレット

№

効になっている。 

ているアウトレット№のプログラム

№1だけを有効にしてください。 

 溶

ガ

ン

使

時  

接

用

「エラー・リセット」してください。 

 エラー7： プログ ム ユウコウデナイ ガ ラ  
progr  am not activated

説明  処置 要因

1. 本機の溶接プログラムの設

定が正しくない。 
溶接プログラムを確認して、実行す

るプログラム№を有効にしてくださ

い。 
2. カスタマ・インターフェイ

スの「条件選択ビット」信

号が正しくセットされてい

ない。 

ットされているか確認してくださ

い。 

「条件選択ビット」信号が正しくセ

3. カスタマ・インターフェイ

スの配線が断線している。 
カスタマ・インターフェイスの配線

を確認してください。 

選択された溶接

プログラムが有

効でないため、

実 行 で き ま せ

ん。 

接

ド

使

用

時 

 「エラー・リセット」してください 

溶

ヘ

ッ

1. 本機の溶接プログラムの設

定が正しくない。 
2. 使用しているアウトレット

№のプログラム№1が有効に

なっていない。 

溶接プログラムを確認して、使用し

ているアウトレット№のプログラム

№１だけを有効にしてください。 

 溶

接

ガ

ン

使

用

時 
 「エラー・リセット」してください。 
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out of tolerance
 

説明 要因 処置 
1. ワークの溶接位置が油等で汚れ

ている。 取ってから溶接してください。 
ワーク表面の油等を乾いた布でふき

2. 溶接プログラムに設定した「溶

接電流」の条件範囲が狭い。 に設定した「溶接電流」の条件範囲

溶接状態を確認し、溶接プログラム

(二次側負荷大) を適正にしてください。 
3. 

回路の抵抗が高すぎ

ド・ケーブル及びワーク・ウ

確認してく

ウェルド・ケーブル及びワー ウェル

ェルド・ケーブルを経由する溶接回

路の接続(コネクタ部)を
ださい。 

ク・ウェルド・ケーブルを経由

する溶接

る。 
4. 又は溶接ガンにてス 接ガンを確認して

ださい。 
溶接ヘッド 溶接ヘッド又は溶

くパーク箇所がある。 
5. ッド又は溶接ガンが故障  溶接ヘ

している。 
6. 

源ユニットの各アウト

ネクタのスパークの有無 

のスパークの有無 
3. シャント抵抗取り付け部ブスバ

オードモジュール取り付け

ブスバのスパークの有無 

SMPS電源ユニットが故障して

いる。 
SMPS電源ユニットを確認してくだ

さい。 
1. SMPS電

レット用ウェルド・ケーブル・

コ

2. イパスサイリスタ取り付け部ブ

スバ

のスパークの有無 
4. ダイ

7. CPU・PWMボードが故障して

いる。 
CPU・PWMボードを交換してくだ

さい。 
8. 一次側電源電圧が低下、又は一

次側電源容量が不足している。 
1. 一次側電源電圧を確認してくだ

さい。 
2. 異常発生頻度が多いようであれ

ば、一次側電源配線、及び二次

側配線の太さ変更してくださ

い。 
3. 電源容量の大きな一次側電源に

接続してください。 

溶接プログラム

に設定した「溶

接電流」の条件

範囲を実際の溶

接 が 超 え ( W O
P)、そのWOP溶

接回数が設定し

た許容回数に達

しました。 

 「エラー・リセット」してください。 
溶接ヘッド使用時は溶接状態に合わ

せて、次に「強制完了」又は「再起

動」してください。 
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out of tolerance
 

説明 要因 処置 
1. 溶接時の溶接ヘッド又は溶接ガ

ンの加圧力が不十分で、スタッ

1. 溶接ガン使用時、溶接ガンをし

っかりワークに保持して作業し

てください。 
2. 溶接ヘッド使用時、ティーチン

ドがしっかりワークに押し込ま

れていない。 
グを修正し、面直であることを

確認してください。 
2. 接ガンのステ アウト量を確認し、調

整してください。 
溶接ヘッド又は溶 スティック・

ィック・アウト量が少ない。 
3. ログラムに設定した溶接

時間の条件範囲が狭い。 
溶接状態を確認して、溶接プログラ

ムに設定した溶接時間の条件範囲を

溶接プ

適正にしてください。 
4. 溶接ヘッドの加圧力が フィーダの使用空気

圧力を確認し、調整してくださ

い。 

1. スタッド・

2. 溶接ヘッドの加圧力を確認し、

調整してください。 

溶接時の

不足している。 

5. 溶接ヘッド又は溶接ガンが故障

している。 
溶接ヘッド又は溶接ガンを確認して

ください。 
6. SMPS電源ユニットが故障して

いる。 
SMPS電源ユニットを確認してくだ

さい。 
7. ワーク側の電圧測定ケーブル 
    (赤色)が断線している。 ください。 

電圧測定ケーブル(赤色)を交換して

溶接プログラム

に設定した「溶

接時間」の条件

範囲を実際の溶

接 が 超 え ( W O
P)、そのWOP溶

接回数が設定し

た許容回数に達

しました。 

 「エラー・リセット」してください。 

せて、次に「強制完了」又は「再起

動」してください。 

溶接ヘッド使用時は溶接状態に合わ

 エラー ： ー ー10  ジ バョウケンハンイ オ  
out of tolerance

説明 要因 処置 
1. 溶接プログラムに設定した溶接

パラメータの条件範囲が狭い。 
溶接状態を確認し、溶接プログラ

に設定した溶接パラメータの条件範

囲を適正にしてください。 

ム

2. ウェルド・ケーブル及びワー

ク・ウェルド・ケーブルを経由

する溶接回路の

ウェルド・ケーブル及びワーク・

抵抗が高すぎ

る。 

ウ

ェルド・ケーブルを経由する溶接回

路の接続を確認してください。 

3. 溶接ヘッド又は溶接ガンが故障

している。 
溶接ヘッド又は溶接ガンを確認して

ください。 
4. SMPS電源ユニットが故障して

いる。 
SMPS電源ユニットを確認してくだ

さい。 

溶接プログラム

に設定した溶接

パラメータの条

件範囲を実際の

溶接が超え(WO
P)、そのWOP溶

接回数が設定し

た許容回数に達

しました。 

 「エラー・リセット」してください。 

溶接ヘッド使用時は溶接状態に合わ

せて、次に「強制完了」又は「再起

動」してください。 
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 エラー11： ジョウケンハンイ オーバー 

        out of tolerance
説明 要因 処置 

1. 溶接プログラムに設定した「溶

接電圧」の条件範囲が狭い。 
溶接状態を確認し、溶接プログラム

に設定した「溶接電圧」の条件範囲

を適正にしてください。 
2. ウェルド・ケーブル及びワー ウェ

ル

路の接続を確認してください。 
ク・ウェルド・ケーブルを経由

する溶接回路の抵抗が高すぎ

る。 

ェ

ルド・ケーブル及びワーク・ウ

ド・ケーブルを経由する溶接回

3. 溶接ヘッド又は溶接ガンにてス

パーク箇所がある。 
溶 は

く

接ヘッド又 溶接ガンを確認して

ださい。 
4. 溶接ヘッド又は溶接ガンが故障

している。 
 

5. SM S電源ユニ トが故障して SMPS電源ユニットを確認してくだ

さい。 
P ッ

 いる。

溶接プログラム

に設定した「溶

接電圧」の条件

範囲を実際の溶

接 が 超 え ( W O
P)、そのWOP溶

接回数が設定し

た許容回数に達

しました。 

「エラー・リセット」してください。 
溶 ド使用 接状態に合わ

 
接ヘッ

せて、次に「強制完了」又は「再起

動」してください。 

時は溶

 12： ジョウケンハンイ オーバー エラー

out of tolerance
説明 要因 処置 

1. 溶接プログラムに設定した「リ

フト距離」の条件範囲が狭い。 
囲を適正にしてください。 

溶接状態を確認し、溶接プログラム

に設定した「リフト距離」の条件範

2. 溶接ヘッド内が故障している。 
 メジャリ①

ミ、油等が付着している。 
 メジャリング・ルーラにキズ

が有る

ング・ルーラにゴ

②

。 

 

④ コネクション・ボード上

ーラのゴミ、油

センサとの干渉を確認してくださ

ション・ボード

(E100143)を交換してください。 

 
①メジャリング・ル

等を拭き取りしてください。 
②メジャリング・ルーラを交換して

ください。 
③メジャリング・ルーラの反り、曲

がり確認後、取り付けしてリフト

い。 
④ SKK コネク

③ メジャリング・ルーラの取り

付けが正しくない。 

 
 SKK
のリフトセンサが故障してい

る。 
3. 

る。 
SKK ケーブル Ass’y(Z143078)を交

換してください。 
SKKケーブルAss’yの信号線の

接触不良、又は断線してい

4. スタッド・フィーダ内のインタ

ーフェイス・ボード(E100916
A) 上のD1 (SN75157)が故障し

ている。 

(E100916A) を 交 換 、 又 は D1
イ ン タ ー フ ェ イ ス ・ ボ ー ド

 
(SN75157)を交換してください。 

溶接プログラム

に設定した「リ

フト距離」の条

件範囲を実際の

溶接が超え(WO
P)、そのWOP溶

接回数が設定し

た許容回数に達

しました。 

 「エラー・リセット」してください。 
溶接ヘッド使用時は溶接状態に合わ

せて、次に「強制完了」又は「再起

動」してください。 
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 エラー13： リフト イジョウ 

lift fault
説明 要因 処置 

1. スタッドが点付けし、リフトで

きなかった。 
溶接状態を確認してください。 

2. スタッド又は異物の上に溶接した。 溶接状態を確認してください。 
3. 溶接ヘッドのスティック・アウ

ト量が正しくない。 
スティック・アウト量を確認し、調

整してください。 
4. 溶接ヘッドが故障している。 1.  溶接ヘッドを確認してください。 

てください。 

本機が測定ライ

ンを介してリフ

トを認識できま

せんでした。 

2.  溶接ヘッドを交換し

5. SKK ケーブル Ass’y 又はコント

ロール・ケーブルが故障してい

SKK ケーブル Ass’y 又はコントロー

ル・ケーブルの接続を確認してくだ

る。 さい。 
6. スタッド・フィーダが故障して

いる。 
1.  スタッド・フィーダを確認して

ィーダを交換して

ください。 
2.  スタッド・フ

ください。 
 「エラー・リセット」してください。 

せて、次に「強制完了」又は「再起

動」してください。 

溶接ヘッド使用時は溶接状態に合わ

 
注意： 
本機が測定ラインを介してリフト動作を認識できない場合、このエラーはパイロット･アーク

電圧の測定値を(V=99V)と表示することがあります。 

 エラー14： ヨウセツジ カイロ タンラク 
short circuit weld

説明 要因 処置 
1. スタッド又は異物の上に溶接した。 溶接状態を確認してください。 
2. 溶接ヘッド又は溶接ガンのステ

ィック・アウト量が大きく、リ

フト距離が少なすぎる。 

スティック・アウト量を確認し、調

てください。 整し

3. 溶接ヘッド又は溶接ガンとワー

クとの面直が正しくない。 
面直を確認してください。 

4. スタッド・フィーダのヒューズ

 
ヒューズ「F1」を確認してくださ

 「F1」が故障している。 い。

5. リフト・コイルの焼け、又は断

線している。 （溶接ガンのマルチカッ

ッド後部コネクタのA-B間の抵抗値

25Ω程ならOK。）ＮＧの場合リフ

ト・コイルを交換してください。 

リフト・コイル抵抗値を確認してく

ださい。 プ

リング・コネクタのA-B間、溶接ヘ

6. SKKケーブルAss’yが断線して

いる。 
SKKケーブルAss’yの配線を確認し

てください。 

メイン電流中に

回路が短絡した

と認識した（例

えば、リフトし

なかった）。 

 「エラー・リセット」してください。 
溶接状態を確認し、再溶接してくだ

さい。 
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 エラー15：  ドロップタイム オーバー 

drop time timeout
説明  処置 要因

1. 溶接ヘッドの取り付けが正しく 1. 溶接ヘッドの取り付けを確認し

との面直を確認してくだ

ない。 てください。 
2. ワーク

さい。 
2. 溶接ヘッ

 
ドの加圧力が不足して

いる。

・フィーダの使用空気圧力スタッド

を確認してください。 
3. 溶接ガンの押し込み力が不足し

ている。 
しっかりと保持してワークに押し付

けてください。 
4. 溶接ヘッド又は溶接ガンのステ

ィック・アウト量が不足してい

スティック・アウト量を確認し、調

整してください。 
る。 

5. ワーク測定ケーブル（赤色）が

断線している。 
ワーク測定ケーブル（赤色）を確認

してください。 
6. ウェルド・ケーブル及びワー

ク・ウェルド・ケーブルを経由

かけてい

ウェルド・ケーブル及びワーク・ウ

ェルド・ケーブルを経由する溶接回

路の接続（コネクタ部）を確認して

ください。 
する溶接回路が断線し

る。 
7. ウェルド・ケーブル及びワー

る。 

ウェルド・ケーブル及びワーク・ウ

路の抵抗が低くなるように太いケー

ク・ウェルド・ケーブルを経由

する溶接回路の抵抗が高すぎ

ェルド・ケーブルを経由する溶接回

ブルを使用してください。 
8. 溶接ヘッド又は溶接ガンが故障 溶接ヘッド又は溶接ガンを確認して

している。 ください。 
9. (２アウトレット以上で使用の場

合)電圧測定ケーブル(青)が入れ

 替わっている。

正しい接続に戻してください。 

ドロップ･タイム

ず、溶接が停止

しました。 

「エラー・リセット」してください。 

ｔｄをモニタで

きる 大値に達

しても検出でき
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エラー16：  ノーアーク，ヨウセツ カイロ オープン 

no arc, open circuit
 

説明 要因 処置 
1. 溶接ヘッドの取付けが正しくな

い。 
1. 溶接ヘッドの取付けを確認して

ください。 
2. ワークとの面直を確認してくだ

さい。 
2. 溶接時に溶接ヘッドが動いてい

る。 

溶接中にアーク

が切れました。 

溶接時に動かないようにしてくださ

い。 
3. 溶接ヘッドの加圧力が不足して ド・フィーダの使用空気圧力スタッ

を確認してください。 いる。 
4. 込み力が不足し

ている。 
してワークに押し付溶接ガンの押し しっかりと保持

けてください。 
5. 溶接時に溶接ガンが動いてい  

る。 
6. ウェルド・ケーブル及びワー

ク・ウェルド・ケーブルを経由

接

ウェルド・ケーブル及びワーク・ウ

ェルド・ケーブルを経由する溶接回

する溶 回路が断線しかかって

いる。 
路の接続（コネクタ部）を確認して

ください。 
7. ワークの表面が極端に汚れてい

る。 
ワーク表面の状態を確認してくださ

い。 
8. CPU・PWMボードが故障して

いる。 
CPU・PWM ボードを交換してくだ

さい。 
(E110323,E110339 のみ) 

9. SMPS 電源ユニットが故障して SMPS 電源ユニットを確認してくだ

 いる。 さい。

 「エラー・リセット」してください。 
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 センエラー17： アーク デンアツ ソクテイ ケーブル ダン  

measurement line broken
説明 要因 処置 

1. 測定ケーブル（青色）が断線し

ている。 
2. 測定ケーブル（青色）の接続が

正しくない。 

測定ケーブル（青色）の接続を確認

してください。 

3. ワーク測定ケーブル（赤色）と

測定ケーブル（青色）が逆に接

続されている。 

測 定 ケ ー ブ ル

（青色）の信号

が検出できませ

ん。 
測定ケーブル（青色）とワーク測定

ケーブル（赤色）の接続を確認して

ください。 
4. 不具合があ

る。 
本機のフロント･ドア裏面にある電

ズを確認してください。 

SOW 測定用電源に

源ボード（A2）上の「F4」ヒュー

5. ウェルド・ケーブルが断線して

いる。 
6. ウェルド・ケーブルの接続が正

ウェルド・ケーブルの接続を確認し

てください。 

しくない。 
7. スタッド・フィーダのコントロ

ール・キャビネット内のインタ

ーフェイス・ボード上の「F4」
ヒューズが故障している。 

スタ

ル・キャビネット内のインターフェ

確認してください。 

ッド・フィーダのコントロー

イス・ボード上の「F4」ヒューズを

（スタッド・フィーダの取扱説明書

を参照してください） 
 「エラー・リセット」してください。 

 
注意：

逆極で使用している、又はワーク測定ケーブルが断線しているときは、測定ケーブルの信号は

検出できないことがあります。 

 

 エラー19：  コレット ヲ コウカン シテ クダサイ 
collet PM required

説明 要因 処置 
コレットを交換する時期を示すため

」

 

詳細は、8.4.3.2章“メカニカル

に設定した「コレット－コウカン

カウンタ値に溶接回数が到達した。

※  
パラメータ”画面(76ページ)を参

照してください。 

 

※詳細は、8.4.3.5章“クリア キノ

ウ”画面(96ページ)を参照してく

1. コレットを交換してください。

2. “クリア キノウ”画面の該当

するアウトレット№の「メンテ

ナンス」カウンタをクリアして

ください。 

ださい。 

コレットが消耗

しているため、

交換してくださ

い。 

 「エラー･リセット」してください。 
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エラー21：  ヘッド ヲ シュウリ シテ クダサイ 

weldhead PM required
 

説明 要因 処置 
溶接ヘッドを交換する時期を示すた

めに設定した「ｔｄ―シュウリ」の

ドロップ･タイムの条件範囲を超え

 

※詳細は、8.4.3.2章“メカニカル

た。

 
パラメータ”画面(76ページ)を参

照してください。 

2. 

ノ

ウ”画面(96ページ)を参照してく

ださい。 

1. 溶接ヘッドを交換して修理して

ください。 
“クリア キノウ”画面の該当

するアウトレット№の「メンテ

ナンス」カウンタをクリアして

ください。 

※詳細は、8.4.3.5章“クリア キ

溶接ヘッドが汚

れ又は故障によ

って、ドロップ･

タイムが正しく

保てなくなった

ので、修理して

ください。 

「エラー･リセット」してください。  

 ガエラー23：  ハンド ン シーケンス フテキカク 
n sequence not followedhandgu

説明 要因 処置 
1. 「SOW」信号 ON→「角度スイ

ッチ」信号 ON→「トリガ・ス

イッチ」信号 の順番になる チ」信号 ONON
ように溶接ガンが操作されてい

ない。 

「SOW」信号 ON→「角度スイッ

チ」信号 ON→「トリガ・スイッ

の順番になるように溶

接ガンを操作してください。 

2. 溶接ガンをワークに押し当て

て、角度スイッチが ON する前

度

スイッチが ON してからトリガ・ス

を引いて溶接してください。 

溶接ガンをワークに押し当て、角

から、トリガ・スイッチを引い イッチ

ている。 
3. 溶接ガンのコレットにスタッド 溶接ガンのコレットにスタッドを供

が無い。 給してください。 
4. 溶接ガンをワークに押し当てた てた場合

さい。 
場合に「SOW」信号が ON し

ない。 

溶接ガンをワークに押し当

に「SOW」信号が ON するか確認

してくだ

5. 溶接ガンの角度スイッチが短絡

してる、又は調整が正しくな

い。 
整されているか確認してください。 
溶接ガンの角度スイッチが正しく調

6. トリガ・スイッチが短絡してい

る。 
溶接ガンのトリガ・スイッチを確認

してください。 
7. 溶接打点をカウントする為にカ

スタマ・インターフェイスを使

用している場合に前の異常が残

っており溶接できない。 

外部より「強制リセット」を入れる

又はカスタマ・インターフェイスの

電源を 1 度 OFF する。 

溶接ガンによる

溶接時の手順が

正しくありませ

ん。 

 「エラー・リセット」してください。 
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エラー25：  スタッド ナガサ イジョウ 

wrong stud loaded
 

説明 要因 処置 
本機がリフト距離測定装置又はスタ

調整テストによって、溶接ヘッッ

ドに正しくないスタッドがあると

ド

認

ッド・フィーダ中のスタッ

ドの長さを確認してください。 
識した。 

1. スタッドを送給してください。 
2. スタ

3. 設定条件を確認してください。 

供給したスタッ

ドが本機によっ

て要求されたス

タッドに適応し

ていません。  ・リセット」してください。 「エラー

 エラー26：  フィ ドー  ミス マタハ スタッドディバイダ ドウサ イジョウ 
fault feed or stud divider function

説明 処置 要因 
SD スタッド・ディバイダを使用し

る場合に、周辺機器に

2
て異常が てください。 

さい。 

ください。 

1. スタッド・ディバイダを確認し

2. スタッド・フィーダを確認して

くだ

3. フィード・チューブを確認して

てい

発生した。 

スタッド送給中

に異常が発生し

ました。 

 「エラー・リセット」してください。 
 

このエラー･メッセージはスタッド・フィーダにエラーの要因がなくても、ディバイダ動作の

時に表示されます。この処置は、関連する機器を使用している場合に実施してください。 

注意： 

 エラー   SMPS チョウセイ  オーバー32：  ハンイ  
PS regulation out of rangeSM

説明 要因 処置 
1. ウェルド・ケーブル及びワー

ク・ウェルド・ケーブルを経由

する溶接回路の抵抗が高すぎ

る。 

1. ウェルド・ケーブル及びワー

溶接回路の接続をチェック

ク・ウェルド・ケーブルを経由

する溶接回路の抵抗が低くなる

ださい。 

ク・ウェルド・ケーブルを経由

する

してください。 
2. ウェルド・ケーブル及びワー

ように太いケーブル使用してく

2. SMPS 電源ユニットが故障して SMPS 電源ユニットを確認してくだ

出力電流が設定

された溶接電流

に達して

いる。 さい。 

いませ

ん。 

「エラー・リセット」してください。  
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 エラー34：  セイフティ サーキット イジョウ 
safety circuit fault

説明 要因 処置 
1. 溶接電流が分流している箇所が

ある。 
分流箇所がないか機器を確認してく

ださい。 
2. SMPS 電源ユニットが故障して

いる。 
SMPS 電源ユニットを確認してくだ

さい。 

溶接中の溶接回

路にかかる電圧

が高すぎます。 

 「エラー・リセット」してください。 
 

警告 
本機の天板及びフロント・ドア上の警告ラベルは内部に高電圧部及び充電部があることを示し

ています。天板及びフロント・ドアを開けて作業する時は、本機のメイン・スイッチを OFF
後

 
60 秒以上経過して

感電する恐れがあ

か

り

ら実施してください。 
。 ます

 35：  システム セッテイ イジョウ 
nfiguration faul

エラー

sys  cotem t
説明 要因 処置 

1. 
は

だ

さい。 
2. システム構成を正しくしてくだ

さい。 

スタッド・ディバイダ（SD2 又

SD5）の接続が正しくない。 
1. 周辺機器の接続を確認してく

2. 周辺 周辺機器を確認してください。 機器が故障している。 

本機がシステム

構成を正しくな

いと判断しまし

た。 

 「エラー・リセット」してください。 

 エラー38：  フィーダ ヒカリ ケーブル イジョウ 
fiber o cpti  to feeder fault

説明 処置 要因 
1. スタッド・フィーダと本機のコ

ントロール・ケーブルの接続に ロール・ケーブルの接続を確認して

不具合がある。 

スタッド・フィーダと本機のコント

ください。 
2. 本機内にてコントロール・ケー

ブ ル ・ コ ネ ク タ （ X3SF1, 
X4SF2, X5SF3, X6SF4, 
X7SF5）とセントラル CPU ボ

ード間の光ファイバ・ケーブル

が断線又は接続に不具合があ

る。 

ロール ケーブ

X4SF2,
本機内にてコント ・

ル ・ コ ネ ク タ （ X3SF1,  
X5SF3, X6SF4, X7SF5）とセント

ラル CPU ボード間の光ファイバ・

ケーブルの接続を確認してくださ

い。 

3. セントラル CPU ボードが故障 セントラル CPU ボードを確認して

している。 ください。 

スタッド・フィ

ーダと本機内の

セントラル CPU
間の接続が正し

くありません。 

「エラー・リセット」してください。  
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エラー39：  インターフェイス ヒカリ ケーブル イジョウ 

mer inter. fault
 

fiber optic to custo
説明 要因 処置 

1. インターフェイス・ボードにお

客様の制御装置から DC24V 電

源が供給されていない。 
くだ

さい。 

インターフェイス・ボードへの

DC24V 電源の供給を確認して

2. インターフェイス・ボードとセ

ントラル CPU ボード間の光フ

ァイバ・ケーブルが断線又は接

バ・

ケーブルの接続を確認してくださ

インターフェイス・ボードとセント

ラル CPU ボード間の光ファイ

い。 続に不具合がある。 
3. 認し

てください。 
インターフェイス・ボードが故

障している。 
インターフェイス・ボードを確

カスタマ・イン

ターフェイスと

セントラル CPU
の接続が正しく

ありません。 

 「エラー・リセット」してください。 

 エラー40：  SMPS ヒカリ ケーブル イジョウ 
fiber optic to SMPS fault

説明 要因 処置 
1. 

ル CPU ボード間の光ファイ

バ・ケーブルが断線又は接続に

不具合がある。 

CPU・SMPS 電源ユニットとセントラ SMPS 電源ユニットの PWM
ボードとセントラル CPU ボード間

の光ファイバ・ケーブルの接続を確

認してください。 
2. 電源ボード(A2)上の「F5」ヒュ

ーズ(1A)が故障している。 
F5」ヒューズ

を確認してください。 
電源ボード(A2)上の「

3. SMPS 電源ユニットの CPU・ SMPS 電源ユニットの CPU・PWM
PWM ボードが故障している。 ボードを確認してください。 

4. AUX ボード (SMPS 電源ユニ AUX ボードを確認してください。

ット内) が故障している。 
 

SMPS 電源ユニ

ットとセントラ

ル CPU の接続が

正しくありませ

ん。 

「エラー・リセット」してください。  

   フィーダエラー43：  セッテイ イジョウ 
feeder configuration fault

説明 要因 処置 
スタッド･ディバイダ (SD2 又は

)を使用時、スタッド・フィーダS
が

D5
外部スライド･レール制御、又は

マニュアル･溶接ガンの接続を示し ください。 
ている。 

1. システム構成を確認してくださ

い。 
2. スタッド・フィーダを確認して

本機がシステム

構成を正しく認

識できませんで

した。 

「エラー・リセット」してください。  
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 ッタ ママデスエラー45：  ヨウセツ キドウ ガ ハイ  

start weld not reset
説明 要因 処置 

1. 本機の電源が投入された時に、

カスタマ・インターフェイスの 。 
「起動」信号が ON したままに

なっている。 

カスタマ・インターフェイスの「起

動」信号を OFF してください

2. 「非常停止」信号を解除した後

に、カスタマ・インターフェイ

スの「起動」信号が ON したま

まになっている。 

 

カスタマ・イン

ターフェイスの

「起動」信号が

ON したままに

なっています。 

「エラー・リセット」してください。  

 ッド センエラー46：  スタ  ソウキュウ サレテ イマ  
missing stud feed

説明 要因 処置 
溶接後にスタッド送給されていなか

った。 ットにスタッドがあるか確認し

てください。 
2. スタッドの詰まりを取り除いて

ください。 
 

1. 溶接ヘッド又は溶接ガンのコレ

3. スタッドを送給してください。

スタッドが供給

さ れ ず に 「 起

動

ました。

」信号が入り

 

「エラー・リセット」してください。  

 トエラー47：  テス  ジョウケン フテキゴウ 
test conditions aren't met

説明 要因 処置 
溶接ヘッド使用時、本機にて“ヨウ

画面に

タマ・

号

O

カスタマ・インターフェイスの「通

電入」信号を OFF してください。 セツ コウテイ ノ テスト”

て動作テストする際 、カスに

インターフェイスの「通電入」信

が FF になっていない。 

溶

時

て“ヨウセツ 
テス

変わっ

てしまった。 

。 

を選択する場合、“ヨウセ

択してください。 

接ヘッド使用

にて、本機に

コ

ウテイ

ト”画面にて動

作テスト状態に

なっていない、

又は操作の途中

で状態が

 ノ  

 「エラー・リセット」してください

再度“ヨウセツ コウテイ ノ テス

ト”画面

ツ コウテイ ノ テスト”画面を選

 
注意： 
溶接ヘッド使用時、“トクシュ キノ 面のサブ・メニュー“ヨウセツ テイ ノ テス

ト

OF カス 「通電 作テ

スト

ウ”画  コウ

”画面にて動作テ

F してください。

できません。 

ストするためには、カスタマ・イン

タマ・インターフェイスの

ターフェイスの「通電入」信号を

入」信号を OFF しませんと動
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 エラー49：  フィーダ ガ auto モード デハ アリマセン 

feeder not in automatic mode
説明 要因 処置 

スタッド・フィーダが“Auto(自
モードになっていない。 動)” チ を

ヘッド又は溶接ガンのコレ

スタッド送給してください。 

1. スタッド・フィーダの前面パネ

ル の キ ー ・ ス イ ッ

“Auto(自動)”にしください。 
2. 溶接

ット部にスタッドがなければ、

溶接時にスタッ

ド・フィーダが

“Auto(自動 )”
モードになって

いません。 

 「エラー・リセット」してください。 

 エラー   ZCPU: RAM  モジュール イジョウ62：  
ZCPU: RAM module fault or defective

説明 要因 処置 
1. ル CPU ボード上の

。 

セントラル CPU ボード上の RAMセントラ

RAM モジュールが正しく差し

込まれていない

モジュールを正しく差し込んでくだ

さい。 
2

本機のセントラ

ル CPU が RAM
モジュール

. セントラル CPU ボード上の

RAM モジュールが故障してい モジュールを交換してください。 
セントラル CPU ボード上の RAM

る。 
3. セントラル CPU ボードが故障

している。 
セントラル CPU ボードを確認して

ください。 

を認

識できない、又

は故障している

と

た。

 

認 識 し ま し

 

 「エラー・リセット」してください。

 エラー100： フィーダ： キョウキュウ デンアツ イジョウ 
feeder: no power to aux. supply

説明 要因 処置 
1. スタッド・フィーダの「F2」ヒ スタッド・フィーダの「F2」ヒュー

ズを確認してください。 ューズが故障している。 
2. スタッド・フィーダが故障

いる。 
して スタッド・フィーダを確認してくだ

さい。 

スタッド・フィ

ー

を

ん。 
 

ダが供給電源

認識できませ

 「エラー・リセット」してください。

 
注意：

スタッド･フィーダの故障箇所を修理する詳しい方法は、スタッド・フィーダの取扱説明書の

関連する事項を参照してください。
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 エラー102： フィーダ： レースウェイ スタッド セイレツ イジョウ 

efeeder: rail way not filled in tim
説明 要因 処置 

1. スタッド・フィーダのレースウ

ェイ部にスタッドが詰まってい

る。 

スタッドの詰まりを取り除いてくだ

さい。 

2. スタッド・フィーダのレースウ

ェイ部が機械的に故障してい さい

スタッドの詰まりを取り除いてくだ

。 
る。 

3. スタッド・フィーダのレースウ

ェイの“Min”又は“Max”近

して

さい。 
スタッド・フィーダを交換 くだ

接スイッチが故障している。 
4. スタッド・フィーダのドラム内

にスタ  ッドが無い。

 スタッドを補充してください。

5. スタッド・フィーダが故障して

いる。 さい。

スタッド・フィーダを交換してくだ

 

スタッド･フィー

ダがレースウェ

イの異常を認

 
識

しました。

「エラー・リセット」してください。  
 
注意： 
スタッド･フィーダの故障箇所を修理する詳しい方法は、スタッド・フィーダの取扱説明書の

関連する事項を参照してください。 

 ： フィエラー103 ーダ： クウキアツ テイカ 
feeder: air pressure low

説明 要因 処置 
1. スタッド・フィーダへの圧縮空

気が供給されていない、又は圧

力が不足している。 

スタッド・フィーダの使用空気圧力

を確認してください。 

2. スタッド・フィーダの圧力スイ

 
圧力スイッチの設定を調整してくだ

さい。 

取扱

ッチの設定が正しくない。

設定方法は、スタッド・フィーダの

説明書を参照してください。 
3. スタッド・フィーダの圧力スイ

ッチが故障している。 
スタ

さい

ッド・フィーダを交換してくだ

。 

スタッド・フィ

ーダが圧縮空気

ないと認識しま

の圧力が十分で

した。 

 「エラー・リセット」してください。 
 
注意： 
エラー103 の“フィーダ： クウキアツ テイカ”が発生しますと、本機は「溶接起動」を受

け付けなくなります。 
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 エラー104： フィーダ： シャッタ ガ シマリマセン 

feeder: knife not in front position
説明 要因 処置 

1. スタッド・フィーダのスタッド

レースウェイの

スタッドの詰まりを取り除いてくだ

さい。 分離シャッタと

間にスタッドが詰まっている。 
2. スタッド・フィーダのスタッド 近接スイッチを確認してください。 

分離シャッタの位置検出用の近

接スイッチが故障している。 

ス

ーダがスタッ

分離 ッ

故障を認識

した。 

「エラー・リセット」してください。 

タッド・フィ

ド

シャ タの

しま

 

 ップスイッチ offエラー106： フィーダ： フィード スト  
itor switch openfeeder: feed tube mon

説明 要因 処置 
1. 溶接ガンにフィード・チュ フィ

ーブが接続されていない。 さい。 
ード・チューブを接続してくだ

2. 溶接ガンのリサイクル・ス フィー

溶

接

トップ・スイッチが ON す

し込まれていな

ド・チューブをリサイクル・

ストップ・スイッチが ON する位置

まで差し込んでください。 る位置までフィード・チュ

差ーブが

い。 
3. 溶接ガンの内部にてリサイ

クル・ストップ・スイッチ

溶接ガンを交換してください。 

の配線が断線している。 
4. 溶接 ンのリサイクル・ス

トップ・スイッチが故障し

 ガ

ている。 
5. 溶接ガンのコントロール・

線している。 
 

ケーブルが断

ガ

ン

機

ない。 

使

用

時 

6. スタッド・フィーダと本

との接続が正しく

接続を確認してください。 

1.  溶接ヘッド内部の配線が断線

している。 
溶接ヘッドを交換してください。 

2.  SKK Ass’y SKKケーブル が断線

している。 
ケーブル Ass’y(Z143078)を交

換してください。 

溶

接

ヘ

ーダと本機の

ない

接続を確認してください。 
ッ

ド 3.  スタッド・フィ
使 接続が正しく
用

時 

。 

溶接ガンの

イクル・ス

プ・スイッチ

ON していませ

ん。 

リサ

トッ

が

 「エラー・リセット」してください。 
 

意： 
. スタッド･フィーダの故障箇所を修理する詳しい方法は、スタッド・フィーダの取扱説明

書の関連する事項を参照してください。 
2. 溶接ヘッドの故障箇所を修理する詳しい方法は、溶接ヘッドの取扱説明書の関連する事項

を参照してください。 

注

1
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 エラー109： フィード サイクル タイム オーバー 

feed cycle timeout
説明 要因 処置 

1. スタッド・フィーダのエスケー

プメント・ブロックにスタッド

が入らなかった。 
まりを取り除いてください。 
スタッド・フィーダのスタッドの詰

2. スタ

溶接ヘッド又は

ッド・フィーダのレースウ

ェイ上でスタッドが詰まってい

スタッド・フィーダのスタッドの詰

まりを取り除いてください。 
る。 

3. スタッド・フィーダが

タリング時間内にフィード・サ

了できなかっ

まりを取り除いてください。 
大モニ スタッド・フィーダのスタッドの詰

イクルを終 た。 

溶接ガンが正し

く な い フ ィ ー

ド・サイクルを

4. スタッド・フィーダにスタッド スタッドを補充してください。 
が無い。 

5. スタッド・フィーダの圧

に OFF し

スイッチの設定値を確認し、調力スイ 圧力

ッチが溶接直後 た。 整してください。 
6. スタッド・フィーダのエ

いる。

エア・フィルタを清掃、又は交換しア・フ

ィルタが詰まって  てください。 

実行しました。 
 

してください。 

溶接ヘッド使用時は、次に「再起

 スタッドを送給

「エラー・リセット」してください。 

動」してください。 
 
注意

スタ スタッド・ディバイダの スタッ

ド・ る事項を参照し

： 
ッド･フィーダ又は 故障箇所を修理する詳しい方法は、

フィーダの取扱説明書の関連す てください。 

 ョウエラー132： SD5: デンアツ イジ  
SD5: voltage fault

説明 要因 処置 
1. SD5 スタッド・ディバイ

が故障してい

ッド・ディバイダの故障しダの電 SD5 スタ

源ヒューズ る。 たヒューズを交換してください。 
2. SD5 スタッド・ディバイ スタッド・ディバイダを確認しダが故 SD5

障している。 てください。 

SD5 スタッド・デ

ィバイダが供給電

源を認識できませ

んでした。 
 「エラー・リセット」してください。 

  ママデエラー133： SD5: ゼンシン イチ ノ ス 
SD5: still in front position

説明 要因 処置 
SD5 スタッド・ディバイダの分離ス

ライドが前進位置に移動したままに

SD5 スタッド・ディ ダのスライ

ドの位置を戻してください。 
なっている。 

バイSD5 スタッド・デ

ィバイダの分離ス

ライド機能が故障

していると認識し

ました。 
 スタッドを送給してください。 

「エラー・リセット」してください。 
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 エラー134： SD5: ゼンシン シマセン 

n not reachedSD5: front positio
説明 要因 処置 

1. スタッド・ディバイダの使用空

気圧力が不足している。 
SD5 スタッド・ディバイダの使用空

気圧力を確認してください。 
2. SD5 スタッド・ディバイダにて

スタッドが詰まっている。 
スタッドの詰まりを取り除いてくだ

さい。 

SD5 スタッド・デ

ィバイダの分離ス

ライド機能が故障

していると認識し

ました。  「エラー・リセット」してください。 

 エラー135： SD5: R1-コウタイ イチ ニ ナイ 
SD5: R1-position not reached

説明 要因  処置 
1. スタッド・ディバイダの

が不足している。 
SD5 スタッド・ディバイダの使用空使用空

気圧力 気圧力を確認してください。 
2. SD5 スタッド・ディバイダにて

っている

スタッドの詰まりを取り除いてくだ

スタッドが詰ま 。 さい。 

SD5 スタッド・デ

ィバイダの分離ス

ライド機能が故障

していると認識し

ました。 てください。   「エラー・リセット」し

  イチ ニ ナイエラー136： SD5: R2-コウタイ  
SD5: R2-position not reached

説明 要因 処置 
1. スタッド・ディバイダの使用空

気圧力が不足している。 
SD5 スタッド・ディバイダの使用空

気圧力を確認してください。 
2. SD5 スタッド・ディバイダにて

スタッドが詰まっている。 
スタッドの詰まりを取り除いてくだ

さい。 

SD5 スタッド・デ

ィバイダの分離ス

ライド機能が故障

していると認識し

ました。  「エラー・リセット」してください。 

 エラー137： SD5: R3-コウタイ イチ ニ ナイ 
SD5: R3-position not reached

説明 要因 処置 
1. スタッド・ディバイダの使用空

気圧力が不足している。 
SD5 スタッド・ディバイダの圧縮空

気の圧力を確認してください。 
2. SD5 スタッド・ディバイダにて

スタッドが詰まっている。 
スタッドの詰まりを取り除いてくだ

さい。 

SD5 スタッド・デ

ィバイダの分離ス

ライド機能が故障

していると認識し

ました。  「エラー・リセット」してください。 

 エラー138： SD5: R4-コウタイ イチ ニ ナイ 
SD5: R4-position not reached

説明 要因 処置 
1. スタッド・ディバイダの使用空

気圧力が不足している。 
SD5 スタッド・ディバイダの使用空

気圧力を確認してください。 
2. SD5 スタッド・ディバイダにて

スタッドが詰まっている。 
スタッドの詰まりを取り除いてくだ

さい。 

SD5 スタッド・デ

ィバイダの分離ス

ライド機能が故障

していると認識し

ました。  「エラー・リセット」してください。 
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 エラー139： SD5: R5-コウタイ イチ ニ ナイ 

SD5: R5-position not reached
説明 要因 処置 

1. スタッド・ディバイダの使用空

気圧力が不足している。 
SD5 スタッド・ディバイダの使用空

気圧力を確認してください。 
2. SD5 スタッド・ディバイダにて

ドが詰まっている。 
スタッドの詰まりを取り除いてくだ

さい。 スタッ

SD5 スタッド・デ

 「エラー・リセット」してください。 

ィバイダの分離ス

ライド機能が故障

していると認識し

ました。 

 シン ト コウタエラー ：140  SD5: R1-5   スベテ ノ ゼン イ セン サ on 
SD5: front position AND all R-positions!

説明 要因 処置 
1. SD5 ス と本 接タッド・ディバイダ

機との接続ケーブルが断線して

いる。 

続 ください。 ケーブルを確認してSD
ィバ

5 スタッド・

イダが全て

デ

の

2. SD5 スタッド・ディバイダが故

障している。 
SD5 スタッド・ディバイダを確認し

てください。 

後退位置及び前進

しました。 
 「エラー・リセット」してください。 

位置にあると認識

  2 ツノ イチ ガ タダシエラー141： SD5: スクナクトモ ク ナイ 
SD5: at minimum 2 positions not OK

説明 要因 処置 
1. スタッド・ディバイ

気圧力が不足してい

ダの使用空

。 
SD 使用空

気圧る

5 スタッド・ディバイダの

てください 力を確認し

2. SD5 スタ

スタッドが

ッド・ディバイダにて

っている。 
スタッド詰まりを取り除いてくださ

い。詰ま  

SD5 スタッド・デ

ィバ

とも

イダが少な

2 つの位置

く

が

識正し

しま

くないと認

した。  「エラー・リセット」してください。 

 エラー142：  イジョウ スタッドディバイダ イチ  
stud divider position not reached

説明 要因 処置 
1. スタッド・ディバイダの使用空

気圧力が不足している。 
スタッド・ディバイダの使用空気圧

力を確認してください。 
2. スタッド・ディバイダにてスタ

詰まっている。 
スタッドの詰まりを取り除いてくだ

さいッドが 。 

スタッド・ディバ

イダがモニタリン

「エラー・リセット」してください。 

グ時間内に要求し

た位置に到達しま

せんでした。  

 ニ ナイエラー143： SD5: ホームポジション  
SD5: not in home position

説明 要因 処置 
1. スタッド・ディバイダの使用空 ス

気圧力が不足している。 
タ 使用空気圧

力を確認してください。 
ッド・ディバイダの

2. スタッド・ディバイダにてスタ

ッドが詰まっている。 
スタッドの詰まりを取り除いてくだ

さい。 

スタッド・ディバ

イダがモニタリン

グ時間内に要求し

た位置に到達しま

せんでした。  「エラー・リセット」してください。 
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 エラー202： SMPS オンド ジョウショウ 
SMPS temperature is too high

説明 要因 処置 
1. 本機内部の温度が上昇し、

電源ユニットの許容動作

った。 

1. 冷却を妨げるものを

いてください。 
2. 

SMPS
温度を超えてしま

本機周囲の

取り除

本機の冷却通風孔及び空気取入

確認し口がふさがっていないか

さい。 てくだ

2. 本機の周囲温度が上

SMPS 電源ユ

昇し、 本 OFF
、 してください。 ニットの許容動作

温度を超  
し

えてしまった。

機のメイン・スイッチを

停止

3. 溶接により SMPS 電源ユニット

の許容動作温度を超えてしまっ

 

た。 

SMPS 電源ユニ

ット

し

 「エラー・リセット」してください。 

の温度が上

昇 ました。 

 エラー204： SMPS コショウ 
SMPS hardware fault

説明 要因 処置 
1. CPU・PWM ボードが故障して CP

さいいる。 
U・PWM ボードを交換してくだ

。 
2. SMPS 電源ユニッ

いる。 
トが故障して 1. 

2. してください。 

SMPS 電源ユニットを確認して

 ください。

を交換本機

SMPS 電源ユニ

ット

た

「エラー・リセット」してください。 

が故障しま

し 。 

 

 その他の異常

説明 要因 処置

 
 

1. 主電源がOFFしている。 主電源をONしてください。 
2. 電源ボード(A2)が故障してい

る。 
電源ボード(A2)上のD1-LEDを

確認し、OFFしていれば、ヒュ

ーズ「F1」を交換してくださ

い。 
2. 電源ボード(A2)を交換してくだ

さい。 

カスタマ・イン

1. 

3. セントラルCPUボードが正常に

機能していない。 
セントラルCPUボードを交換してく

ださい。 

ターフェイスか

ら「WOP オーバ

ー」と「フィー

ド・ミス」がす

べて出力されて

いる。 

4. セントラルCPUボードとインタ

ーフェイス・ボード間の光ファ

イバ・ケーブルが故障してい

る。 

1. セントラルCPUボードとインタ

ーフェイス・ボード間の光ファ

イバ・ケーブルを確認してくだ

さい。 
2. セントラルCPUボードとインタ

ーフェイス・ボード間の光ファ

イバ・ケーブルを交換してくだ

さい。 
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下記のコードは“エラー メモリ”画面に表示されますが、システムのエラーではありません。

システム状態の履歴を表示しています。 

 コード 69： RAM モジュール ショウキョ 
RAM-Module deleted

説明 本機のセントラル CPU ボード上の RAM モジュールが消去されたことを示し

ン№2 にて RAM モジ

・スイッチ」(149ページ)を
参照してください。 

ます。 
※セントラル CPU ボード上の DIP スイッチ“S1”のピ

ュールがクリアされました。前述9章「ディップ

 コード 70： メンテナンス ショウキョ 
maintenance deleted

説明 “クリア キノウ”画面(前述8.4.3.5章(96ページ))にて「メンテナンス」カウン

※本機の“トウケイ”画面のサブ・メニュー“メンテナンス”画面(前述8.5.5
れました。 

タ／メモリがクリアされたことを示します。 

章(116ページ))のカウンタが消去さ

 コード 71： トウケイ ショウキョ 
statistic deleted

説明 “クリア キノウ”画面(前述8.4.3.5章(96ページ))にて「トウケイ」カウンタが

クリアされたことを示します。 

※本機の“トウケイ”画面のサブ・メニュー“アウトレット ノ トウケ”画面

トウケイ”画面(前述8.5.4章
(114ページ))のカウンタが消去されました。 
(前述8.5.3章(112ページ))及び“プログラム ノ 

 コード 72： エラー メモリ ショウキョ 
fault memory deleted

説明 “クリア キノウ”画面(前述8.4.3.5章(96ページ))にて「エラー メモリ」がク

を示します。 

※本機の“トウケイ”画面のサブ・メニュー“エラー メモリ”画面(前述8.5.1
章(107ページ))の内容が消去されました。 

リアされたこと

 コード 73：  WOP メモリ ショウキョ 
WOP memory deleted

説明 “クリア キノウ”画面(前述8.4.3.5章(96ページ))にて「エラー メモリ」がク

リアされたことを示します。 

※本機の“トウケイ”画面のサブ・メニュー“WOP メモリ”画面(前述8.5.2
章(109ページ))の内容が消去されました。 
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10.3.警告メッセージ 

示される警告表示及び警告メッセージから本機及び周辺機器に

できます。 

47ページ)にて表示される警告表示と“ケイコク”画

される警告メッセージがあります。警告メッセージに

内容 

お客様は TMP ターミナルに表

発生している問題及び状況を認知することが

警告 8.12章“ケイコク”画面(1には、前述

面以 生している時に表外にて警告が発 示

は下記のものがあります。 

警告メッセージ 

ｹｲｺｸ ﾊ ｱﾘﾏｾﾝ               

no warnings exist 

警告が発生していないことを示していま

す。 

ｹｲｺｸ ｶﾞ ﾃﾞﾃ ｲﾏｽ             

warnings exist 

警告が出ていますので、“ケイコク”画面

を選択し、内容を確認してください。 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ ﾊ ｷﾝｼ ｻﾚﾃ ｲﾏｽ         

programming is not allowed 

プログラミングが禁止されていることを示

します。 

ｶｸﾁｮｳ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｻﾚﾃ ｲﾏｽ           

parameters are extended programming 

拡張プログラムされていることを示しま

す。 
PC-ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ ｶﾞ ﾕｳｺｳ ﾃﾞｽ         

PC-programming is active 

PC によるプログラミングが有効になって

いることを示します。 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｶﾞ ﾑｺｳ ﾃﾞｽ            

program is not active 

プログラムが無効になっていることを示し

ます。 
WOP ﾊ ｱﾘﾏｾﾝ 

no WOP’s stored 
“ＷＯＰ メモリ”画面を選択して、WOP
の履歴がないことを示します。 

ｴﾗｰ ﾊ ｱﾘﾏｾﾝ                

no faults stored 

“エラー メモリ”画面を選択して、エラ

ーの履歴がないことを示します。 

ｴﾗｰ ﾊ ｱﾘﾏｾﾝ                

no fault exist 

“エラー リセット”画面を選択して、エ

ラーが発生していないことを示します。 
ﾖｳｷｭｳ ｻﾚﾀ ｷﾉｳ ﾊ ｼﾞｯｺｳ ﾃﾞｷﾏｾﾝ 

can not execute the requested function 

実行しようとしたコマンド又は機能キーが

実行できないことを示します。 

ｷﾉｳ ｦ ｷｬﾝｾﾙ ｼﾏｼﾀ             

function canceled 

選択されたコマンドがキャンセルされたこ

とを示します。 

ｷﾉｳ ｦ ﾑｺｳ ﾆ ｼﾏｼﾀ             

function is deactivated 

選択されたコマンドが無効にされたことを

示します。 
ﾌｨｰﾀﾞ ｶﾞ auto ﾓｰﾄﾞ ﾃﾞﾊ ｱﾘﾏｾﾝ        

feeder is not in automatic mode 

スタッド・フィーダが Auto(自動)モードに

なっていないことを示します。 
ﾍｯﾄﾞ ｶﾞ ｺｳﾀｲ ｼﾀﾏﾏ ﾃﾞｽ           

slide rail remains in R-Position 

溶接ヘッドが前進せずに、後退したままで

あることを示します。 

no SOW                  

no SOW 

「SOW」信号が ON しないことを示して

います。 
ﾃｽﾄ ｼﾞｮｳｹﾝ ｶﾞ ﾌﾃｷｺﾞｳ ﾃﾞｽ         

test mode-condition not met 

“インターフェイス シュツリョク ノ テ
スト”画面 (前述8.11.3章 (140ページ ))に
て、一時停止状態になっていないことを示

します。 
カスタマ･インターフェイスの「一時停

止」信号を確認してください。 
 

 

ポップリベット･ファスナー株式会社 
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警告メッセージ 内容 

ｲﾁｼﾞ ﾃｲｼ                 

OPERATION STOP 

一時停止状態になっていることを示しま

す。 

非常停止/24V コネクタ“X2”の「一時停

止」信号又はカスタマ・インターフェイス

の「一時停止」信号を確認してください。 
ﾋｼﾞｮｳ ﾃｲｼ                

EMERGENCY STOP 

非常停止状態になっていることを示しま

す。 

非常停止/24V コネクタ“X2”の「非常停

止」信号を確認してください。 
<F6> ｦ ｵｼﾅｶﾞﾗ ｿｳｻ ｼﾃ ｸﾀﾞｻｲ        

manual mode! press <F6> 

「F6」キーを押しながら操作してくださ

い。 
ｽﾀｯﾄﾞ ｿｳｷｭｳ ﾊ ﾕｳｺｳ ﾃﾞｽ 

stud feed activated 

スタッド送給中であることを示します。 

ｽﾀｯﾄﾞ ﾉ ﾅｶﾞｻ ｦ ｷｵｸ ｼﾏｼﾀ          

stud length is stored 

スタッド長さ検知機能にてスタッド長さを

記憶したことを示します。 

ｿｳｻ ｷﾝｼ ! <F6> ｦ ｵｼﾃ ｸﾀﾞｻｲ        

operation stop! press <F6> 

操作できません、「F6」キーを押しながら

操作してください。 
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11.補用部品 

11.1.TMP900/200V 仕様の補用部品 

 部品番号 名称 備考 
1 E003097 ヒューズ 25A F1,F2,F3 
2 E003096 ヒューズ 2A F4,F5,F6 
3 E003098 ヒューズ 10A F7,F8 
4 E003027 ヒューズ 1.0A 5X20 MT F1,F3,F5 on 電源ボード（A2） 
5 E003004 ヒューズ 0.5A 5X20 MT F2 on 電源ボード（A2） 
6 E003003 ヒューズ 0.25A 5X20 MT F4 on 電源ボード（A2） 
7 E007119 電源サイリスタ (SKT50/16E) V13 
8 E007138 バイパス・サイリスタ (SKT491/04E-L6) V12 
9 E007078 分配サイリスタ (SKT491/04E-F6) V7,V8,V9,V10,V11 

11.2.TMP1800/200V 仕様の補用部品 

 部品番号 名称 備考 

1 E003121 ヒューズ 50A F1,F2,F3 
2 E003010 ヒューズ 2A F4,F5,F6 
3 E003019 ヒューズ 10A F7,F8 
4 E003027 ヒューズ 1.0A 5X20 MT F1,F3,F5 on 電源ボード（A2） 
5 E003004 ヒューズ 0.5A 5X20 MT F2 on 電源ボード（A2） 
6 E003003 ヒューズ 0.25A 5X20 MT F4 on 電源ボード（A2） 
7 E007141 電源サイリスタ+ダイオード 

(SKKH132/14E) 
V1,V2,V3 

8 E007145 バイパス・サイリスタ 
(SKT551/12E+BC61-L6) 

V28 

9 E007146 分配サイリスタ 
(SKT551/12E+BC61-F6) 

V29,V30,V31,V32,V33 

11.3.TMP1000/400V 仕様の補用部品 

 部品番号 名称 備考 
1 E003097 ヒューズ 25A F1,F2,F3 
2 E003096 ヒューズ 2A F4,F5,F6 
3 E003098 ヒューズ 10A F7,F8 
4 E003027 ヒューズ 1.0A 5X20 MT F1,F3,F5 on 電源ボード（A2） 
5 E003004 ヒューズ 0.5A 5X20 MT F2 on 電源ボード（A2） 
6 E003003 ヒューズ 0.25A 5X20 MT F4 on 電源ボード（A2） 
7 E007119 電源サイリスタ (SKT50/16E) V13 
8 E007138 バイパス・サイリスタ (SKT491/04E-L6) V12 
9 E007078 分配サイリスタ (SKT491/04E-F6) V7,V8,V9,V10,V11 
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11.4.TMP1500/400V 仕様の補用部品 

 部品番号 名称 備考 
1 E003097 ヒューズ 25A F1,F2,F3 
2 E003096 ヒューズ 2A F4,F5,F6 
3 E003098 ヒューズ 10A F7,F8 
4 E003027 ヒューズ 1.0A 5X20 MT F1,F3,F5 on 電源ボード（A2） 
5 E003004 ヒューズ 0.5A 5X20 MT F2 on 電源ボード（A2） 
6 E003003 ヒューズ 0.25A 5X20 MT F4 on 電源ボード（A2） 
7 E007119 電源サイリスタ (SKT50/16E) V13 
8 E007138 バイパス・サイリスタ (SKT491/04E-L6) V12 
9 E007078 分配サイリスタ (SKT491/04E-F6) V7,V8,V9,V10,V11 

11.5.TMP1800/400V 仕様の補用部品 

 部品番号 名称 備考 

1-1 E003077 ヒューズ 35A F1,F2,F3 
1-2 E003079 ヒューズ 35A 用スペーサ F1,F2,F3 用スペーサ 
2 E003096 ヒューズ 2A F4,F5,F6 
3 E003098 ヒューズ 10A F7,F8 
4 E003027 ヒューズ 1.0A 5X20 MT F1,F3,F5 on 電源ボード（A2） 
5 E003004 ヒューズ 0.5A 5X20 MT F2 on 電源ボード（A2） 
6 E003003 ヒューズ 0.25A 5X20 MT F4 on 電源ボード（A2） 
7 E007141 電源サイリスタ+ダイオード V1,V2,V3 
8 E007145 バイパス・サイリスタ 

(SKT551/12E+BC61-L6) 
V28 

9 E007146 分配サイリスタ 
(SKT551/12E+BC61-F6) 

V29,V30,V31,V32,V33 

TMPコントロール内に使用されている基板の部品番号は、後述13.章「付録」(182ページ)に記

述されている対応する仕様の基板部品表をご覧ください。 
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12.お問い合わせ先 

ポップリベット・ファスナー株式会社 

 本              社    〒１０２－００９４  

システム営業部        東京都千代田区紀尾井町３－６ 

    関東第１グループ     （秀和紀尾井町パークビル） 

                          ＴＥＬ：０３（３２６５）７２９１（代） 

                          ＦＡＸ：０３（３２６５）７２９８ 

 栃  木  営  業  所    〒３２１－０９５３ 

システム営業部        栃木県宇都宮市東宿郷町４－２－２２ 

関東第２グループ      （早川ビル） 

                      ＴＥＬ：０２８６（３７）５０２１ 

                      ＦＡＸ：０２８６（３７）５０２７ 

 豊   橋    工   場    〒４４１－８５４０ 

豊  橋  営  業  所    愛知県豊橋市野依町字細田 

システム営業部        ＴＥＬ：０５３２（２５）８８５１ 

中部第１グループ      ＦＡＸ：０５３２（２５）１１４７ 

    システム営業部        ＴＥＬ：０５３２（２５）８８５２ 

    中部第２グループ      ＦＡＸ：０５３２（２５）１１４７ 

    溶接技術部            ＴＥＬ：０５３２（２５）８８５３ 

                          ＦＡＸ：０５３２（２５）８３２６ 

 

 

 

 

 

作成日：1997 年 11 月 12 日 
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13.付録 

 CE マーキング適合宣言書 
 メカニカル パラメータ設定条件記入表 
 ヨウセツ プログラム設定条件記入表 
 TMP900/200V 仕様の基板部品表 
 TMP1800/200V 仕様の基板部品表 
 TMP1000/400V 仕様の基板部品表 
 TMP1500/400V 仕様の基板部品表 
 TMP1800/400V 仕様の基板部品表 



















メカニカル パラメータ設定条件記入表

使用しているコントロールの名板に記載された情報を記入してください。 

基本電源電圧  (Netz.V)                V               Hz 
コントロール名称  (Type) TMP 
シリアル№  (Fabr.Nr.)  

アウトレット条件（“メカニカル パラメータ”画面）の設定内容を記入してください。 

パラメータ名 設定値 
ｱｳﾄﾚｯﾄ 1 2 3 4 5 
ｱｳﾄﾚｯﾄ ｱｸﾃｨﾌﾞ yes no 
ﾍｯﾄﾞ ｽﾗｲﾄﾞ ﾅｲﾌﾞ ｶﾞｲﾌﾞ 

ﾅｲﾌﾞ<SOW OFF ｺﾞ> ﾅｲﾌﾞ<ﾖｳｾﾂ ｺﾞ> ﾌｨｰﾄﾞ ｶｲｼ 
ｶﾞｲﾌﾞ<SOW OFF ｺﾞ> ｶﾞｲﾌﾞ<ﾖｳｾﾂ ｺﾞ> 

ﾌｨｰﾄﾞ ﾀｲﾑ (ms)  
ﾛｰﾄﾞ ﾀｲﾑ (ms)  
ﾘｻｲｸﾙ yes no 
ﾌｨｰﾄﾞ ﾁｮｳｾｲ yes no
WOP ｷｮｶｽｳ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ｶﾗｰ ﾏｰｷﾝｸﾞ yes no
ｼｰﾙﾄﾞ ｶﾞｽ yes no
ｴｱ ﾌﾞﾛｰ yes no 
ﾖｳｾﾂ ﾏｴ (ms) 0ms
ｶｸﾄﾞ ｽｲｯﾁ ｱﾘ ﾅｼ 
ﾖｳｾﾂ ﾁｭｳ (ms) 0ms
ｽﾀｯﾄﾞ ｹﾝﾁ ｱﾘ ﾅｼ

ｺﾚｯﾄ-ｾｲｿｳ (回)  
+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 td-ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 

(ms) - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ｺﾚｯﾄ-ｺｳｶﾝ (回)  

+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 td-ｼｭｳﾘ (ms) 
- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

※“設定値”欄が空欄の箇所は書き込み、数値が複数記載されている箇所は○を付けて選択してくださ

い。 
※“設定値”欄の下線のある値は標準的な設定値を示しています。 

ポップリベット・ファスナー株式会社 



ヨウセツ プログラム設定条件記入表

使用しているコントロールの名板に記載された情報を記入してください。 

基本電源電圧  (Netz.V)                V               Hz 
コントロール名称  (Type) TMP 
シリアル№  (Fabr.Nr.)  

溶接条件（“ヨウセツ プログラム”画面）の設定内容を記入してください。 

パラメータ名 設定値 
ｱｳﾄﾚｯﾄ 1 2 3 4 5 
ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ   
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｱｸﾃｨﾌﾞ yes no 
ﾊﾟｲﾛｯﾄ ﾃﾞﾝﾘｭｳ (A) 20 30 
ﾊﾟｲﾛｯﾄ ﾃﾞﾝﾘｭｳ ｼﾞｶﾝ 
(ms) 

30 40 50 60 

  
+ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

ﾖｳｾﾂ ﾃﾞﾝﾘｭｳ (A) 

- 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
  

+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
ﾖｳｾﾂ ﾃﾞﾝﾘｭｳ ｼﾞｶﾝ 
(ms) 

- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
 20

+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ﾊﾟｲﾛｯﾄ ﾃﾞﾝｱﾂ (V) 

- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 30
+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ﾖｳｾﾂ ﾃﾞﾝｱﾂ (V) 

- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ｼﾞﾄﾞｳ ﾁｮｳｾｲ no I ｼﾞｶﾝ 
ﾖｳｾﾂ ﾀｲﾌﾟ DC 
ｷﾄﾞｳ ﾁｴﾝ (ms) 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

 1.40
+ 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 

ﾘﾌﾄ ｷｮﾘ (mm) 

- 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 
ﾄﾞﾛｯﾌﾟ ﾀｲﾑ (ms) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
ｵｰﾄ ﾌﾟﾗﾝｼﾞ yes no
ｴｱ ﾌﾞﾛｰ yes no
ｽﾀｯﾄﾞ ｹﾝﾁ yes no
ｽﾀｯﾄﾞ ﾁｮｳｾｲ ﾅｼ

ｽﾀｯﾄﾞ ﾆﾝｼｷ ﾅﾝﾊﾞｰ ---------------- 

※“設定値”欄が空欄の箇所は書き込み、数値が複数記載されている箇所は○を付けて選択してくださ

い。 
※“設定値”欄の下線のある値は標準的な設定値を示しています。 

ポップリベット・ファスナー株式会社 



TMP900/200V 仕様の基板部品表 
 部品番号 名称 備考 
1 E110327A 電源ボード (B329A) A2 
2 E200170 CPUボード (B314+B328) A4 
3 E110343A AUXボード (B345A) A3；下記「変更履歴」参照 
4 E100638 RCDボード (B225) A4,A6 
5 E100636 IGBTドライバ・ボード (B223) A5,A7 
6 E110344 CPU・PWM・900Aボード (B346) A8；下記「変更履歴」参照 
7 E110307 インターフェイス・ボード (B310) A5 
8 Z010007 TMPターミナル A6 
9 E110317 CPU拡張ボード (B319) A4.1；3 アウトレット以上の場合に

必要 

変更履歴 
 部品番号 名称 備考 
3 E110338A AUXボード (B340A) A3；旧タイプ 1 
6 E110323A CPU・PWM・900Aボード (B325A) A8；旧タイプ 2 
6 E110306 CPU・PWM・900Aボード (B309) A8；旧タイプ 1 

TMP1800/200V 仕様の基板部品表 

 部品番号 名称 備考 
1 E110327A 電源ボード (B329A) A2 
2 E200170 CPUボード (B314+B328) A4 
3 E110343B AUXボード (B345B) A3；下記「変更履歴」参照 
4 E110341 RCDボード (B343) A4,A6,A8,A10 
5 E110340A IGBTドライバ・ボード (B342A) A5,A7,A9,A11 
6 E110344B CPU・PWM・1800Aボード (B346B) A12；下記「変更履歴」参照 
7 E110307 インターフェイス・ボード (B310) A5 
8 Z010007 TMPターミナル A6 
9 E110317 CPU拡張ボード (B319) A4.1；3 アウトレット以上の場合に

必要 

変更履歴 
 部品番号 名称 備考 
3 E110342 AUXボード (B344) A3；旧タイプ 1 
6 E110339 CPU・PWM・1800Aボード (B341) A12；旧タイプ 1 



TMP1000/400V 仕様の基板部品表 

 部品番号 名称 備考 
1 E110327 電源ボード (B329) A2 
2 E200170 CPUボード (B314+B328) A4 
3 E110343 AUXボード (B345) A3；下記「変更履歴」参照 
4 E100638 RCDボード (B225) A4,A6 
5 E100636 IGBTドライバ・ボード (B223) A5,A7 
6 E110344 CPU・PWM・1000Aボード (B346) A8；下記「変更履歴」参照 
7 E110307 インターフェイス・ボード (B310) A5 
8 Z010007 TMPターミナル A6 
9 E110317 CPU拡張ボード (B319) A4.1；3 アウトレット以上の場合に

必要 

変更履歴 
 部品番号 名称 備考 
3 E110322 AUXボード (B324) A3；旧タイプ 1 
6 E110323A CPU・PWM・1000Aボード (B325A) A8；旧タイプ 2 
6 E110306 CPU・PWM・1000Aボード (B309) A8；旧タイプ 1 

TMP1500/400V 仕様の基板部品表 

 部品番号 名称 備考 
1 E110327 電源ボード (B329) A2 
2 E200170 CPUボード (B314+328) A4 
3 E110343 AUXボード (B345) A3 
4 E100638 RCDボード (B225) A4,A6 
5 E100636 IGBTドライバ・ボード (B223) A5,A7 
6 E110344A CPU・PWM・1500Aボード (B346A) A8；下記「変更履歴」参照 
7 E110307 インターフェイス・ボード (B310) A5,A7 
8 Z010007 TMPターミナル A6 
9 E110317 CPU拡張ボード (B319) A4.1；3 アウトレット以上の場合に

必要 

変更履歴 
 部品番号 名称 備考 
6 E110323 CPU・PWM・1500Aボード (B325) A8；旧タイプ 1 



TMP1800/400V 仕様の基板部品表 

 部品番号 名称 備考 
1 E110327 電源ボード (B329) A2 
2 E110345A CPUボード (B347A) A4 
3 E110343C AUXボード (B345C) A3 
4 E110341A RCDボード (B343A) A4,A6,A8,A10 
5 E110340A IGBTドライバ・ボード (B342A) A5,A7,A9,A11 
6 E110344B CPU・PWM・1800Aボード (B346B) A12；下記「変更履歴」参照 
7 E110307 インターフェイス・ボード (B310) A5 
8 Z010009 TMPターミナル A6 

変更履歴 
 部品番号 名称 備考 
6 E110339 CPU・PWM・1800Aボード (B341) A12；旧タイプ 1 
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スタッド溶接コントロールのシステム・リセットについて 
 
ここでは、PW3000 シリーズ・スタッド溶接コントロール (TMP900/ TMP1000/ TMP1500/ 
TMP1800[以下に TMP コントロールと記述する])の“システム・リセット”について記述します。 

システム・リセットは、TMP コントロールの制御部が何らかの原因によりロックしてしまい、動作

不能になった場合にのみ実施してください。 

不用意にシステム・リセットを実施されますと、スタッド溶接に必要な条件が消去されてしまい、ス

タッド溶接作業できなくなります。 

下記の注意事項およびシステム・リセットの手順に従い作業を実施してください。 
 

警告 

TMP コントロールのフロント・ドア上の警告ラベルは内部に高電圧部及び充電部があることを示し

ています。フロント・ドアを開けて作業する時は、TMP コントロールのメイン・スイッチを OFF
後 60 秒以上経過してから実施してください。 
 感電する恐れがあります。 

 

注意 

機器の保守・点検は、安全を確保するため、機能・機構を理解された方が実施してください。また、

その場合も取扱説明書の指示に従い、十分注意して作業してください。 
 保守・点検の知識、技術のない方が実施されますと十分な性能が発揮できないだけでなく、事

故や傷害を負う恐れがあります。 
 
注意事項： 

TMP コントロールのシステム・リセットを実施する前に、必ず弊社サービスにご連絡ください。 

TMP コントロールをシステム・リセットしますと、TMP コントロールに記憶されています下記の

条件およびメモリ内容が消去されてしまいます。 スタッド溶接を行うのに必要となる溶接条件

(ヨウセツ プログラム)およびアウトレット条件(メカニカル パラメータ)は、システム・リセット

後再入力しますので、添付の記入用紙に記入し必ず控えを取るようにしてください。 メモリ内

容に関しましては、必要な場合に控えを取るようにしてください。 
１．溶接条件（ヨウセツ プログラム） 
２．アウトレット条件（メカニカル パラメータ） 
３．エラー・メモリ 
４．WOP メモリ 
５．アウトレットの統計メモリ（アウトレット ノ トウケイ） 
６．プログラムの統計メモリ（プログラム ノ トウケイ） 
７．メンテナンス情報メモリ（メンテナンス） 

 
 
システム・リセットの手順 

1. TMP コントロールのメイン・スイッチを OFF し、60 秒待ちます。 

2. TMP コントロールのフロント・ドアを開けます（鍵は専用キーを使用して開錠します）。 

3. TMP コントロール内部右側面の奥にあるセントラル CPU ボード上の 8 ピン DIP スイッチ“S1”
の 2 番ピンを OFF から ON にします。 

4. TMP コントロールのフロント・ドアを締めます（専用キーにて施錠する必要はありません）。 

ポップリベット・ファスナー株式会社 
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5. TMP コントロールのメイン・スイッチを ON し、電源を投入します。 
このとき、電源を ON しますと、TMP-Terminal に“システム ジョウタイ ノ ヒョウジ”画

面が表示されます。 

6. SMPS のソフトウェア・バージョンが表示されるまで待ちます。 

7. SMPS のソフトウェア・バージョンが表示されましたら、TMP コントロールのメイン・スイッ

チを再び OFF し、60 秒待ちます。 

8. TMP コントロールのフロント・ドアを再度開けます。 

9. TMP コントロール内部右側面の奥にあるセントラル CPU ボード上の 8 ピン DIP スイッチ“S1”
の 2 番ピンを ON から OFF にします。 

10. TMP コントロールのフロント・ドアを締めます（専用キーにて施錠してください）。 

11. TMP コントロールのメイン・スイッチを ON し、再度電源を投入します。 
このとき、電源を ON しますと、TMP-Terminal に“システム ジョウタイ ノ ヒョウジ”画

面が表示されます。 

12. SMPS のソフトウェア・バージョンが表示されるまで待ちます。 

13. SMPS のソフトウェア・バージョンが表示されましたら、TMP コントロールはシステム・リセ

ットされます。 
 
以上のシステム・リセットの手順に記述されました方法にて、TMP コントロールのシステム・リセ

ットが行われましたら、予め控えておきました溶接条件（ヨウセツ プログラム）およびアウトレッ

ト条件（メカニカル パラメータ）を入力し、スタッド溶接作業を実施してください。 
 
 
補足：セントラル CPU ボード上の 8 ピン DIP スイッチ“S1”の位置 
 
TMP コントロールの型式およびシステム構成によりセントラル CPU ボードの形状は若干異なりま

す。 TMPコントロール内部右側面の奥にあるセントラルCPUボード上の8ピンDIPスイッチ“S1”
は下記矢印の位置にあります。 

スタッド溶接コントロール取扱説明書(F-WC-ED-97008)の第 9 章“ディップ・スイッチ”(149 ペー

ジ)をあわせて参照してください。 
 

 

 

TMP900/200V, TMP1800/200V 
TMP1000/400V, TMP1500/400V TMP1800/400V 
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