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はじめに 
 
このプログラミング取扱説明書はコントロール・パネル（別名：キーパッド）を DCE1800 又は
DCE1500コントロール・ユニットに接続して使用する際に表示されるメニュー画面に関して説明す
るものです。 
また最後の章にて、コントロール・パネルを ETFスタッド・フィーダに接続して、ETFスタッド・
フィーダと周辺機器（溶接ヘッド又は溶接ガンなど）の動作テストを個別に実行できる“ｶｯｺﾄﾞｳｻ ﾃ

ｽﾄ”画面に関して説明するものです。 
 
この説明書の内容は次に示すソフトウェア・バージョンに基づいて作成しています。 

ソフトウェア・バージョンが異なる場合は、コントロール・パネル（キーパッド）に表示されます内

容及び画面構成及び動作が異なることがありますので、注意してください。 

ソフトウェア・バージョンの確認は、“ｽﾃｲﾀｽ/ ｿﾌﾄｳｪｱ/ ｼｽﾃﾑ”画面を参照してください。 
 

ソフトウェア ソフトウェア・バージョン

Keypad/Display S484/0001/07 
ｹﾞﾝｺﾞ English (US) S484/0201/07 
ｹﾞﾝｺﾞ French S484/0301/07 
ｹﾞﾝｺﾞ Spanish S484/1101/07 
ｹﾞﾝｺﾞ Flemish S484/0601/07 
ｹﾞﾝｺﾞ Czech S484/1001/07 
ｹﾞﾝｺﾞ Italian S484/0401/07 
ｹﾞﾝｺﾞ Swedish S484/1200/07 
ｹﾞﾝｺﾞ Japanese S484/0501/07 
ｹﾞﾝｺﾞ German S484/0101/07 
ｾﾝﾄﾗﾙ CPU S475/0001/05 
SMPS S475/0001/02 
Interface (Tucker) S1 379/013000 
Interface (EAD) S1 379/041000e 

      ｿﾌﾄｳｪｱ                             
 
                                         
 ｼｽﾃﾑ                      DCE 1800      
                                         
 キーﾊﾟｯﾄﾞ/ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ        S484/0001/07  
 ｹﾞﾝｺﾞ     Japanese        S484/0501/07  
                                         
 ｾﾝﾄﾗﾙ CPU                 S477/0001/05  
 SMPS                      S475/0001/02  
 ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ                  S1 379/013000 
 Ethernet Getaway          ------------- 
                                        
                            ﾓﾄﾞﾙ....<↓>  
 

<ENT>

 
 
 
 
 
この取扱説明書は“取扱説明書 DCE1800 コントロール・ユニット”又は“取扱説明書 DCE1500
コントロール・ユニット”と合わせてお読みください。 
 
この取扱説明書に示されているサブ・メニュー画面内にて灰色に強調されているテキスト・フィール

ド（項目）及びスタイルが斜体にて表示されているテキスト（項目）は、システム構成及びオプショ

ンの有無により表示内容が異なることを意味します。 

また、灰色に強調されているテキスト・フィールド（項目）はパラメータの設定値を変更可能なこと

を意味します。 
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1. “ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ”画面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ                           
 
                                         
      ﾖｳｾﾂ ﾓﾆﾀ                         . 
      ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ                         
      ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ                          
      ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｷﾉｳ                         
      ｻｰﾋﾞｽ ｷﾉｳ                          
      ｽﾃｲﾀｽ                              
                                         
      ｴﾗｰ ﾘｾｯﾄ                           
      ｹｲｺｸ                               
                                         
                                         
 
<ENT>                                

画面の機能： 
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。 

 
“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「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

「↓」キーにて移動して、「ENTER」キーを押すことによりサブ・メニュー画面を選択します。 
下記の“サブ・メニュー”画面は、個々のファンクション・キーを押すことにより選択できます。 
 

画面 ファンクション・キー 
“ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ”画面 「F2」キーを押します。 
“ﾖｳｾﾂ ﾓﾆﾀ”画面 「F4」キーを押します。 
“ｴﾗｰ ﾘｾｯﾄ”画面 
（ただし、エラーが発生している場合のみ表示します。） 

「F5」キーを押します。 

 

画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

項目 内     容 
ﾖｳｾﾂ ﾓﾆﾀ 溶接結果をモニタすることができます。 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ 
溶接作業に必要となるアウトレット条件及び溶接条件の各パラメータの

設定、条件のコピー、及び溶接条件の有効／無効一覧及び有効／無効の

変更ができます。 

ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ システム構成の表示及び設定変更ができます。 

ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｷﾉｳ メンテナンス作業に必要となる各メモリの履歴及び内容表示、各カウン

タの状態表示及び各メモリ及び各カウンタのクリアができます。 

ｻｰﾋﾞｽ ｷﾉｳ 一連の溶接サイクル及びインターフェイス出力の確認、及び SMPS電源
ユニットと送給動作の確認ができます。 

ｽﾃｲﾀｽ システム情報の表示及びシステム内の動作モニタができます。 

 
下記のサブ・メニュー行は、エラー又は警告が発生している場合にのみ表示され、選択することがで

きます。 
 

項目 内     容 

ｴﾗｰ ﾘｾｯﾄ エラー発生時に表示されるエラー・リセット画面 

エラーの詳細内容の表示及びエラーの復帰操作ができます。 

ｹｲｺｸ 警告発生時に表示される警告画面 

警告の詳細内容を表示します。 
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2. “ﾖｳｾﾂ ﾓﾆﾀ”画面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ﾖｳｾﾂ ﾓﾆﾀ                           
 
 ｱｳﾄﾚｯﾄ.......:    0                     
                                         
 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ...:    0                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
   '0' ﾆｭｳﾘｮｸ ﾃﾞ ｻｲｺﾞﾉ ｹｯｶ ｦ ﾋｮｳｼﾞｼﾏｽ    
                                         
 
<ENT> <ESC> <F6>&<+>              

      ﾖｳｾﾂ ﾓﾆﾀ                           
 
 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾅﾝﾊﾞ:    1             ｱｳﾄﾚｯﾄ: 1 
 ｽﾀｯﾄﾞ ID: ----------------               
 ﾘﾌﾄ:1.50 mm ﾓｰﾄﾞ:- Opt:no . td:   8.0ms 
        Ref    Min    Max    Act         
                                         
 Vp           16.0   34.0    19.6   V    
 Vw           16.0   34.0    27.2   V    
 Iw     750    720    780     740   A    
 tw    21.0   18.0   27.0    23.3   ms   
 Pen          0.60   1.10    0.87   mm   
 Enj           550    750     661   J    
 ﾒｯｾｰｼﾞ: ﾅｼ                            . 
 
<ENT><ESC><F2><F3><F5><F6>&<+>   

画面へのパス： 
ﾖｳｾﾂ ﾓﾆﾀ 

 
画面の機能： 

 溶接結果をモニタすることができます。 ただし、最後に溶接した溶接結果のみモニタできま
す。 

 アウトレット№を指定することにより指定したアウトレット№の溶接結果のみモニタするこ
ともできます。 

 “ｸﾞﾗﾌｨｯｸ ﾓﾆﾀ”機能を有効にすることにより、溶接電流、溶接電流電圧及びリフト距離の波

形を表示し、値を表示できます。 
ただし、この機能は、ETFスタッド・フィーダ及びリニア・モータを実装した LM溶接ヘッド
又は PLM溶接ガンを使用したアウトレット№にのみ使用できます。 

 “ｽﾃｲﾀｽ”画面のサブ・メニュー“ﾃｽﾄ ｺｳﾃｲ”画面にて最後に動作したテスト結果もモニタで

きます。 

 

1. 各パラメータがモニタ判定にて溶接プログラムの設定範囲を超えた場合、該当するパラメータ
行が反転表示されます。 

2. “ｸﾞﾗﾌｨｯｸ ﾓﾆﾀ”機能が有効の場合は、「＋」又は「－」キーにて溶接電流、溶接電流電圧及

びリフト距離の波形を表示できます。 また、カーソルを動かして、カーソル位置における溶

接電流、溶接電流電圧及びリフト距離の各値を表示できます。 
 
“ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ”画面にて“ﾖｳｾﾂ ﾓﾆﾀ”行を選択しますと、上記左側に示すようなサブ・メニュー画面を

表示します、アウトレット№を選択します。 

項目 設定値 内     容 

ｱｳﾄﾚｯﾄ: 0 
最後に溶接が実行されたアウトレット№及び溶接プログラム№のモニタ

値が順次表示されます。 

 1～5 アウトレット№を選択しますと、選択したアウトレット№にて最後に溶接
したモニタ値を表示します。 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾅﾝﾊﾞ： 0 
最後に溶接が実行されたアウトレット№及び溶接プログラム№のモニタ

値が順次表示されます。 

 1～127 プログラム№を選択しますと、選択したプログラム№にて最後に溶接した
モニタ値を表示します。 

数字キーを使用してアウトレット№及びプログラム№を選択して、「ENTER」キーを押して確定し
ます。 

 

アウトレット№及びプログラム№を確定しますと、上記右側に示すようなサブ・メニュー画面を表示

します。 
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画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

項目 表示値 内     容 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾅﾝﾊﾞ: 0 プログラム方式が“ｶﾝｲ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”の場合、“0”を示します。 
 1～127 最後に溶接した溶接プログラム№を表示して、そのモニタ値を表示しま

す。 

 
項目 表示値 内     容 

ｱｳﾄﾚｯﾄ: 1～5 最後に溶接したアウトレット№を表示して、そのモニタ値を表示します。 
 
 

項目 表示値 内     容 

ｽﾀｯﾄﾞ ID:  

スタッド IDを使用する特別な場合を示します。 
プログラム方式が“ ｶ ﾝ ｲ  ﾌ ﾟ ﾛ ｸ ﾞ ﾗ ﾐ ﾝ ｸ ﾞ”にて溶接を実行した場合、

“Simple-Prog.Out#”と表示されます。 #には対応するアウトレット№を示し

ます。 

ﾘﾌﾄ:  溶接時のリフト距離を示します。 

ﾓｰﾄﾞ: - 溶接時のモードを示します。 

Opt: no 溶接電流と溶接電流時間の自動調整機能が無効になっていることを示します。

 
ﾃﾞﾝﾘｭｳ 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電流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。 

 Vdce 
溶接時の溶接エネルギーを一定にする自動調整機能が動作していることを示し

ます。 

td：  ドロップ・タイム[ms]を示します。 
 
項目 内     容 

Ref 各溶接パラメータの設定値の中心値を示します。 

Min 
各溶接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。 

Max 
各溶接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は実行していないことを示します。 
Act 各溶接パラメータの実測値を示します。 

 
項目 内     容 

Vp パイロット電流電圧[V]を示します。 
Vw 溶接電流電圧[V]を示します。 
Iw 溶接電流値[A]を示します。 
tw 溶接電流時間[ms]を示します。 
Pen 溶け込み量[mm]を示します。 
Enj 溶接エネルギー[J]を示します。 
上記の各パラメータがモニタ判定にて設定範囲を超えた場合、該当するパラメータ行が反転表示され

ます。 
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“ﾖｳｾﾂ ﾓﾆﾀ”画面の下から 2行目には、“メッセージ”及び表示しているアウトレットの“溶接の
総数”がスクロールして表示されます。 

 

“メッセージ”には、下記に示すような溶接システム内のエラーなどが表示します。 

項目 表示値 内     容 
ﾒｯｾｰｼﾞ: 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 ﾊﾟﾜｰ ｶｲﾛ SMPS電源ユニットのエラーを示します。 

 ﾘﾌﾄｶｲｼ ﾂｳｼﾝ ｲｼﾞｮｳ リフト ON コマンドが正常に受け付けられなかったことを示しま
す。 

 ﾉｰ ﾘﾌﾄ 溶接中にリフト動作したにも関わらず、スタッドがワークから引

き上げられなかったことを示します。 
 ﾀﾝﾗｸ ﾖｳｾﾂ 短絡溶接であることを示します。 

 ﾘﾌﾄﾃｲｼ ﾂｳｼﾝ ｲｼﾞｮｳ リフト OFF コマンドが正常に受け付けられなかったことを示し
ます。 

 ﾄﾞﾛｯﾌﾟﾀｲﾑ ｲｼﾞｮｳ ドロップ・タイムがオーバーしたことを示します。 

 ﾖｳｾﾂｶｲﾛ ｵｰﾌﾟﾝ 溶接回路が開放したことにより、溶接電流が流れなかったことを

示します。 

 ﾊﾟﾚﾒｰﾀ ﾁｮｳｾｲ 自動調整機能により溶接パレメータが自動調整されたことを示し

ます。 
 
エラー及びWOP★★★は“ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｷﾉｳ”画面のサブ・メニュー“ｴﾗｰ ﾒﾓﾘ”及び“WOP ﾒﾓﾘ”に記憶
されます。 その内容は“ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｷﾉｳ/ ｴﾗｰ ﾒﾓﾘ”画面及び“ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｷﾉｳ/ WOP ﾒﾓﾘ”画面を参照し
てください。 
 

WOP★★★＝Weld Outside Program：溶接結果が溶接条件にて設定した溶接パラメータの範囲外で
あることを示します。 

 
また、表示しているアウトレットの“溶接の総数”は“WIP & WOP ｶｳﾝﾀ   #######”として表示
されます。 
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3. “ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ                          
 
                                         
      ﾖｳｾﾂ ﾓﾆﾀ                           
      ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ                       . 
      ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ                          
      ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｷﾉｳ                         
      ｻｰﾋﾞｽ ｷﾉｳ                          
      ｽﾃｲﾀｽ                             
                                        
      ｴﾗｰ ﾘｾｯﾄ                          
      ｹｲｺｸ                              
                                         
                                         
 
<ENT>                                

画面へのパス： 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ 

 
画面の機能： 

 溶接作業に必要なアウトレット条件及び溶接条件などを設定します。 
 プログラム方式には“ｶﾝｲ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”と“ｶｸﾁｮｳ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”の 2種類があります。 

 
注意：プログラム方式は“ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ/ ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”画面の“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾎｳｼｷ”項目を“ｶﾝｲ”又

は“ｶｸﾁｮｳ”に選択することにより異なり、表示される画面も異なります。 
 
 
“ｶﾝｲ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”及び“ｶｸﾁｮｳ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”の詳細内容につきましては、次ページ以降の説明を参

照してください。 
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3.1. “ｶﾝｲ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ｶﾝｲ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ                     
 
                                         
      ｱｳﾄﾚｯﾄ............... 1            
      ﾕｳｺｳ................. yes.         
                                         
      ﾖｳｾﾂﾌﾞ ﾉ ｹｲ..........   SWB10      
      ﾜｰｸ ﾉ ｲﾀｱﾂ...........   0.8mm      
      ﾜｰｸ ﾉ ﾋｮｳﾒﾝｼｮﾘ.......    none      
      ｴﾈﾙｷﾞｰ ﾁｮｳｾｲ.........   -50 %      
                                         
      ﾌｨｰﾄﾞﾀｲﾑ.............    2500      
                                         
                                         
 
<ENT>                                

      ｶｸﾁｮｳ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ                   
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
           ｶﾝｲ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ              . 
                                         
                                         
                                         
                                         
 
<ENT>                                  

画面へのパス： 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ (ｶﾝｲ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ) 

ただし、“ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ/ ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”画面の“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾎｳｼｷ”項目を“ｶﾝｲ”に選択した場合を示

しています。 
 

画面の機能： 

 プログラム方式として“ｶﾝｲ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”が選択されている場合に、“ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ”画面にて、

“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”行を選択しますと、上記左側に示すような画面が表示されます。 
 この画面にて溶接条件を設定及び選択します。 

 
注意： 
1. プログラム方式は“ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ/ ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”画面の“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾎｳｼｷ”項目を“ｶﾝｲ”又は

“ｶｸﾁｮｳ”にて選択します。 
2. 簡易プログラミングはアウトレット№ごとに使用することができます。 
3. 簡易プログラミングにて設定された溶接条件は、“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｺﾋﾟｰ/ Copy ｶﾝｲ ﾖ

ｳｾﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ”メニューを使用して“ｶｸﾁｮｳ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”のアウトレット№と溶接プログラ
ム№を選択して、コピーできます。 

 
 
画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

項目 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。 
ﾕｳｺｳ yes 対応する溶接プログラムの選択を有効にします。 
 no 対応する溶接プログラムの選択を無効にします。 

 
項目 設定値 内     容 

ﾖｳｾﾂﾌﾞ ﾉ ｹｲ SWB10 溶接部の直径が 3mm の T ｽﾀｯﾄﾞ(POP-0033)を溶接するときに設定
します。 

 2mm 溶接するスタッドの溶接部の直径を設定します。 

 3mm  
 4mm  
 5mm  
 6mm  
 7mm  
 8mm  
 9mm  
 10mm  
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項目 設定値 内     容 

ﾜｰｸ ﾉ ｲﾀｱﾂ 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。 

 
項目 設定値 内     容 

ﾜｰｸ ﾉ ﾋｮｳﾒﾝｼｮﾘ 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。 

 
項目 設定値 内     容 

ｴﾈﾙｷﾞｰ ﾁｮｳｾｲ -50～+50 % 
(5%単位) 

上記の“ﾖｳｾﾂﾌﾞ ﾉ ｹｲ”、“ﾜｰｸ ﾉ ｲﾀｱﾂ”及び“ﾜｰｸ ﾉ ﾋｮｳﾒ
ﾝｼｮﾘ”項目にて設定した溶接条件にて溶接した結果を確認し

て溶接条件の強さを微調整します。 
溶接電流時間が調整により変化します。 

 
項目 設定値 内     容 

ﾌｨｰﾄﾞﾀｲﾑ 300～2,500 
(50ms 単位) スタッド送給のフィード・タイムを設定します。 

カーソルの位置を「↓」又は「↑」キーを使用して設定するパラメータ項目を移動します。 
「＋」及び「－」キーにて設定値を変更及び設定します。 
パラメータの設定は「ENTER」キーにて確定します。 
パラメータの設定をキャンセルするには「ESC」キーを押します。 

「ENTER」又は「ESC」キーを押すことにより、カーソルは前画面の“ｶﾝｲ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”行の位置

に移動します。 

更に他のアウトレットの溶接条件を設定するには、“ｶﾝｲ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”行にて「ENTER」を押し、
パラメータの設定を実施します。 

「ESC」キーを押すことにより、“ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ”画面に戻ることができます。 
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3.2. “ｶｸﾁｮｳ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ                           
 
                                         
      ﾖｳｾﾂ ﾓﾆﾀ                           
      ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ                       . 
      ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ                          
      ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｷﾉｳ                         
      ｻｰﾋﾞｽ ｷﾉｳ                          
      ｽﾃｲﾀｽ                              
                                         
      ｴﾗｰ ﾘｾｯﾄ                           
      ｹｲｺｸ                               
                                         
                                         
 
<ENT>                                 

      ｶｸﾁｮｳ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ               
 
                                         
      ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ                . 
      ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ                    
      ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｺﾋﾟｰ                       
      ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕｳｺｳ/ﾑｺｳ                   
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
 
<ENT>                                 

画面へのパス： 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ (ｶｸﾁｮｳ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ) 
ただし、“ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ/ ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”画面の“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾎｳｼｷ”項目を“ｶｸﾁｮｳ”に選択した場合を

示しています。 

 

画面の機能： 
 プログラム方式として“ｶｸﾁｮｳ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”が選択されている場合に、“ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ”画面にて、

“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”行を選択しますと、上記右側に示すような“ｶｸﾁｮｳ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面が表示さ

れます。 

 拡張プログラミングにて選択できるサブ･メニューの一覧を表示します。 
 
注意：プログラム方式は“ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ/ ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”画面の“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾎｳｼｷ”項目を“ｶﾝｲ”又は

“ｶｸﾁｮｳ”にて選択します。 
 

画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

項目 内     容 

ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ 

“ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面を選択します。 
溶接作業に必要なアウトレット条件を設定する場合に使用します。 

この画面は“ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”、“ﾌｨｰﾀﾞ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”及び“ﾒﾝﾃﾅﾝ

ｽ ｶｳﾝﾀ”画面の 3つのサブ・メニュー画面から構成されています。 

ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ 
“ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面を選択します。 
溶接作業に必要な溶接条件及びモニタされるパラメータ許容範囲を設定

する場合に使用します。 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｺﾋﾟｰ 
“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｺﾋﾟｰ”画面を選択します。 
溶接条件及びアウトレット条件の内容をコピーする場合に使用します。

この画面は、さらに 7つのサブ・メニュー画面から構成されています。

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕｳｺｳ/ﾑｺｳ 
“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕｳｺｳ/ﾑｺｳ”画面を選択します。 
各アウトレットに対する溶接条件の有効／無効の一覧表示及び有効／無

効を変更する場合に使用します。 
 
上記の 4つのサブ・メニュー画面の詳細内容は、次ページ以降の説明を参照してください。 
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3.2.1. “ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面 
3.2.1.1. “ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面 -[溶接ヘッド使用時] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ                 
 
ｱｳﾄﾚｯﾄ: 1                               

                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
 
<ENT>                                

      ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ                 
 
 ｱｳﾄﾚｯﾄ: 1 ｱｸﾃｨﾌﾞ..yes.                  
 ｱｳﾄﾚｯﾄ ID.........----------------      
 ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ ﾀｲﾌﾟ....ﾋｮｳｼﾞｭﾝ               
 ｽﾀｰﾄ ﾌｨｰﾄﾞ........ﾅｲﾌﾞ SOW ｵﾌ ｺﾞ      . 
 WOP ｷｮｶｽｳ ........ 1                    
 ﾖｳｾﾂﾏｴ ｶﾞｽ........2000 ms               
 ﾖｳｾﾂｺﾞ ｶﾞｽ........1000 ms               
 ｶﾗｰ ﾏｰｷﾝｸﾞ........no .                  
                                         
 ｴｱ ﾌﾞﾛｰ...........yes                   
 ｽﾀｯﾄﾞ ﾅｶﾞｻ ｹﾝﾁ....no .    ﾃｨｰﾁ!         
                 ﾌｨｰﾀﾞ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ...<↓>  
 
<ENT>                                 

画面へのパス： 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ 
ただし、“ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ/ ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”画面の“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾎｳｼｷ”項目を“ｶｸﾁｮｳ”に選択した場合を

示しています。 
 
画面の機能： 
溶接作業するために必要なアウトレット条件の基本的な項目を設定します。 
 
注意：表示される項目はシステム構成及びオプションの有無により異なります。 

 
“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面にて“ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”行を選択しますと、上記左側に示すようなサブ・メ
ニュー画面を表示します、アウトレット№を選択します。 

項目 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。 

アウトレット№は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、上記右側に示すような画面を表示し、カーソルはメニュー行の最初

“ｱｸﾃｨﾌﾞ”項目の位置に移動します。 矢印キーを使用して、個々のメニュー行に移動することがで

きます。 
 

画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

項目 設定値 内     容 
ｱｸﾃｨﾌﾞ yes 対応するアウトレット№を有効にします。 

 no 対応するアウトレット№を無効にします。 

ｱｳﾄﾚｯﾄ ID  
アウトレット IDを設定して使用する特別な場合に設定し
ます。 

通常は、設定しないで使用します。 

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ ﾀｲﾌﾟ ﾋｮｳｼﾞｭﾝ 標準的なスタッドを溶接する場合に選択します。 

 T ｽﾀｯﾄﾞ Tスタッドを溶接する場合に選択します。 
 ｱﾙﾐﾆｳﾑ アルミニウム・スタッドを溶接する場合に選択します。 

 ｱﾙﾐﾆｳﾑ T ｽﾀｯﾄﾞ アルミニウム Tスタッドを溶接する場合に選択します。
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項目 設定値 内     容 

ｽﾀｰﾄ ﾌｨｰﾄﾞ 
 ﾅｲﾌﾞ ﾖｳｾﾂ ｺﾞ★

溶接後のスタッド送給を DCE コントロール・ユニッ
ト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。 

 ｶﾞｲﾌﾞ ﾖｳｾﾂ ｺﾞ★
溶接後のスタッド送給をお客様の制御装置からの「ス

タッド送給」信号にて実施します。 

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。 

 ﾅｲﾌﾞ SOW ｵﾌ ｺﾞ★★

溶接後のスタッド送給を DCE コントロール・ユニッ
トの制御にて実施します。 

送給タイミングは、「SOW」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

ットが離れた後）にスタッド送給を開始します。 

 ｶﾞｲﾌﾞ SOW ｵﾌ ｺﾞ★★

溶接後のスタッド送給をお客様の制御装置からの「ス

タッド送給」信号にて実施します。 

送給タイミングは、「SOW」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が離れ

た後）にスタッド送給を開始します。 

WOP ｷｮｶｽｳ 0,1,2,3,4,5 

連続してWOP★★★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“ﾖｳｾﾂ ﾊﾝｲｶﾞ
ｲ”を表示し、停止します。 
注意：“0”に設定しますとエラー“ﾖｳｾﾂ ﾊﾝｲｶﾞｲ”に
なりません。 

ﾖｳｾﾂ ｺﾞ★：溶接電流出力完了したことを示します。 
SOW★★＝Stud On Workpiece（スタッド・オン・ワークピース）：スタッドとワークが接触して
いることを示します。 
WOP★★★＝Weld Outside Program：溶接結果が溶接条件にて設定した溶接パラメータの範囲外で
あることを示します。 

 
項目 設定値 内     容 

ﾖｳｾﾂﾏｴ ｶﾞｽ 0～5,000 ms 
(100ms 単位) 

シールド・ガス機能使用時、溶接前のシールド・ガス ON時間を
設定します。 

ﾖｳｾﾂｺﾞ ｶﾞｽ 0～1,000 ms 
(100ms 単位) 

シールド・ガス機能使用時、溶接後のシールド・ガス ON時間を
設定します。 

注意：“ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ/ ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ/ ｱｳﾄﾚｯﾄ ｾﾂｿﾞｸｼﾞｮｳﾀｲ”画面にて、“ｼｰﾙﾄﾞ ｶﾞｽ”項目が“ﾅｲﾌﾞ”

又は“ｶﾞｲﾌﾞ”の場合に表示されます。 
 

項目 設定値 内     容 

ｶﾗｰ ﾏｰｷﾝｸﾞ yes 

カラー・マーキング機能を有効にします。 

カラー・マーキング機能とは、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、その溶接部位に
印を付けるものです。 

 no カラー・マーキング機能を無効にします。 

注意：“ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ/ ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ/ ｱｳﾄﾚｯﾄ ｾﾂｿﾞｸｼﾞｮｳﾀｲ”画面にて、“ｶﾗｰ ﾏｰｸ”項目が“ﾅｲﾌﾞ”又

は“ｶﾞｲﾌﾞ”の場合に表示されます。 
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項目 設定値 内     容 

ｴｱ ﾌﾞﾛｰ yes 

エア・ブロー機能を有効にします。 

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、溶接ヘッド又は溶接ガンにエア・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。 

注意：“ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ/ ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ/ ｱｳﾄﾚｯﾄ ｾﾂｿﾞｸｼﾞｮｳﾀｲ”画面にて、“ｴｱ ﾌﾞﾛｰ”項目が“yes”の場
合に表示されます。 
 

項目 設定値 内     容 

ｽﾀｯﾄﾞ ﾅｶﾞｻ ｹﾝﾁ yes 
スタッド長さ検知機能を有効にします。 

ただし、溶接ヘッドにリフト距離測定装置が実装されている場合

に使用できます。 

 no スタッド長さ検知機能を無効にします。 

 
項目 内     容 

ﾃｨｰﾁ! この位置にて、「ENTER」キーを選択しますと、スタッド長さを測定する“ｽﾀｯﾄﾞ ﾅｶﾞ
ｻ ﾃｨｰﾁ”画面に切り替わります。 

 
 

項目 内     容 

ﾌｨｰﾀﾞ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ.<↓> 
この行にて「↓」キーを選択しますと、“ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面
の 2番目のサブ・メニュー“ﾌｨｰﾀﾞ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面に切り替わりま
す。 
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3.2.1.1.1. “ﾌｨｰﾀﾞ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面 -[溶接ヘッド使用時] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ﾌｨｰﾀﾞ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ                 
 
 ｱｳﾄﾚｯﾄ  1             ----------------  
 ﾌｨｰﾄﾞ ﾀｲﾑ..................2500 ms      
 ﾛｰﾄﾞ ﾀｲﾑ................... 100 ms      
 ﾄﾞﾗﾑ ｼﾞｶﾝ..................   5 s       
 ｷｯｶｰ ｼﾞｶﾝ.................. 350 ms      
 ｴｽｹｰﾌﾟﾒﾝﾄ ﾓﾄﾞﾘ ｼﾞｶﾝ........ 350 ms      
 ｴｱ ﾌﾞﾛｰ ｼﾞｶﾝ...............   0 ms      
 ｶﾗｰﾏｰｸ ｼﾞｶﾝ................ 400 ms      
                                         
 ﾄﾞﾗﾑ ﾁｴﾝ...................   0 ｽﾀｯﾄﾞ   
 ﾘﾋﾟｰﾄ ﾌｨｰﾄﾞ................no .         
                         ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｶｳﾝﾀ.<↓> 
 
<ENT>                               

画面へのパス： 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ﾌｨｰﾀﾞ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ 

ただし、“ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ/ ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”画面の“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾎｳｼｷ”項目を“ｶｸﾁｮｳ”に選択した場合を

示しています。 
 

画面の機能： 

 “ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面の 2番目のサブ・メニュー画面を示します。 
 アウトレット条件のスタッド・フィーダに関する項目を設定します。 

注意：表示される項目はシステム構成及びオプションの有無により異なります。 
 
画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

項目 表示値 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№を示します。 
 

項目 設定値 内     容 

ﾌｨｰﾄﾞ ﾀｲﾑ 300～2,500 ms 
(50ms 単位) 

ス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。 

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。 

ﾛｰﾄﾞ ﾀｲﾑ 0～1,000 ms 
(50ms 単位) 

ETF52D スタッド・フィーダ使用時： 
スタッド送給時のロード時間（ロード信号 ONまでの遅れ時間）
を設定します。 
ロード時間とは、スタッドを溶接ヘッド又は溶接ガンに送るた

めに、上記のフィード信号 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。 

 
ETF52D 以外のスタッド・フィーダ使用時： 
スタッド送給時のロード時間（ロード信号 ON 時間）を設定し
ます。 

ロード時間とは、スタッドを溶接ヘッド又は溶接ガンに送るた

めに、上記のフィード信号 ON する前に、あらかじめ溶接ヘッ
ド又は溶接ガンのロード・ピストンを後退させておく時間を言

います。 

ﾄﾞﾗﾑ ｼﾞｶﾝ 0～60 s 
(1s 単位) 

回転ドラムがスタッドを運ぶために回転し、レースウェイ min 近
接センサがスタッドを検知して ON した後も回転ドラムが回転し
続ける時間を設定します。 
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項目 設定値 内     容 

ｷｯｶｰ ｼﾞｶﾝ 200～1,000 ms 
(25ms 単位) 

レースウェイ上のキッカー（スタッド・スライダ）を動

作するバルブの ON時間を設定します。 

ｴｽｹｰﾌﾟﾒﾝﾄ ﾓﾄﾞﾘ ｼﾞ
ｶﾝ 

200～4,000 ms 
(25ms 単位) 

エスケープメント・ブロック部内のシャトル（エスケー

プメント・ブロック又はスタッド分離シャッタ）を動作

するバルブの ON時間を設定します。 
注意：上記の項目は、使用するスタッド・フィーダの型式により表示されないことがあります。 
 

項目 設定値 内     容 

ｴｱ ﾌﾞﾛｰ ｼﾞｶﾝ 200～1,000 ms 
(50ms 単位) 

エア・ブロー機能（オプション）が有効の場合、エア・

ブローON時間を設定します。 
注意：“ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ/ ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ/ ｱｳﾄﾚｯﾄ ｾﾂｿﾞｸｼﾞｮｳﾀｲ”画面にて、“ｴｱ ﾌﾞﾛｰ”項目が“yes”の
場合に表示されます。 
 

項目 設定値 内     容 

ｶﾗｰﾏｰｸ ｼﾞｶﾝ 200～1,000 ms 
(25ms 単位) 

カラー・マーキング機能（オプション）が有効の場合、

カラー・マーキング ON時間を設定します。 
注意：“ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ/ ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ/ ｱｳﾄﾚｯﾄ ｾﾂｿﾞｸｼﾞｮｳﾀｲ”画面にて、“ｶﾗｰ ﾏｰｸ”項目が“ﾅｲﾌﾞ”又

は“ｶﾞｲﾌﾞ”の場合に表示されます。 
 

項目 設定値 内     容 

ﾄﾞﾗﾑ ﾁｴﾝ 0～10 ｽﾀｯﾄﾞ 
(1 ｽﾀｯﾄﾞ単位) 

レースウェイ上にあるレースウェイ min近接スイッチが OFF後、
回転ドラムが回転開始するまでのスタッド送給回数を設定しま

す。 

ﾘﾋﾟｰﾄ ﾌｨｰﾄﾞ yes 

溶接ヘッド使用時、溶接に際して溶接ヘッド前進時に「SOW★★」

信号がONしない場合、スタッド送給を 1回のみ実行します。 

動作としては、いったん溶接ヘッドが後退し、スタッド送給し、

再度溶接実行のため溶接ヘッドが前進します。 

 no 
溶接ヘッド使用時、溶接に際して溶接ヘッド前進時に「SOW★★」

信号がONしない場合、スタッド送給せず、エラー“No SOW(フィ
ード ミス)”を表示し、停止します。 

SOW★★＝Stud On Workpiece（スタッド・オン・ワークピース）：スタッドとワークが接触して
いることを示します。 

 
 

項目 内     容 

ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｶｳﾝﾀ.<↓> この行にて「↓」キーを選択しますと、“ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面

の 3番目のサブ・メニュー“ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｶｳﾝﾀ”画面に切り替わります。
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3.2.1.1.2. “ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｶｳﾝﾀ”画面 -[溶接ヘッド使用時] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｶｳﾝﾀ               
 
 ｱｳﾄﾚｯﾄ  1             ----------------  
                                         
 ｺﾚｯﾄ:      ｹｲｺｸ........... 0    .       
            ｴﾗｰ............ 999999       
 ﾌｨｰﾄﾞﾁｭｰﾌﾞ:ｹｲｺｸ........... 0    .       
            ｴﾗｰ............ 999999       
 ﾖｳｾﾂﾂｰﾙ:   ｹｲｺｸ........... 0    .       
            ｴﾗｰ............ 999999       
 ﾕｰｻﾞ:      ｹｲｺｸ........... 0    .       
            ｴﾗｰ............ 999999       
                                         
                 ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ..<↓>  
 

<ENT>

画面へのパス： 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｶｳﾝﾀ 
ただし、“ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ/ ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”画面の“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾎｳｼｷ”項目を“ｶｸﾁｮｳ”に選択した場合を

示しています。 
 

画面の機能： 
 “ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面の 3番目のサブ・メニュー画面を示します。 
 アウトレット条件のメンテナンス・カウンタに関する項目を設定します。 
 設定したメンテナンス・カウンタ値（“ｹｲｺｸ”と表示）を現在値が超えますと、対応する警告

メッセージが画面に表示されます。 

 設定したエラー・カウンタ値（“ｴﾗｰ”と表示）を現在値が超えますと、エラーとなりシステ

ムは停止し、対応するエラー・メッセージが画面に表示されます。 
 
画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

項目 表示値 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№を示します。 

 
項目 設定値 内     容 

ｺﾚｯﾄ: 
ｹｲｺｸ 

0～999,999 
(1 単位) 

コレットをメンテナンスする時期を溶接回数にて設定しま

す。 

ｺﾚｯﾄ: 
ｴﾗｰ 

0～999,999 
(1 単位) コレットを交換修理する時期を溶接回数にて設定します。 

 
項目 設定値 内     容 

ﾌｨｰﾄﾞﾁｭｰﾌﾞ: 
ｹｲｺｸ 

0～999,999 
(1 単位) 

フィード・チューブをメンテナンスする時期を送給回数にて

設定します。 

ﾌｨｰﾄﾞﾁｭｰﾌﾞ: 
ｴﾗｰ 

0～999,999 
(1 単位) 

フィード・チューブを交換修理する時期を送給回数にて設定

します。 

 
項目 設定値 内     容 

ﾖｳｾﾂﾂｰﾙ: 
ｹｲｺｸ 

0～999,999 
(1 単位) 

溶接ヘッド又は溶接ガンをメンテナンスする時期を溶接回数

にて設定します。 

ﾖｳｾﾂﾂｰﾙ: 
ｴﾗｰ 

0～999,999 
(1 単位) 

溶接ヘッド又は溶接ガンを交換修理する時期を溶接回数にて

設定します。 
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項目 設定値 内     容 
ﾕｰｻﾞ: 
ｹｲｺｸ 

0～999,999 
(1 単位) ユーザがメンテナンスする時期を溶接回数にて設定します。

ﾕｰｻﾞ: 
ｴﾗｰ 

0～999,999 
(1 単位) ユーザが交換修理する時期を溶接回数にて設定します。 

「↑」又は「↓」キーにてカーソルを移動し、数字キーにて数値を入力します。 

数値の再入力は「↑」又は「↓」キーにて一度カーソル位置を変更してから元の位置に戻り再入力し、

「ENTER」キーにて確定します。 
 
 

項目 内     容 

ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ.<↓> この行にて「↓」キーを選択しますと、“ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面の
1番目のサブ・メニュー“ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面に切り替わります。

 
警告メッセージ 
メンテナンス・カウンタ値（“ｹｲｺｸ”と表示）にて設定した値を超えますと、画面に対応するカウ

ンタ（ｺﾚｯﾄ/ ﾌｨｰﾄﾞﾁｭｰﾌﾞ/ ﾖｳｾﾂﾂｰﾙ/ ﾕｰｻﾞ）の警告メッセージが表示されます。 
また、カスタマ・インターフェイス使用時は、“メンテナンス警告（Maintenance Warning）”信
号が出力されます。 

ただし、溶接動作は継続して実施できます。 
 
エラーによるシステム停止 
エラー・カウンタ値（“ｴﾗｰ”と表示）にて設定した値を超えますと、画面に対応するカウンタ（ｺ

ﾚｯﾄ/ ﾌｨｰﾄﾞﾁｭｰﾌﾞ/ ﾖｳｾﾂﾂｰﾙ/ ﾕｰｻﾞ）のエラー・メッセージが表示され、溶接動作は継続できなくな
ります。 

また、カスタマ・インターフェイス使用時は、対応する“エラー”信号が出力します。 

溶接動作を継続するためには、“ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｷﾉｳ/ ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｶｳﾝﾀ”画面にて対応するメンテナンス・カ
ウンタ値をリセットし、そしてエラー・リセットする必要があります。 

 
注意： 

 Tucker仕様インターフェイス使用時は、エラー状態を表示して対応する“エラー（Fault）”
信号が OFFし、“共有エラー（Collective Fault）”信号も OFFします。 

 EAD 仕様インターフェイス使用時は、エラー状態を表示して対応する“No Fault”信号が
OFFします。 
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3.2.1.1.3. “ｽﾀｯﾄﾞ ﾅｶﾞｻ ﾃｨｰﾁ”画面 -[溶接ヘッド使用時] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ｽﾀｯﾄﾞ ﾅｶﾞｻ ﾃｨｰﾁ                  
 
 ｱｳﾄﾚｯﾄ: 1                               
                                         
      ﾌｨｰﾀﾞ ﾉ ｾﾝﾀｸ.... Feeder 1          
      ﾅｶﾞｻ ﾉ ﾃｨｰﾁ..... ..?..             
                                         
      ｿｸﾃｲﾁ (ref)..... 2.938 mm          
                                         
      ﾅｶﾞｻ ﾉ ｶｸﾆﾝ..... ..?..             
      ｿｸﾃｲﾁ ﾄﾉ ｻ......-0.017 mm          
                                         
      ｷｮﾖｳﾊﾝｲ +/-..... 1.000 mm          
                            ﾄｳﾛｸ....<↓> 
 

<ENT>

      ｽﾀｯﾄﾞ ﾅｶﾞｻ ﾃｨｰﾁ                  
 
 ｱｳﾄﾚｯﾄ: 1            ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ:   1  
                                         
      ﾌｨｰﾀﾞ ﾉ ｾﾝﾀｸ.... Feeder 1          
      ﾅｶﾞｻ ﾉ ﾃｨｰﾁ..... ..?..             
                                         
      ｿｸﾃｲﾁ (ref)..... 2.938 mm          
                                         
      ﾅｶﾞｻ ﾉ ｶｸﾆﾝ..... ..?..             
      ｿｸﾃｲﾁ ﾄﾉ ｻ......-0.017 mm          
                                         
      ｷｮﾖｳﾊﾝｲ +/-..... 1.000 mm          
                            ﾄｳﾛｸ....<↓>  
 

<ENT>

    “ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面           “ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面 
 
画面へのパス： 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ﾃｨｰﾁ!または、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ﾃｨｰﾁ! 
ただし、“ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ/ ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”画面の“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾎｳｼｷ”項目を“ｶｸﾁｮｳ”に選択した場合を

示しています。 
 
画面の機能： 

 スタッド長さ検知機能を設定します。 
 このサブ・メニュー画面は、“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面又は“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ﾖｳｾ

ﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面から選択した場合により上記に示すように画面構成が異なります。 
 
画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

項目 表示値 内     容 
ｱｳﾄﾚｯﾄ: 1～5 アウトレット№を意味し、設定するアウトレット№を示します。

ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ: 1～127 

溶接プログラム№を意味し、設定する溶接プログラム№を示しま

す。 

※“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面によりこの画面を選
択した場合は表示されません。 

 
項目 設定値 内     容 

ﾌｨｰﾀﾞ ﾉ ｾﾝﾀｸ Feeder # 
(#：1～5) 

スタッド送給します。 

「F6」と「ENTER」キーを同時に押して実行します。 

※“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ”画面によりこの画面を選択し
た場合、「＋」又は「－」キーにてスタッド送給するアウトレッ

ト№（スタッド・フィーダ）を選択できます。 

ﾅｶﾞｻ ﾉ ﾃｨｰﾁ ..?.. / Start 

基本となるスタッド長さを測定しリファレンス値を記憶します。

「F6」と「ENTER」キーを同時に押して実行します。 

溶接ヘッドが前進してスタッド長さのリファレンス値を記憶し、

その値が下記“ｿｸﾃｲﾁ (ref)”に表示されます。 
 

項目 表示値 内     容 

ｿｸﾃｲﾁ (ref) #.### mm 基本となるスタッド長さを測定し、測定されたスタッド長さのリファレ
ンス値を表示します。 
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項目 表示値 内     容 

ﾅｶﾞｻ ﾉ ｶｸﾆﾝ ..?.. / Start 
確認するスタッド長さを測定します。（実測値） 

「F6」と「ENTER」キーを同時に押して実行します。 

溶接ヘッドが前進してスタッド長さを測定します。 

ｿｸﾃｲﾁ ﾄﾉ ｻ ##.### mm 確認するスタッド長さを測定し、リファレンス値と実測値の誤差
を表示します。 

 
項目 設定値 内     容 

ｷｮﾖｳﾊﾝｲ +/- 0.300～2.000 mm 
(0.100mm 単位) 

スタッド長さ検知機能を使用した場合、スタッド長さのリフ

ァレンス値と実測値との許容範囲を設定します。 

 
 

項目 内     容 

ﾄｳﾛｸ…<↓> 

この行にて「↓」キーを選択しますと、“ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面又は“ﾖｳｾﾂ ﾌﾟ
ﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面に切り替わります。 
スタッド長さ検知機能を使用するためには、“ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面又は“ﾖｳｾ

ﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面にて「ENTER」キーを選択する必要があります。 
 
スタッド長さ検知機能の設定値の保存： 
スタッド長さ検知機能を使用するためには、リファレンス値“ｿｸﾃｲﾁ (ref)”を測定し、及び許容範囲
“ｷｮﾖｳﾊﾝｲ +/-”を設定し、“ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面又は“ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面にて「ENTER」

キーを選択して、その値を保存する必要があります。 
 
リファレンス値及び許容範囲の設定を保存する必要がない場合は、「ESC」キーを押して画面を終
了します。 
 
 
スタッド長さ検知機能の原理 
溶接時に、溶接ヘッドが前進することにより、スタッドがワークに接触し、スタッドを保持してい

るコレットおよびシリンダがワークにより押込まれます。 この時の押込まれた距離を溶接ヘッド

内部に実装された位置測定素子（エンコーダ）により測定し、押込まれた距離がティーチ時に予め

測定・設定した押込み距離（リファレンス値“ｿｸﾃｲﾁ (ref)”）との公差範囲内にあるか否かを検知
し、その溶接位置におけるスタッド溶接を実施するか否かを判断する機能です。 
 

 
 位置測定素子

コレット

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

スタッド

フラッシュシール

シリンダ 
離

ク 
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3.2.1.2. “ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面 -[溶接ガン使用時] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ                 
 
ｱｳﾄﾚｯﾄ: 1                                
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
 
<ENT>                               

      ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ                 
 
 ｱｳﾄﾚｯﾄ: 1 ｱｸﾃｨﾌﾞ..yes.                  
 ｱｳﾄﾚｯﾄ ID.........----------------      
 ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ ﾀｲﾌﾟ....ﾋｮｳｼﾞｭﾝ               
 ｽﾀｰﾄ ﾌｨｰﾄﾞ........ﾅｲﾌﾞ SOW ｵﾌ ｺﾞ        
 WOP ｷｮｶｽｳ ........ 1                    
 ﾖｳｾﾂﾏｴ ｶﾞｽ........2000 ms               
 ﾖｳｾﾂｺﾞ ｶﾞｽ........1000 ms               
 ｶﾗｰ ﾏｰｷﾝｸﾞ........no .                  
                                         
 ｴｱ ﾌﾞﾛｰ..........yes                   
 ｶｸﾄﾞ ｽｲｯﾁ........no .                  
                 ﾌｨｰﾀﾞ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ...<↓>  
 
<ENT>                                 

画面へのパス： 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ 
ただし、“ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ/ ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”画面の“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾎｳｼｷ”項目を“ｶｸﾁｮｳ”に選択した場合を

示しています。 
 

画面の機能： 

溶接作業に必要なアウトレット条件の基本的な項目を設定します。 
 
注意：表示される項目はシステム構成及びオプションの有無により異なります。 

 
“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面にて“ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”行を選択しますと、上記左側に示すようなサブ・メ
ニュー画面を表示します、アウトレット№を選択します。 

項目 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。 

アウトレット№は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、上記右側に示すような画面を表示し、カーソルはメニュー行の最初

“ｱｸﾃｨﾌﾞ”項目の位置に移動します。 矢印キーを使用して、個々のメニュー行に移動することがで

きます。 

 

画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

項目 設定値 内     容 
ｱｸﾃｨﾌﾞ yes 対応するアウトレット№を有効にします。 

 no 対応するアウトレット№を無効にします。 

ｱｳﾄﾚｯﾄ ID  
アウトレット IDを設定して使用する特別な場合に設定し
ます。 

通常は、設定しないで使用します。 

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ ﾀｲﾌﾟ ﾋｮｳｼﾞｭﾝ 標準的なスタッドを溶接する場合に選択します。 

 T ｽﾀｯﾄﾞ Tスタッドを溶接する場合に選択します。 
 ｱﾙﾐﾆｳﾑ アルミニウム・スタッドを溶接する場合に選択します。 

 ｱﾙﾐﾆｳﾑ T ｽﾀｯﾄﾞ アルミニウム Tスタッドを溶接する場合に選択します。
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項目 設定値 内     容 

ｽﾀｰﾄ ﾌｨｰﾄﾞ 
 ﾅｲﾌﾞ ﾖｳｾﾂ ｺﾞ★

溶接後のスタッド送給を DCE コントロール・ユニッ
ト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。 

 ｶﾞｲﾌﾞ ﾖｳｾﾂ ｺﾞ★
溶接後のスタッド送給をお客様の制御装置からの「ス

タッド送給」信号にて実施します。 

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。 

 ﾅｲﾌﾞ SOW ｵﾌ ｺﾞ★★

溶接後のスタッド送給を DCE コントロール・ユニッ
トの制御にて実施します。 
送給タイミングは、「SOW」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

ットが離れた後）にスタッド送給を開始します。 

 ｶﾞｲﾌﾞ SOW ｵﾌ ｺﾞ★★

溶接後のスタッド送給をお客様の制御装置からの「ス

タッド送給」信号にて実施します。 

送給タイミングは、「SOW」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が離れ

た後）にスタッド送給を開始します。 

WOP ｷｮｶｽｳ 0,1,2,3,4,5 

連続してWOP★★★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“ﾖｳｾﾂ ﾊﾝｲｶﾞ
ｲ”を表示し、停止します。 
注意：“0”に設定しますとエラー“ﾖｳｾﾂ ﾊﾝｲｶﾞｲ”に
なりません。 

ﾖｳｾﾂ ｺﾞ★：溶接電流出力完了したことを示します。 
SOW★★＝Stud On Workpiece（スタッド・オン・ワークピース）：スタッドとワークが接触して
いることを示します。 
WOP★★★＝Weld Outside Program：溶接結果が溶接条件にて設定した溶接パラメータの範囲外で
あることを示します。 

 

項目 設定値 内     容 

ﾖｳｾﾂﾏｴ ｶﾞｽ 
0～5,000 ms 
(100ms 単位) 

シールド・ガス機能使用時、溶接前のシールド・ガス ON時間を
設定します。 

ﾖｳｾﾂｺﾞ ｶﾞｽ 
0～1,000 ms 
(100ms 単位) 

シールド・ガス機能使用時、溶接後のシールド・ガス ON時間を
設定します。 

注意：“ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ/ ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ/ ｱｳﾄﾚｯﾄ ｾﾂｿﾞｸｼﾞｮｳﾀｲ”画面にて、“ｼｰﾙﾄﾞ ｶﾞｽ”項目が“ﾅｲﾌﾞ”

または“ｶﾞｲﾌﾞ”の場合に表示されます。 

 

項目 設定値 内     容 

ｶﾗｰ ﾏｰｷﾝｸﾞ yes 

カラー・マーキング機能を有効にします。 

カラー・マーキング機能とは、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、その溶接部位に印を付
けるものです。 

 no カラー・マーキング機能を無効にします。 

注意：“ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ/ ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ/ ｱｳﾄﾚｯﾄ ｾﾂｿﾞｸｼﾞｮｳﾀｲ”画面にて、“ｶﾗｰ ﾏｰｸ”項目が“ﾅｲﾌﾞ”ま

たは“ｶﾞｲﾌﾞ”の場合に表示されます。 
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項目 設定値 内     容 

ｴｱ ﾌﾞﾛｰ yes 

エア・ブロー機能を有効にします。 

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、溶接ヘッド又は溶接ガンにエア・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。 

注意：“ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ/ ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ/ ｱｳﾄﾚｯﾄ ｾﾂｿﾞｸｼﾞｮｳﾀｲ”画面にて、“ｴｱ ﾌﾞﾛｰ”項目が“yes”の場

合に表示されます。 
 

項目 設定値 内     容 

ｶｸﾄﾞ ｽｲｯﾁ yes メカニカル角度スイッチを有効にします。 

 no 
メカニカル角度スイッチを無効にします。 

通常は“no”に設定します。 
 
 

項目 内     容 

ﾌｨｰﾀﾞ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ.<↓> 
この行にて「↓」キーを選択しますと、“ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面

の 2 番目のサブ・メニュー“ﾌｨｰﾀﾞ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面に切り替わりま
す。 

注意：PKEと PK溶接ガンを使用しているアウトレット№では、“ﾌｨｰﾀﾞ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面は表示

されませんので、この行は“ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｶｳﾝﾀ.<↓>”と表示されています。 この行にて「↓」キーを選

択しますと、“ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面のサブ・メニュー“ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｶｳﾝﾀ”画面に切り替わります。 
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3.2.1.2.1. “ﾌｨｰﾀﾞ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面 -[溶接ガン使用時] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ﾌｨｰﾀﾞ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ                 
 
 ｱｳﾄﾚｯﾄ  1             ----------------  
 ﾌｨｰﾄﾞ ﾀｲﾑ..................2500 ms      
 ﾛｰﾄﾞ ﾀｲﾑ................... 100 ms      
 ﾄﾞﾗﾑ ｼﾞｶﾝ..................   5 s       
 ｷｯｶｰ ｼﾞｶﾝ.................. 350 ms      
 ｴｽｹｰﾌﾟﾒﾝﾄ ﾓﾄﾞﾘ ｼﾞｶﾝ........ 350 ms      
 ｴｱ ﾌﾞﾛｰ ｼﾞｶﾝ...............   0 ms      
 ｶﾗｰﾏｰｸ ｼﾞｶﾝ................ 400 ms      
                                         
 ﾄﾞﾗﾑ ﾁｴﾝ...................   0 ｽﾀｯﾄﾞ   
 ﾘﾋﾟｰﾄ ﾌｨｰﾄﾞ................no .         
                         ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｶｳﾝﾀ.<↓> 
 
<ENT>                               

画面へのパス： 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ﾌｨｰﾀﾞ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ 

ただし、“ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ/ ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”画面の“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾎｳｼｷ”項目を“ｶｸﾁｮｳ”に選択した場合を

示しています。 

 

画面の機能： 

 “ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面の 2番目のサブ・メニュー画面を示します。 
 アウトレット条件のスタッド・フィーダに関する項目を設定します。 

注意：表示される項目はシステム構成及びオプションの有無により異なります。 

 

画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

項目 表示値 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№を示します。 

 
項目 設定値 内     容 

ﾌｨｰﾄﾞ ﾀｲﾑ 
300～2,500 ms 

(50ms 単位) 

ス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。 
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。 

ﾛｰﾄﾞ ﾀｲﾑ 
0～1,000 ms 
(50ms 単位) 

ETF52D スタッド・フィーダ使用時： 
スタッド送給時のロード時間（ロード信号 ONまでの遅れ時間）
を設定します。 
ロード時間とは、スタッドを溶接ヘッド又は溶接ガンに送るた

めに、上記のフィード信号 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。 

 
ETF52D 以外のスタッド・フィーダ使用時： 
スタッド送給時のロード時間（ロード信号 ON 時間）を設定し
ます。 
ロード時間とは、スタッドを溶接ヘッド又は溶接ガンに送るた

めに、上記のフィード信号 ON する前に、あらかじめ溶接ヘッ
ド又は溶接ガンのロード・ピストンを後退させておく時間を言

います。 

ﾄﾞﾗﾑ ｼﾞｶﾝ 
0～60 s 
(1s 単位) 

回転ドラムがスタッドを運ぶために回転し、レースウェイ min 近
接センサがスタッドを検知して ON した後も回転ドラムが回転し
続ける時間を設定します。 
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項目 設定値 内     容 

ｹﾄﾊﾞｼ ｼﾞｶﾝ 200～1,000 ms
(25ms 単位) 

レースウェイ上のキッカー（スタッド・スライダ）を動作

するバルブの ON時間を設定します。 

ｴｽｹｰﾌﾟﾒﾝﾄ ﾓﾄﾞﾘ ｼﾞ
ｶﾝ 

200～1,000 ms
(25ms 単位) 

エスケープメント・ブロック内のシャトル（エスケープメ

ント・ブロック又はスタッド分離シャッタ）を動作するバ

ルブの ON時間を設定します。 
注意：上記の項目は、使用するスタッド・フィーダの型式により表示されないことがあります。 
 

項目 設定値 内     容 

ｴｱ ﾌﾞﾛｰ ｼﾞｶﾝ 200～4,000 ms
(50ms 単位) 

エア・ブロー機能（オプション）が有効の場合、エア・ブ

ローON時間を設定します。 
注意：“ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ/ ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ/ ｱｳﾄﾚｯﾄ ｾﾂｿﾞｸｼﾞｮｳﾀｲ”画面にて、“ｴｱ ﾌﾞﾛｰ”項目が“yes”の場
合に表示されます。 
 

項目 設定値 内     容 

ｶﾗｰﾏｰｸ ｼﾞｶﾝ 200～1,000 ms
(25ms 単位) 

カラー・マーキング機能（オプション）が有効の場合、カ

ラー・マーキング ON時間を設定します。 
注意：“ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ/ ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ/ ｱｳﾄﾚｯﾄ ｾﾂｿﾞｸｼﾞｮｳﾀｲ”画面にて、“ｶﾗｰ ﾏｰｸ”項目が“ﾅｲﾌﾞ”ま

たは”ｶﾞｲﾌﾞ”の場合に表示されます。 

 

項目 設定値 内     容 

ﾄﾞﾗﾑ ﾁｴﾝ 0～10 ｽﾀｯﾄﾞ 
(1 ｽﾀｯﾄﾞ単位) 

レースウェイ上にあるレースウェイ min近接スイッチが OFF後、
回転ドラムが回転開始するまでのスタッド送給回数を設定しま

す。 
ﾘﾋﾟｰﾄ ﾌｨｰﾄﾞ yes 溶接ガン使用時は、リサイクル送給機能は動作しませんので、 
 no 設定する必要はありません。 

 
 

項目 内     容 

ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｶｳﾝﾀ.<↓> この行にて「↓」キーを選択しますと、“ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面
の 3番目のサブ・メニュー“ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｶｳﾝﾀ”画面に切り替わります。
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3.2.1.2.2. “ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｶｳﾝﾀ”画面 -[溶接ガン使用時] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｶｳﾝﾀ               
 
 ｱｳﾄﾚｯﾄ: 1             ----------------  
                                         
 ｺﾚｯﾄ:      ｹｲｺｸ........... 0    .       
            ｴﾗｰ............ 999999       
 ﾌｨｰﾄﾞﾁｭｰﾌﾞ:ｹｲｺｸ........... 0    .       
            ｴﾗｰ............ 999999       
 ﾖｳｾﾂﾂｰﾙ:   ｹｲｺｸ........... 0    .       
            ｴﾗｰ............ 999999       
 ﾕｰｻﾞ:      ｹｲｺｸ........... 0    .       
            ｴﾗｰ............ 999999       
                                         
                 ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ..<↓>  
 
<ENT>                                

画面へのパス： 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｶｳﾝﾀ 
ただし、“ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ/ ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”画面の“ﾌﾟﾛｸﾞﾑﾎｳｼｷ”項目を“ｶｸﾁｮｳ”に選択した場合を

示しています。 
 
画面の機能： 

 “ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面の 3番目のサブ・メニュー画面を示します。 
 アウトレット条件のメンテナンス・カウンタに関する項目を設定します。 
 設定したメンテナンス・カウンタ値（“ｹｲｺｸ”と表示）を現在値が超えますと、対応する警告

メッセージが画面に表示されます。 

 設定したエラー・カウンタ値（“ｴﾗｰ”と表示）を現在値が超えますと、エラーとなりシステ

ムは停止し、対応するエラー・メッセージが画面に表示されます。 

 

画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

項目 表示値 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№を示します。 

 
項目 設定値 内     容 

ｺﾚｯﾄ: 
ｹｲｺｸ 

0～999,999 
(1 単位) 

コレットをメンテナンスする時期を溶接回数にて設定しま

す。 

ｺﾚｯﾄ: 
ｴﾗｰ 

0～999,999 
(1 単位) コレットを交換修理する時期を溶接回数にて設定します。 

 
項目 設定値 内     容 

ﾌｨｰﾄﾞﾁｭｰﾌﾞ: 
ｹｲｺｸ 

0～999,999 
(1 単位) 

フィード・チューブをメンテナンスする時期を送給回数にて

設定します。 

ﾌｨｰﾄﾞﾁｭｰﾌﾞ: 
ｴﾗｰ 

0～999,999 
(1 単位) 

フィード・チューブを交換修理する時期を送給回数にて設定

します。 

 
項目 設定値 内     容 

ﾖｳｾﾂﾂｰﾙ: 
ｹｲｺｸ 

0～999,999 
(1 単位) 

溶接ヘッド又は溶接ガンをメンテナンスする時期を溶接回数

にて設定します。 

ﾖｳｾﾂﾂｰﾙ: 
ｴﾗｰ 

0～999,999 
(1 単位) 

溶接ヘッド又は溶接ガンを交換修理する時期を送給回数にて

設定します。 
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項目 設定値 内     容 
ﾕｰｻﾞ: 
ｹｲｺｸ 

0～999,999 
(1 単位) ユーザがメンテナンスする時期を溶接回数にて設定します。

ﾕｰｻﾞ: 
ｴﾗｰ 

0～999,999 
(1 単位) ユーザが交換修理する時期を溶接回数にて設定します。 

「↑」又は「↓」キーにてカーソルを移動し、数字キーにて数値を入力します。 

数値の再入力は「↑」又は「↓」キーにて一度カーソル位置を変更してから元の位置に戻り再入力し、

「ENTER」キーにて確定します。 
 
 

項目 内     容 

ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ.<↓> この行にて「↓」キーを選択しますと、“ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面の

1番目のサブ・メニュー“ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面に切り替わります。

 
警告メッセージ 
メンテナンス・カウンタ値（“ｹｲｺｸ”と表示）にて設定した値を超えますと、画面に対応するカウ

ンタ（ｺﾚｯﾄ/ ﾌｨｰﾄﾞﾁｭｰﾌﾞ/ ﾖｳｾﾂﾂｰﾙ/ ﾕｰｻﾞ）の警告メッセージが表示されます。 
また、カスタマ・インターフェイス使用時は、“メンテナンス警告（Maintenance Warning）”信
号が出力されます。 

ただし、溶接動作は継続して実施できます。 
 
エラーによるシステム停止 
エラー・カウンタ値（“ｴﾗｰ”と表示）にて設定した値を超えますと、画面に対応するカウンタ（ｺ

ﾚｯﾄ/ ﾌｨｰﾄﾞﾁｭｰﾌﾞ/ ﾖｳｾﾂﾂｰﾙ/ ﾕｰｻﾞ）のエラー・メッセージが表示され、溶接動作は継続できなくな
ります。 
また、カスタマ・インターフェイス使用時は、対応する“エラー”信号が出力します。 
溶接動作を継続するためには、“ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｷﾉｳ/ ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｶｳﾝﾀ”画面にて対応するメンテナンス・カ
ウンタ値をリセットし、そしてエラー・リセットする必要があります。 

 
注意： 

 Tucker仕様インターフェイス使用時は、エラー状態を表示して対応する“エラー（Fault）”
信号が OFFし、“共有エラー（Collective Fault）”信号も OFFします。 

 EAD 仕様インターフェイス使用時は、エラー状態を表示して対応する“No Fault”信号が
OFFします。 
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3.2.2. “ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ                           
 
                                         
      ﾖｳｾﾂ ﾓﾆﾀ                           
      ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ                       . 
      ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ                          
      ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｷﾉｳ                         
      ｻｰﾋﾞｽ ｷﾉｳ                  
      ｽﾃｲﾀｽ                             
                                         
      ｴﾗｰ ﾘｾｯﾄ                        
      ｹｲｺｸ                            
                                         
                                         
 
<ENT>                                 

      ｶｸﾁｮｳ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ                   
 
                                         
      ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ                  
      ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ                  . 
      ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｺﾋﾟｰ                       
      ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕｳｺｳ/ﾑｺｳ                   
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
 
<ENT>                                 

画面へのパス： 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ 

ただし、“ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ/ ｼｽﾊﾟﾗﾒｰﾀﾃﾑ”画面の“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾎｳｼｷ”項目を“ｶｸﾁｮｳ”に選択した場合を

示しています。 
 

画面の機能： 

 溶接作業に必要な溶接条件を設定します。 
 プログラム方式として“ｶｸﾁｮｳ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”が選択されている場合に、“ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ”画面にて、
“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”行を選択しますと、上記右側に示すような“ｶｸﾁｮｳ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面が表示さ
れます。 

 “ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面は、アプリケーション・タイプにより画面構成が異なります。次ペ
ージ以降の説明を参照してください。 

 
注意： 

 プログラム方式は“ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ/ ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”画面の“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾎｳｼｷ”項目を“ｶﾝｲ”又は“ｶ

ｸﾁｮｳ”にて選択します。 
 アプリケーション・タイプは“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面の“ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ ﾀｲﾌﾟ”
項目を“ﾋｮｳｼﾞｭﾝ”、“T ｽﾀｯﾄﾞ”、“ｱﾙﾐﾆｳﾑ”又は“ｱﾙﾐﾆｳﾑ T ｽﾀｯﾄﾞ”にて選択します。 
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3.2.2.1. 溶接ヘッド使用時 
3.2.2.1.1. “ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面 - [ﾋｮｳｼﾞｭﾝの場合] 
3.2.2.1.1.1. “ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面 - [溶接ヘッド/ ﾋｮｳｼﾞｭﾝの場合] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ                   
 
   ｱｳﾄﾚｯﾄ: 1          ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ: . 1  
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
 
<ENT>                               

     ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ   ﾋｮｳｼﾞｭﾝ             
 
 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾅﾝﾊﾞ: .  1            ｱｳﾄﾚｯﾄ: 1  
 ｽﾀｯﾄﾞ ID...............----------------  
 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕｳｺｳ..........yes.              
 ｷﾄﾞｳ ﾁｴﾝ..............   0 ms           
 ﾖｳｾﾂ ｽﾃｯﾌﾟ 1.......... 750 A    21 ms   
 ｴｱ ﾌﾞﾛｰ...............no                
 ﾘﾌﾄ ｷｮﾘ / ﾄｹｺﾐ ﾌｶｻ....1.50 mm  ‒1.00 mm  
 ｵｰﾄ ﾌﾟﾗﾝｼﾞ............yes  
 ｸﾞﾗﾌｨｯｸ ﾓﾆﾀ........... no             . 
 ｽﾀｯﾄﾞ ﾅｶﾞｻ ｹﾝﾁ........no    . ﾃｨｰﾁ! 
 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ ﾀｲﾑ............  10 ms           
                    ﾖｳｾﾂ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ.....<↓>  
 
<ENT>                                

画面へのパス： 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ 
ただし、“ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ/ ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”画面の“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾎｳｼｷ”項目を“ｶｸﾁｮｳ”に選択した場合、

さらに、“ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面の“ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ ﾀｲﾌﾟ”項目が“ﾋｮｳｼﾞｭﾝ”の場合を示してい

ます。 
 

画面の機能： 

 溶接作業に必要な溶接条件を設定します。 
 この画面は“ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”及び“ﾓﾆﾀ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”の 2つのサブ・メニュー画面から構成さ
れています。 この 2つの画面は、対応するメニュー行にて「↓」キーを押すことにより切り
替えることができます。 

 
注意：表示される項目はシステム構成及びオプションの有無により異なります。 

 
“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面にて“ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”行を選択しますと、上記左側に示すようなサブ・メニ
ュー画面が表示されます、条件設定するアウトレット№と溶接プログラム№を選択します。 

項目 設定値 内     容 
ｱｳﾄﾚｯﾄ: 1～5 溶接パラメータを設定するアウトレット№を選択します。 

ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ: 1～127 溶接パラメータを設定する溶接プログラム№を選択します。 
アウトレット№と溶接プログラム№は、数字キーにて選択し、「ENTER」キーにて確定します。 
アウトレット№と溶接プログラム№を確定しますと、上記右側に示すような画面を表示し、カーソル

はメニュー行の最初“ｽﾀｯﾄﾞ ID”項目の位置に移動します。 矢印キーを使用して、個々のメニュー
行に移動することができます。 
 

画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 
 

項目 表示値 内     容 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾅﾝﾊﾞ 1～127 溶接パラメータを設定する溶接プログラム№を表示します。 
ｱｳﾄﾚｯﾄ: 1～5 溶接パラメータを設定するアウトレット№を表示します。 

ｽﾀｯﾄﾞ ID 
 スタッド IDを使用する特別な場合に設定します。 

通常は、設定しないで使用します。 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕｳｺｳ yes 対応する溶接プログラム№の選択を有効にします。 

 no 対応する溶接プログラム№の選択を無効にします。 
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項目 設定値 内     容 

ｷﾄﾞｳ ﾁｴﾝ 0～1,000 ms 
(50ms 単位) 

溶接起動遅延時間を設定します。 

溶接起動遅延時間とは、溶接の際に「SOW★★」信号がONし
た後から電流を流し始めるまでの待ち時間を示します。 
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。 

SOW★★＝Stud On Workpiece（スタッド・オン・ワークピース）：スタッドとワークが接触して
いることを示します。 

 
項目 設定値 内     容 

ﾖｳｾﾂ ｽﾃｯﾌﾟ 1 
(左側) 

100～1,800 A 
(10A 単位) 

溶接電流の設定範囲の中心値を設定します。 

※設定可能な最大電流は、DCE1800は 1,800A、DCE1500は
1,500Aです。 

ﾖｳｾﾂ ｽﾃｯﾌﾟ 1 
(右側) 

6～100 ms 
(1ms 単位) 溶接電流時間の設定範囲の中心値を設定します。 

 
項目 設定値 内     容 

ｴｱ ﾌﾞﾛｰ no エア・ブロー機能を無効にします。 

 yes エア・ブロー機能を有効にします。 

注意：“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面にて、“ｴｱ ﾌﾞﾛｰ”項目が“yes”の場合に表示され
ます。 

 

項目 設定値 内     容 

ﾘﾌﾄ ｷｮﾘ 0.60～3.00 mm 
(0.05mm 単位) リフト距離を設定します。 

ﾄｹｺﾐ ﾌｶｻ (-) 0.00～3.00 mm 
(0.05mm 単位) 押し込み量（溶け込み量）を設定します。 

 
項目 設定値 内     容 

ｵｰﾄ ﾌﾟﾗﾝｼﾞ no 
ドロップ・タイムの自動調整機能を無効にします。 

この場合、実際の溶接動作にて測定したドロップ・タイムの数値を下記

“ﾄﾞﾛｯﾌﾟ ﾀｲﾑ”項目に入力してください。 

 yes ドロップ・タイムの自動調整機能を有効にします。 

注意：LM溶接ヘッド及び PLM溶接ガン使用時は“yes”に設定してください。 
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項目 設定値 内     容 
ｸﾞﾗﾌｨｯｸ ﾓﾆﾀ no グラフィック・モニタ機能を無効にします。 

 Low Resolution グラフィック・モニタ機能を有効にします。 

表示する解像度を低解像度にて表示します。 

 Std Resolution グラフィック・モニタ機能を有効にします。 

表示する解像度を標準解像度にて表示します。 

 High Resolution グラフィック・モニタ機能を有効にします。 

表示する解像度を高解像度にて表示します。 

“ｸﾞﾗﾌｨｯｸ ﾓﾆﾀ”機能による結果は、“ﾖｳｾﾂ ﾓﾆﾀ”画面にて「↑」又は「↓」キーを押すことにより
表示されます。 

注意：この機能は、ETFスタッド・フィーダ及びリニア・モータを実装した LM溶接ヘッドまたは
PLM溶接ガンを使用した場合にのみ使用できます。 
 

項目 設定値 内     容 
ｽﾀｯﾄﾞ ﾅｶﾞｻ ｹﾝﾁ no スタッド長さ検知機能を無効にします。 

 
ｱｳﾄﾚｯﾄ スタッド長さ検知機能をアウトレット№毎に設定したリファレ

ンス値に対して行います。 

 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ スタッド長さ検知機能を溶接プログラム№毎に設定したリファ

レンス値に対して行います。 

注意：“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面の“ｽﾀｯﾄﾞ ﾅｶﾞｻ ｹﾝﾁ”項目が“yes”の場合に表示し
ます。 

 

上記“ｽﾀｯﾄﾞ ﾅｶﾞｻ ｹﾝﾁ”項目にて“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ”を選択した場合、右側に下記の“ﾃｨｰﾁ!”が表示されま
す。 

項目 内     容 

ﾃｨｰﾁ! この位置にて、「ENTER」キーを選択しますと、スタッド長さを測定する“ｽﾀｯﾄﾞ ﾅｶﾞ
ｻ ﾃｨｰﾁ”画面に切り替わります。 

注意：“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面の“ｽﾀｯﾄﾞ ﾅｶﾞｻ ｹﾝﾁ”項目が“yes”の場合に表示し
ます。 
 

項目 設定値 内     容 

ﾄﾞﾛｯﾌﾟ ﾀｲﾑ 6～16 ms 
(1ms 単位) 

ドロップ・タイムの基準値を設定します。 

実際の溶接動作にて測定したドロップ・タイムの数値を入力してくだ

さい。 

上記“ｵｰﾄ ﾌﾟﾗﾝｼﾞ”項目が“no”の場合にのみ設定した数値が有効と
なり、溶接電流時間の調整に反映されます。 

注意：LM溶接ヘッド及び PLM溶接ガン使用時は設定してもドロップ・タイムの基準値は変更でき
ません。 
 
 

項目 内     容 

ﾖｳｾﾂ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ<↓> この行にて「↓」キーを選択しますと、2番目のサブ・メニュー“ﾓ

ﾆﾀ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”画面に切り替わります。 
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3.2.2.1.1.2. “ﾓﾆﾀ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”画面 - [溶接ヘッド/ ﾋｮｳｼﾞｭﾝの場合] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ﾓﾆﾀ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ                      
 
 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾅﾝﾊﾞ: . 1            ｱｳﾄﾚｯﾄ: 1  
 ----------------                        
 Varc ﾊﾟｲﾛｯﾄ ﾊﾝｲ..... 16.0 ｶﾗ  34.0 V    
 ｼﾞﾄﾞｳﾁｮｳｾｲ...........no             .  
 Varc ﾖｳｾﾂ ﾊﾝｲ....... 16.0 ｶﾗ  34.0 V    
 ﾄｹｺﾐ ﾌｶｻ............ 0.60 ｶﾗ  1.10 mm   
 ﾖｳｾﾂ ｼﾞｶﾝ...........+ 6.0    - 3.0 ms   
 ﾖｳｾﾂ ｴﾈﾙｷﾞ..........  550 ｶﾗ   750 J    
                                         
                                         
                                         
                    ﾖｳｾﾂ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ.....<↓>  
 
<ENT>                               

画面へのパス： 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ﾓﾆﾀ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ 
ただし、“ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ/ ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”画面の“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾎｳｼｷ”項目を“ｶｸﾁｮｳ”に選択した場合、

さらに、“ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面の“ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ ﾀｲﾌﾟ”項目が“ﾋｮｳｼﾞｭﾝ”の場合を示してい

ます。 

 

画面の機能： 

 “ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面の 2番目のサブ・メニュー画面を示します。 
 溶接モニタにてモニタされるパラメータの許容範囲を設定します。 モニタされた結果は“ﾖ

ｳｾﾂ ﾓﾆﾀ”画面にて表示されます。 
 

注意：表示される項目はシステム構成及びオプションの有無により異なります。 
 

画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

項目 表示値 内     容 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾅﾝﾊﾞ 1～127 溶接パラメータを設定する溶接プログラム№を表示します。 
ｱｳﾄﾚｯﾄ: 1～5 溶接パラメータを設定するアウトレット№を表示します。 

 
項目 設定値 内     容 

Varc ﾊﾟｲﾛｯﾄ ﾊﾝｲ 
（左側） 

6.0～45.6 V 
(0.2V 単位) 

パイロット電流電圧の設定範囲の下限値を設定します。 
ただし、上限より-0.4Vまで設定可能です。 

Varc ﾊﾟｲﾛｯﾄ ﾊﾝｲ 
（右側） 

6.4～46.0 V 
(0.2V 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。 
ただし、下限より+0.4Vまで設定可能です。 

 
項目 設定値 内     容 

ｼﾞﾄﾞｳﾁｮｳｾｲ no 自動調整機能を無効にします。 
 ﾃﾞﾝﾘｭｳ ##.# V 溶接電流を自動調整する機能を有効にします。 
 ｼﾞｶﾝ   ##.# V 溶接電流時間を自動調整する機能を有効にします。 
 

Vdce   ##.#V 溶接エネルギーを一定にする自動調整機能を有効にします。

ETFスタッド・フィーダ使用時のみ機能します。 
 

項目 設定値 内     容 
Varc ﾖｳｾﾂ ﾊﾝｲ 
（左側） 

6.0～45.6 V 
(0.2V 単位) 

溶接電流電圧の設定範囲の下限値を設定します。 
ただし、上限より-0.4Vまで設定可能です。 

Varc ﾖｳｾﾂ ﾊﾝｲ 
（右側） 

6.4～46.0 V 
(0.2V 単位) 

溶接電流電圧の設定範囲の上限値を設定します。 
ただし、下限より+0.4Vまで設定可能です。 
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項目 設定値 内     容 
ﾄｹｺﾐ ﾌｶｻ 
（左側） 

0.00～1.20 mm 
(0.05mm 単位) 

溶け込み量の設定範囲の下限値を設定します。 
ただし、上限より-0.10mmまで設定可能です。 

ﾄｹｺﾐ ﾌｶｻ 
（右側） 

0.00～2.00 mm 
(0.05mm 単位) 

溶け込み量の設定範囲の上限値を設定します。 
ただし、下限より+0.10mmまで設定可能です。 

 
項目 設定値 内     容 

ﾖｳｾﾂ ｼﾞｶﾝ 
+側 

0.0～25.0 ms 
(0.2ms 単位) 溶接電流時間の設定範囲の上限値を設定します。 

ﾖｳｾﾂ ｼﾞｶﾝ 
-側 

0.0～25.0 ms 
(0.2ms 単位) 溶接電流時間の設定範囲の下限値を設定します。 

 
項目 設定値 内     容 

ﾖｳｾﾂ ｴﾈﾙｷﾞ 
（左側） 

0～2,290 J 
(5J 単位) 

溶接エネルギーの設定範囲の下限値を設定します。 
ただし、上限より-10Jまで設定可能です。 

ﾖｳｾﾂ ｴﾈﾙｷﾞ 
（右側） 

0～2,300 J 
(5J 単位) 

溶接エネルギーの設定範囲の下限値を設定します。 
ただし、下限より+10Jまで設定可能です。 

 
 

項目 内     容 

ﾖｳｾﾂ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ<↓> この行にて「↓」キーを選択することにより、1 番目のサブ・メニュー
“ﾖｳｾﾂ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”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 



WR-D-05007 
DCE コントロール・ユニット プログラミング取扱説明書 (日本語表示版) Ver.1 

Page 35 
3.2.2.1.2. “ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面 – [ｱﾙﾐﾆｳﾑの場合] 
3.2.2.1.2.1. “ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面 - [溶接ヘッド/ ｱﾙﾐﾆｳﾑの場合] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ                   
 
   ｱｳﾄﾚｯﾄ: 1          ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ: . 1  
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
 
<ENT>                                

     ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ   ｱﾙﾐﾆｳﾑ             
 
 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾅﾝﾊﾞ: .  1           ｱｳﾄﾚｯﾄ: 1  
 ｽﾀｯﾄﾞ ID...............----------------  
 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕｳｺｳ..........yes.    ﾋｮｳｼﾞｭﾝ  
 ｷﾄﾞｳ ﾁｴﾝ..............   0 ms           
 ﾖｳｾﾂ ｽﾃｯﾌﾟ 1.......... 600 A   25 ms    
 ﾖｳｾﾂ ｽﾃｯﾌﾟ 2.......... 220 A    6 ms    
 ﾘﾌﾄ ｷｮﾘ / ﾄｹｺﾐ ﾌｶｻ....1.50 mm  ‒1.00 mm  
 ﾀｰﾝ ｵﾌ ｼﾞｶﾝ...........   0 ms           
 ｸﾞﾗﾌｨｯｸ ﾓﾆﾀ........... no             . 
 ｽﾀｯﾄﾞ ﾅｶﾞｻ ｹﾝﾁ........no    . ﾃｨｰﾁ! 
 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ ﾀｲﾑ............  10 ms           
                    ﾖｳｾﾂ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ.....<↓>  
 
<ENT>                                

画面へのパス： 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ 
ただし、“ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ/ ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”画面の“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾎｳｼｷ”項目を“ｶｸﾁｮｳ”に選択した場合、

さらに、“ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面の“ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ ﾀｲﾌﾟ”項目が“ｱﾙﾐﾆｳﾑ”の場合を示してい

ます。 

 

画面の機能： 

 溶接作業に必要な溶接条件を設定します。 
 この画面は“ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”及び“ﾓﾆﾀ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”の 2つのサブ・メニュー画面から構成さ
れています。 この 2つの画面は、対応するメニュー行にて「↓」キーを押すことにより切り
替えることができます。 

 
注意：表示される項目はシステム構成及びオプションの有無により異なります。 

 
“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面にて“ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”行を選択しますと、上記左側に示すようなサブ・メニ
ュー画面が表示されます、条件設定するアウトレット№と溶接プログラム№を選択します。 

項目 設定値 内     容 
ｱｳﾄﾚｯﾄ: 1～5 溶接パラメータを設定するアウトレット№を選択します。 

ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ: 1～127 溶接パラメータを設定する溶接プログラム№を選択します。 
アウトレット№と溶接プログラム№は、数字キーにて選択し、「ENTER」キーにて確定します。 
アウトレット№と溶接プログラム№を確定しますと、上記右側に示すような画面を表示し、カーソル

はメニュー行の最初“ｽﾀｯﾄﾞ ID”項目の位置に移動します。 矢印キーを使用して、個々のメニュー
行に移動することができます。 
 
画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

項目 表示値 内     容 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾅﾝﾊﾞ 1～127 溶接パラメータを設定する溶接プログラム№を表示します。 

ｱｳﾄﾚｯﾄ: 1～5 溶接パラメータを設定するアウトレット№を表示します。 

ｽﾀｯﾄﾞ ID  スタッド IDを使用する特別な場合に設定します。 
通常は、設定しないで使用します。 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕｳｺｳ yes 対応する溶接プログラム№の選択を有効にします。 

 no 対応する溶接プログラム№の選択を無効にします。 

(選択) ﾋｮｳｼﾞｭﾝ 標準設定の場合に選択します。 

 ﾜｰｸ 標準設定よりもプランジ時の LM（リニア・モータ）の押し込み速度
が遅い設定になります。 
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項目 設定値 内     容 

ｷﾄﾞｳ ﾁｴﾝ 0～1,000 ms 
(50ms 単位) 

溶接起動遅延時間を設定します。 

溶接起動遅延時間とは、溶接の際に「SOW★★」信号がONした
後から電流を流すまでの待ち時間を示します。 
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。 

SOW★★＝Stud On Workpiece（スタッド・オン・ワークピース）：スタッドとワークが接触して
いることを示します。 

 
項目 設定値 内     容 

ﾖｳｾﾂ ｽﾃｯﾌﾟ 1  
(左側) 

100～1,800 A 
(10A 単位) 

2 段階に分かれている溶接電流において、1 段目の溶接電流設
定範囲の中心値を設定します。 

※設定可能な最大電流は、DCE1800 は 1,800A、DCE1500 は
1,500Aです。 

ﾖｳｾﾂ ｽﾃｯﾌﾟ 1 
(右側) 

6～80 ms 
(1ms 単位) 

2 段階に分かれている溶接電流において、1 段目の溶接電流時
間設定範囲の中心値を設定します。 

ﾖｳｾﾂ ｽﾃｯﾌﾟ 2  
(左側) 

100～1,800 A 
(10A 単位) 

2 段階に分かれている溶接電流において、2 段目の溶接電流設
定範囲の中心値を設定します。 

※設定可能な最大電流は、DCE1800 は 1,800A、DCE1500 は
1,500Aです。 

ﾖｳｾﾂ ｽﾃｯﾌﾟ 2 
(右側) 

6～20 ms 
(1ms 単位) 

2 段階に分かれている溶接電流において、2 段目の溶接電流時
間設定範囲の中心値を設定します。 

 
項目 設定値 内     容 

ﾘﾌﾄ ｷｮﾘ 0.60～3.00 mm 
(0.05mm 単位) リフト距離を設定します。 

ﾄｹｺﾐ ﾌｶｻ (-) 0.00～3.00 mm 
(0.05mm 単位) 押し込み量（溶け込み量）を設定します。 

 
項目 設定値 内     容 

ﾀｰﾝ ｵﾌ ｼﾞｶﾝ 0～5 ms 
(1ms 単位) プランジしてから溶接電流を OFFするまでの時間を設定します。 

 
項目 設定値 内     容 

ｸﾞﾗﾌｨｯｸ ﾓﾆﾀ no グラフィック・モニタ機能を無効にします。 

 Low Resolution グラフィック・モニタ機能を有効にします。 

表示する解像度を低解像度にて表示します。 

 Std Resolution グラフィック・モニタ機能を有効にします。 

表示する解像度を標準解像度にて表示します。 

 High Resolution グラフィック・モニタ機能を有効にします。 

表示する解像度を高解像度にて表示します。 

“ｸﾞﾗﾌｨｯｸ ﾓﾆﾀ”機能による結果は、“ﾖｳｾﾂ ﾓﾆﾀ”画面にて「↑」又は「↓」キーを押すことにより
表示されます。 

注意：この機能は、ETFスタッド・フィーダ及びリニア・モータを実装した LM溶接ヘッドまたは
PLM溶接ガンを使用した場合にのみ使用できます。 
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項目 設定値 内     容 
ｽﾀｯﾄﾞ ﾅｶﾞｻ ｹﾝﾁ no スタッド長さ検知機能を無効にします。 

 
ｱｳﾄﾚｯﾄ スタッド長さ検知機能をアウトレット№毎に設定したリファレ

ンス値に対して行います。 

 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ スタッド長さ検知機能を溶接プログラム№毎に設定したリファ

レンス値に対して行います。 

注意：“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面の“ｽﾀｯﾄﾞ ﾅｶﾞｻ ｹﾝﾁ”項目が“yes”の場合に表示し
ます。 
 
上記“ｽﾀｯﾄﾞ ﾅｶﾞｻ ｹﾝﾁ”項目にて“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ”を選択した場合、右側に下記の“ﾃｨｰﾁ!”が表示されま
す。 

項目 内     容 

ﾃｨｰﾁ! この位置にて、「ENTER」キーを選択しますと、スタッド長さを測定する“ｽﾀｯﾄﾞ ﾅｶﾞ
ｻ ﾃｨｰﾁ”画面に切り替わります。 

注意：“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面の“ｽﾀｯﾄﾞ ﾅｶﾞｻ ｹﾝﾁ”項目が“yes”の場合に表示し
ます。 
 

項目 設定値 内     容 

ﾄﾞﾛｯﾌﾟ ﾀｲﾑ 6～16 ms 
(1ms 単位) 

ドロップ・タイムの基準値を設定します。 

実際の溶接動作にて測定したドロップ・タイムの数値を入力してくだ

さい。 
注意：LM溶接ヘッド及び PLM溶接ガン使用時は設定してもドロップ・タイムの基準値は変更でき
ません。 
 
 

項目 内     容 

ﾖｳｾﾂ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ<↓> この行にて「↓」キーを選択しますと、2番目のサブ・メニュー“ﾓ

ﾆﾀ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”画面に切り替わります。 
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3.2.2.1.2.2. “ﾓﾆﾀ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”画面 - [溶接ヘッド/ ｱﾙﾐﾆｳﾑの場合] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ﾓﾆﾀ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ               
 
 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾅﾝﾊﾞ: .  1           ｱｳﾄﾚｯﾄ: 1  
 ----------------                        
 Varc ﾊﾟｲﾛｯﾄ ﾊﾝｲ..... 16.0 ｶﾗ  34.0 V    
 ｼﾞﾄﾞｳﾁｮｳｾｲ.......... no                 
 Varc ﾖｳｾﾂ ﾊﾝｲ....... 16.0 ｶﾗ  34.0 V    
 ﾄｹｺﾐ ﾌｶｻ............ 0.60 ｶﾗ  1.10 mm   
 ﾖｳｾﾂ ｼﾞｶﾝ...........+ 6.0    - 3.0 ms   
 ﾖｳｾﾂ ｴﾈﾙｷﾞ..........  550 ｶﾗ   750 J    
                                         
 Varc ｻｲﾀﾞｲ ｹﾝﾁ......+   0 V             
 Varc ｻｲｼｮｳ ｹﾝﾁ......-   0 V             
                    ﾖｳｾﾂ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ.....<↓>  
 
<ENT>                               

画面へのパス： 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ﾓﾆﾀ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ 
ただし、“ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ/ ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”画面の“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾎｳｼｷ”項目を“ｶｸﾁｮｳ”に選択した場合、

さらに、“ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面の“ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ ﾀｲﾌﾟ”項目が“ｱﾙﾐﾆｳﾑ”の場合を示してい

ます。 

 

画面の機能： 

 “ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面の 2番目のサブ・メニュー画面を示します。 
 溶接モニタにてモニタされるパラメータの許容範囲を設定します。 モニタされた結果は“ﾖ

ｳｾﾂ ﾓﾆﾀ”画面にて表示されます。 
 
注意：表示される項目はシステム構成及びオプションの有無により異なります。 

 

画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

項目 表示値 内     容 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾅﾝﾊﾞ: 1～127 溶接パラメータを設定する溶接プログラム№を示します。 

ｱｳﾄﾚｯﾄ: 1～5 溶接パラメータを設定するアウトレット№を示します。 

 
項目 設定値 内     容 

Varc ﾊﾟｲﾛｯﾄ ﾊﾝｲ 
（左側） 

6.0～45.6 V 
(0.2V 単位) 

パイロット電流電圧の設定範囲の下限値を設定します。 
ただし、上限より-0.4Vまで設定可能です。 

Varc ﾊﾟｲﾛｯﾄ ﾊﾝｲ 
（右側） 

6.4～46.0 V 
(0.2V 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。 
ただし、下限より+0.4Vまで設定可能です。 

 
項目 設定値 内     容 

ｼﾞﾄﾞｳﾁｮｳｾｲ no 自動調整機能を無効にします。 
 ﾃﾞﾝﾘｭｳ ##.# V 溶接電流を自動調整する機能を有効にします。 
 ｼﾞｶﾝ   ##.# V 溶接電流時間を自動調整する機能を有効にします。 
 

Vdce   ##.#V 溶接エネルギーを一定にする自動調整機能を有効にします。ETFスタッド・フィーダ使用時のみ機能します。 
 

項目 設定値 内     容 
Varc ﾖｳｾﾂ ﾊﾝｲ 

（左側） 
6.0～45.6 V 
(0.2V 単位) 

溶接電流電圧の設定範囲の下限値を設定します。 
ただし、上限より-0.4Vまで設定可能です。 

Varc ﾖｳｾﾂ ﾊﾝｲ 
（右側） 

6.4～46.0 V 
(0.2V 単位) 

溶接電流電圧の設定範囲の上限値を設定します。 
ただし、下限より+0.4Vまで設定可能です。 
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項目 設定値 内     容 
ﾄｹｺﾐ ﾌｶｻ 

（左側） 
0.00～1.20 mm 
(0.05mm 単位) 

溶け込み量の設定範囲の下限値を設定します。 
ただし、上限より-0.10mmまで設定可能です。 

ﾄｹｺﾐ ﾌｶｻ 
（右側） 

0.00～2.00 mm 
(0.05mm 単位) 

溶け込み量の設定範囲の上限値を設定します。 
ただし、下限より+0.10mmまで設定可能です。 

 
項目 設定値 内     容 

ﾖｳｾﾂ ｼﾞｶﾝ 
+側 

0.0～25.0 ms 
(0.2ms 単位) 溶接電流時間の設定範囲の上限値を設定します。 

ﾖｳｾﾂ ｼﾞｶﾝ 
-側 

0.0～25.0 ms 
(0.2ms 単位) 溶接電流時間の設定範囲の下限値を設定します。 

 
項目 設定値 内     容 

ﾖｳｾﾂ ｴﾈﾙｷﾞ 
（左側） 

0～2,290 J 
(5J 単位) 

溶接エネルギーの設定範囲の下限値を設定します。 
ただし、上限より-10Jまで設定可能です。 

ﾖｳｾﾂ ｴﾈﾙｷﾞ 
（右側） 

0～2,300 J 
(5J 単位) 

溶接エネルギーの設定範囲の下限値を設定します。 
ただし、下限より+10Jまで設定可能です。 

 
項目 設定値 内     容 

Varc ｻｲﾀﾞｲ ｹﾝﾁ + 0～15 V 
(1V 単位) 

溶接電流電圧がピークに達したことを検出する上限値を設定

します。 

Varc ｻｲｼｮｳ ｹﾝﾁ - 0～15 V 
(1V 単位) 

溶接電流電圧がドロップしたことを検出する下限値を設定し

ます。 
 
 

項目 内     容 

ﾖｳｾﾂ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ<↓> この行にて「↓」キーを選択することにより、1 番目のサブ・メニュー
“ﾖｳｾﾂ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”画面に切り替わります。 
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3.2.2.1.3. “ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面 - [T ｽﾀｯﾄﾞの場合] 
3.2.2.1.3.1. “ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面 - [溶接ヘッド/ T ｽﾀｯﾄﾞの場合] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ                   
 
   ｱｳﾄﾚｯﾄ: 1          ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ: . 1  
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
 
<ENT>                                

     ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ   T ｽﾀｯﾄﾞ 
 
 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾅﾝﾊﾞ: .  1           ｱｳﾄﾚｯﾄ: 1  
 ｽﾀｯﾄﾞ ID...............----------------  
 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕｳｺｳ..........yes.              
 ｷﾄﾞｳ ﾁｴﾝ..............   0 ms           
 ﾖｳｾﾂ ｽﾃｯﾌﾟ 1.......... 750 A    21 ms   
 ｴｱ ﾌﾞﾛｰ...............no .              
 ﾘﾌﾄ ｷｮﾘ / ﾄｹｺﾐ ﾌｶｻ....1.50 mm  ‒1.00 mm  
 ﾀｰﾝ ｵﾌ ｼﾞｶﾝ...........   0 ms           
 ｸﾞﾗﾌｨｯｸ ﾓﾆﾀ........... no             . 
 ｽﾀｯﾄﾞ ﾅｶﾞｻ ｹﾝﾁ........no       . ﾃｨｰﾁ! 
 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ ﾀｲﾑ............  10 ms           
                    ﾖｳｾﾂ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ.....<↓>  
 
<ENT>                                

画面へのパス： 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ 
ただし、“ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ/ ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”画面の“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾎｳｼｷ”項目を“ｶｸﾁｮｳ”に選択した場合、

さらに、“ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面の“ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ ﾀｲﾌﾟ”項目が“Tｽﾀｯﾄﾞ”の場合を示してい
ます。 

 

画面の機能： 

 溶接作業に必要な溶接条件を設定します。 
 この画面は“ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”及び“ﾓﾆﾀ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”の 2つの画面から構成されています。こ
の 2つの画面は、対応するメニュー行にて「↓」キーを押すことにより切り替えることができ
ます。 

 
注意：表示される項目はシステム構成及びオプションの有無により異なります。 

 

“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面にて“ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”行を選択しますと、上記左側に示すようなサブ・メニ
ュー画面が表示されます、条件設定するアウトレット№と溶接プログラム№を選択します。 

項目 設定値 内     容 
ｱｳﾄﾚｯﾄ: 1～5 溶接パラメータを設定するアウトレット№を選択します。 

ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ: 1～127 溶接パラメータを設定する溶接プログラム№を選択します。 

アウトレット№と溶接プログラム№は、数字キーにて選択し、「ENTER」キーにて確定します。 
アウトレット№と溶接プログラム№を確定しますと、上記右側に示すような画面を表示し、カーソル

はメニュー行の最初“ｽﾀｯﾄﾞ ID”項目の位置に移動します。 矢印キーを使用して、個々のメニュー
行に移動することができます。 
 

画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 
 

項目 表示値 内     容 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾅﾝﾊﾞ 1～127 溶接パラメータを設定する溶接プログラム№を表示します。 
ｱｳﾄﾚｯﾄ: 1～5 溶接パラメータを設定するアウトレット№を表示します。 

ｽﾀｯﾄﾞ ID 
 スタッド IDを使用する特別な場合に設定します。 

通常は、設定しないで使用します。 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕｳｺｳ yes 対応する溶接プログラム№の選択を有効にします。 

 no 対応する溶接プログラム№の選択を無効にします。 
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項目 設定値 内     容 

ｷﾄﾞｳ ﾁｴﾝ 0～1,000 ms 
(50ms 単位) 

溶接起動遅延時間を設定します。 

溶接起動遅延時間とは、溶接の際に「SOW★★」信号がONした
後から電流を流し始めるまでの待ち時間を示します。 

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。 
SOW★★＝Stud On Workpiece（スタッド・オン・ワークピース）：スタッドとワークが接触して
いることを示します。 

 
項目 設定値 内     容 

ﾖｳｾﾂ ｽﾃｯﾌﾟ 1 
(左側) 

100～1,800 A 
(10A 単位) 

溶接電流の設定範囲の中心値を設定します。 

※設定可能な最大電流は、DCE1800 は 1,800A、DCE1500 は
1,500Aです。 

ﾖｳｾﾂ ｽﾃｯﾌﾟ 1 
(右側) 

6～100 ms 
(1ms 単位) 溶接電流時間の設定範囲の中心値を設定します。 

 
項目 設定値 内     容 

ｴｱ ﾌﾞﾛｰ no エア・ブロー機能を無効にします。 

 yes エア・ブロー機能を有効にします。 

注意：“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面にて、“ｴｱ ﾌﾞﾛｰ”項目が“yes”の場合に表示され
ます。 
 

項目 設定値 内     容 

ﾘﾌﾄ ｷｮﾘ 0.60～3.00 mm 
(0.05mm 単位) リフト距離を設定します。 

ﾄｹｺﾐ ﾌｶｻ (-) 0.00～3.00 mm 
(0.05mm 単位) 押し込み量（溶け込み量）を設定します。 

 
項目 設定値 内     容 

ﾀｰﾝ ｵﾌ ｼﾞｶﾝ 0～5 ms 
(1ms 単位) プランジしてから溶接電流を OFFするまでの時間を設定します。

 
項目 設定値 内     容 

ｸﾞﾗﾌｨｯｸ ﾓﾆﾀ no グラフィック・モニタ機能を無効にします。 

 Low Resolution グラフィック・モニタ機能を有効にします。 

表示する解像度を低解像度にて表示します。 

 Std Resolution グラフィック・モニタ機能を有効にします。 

表示する解像度を標準解像度にて表示します。 

 High Resolution グラフィック・モニタ機能を有効にします。 

表示する解像度を高解像度にて表示します。 

“ｸﾞﾗﾌｨｯｸ ﾓﾆﾀ”機能による結果は、“ﾖｳｾﾂ ﾓﾆﾀ”画面にて「↑」又は「↓」キーを押すことにより
表示されます。 

注意：この機能は、ETFスタッド・フィーダ及びリニア・モータを実装した LM溶接ヘッドまたは
PLM溶接ガンを使用した場合にのみ使用できます。 
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項目 設定値 内     容 
ｽﾀｯﾄﾞ ﾅｶﾞｻ ｹﾝﾁ no スタッド長さ検知機能を無効にします。 

 
ｱｳﾄﾚｯﾄ スタッド長さ検知機能をアウトレット№毎に設定したリファレ

ンス値に対して行います。 

 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ スタッド長さ検知機能を溶接プログラム№毎に設定したリファ

レンス値に対して行います。 

注意：“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面の“ｽﾀｯﾄﾞ ﾅｶﾞｻ ｹﾝﾁ”項目が“yes”の場合に表示し
ます。 

 

上記“ｽﾀｯﾄﾞ ﾅｶﾞｻ ｹﾝﾁ”項目にて“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ”を選択した場合、右側に下記の“ﾃｨｰﾁ!”が表示されま
す。 

項目 内     容 

ﾃｨｰﾁ! この位置にて、「ENTER」キーを選択しますと、スタッド長さを測定する“ｽﾀｯﾄﾞ ﾅｶﾞ
ｻ ﾃｨｰﾁ”画面に切り替わります。 

注意：“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面の“ｽﾀｯﾄﾞ ﾅｶﾞｻ ｹﾝﾁ”項目が“yes”の場合に表示し
ます。 
 

項目 設定値 内     容 

ﾄﾞﾛｯﾌﾟ ﾀｲﾑ 6～16 ms 
(1ms 単位) 

ドロップ・タイムの基準値を設定します。 

実際の溶接動作にて測定したドロップ・タイムの数値を入力してくだ

さい。 
注意：LM溶接ヘッド及び PLM溶接ガン使用時は設定してもドロップ・タイムの基準値は変更でき
ません。 
 
 

項目 内     容 

ﾖｳｾﾂ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ<↓> この行にて「↓」キーを選択しますと、2番目のサブ・メニュー“ﾓ

ﾆﾀ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”画面に切り替わります。 
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3.2.2.1.3.2. “ﾓﾆﾀ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”画面 - [溶接ヘッド/ T ｽﾀｯﾄﾞの場合] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ﾓﾆﾀ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ      
 
 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾅﾝﾊﾞ: .  1           ｱｳﾄﾚｯﾄ: 1  
 ----------------                        
 Varc ﾊﾟｲﾛｯﾄ ﾊﾝｲ..... 16.0 ｶﾗ  34.0 V    
 ｼﾞﾄﾞｳﾁｮｳｾｲ.......... no             .   
 Varc ﾖｳｾﾂ ﾊﾝｲ....... 16.0 ｶﾗ  34.0 V    
 ﾄｹｺﾐ ﾌｶｻ............ 0.60 ｶﾗ  1.10 mm   
 ﾖｳｾﾂ ｼﾞｶﾝ...........+ 6.0    - 3.0 ms   
 ﾖｳｾﾂ ｴﾈﾙｷﾞ..........  550 ｶﾗ   750 J    
                                         
                                         
                                         
                    ﾖｳｾﾂ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ.....<↓>  
 
<ENT>                              

画面へのパス： 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ﾓﾆﾀ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ 
ただし、“ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ/ ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”画面の“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾎｳｼｷ”項目を“ｶｸﾁｮｳ”に選択した場合、

さらに、“ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面の“ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ ﾀｲﾌﾟ”項目が“Tｽﾀｯﾄﾞ”の場合を示してい
ます。 

 

画面の機能： 

 “ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面の 2番目のサブ・メニュー画面を示します。 
 溶接モニタにてモニタされるパラメータの許容範囲を設定します。 モニタされた結果は“ﾖ

ｳｾﾂ ﾓﾆﾀ”画面にて表示されます。 
 
注意：表示される項目はシステム構成及びオプションの有無により異なります。 

 

画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

項目 表示値 内     容 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾅﾝﾊﾞ 1～127 溶接パラメータを設定する溶接プログラム№を表示します。 
ｱｳﾄﾚｯﾄ: 1～5 溶接パラメータを設定するアウトレット№を表示します。 

 
項目 設定値 内     容 

Varc ﾊﾟｲﾛｯﾄ ﾊﾝｲ 
（左側） 

6.0～45.6 V 
(0.2V 単位) 

パイロット電流電圧の設定範囲の下限値を設定します。 
ただし、上限より-0.4Vまで設定可能です。 

Varc ﾊﾟｲﾛｯﾄ ﾊﾝｲ 
（右側） 

6.4～46.0 V 
(0.2V 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。 
ただし、下限より+0.4Vまで設定可能です。 

 
項目 設定値 内     容 

ｼﾞﾄﾞｳﾁｮｳｾｲ no 自動調整機能を無効にします。 

 ﾃﾞﾝﾘｭｳ ##.# V 溶接電流を自動調整する機能を有効にします。 
 ｼﾞｶﾝ   ##.# V 溶接電流時間を自動調整する機能を有効にします。 
 

Vdce   ##.#V 溶接エネルギーを一定にする自動調整機能を有効にします。ETFスタッド・フィーダ使用時のみ機能します。 
 

項目 設定値 内     容 
Varc ﾖｳｾﾂ ﾊﾝｲ 
（左側） 

6.0～45.6 V 
(0.2V 単位) 

溶接電流電圧の設定範囲の下限値を設定します。 
ただし、上限より-0.4Vまで設定可能です。 

Varc ﾖｳｾﾂ ﾊﾝｲ 
（右側） 

6.4～46.0 V 
(0.2V 単位) 

溶接電流電圧の設定範囲の上限値を設定します。 
ただし、下限より+0.4Vまで設定可能です。 
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項目 設定値 内     容 

ﾄｹｺﾐ ﾌｶｻ 
（左側） 

0.00～1.20 mm 
(0.05mm 単位) 

溶け込み量の設定範囲の下限値を設定します。 
ただし、上限より-0.10mmまで設定可能です。 

ﾄｹｺﾐ ﾌｶｻ 
（右側） 

0.00～2.00 mm 
(0.05mm 単位) 

溶け込み量の設定範囲の上限値を設定します。 
ただし、下限より+0.10mmまで設定可能です。 

 
項目 設定値 内     容 

ﾖｳｾﾂ ｼﾞｶﾝ 
+側 

0.0～25.0 ms 
(0.2ms 単位) 溶接電流時間の設定範囲の上限値を設定します。 

ﾖｳｾﾂ ｼﾞｶﾝ 
-側 

0.0～25.0 ms 
(0.2ms 単位) 溶接電流時間の設定範囲の下限値を設定します。 

 
項目 設定値 内     容 

ﾖｳｾﾂ ｴﾈﾙｷﾞ 
（左側） 

0～2,290 J 
(5J 単位) 

溶接エネルギーの設定範囲の下限値を設定します。 
ただし、上限より-10Jまで設定可能です。 

ﾖｳｾﾂ ｴﾈﾙｷﾞ 
（右側） 

0～2,300 J 
(5J 単位) 

溶接エネルギーの設定範囲の下限値を設定します。 
ただし、下限より+10Jまで設定可能です。 

 
 

項目 内     容 

ﾖｳｾﾂ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ<↓> この行にて「↓」キーを選択することにより、1 番目のサブ・メニュー
“ﾖｳｾﾂ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”画面に切り替わります。 
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3.2.2.1.4. “ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面 - [ｱﾙﾐﾆｳﾑ T ｽﾀｯﾄﾞの場合] 
3.2.2.1.4.1. “ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面 - [溶接ヘッド/ ｱﾙﾐﾆｳﾑ T ｽﾀｯﾄﾞの場合] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ                   
 
   ｱｳﾄﾚｯﾄ: 1          ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ: . 1  
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
 
<ENT>                               

     ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ   ｱﾙﾐﾆｳﾑ T ｽﾀｯﾄﾞ      
 
 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾅﾝﾊﾞ: .  1           ｱｳﾄﾚｯﾄ: 1  
 ｽﾀｯﾄﾞ ID...............----------------  
 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕｳｺｳ..........yes.    ﾋｮｳｼﾞｭﾝ  
 ｷﾄﾞｳ ﾁｴﾝ..............   0 ms           
 ﾖｳｾﾂ ｽﾃｯﾌﾟ 1.......... 600 A    25 ms   
 ﾖｳｾﾂ ｽﾃｯﾌﾟ 2.......... 750 A     6 ms   
 ﾘﾌﾄ ｷｮﾘ / ﾄｹｺﾐ ﾌｶｻ....1.50 mm  ‒1.00 mm  
 ﾀｰﾝ ｵﾌ ｼﾞｶﾝ...........   0 ms           
 ｸﾞﾗﾌｨｯｸ ﾓﾆﾀ........... no             . 
 ｽﾀｯﾄﾞ ﾅｶﾞｻ ｹﾝﾁ........no       . ﾃｨｰﾁ! 
 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ ﾀｲﾑ............  10 ms           
                    ﾖｳｾﾂ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ.....<↓>  
 
<ENT>                                

画面へのパス： 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ 
ただし、“ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ/ ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”画面の“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾎｳｼｷ”項目を“ｶｸﾁｮｳ”に選択した場合、

さらに、“ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面の“ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ ﾀｲﾌﾟ”項目が“ｱﾙﾐﾆｳﾑ Tｽﾀｯﾄﾞ”の場合を
示しています。 

 

画面の機能： 

 溶接作業に必要な溶接条件を設定します。 
 この画面は“ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”及び“ﾓﾆﾀ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”の 2つのサブ・メニュー画面から構成さ
れています。 この 2つの画面は、対応するメニュー行にて「↓」キーを押すことにより切り
替えることができます。 

 
注意：表示される項目はシステム構成及びオプションの有無により異なります。 

 
“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面にて“ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”行を選択しますと、上記左側に示すようなサブ・メニ
ュー画面が表示されます、条件設定するアウトレット№と溶接プログラム№を選択します。 

項目 設定値 内     容 
ｱｳﾄﾚｯﾄ: 1～5 溶接パラメータを設定するアウトレット№を選択します。 

ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ: 1～127 溶接パラメータを設定する溶接プログラム№を選択します。 
アウトレット№と溶接プログラム№は、数字キーにて選択し、「ENTER」キーにて確定します。 
アウトレット№と溶接プログラム№を確定しますと、上記右側に示すような画面を表示し、カーソル

はメニュー行の最初“ｽﾀｯﾄﾞ ID”項目の位置に移動します。 矢印キーを使用して、個々のメニュー
行に移動することができます。 
 

画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 
 

項目 表示値 内     容 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾅﾝﾊﾞ 1～127 溶接パラメータを設定する溶接プログラム№を表示します。 

ｱｳﾄﾚｯﾄ: 1～5 溶接パラメータを設定するアウトレット№を表示します。 

ｽﾀｯﾄﾞ ID  スタッド IDを使用する特別な場合に設定します。 
通常は、設定しないで使用します。 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕｳｺｳ yes 対応する溶接プログラム№の選択を有効にします。 

 no 対応する溶接プログラム№の選択を無効にします。 

(選択) ﾋｮｳｼﾞｭﾝ 標準設定の場合に選択します。 

 ﾜｰｸ 標準設定よりもプランジ時の LM（リニア・モータ）の押し込み速度
が遅い設定になります。 
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項目 設定値 内     容 

ｷﾄﾞｳ ﾁｴﾝ 0～1,000 ms 
(50ms 単位) 

溶接起動遅延時間を設定します。 

溶接起動遅延時間とは、溶接の際に「SOW★★」信号がONした後から
電流を流すまでの待ち時間を示します。 
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。 

SOW★★＝Stud On Workpiece（スタッド・オン・ワークピース）：スタッドとワークが接触して
いることを示します。 

 
項目 設定値 内     容 

ﾖｳｾﾂ ｽﾃｯﾌﾟ 1  
(左側) 

100～1,800 A 
(10A 単位) 

2 段階に分かれている溶接電流において、1 段目の溶接電流設
定範囲の中心値を設定します。 

※設定可能な最大電流は、DCE1800 は 1,800A、DCE1500 は
1,500Aです。 

ﾖｳｾﾂ ｽﾃｯﾌﾟ 1 
(右側) 

6～80 ms 
(1ms 単位) 

2 段階に分かれている溶接電流において、1 段目の溶接電流時
間設定範囲の中心値を設定します。 

ﾖｳｾﾂ ｽﾃｯﾌﾟ 2  
(左側) 

100～1,800 A 
(10A 単位) 

2 段階に分かれている溶接電流において、2 段目の溶接電流設
定範囲の中心値を設定します。 

※設定可能な最大電流は、DCE1800 は 1,800A、DCE1500 は
1,500Aです。 

ﾖｳｾﾂ ｽﾃｯﾌﾟ 2 
(右側) 

6～20 ms 
(1ms 単位) 

2 段階に分かれている溶接電流において、2 段目の溶接電流時
間設定範囲の中心値を設定します。 

 
項目 設定値 内     容 

ﾘﾌﾄ ｷｮﾘ 0.60～3.00 mm 
(0.05mm 単位) リフト距離を設定します。 

ﾄｹｺﾐ ﾌｶｻ (-) 0.00～3.00 mm 
(0.05mm 単位) 押し込み量（溶け込み量）を設定します。 

 
項目 設定値 内     容 

ﾀｰﾝ ｵﾌ ｼﾞｶﾝ 0～5 ms 
(1ms 単位) プランジしてから溶接電流を OFFするまでの時間を設定します。 

 
項目 設定値 内     容 

ｸﾞﾗﾌｨｯｸ ﾓﾆﾀ no グラフィック・モニタ機能を無効にします。 

 Low Resolution グラフィック・モニタ機能を有効にします。 

表示する解像度を低解像度にて表示します。 

 Std Resolution グラフィック・モニタ機能を有効にします。 

表示する解像度を標準解像度にて表示します。 

 High Resolution グラフィック・モニタ機能を有効にします。 

表示する解像度を高解像度にて表示します。 

“ｸﾞﾗﾌｨｯｸ ﾓﾆﾀ”機能による結果は、“ﾖｳｾﾂ ﾓﾆﾀ”画面にて「↑」又は「↓」キーを押すことにより
表示されます。 
注意：この機能は、ETFスタッド・フィーダ及びリニア・モータを実装した LM溶接ヘッドまたは
PLM溶接ガンを使用した場合にのみ使用できます。 
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項目 設定値 内     容 
ｽﾀｯﾄﾞ ﾅｶﾞｻ ｹﾝﾁ no スタッド長さ検知機能を無効にします。 

 
ｱｳﾄﾚｯﾄ スタッド長さ検知機能をアウトレット№毎に設定したリファレン

ス値に対して行います。 

 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ スタッド長さ検知機能を溶接プログラム№毎に設定したリファレ

ンス値に対して行います。 

注意：“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面の“ｽﾀｯﾄﾞ ﾅｶﾞｻ ｹﾝﾁ”項目が“yes”の場合に表示し
ます。 

 

上記“ｽﾀｯﾄﾞ ﾅｶﾞｻ ｹﾝﾁ”項目にて“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ”を選択した場合、右側に下記の“ﾃｨｰﾁ!”が表示されま
す。 

項目 内     容 

ﾃｨｰﾁ! この位置にて、「ENTER」キーを選択しますと、スタッド長さを測定する“ｽﾀｯﾄﾞ ﾅｶﾞ
ｻ ﾃｨｰﾁ”画面に切り替わります。 

注意：“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面の“ｽﾀｯﾄﾞ ﾅｶﾞｻ ｹﾝﾁ”項目が“yes”の場合に表示し
ます。 
 

項目 設定値 内     容 

ﾄﾞﾛｯﾌﾟ ﾀｲﾑ 6～16 ms 
(1ms 単位) 

ドロップ・タイムの基準値を設定します。 

実際の溶接動作にて測定したドロップ・タイムの数値を入力してくだ

さい。 

注意：LM溶接ヘッド及び PLM溶接ガン使用時は設定してもドロップ・タイムの基準値は変更でき
ません。 
 
 

項目 内     容 

ﾖｳｾﾂ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ<↓> この行にて「↓」キーを選択しますと、2番目のサブ・メニュー“ﾓ

ﾆﾀ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”画面に切り替わります。 
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3.2.2.1.4.2. “ﾓﾆﾀ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”画面- [溶接ヘッド/ ｱﾙﾐﾆｳﾑ T ｽﾀｯﾄﾞの場合] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ﾓﾆﾀ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ      
 
 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾅﾝﾊﾞ: . 1            ｱｳﾄﾚｯﾄ: 1  
 ----------------                        
 Varc ﾊﾟｲﾛｯﾄ ﾊﾝｲ..... 16.0 ｶﾗ  34.0 V    
 ｼﾞﾄﾞｳﾁｮｳｾｲ.......... no               . 
 Varc ﾖｳｾﾂ ﾊﾝｲ....... 16.0 ｶﾗ  34.0 V    
 ﾄｹｺﾐ ﾌｶｻ............ 0.60 ｶﾗ  1.10 mm   
 ﾖｳｾﾂ ｼﾞｶﾝ...........+ 6.0    - 3.0 ms   
 ﾖｳｾﾂ ｴﾈﾙｷﾞ..........  550 ｶﾗ   750 J    
                                         
 Varc ｻｲﾀﾞｲ ｹﾝﾁ......+   0 V             
 Varc ｻｲｼｮｳ ｹﾝﾁ......-   0 V             
                    ﾖｳｾﾂ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ.....<↓>  
 
<ENT>                               

画面へのパス： 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ﾓﾆﾀ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ 
ただし、“ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ/ ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”画面の“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾎｳｼｷ”項目を“ｶｸﾁｮｳ”に選択した場合、

さらに、“ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面の“ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ ﾀｲﾌﾟ”項目が“ｱﾙﾐﾆｳﾑ Tｽﾀｯﾄﾞ”の場合を
示しています。 

 

画面の機能： 

 “ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面の 2番目のサブ・メニュー画面を示します。 
 溶接モニタにてモニタされるパラメータの許容範囲を設定します。 モニタされた結果は“ﾖ

ｳｾﾂ ﾓﾆﾀ”画面にて表示されます。 
 

注意：表示される項目はシステム構成及びオプションの有無により異なります。 
 

画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

項目 表示値 内     容 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾅﾝﾊﾞ 1～127 溶接パラメータを設定する溶接プログラム№を表示します。 
ｱｳﾄﾚｯﾄ: 1～5 溶接パラメータを設定するアウトレット№を表示します。 

 
項目 設定値 内     容 

Varc ﾊﾟｲﾛｯﾄ ﾊﾝｲ 
（左側） 

6.0～45.6 V 
(0.2V 単位) 

パイロット電流電圧の設定範囲の下限値を設定します。 
ただし、上限より-0.4Vまで設定可能です。 

Varc ﾊﾟｲﾛｯﾄ ﾊﾝｲ 
（右側） 

6.4～46.0 V 
(0.2V 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。 
ただし、下限より+0.4Vまで設定可能です。 

 
項目 設定値 内     容 

ｼﾞﾄﾞｳﾁｮｳｾｲ no 自動調整機能を無効にします。 

 ﾃﾞﾝﾘｭｳ ##.#V 溶接電流を自動調整する機能を有効にします。 
 ｼﾞｶﾝ   ##.#V 溶接電流時間を自動調整する機能を有効にします。 
 

Vdce   ##.#V 溶接エネルギーを一定にする自動調整機能を有効にします。ETFスタッド・フィーダ使用時のみ機能します。 
 

項目 設定値 内     容 
Varc ﾖｳｾﾂ ﾊﾝｲ 

（左側） 
6.0～45.6 V 
(0.2V 単位) 

溶接電流電圧の設定範囲の下限値を設定します。 
ただし、上限より-0.4Vまで設定可能です。 

Varc ﾖｳｾﾂ ﾊﾝｲ 
（右側） 

6.4～46.0 V 
(0.2V 単位) 

溶接電流電圧の設定範囲の上限値を設定します。 
ただし、下限より+0.4Vまで設定可能です。 
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項目 設定値 内     容 
ﾄｹｺﾐ ﾌｶｻ 

（左側） 
0.00～1.20 mm 
(0.05mm 単位) 

溶け込み量の設定範囲の下限値を設定します。 
ただし、上限より-0.10mmまで設定可能です。 

ﾄｹｺﾐ ﾌｶｻ 
（右側） 

0.00～2.00 mm 
(0.05mm 単位) 

溶け込み量の設定範囲の上限値を設定します。 
ただし、下限より+0.10mmまで設定可能です。 

 
項目 設定値 内     容 

ﾖｳｾﾂ ｼﾞｶﾝ 
+側 

0.0～25.0 ms 
(0.2ms 単位) 溶接電流時間の設定範囲の上限値を設定します。 

ﾖｳｾﾂ ｼﾞｶﾝ 
-側 

0.0～25.0 ms 
(0.2ms 単位) 溶接電流時間の設定範囲の下限値を設定します。 

 
項目 設定値 内     容 

ﾖｳｾﾂ ｴﾈﾙｷﾞ 
（左側） 

0～2,290 J 
(5J 単位) 

溶接エネルギーの設定範囲の下限値を設定します。 
ただし、上限より-10Jまで設定可能です。 

ﾖｳｾﾂ ｴﾈﾙｷﾞ 
（右側） 

0～2,300 J 
(5J 単位) 

溶接エネルギーの設定範囲の下限値を設定します。 
ただし、下限より+10Jまで設定可能です。 

 
項目 設定値 内     容 

Varc ｻｲﾀﾞｲ ｹﾝﾁ + 0～15 V 
(1V 単位) 

溶接電流電圧がピークに達したことを検出する上限値を設

定します。 

Varc ｻｲｼｮｳ ｹﾝﾁ - 0～15 V 
(1V 単位) 

溶接電流電圧がドロップしたことを検出する下限値を設定

します。 

 
 

項目 内     容 

ﾖｳｾﾂ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ<↓> この行にて「↓」キーを選択することにより、1 番目のサブ・メニュー
“ﾖｳｾﾂ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”画面に切り替わります。 
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3.2.2.2. 溶接ガン使用時 
3.2.2.2.1.  “ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面 - [ﾋｮｳｼﾞｭﾝの場合] 
3.2.2.2.1.1. “ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面 - [溶接ガン/ ﾋｮｳｼﾞｭﾝの場合] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ                   
 
   ｱｳﾄﾚｯﾄ: 1          ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ: . 1  
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
 
<ENT>                               

     ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ   ﾋｮｳｼﾞｭﾝ             
 
 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾅﾝﾊﾞ: .  1           ｱｳﾄﾚｯﾄ: 1  
 ｽﾀｯﾄﾞ ID...............----------------  
 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕｳｺｳ..........yes.              
 ｷﾄﾞｳ ﾁｴﾝ..............   0 ms           
 ﾖｳｾﾂ ｽﾃｯﾌﾟ 1.......... 750 A   21 ms    
 ｴｱ ﾌﾞﾛｰ...............no                
 ﾘﾌﾄ ｷｮﾘ / ﾄｹｺﾐ ﾌｶｻ....1.50 mm  ‒1.00 mm  
 ｵｰﾄ ﾌﾟﾗﾝｼﾞ............no                
 ｸﾞﾗﾌｨｯｸ ﾓﾆﾀ........... no            .  
  
 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ ﾀｲﾑ............. 12 ms           
                    ﾖｳｾﾂ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ.....<↓>  
 
<ENT>                                

画面へのパス： 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ 
ただし、“ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ/ ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”画面の“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾎｳｼｷ”項目を“ｶｸﾁｮｳ”に選択した場合、

さらに、“ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面の“ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ ﾀｲﾌﾟ”項目が“ﾋｮｳｼﾞｭﾝ”の場合を示してい

ます。 

 

画面の機能： 

 溶接作業に必要な溶接条件を設定します。 
 この画面は“ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”及び“ﾓﾆﾀ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”の 2つのサブ・メニュー画面から構成さ
れています。 この 2つの画面は、対応するメニュー行にて「↓」キーを押すことにより切り
替えることができます。 

 
注意：表示される項目はシステム構成及びオプションの有無により異なります。 

 
“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面にて“ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”行を選択しますと、上記左側に示すようなサブ・メニ
ュー画面が表示されます、条件設定するアウトレット№と溶接プログラム№を選択します。 

項目 設定値 内     容 
ｱｳﾄﾚｯﾄ: 1～5 溶接パラメータを設定するアウトレット№を選択します。 

ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ: 1～127 溶接パラメータを設定する溶接プログラム№を選択します。 
アウトレット№と溶接プログラム№は、数字キーにて選択し、「ENTER」キーにて確定します。 
アウトレット№と溶接プログラム№を確定しますと、上記右側に示すような画面を表示し、カーソル

はメニュー行の最初“ｽﾀｯﾄﾞ ID”項目の位置に移動します。 矢印キーを使用して、個々のメニュー
行に移動することができます。 
 

画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 
 

項目 表示値 内     容 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾅﾝﾊﾞ: 1～127 溶接パラメータを設定する溶接プログラム№を表示します。 
ｱｳﾄﾚｯﾄ: 1～5 溶接パラメータを設定するアウトレット№を表示します。 

ｽﾀｯﾄﾞ ID 
 スタッド IDを使用する特別な場合に設定します。 

通常は、設定しないで使用します。 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕｳｺｳ yes 対応する溶接プログラム№の選択を有効にします。 

 no 対応する溶接プログラム№の選択を無効にします。 
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項目 設定値 内     容 

ｷﾄﾞｳ ﾁｴﾝ 0～1,000 ms 
(50ms 単位) 

溶接起動遅延時間を設定します。 

溶接起動遅延時間とは、溶接の際に「SOW★★」信号がONした後から
電流を流し始めるまでの待ち時間を示します。 
注意：溶接ガン使用時は通常“0ms”に設定します。 

SOW★★＝Stud On Workpiece（スタッド・オン・ワークピース）：スタッドとワークが接触して
いることを示します。 

 
項目 設定値 内     容 

ﾖｳｾﾂ ｽﾃｯﾌﾟ 1 
(左側) 

100～1,800 A 
(10A 単位) 

溶接電流の設定範囲の中心値を設定します。 

※設定可能な最大電流は、DCE1800 は 1,800A、DCE1500 は
1,500Aです。 

ﾖｳｾﾂ ｽﾃｯﾌﾟ 1 
(右側) 

6～100 ms 
(1ms 単位) 溶接電流時間の設定範囲の中心値を設定します。 

 
項目 設定値 内     容 

ｴｱ ﾌﾞﾛｰ no エア・ブロー機能を無効にします。 

溶接ガン使用時は通常“no”に設定します。 
 yes エア・ブロー機能を有効にします。 

注意：“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面にて、“ｴｱ ﾌﾞﾛｰ”項目が“yes”の場合に表示され
ます。 

 

項目 設定値 内     容 

ﾘﾌﾄ ｷｮﾘ 0.60～3.00 mm 
(0.05mm 単位) 

リフト距離を設定します。 

注意：PK溶接ガン使用時は設定する必要はありません。 

ﾄｹｺﾐ ﾌｶｻ (-) 0.00～3.00 mm 
(0.05mm 単位) 

押し込み量（溶け込み量）を設定します。 

注意：PK溶接ガン使用時は設定する必要はありません。 
 

項目 設定値 内     容 

ｵｰﾄ ﾌﾟﾗﾝｼﾞ no 
ドロップ・タイムの自動調整機能を無効にします。 

この場合、実際の溶接動作にて測定したドロップ・タイムの数値を下記

“ﾄﾞﾛｯﾌﾟ ﾀｲﾑ”項目に入力してください。 
 yes ドロップ・タイムの自動調整機能を有効にします。 

注意：LM溶接ヘッド及び PLM溶接ガン使用時は“yes”に設定してください。 
 

項目 設定値 内     容 
ｸﾞﾗﾌｨｯｸ ﾓﾆﾀ no グラフィック・モニタ機能を無効にします。 

 Low Resolution グラフィック・モニタ機能を有効にします。 

表示する解像度を低解像度にて表示します。 

 Std Resolution グラフィック・モニタ機能を有効にします。 

表示する解像度を標準解像度にて表示します。 

 High Resolution グラフィック・モニタ機能を有効にします。 

表示する解像度を高解像度にて表示します。 

“ｸﾞﾗﾌｨｯｸ ﾓﾆﾀ”機能による結果は、“ﾖｳｾﾂ ﾓﾆﾀ”画面にて「↑」又は「↓」キーを押すことにより
表示されます。 

注意：この機能は、ETFスタッド・フィーダ及びリニア・モータを実装した LM溶接ヘッドまたは
PLM溶接ガンを使用した場合にのみ使用できます。 
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項目 設定値 内     容 

ﾄﾞﾛｯﾌﾟ ﾀｲﾑ 6～16 ms 
(1ms 単位) 

ドロップ・タイムの基準値を設定します。 

実際の溶接動作にて測定したドロップ・タイムの数値を入力してくだ

さい。 

上記“ｵｰﾄ ﾌﾟﾗﾝｼﾞ”項目が“no”の場合にのみ設定した数値が有効と
なり、溶接電流時間の調整に反映されます。 

注意：LM溶接ヘッド及び PLM溶接ガン使用時は設定してもドロップ・タイムの基準値は変更でき
ません。 
 
 

項目 内     容 

ﾖｳｾﾂ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ<↓> この行にて「↓」キーを選択しますと、2番目のサブ・メニュー“ﾓ

ﾆﾀ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”画面に切り替わります。 
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3.2.2.2.1.2. “ﾓﾆﾀ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”画面 - [溶接ガン/ ﾋｮｳｼﾞｭﾝの場合] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ﾓﾆﾀ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ                      
 
 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾅﾝﾊﾞ: .  1           ｱｳﾄﾚｯﾄ: 1  
 ----------------                        
 Varc ﾊﾟｲﾛｯﾄ ﾊﾝｲ..... 16.0 ｶﾗ  34.0 V    
 ｼﾞﾄﾞｳﾁｮｳｾｲ.......... no             .   
 Varc ﾖｳｾﾂ ﾊﾝｲ....... 16.0 ｶﾗ  34.0 V    
 ﾄｹｺﾐ ﾌｶｻ............ 0.60 ｶﾗ  1.10 mm   
 ﾖｳｾﾂ ｼﾞｶﾝ...........+ 6.0    - 3.0 ms   
 ﾖｳｾﾂ ｴﾈﾙｷﾞ..........  550 ｶﾗ   750 J    
                                         
                                         
                                         
                    ﾖｳｾﾂ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ.....<↓>  
 

<ENT>

画面へのパス： 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ﾓﾆﾀ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ 
ただし、“ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ/ ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”画面の“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾎｳｼｷ”項目を“ｶｸﾁｮｳ”に選択した場合、

さらに、“ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面の“ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ ﾀｲﾌﾟ”項目が“ﾋｮｳｼﾞｭﾝ”の場合を示してい

ます。 

 

画面の機能： 

 “ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面の 2番目のサブ・メニュー画面を示します。 
 溶接モニタにてモニタされるパラメータの許容範囲を設定します。 モニタされた結果は“ﾖ

ｳｾﾂ ﾓﾆﾀ”画面にて表示されます。 
 
注意：表示される項目はシステム構成及びオプションの有無により異なります。 

 

画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

項目 表示値 内     容 
ｱｳﾄﾚｯﾄ: 1～5 溶接パラメータを設定するアウトレット№を示します。 

ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ: 1～127 溶接パラメータを設定する溶接プログラム№を示します。 
 

項目 設定値 内     容 
Varc ﾊﾟｲﾛｯﾄ ﾊﾝｲ 
（左側） 

6.0～45.6 V 
(0.2V 単位) 

パイロット電流電圧の設定範囲の下限値を設定します。 
ただし、上限より-0.4Vまで設定可能です。 

Varc ﾊﾟｲﾛｯﾄ ﾊﾝｲ 
（右側） 

6.4～46.0 V 
(0.2V 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。 
ただし、下限より+0.4Vまで設定可能です。 

 
項目 設定値 内     容 

ｼﾞﾄﾞｳﾁｮｳｾｲ no 自動調整機能を無効にします。 
 ﾃﾞﾝﾘｭｳ ##.#V 溶接電流を自動調整する機能を有効にします。 
 ｼﾞｶﾝ   ##.#V 溶接電流時間を自動調整する機能を有効にします。 
 

Vdce  ##.#V 溶接エネルギーを一定にする自動調整機能を有効にします。ETFスタッド・フィーダ使用時のみ機能します。 
 

項目 設定値 内     容 
Varc ﾖｳｾﾂ ﾊﾝｲ 
（左側） 

6.0～45.6 V 
(0.2V 単位) 

溶接電流電圧の設定範囲の下限値を設定します。 
ただし、上限より-0.4Vまで設定可能です。 

Varc ﾖｳｾﾂ ﾊﾝｲ 
（右側） 

6.4～46.0 V 
(0.2V 単位) 

溶接電流電圧の設定範囲の上限値を設定します。 
ただし、下限より+0.4Vまで設定可能です。 
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項目 設定値 内     容 
ﾄｹｺﾐ ﾌｶｻ 
（左側） 

0.00～1.20 mm
(0.05mm 単位)

溶け込み量の設定範囲の下限値を設定します。 
ただし、上限より-0.10mmまで設定可能です。 

ﾄｹｺﾐ ﾌｶｻ 
（右側） 

0.00～2.00 mm
(0.05mm 単位)

溶け込み量の設定範囲の上限値を設定します。 
ただし、下限より+0.10mmまで設定可能です。 

 
項目 設定値 内     容 

ﾖｳｾﾂ ｼﾞｶﾝ 
+側 

0.0～25.0 ms 
(0.2ms 単位) 溶接電流時間の設定範囲の上限値を設定します。 

ﾖｳｾﾂ ｼﾞｶﾝ 
-側 

0.0～25.0 ms 
(0.2ms 単位) 溶接電流時間の設定範囲の下限値を設定します。 

 
項目 設定値 内     容 

ﾖｳｾﾂ ｴﾈﾙｷﾞ 
（左側） 

0～2,290 J 
(5J 単位) 

溶接エネルギーの設定範囲の下限値を設定します。 
ただし、上限より-10Jまで設定可能です。 

ﾖｳｾﾂ ｴﾈﾙｷﾞ 
（右側） 

0～2,300 J 
(5J 単位) 

溶接エネルギーの設定範囲の下限値を設定します。 
ただし、下限より+10Jまで設定可能です。 

 
項目 設定値 内     容 

ｸﾞﾗﾌｨｯｸ ﾓﾆﾀ no グラフィック・モニタ機能を無効にします。 

 Low Resolution グラフィック・モニタ機能を有効にします。 

表示する解像度を低解像度にて表示します。 

 Std Resolution グラフィック・モニタ機能を有効にします。 

表示する解像度を標準解像度にて表示します。 

 High Resolution グラフィック・モニタ機能を有効にします。 

表示する解像度を高解像度にて表示します。 

“ｸﾞﾗﾌｨｯｸ ﾓﾆﾀ”機能による結果は、“ﾖｳｾﾂ ﾓﾆﾀ”画面にて「↑」又は「↓」キーを押すことにより
表示されます。 

注意：この機能は、ETFスタッド・フィーダ及びリニア・モータを実装した LM溶接ヘッドまたは
PLM溶接ガンを使用した場合にのみ使用できます。 
 

 

項目 内     容 

ﾖｳｾﾂ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ<↓> この行にて「↓」キーを選択することにより、1 番目のサブ・メニュー
“ﾖｳｾﾂ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”画面に切り替わります。 
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3.2.2.2.2. “ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面 - [ｱﾙﾐﾆｳﾑの場合] 
3.2.2.2.2.1. “ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面 - [溶接ガン/ ｱﾙﾐﾆｳﾑの場合] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ                   
 
   ｱｳﾄﾚｯﾄ: 1          ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ: . 1  
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
 
<ENT>                               (13)

     ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ   ｱﾙﾐﾆｳﾑ               
 
 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾅﾝﾊﾞ: .  1            ｱｳﾄﾚｯﾄ: 1  
 ｽﾀｯﾄﾞ ID...............----------------  
 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕｳｺｳ..........yes.    ﾋｮｳｼﾞｭﾝ  
 ｷﾄﾞｳ ﾁｴﾝ..............   0 ms           
 ﾖｳｾﾂ ｽﾃｯﾌﾟ 1.......... 600 A   25 ms    
 ﾖｳｾﾂ ｽﾃｯﾌﾟ 2.......... 220 A    6 ms    
 ﾘﾌﾄ ｷｮﾘ / ﾄｹｺﾐ ﾌｶｻ....1.50 mm  ‒1.00 mm  
 ﾀｰﾝ ｵﾌ ｼﾞｶﾝ...........   0 ms           
 ｸﾞﾗﾌｨｯｸ ﾓﾆﾀ........... no             . 
  
 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ ﾀｲﾑ............  10 ms           
                     ﾖｳｾﾂ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ.....<↓> 
 
<ENT>                               (48) 

画面へのパス： 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ 
ただし、“ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ/ ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”画面の“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾎｳｼｷ”項目を“ｶｸﾁｮｳ”に選択した場合、

さらに、“ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面の“ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ ﾀｲﾌﾟ”項目が“ｱﾙﾐﾆｳﾑ”の場合を示してい

ます。 

 

画面の機能： 

 溶接作業に必要な溶接条件を設定します。 
 この画面は“ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”及び“ﾓﾆﾀ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”の 2つのサブ・メニュー画面から構成さ
れています。 この 2つの画面は、対応するメニュー行にて「↓」キーを押すことにより切り
替えることができます。 

 

注意：表示される項目はシステム構成及びオプションの有無により異なります。 

 

“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面にて“ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”行を選択しますと、上記左側に示すようなサブ・メニ
ュー画面が表示されます、条件設定するアウトレット№と溶接プログラム№を選択します。 

項目 設定値 内     容 
ｱｳﾄﾚｯﾄ: 1～5 溶接パラメータを設定するアウトレット№を選択します。 

ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ: 1～127 溶接パラメータを設定する溶接プログラム№を選択します。 
アウトレット№と溶接プログラム№は、数字キーにて選択し、「ENTER」キーにて確定します。 
アウトレット№と溶接プログラム№を確定しますと、上記右側に示すような画面を表示し、カーソル

はメニュー行の最初“ｽﾀｯﾄﾞ ID”項目の位置に移動します。 矢印キーを使用して、個々のメニュー
行に移動することができます。 
 
画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

項目 表示値 内     容 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾅﾝﾊﾞ 1～127 溶接パラメータを設定する溶接プログラム№を表示します。 

ｱｳﾄﾚｯﾄ: 1～5 溶接パラメータを設定するアウトレット№を表示します。 

ｽﾀｯﾄﾞ ID  スタッド IDを使用する特別な場合に設定します。 
通常は、設定しないで使用します。 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕｳｺｳ yes 対応する溶接プログラム№の選択を有効にします。 

 no 対応する溶接プログラム№の選択を無効にします。 

(選択) ﾋｮｳｼﾞｭﾝ 標準設定の場合に選択します。 

 ﾜｰｸ 特殊な母材の場合に選択します。  
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項目 設定値 内     容 

ｷﾄﾞｳ ﾁｴﾝ 0～1,000 ms 
(50ms 単位) 

溶接起動遅延時間を設定します。 

溶接起動遅延時間とは、溶接の際に「SOW★★」信号がONした後から
電流を流すまでの待ち時間を示します。 
注意：溶接ガン使用時は通常“0ms”に設定します。 

SOW★★＝Stud On Workpiece（スタッド・オン・ワークピース）：スタッドとワークが接触して
いることを示します。 

 
項目 設定値 内     容 

ﾖｳｾﾂ ｽﾃｯﾌﾟ 1  
(左側) 

100～1,800 A 
(10A 単位) 

2段階に分かれている溶接電流において、1段目の溶接電流設定
範囲の中心値を設定します。 

※設定可能な最大電流は、DCE1800 は 1,800A、DCE1500 は
1,500Aです。 

ﾖｳｾﾂ ｽﾃｯﾌﾟ 1 
(右側) 

6～80 ms 
(1ms 単位) 

2段階に分かれている溶接電流において、1段目の溶接電流時間
設定範囲の中心値を設定します。 

ﾖｳｾﾂ ｽﾃｯﾌﾟ 2  
(左側) 

100～1,800 A 
(10A 単位) 

2段階に分かれている溶接電流において、2段目の溶接電流設定
範囲の中心値を設定します。 

※設定可能な最大電流は、DCE1800 は 1,800A、DCE1500 は
1,500Aです。 

ﾖｳｾﾂ ｽﾃｯﾌﾟ 2 
(右側) 

6～20 ms 
(1ms 単位) 

2段階に分かれている溶接電流において、2段目の溶接電流時間
設定範囲の中心値を設定します。 

 
項目 設定値 内     容 

ﾘﾌﾄ ｷｮﾘ 0.60～3.00 mm 
(0.05mm 単位) 

リフト距離を設定します。 

注意：PK溶接ガン使用時は設定する必要はありません。 

ﾄｹｺﾐ ﾌｶｻ (-) 0.00～3.00 mm 
(0.05mm 単位) 

押し込み量を設定します。 

注意：PK溶接ガン使用時は設定する必要はありません。 
 

項目 設定値 内     容 

ﾀｰﾝ ｵﾌ ｼﾞｶﾝ 0～5 ms 
(1ms 単位) プランジしてから溶接電流を OFFするまでの時間を設定します。 

 
項目 設定値 内     容 

ｸﾞﾗﾌｨｯｸ ﾓﾆﾀ no グラフィック・モニタ機能を無効にします。 

 Low Resolution グラフィック・モニタ機能を有効にします。 

表示する解像度を低解像度にて表示します。 

 Std Resolution グラフィック・モニタ機能を有効にします。 

表示する解像度を標準解像度にて表示します。 

 High Resolution グラフィック・モニタ機能を有効にします。 

表示する解像度を高解像度にて表示します。 

“ｸﾞﾗﾌｨｯｸ ﾓﾆﾀ”機能による結果は、“ﾖｳｾﾂ ﾓﾆﾀ”画面にて「↑」又は「↓」キーを押すことにより
表示されます。 
注意：この機能は、ETFスタッド・フィーダ及びリニア・モータを実装した LM溶接ヘッドまたは
PLM溶接ガンを使用した場合にのみ使用できます。 
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項目 設定値 内     容 

ﾄﾞﾛｯﾌﾟ ﾀｲﾑ 6～16 ms 
(1ms 単位) 

ドロップ・タイムの基準値を設定します。 

実際の溶接動作にて測定したドロップ・タイムの数値を入力してくだ

さい。 
注意：LM溶接ヘッド及び PLM溶接ガン使用時は設定してもドロップ・タイムの基準値は変更でき
ません。 
 
 

項目 内     容 

ﾖｳｾﾂ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ<↓> この行にて「↓」キーを選択しますと、2番目のサブ・メニュー“ﾓ

ﾆﾀ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”画面に切り替わります。 
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3.2.2.2.2.2. “ﾓﾆﾀ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”画面 - [溶接ガン/ ｱﾙﾐﾆｳﾑの場合] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ﾓﾆﾀ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ                      
 
 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾅﾝﾊﾞ: .   1           ｱｳﾄﾚｯﾄ: 1 
 ----------------                        
 Varc ﾊﾟｲﾛｯﾄ ﾊﾝｲ..... 16.0 ｶﾗ  34.0 V    
 ｼﾞﾄﾞｳﾁｮｳｾｲ.......... no                 
 Varc ﾖｳｾﾂ ﾊﾝｲ....... 16.0 ｶﾗ  34.0 V    
 ﾄｹｺﾐ ﾌｶｻ............ 0.60 ｶﾗ  1.10 mm   
 ﾖｳｾﾂ ｼﾞｶﾝ...........+ 6.0    - 3.0 ms   
 ﾖｳｾﾂ ｴﾈﾙｷﾞ..........  550 ｶﾗ   750 J    
                                         
 Varc ｻｲﾀﾞｲ ｹﾝﾁ......+   0 V             
 Varc ｻｲｼｮｳ ｹﾝﾁ......-   0 V             
                    ﾖｳｾﾂ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ.....<↓>  
 
<ENT>                               

画面へのパス： 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ﾓﾆﾀ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ 
ただし、“ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ/ ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”画面の“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾎｳｼｷ”項目を“ｶｸﾁｮｳ”に選択した場合、
さらに、“ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面の“ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ ﾀｲﾌﾟ”項目が“ｱﾙﾐﾆｳﾑ”の場合を示してい

ます。 

 

画面の機能： 
 “ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面の 2つ目のサブ・メニュー画面を示します。 
 溶接モニタにてモニタされるパラメータの許容範囲を設定します。 モニタされた結果は“ﾖ

ｳｾﾂ ﾓﾆﾀ”画面にて表示されます。 
 
注意：表示される項目はシステム構成及びオプションの有無により異なります。 

 

画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

項目 表示値 内     容 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾅﾝﾊﾞ: 1～127 溶接パラメータを設定する溶接プログラム№を示します。 
ｱｳﾄﾚｯﾄ: 1～5 溶接パラメータを設定するアウトレット№を示します。 

 
項目 設定値 内     容 

Varc ﾊﾟｲﾛｯﾄ ﾊﾝｲ 
（左側） 

6.0～45.6 V 
(0.2V 単位) 

パイロット電流電圧の設定範囲の下限値を設定します。 
ただし、上限より-0.4Vまで設定可能です。 

Varc ﾊﾟｲﾛｯﾄ ﾊﾝｲ 
（右側） 

6.4～46.0 V 
(0.2V 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。 
ただし、下限より+0.4Vまで設定可能です。 

 
 

項目 設定値 内     容 
ｼﾞﾄﾞｳﾁｮｳｾｲ no 自動調整機能を無効にします。 

 ﾃﾞﾝﾘｭｳ ##.#V 溶接電流を自動調整する機能を有効にします。 
 ｼﾞｶﾝ   ##.#V 溶接電流時間を自動調整する機能を有効にします。 
 

Vdce  ##.#V 溶接エネルギーを一定にする自動調整機能を有効にします。ETFスタッド・フィーダ使用時のみ機能します。 
 

項目 設定値 内     容 
Varc ﾖｳｾﾂ ﾊﾝｲ 

（左側） 
6.0～45.6 V 
(0.2V 単位) 

溶接電流電圧の設定範囲の下限値を設定します。 
ただし、上限より-0.4Vまで設定可能です。 

Varc ﾖｳｾﾂ ﾊﾝｲ 
（右側） 

6.4～46.0 V 
(0.2V 単位) 

溶接電流電圧の設定範囲の上限値を設定します。 
ただし、下限より+0.4Vまで設定可能です。 
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項目 設定値 内     容 
ﾄｹｺﾐ ﾌｶｻ 

（左側） 
0.00～1.20 mm 
(0.05mm 単位) 

溶け込み量の設定範囲の下限値を設定します。 
ただし、上限より-0.10mmまで設定可能です。 

ﾄｹｺﾐ ﾌｶｻ 
（右側） 

0.00～2.00 mm 
(0.05mm 単位) 

溶け込み量の設定範囲の上限値を設定します。 
ただし、下限より+0.10mmまで設定可能です。 

 
項目 設定値 内     容 

ﾖｳｾﾂ ｼﾞｶﾝ 
+側 

0.0～25.0 ms 
(0.2ms 単位) 溶接電流時間の設定範囲の上限値を設定します。 

ﾖｳｾﾂ ｼﾞｶﾝ 
-側 

0.0～25.0 ms 
(0.2ms 単位) 溶接電流時間の設定範囲の下限値を設定します。 

 
項目 設定値 内     容 

ﾖｳｾﾂ ｴﾈﾙｷﾞ 
（左側） 

0～2,290 J 
(5J 単位) 

溶接エネルギーの設定範囲の下限値を設定します。 
ただし、上限より-10Jまで設定可能です。 

ﾖｳｾﾂ ｴﾈﾙｷﾞ 
（右側） 

0～2,300 J 
(5J 単位) 

溶接エネルギーの設定範囲の下限値を設定します。 
ただし、下限より+10Jまで設定可能です。 

 
項目 設定値 内     容 

Varc ｻｲﾀﾞｲ ｹﾝﾁ + 0～15 V 
(1V 単位) 

溶接電流電圧がピークに達したことを検出する上限値を設

定します。 

Varc ｻｲｼｮｳ ｹﾝﾁ - 0～15 V 
(1V 単位) 

溶接電流電圧がドロップしたことを検出する下限値を設定

します。 

 
 

項目 内     容 

ﾖｳｾﾂ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ<↓> この行にて「↓」キーを選択することにより、1 番目のサブ・メニュー
“ﾖｳｾﾂ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”画面に切り替わります。 
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3.2.2.2.3. “ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面 - [T ｽﾀｯﾄﾞの場合] 
3.2.2.2.3.1. “ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面 - [溶接ガン/ T ｽﾀｯﾄﾞの場合] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ                   
 
   ｱｳﾄﾚｯﾄ: 1          ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ: . 1  
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
 
<ENT>                                

     ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ   T ｽﾀｯﾄﾞ               
 
 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾅﾝﾊﾞ: .  1           ｱｳﾄﾚｯﾄ: 1  
 ｽﾀｯﾄﾞ ID...............----------------  
 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕｳｺｳ..........yes.              
 ｷﾄﾞｳ ﾁｴﾝ..............   0 ms           
 ﾖｳｾﾂ ｽﾃｯﾌﾟ 1.......... 750 A    21 ms   
 ｴｱ ﾌﾞﾛｰ...............no .              
 ﾘﾌﾄ ｷｮﾘ / ﾄｹｺﾐ ﾌｶｻ....1.50 mm  ‒1.00 mm  
 ﾀｰﾝ ｵﾌ ｼﾞｶﾝ...........   0 ms           
 ｸﾞﾗﾌｨｯｸ ﾓﾆﾀ........... no             . 
  
 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ ﾀｲﾑ............  10 ms           
                     ﾖｳｾﾂ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ.....<↓> 
 
<ENT>                                

画面へのパス： 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ 
ただし、“ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ/ ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”画面の“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾎｳｼｷ”項目を“ｶｸﾁｮｳ”に選択した場合、

さらに、“ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面の“ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ ﾀｲﾌﾟ”項目が“Tｽﾀｯﾄﾞ”の場合を示してい
ます。 

 
画面の機能： 

 溶接作業に必要な溶接条件を設定します。 
 この画面は“ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”及び“ﾓﾆﾀ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”の 2 つの画面から構成されています。 
この 2つの画面は、対応するメニュー行にて「↓」キーを押すことにより切り替えることがで
きます。 

 
注意：表示される項目はシステム構成及びオプションの有無により異なります。 

 
“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面にて“ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”行を選択しますと、上記左側に示すようなサブ・メニ
ュー画面が表示されます、条件設定するアウトレット№と溶接プログラム№を選択します。 

項目 設定値 内     容 
ｱｳﾄﾚｯﾄ: 1～5 溶接パラメータを設定するアウトレット№を選択します。 

ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ: 1～127 溶接パラメータを設定する溶接プログラム№を選択します。 

アウトレット№と溶接プログラム№は、数字キーにて選択し、「ENTER」キーにて確定します。 
アウトレット№と溶接プログラム№を確定しますと、上記右側に示すような画面を表示し、カーソル

はメニュー行の最初“ｽﾀｯﾄﾞ ID”項目の位置に移動します。 矢印キーを使用して、個々のメニュー
行に移動することができます。 

 

画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

 

項目 表示値 内     容 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾅﾝﾊﾞ: 1～127 溶接パラメータを設定する溶接プログラム№を表示します。 
ｱｳﾄﾚｯﾄ: 1～5 溶接パラメータを設定するアウトレット№を表示します。 

ｽﾀｯﾄﾞ ID 
 スタッド IDを使用する特別な場合に設定します。 

通常は、設定しないで使用します。 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕｳｺｳ yes 対応する溶接プログラム№の選択を有効にします。 

 no 対応する溶接プログラム№の選択を無効にします。 
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項目 設定値 内     容 

ｷﾄﾞｳ ﾁｴﾝ 0～1,000 ms 
(50ms 単位) 

溶接起動遅延時間を設定します。 

溶接起動遅延時間とは、溶接の際に「SOW★★」信号がONした後から
電流を流し始めるまでの待ち時間を示します。 
注意：溶接ガン使用時は通常“0ms”に設定します。 

SOW★★＝Stud On Workpiece（スタッド・オン・ワークピース）：スタッドとワークが接触して
いることを示します。 

 
項目 設定値 内     容 

ﾖｳｾﾂ ｽﾃｯﾌﾟ 1 
(左側) 

100～1,800 A 
(10A 単位) 

溶接電流の設定範囲の中心値を設定します。 

※設定可能な最大電流は、DCE1800 は 1,800A、DCE1500 は
1,500Aです。 

ﾖｳｾﾂ ｽﾃｯﾌﾟ 1 
(右側) 

6～100 ms 
(1ms 単位) 溶接電流時間の設定範囲の中心値を設定します。 

 
項目 設定値 内     容 

ｴｱ ﾌﾞﾛｰ no エア・ブロー機能を無効にします。 

 yes エア・ブロー機能を有効にします。 

注意：“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面にて、“ｴｱ ﾌﾞﾛｰ”項目が“yes”の場合に表示され
ます。 
 

項目 設定値 内     容 

ﾘﾌﾄ ｷｮﾘ 0.60～3.00 mm 
(0.05mm 単位) 

リフト距離を設定します。 

注意：PK溶接ガン使用時は設定する必要はありません。 

ﾄｹｺﾐ ﾌｶｻ (-) 0.00～3.00 mm 
(0.05mm 単位) 

押し込み量を設定します。 

注意：PK溶接ガン使用時は設定する必要はありません。 
 

項目 設定値 内     容 

ﾀｰﾝ ｵﾌ ｼﾞｶﾝ 0～5 ms 
(1ms 単位) プランジしてから溶接電流を OFFするまでの時間を設定します。 

 
項目 設定値 内     容 

ｸﾞﾗﾌｨｯｸ ﾓﾆﾀ no グラフィック・モニタ機能を無効にします。 

 Low Resolution グラフィック・モニタ機能を有効にします。 

表示する解像度を低解像度にて表示します。 

 Std Resolution グラフィック・モニタ機能を有効にします。 

表示する解像度を標準解像度にて表示します。 

 High Resolution グラフィック・モニタ機能を有効にします。 

表示する解像度を高解像度にて表示します。 

“ｸﾞﾗﾌｨｯｸ ﾓﾆﾀ”機能による結果は、“ﾖｳｾﾂ ﾓﾆﾀ”画面にて「↑」又は「↓」キーを押すことにより
表示されます。 
注意：この機能は、ETFスタッド・フィーダ及びリニア・モータを実装した LM溶接ヘッドまたは
PLM溶接ガンを使用した場合にのみ使用できます。 
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項目 設定値 内     容 

ﾄﾞﾛｯﾌﾟ ﾀｲﾑ 6～16 ms 
(1ms 単位) 

ドロップ・タイムの基準値を設定します。 

実際の溶接動作にて測定したドロップ・タイムの数値を入力してくだ

さい。 
注意：LM溶接ヘッド及び PLM溶接ガン使用時は設定してもドロップ・タイムの基準値は変更でき
ません。 
 
 

項目 内     容 

ﾖｳｾﾂ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ<↓> この行にて「↓」キーを選択しますと、2番目のサブ・メニュー“ﾓ

ﾆﾀ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”画面に切り替わります。 
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3.2.2.2.3.2. “ﾓﾆﾀ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”画面 - [溶接ガン/ T ｽﾀｯﾄﾞの場合] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ﾓﾆﾀ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ                      
 
 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾅﾝﾊﾞ: .   1           ｱｳﾄﾚｯﾄ: 1 
 ----------------                        
 Varc ﾊﾟｲﾛｯﾄ ﾊﾝｲ..... 16.0 ｶﾗ  34.0 V    
 ｼﾞﾄﾞｳﾁｮｳｾｲ.......... no                 
 Varc ﾖｳｾﾂ ﾊﾝｲ....... 16.0 ｶﾗ  34.0 V    
 ﾄｹｺﾐ ﾌｶｻ............ 0.60 ｶﾗ  1.10 mm   
 ﾖｳｾﾂ ｼﾞｶﾝ...........+ 6.0    - 3.0 ms   
 ﾖｳｾﾂ ｴﾈﾙｷﾞ..........  550 ｶﾗ   750 J    
                                         
                                         
                                         
                    ﾖｳｾﾂ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ.....<↓>  
 
<ENT>                               

画面へのパス： 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ﾓﾆﾀ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ 
ただし、“ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ/ ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”画面の“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾎｳｼｷ”項目を“ｶｸﾁｮｳ”に選択した場合、

さらに、“ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面の“ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ ﾀｲﾌﾟ”項目が“Tｽﾀｯﾄﾞ”の場合を示してい
ます。 

 
画面の機能： 

 “ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面の 2つ目のサブ・メニュー画面を示します。 
 溶接モニタにてモニタされるパラメータの許容範囲を設定します。 モニタされた結果は“ﾖ

ｳｾﾂ ﾓﾆﾀ”画面にて表示されます。 
 
注意：表示される項目はシステム構成及びオプションの有無により異なります。 

 

画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

項目 表示値 内     容 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾅﾝﾊﾞ: 1～127 溶接パラメータを設定する溶接プログラム№を表示します。 
ｱｳﾄﾚｯﾄ: 1～5 溶接パラメータを設定するアウトレット№を表示します。 

 
項目 設定値 内     容 

Varc ﾊﾟｲﾛｯﾄ ﾊﾝｲ 
（左側） 

6.0～45.6 V 
(0.2V 単位) 

パイロット電流電圧の設定範囲の下限値を設定します。 
ただし、上限より-0.4Vまで設定可能です。 

Varc ﾊﾟｲﾛｯﾄ ﾊﾝｲ 
（右側） 

6.4～46.0 V 
(0.2V 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。 
ただし、下限より+0.4Vまで設定可能です。 

 
項目 設定値 内     容 

ｼﾞﾄﾞｳﾁｮｳｾｲ no 自動調整機能を無効にします。 
 ﾃﾞﾝﾘｭｳ ##.# V 溶接電流を自動調整する機能を有効にします。 
 ｼﾞｶﾝ   ##.# V 溶接電流時間を自動調整する機能を有効にします。 
 

Vdce   ##.#V 溶接エネルギーを一定にする自動調整機能を有効にします。ETFスタッド・フィーダ使用時のみ機能します。 
 

項目 設定値 内     容 
Varc ﾖｳｾﾂ ﾊﾝｲ 
（左側） 

6.0～45.6 V 
(0.2V 単位) 

溶接電流電圧の設定範囲の下限値を設定します。 
ただし、上限より-0.4Vまで設定可能です。 

Varc ﾖｳｾﾂ ﾊﾝｲ 
（右側） 

6.4～46.0 V 
(0.2V 単位) 

溶接電流電圧の設定範囲の上限値を設定します。 
ただし、下限より+0.4Vまで設定可能です。 
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項目 設定値 内     容 
ﾄｹｺﾐ ﾌｶｻ 
（左側） 

0.00～1.20 mm 
(0.05mm 単位) 

溶け込み量の設定範囲の下限値を設定します。 
ただし、上限より-0.10mmまで設定可能です。 

ﾄｹｺﾐ ﾌｶｻ 
（右側） 

0.00～2.00 mm 
(0.05mm 単位) 

溶け込み量の設定範囲の上限値を設定します。 
ただし、下限より+0.10mmまで設定可能です。 

 
項目 設定値 内     容 

ﾖｳｾﾂ ｼﾞｶﾝ 
+側 

0.0～25.0 ms 
(0.2ms 単位) 溶接電流時間の設定範囲の上限値を設定します。 

ﾖｳｾﾂ ｼﾞｶﾝ 
-側 

0.0～25.0 ms 
(0.2ms 単位) 溶接電流時間の設定範囲の下限値を設定します。 

 
項目 設定値 内     容 

ﾖｳｾﾂ ｴﾈﾙｷﾞ 
（左側） 

0～2,290 J 
(5J 単位) 

溶接エネルギーの設定範囲の下限値を設定します。 
ただし、上限より-10Jまで設定可能です。 

ﾖｳｾﾂ ｴﾈﾙｷﾞ 
（右側） 

0～2,300 J 
(5J 単位) 

溶接エネルギーの設定範囲の下限値を設定します。 
ただし、下限より+10Jまで設定可能です。 

 
 

項目 内     容 

ﾖｳｾﾂ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ<↓> 
この行にて「↓」キーを選択することにより、1 番目のサブ・メニュー
“ﾖｳｾﾂ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”画面に切り替わります。 
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3.2.2.2.4. “ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面 - [ｱﾙﾐﾆｳﾑ T ｽﾀｯﾄﾞの場合] 
3.2.2.2.4.1. “ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面 - [溶接ガン/ ｱﾙﾐﾆｳﾑ T ｽﾀｯﾄﾞの場合] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ                   
 
   ｱｳﾄﾚｯﾄ: 1          ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ: . 1  
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
 

<ENT>

     ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ   ﾋｮｳｼﾞｭﾝ              
 
 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾅﾝﾊﾞ: .  1           ｱｳﾄﾚｯﾄ: 1  
 ｽﾀｯﾄﾞ ID...............----------------  
 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕｳｺｳ..........yes.              
 ｷﾄﾞｳ ﾁｴﾝ..............   0 ms           
 ﾖｳｾﾂ ｽﾃｯﾌﾟ 1.......... 600 A   25 ms    
 ﾖｳｾﾂ ｽﾃｯﾌﾟ 2.......... 750 A    6 ms    
 ﾘﾌﾄ ｷｮﾘ / ﾄｹｺﾐ ﾌｶｻ....1.50 mm  ‒1.00 mm 
 ﾀｰﾝ ｵﾌ ｼﾞｶﾝ...........   0 ms           
 ｸﾞﾗﾌｨｯｸ ﾓﾆﾀ........... no            .  
                                         
 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ ﾀｲﾑ............. 12 ms           
                    ﾖｳｾﾂ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ.....<↓>  
 
<ENT>                                

画面へのパス： 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ 
ただし、“ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ/ ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”画面の“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾎｳｼｷ”項目を“ｶｸﾁｮｳ”に選択した場合、

さらに、“ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面の“ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ ﾀｲﾌﾟ”項目が“ｱﾙﾐﾆｳﾑ Tｽﾀｯﾄﾞ”の場合を
示しています。 

 

画面の機能： 
 溶接作業に必要な溶接条件を設定します。 
 この画面は“ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”及び“ﾓﾆﾀ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”の 2つのサブ・メニュー画面から構成さ
れています。 この 2つの画面は、対応するメニュー行にて「↓」キーを押すことにより切り
替えることができます。 

 
注意：表示される項目はシステム構成及びオプションの有無により異なります。 

 
“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面にて“ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”行を選択しますと、上記左側に示すようなサブ・メニ
ュー画面が表示されます、条件設定するアウトレット№と溶接プログラム№を選択します。 

項目 設定値 内     容 
ｱｳﾄﾚｯﾄ: 1～5 溶接パラメータを設定するアウトレット№を選択します。 

ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ: 1～127 溶接パラメータを設定する溶接プログラム№を選択します。 
アウトレット№と溶接プログラム№は、数字キーにて選択し、「ENTER」キーにて確定します。 
アウトレット№と溶接プログラム№を確定しますと、上記右側に示すような画面を表示し、カーソル

はメニュー行の最初“ｽﾀｯﾄﾞ ID”項目の位置に移動します。 矢印キーを使用して、個々のメニュー
行に移動することができます。 
 

画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 
 

項目 表示値 内     容 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾅﾝﾊﾞ: 1～127 溶接パラメータを設定する溶接プログラム№を表示します。 

ｱｳﾄﾚｯﾄ: 1～5 溶接パラメータを設定するアウトレット№を表示します。 

ｽﾀｯﾄﾞ ID  スタッド IDを使用する特別な場合に設定します。 
通常は、設定しないで使用します。 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕｳｺｳ yes 対応する溶接プログラム№の選択を有効にします。 

 no 対応する溶接プログラム№の選択を無効にします。 

(選択) ﾋｮｳｼﾞｭﾝ 標準設定の場合に選択します。 

 ﾜｰｸ 標準設定よりもプランジ時の LM（リニア・モータ）の押し込み速
度が遅い設定になります。 
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項目 設定値 内     容 

ｷﾄﾞｳ ﾁｴﾝ 0～1,000 ms 
(50ms 単位) 

溶接起動遅延時間を設定します。 

溶接起動遅延時間とは、溶接の際に「SOW★★」信号がONした後か
ら電流を流すまでの待ち時間を示します。 

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。 
SOW★★＝Stud On Workpiece（スタッド・オン・ワークピース）：スタッドとワークが接触して
いることを示します。 

 
項目 設定値 内     容 

ﾖｳｾﾂ ｽﾃｯﾌﾟ 1  
(左側) 

100～1,800 A 
(10A 単位) 

2 段階に分かれている溶接電流において、1 段目の溶接電流設
定範囲の中心値を設定します。 

※設定可能な最大電流は、DCE1800 は 1,800A、DCE1500 は
1,500Aです。 

ﾖｳｾﾂ ｽﾃｯﾌﾟ 1 
(右側) 
 

6～80 ms 
(1ms 単位) 

2 段階に分かれている溶接電流において、1 段目の溶接電流時
間設定範囲の中心値を設定します。 

ﾖｳｾﾂ ｽﾃｯﾌﾟ 2  
(左側) 

100～1,800 A 
(10A 単位) 

2 段階に分かれている溶接電流において、2 段目の溶接電流設
定範囲の中心値を設定します。 

※設定可能な最大電流は、DCE1800 は 1,800A、DCE1500 は
1,500Aです。 

ﾖｳｾﾂ ｽﾃｯﾌﾟ 2 
(右側) 
 

6～20 ms 
(1ms 単位) 

2 段階に分かれている溶接電流において、2 段目の溶接電流時
間設定範囲の中心値を設定します。 

 
項目 設定値 内     容 

ﾘﾌﾄ ｷｮﾘ 0.60～3.00 mm 
(0.05mm 単位) 

リフト距離を設定します。 

注意：PK溶接ガン使用時は設定する必要はありません。 

ﾄｹｺﾐ ﾌｶｻ (-) 0.00～3.00 mm 
(0.05mm 単位) 

押し込み量を設定します。 

注意：PK溶接ガン使用時は設定する必要はありません。 
 

項目 設定値 内     容 

ﾀｰﾝ ｵﾌ ｼﾞｶﾝ 0～5 ms 
(1ms 単位) プランジしてから溶接電流を OFFするまでの時間を設定します。 

 
項目 設定値 内     容 

ｸﾞﾗﾌｨｯｸ ﾓﾆﾀ no グラフィック・モニタ機能を無効にします。 

 Low Resolution グラフィック・モニタ機能を有効にします。 

表示する解像度を低解像度にて表示します。 

 Std Resolution グラフィック・モニタ機能を有効にします。 

表示する解像度を標準解像度にて表示します。 

 High Resolution グラフィック・モニタ機能を有効にします。 

表示する解像度を高解像度にて表示します。 

“ｸﾞﾗﾌｨｯｸ ﾓﾆﾀ”機能による結果は、“ﾖｳｾﾂ ﾓﾆﾀ”画面にて「↑」又は「↓」キーを押すことにより
表示されます。 

注意：この機能は、ETFスタッド・フィーダ及びリニア・モータを実装した LM溶接ヘッドまたは
PLM溶接ガンを使用した場合にのみ使用できます。 
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項目 設定値 内     容 

ﾄﾞﾛｯﾌﾟ ﾀｲﾑ 6～16 ms 
(1ms 単位) 

ドロップ・タイムの基準値を設定します。 

実際の溶接動作にて測定したドロップ・タイムの数値を入力してくだ

さい。 
注意：LM溶接ヘッド及び PLM溶接ガン使用時は設定してもドロップ・タイムの基準値は変更でき
ません。 
 
 

項目 内     容 

ﾖｳｾﾂ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ<↓> この行にて「↓」キーを選択しますと、2番目のサブ・メニュー“ﾓ

ﾆﾀ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”画面に切り替わります。 
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3.2.2.2.4.2. “ﾓﾆﾀ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”画面 - [溶接ガン/ ｱﾙﾐﾆｳﾑ T ｽﾀｯﾄﾞの場合] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ﾓﾆﾀ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ                      
 
 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾅﾝﾊﾞ: .  1           ｱｳﾄﾚｯﾄ: 1 
 ----------------                        
 Varc ﾊﾟｲﾛｯﾄ ﾊﾝｲ..... 16.0 ｶﾗ  34.0 V    
 ｼﾞﾄﾞｳﾁｮｳｾｲ.......... no                 
 Varc ﾖｳｾﾂ ﾊﾝｲ....... 16.0 ｶﾗ  34.0 V    
 ﾄｹｺﾐ ﾌｶｻ............ 0.60 ｶﾗ  1.10 mm   
 ﾖｳｾﾂ ｼﾞｶﾝ...........+ 6.0    - 3.0 ms   
 ﾖｳｾﾂ ｴﾈﾙｷﾞ..........  550 ｶﾗ   750 J    
                                         
 Varc ｻｲﾀﾞｲ ｹﾝﾁ......+   0 V             
 Varc ｻｲｼｮｳ ｹﾝﾁ......-   0 V             
                    ﾖｳｾﾂ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ.....<↓>  
 
<ENT>                               

画面へのパス： 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ﾓﾆﾀ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ 
ただし、“ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ/ ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”画面の“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾎｳｼｷ”項目を“ｶｸﾁｮｳ”に選択した場合、

さらに、“ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面の“ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ ﾀｲﾌﾟ”項目が“ｱﾙﾐﾆｳﾑ Tｽﾀｯﾄﾞ”の場合を
示しています。 

 
画面の機能： 

 “ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面の 2番目のサブ・メニュー画面を示します。 
 溶接モニタにてモニタされるパラメータの許容範囲を設定します。 モニタされた結果は“ﾖ

ｳｾﾂ ﾓﾆﾀ”画面にて表示されます。 
 
注意：表示される項目はシステム構成及びオプションの有無により異なります。 

 

画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 
 

項目 表示値 内     容 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾅﾝﾊﾞ: 1～127 溶接パラメータを設定する溶接プログラム№を示します。 
ｱｳﾄﾚｯﾄ: 1～5 溶接パラメータを設定するアウトレット№を示します。 

 
項目 設定値 内     容 

Varc ﾊﾟｲﾛｯﾄ ﾊﾝｲ 
（左側） 

6.0～45.6 V 
(0.2V 単位) 

パイロット電流電圧の設定範囲の下限値を設定します。 
ただし、上限より-0.4Vまで設定可能です。 

Varc ﾊﾟｲﾛｯﾄ ﾊﾝｲ 
（右側） 

6.4～46.0 V 
(0.2V 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。 
ただし、下限より+0.4Vまで設定可能です。 

 
項目 設定値 内     容 

ｼﾞﾄﾞｳﾁｮｳｾｲ no 自動調整機能を無効にします。 
 ﾃﾞﾝﾘｭｳ ##.#V 溶接電流を自動調整する機能を有効にします。 
 ｼﾞｶﾝ   ##.#V 溶接電流時間を自動調整する機能を有効にします。 
 

Vdce  ##.#V 溶接エネルギーを一定にする自動調整機能を有効にします。ETFスタッド・フィーダ使用時のみ機能します。 
 

項目 設定値 内     容 
Varc ﾖｳｾﾂ ﾊﾝｲ 
（左側） 

6.0～45.6 V 
(0.2V 単位) 

溶接電流電圧の設定範囲の下限値を設定します。 
ただし、上限より-0.4Vまで設定可能です。 

Varc ﾖｳｾﾂ ﾊﾝｲ 
（右側） 

6.4～46.0 V 
(0.2V 単位) 

溶接電流電圧の設定範囲の上限値を設定します。 
ただし、下限より+0.4Vまで設定可能です。 
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項目 設定値 内     容 
ﾄｹｺﾐ ﾌｶｻ 
（左側） 

0.00～1.20 mm 
(0.05mm 単位) 

溶け込み量の設定範囲の下限値を設定します。 
ただし、上限より-0.10mmまで設定可能です。 

ﾄｹｺﾐ ﾌｶｻ 
（右側） 

0.00～2.00 mm 
(0.05mm 単位) 

溶け込み量の設定範囲の上限値を設定します。 
ただし、下限より+0.10mmまで設定可能です。 

 
項目 設定値 内     容 

ﾖｳｾﾂ ｼﾞｶﾝ 
+側 

0.0～25.0 ms 
(0.2ms 単位) 溶接電流時間の設定範囲の上限値を設定します。 

ﾖｳｾﾂ ｼﾞｶﾝ 
-側 

0.0～25.0 ms 
(0.2ms 単位) 溶接電流時間の設定範囲の下限値を設定します。 

 
項目 設定値 内     容 

ﾖｳｾﾂ ｴﾈﾙｷﾞ 
（左側） 

0～2,290 J 
(5J 単位) 

溶接エネルギーの設定範囲の下限値を設定します。 
ただし、上限より-10Jまで設定可能です。 

ﾖｳｾﾂ ｴﾈﾙｷﾞ 
（右側） 

0～2,300 J 
(5J 単位) 

溶接エネルギーの設定範囲の下限値を設定します。 
ただし、下限より+10Jまで設定可能です。 

 
項目 設定値 内     容 

Varc ｻｲﾀﾞｲ ｹﾝﾁ + 0～15 V 
(1V 単位) 

溶接電流電圧がピークに達したことを検出する上限値を設

定します。 

Varc ｻｲｼｮｳ ｹﾝﾁ - 0～15 V 
(1V 単位) 

溶接電流電圧がドロップしたことを検出する下限値を設定

します。 
 
 

項目 内     容 

ﾖｳｾﾂ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ<↓> この行にて「↓」キーを選択することにより、1 番目のサブ・メニュー
“ﾖｳｾﾂ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”画面に切り替わります。 
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3.2.3. “ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｺﾋﾟｰ”画面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ                           
 
                                         
      ﾖｳｾﾂ ﾓﾆﾀ                           
      ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ                       . 
      ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ                          
      ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｷﾉｳ                         
      ｻｰﾋﾞｽ ｷﾉｳ                          
      ｽﾃｲﾀｽ                              
                                         
      ｴﾗｰ ﾘｾｯﾄ                           
      ｹｲｺｸ                               
                                         
                                         
 

<ENT>

      ｶｸﾁｮｳ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ                   
 
                                         
      ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ                  
      ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ                    
      ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｺﾋﾟｰ                     . 
      ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕｳｺｳ/ﾑｺｳ                   
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
 

<ENT>                                 

画面へのパス： 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｺﾋﾟｰ 
ただし、“ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ/ ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”画面の“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾎｳｼｷ”項目を“ｶｸﾁｮｳ”に選択した場合を

示しています。 
 
画面の機能： 

 “ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面又は“ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面にて設定するアウトレット№のア
ウトレット条件又は溶接プログラム№の溶接条件をコピーします。 

 この“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｺﾋﾟｰ”画面には、さらに下記に示す 7つのサブ・メニュー画面か
ら構成されています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｺﾋﾟｰ                       
 
                                         
  Copy 1 ｺ ﾉ ﾖｳｾﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ                .
  Copy ﾌﾞﾛｯｸ ﾉ ﾖｳｾﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ               
  Copy 1 ｺ ﾉ ﾖｳｾﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｦ ﾌﾞﾛｯｸ ﾆ       
  Copy ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ                    
  Copy ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾄ ﾖｳｾﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ              
  Copy 1 ｺ ﾉ ﾖｳｾﾂﾊﾟﾗﾒｰﾀ ｦ ﾌﾞﾛｯｸ ﾆ        
  Copy ｶﾝｲ ﾖｳｾﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ                   
                                         
                                         
                                         
                                         
 

<ENT>                               

画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

項目 内容 

Copy 1 ｺ ﾉ ﾖｳｾﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 
選択したアウトレット№の選択した一つの溶接プログラム

№の溶接条件内容を、指定したアウトレット№の指定した

一つの溶接プログラム№にコピーします。 

Copy ﾌﾞﾛｯｸ ﾉ ﾖｳｾﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 
選択したアウトレット№の選択した溶接プログラム№領域

の溶接条件内容を、指定したアウトレット№の指定した溶

接プログラム№を先頭に同じ領域だけコピーします。 

Copy 1 ｺ ﾉ ﾖｳｾﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｦ ﾌﾞﾛｯｸ ﾆ 

選択したアウトレット№の選択した一つの溶接プログラム

№の溶接条件内容を、指定したアウトレット№の指定した

溶接プログラム№領域にコピーします。 すべて同じ条件

となります。 

Copy ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

選択したアウトレット№のアウトレット条件内容を、指定

したアウトレット№にコピーします。 

注意：アウトレットの有効/無効（ｱｸﾃｨﾌﾞ：yes/no）はコピ
ーされません。 
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項目 内容 

Copy ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾄ ﾖｳｾﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

選択したアウトレット№のアウトレット条件内容と溶接条

件内容を、指定したアウトレット№にコピーします。 

注意：アウトレットの有効/無効（ｱｸﾃｨﾌﾞ：yes/no）はコピ
ーされません。 

Copy 1 ｺ ﾉ ﾖｳｾﾂﾊﾟﾗﾒｰﾀ ヲ ﾌﾞﾛｯｸ ﾆ 
選択したアウトレット№、溶接プログラム№の一つの溶接

パラメータを、指定したアウトレット№の溶接プログラム

領域の溶接パラメータにコピーします。 

Copy ｶﾝｲ ﾖｳｾﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 
“ｶﾝｲ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”にて設定された溶接条件を指定したア
ウトレット№と溶接プログラム№にコピーします。 

 
上記の 7つのサブ・メニュー画面の詳細内容は、次ページ以降の説明を参照してください。 
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3.2.3.1. “Copy 1 ｺ ﾉ ﾖｳｾﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ”画面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｺﾋﾟｰ                       
 
                                         
  Copy 1 ｺ ﾉ ﾖｳｾﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ                .
  Copy ﾌﾞﾛｯｸ ﾉ ﾖｳｾﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ               
  Copy 1 ｺ ﾉ ﾖｳｾﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｦ ﾌﾞﾛｯｸ ﾆ       
  Copy ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ                    
  Copy ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾄ ﾖｳｾﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ              
  Copy 1 ｺ ﾉ ﾖｳｾﾂﾊﾟﾗﾒｰﾀ ｦ ﾌﾞﾛｯｸ ﾆ        
  Copy ｶﾝｲ ﾖｳｾﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ                   
                                         
                                         
                                         
                                         
 

<ENT>                                

      Copy 1 ｺ ﾉ ﾖｳｾﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ              
 
                                         
      ｺﾋﾟｰﾓﾄ:                            
         ｱｳﾄﾚｯﾄ........... 1             
         ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ #... 1 .           
                                         
                                         
      ｺﾋﾟｰｻｷ:                            
         ｱｳﾄﾚｯﾄ........... 1             
         ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ #... 127           
                                         
                                         
                                         
 

<ENT>                                 

画面へのパス： 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｺﾋﾟｰ/ Copy 1 ｺ ﾉ ﾖｳｾﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 
ただし、“ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ/ ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”画面の“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾎｳｼｷ”項目を“ｶｸﾁｮｳ”に選択した場合を

示しています。 

 

画面の機能： 
“ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面にて設定されている溶接プログラムにおいて、選択したアウトレット№
の選択した一つの溶接プログラム№の溶接条件内容を、指定したアウトレット№の指定した一つ

の溶接プログラム№にコピーします。 
 
上記左側の画面にて“Copy 1 ｺ ﾉ ﾖｳｾﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ”行にカーソルを移動して「ENTER」キーにて選択
しますと、上記右側に示すような画面に切り替わります。 

 

画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

項目 設定値 内     容 
ｺﾋﾟｰﾓﾄ: 
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。 

ｺﾋﾟｰﾓﾄ: 
ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ # 1～127 コピー元の溶接プログラム№を選択します。 

 
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。 

ｺﾋﾟｰｻｷ: 
ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ # 1～127 コピー先の溶接プログラム№を選択します。 

数字キーで入力し「ENTER」キーで確定します。 
数値を訂正する場合は、「ESC」キーを押してください。 
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3.2.3.2. “Copy ﾌﾞﾛｯｸ ﾉ ﾖｳｾﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ”画面 
 
 
 

      ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｺﾋﾟｰ                       
 
                                         
  Copy 1 ｺ ﾉ ﾖｳｾﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ                 
  Copy ﾌﾞﾛｯｸ ﾉ ﾖｳｾﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ             . 
  Copy 1 ｺ ﾉ ﾖｳｾﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｦ ﾌﾞﾛｯｸ ﾆ       
  Copy ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ                    
  Copy ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾄ ﾖｳｾﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ              
  Copy 1 ｺ ﾉ ﾖｳｾﾂﾊﾟﾗﾒｰﾀ ｦ ﾌﾞﾛｯｸ ﾆ        
  Copy ｶﾝｲ ﾖｳｾﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ                   
                                         
                                         
                                         
                                         
 

<ENT>                                

      Copy ﾌﾞﾛｯｸ ﾉ ﾖｳｾﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ           
 
                                         
      ｺﾋﾟｰﾓﾄ:                            
         ｱｳﾄﾚｯﾄ........... 1             
         ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ #... 1 .           
                     ﾏﾃﾞ.. 120           
                                         
      ｺﾋﾟｰｻｷ:                            
         ｱｳﾄﾚｯﾄ........... 2             
         ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ #... 2 .           
                                         
                                         
                                         
 

<ENT>                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
画面へのパス： 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｺﾋﾟｰ/ Copy ﾌﾞﾛｯｸ ﾉ ﾖｳｾﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 
ただし、“ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ/ ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”画面の“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾎｳｼｷ”項目を“ｶｸﾁｮｳ”に選択した場合を

示しています。 
 
画面の機能： 
“ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面にて設定されている溶接プログラムにおいて、選択したアウトレット№
の選択した溶接プログラム№領域の溶接条件内容を、指定したアウトレット№の指定した溶接プ

ログラム№を先頭に同じ領域だけコピーします。 

 

上記左側の画面にて“Copy ﾌﾞﾛｯｸ ﾉ ﾖｳｾﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ”行にカーソルを移動して「ENTER」キーにて選
択しますと、上記右側に示すような画面に切り替わります。 

 

画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

項目 設定値 内     容 
ｺﾋﾟｰﾓﾄ: 
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。 

ｺﾋﾟｰﾓﾄ: 
ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ # 1～126 コピー元の溶接プログラム№領域の先頭№を選択します。 

ｺﾋﾟｰﾓﾄ: 
 ﾏﾃﾞ 

コピー元の溶接プログラム№領域の最終№を選択します。 

ただし、先頭と同じ№は入力不可です。 
2～127 

 
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。 

ｺﾋﾟｰｻｷ: 
ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ # 1～126 

コピー先の溶接プログラム№領域の先頭№を選択します。 

ただし、コピー先の溶接プログラム№領域よりもコピー元の溶接

プログラム№領域が大きくなる場合、その№は入力不可です。 

数字キーで入力し「ENTER」キーで確定します。 
数値を訂正する場合は、「ESC」キーを押してください。 
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3.2.3.3. “Copy 1 ｺ ﾉ ﾖｳｾﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｦ ﾌﾞﾛｯｸ ﾆ”画面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｺﾋﾟｰ                       
 
                                         
  Copy 1 ｺ ﾉ ﾖｳｾﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ                 
  Copy ﾌﾞﾛｯｸ ﾉ ﾖｳｾﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ               
  Copy 1 ｺ ﾉ ﾖｳｾﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｦ ﾌﾞﾛｯｸ ﾆ      .
  Copy ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ                    
  Copy ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾄ ﾖｳｾﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ              
  Copy 1 ｺ ﾉ ﾖｳｾﾂﾊﾟﾗﾒｰﾀ ｦ ﾌﾞﾛｯｸ ﾆ        
  Copy ｶﾝｲ ﾖｳｾﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ                   
                                         
                                         
                                         
                                         
 

<ENT>                                

      Copy 1 ｺ ﾉ ﾖｳｾﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｦ ﾌﾞﾛｯｸ ﾆ    
 
                                         
      ｺﾋﾟｰﾓﾄ:                            
         ｱｳﾄﾚｯﾄ........... 1             
         ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ #... 2 .           
                                         
                                         
      ｺﾋﾟｰｻｷ:                            
         ｱｳﾄﾚｯﾄ........... 2             
         ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ #... 1 .           
                     ﾏﾃﾞ.. 126           
                                         
                                         
 

<ENT>                                

画面へのパス： 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｺﾋﾟｰ/ Copy 1 ｺ ﾉ ﾖｳｾﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｦ ﾌﾞﾛｯｸ ﾆ 
ただし、“ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ/ ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”画面の“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾎｳｼｷ”項目を“ｶｸﾁｮｳ”に選択した場合を

示しています。 
 
画面の機能： 
“ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面にて設定されている溶接プログラムにおいて、選択したアウトレット№
の選択した一つの溶接プログラム№の溶接条件内容を、指定したアウトレット№の指定した溶接

プログラム№領域にコピーします。 すべて同じ条件となります。 
 

上記左側の画面にて“Copy 1 ｺ ﾉ ﾖｳｾﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｦ ﾌﾞﾛｯｸ ﾆ”行にカーソルを移動して「ENTER」キ
ーにて選択しますと、上記右側に示すような画面に切り替わります。 
 

画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

項目 設定値 内     容 
ｺﾋﾟｰﾓﾄ: 
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。 

ｺﾋﾟｰﾓﾄ: 
ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ # 1～127 コピー元の溶接プログラム№を選択します。 

 
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。 

ｺﾋﾟｰｻｷ: 
ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ # 1～126 コピー先の溶接プログラム№領域の先頭№を選択します。 

ｺﾋﾟｰｻｷ: 
 ﾏﾃﾞ 2～127 コピー先の溶接プログラム№領域の最終№を選択します。 

ただし、先頭と同じ№は入力不可です。 

数字キーで入力し「ENTER」キーで確定します。 
数値を訂正する場合は、「ESC」キーを押してください。 
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3.2.3.4. “Copy ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ”画面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｺﾋﾟｰ                       
 
                                         
  Copy 1 ｺ ﾉ ﾖｳｾﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ                 
  Copy ﾌﾞﾛｯｸ ﾉ ﾖｳｾﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ               
  Copy 1 ｺ ﾉ ﾖｳｾﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｦ ﾌﾞﾛｯｸ ﾆ       
  Copy ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ                  . 
  Copy ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾄ ﾖｳｾﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ              
  Copy 1 ｺ ﾉ ﾖｳｾﾂﾊﾟﾗﾒｰﾀ ｦ ﾌﾞﾛｯｸ ﾆ        
  Copy ｶﾝｲ ﾖｳｾﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ                   
                                         
                                         
                                         
                                         
 

<ENT>                                

      Copy ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ              . 
 
                                         
      ｺﾋﾟｰﾓﾄ:                            
         ｱｳﾄﾚｯﾄ 1                        
                                         
                                         
                                         
      ｺﾋﾟｰｻｷ:                            
         ｱｳﾄﾚｯﾄ 2                        
                                         
                                         
                                         
                                         
 

<ENT>                                

画面へのパス： 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｺﾋﾟｰ/ Copy ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 
ただし、“ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ/ ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”画面の“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾎｳｼｷ”項目を“ｶｸﾁｮｳ”に選択した場合を

示しています。 

 

画面の機能： 
“ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面にて設定されている溶接プログラムにおいて、選択したアウトレット№
のアウトレット条件内容を、指定したアウトレット№にコピーします。 

 

注意：アウトレットの有効/無効（ｱｸﾃｨﾌﾞ：yes/no）はコピーされません。 
 

上記左側の画面にて“Copy ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ”行にカーソルを移動して「ENTER」キーにて選択し
ますと、上記右側に示すような画面に切り替わります。 

 

画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

項目 設定値 内     容 
ｺﾋﾟｰﾓﾄ: 
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。 

 

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。 

数字キーで入力し「ENTER」キーで確定します。 
数値を訂正する場合は、「ESC」キーを押してください。 
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3.2.3.5. “Copy ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾄ ﾖｳｾﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ”画面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｺﾋﾟｰ                       
 
                                         
  Copy 1 ｺ ﾉ ﾖｳｾﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ                 
  Copy ﾌﾞﾛｯｸ ﾉ ﾖｳｾﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ               
  Copy 1 ｺ ﾉ ﾖｳｾﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｦ ﾌﾞﾛｯｸ ﾆ       
  Copy ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ                    
  Copy ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾄ ﾖｳｾﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ            . 
  Copy 1 ｺ ﾉ ﾖｳｾﾂﾊﾟﾗﾒｰﾀ ｦ ﾌﾞﾛｯｸ ﾆ        
  Copy ｶﾝｲ ﾖｳｾﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ                   
                                         
                                         
                                         
                                         
 

<ENT>

      Copy ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾄ ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ    . 
 
                                         
      ｺﾋﾟｰﾓﾄ:                            
         ｱｳﾄﾚｯﾄ 1                        
                                         
                                         
                                         
      ｺﾋﾟｰｻｷ:                       
         ｱｳﾄﾚｯﾄ 2                        
                                         
                                         
                                         
                                         
 

<ENT>                                

画面へのパス： 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｺﾋﾟｰ/ Copy ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾄ ﾖｳｾﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 
ただし、“ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ/ ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”画面の“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾎｳｼｷ”項目を“ｶｸﾁｮｳ”に選択した場合を

示しています。 
 
画面の機能： 
“ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面にて設定されている溶接プログラムにおいて、選択したアウトレット№
のアウトレット条件内容と溶接条件内容を、指定したアウトレット№にコピーします。 

 

注意：アウトレットの有効/無効（ｱｸﾃｨﾌﾞ：yes/no）はコピーされません。 
 
上記左側の画面にて“Copy ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾄ ﾖｳｾﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ”行にカーソルを移動して「ENTER」キーにて
選択しますと、上記右側に示すような画面に切り替わります。 

 

画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

項目 設定値 内     容 
ｺﾋﾟｰﾓﾄ: 
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。 

 
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。 

数字キーで入力し「ENTER」キーで確定します。 
数値を訂正する場合は、「ESC」キーを押してください。 
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3.2.3.6. “Copy 1 ｺ ﾉ ﾖｳｾﾂﾊﾟﾗﾒｰﾀ ｦ ﾌﾞﾛｯｸ ﾆ”画面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｺﾋﾟｰ                       
 
                                         
  Copy 1 ｺ ﾉ ﾖｳｾﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ                 
  Copy ﾌﾞﾛｯｸ ﾉ ﾖｳｾﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ               
  Copy 1 ｺ ﾉ ﾖｳｾﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｦ ﾌﾞﾛｯｸ ﾆ       
  Copy ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ                    
  Copy ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾄ ﾖｳｾﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ              
  Copy 1 ｺ ﾉ ﾖｳｾﾂﾊﾟﾗﾒｰﾀ ｦ ﾌﾞﾛｯｸ ﾆ      . 
  Copy ｶﾝｲ ﾖｳｾﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ                   
                                         
                                         
                                         
                                         
 
<ENT>                               

      Copy 1 ｺ ﾉ ﾖｳｾﾂﾊﾟﾗﾒｰﾀ ｦ ﾌﾞﾛｯｸ ﾆ     
 
                                         
      ｺﾋﾟｰﾓﾄ:                            
         ｱｳﾄﾚｯﾄ... 1                     
         ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ # 1 .                   
         ﾊﾟﾗﾒｰﾀ    ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕｳｺｳ        . 
                                         
      ｺﾋﾟｰｻｷ:                            
         ｱｳﾄﾚｯﾄ... 2                     
         ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ # 10.                   
                to 100                   
                                         
                                         
 
<ENT>                                

画面へのパス： 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｺﾋﾟｰ/ Copy 1 ｺ ﾉ ﾖｳｾﾂﾊﾟﾗﾒｰﾀ ｦ ﾌﾞﾛｯｸ ﾆ 
ただし、“ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ/ ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”画面の“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾎｳｼｷ”項目を“ｶｸﾁｮｳ”に選択した場合を

示しています。 
 
画面の機能： 
“ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面にて設定されている溶接プログラムにおいて、選択したアウトレット№、
溶接プログラム№の一つの溶接パラメータを、指定したアウトレット№の溶接プログラム領域の溶

接パラメータにコピーします。 
 
上記左側の画面にて“Copy 1 ｺ ﾉ ﾖｳｾﾂﾊﾟﾗﾒｰﾀ ｦ ﾌﾞﾛｯｸ ﾆ”行にカーソルを移動して「ENTER」キー
にて選択しますと、上記右側に示すような画面に切り替わります。 

画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

項目 設定値 内     容 
ｺﾋﾟｰﾓﾄ: 
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。 

ｺﾋﾟｰﾓﾄ: 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ # 1～127 コピー元の溶接プログラム№を選択します。 

ｺﾋﾟｰﾓﾄ: ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕｳｺｳ コピー元の溶接パラメータを選択します。 

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ ｷﾄﾞｳ ﾁｴﾝ 「＋」又は「－」キーにて設定を変更します。 
 ﾖｳｾﾂ ﾃﾞﾝﾘｭｳ  

 ﾖｳｾﾂ ｼﾞｶﾝ  

 ﾘﾌﾄ ｷｮﾘ  

 ｼﾞﾄﾞｳﾁｮｳｾｲ  

 Varc ﾊﾟｲﾛｯﾄ  

 Varc ﾖｳｾﾂ  

 ﾄｹｺﾐ ﾌｶｻ  

 ﾖｳｾﾂ ｴﾈﾙｷﾞ  

 ﾖｳｾﾂ ｼﾞｶﾝ + ﾊﾝｲ  

 ﾖｳｾﾂ ｼﾞｶﾝ – ﾊﾝｲ  

 ｽﾀｯﾄﾞ ID  

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。 

ｺﾋﾟｰｻｷ: 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ # 1～126 コピー先の溶接プログラム№領域の先頭№を選択しま

す。 

ｺﾋﾟｰｻｷ: 
to 2～127 コピー先の溶接プログラム№領域の最終№を選択しま

す。 先頭と同じ№は入力不可です。 

数字キーで入力し「ENTER」キーで確定します。 
数値を訂正する場合は、「ESC」キーを押してください。 
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3.2.3.7. “Copy ｶﾝｲ ﾖｳｾﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ”画面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｺﾋﾟｰ                       
 
                                         
  Copy 1 ｺ ﾉ ﾖｳｾﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ                 
  Copy ﾌﾞﾛｯｸ ﾉ ﾖｳｾﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ               
  Copy 1 ｺ ﾉ ﾖｳｾﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｦ ﾌﾞﾛｯｸ ﾆ       
  Copy ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ                    
  Copy ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾄ ﾖｳｾﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ              
  Copy 1 ｺ ﾉ ﾖｳｾﾂﾊﾟﾗﾒｰﾀ ｦ ﾌﾞﾛｯｸ ﾆ        
  Copy ｶﾝｲ ﾖｳｾﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ                 . 
                                         
                                         
                                         
                                         
 
<ENT>                                

      Copy ｶﾝｲ ﾖｳｾﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ               
 
                                         
      ｺﾋﾟｰﾓﾄ:                            
         ｱｳﾄﾚｯﾄ........... 1             
                                         
                                         
                                         
      ｺﾋﾟｰｻｷ:                            
         ｱｳﾄﾚｯﾄ........... 2             
         ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ #... 10.           
                                         
                                         
                                         
 
<ENT>                                

画面へのパス： 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｺﾋﾟｰ/ Copy ｶﾝｲ ﾖｳｾﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 
ただし、“ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ/ ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”画面の“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾎｳｼｷ”項目を“ｶｸﾁｮｳ”に選択した場合を

示しています。 
 
画面の機能： 
“ｶﾝｲ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”にて設定された溶接条件を指定したアウトレット№と溶接プログラム№にコ
ピーする場合に使用します。 
 

 

上記左側の画面にて“Copy ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾄ ﾖｳｾﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ”行にカーソルを移動して「ENTER」キーにて
選択しますと、上記右側に示すような画面に切り替わります。 

 

画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

項目 設定値 内     容 
ｺﾋﾟｰﾓﾄ: 
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。 

 
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。 

ｺﾋﾟｰｻｷ: 
ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ # 1～127 コピー先の溶接プログラム№を選択します。 

数字キーで入力し「ENTER」キーで確定します。 
数値を訂正する場合は、「ESC」キーを押してください。 
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3.2.4. “ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕｳｺｳ/ﾑｺｳ”画面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ                          
 
                                         
      ﾖｳｾﾂ ﾓﾆﾀ                           
      ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ                       . 
      ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ                          
      ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｷﾉｳ                         
      ｻｰﾋﾞｽ ｷﾉｳ                          
      ｽﾃｲﾀｽ                              
                                         
      ｴﾗｰ ﾘｾｯﾄ                           
      ｹｲｺｸ                               
                                         
                                         
 
<ENT>                                 

      ｶｸﾁｮｳ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ                   
 
                                         
      ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ                  
      ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ                    
      ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｺﾋﾟｰ                       
      ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕｳｺｳ/ﾑｺｳ                 . 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
 
<ENT>                                 

画面へのパス： 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕｳｺｳ/ﾑｺｳ/ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕｳｺｳ/ﾑｺｳ ｲﾁﾗﾝ 
ただし、“ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ/ ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”画面の“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾎｳｼｷ”項目を“ｶｸﾁｮｳ”に選択した場合を

示しています。 
 
画面の機能： 

 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。 
 溶接プログラムの有効／無効の設定を変更できます。 

 

上記右側の画面にて“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕｳｺｳ/ﾑｺｳ”行にカーソルを移動して「ENTER」キーにて確定します
と下記左側の画面に切り替わります。 “ｱｳﾄﾚｯﾄ”の位置にカーソルが移動しますので、数字キーに

て表示するアウトレット№を選択しますと、下記右側に示すような画面に切り替わります。 

 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕｳｺｳ/ﾑｺｳ ｲﾁﾗﾝ      ｱｳﾄﾚｯﾄ: 1     
   1   2   3   4   5   6   7   8→  9  10 
  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
  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             
 
<>                                   

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕｳｺｳ/ﾑｺｳ ｲﾁﾗﾝ      ｱｳﾄﾚｯﾄ: 1     
   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 
  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
  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             
 
<>                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

項目 設定値 内     容 

ｱｳﾄﾚｯﾄ 1～5 表示するアウトレット№を選択します。 
数字キーで入力し、「ENTER」キーで確定します。 

 
項目 内     容 

1～127 

溶接プログラム№を示します。 溶接プログラム№が反転表示されているものは、溶接

プログラムが有効になっています。 
「→」マークの右側の数値がカーソルにて選択されている溶接プログラム№を示します。 
矢印キーを使用して溶接プログラム№を移動します。 

 溶接プログラム№を有効にする場合：「＋」キーを押します。 
 溶接プログラム№を無効にする場合：「－」キーを押します。 

「ENTER」キーで確定します。 
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4. “ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ”画面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ                           
                                         
                                         
      ﾖｳｾﾂ ﾓﾆﾀ                           
      ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ                         
      ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ                        . 
      ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｷﾉｳ                         
      ｻｰﾋﾞｽ ｷﾉｳ                          
      ｽﾃｲﾀｽ                              
                                         
      ｴﾗｰ ﾘｾｯﾄ                           
      ｹｲｺｸ                               
                                         
                                         
 

<ENT>                                

画面へのパス： 
ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ 

 
画面の機能： 

 システム構成の表示及び設定を変更します。 
 “ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ”画面には下記の 3つのサブ・メニュー“ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”、“ﾈｯﾄﾜｰｸ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”及
び“ﾋﾂﾞｹ/ｼﾞｶﾝ”画面から構成されています。 

 

上記の画面にて“ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ”行にカーソルを移動して「ENTER」キーにて確定しますと、下記の画

面に切り替わります。 
 

      ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ                          
 
                                         
      ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ                      . 
      ﾈｯﾄﾜｰｸ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ                      
      ﾋﾂﾞｹ/ｼﾞｶﾝ                          
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
 
<ENT>                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

 

項目 内     容 

ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ 
“ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”画面を選択します。 

DCE コントロール・ユニットのシステム構成の表示及び設定を変更する場
合に使用します。 

ﾈｯﾄﾜｰｸ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ 
“ﾈｯﾄﾜｰｸ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”画面を選択します。 

DCEのネットワーク構成を表示及び設定する場合に使用します。 

ﾋﾂﾞｹ/ｼﾞｶﾝ 
“ﾋﾂﾞｹ/ｼﾞｶﾝ”画面を選択します。 

日付と時間の表示及び日付と時間を設定する場合に使用します。 

 

上記の 3つのサブ・メニュー画面の詳細内容は、次ページ以降の説明を参照してください。 
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4.1. “ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”画面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ                          
 
                                         
      ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ                      . 
      ﾈｯﾄﾜｰｸ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ                      
      ﾋﾂﾞｹ/ｼﾞｶﾝ                          
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
 
<ENT>                                 

      ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ                        
 
                                         
  ｹﾞﾝｺﾞ..............Japanese          . 
  ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｾﾝﾀｸ. .....ﾋｮｳｼﾞｭﾝ           . 
  ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾎｳｼｷ........ｶｸﾁｮｳ             . 
                                         
 ｱｳﾄﾚｯﾄ ｾﾂｿﾞｸｼﾞｮｳﾀｲ:                     
                                         
  ｱｳﾄﾚｯﾄ 1...........  ETF50/norm.       
  ｱｳﾄﾚｯﾄ 2...........       /    .       
  ｱｳﾄﾚｯﾄ 3...........       /    .       
  ｱｳﾄﾚｯﾄ 4...........       /    .       
  ｱｳﾄﾚｯﾄ 5...........       /    .       
 
<ENT>                                

画面へのパス： 
ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ/ ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ 

 
画面の機能： 

 DCEコントロール・ユニットのシステム構成の表示及び設定を変更します。 
 コントロール・パネルの表示言語を選択します。（複数の言語がインストールされています。） 
 溶接プログラムの選択方法を設定します。 
 溶接プログラムのプログラム方式を選択します。 
 アウトレット№に接続された周辺機器（PKE、スタッド・フィーダ、スタッド・ディバイダな
ど）の構成を表示及び選択するサブ・メニュー画面“ｱｳﾄﾚｯﾄ ｾﾂｿﾞｸｼﾞｮｳﾀｲ”から構成されてい
ます。（次ページを参照してください。） 

 

画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

項目 設定値 内     容 

ｹﾞﾝｺﾞ Japanese 

表示言語を選択します。 
日本語（Japanese）の他にドイツ語(German)/英語(English)/
フランス語 (French)/スペイン語 (Spanish)/フランドル語
(Flemish)/チェコ語(Czech)/イタリア語(Italian)/スウェーデン
語(Swedish)などがあります。 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｾﾝﾀｸ ﾋｮｳｼﾞｭﾝ 通常は、この設定にて使用します。 
 ｽﾀｯﾄﾞ ID 特別な設定のため、通常は設定しないでください。 
 ﾅﾝﾊﾞｰ 特別な設定のため、通常は設定しないでください。 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾎｳｼｷ ｶｸﾁｮｳ 拡張プログラミングによる設定を選択します。 
通常は、この設定にて使用します。 

 ｶﾝｲ 簡易プログラミングによる設定を選択します。 
「＋」又は「－」キーで選択し「ENTER」キーで確定します。 
 

項目 内     容 

ｱｳﾄﾚｯﾄ ｾﾂｿﾞｸｼﾞｮｳﾀｲ 

対応するアウトレット№に接続されている周辺機器（PKE、スタッド・フ
ィーダ、スタッド・ディバイダなど）を表示します。 

また、対応するアウトレット№の行にカーソルを移動して、「ENTER」キ
ーを押しますと、選択したアウトレット№に接続された周辺機器の構成を

表示及び選択するサブ・メニュー“ｱｳﾄﾚｯﾄ # ｾﾂｿﾞｸｼﾞｮｳﾀｲ ####/####”画
面に切り替わります。 

※次ページを参照してください。 
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4.1.1. “ｱｳﾄﾚｯﾄ ｾﾂｿﾞｸｼﾞｮｳﾀｲ”画面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ｱｳﾄﾚｯﾄ 1 ｾﾂｿﾞｸｼﾞｮｳﾀｲ      ETF50/norm.  
 
 ｼｰﾙﾄﾞ ｶﾞｽ.....................no .      
 ｼｰﾙﾄﾞ ｶﾞｽ ｱﾂ ﾓﾆﾀ..............no .      
 ｱｸﾃｨﾌﾞ ﾛｰﾄﾞﾋﾟﾝ................no .      
 ﾌﾟﾛｰﾌﾞ........................yes.      
 PLM ｸﾗﾝﾌﾟ.....................no .      
 ｿﾌﾄｳｪｱ ｶｸﾄﾞ ｽｲｯﾁ..............no .      
                                         
 DCE MAX ｸﾞﾘｯﾊﾟ................no .      
 DCE MAX ﾚｲｷｬｸ ｴｱ..............no .      
                                         
                                         
                             ﾍﾟｰｼﾞ 1.<↓>  
 
<>                                   

   ｱｳﾄﾚｯﾄ 1 ｾﾂｿﾞｸｼﾞｮｳﾀｲ      ETF50/norm. 
 
 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｾﾚｸﾄ ｽｲｯﾁ.............no .      
 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｾﾚｸﾄ ｾﾝｻ..............no .      
 ﾒｶﾆｶﾙ ｶｸﾄﾞ ｽｲｯﾁ...............no .      
 ﾒｶﾆｶﾙ ｶｳﾝﾀ....................no .      
 ｽﾗｲﾄﾞﾚｰﾙ ﾊﾞﾙﾌﾞ................ﾅｲﾌﾞ      
 ｽﾀｯﾄﾞ ﾄｳﾁｬｸ ｾﾝｻ...............no .      
 ｴｱ ｱﾂ ﾓﾆﾀ.....................yes.      
 ｶﾗｰ ﾏｰｸ.......................no .      
 ｴｱ ﾌﾞﾛｰ.......................yes.      
                                         
                                         
                             ﾍﾟｰｼﾞ 2.<↓>  
 
<>                                   

画面へのパス： 
ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ/ ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ/ ｱｳﾄﾚｯﾄ ｾﾂｿﾞｸｼﾞｮｳﾀｲ 

 
画面の機能： 

 “ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ/ ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”画面のサブ・メニュー画面を示します。 
 アウトレット№に接続された周辺機器（PKE、スタッド・フィーダ、スタッド・ディバイダな
ど）の構成を表示及び選択します。 

 上記に示す 2つの画面から構成されています。 
 

画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

項目 設定値 内     容 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｾﾚｸﾄ ｽｲｯﾁ yes / no 溶接ガンに対するプログラム・セレクト・スイッチ（オプ

ション）の有効/無効を選択します。 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｾﾚｸﾄ ｾﾝｻ yes / no コントロール・ボックスに対するプログラム・セレクト・

センサ（オプション）の有効/無効を選択します。 

ﾒｶﾆｶﾙ ｶｸﾄﾞ ｽｲｯﾁ yes / no 溶接ガンに対するメカニカル角度スイッチの有効/無効を

選択します。 

ﾒｶﾆｶﾙ ｶｳﾝﾀ yes / no メカニカル・カウンタ（オプション）の有効/無効を選択

します。 

ｽﾗｲﾄﾞﾚｰﾙ ﾊﾞﾙﾌﾞ ﾅｲﾌﾞ / 
ｶﾞｲﾌﾞ 

スライド・レール・バルブ動作の内部/外部を選択します。

注意：通常は、“ﾅｲﾌﾞ”に設定します。 

ｽﾀｯﾄﾞ ﾄｳﾁｬｸ ｾﾝｻ yes / no スタッド到着センサ（オプション）の有効/無効を選択し

ます。 

ｴｱ ｱﾂ ﾓﾆﾀ yes / no エア圧モニタ（オプション）の有効/無効を選択します。

ｶﾗｰ ﾏｰｸ 
ﾅｲﾌﾞ / 
ｶﾞｲﾌﾞ/ 

no 

カラー・マーキング（オプション）の内部制御/ 外部制御

/ 無効を選択します。 

ｴｱ ﾌﾞﾛｰ yes / no エア・ブロー（オプション）の有効/無効を選択します。

「＋」又は「－」キーで選択し「ENTER」キーで確定します。 
 

項目 内     容 
ﾍﾟｰｼﾞ 2.<↓> この位置にて「↓」キーを選択しますと、ページ 2の画面に切り替わります。
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項目 設定値 内     容 

ｼｰﾙﾄﾞｶﾞｽ 
ﾅｲﾌﾞ / 
ｶﾞｲﾌﾞ/ 

no 

シールド・ガス（オプション）の内部制御/ 外部制御/ 無

効を選択します。 

ｼｰﾙﾄﾞｶﾞｽ ｱﾂ ﾓﾆﾀ yes / no シールド・ガス圧モニタ（オプション）の有効/無効を選

択します。 

ｱｸﾃｨﾌﾞ ﾛｰﾄﾞﾋﾟﾝ yes / no アクティブ・ロードピン（オプション）の有効/無効を選

択します。 

ﾌﾟﾛｰﾌﾞ yes / no 溶接ヘッド使用時にて、プローブ（フラッシュシールド）

の有無を自動的に認識します。 

PLM ｸﾗﾝﾌﾟ yes / no PLM 溶接ガン使用時にて、“クランピング機能”（オプ

ション）の有効/無効を選択します。 

ｿﾌﾄｳｪｱ ｶｸﾄﾞ ｽｲｯﾁ yes / no ソフトウェア角度スイッチの有無を自動的に認識します。

「＋」又は「－」キーで選択し「ENTER」キーで確定します。 
 

項目 設定値 内     容 

DCE MAX ｸﾞﾘｯﾊﾟ yes / no 特殊なシステムにて動作する機能です。 

注意：通常は、“no”にします。 

DCE MAX ﾚｲｷｬｸ ｴｱ yes / no 特殊なシステムにて動作する機能です。 

注意：通常は、“no”にします。 
「＋」又は「－」キーで選択し「ENTER」キーで確定します。 
 
 

項目 内     容 
ﾍﾟｰｼﾞ 1.<↓> この位置にて「↓」キーを選択しますと、ページ 1の画面に切り替わります。
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4.2. “ﾈｯﾄﾜｰｸ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”画面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ                          
 
                                         
      ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ                        
      ﾈｯﾄﾜｰｸ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ                    . 
      ﾋﾂﾞｹ/ｼﾞｶﾝ                          
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
 
<ENT>                                

      ﾈｯﾄﾜｰｸ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ                      
 
      ﾛｹｰｼｮﾝ DCE:         ﾛｹｰｼｮﾝ #:      
         ----------------     ----       
      ｱﾄﾞﾚｽ:                             
         ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ....  1                 
                                         
                                         
      Ethernet:                          
         MAC ID.... 00.00.00.00.00.00    
         DHCP enabled.no                 
                                         
         Address settings                
                                         
 
<ENT>                                

画面へのパス： 
ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ/ ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ/ ﾈｯﾄﾜｰｸ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ 

 
画面の機能： 

 DCEのネットワーク構成を表示及び設定します。 
 

注意：DCEネットワークを使用する場合にのみ設定します。 
 

画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

項目 設定値 内     容 

ﾛｹｰｼｮﾝ DCE:  
幾つかの DCE コントロールが中央 PC に接続されている場合、
個々の DCEコントロールの認識アドレス№を設定します。 

※単独で使用する場合は、設定する必要はありません。 

ｱﾄﾞﾚｽ: ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ 1～255 

幾つかの DCE コントロールが中央 PC に接続されている場合、
個々の DCE コントロールのインターフェイスの認識アドレス№
を設定します。 
「＋」又は「－」キーで選択し「ENTER」キーで確定します。 

※単独で使用する場合は、設定する必要はありません。 
Ethernet: 

MAC ID #.#.#.#.#.# Ethernetを使用する場合にのみ設定します。 
又は、設定状態を表示します。 
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4.3. “ﾋﾂﾞｹ/ｼﾞｶﾝ”画面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ                          
 
                                         
      ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ                        
      ﾈｯﾄﾜｰｸ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ                      
      ﾋﾂﾞｹ/ｼﾞｶﾝ                        . 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
 
<ENT>                                

      ﾋﾂﾞｹ/ｼﾞｶﾝ                          
 
                                         
                                         
            ﾋﾂﾞｹ: 12/18/01               
            ｼﾞｶﾝ: 16:45:53               
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
 
<ENT>                                

画面へのパス： 

ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ/ ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ/ ﾋﾂﾞｹ/ｼﾞｶﾝ 
 
画面の機能： 
日付と時間の表示及び日付と時間を設定します。 

 

画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

項目 設定値 内     容 

ﾋﾂﾞｹ: DD/MM/YY 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。 
日付を設定する場合は、「日／月／年(西暦)」の順番で入力します。 

ｼﾞｶﾝ: HH/MM/SS 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」の順番で入力します。 

日付又は時間は数字キーを用いて入力します。 また入力をキャンセルする時は「ESC」キーを押
してください。 

 

注意： 
 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。 
 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。 
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5. “ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｷﾉｳ”画面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ                           
 
                                         
      ﾖｳｾﾂ ﾓﾆﾀ                           
      ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ                         
      ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ                          
      ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｷﾉｳ                       . 
      ｻｰﾋﾞｽ ｷﾉｳ                          
      ｽﾃｲﾀｽ                              
                                         
      ｴﾗｰ ﾘｾｯﾄ                           
      ｹｲｺｸ                               
                                         
                                         
 
<ENT>                               

      ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｷﾉｳ                         
 
                                         
      ｴﾗｰ ﾒﾓﾘ                          . 
      WOP ﾒﾓﾘ                            
      ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾉ ﾄｳｹｲ                      
      ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾉ ﾄｳｹｲ                     
      ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｶｳﾝﾀ                        
      ｸﾘｱ ｷﾉｳ                            
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
 
<ENT>                                

画面へのパス： 
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｷﾉｳ 

 
画面の機能： 

 メンテナンス作業に有効となるサブ・メニュー画面から構成されています。 
 メモリに関する画面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合わせて 6 つの
サブ・メニュー画面から構成されています。 

 

画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

項目 内     容 

ｴﾗｰ ﾒﾓﾘ 
“ｴﾗｰ ﾒﾓﾘ”画面を選択します。 

システム内で発生したエラーの履歴を参照する場合に使用します。 

発生したエラーを 256個まで記憶しています。 

WOP ﾒﾓﾘ 

“WOP ﾒﾓﾘ”画面を選択します。 

発生したWOP★★★の履歴を参照する場合に使用します。 

発生したWOPに関する情報をアウトレットごとに最大 256個まで記憶して
います。 

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に使用します。 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾉ ﾄｳｹｲ 
“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾉ ﾄｳｹｲ”画面を選択します。 

溶接プログラム№別のカウンタの値を参照する場合に使用します。 

ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｶｳﾝﾀ 
“ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｶｳﾝﾀ”画面を選択します。 

メンテナンスに関する情報を参照する場合に使用します。 

ｸﾘｱ ｷﾉｳ 
“ｸﾘｱ ｷﾉｳ”画面を選択します。 

上記画面のメモリ内容及びカウンタをクリアします。 
WOP★★★＝Weld Outside Program：溶接結果が溶接条件にて設定した溶接パラメータの範囲外で
あることを示します。 

 

上記の 6つのサブ・メニュー画面の詳細内容は、次ページ以降の説明を参照してください。 
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5.1. “ｴﾗｰ ﾒﾓﾘ”画面 
 

 

 

内     容 

      ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｷﾉｳ                         
 
                                         
      ｴﾗｰ ﾒﾓﾘ                          . 
      WOP ﾒﾓﾘ                            
      ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾉ ﾄｳｹｲ                      
      ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾉ ﾄｳｹｲ                     
      ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｶｳﾝﾀ                        
      ｸﾘｱ ｷﾉｳ                            
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
 
<ENT>                               

      ｴﾗｰ ﾒﾓﾘ               ｴﾗｰ #  240   
 
O Prg   ｴﾗｰ ﾀｲﾌﾟ   #    ﾋﾂﾞｹ     ｼﾞｶﾝ    
 
0     ｼｽﾃﾑ         33 12/18/01 15:37:06  
1     ﾌｨｰﾀﾞ        38 12/18/01 16:26:13  
1     ﾖｳｾﾂ ﾂｰﾙ      3 12/19/01 11:14:25  
1     ﾌｨｰﾀﾞ       126 12/19/01 11:36:05  
1     ﾖｳｾﾂ         13 12/19/01 11:36:05  
1   1 ﾖｳｾﾂ         30 12/19/01 11:36:05. 
                        /  /     :  : .  
                                         
............ｴﾗｰ ﾉ ｼｮｳｻｲ. ................ 
ﾖｳｾﾂ ﾊﾝｲｶﾞｲ                            . 
 
<ENT>                                

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
画面へのパス： 
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｷﾉｳ/ ｴﾗｰ ﾒﾓﾘ 

 
画面の機能： 

 発生したエラーを最大 256個まで記憶し、表示します。 
 エラーの履歴は、「↑」と「↓」キーによりスクロール表示できます。 

 

画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

項目 表示値 

ｴﾗｰ # 0～256 発生したエラーを最大 256個まで記憶しています。 
カーソル位置のエラーがいくつ目であるかを示します。 

 
項目 表示値 内     容 

O 1～5 アウトレット№を示します。 

Prg 1～127 溶接プログラム№を示します。 

ｴﾗｰ ﾀｲﾌﾟ ｼｽﾃﾑ エラー・タイプを示します。 

DCEコントロール・ユニット内にてエラーが発生したことを示します。
 ﾌｨｰﾀﾞ スタッド・フィーダにてエラーが発生したことを示します。 

 ﾖｳｾﾂ ﾂｰﾙ 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。 

 ﾖｳｾﾂ 溶接時にエラーが発生したことを示します。 

# 1～256 エラー・コードを示します。 

ﾋﾂﾞｹ ##/##/## エラーが発生した日付を「日／月／年」にて示します。 

ｼﾞｶﾝ ##:##:## エラーが発生した時間を「時：分：秒」にて示します。 

 
項目 内     容 

ｴﾗｰ ﾉ ｼｮｳｻｲ エラー内容の詳細を示します。 

カーソル位置のエラーに対する、簡単な説明を示します。 
「↓」又は「↑」キーにて記憶されているエラー・メモリの履歴を参照することができます。 

 

「ESC」又は「ENTER」キーを押しますと、サブ・メニュー“ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｷﾉｳ”画面に戻ることができ
ます。 

 

エラーに関する詳細説明は、別冊の“取扱説明書 補足説明書 DCEコントロール・ユニット エラ
ー・メッセージと警告メッセージ”を参照してください。 
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5.2. “WOP ﾒﾓﾘ”画面 
 
 
 

 

 

ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｷﾉｳ/ WOP ﾒﾓﾘ 

画面の機能： 
 発生したWOP★★★に関する情報をアウトレット№ごとに最大 256個まで記憶し、表示します。 
 WOPの履歴は、「↑」と「↓」キーによりスクロール表示できます。 

 
WOP★★★＝Weld Outside Program：溶接結果が溶接条件にて設定した溶接パラメータの範囲
外であることを示します。 

      ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｷﾉｳ                         
 
                                         
      ｴﾗｰ ﾒﾓﾘ                            
      WOP ﾒﾓﾘ                          . 
      ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾉ ﾄｳｹｲ                      
      ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾉ ﾄｳｹｲ                     
      ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｶｳﾝﾀ                        
      ｸﾘｱ ｷﾉｳ                            
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
 
<ENT>                               

      WOP ﾒﾓﾘ                         
 
 ｱｳﾄﾚｯﾄ: 0                               
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
         '0' ｦ ﾆｭｳﾘｮｸ ｽﾙﾄ ｽﾍﾞﾃﾉ          
         ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾉ WOP ｦ ﾋｮｳｼﾞｼﾏｽ         
                                         
 
<ENT>                                

 
 
 

 
 
 
 
 
 

画面へのパス： 

 

 

上記左側の“ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｷﾉｳ”画面にて“WOP ﾒﾓﾘ”行にカーソルを移動して「ENTER」キーにて確定
しますと、上記右側に示すような画面に切り替わります。 “ｱｳﾄﾚｯﾄ”の位置にカーソルが移動しま

すので、数字キーにて表示するアウトレット№を選択しますと、下記左側に示すような画面に切り替

わります。 
 

      WOP ﾒﾓﾘ               Page:    7   
 
 ｱｳﾄﾚｯﾄ: 1     Prog #:   1     11:28:41  
ｽﾀｯﾄﾞ Id:..... ---------------  12/21/01 
ﾘﾌﾄ: 1.49 mm ﾓｰﾄﾞ:- Opt:no   td: 11.0 ms 
        Ref    Min    Max    Act         
 
 Vp           16.0   34.0    19.4   V    
 Vw           16.0   34.0    27.0   V    
 Iw     750    720    780     730   A    
 tw    21.0   15.0   27.0    28.4   ms . 
 Pen          0.70   1.10    1.00   mm   
 Enj             0      0     800   J    
 ﾒｯｾｰｼﾞ : ﾅｼ                           . 
 
<ENT>                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 
  

項目 設定値 内     容 
ｱｳﾄﾚｯﾄ: 0 すべてのアウトレット№のWOPメモリの内容を表示します。 

 1～5 表示するアウトレット№を選択しまと、アウトレット№が固定され、選択し

たアウトレット№に関するWOPメモリの内容を表示します。 
数字キーにて選択し、「ENTER」キーにて確定します。 
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アウトレット№を確定しますと、下記のWOPメモリが表示されます。 

項目 表示値 内     容 

Page: 1～256 対応するアウトレット№にて表示している WOP メモリの画面がいくつ目で
あるかを示します。 

ｱｳﾄﾚｯﾄ: 1～5 アウトレット№を示します。 

Prog #: 1～127 溶接プログラム№を示します。 
 

項目 内     容 
##:##:## WOPが発生した日付を「月／日／年」にて示します。 
ｽﾀｯﾄﾞ Id: スタッド IDを示します。 
##/##/## WOPが発生した時間を「時：分：秒」にて示します。 
ﾘﾌﾄ: リフト距離[mm]を示します。 
ﾓｰﾄﾞ: 溶接時のモードを示します。 

Opt: 自動補正機能の設定状態を示します。 

td: ドロップ・タイム[ms]を示します。 
 

項目 内     容 
Ref 各溶接パラメータの設定値の中心値を示します。 

Min 
各溶接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。 

Max 
各溶接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は実行していないことを示します。 
Act 各溶接パラメータの実測値を示します。 

 
項目 内     容 

Vp パイロット電流電圧[V]を示します。 
Vw 溶接電流電圧[V]を示します。 
Iw 溶接電流[A]を示します。 
tw 溶接電流時間[ms]を示します。 
Pen 溶け込み量[mm]を示します。 
Enj 溶接エネルギー[J]を示します。 

 
“メッセージ”には、下記に示すような溶接システム内のエラーなどが表示します。 

項目 表示値 内     容 
ﾒｯｾｰｼﾞ: 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 ﾊﾟﾜｰ ｶｲﾛ SMPS電源ユニットのエラーを示します。 

 ﾘﾌﾄｶｲｼ ﾂｳｼﾝ ｲｼﾞｮｳ リフト ON コマンドが正常に受け付けられなかったことを示しま
す。 

 ﾉｰ ﾘﾌﾄ 溶接中にリフト動作したにも関わらず、スタッドがワークから引

き上げられなかったことを示します。 
 ﾀﾝﾗｸ ﾖｳｾﾂ 短絡溶接であることを示します。 

 ﾘﾌﾄﾃｲｼ ﾂｳｼﾝ ｲｼﾞｮｳ リフト OFF コマンドが正常に受け付けられなかったことを示し
ます。 

 ﾄﾞﾛｯﾌﾟﾀｲﾑ ｲｼﾞｮｳ ドロップ・タイムがオーバーしたことを示します。 

 ﾖｳｾﾂｶｲﾛ ｵｰﾌﾟﾝ 溶接回路が開放したことにより、溶接電流が流れなかったことを

示します。 

 ﾊﾟﾚﾒｰﾀ ﾁｮｳｾｲ 自動調整機能により溶接パレメータが自動調整されたことを示し

ます。 
「↓」又は「↑」キーにて記憶されているWOPメモリの履歴を参照することができます。 
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5.3. “ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾉ ﾄｳｹｲ”画面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

画面へのパス： 

      ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｷﾉｳ                         
 
                                         
      ｴﾗｰ ﾒﾓﾘ                            
      WOP ﾒﾓﾘ                            
      ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾉ ﾄｳｹｲ                    . 
      ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾉ ﾄｳｹｲ                     
      ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｶｳﾝﾀ                        
      ｸﾘｱ ｷﾉｳ                            
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
 
<ENT>                               

      ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾉ ﾄｳｹｲ                      
 
                                         
    WIP&WOP  WOPs    WOP     ｴﾗｰ   auto. 
     ｺﾞｳｹｲ   ｺﾞｳｹｲ  ﾚﾝｿﾞｸ   ｺﾞｳｹｲ  rep.  
 O                 lim act         feed  
 
 1      249     54  1   0       54     2 
 2        0      0  1   0        0     0 
 3        0      0  1   0        0     0 
 4        0      0  1   0        0     0 
 5        0      0  1   0        0     0 
                                         
                                         
 
<ENT>                                

 
 
 

ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｷﾉｳ/ ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾉ ﾄｳｹｲ 
 
画面の機能： 
アウトレット№毎の下記に示す各カウンタ値を表示します。 

 

カウンタ 内容 
WIP&WOP ｺﾞｳｹｲ 
(WIP&WOP 合計) 溶接の総数 

WOPs ｺﾞｳｹｲ 
(WOPs 合計) 溶接結果がWOP★★★である総数 

WOP ﾚﾝｿﾞｸ lim 
(WOP 連続 lim) 連続して発生するWOPの許される回数 

WOP ﾚﾝｿﾞｸ act 
(WOP 連続 act) 連続して発生したWOPの実際の回数 

ｴﾗｰ ｺﾞｳｹｲ 
(WOP オーバー合計) WOPが連続許可数に達して溶接ミスとなった総数 

auto. rep. feed 
(リサイクル合計) リサイクル送給した総数 

WOP★★★＝Weld Outside Program：溶接結果が溶接条件にて設定した溶接パラメータの範囲外

であることを示します。 

 

画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

項目 表示値 内     容 
O 1～5 アウトレット№を示します。 
WIP&WOP ｺﾞｳｹｲ 0～9999,999 溶接の総数を示します。 
WOPs ｺﾞｳｹｲ 0～999,999 溶接結果がWOPである総数を示します。 
WOP ﾚﾝｿﾞｸ lim 0～9 連続して発生するWOPの許可回数を示します。 
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。 

ｴﾗｰ ｺﾞｳｹｲ 0～999,999 WOP が連続許可数に達して溶接ミスとなった総数を示
します。 

auto. rep. feed 0～99,999 リサイクル送給した総数を示します。 
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5.4. “ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾉ ﾄｳｹｲ”画面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

選択したアウトレット№に対する溶接プログラム№毎の下記に示す各カウンタ値を表示します。 

      ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｷﾉｳ                         
 
                                         
      ｴﾗｰ ﾒﾓﾘ                            
      WOP ﾒﾓﾘ                            
      ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾉ ﾄｳｹｲ                      
      ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾉ ﾄｳｹｲ                   . 
      ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｶｳﾝﾀ                        
      ｸﾘｱ ｷﾉｳ                            
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
 
<ENT>                               

      ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾉ ﾄｳｹｲ           ｱｳﾄﾚｯﾄ:1  
 
        WIP&WOP  WOPs    WOP   auto.     
         ｺﾞｳｹｲ   ｺﾞｳｹｲ  ﾚﾝｿﾞｸ  rep.      
   Prog                lim act feed      
 
     1      239     54  1   0      2     
     2        5      0  1   0      0     
     3        5      0  1   0      0     
     4        0      0  1   0      0     
     5        0      0  1   0      0     
     6        0      0  1   0      0     
     7        0      0  1   0      0     
     8        0      0  1   0      0     
 
<ENT>                                 

 
画面へのパス： 
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｷﾉｳ/ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾉ ﾄｳｹｲ 

 
画面の機能： 

 

カウンタ 内容 
WIP&WOP ｺﾞｳｹｲ 
(WIP&WOP 合計) 溶接の総数 

WOPs ｺﾞｳｹｲ 
(WOPs 合計) 溶接結果がWOP★★★である総数 

WOP ﾚﾝｿﾞｸ lim 
(WOP 連続 lim) 連続して発生するWOPの許される回数 

WOP ﾚﾝｿﾞｸ act 
(WOP 連続 act) 連続して発生したWOPの実際の回数 

auto. rep. feed 
(リサイクル合計) リサイクル送給した総数 

WOP★★★＝Weld Outside Program：溶接結果が溶接条件にて設定した溶接パラメータの範囲外

であることを示します。 

 

画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

項目 表示値 内     容 

ｱｳﾄﾚｯﾄ 1～5 表示するアウトレット№を選択します。 
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、下記のカウンタが表示されます。 

項目 表示値 内     容 
Prog 1～127 溶接プログラム№を示します。 
WIP&WOP ｺﾞｳｹｲ 0～9999,999 溶接の総数を示します。 
WOPs ｺﾞｳｹｲ 0～999,999 溶接結果がWOPである総数を示します。 
WOP ﾚﾝｿﾞｸ lim 0～9 連続して発生するWOPの許可回数を示します。 
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。 
auto. rep. feed 0～99,999 リサイクル送給した総数を示します。 

 
「↑」又は「↓」キーを押しますと、溶接プログラム№を 1から 127まで画面をスクロールできます。 
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5.5. “ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｶｳﾝﾀ”画面 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

表示値 

      ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｷﾉｳ                         
 
                                         
      ｴﾗｰ ﾒﾓﾘ                            
      WOP ﾒﾓﾘ                            
      ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾉ ﾄｳｹｲ                      
      ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾉ ﾄｳｹｲ                     
      ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｶｳﾝﾀ                      . 
      ｸﾘｱ ｷﾉｳ                            
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
 
<ENT>                               

      ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｶｳﾝﾀ            ｱｳﾄﾚｯﾄ: 1   
 
                                         
            ﾖｳｾﾂ ｽｳ                      
                                         
        ｺﾚｯﾄ    F.ﾁｭｰﾌﾞ ﾖｳｾﾂ ﾂｰﾙ   ﾕｰｻﾞ  
 
ｼﾞｯｽｳ     249      334      249        0 
ｹｲｺｸ        0        0        0        0 
ｴﾗｰ         0        0        0        0 
                                         
        ﾘｾｯﾄ!    ﾘｾｯﾄ!    ﾘｾｯﾄ!    ﾘｾｯﾄ! 
                                         
                                         
 
<ENT>                                

 
 
 
 
 
 
画面へのパス： 
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｷﾉｳ/ ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｶｳﾝﾀ 

画面の機能： 
 使用し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。 
 選択したアウトレット№に対する各カウンタの現在値及びプリセット値を表示します。 
 各カウンタの現在値をクリアします。 
 メンテナンス・カウンタ値（“ｹｲｺｸ”と表示）及びエラー・カウンタ値（“ｴﾗｰ”と表示）に

て表示される各カウンタのプリセット値は、“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｶｳﾝ
ﾀ”画面にて設定したものを表示します。 

画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

項目 内     容 

ｱｳﾄﾚｯﾄ 1～5 表示するアウトレット№を選択します。 

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、下記のカウンタが表示されます。 

 

項目 表示値 内     容 
ｺﾚｯﾄ 
ｼﾞｯｽｳ 0～999,999 コレットの現在の溶接数を示します。 

ｺﾚｯﾄ 
ｹｲｺｸ 0～999,999 

コレットを清掃するために設定された溶接回数を示します。 

この値を超えますと、メンテナンス警告をコントロール・パネルに表

示し、メンテナンス信号を出力します。 

ｺﾚｯﾄ 
ｴﾗｰ 0～999,999 

コレットを交換するために設定された溶接回数を示します。 

この値を超えますと、エラーとなりシステムは停止し、エラー・メッ

セージをコントロール・パネルに表示し、エラー信号を出力します。

 
項目 内     容 

ｺﾚｯﾄ  
ﾘｾｯﾄ! 

この位置にて「ENTER」キーを選択しますと、コレットに関する現在（ｼﾞｯｽｳ）のカ

ウンタ値をクリアします。 
注意：エラーとなりシステム停止した場合、クリアしないと溶接作業は継続できなく

なります。 
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項目 表示値 内     容 
F.ﾁｭｰﾌﾞ 
ｼﾞｯｽｳ 0～999,999 フィード・チューブの現在の送給回数を示します。 

F.ﾁｭｰﾌﾞ 
ｹｲｺｸ 0～999,999 

フィード・チューブを清掃するために設定された送給回数を示します。

この値を超えますと、メンテナンス警告をコントロール・パネルに表

示し、メンテナンス信号を出力します。 

F.ﾁｭｰﾌﾞ 
ｴﾗｰ 0～999,999 

フィード・チューブを交換するために設定された送給回数を示します。

この値を超えますと、エラーとなりシステムは停止し、エラー・メッ

セージをコントロール・パネルに表示し、エラー信号を出力します。

 
項目 内     容 

F.ﾁｭｰﾌﾞ 
ﾘｾｯﾄ! 

この位置にて「ENTER」キーを選択しますと、フィード・チューブに関する現在（ｼﾞ

ｯｽｳ）のカウンタ値をクリアします。 
注意：エラーとなりシステム停止した場合、クリアしないと溶接作業は継続できなく

なります。 
 

項目 表示値 内     容 
ﾖｳｾﾂ ﾂｰﾙ 

ｼﾞｯｽｳ 0～999,999 溶接ヘッド又は溶接ガンの現在の溶接回数を示します。 

ﾖｳｾﾂ ﾂｰﾙ 
ｹｲｺｸ 0～999,999 

溶接ヘッド又は溶接ガンを清掃するために設定された溶接回数を示し

ます。 

この値を超えますと、メンテナンス警告をコントロール・パネルに表

示し、メンテナンス信号を出力します。 

ﾖｳｾﾂ ﾂｰﾙ 
この値を超えますと、エラーとなりシステムは停止し、エラー・メッ

セージをコントロール・パネルに表示し、エラー信号を出力します。

ｴﾗｰ 0～999,999 

溶接ヘッド又は溶接ガンを交換するために設定された溶接回数を示し

ます。 

 
項目 内     容 

ﾖｳｾﾂ ﾂｰﾙ 
ﾘｾｯﾄ! 

この位置にて「ENTER」キーを選択しますと、溶接ヘッド又は溶接ガンに関する現在
（ｼﾞｯｽｳ）のカウンタ値をクリアします。 
注意：エラーとなりシステム停止した場合、クリアしないと溶接作業は継続できなく

なります。 
 

項目 表示値 内     容 
ﾕｰｻﾞ 
ｼﾞｯｽｳ 0～999,999 ユーザ設定した実際のカウンタ数を示します。 

ﾕｰｻﾞ 
ｹｲｺｸ 0～999,999 

ユーザ設定したカウンタ数を示します。 

この値を超えますと、メンテナンス警告をコントロール・パネルに表

示し、メンテナンス信号を出力します。 

ﾕｰｻﾞ 
ｴﾗｰ 0～999,999 

ユーザ設定したカウンタ数を示します。 

この値を超えますと、エラーとなりシステムは停止し、エラー・メッ

セージをコントロール・パネルに表示し、エラー信号を出力します。

 
項目 内     容 

ﾕｰｻﾞ 
ﾘｾｯﾄ! 

この位置にて「ENTER」キーを選択しますと、ユーザに関する現在（ｼﾞｯｽｳ）のカウ

ンタ値をクリアします。 

注意：エラーとなりシステム停止した場合、クリアしないと溶接作業は継続できなく

なります。 
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5.6. “ｸﾘｱ ｷﾉｳ”画面 
 
 
 
 
 

 

 
画面へのパス： 

※クリアできる画面の内容は下記を参照してください。 

内     容 

      ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｷﾉｳ                         
 
                                         
      ｴﾗｰ ﾒﾓﾘ                            
      WOP ﾒﾓﾘ                            
      ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾉ ﾄｳｹｲ                      
      ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾉ ﾄｳｹｲ                     
      ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｶｳﾝﾀ                        
      ｸﾘｱ ｷﾉｳ                          . 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
 
<ENT>                               

     ｸﾘｱ ｷﾉｳ                             
 
                                         
                                         
                  1    2    3    4    5  
 
ﾄｳｹｲ            .??. .??. .??. .??. .??. 
ｴﾗｰ ﾒﾓﾘ         ...........??........... 
WOP ﾒﾓﾘ         ...........??........... 
                                         
                                         
                                         
         ﾘｾｯﾄ ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｶｳﾝﾀ                
                                         
 
<ENT>                                

 
 
 

 
 
 
 

ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｷﾉｳ/ ｸﾘｱ ｷﾉｳ 
 
画面の機能： 
“ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｷﾉｳ”のサブ・メニュー画面に表示されるカウンタ及びメモリ内容をクリアします。 

 

画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

項目 

ﾄｳｹｲ 各アウトレット№に対応する“ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｷﾉｳ/ ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾉ ﾄｳｹｲ”画面及び“ﾒﾝﾃ

ﾅﾝｽ ｷﾉｳ/ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾉ ﾄｳｹｲ”画面にて表示される内容をクリアします。 
ｴﾗｰ ﾒﾓﾘ “ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｷﾉｳ/ ｴﾗｰ ﾒﾓﾘ”画面にて表示される内容をクリアします。 
WOP ﾒﾓﾘ “ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｷﾉｳ/ WOP ﾒﾓﾘ”画面にて表示される内容をクリアします。 
ﾘｾｯﾄ ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｶｳﾝﾀ “ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｷﾉｳ/ ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｶｳﾝﾀ”画面に移動します。 
矢印キーを使用してカーソルを移動して、「ENTER」キーにて実行します。 
 
注意： 
“ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｷﾉｳ”画面のサブ・メニュー“ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｷﾉｳ/ ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｶｳﾝﾀ”画面に表示される現在値を示
すカウンタ値は“ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｷﾉｳ/ ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｶｳﾝﾀ”画面内の“ﾘｾｯﾄ!”項目にてクリアするため、この
“ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｷﾉｳ/ ｸﾘｱ ｷﾉｳ”画面ではクリアできません。 
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6. “ｻｰﾋﾞｽ ｷﾉｳ”画面 
 

      ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ                           
 
                                         
      ﾖｳｾﾂ ﾓﾆﾀ                           
      ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ                         
      ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ                          
      ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｷﾉｳ                         
      ｻｰﾋﾞｽ ｷﾉｳ                        . 
      ｽﾃｲﾀｽ                              
                                         
      ｴﾗｰ ﾘｾｯﾄ                           
      ｹｲｺｸ                               
                                         
                                         
 
<ENT>                               

      ｻｰﾋﾞｽ ｷﾉｳ                          
 
                                         
      ﾄﾞｳｻ ﾃｽﾄ                         . 
      ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ ｼｭﾂﾘｮｸ ﾃｽﾄ                
      SMPS ﾃｽﾄ                           
      ﾌｨｰﾄﾞｻｲｸﾙ ﾃｽﾄ                      
      ﾃｽﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｾｯﾃｲ                    
      ｵｰﾄﾏﾃｨｯｸ ﾃｨｰﾁ                      
                                         
                                         
                                         
      ﾃｨｰﾁﾓｰﾄﾞ ｾｯﾃｲ                      
                                         
 

<ENT>

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
画面へのパス： 

ｻｰﾋﾞｽ ｷﾉｳ 

 

 
画面の機能： 
この“ｻｰﾋﾞｽ ｷﾉｳ”画面は、上記右側に示すように手動操作にて DCEシステムを動作テストする 6
のサブ・メニュー画面から構成されています。 

画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

項目 内     容 

ﾄﾞｳｻ ﾃｽﾄ 
ただし、実際の溶接はできません。 

“ﾄﾞｳｻ ﾃｽﾄ”画面を選択します。 
コントロール・パネルを利用して動作テストする場合に使用します。 

ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ ｼｭﾂﾘｮｸ ﾃｽﾄ 
“ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ ｼｭﾂﾘｮｸ ﾃｽﾄ”画面を選択します。 
コントロール・パネルを操作してカスタマ・インターフェイスへの出力

信号を ON/OFFテストする場合に使用します。 

SMPS ﾃｽﾄ 
“SMPS ﾃｽﾄ”画面を選択します。 
SMPS電源ユニットの短絡回路による溶接電流出力をテストする場合に
使用します。 

ﾌｨｰﾄﾞｻｲｸﾙ ﾃｽﾄ “ﾌｨｰﾄﾞｻｲｸﾙ ﾃｽﾄ”画面を選択します。 
スタッド送給動作をテストする場合に使用します。 

ﾃｽﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｾｯﾃｲ 
“ﾃｽﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｾｯﾃｲ”画面を選択します。 
“ﾄﾞｳｻ ﾃｽﾄ”画面及び“SMPS ﾃｽﾄ”画面にて動作テストする際のパラ
メータを設定する場合に使用します。 

ｵｰﾄﾏﾃｨｯｸ ﾃｨｰﾁ “ｵｰﾄﾏﾃｨｯｸ ﾃｨｰﾁ”画面を選択します。 
特殊なシステム構成にて動作しますので、通常は使用しません。 

ﾃｨｰﾁﾓｰﾄﾞ ｾｯﾃｲ 
「一時停止（Operation Stop）」状態において、“メンテナンス・オペ

レーション”が実行されている時に、溶接ヘッド又は溶接ガンの動作テ

ストを実行する操作元を限定する時に使用します。 
 

上記の 6つのサブ・メニュー画面の詳細内容は、次ページ以降の説明を参照してください。 
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6.1. “ﾄﾞｳｻ ﾃｽﾄ”画面 
 

      ﾄﾞｳｻ ﾃｽﾄ                           
 
             1     2     3     4     5   
 
ｻｲｸﾙ       ..?.. ..?.. ..?.. ..?.. ..?.. 
ﾍｯﾄﾞｾﾞﾝｼﾝ  ..?.. ..?.. ..?.. ..?.. ..?.. 
ﾍｯﾄﾞｺｳﾀｲ   ..?.. ..?.. ..?.. ..?.. ..?.. 
ｽﾀｯﾄﾞｿｳｷｭｳ ..?.. ..?.. ..?.. ..?.. ..?.. 
ﾘﾌﾄ        ..?.. ..?.. ..?.. ..?.. ..?.. 
ﾖｳｾﾂｶﾝﾘｮｳ  ..?.. ..?.. ..?.. ..?.. ..?.. 
ｶﾗｰﾏｰｷﾝｸﾞ  ..?.. ..?.. ..?.. ..?.. ..?.. 
ｶｸﾆﾝ ｱｳﾄﾚｯﾄ     : 1                      
ﾍｯﾄﾞｾﾞﾝｼﾝ..  376ms   ﾄﾞﾛｯﾌﾟﾀｲﾑ...  7.1ms 
ﾍｯﾄﾞｺｳﾀｲ...  522ms   ﾘﾌﾄ......... 1.51mm 
 
<ENT>                                

 
 

 

注意： 

      ｻｰﾋﾞｽ ｷﾉｳ                          
 
                                         
      ﾄﾞｳｻ ﾃｽﾄ                         . 
      ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ ｼｭﾂﾘｮｸ ﾃｽﾄ                
      SMPS ﾃｽﾄ                           
      ﾌｨｰﾄﾞｻｲｸﾙ ﾃｽﾄ                      
      ﾃｽﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｾｯﾃｲ                    
      ｵｰﾄﾏﾃｨｯｸ ﾃｨｰﾁ                      
                                         
                                         
                                         
      ﾃｨｰﾁﾓｰﾄﾞ ｾｯﾃｲ                      
                                         
 
<ENT>                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

画面へのパス： 
ｻｰﾋﾞｽ ｷﾉｳ/ ﾄﾞｳｻ ﾃｽﾄ 

 
画面の機能： 
コントロール・パネルを利用して溶接サイクルの動作テスト及び個別に動作テストすることができ

ます。 ただし、実際の溶接はできません。 
 

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ります。 
2. カスタマ・インターフィイス使用時、テスト・モードになりますと「準備完了」信号が OFF

します。 
 Tucker仕様インターフェイスでは、この画面を選択しますとテスト・モードになるた
め、一旦出力が全て OFFしますが、下記の出力信号が再度 ONします。 
“エラー（Fault #）”（#：1～５のアウトレット№を示します） 
“共有エラー（Collective Fault）” 

 通常動作時に ON している“準備完了（Armed）”、“インサイド・トレランス
（I/O-tolerance）”信号は OFFします。 

3. コントロール・パネルを利用しての動作テストは、DCEコントロール・ユニットの制御及
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行されます。 

4. 動作テストは、DCEコントロール・ユニットと周辺機器が自動モードの場合に実行できま
す。 

5. 動作テストを実行する前に“ｻｰﾋﾞｽ ｷﾉｳ/ ﾃｽﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｾｯﾃｲ”画面にてパラメータを設定す
る必要があります。 

6. 動作テストすることが不可能な場合は“ｷﾉｳｾｽﾞ”と画面中央に表示されます。 

 

上記左側の“ｻｰﾋﾞｽ ｷﾉｳ”画面にて、このサブ・メニュー行を選択して「ENTER」キーを押しますと、
“ﾁｭｳｲ!  ﾃｽﾄﾓｰﾄﾞ ﾆ ﾅﾘﾏｽ <ENTER>”と画面中央に表示されます、もう一度「ENTER」キーを押す
ことにより、上記右側に示すようなサブ・メニュー画面に切り替わります。 
 

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「ENTER」キ
ーを押すことによって、その動作を実行します。 
 

画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

項目 表示値 内     容 
ｱｳﾄﾚｯﾄ 1,2,3,4,5 アウトレット№に対応する状態を示します。 
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項目 表示値 内     容 

ｻｲｸﾙ ..?.. 電流を流さずに溶接サイクルを実行できます。 
「F6」と「ENTER」キーを同時に押すことにより実行します。 

 ｽﾀｰﾄ 
このコマンドが実行されたことを示します。 

「SOW★★」信号がONし正常に動作が完了しますと、メニュー行“ｶｸﾆﾝ ｱｳﾄﾚｯﾄ: 
#”以下の該当する項目に数値が表示されます。 

SOW★★＝Stud On Workpiece（スタッド・オン・ワークピース）：スタッドとワークが接触して
いることを示します。 

 
注意： 
1. “ｻｲｸﾙ”コマンド実行時には、溶接電流の出力及びスタッド送給はしません。 また、「エ

ア・ブロー」、「シールド・ガス」などのオプション機能も動作しません。 

2. 溶接ヘッド使用時は、“ｻｲｸﾙ”コマンド実行時に「SOW」信号が ONするようにしてくださ
い。 「ヘッド前進」、「リフト動作」、「ヘッド後退」動作します。 「SOW」信号が
ONしませんとエラー“no sow”が表示されテストできません。 

3. 溶接ガン使用時は、“ｻｲｸﾙ”コマンド実行後に、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した状態で溶接ガンの「トリガ・スイッチ」を引くことによ
り溶接サイクルを実行することができます。 「SOW」信号が ON しませんとエラー“no 
sow”が表示されテストできません。 

 
 

項目 表示値 内     容 

ﾍｯﾄﾞｾﾞﾝｼﾝ ..?.. 溶接ヘッドを前進します。 

「F6」と「ENTER」キーを同時に押すことにより実行します。 

 
「SOW」信号が ONし正常に動作が完了しますと、メニュー行“ｶｸﾆﾝ ｱｳ

ﾄﾚｯﾄ: #”以下の該当する項目に数値が表示されます。 

ｽﾀｰﾄ 

このコマンドが実行されたことを示します。 

溶接ヘッドは前進した位置で停止します。 

 
注意： 
“ﾍｯﾄﾞｾﾞﾝｼﾝ”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しませんとエラー“no sow”が表示されテストできません。 

 
 

項目 表示値 内     容 

ﾍｯﾄﾞｺｳﾀｲ ..?.. 溶接ヘッドを後退します。 
「F6」と「ENTER」キーを同時に押すことにより実行します。 

 ｽﾀｰﾄ 

このコマンドが実行されたことを示します。 

溶接ヘッドは後退した位置（元位置）で停止します。 

動作が完了しますと、メニュー行“ｶｸﾆﾝ ｱｳﾄﾚｯﾄ: #”以下の該当する項目に
数値が表示されます。 
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項目 表示値 内     容 

ｽﾀｯﾄﾞｿｳｷｭｳ ..?.. スタッド送給します。 
「F6」と「ENTER」キーを同時に押すことにより実行します。 

 ｽﾀｰﾄ このコマンドが実行されたことを示します。 
 

注意： 
1. 溶接ヘッド使用時は、“ｽﾀｯﾄﾞｿｳｷｭｳ”コマンドを実行時に、スタッド送給を実行します。 

2. 溶接ガン使用時は、“ｽﾀｯﾄﾞｿｳｷｭｳ”コマンドを実行後に、溶接ガンの「リサイクル・スイッ

チ」又は ETFスタッド・フィーダの操作パネル上「スタッド送給」タッチ・スイッチを押す
ことにより、スタッド送給を実行します。 

 
 

項目 表示値 内     容 

ﾘﾌﾄ ..?.. 溶接ヘッド又は溶接ガンのリフト動作を実行します。 
「F6」と「ENTER」キーを同時に押すことにより実行します。 

 ｽﾀｰﾄ 
このコマンドが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“ｶｸﾆﾝ ｱｳﾄﾚｯﾄ: #”以下の該当する項目
に数値が表示されます。 

 
注意： 
1. 溶接ヘッド使用時は、“ﾍｯﾄﾞｾﾞﾝｼﾝ”コマンドを実行し「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しませんとエラー“no sow”
が表示されテストできません。 

2. 溶接ガン使用時は、“ﾘﾌﾄ”コマンド実行後に、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した状態で溶接ガンの「トリガ・スイッチ」を引くことによ
り、リフト動作を実行できます。 「SOW」信号が ON しませんとエラー“no sow”が表
示されテストできません。 

 
 

項目 表示値 内     容 

ﾖｳｾﾂｶﾝﾘｮｳ ..?.. 

「溶接完了」信号をカスタマ・インターフェイスから出力できます。 
ただし、対応するアウトレットに溶接ヘッドが接続されている場合にのみ

動作します。 
「F6」と「ENTER」キーを同時に押すことにより実行します。 

 ｽﾀｰﾄ このコマンドが実行されたことを示します。 

ｶﾗｰﾏｰｷﾝｸﾞ ..?.. 
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。 
「F6」と「ENTER」キーを同時に押すことにより実行します。 

 ｽﾀｰﾄ このコマンドが実行されたことを示します。 
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項目 表示値 内     容 

ｶｸﾆﾝ ｱｳﾄﾚｯﾄ: # 1～5 
動作したアウトレット№を示します。 

表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、

下記メニュー行に示します。 

ﾍｯﾄﾞｾﾞﾝｼﾝ ###[ms] 溶接ヘッド使用時にて、ヘッド前進した時の測定時間を示します。 

ﾍｯﾄﾞｺｳﾀｲ ###[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。 

ﾄﾞﾛｯﾌﾟﾀｲﾑ ###[ms] “ｻｲｸﾙ”コマンド及び“ﾘﾌﾄ”コマンドにて動作テストした時のドロ

ップ・タイムの測定値を示します。 

ﾘﾌﾄ ###[mm] 

“ｻｲｸﾙ”コマンド及び“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リフト距離測定装置が実装されていない

場合、表示されません。 
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6.2. “ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ ｼｭﾂﾘｮｸ ﾃｽﾄ”画面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

コントロール・パネルの「＋」又は「－」キーを押すことにより、カスタマ・インターフェイスの

出力信号を ON/OFFテストすることができます。 
 

      ｻｰﾋﾞｽ ｷﾉｳ                          
 
                                         
      ﾄﾞｳｻ ﾃｽﾄ                           
      ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ ｼｭﾂﾘｮｸ ﾃｽﾄ              . 
      SMPS ﾃｽﾄ                           
      ﾌｨｰﾄﾞｻｲｸﾙ ﾃｽﾄ                      
      ﾃｽﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｾｯﾃｲ                    
      ｵｰﾄﾏﾃｨｯｸ ﾃｨｰﾁ                      
                                         
                                         
                                         
      ﾃｨｰﾁﾓｰﾄﾞ ｾｯﾃｲ                      
                                         
 
<ENT>                               

       ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ ｼｭﾂﾘｮｸ ﾃｽﾄ               
 
LMR             - 1  - 2  - 3  - 4  - 5  
ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ ﾓｰﾄﾞ  Auto Auto Auto Auto Auto  
SOW/LMR S.Pos     -    -    -    -    -  
ｼﾞｭﾝﾋﾞ ｶﾝﾘｮｳ      -    -    -    -    -  
ｴﾗｰ               -    -    -    -    -  
ｼﾞｮｳｹﾝ ﾊﾝｲﾅｲ(WIP) -    -    -    -    -  
SKK R-/LMR L-pos. -    -    -    -    -  
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ            -    -    -    -    -  
ﾋｼﾞｮｳ ﾃｲｼ         -    -    -    -    -  
ﾖｳｾﾂ ｶﾝﾘｮｳ   (WC) -    -    -    -    -  
ｴﾗｰ ｺｰﾄﾞ          0    0    0    0    0  
LMR ﾄﾞｳｻﾁｭｳ       -    -    -    -    -  
 
<ENT>                                

 
 
 
 

画面へのパス： 
ｻｰﾋﾞｽ ｷﾉｳ/ ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ ｼｭﾂﾘｮｸ ﾃｽﾄ 

 
画面の機能： 

注意：ただし、DCEコントロール・ユニットが「一時停止」状態になっている必要があります。
 
「一時停止」状態の場合に、上記左側の“ｻｰﾋﾞｽ ｷﾉｳ”画面にて、このサブ・メニュー行を選択して
「ENTER」キーを押すと、“ﾁｭｳｲ! ﾃｽﾄﾓｰﾄﾞ ﾆ ﾅﾘﾏｽ <ENTER>”と画面中央に表示されます、もう
一度「ENTER」キーを押すことにより、上記右側に示すようなサブ・メニュー画面に切り替わりま
す。 

2. カスタマ・インターフィイス使用時、テスト・モードになりますと「準備完了」信号が OFF
します。 

3. コントロール・パネルを利用しての動作テストは、DCE コントロール・ユニットの制御及び
カスタマ・インターフェイスからの制御より優先して実行されます。 

 

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ります。 

 Tucker仕様インターフェイスでは、この画面を選択しますとテスト・モードになるため、
一旦出力が全て OFFしますが、下記の出力信号が再度 ONします。 
“エラー（Fault #）”（#：1～５のアウトレット№を示します） 
“共有エラー（Collective Fault）” 

 通常動作時に ON している“準備完了（Armed）”、“インサイド・トレランス
（I/O-tolerance）”信号は OFFします。 

4. この画面は、カスタマ･インターフェイスが動作して、DCEコントロール・ユニット内 X2コ
ネクタからの「一時停止」信号を用いて、一時停止の状態になっている時にのみ動作します。

5. 「一時停止」状態以外の場合、“ｻｰﾋﾞｽ ｷﾉｳ”画面にて、このサブ・メニュー行を選択して
「ENTER」キーを押すと、“ｼｽﾃﾑ ｦ ｲﾁｼﾞﾃｲｼ ﾆ ｼﾃｸﾀﾞｻｲ!”と画面中央に表示され、サブ・メ
ニュー画面に切り替わりません。 

6. カスタマ・インターフェイスに 24V電源が供給されていない場合など、“ﾃｽﾄﾓｰﾄﾞ ｷﾝｼ!”と画
面中央に表示され、サブ・メニュー画面に切り替わりません。 
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画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

項目 表示値 内     容 
ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ ﾓｰﾄﾞ Auto 「自動（Auto）」モードであることを示します。 
 Man. 「手動（Man）」モードであることを示します。 
 Test 「テスト（Test）」モードであることを示します。 
 Prog 「プログラミング（Prog）」モードであることを示します。 
 ESTP 「非常停止（ESTP）」モードであることを示します。 
 OSTP 「一時停止（OSTP）」モードであることを示します。 
 none 動作状態が確定していないことを示します。 

 
項目 表示値 内     容 

LMR  特殊なシステムにて動作します。 
SOW/LMR S.Pos - 「SOW★★」信号をONできます。 
 * 「SOW」信号が ONしていることを示します。 

ｼﾞｭﾝﾋﾞ ｶﾝﾘｮｳ - 
「準備完了（Armed）」信号を ONできます。 

注意：アウトレット№1の位置にて動作します。 
 * 「準備完了（Armed）」信号が ONしていることを示します。 
ｴﾗｰ - 「エラー（Fault）」信号を OFFできます。 
 * 「エラー（Fault）」信号が OFFしていることを示します。 

ｼﾞｮｳｹﾝ ﾊﾝｲﾅｲ (WIP) - 
「I/O Tolerance★★★★」信号をONできます。 

注意：アウトレット№1の位置にて動作します。 
 * 「I/O Tolerance」信号が ONしていることを示します。 
SKK R-/LMR L-pos. - 「ヘッド後退端（SKK R-position）」信号を ONできます。 

 * 「ヘッド後退端（SKK R-position）」信号が ONしていることを
示します。 

ﾒﾝﾃﾅﾝｽ - 
「メンテナンス（Maintenance）」信号を ONできます。 

注意：アウトレット№1の位置にて動作します。 

 * 「メンテナンス（Maintenance）」信号が ONしていることを示
します。 

ﾋｼﾞｮｳ ﾃｲｼ  この信号は動作しません。 

ﾖｳｾﾂ ｶﾝﾘｮｳ(WC) - 「溶接完了（Weld Complete）」信号を ONできます。 

 * 「溶接完了（Weld Complete）」信号が ONしていることを示し
ます。 

ｴﾗｰ ｺｰﾄﾞ 1~255 
エラー発生時、カスタマ･インターフェイスに送信されたエラ

ー・コード№を示します。 

「＋」又は「－」キーにて数字を設定します。 

LMR ﾄﾞｳｻﾁｭｳ - 特殊なシステムにて動作します。 
「LMR in motion」信号を ONできます。 

 * 「LMR in motion」信号が ONしていることを示します。 
SOW★★＝Stud On Workpiece（スタッド・オン・ワークピース）：スタッドとワークが接触して
いることを示します。 
I/O Tolerance★★★★=Inside Tolerance（インサイド・トレランス）：溶接結果が溶接条件にて設定
した溶接パラメータの範囲内であることを示します。 

 
矢印キーを使用して選択し、「＋」又は「－」キーを押すことにより、出力信号は ON/OFF を交互
に実施できます。 
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6.3. “SMPS ﾃｽﾄ”画面 
 

 

      ｻｰﾋﾞｽ ｷﾉｳ                          
 
                                         
      ﾄﾞｳｻ ﾃｽﾄ                           
      ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ ｼｭﾂﾘｮｸ ﾃｽﾄ                
      SMPS ﾃｽﾄ                         . 
      ﾌｨｰﾄﾞｻｲｸﾙ ﾃｽﾄ                      
      ﾃｽﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｾｯﾃｲ                    
      ｵｰﾄﾏﾃｨｯｸ ﾃｨｰﾁ                      
                                         
                                         
                                         
      ﾃｨｰﾁﾓｰﾄﾞ ｾｯﾃｲ                      
                                         
 
<ENT>                               

      SMPS ﾃｽﾄ                          
 
                                         
   ｱｳﾄﾚｯﾄ................   1            
   ﾃｽﾄ ｻｲｸﾙ ｽｳ...........  10            
                                         
   ｶｲｼ................... ..?..          
                                         
   ﾖｳｾﾂﾃﾞﾝﾘｭｳ ｼﾞｯｿｸﾁ..... 1500           
   ﾃｽﾄｻｲｸﾙ ｼﾞｯｼｽｳ........   2            
                                         
                                         
       ｼｮｰﾄｻｰｷｯﾄﾃｽﾄ ﾊ <ESC> ｷｰ ｦ         
       ｵｽｺﾄﾆﾖﾘ ﾃｲｼ ｼﾏｽ                   
 
<ENT>                                

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
画面へのパス： 
ｻｰﾋﾞｽ ｷﾉｳ/ SMPS ﾃｽﾄ 

 
画面の機能： 
コントロール・パネルを利用して SMPS 電源ユニットの短絡回路による溶接電流の出力テストが
できます。 

 
注意：動作テストを実行する前に“ｻｰﾋﾞｽ ｷﾉｳ/ ﾃｽﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｾｯﾃｲ”画面にてパラメータを設定す
る必要があります。 

 

上記左側の“ｻｰﾋﾞｽ ｷﾉｳ”画面にて、このサブ・メニュー行を選択して「ENTER」キーを押しますと、

“ﾁｭｳｲ! ﾃｽﾄﾓｰﾄﾞ ﾆ ﾅﾘﾏｽ <ENTER>”と画面中央に表示されます、もう一度「ENTER」キーを押す

ことにより、上記右側に示すようなサブ・メニュー画面に切り替わります。 

 

画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

項目 設定値 内     容 
ｱｳﾄﾚｯﾄ 1～5 アウトレット№を選択します。 

ﾃｽﾄ ｻｲｸﾙ ｽｳ 1～100 テスト・サイクルの回数を選択します。 
上記の設定値は「＋」又は「－」キーで選択します。 
 

項目 表示値 内     容 

ｶｲｼ ..?.. 
テスト・サイクルを開始できます。 

テスト・サイクルを開始するには、「F6」と「ENTER」キーを同時に押します。

 ｽﾀｰﾄ 
テスト・サイクルが実行されたことを示します。 

「ESC」キーを押すことにより、テスト・サイクルを停止できます。 
無効なアウトレット№を選択した場合、“ｼﾃｲｻﾚﾀ ｱｳﾄﾚｯﾄﾃﾞﾊ ﾄﾞｳｻ ﾌｶ!”と画面中央に表示されます。 
 

項目 表示値 内     容 

ﾖｳｾﾂﾃﾞﾝﾘｭｳ ｼﾞｯｿｸﾁ 0～1,800 テスト・サイクルにて出力された実際の溶接電流[A]を示しま
す。 

ﾃｽﾄｻｲｸﾙ ｼﾞｯｼｽｳ 1 テスト・サイクルにて行われた実際の回数を示します。 ～100 
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6.4. “ﾌｨｰﾄﾞｻｲｸﾙ ﾃｽﾄ”画面 
 

 

 

 

 

 

      ｻｰﾋﾞｽ ｷﾉｳ                          
 
                                         
      ﾄﾞｳｻ ﾃｽﾄ                           
      ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ ｼｭﾂﾘｮｸ ﾃｽﾄ                
      SMPS ﾃｽﾄ                           
      ﾌｨｰﾄﾞｻｲｸﾙ ﾃｽﾄ                    . 
      ﾃｽﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｾｯﾃｲ                    
      ｵｰﾄﾏﾃｨｯｸ ﾃｨｰﾁ                      
                                         
                                         
                                         
      ﾃｨｰﾁﾓｰﾄﾞ ｾｯﾃｲ                      
                                         
 
<ENT>                               

      ﾌｨｰﾄﾞ ﾃｽﾄ                          
 
                                         
   ｱｳﾄﾚｯﾄ................ 1              
   ﾃｽﾄ ｻｲｸﾙ ｽｳ...........    10            
                                         
   ｶｲｼ................... ..?..          
                                         
   ﾃｽﾄｻｲｸﾙ ｼﾞｯｼｽｳ........   5            
                                         
                                         
                                         
       ﾌｨｰﾄﾞﾃｽﾄ ﾊ <ESC> ｷｰ ｦ             
       ｵｽｺﾄﾆﾖﾘ ﾃｲｼ ｼﾏｽ                   
 
<ENT>                                

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
画面へのパス： 
ｻｰﾋﾞｽ ｷﾉｳ/ ﾌｨｰﾄﾞｻｲｸﾙ ﾃｽﾄ 

画面の機能： 
コントロール・パネルを利用してスタッド送給動作の確認ができます。 

 

“ｻｰﾋﾞｽ ｷﾉｳ”画面にて、このサブ・メニュー行を選択して「ENTER」キーを押すと、“ﾁｭｳｲ! ﾃｽﾄﾓ
ｰﾄﾞ ﾆ ﾅﾘﾏｽ <ENTER>”と画面中央に表示されます。 
もう一度「ENTER」キーを押すことにより、上記右側に示すようなサブ・メニュー画面に切り替わ

ります。 

画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

項目 設定値 内     容 

ｱｳﾄﾚｯﾄ 1～5 アウトレット№を選択します。 
設定値は「＋」又は「－」キーで選択します。 

ﾃｽﾄ ｻｲｸﾙ ｽｳ 1～100 
テスト・サイクルの回数を選択します。 
設定値は「＋」又は「－」キーで選択、又は数字キーを

使用して入力します。 
 

項目 内     容 表示値 

ｶｲｼ ..?.. 
テスト・サイクルを開始できます。 

テスト・サイクルを開始するには、「F6」と「ENTER」キーを同時に押します。

 ｽﾀｰﾄ 
テスト・サイクルが実行されたことを示します。 

「ESC」キーを押すことにより、テスト・サイクルを停止できます。 
無効なアウトレット№を選択した場合、“ｼﾃｲｻﾚﾀ ｱｳﾄﾚｯﾄﾃﾞﾊ ﾄﾞｳｻ ﾌｶ!”と画面中央に表示されます。 
 

項目 表示値 内     容 

ﾃｽﾄｻｲｸﾙ ｼﾞｯｼｽｳ 1～100 テスト・サイクルにて行われた実際の回数を示します 

 

ポップリベット・ファスナー株式会社 



WR-D-05007 
DCE コントロール・ユニット プログラミング取扱説明書 (日本語表示版) Ver.1 

Page 104 
6.5. “ﾃｽﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｾｯﾃｲ”画面 
 

      ｻｰﾋﾞｽ ｷﾉｳ                          
 
                                         
      ﾄﾞｳｻ ﾃｽﾄ                           
      ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ ｼｭﾂﾘｮｸ ﾃｽﾄ                
      SMPS ﾃｽﾄ                           
      ﾌｨｰﾄﾞｻｲｸﾙ ﾃｽﾄ                      
      ﾃｽﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｾｯﾃｲ                  . 
      ｵｰﾄﾏﾃｨｯｸ ﾃｨｰﾁ                      
                                         
                                         
                                         
      ﾃｨｰﾁﾓｰﾄﾞ ｾｯﾃｲ                      
                                         
 
<ENT>                               

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

画面へのパス： 
ｻｰﾋﾞｽ ｷﾉｳ/ ﾃｽﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｾｯﾃｲ 

 

画面の機能： 
テスト・サイクル、“ｻｰﾋﾞｽ ｷﾉｳ/ ﾄﾞｳｻ ﾃｽﾄ”及び“ｻｰﾋﾞｽ ｷﾉｳ/ SMPS ﾃｽﾄ”画面にて動作テストす
るときのパラメータを設定します。 

 
“ﾃｽﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｾｯﾃｲ”画面は、ソフトウェア・バージョンにより表示内容が異なり、更に、システム

構成により表示される項目が異なります。 
 
下記に 2つの表示例を記述することにより、個々のメニュー行の意味を説明します。 
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6.5.1. “ﾃｽﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｾｯﾃｲ”画面(例１) 
 

 

テスト・サイクル、“ｻｰﾋﾞｽ ｷﾉｳ/ ﾄﾞｳｻ ﾃｽﾄ”及び“ｻｰﾋﾞｽ ｷﾉｳ/ SMPS ﾃｽﾄ”画面にて動作テストす
るときのパラメータを設定します。 

      ﾃｽﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾉ ｾｯﾃｲ                 
 
                                         
 ｱｳﾄﾚｯﾄ................ 1                
                                         
 ﾖｳｾﾂ ﾃﾞﾝﾘｭｳ........... 220 A            
 ﾖｳｾﾂ ｼﾞｶﾝ.............  12 ms           
 ﾘﾌﾄ ｷｮﾘ / ﾄｹｺﾐ ﾌｶｻ....1.50 mm  -1.00 mm   
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
 
<ENT>                                

      ｻｰﾋﾞｽ ｷﾉｳ                          
 
                                         
      ﾄﾞｳｻ ﾃｽﾄ                           
      ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ ｼｭﾂﾘｮｸ ﾃｽﾄ                
      SMPS ﾃｽﾄ                           
      ﾌｨｰﾄﾞｻｲｸﾙ ﾃｽﾄ                      
      ﾃｽﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｾｯﾃｲ                  . 
      ｵｰﾄﾏﾃｨｯｸ ﾃｨｰﾁ                      
                                         
                                         
                                         
      ﾃｨｰﾁﾓｰﾄﾞ ｾｯﾃｲ                      
                                         
 
<ENT>                               

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
画面へのパス： 
ｻｰﾋﾞｽ ｷﾉｳ/ ﾃｽﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｾｯﾃｲ 

 
画面の機能： 

 
注意：システム構成により表示される項目が異なります。 

 

画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

項目 表示値 内     容 

ｱｳﾄﾚｯﾄ 1～5 アウトレット№を選択します。 

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№を選択しますと、カーソルは下記“ﾖｳｾﾂ ﾃﾞﾝﾘｭｳ”項目の位置に移動します。 
矢印キーを使用して、個々のメニュー行に移動することができます。 

 

項目 設定値 内     容 

ﾖｳｾﾂ ﾃﾞﾝﾘｭｳ 100～1,800 A 
(10A 単位) 

テスト・サイクルにおける溶接電流を選択します。 

※設定可能な最大電流は、DCE1800 は 1,800A、DCE1500 は
1,500Aです。 

ﾖｳｾﾂ ｼﾞｶﾝ 6～100 ms 
(1ms 単位) テスト・サイクルにおける溶接電流時間を選択します。 

「＋」又は「－」キーで選択し、「ENTER」キーにて確定します。 
 

項目 設定値 内     容 

ﾘﾌﾄ ｷｮﾘ 0.60～3.00 mm 
(0.05mm 単位) 

テスト・サイクルにおけるリフト距離を設定します。 

注意：PK溶接ガン使用時は表示されません。 

ﾄｹｺﾐ ﾌｶｻ 
(-) 

0.00～3.00 mm 
(0.05mm 単位) 

テスト・サイクルにおける押し込み量（溶け込み量）を設定し

ます。 

注意：PK溶接ガン使用時は表示されません。 
「＋」又は「－」キーで選択し、「ENTER」キーにて確定します。 
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6.5.2. “ﾃｽﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｾｯﾃｲ”画面(例 2) 
 

 

2. 動作テストに必要となる項目のみの設定となります。 

      ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ                   
 
   ｱｳﾄﾚｯﾄ: 1          ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ:      
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
 
<ENT>                              

      ｻｰﾋﾞｽ ｷﾉｳ                          
 
                                         
      ﾄﾞｳｻ ﾃｽﾄ                           
      ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ ｼｭﾂﾘｮｸ ﾃｽﾄ                
      SMPS ﾃｽﾄ                           
      ﾌｨｰﾄﾞｻｲｸﾙ ﾃｽﾄ                      
      ﾃｽﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｾｯﾃｲ                  . 
      ｵｰﾄﾏﾃｨｯｸ ﾃｨｰﾁ                      
                                         
                                         
                                         
      ﾃｨｰﾁﾓｰﾄﾞ ｾｯﾃｲ                      
                                         
 
<ENT>                               

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
画面へのパス： 
ｻｰﾋﾞｽ ｷﾉｳ/ ﾃｽﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｾｯﾃｲ 

 
画面の機能： 
テスト・サイクル、“ｻｰﾋﾞｽ ｷﾉｳ/ ﾄﾞｳｻ ﾃｽﾄ”及び“ｻｰﾋﾞｽ ｷﾉｳ/ SMPS ﾃｽﾄ”画面にて動作テストす
るときのパラメータを設定します。 
この画面は、“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面と同様の“ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ”および”ﾓﾆﾀ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”
の 2つのサブ･メニュー画面から構成されます。ただし、動作テストにて必要となるパラメータの
みの設定となります。 

 

注意： 
1. システム構成により表示される項目が異なります。 

 

上記左側に示す“ｻｰﾋﾞｽ ｷﾉｳ”画面の“ﾃｽﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾍﾝｼｭｳ”行を選択しますと、上記右側に示すよう
な“ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ”画面が表示されます。 カーソルは“ｱｳﾄﾚｯﾄ”の位置にありますので、パラメー

タを設定するアウトレット№を入力します。 アウトレット№は数字キーにて選択し、「ENTER」
キーにて確定します。 
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アウトレット№を数字キーにて選択しますと、下記左側に示すような“ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ”画面および“ﾓ

ﾆﾀ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”画面が表示されます。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

内     容 

         ﾓﾆﾀ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ                      
 
 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾅﾝﾊﾞ: Test            ｱｳﾄﾚｯﾄ: 1  
 ----------------                        
 Varc ﾊﾟｲﾛｯﾄ ﾊﾝｲ..... 16.0 ｶﾗ  34.0 V    
 ｼﾞﾄﾞｳﾁｮｳｾｲ...........no             .  
 Varc ﾖｳｾﾂ ﾊﾝｲ....... 16.0 ｶﾗ  34.0 V     
 ﾄｹｺﾐ ﾌｶｻ............ 0.60 ｶﾗ  1.10 mm    
 ﾖｳｾﾂ ｼﾞｶﾝ...........+ 6.0    - 3.0 ms    
 ﾖｳｾﾂ ｴﾈﾙｷﾞ..........  550 ｶﾗ   750 J     
                                         
                                         
                                         
                    ﾖｳｾﾂ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ.....<↓>  
 
<ENT>                                

     ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ   ##################   
 
 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾅﾝﾊﾞ: Test           ｱｳﾄﾚｯﾄ: 1  
 ｽﾀｯﾄﾞ ID...............TestProg.Outlet1 
 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕｳｺｳ..........no .              
 ｷﾄﾞｳ ﾁｴﾝ..............   0 ms           
 ﾖｳｾﾂ ｽﾃｯﾌﾟ 1.......... 220 A    12 ms   
 ｴｱ ﾌﾞﾛｰ...............no                
 ﾘﾌﾄ ｷｮﾘ / ﾄｹｺﾐ ﾌｶｻ....1.50 mm  ‒1.00 mm 
 ｵｰﾄ ﾌﾟﾗﾝｼﾞ............yes  
 ｸﾞﾗﾌｨｯｸ ﾓﾆﾀ........... no             . 
 ｽﾀｯﾄﾞ ﾅｶﾞｻ ｹﾝﾁ........no    . ﾃｨｰﾁ! 
 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ ﾀｲﾑ............  10 ms           
                    ﾖｳｾﾂ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ.....<↓>  
 
<ENT>                                

 
 

画面内に表示される個々のメニュー行の中で、動作テストに必要な設定項目のみを下記に説明します。 

項目 設定値 

ﾖｳｾﾂ ｽﾃｯﾌﾟ 1 
(左側) 

100～1,800 A 
(10A 単位) 

テスト・サイクルにおける溶接電流を選択します。 

※設定可能な最大電流は、DCE1800 は 1,800A、DCE1500 は
1,500Aです。 

ﾖｳｾﾂ ｽﾃｯﾌﾟ 1 
(右側) 

6～100 ms 
(1ms 単位) テスト・サイクルにおける溶接電流時間を選択します。 

「＋」又は「－」キーで選択し、「ENTER」キーにて確定します。 
 

項目 設定値 内     容 

ﾘﾌﾄ ｷｮﾘ 0.60～3.00 mm 
(0.05mm 単位) 

テスト・サイクルにおけるリフト距離を設定します。 

注意：PK溶接ガン使用時は表示されません。 

ﾄｹｺﾐ ﾌｶｻ 
(-) 

0.00～3.00 mm 
(0.05mm 単位) 

テスト・サイクルにおける押し込み量（溶け込み量）を設定し

ます。 

注意：PK溶接ガン使用時は表示されません。 
「＋」又は「－」キーで選択し、「ENTER」キーにて確定します。 
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6.6. “ﾃｨｰﾁ ﾓｰﾄﾞ ｾｯﾃｲ”画面 
 
 

 
 

画面の機能： 

1. 溶接ヘッド又は溶接ガンのロード・ピストンの前進/後退 
2. スタッド送給 

注意： 

      ﾃｨｰﾁ ﾓｰﾄﾞ ｾｯﾃｲ                     
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
          ｿｰｽ    : ﾌｨｰﾀﾞ               . 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
 
<ENT>                                

      ｻｰﾋﾞｽ ｷﾉｳ                          
 
                                         
      ﾄﾞｳｻ ﾃｽﾄ                           
      ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ ｼｭﾂﾘｮｸ ﾃｽﾄ                
      SMPS ﾃｽﾄ                           
      ﾌｨｰﾄﾞｻｲｸﾙ ﾃｽﾄ                      
      ﾃｽﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾍﾝｼｭｳ                   
                                         
                                         
                                         
                                         
      ﾃｨｰﾁﾓｰﾄﾞ ｾｯﾃｲ                    . 
                                         
 
<ENT>                               

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
画面へのパス： 
ｻｰﾋﾞｽ ｷﾉｳ/ ﾃｽﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｾｯﾃｲ/ ﾃｨｰﾁﾓｰﾄﾞ ｾｯﾃｲ 

 

 この画面は、「一時停止」状態から“メンテナンス操作のための「一時停止」の解除”状態が
実行されている時に、溶接ヘッド又は溶接ガンの動作テストを実行する際の操作元を限定する

場合に使用します。 選択した操作元以外からの操作はできなくなります。 

 DCE コントロール・ユニットが“メンテナンス操作のための「一時停止」の解除”状態にな
りますと、操作元（“ｿｰｽ”）のデフォルト設定は、“ﾌｨｰﾀﾞ”になっています。 

 動作テストの内容 

3. 溶接ヘッドの前進/後退 
4. スタッド長さ検知機能 

 

1. “メンテナンス操作のための「一時停止」の解除”状態は DCEコントロール・ユニット内
の X2コネクタ及び DCEコントロール・ユニットのフロント・ドア上の“メンテナンス・
ファンクション”キー・スイッチの状態により実現できます。 
詳細は、DCEコントロール・ユニットの取扱説明書を参照してください。 

2. 一度設定した操作元を変更するには、一旦“メンテナンス操作のための「一時停止」の解
除”状態を解除する必要があります。 

3. “ｿｰｽ”にて選択した操作元以外からの動作テストは実行できなくなります、操作元以外か

ら動作テストを実行しようと選択しますと、“ﾃｽﾄﾓｰﾄﾞ ｷﾝｼ!”と画面中央にメッセージが

表示されます。 

 

画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 
 

項目 設定値 内     容 

ｿｰｽ ﾌｨｰﾀﾞ 

ETF スタッド・フィーダの操作パネルによる動作テストを実行す
るときに選択します。 
ETF スタッド・フィーダの操作パネルによる「スタッド送給」及
び「ロード・ピストン前進/後退」タッチ・スイッチよる動作が実
行できます。 
 
下記の動作テストが実行可能です。 
・ 溶接ヘッド又は溶接ガンのロード・ピストンの前進/後退 
・ スタッド送給 
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項目 設定値 内     容 

ｿｰｽ ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ 

カスタマ・インターフェイスからの入力信号による動作テストを

実行するときに選択します。 
該当する信号を選択して実行します。 
実行できない信号を選択しても動作しません。 
 
下記の動作テストが実行可能です。 
・ スタッド送給 
・ 溶接ヘッドの前進/後退 

 ｷｰﾊﾟｯﾄﾞ 

DCEコントロール・ユニットに接続されたコントロール・パネル
（キーパッド）からの操作による動作テストを実行するときに選

択します。 

コントロール・パネルにて“ｻｰﾋﾞｽ ｷﾉｳ/ ﾄﾞｳｻ ﾃｽﾄ”画面の該当す
る“コマンド”を選択して実行できます。 

実行できないコマンドを選択した場合、“ｷﾉｳｾｽﾞ”と画面中央に

表示されます。 

また、コントロール・パネルにて“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝ
ｸﾞ/ ｽﾀｯﾄﾞ ﾅｶﾞｻ ﾃｨｰﾁ”画面、又は“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ
/ ｽﾀｯﾄﾞ ﾅｶﾞｻ ﾃｨｰﾁ”画面にて“スタッド長さ検知機能”を実行で
きます。 

 

下記の動作テストが実行可能です。 

・ スタッド送給 

・ 溶接ヘッドの前進/後退 

・ スタッド長さ検知機能 

 ｾﾝﾀｸ ﾅｼ 

動作テストする操作元を選択しない場合に選択します。 

上記の“ﾌｨｰﾀﾞ”、“ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ”及び“ｷｰﾊﾟｯﾄﾞ”による動作テス

トが実行できなくなります。 つまり、動作テストを禁止するこ

とになります。 

「＋」又は「－」キーで選択し、「ENTER」キーにて確定します。 
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7. “ｽﾃｲﾀｽ”画面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

内     容 

      ﾓﾆﾀ                                
 
                                         
      ｼｽﾃﾑ                             . 
      ｿﾌﾄｳｪｱ                             
      ﾖｳｾﾂ ｺｳﾃｲ                          
      ﾃｽﾄ ｺｳﾃｲ                           
      ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ                           
      ﾌｨｰﾀﾞ/ﾃﾞｨﾊﾞｲﾀﾞ                     
      ｾﾝﾄﾗﾙ CPU                          
                                         
                                         
                                         
                                         
 
<ENT>                                

      ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ                           

                                         

      ﾖｳｾﾂ ﾓﾆﾀ                           

      ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ                         

      ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ                          

      ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｷﾉｳ                         

      ｻｰﾋﾞｽ ｷﾉｳ                          

      ｽﾃｲﾀｽ                            . 

                                         

      ｴﾗｰ ﾘｾｯﾄ                           
      ｹｲｺｸ                               
                                         

                                         
<ENT>                                

 
 
 
 
 
画面へのパス： 
ｽﾃｲﾀｽ 

 
画面の機能： 
この“ｽﾃｲﾀｽ”画面は、上記右側に示すようにシステム情報を表示する画面及びシステム内の動作

をモニタする画面の 7つのサブ・メニュー画面から構成されています。 
 

画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

項目 

ｼｽﾃﾑ 
“ｼｽﾃﾑ ｼﾞｮｳﾀｲ”画面を選択します。 

DCE コントロール・ユニットのシステム情報と周辺機器の情報を参照す
る場合に使用します。 

ｿﾌﾄｳｪｱ 
“ｿﾌﾄｳｪｱ”画面を選択します。 

DCE コントロール・ユニット及び周辺機器の種類と個々のソフトウェア
情報を参照する場合に使用します。 

ﾖｳｾﾂ ｺｳﾃｲ 
“ﾖｳｾﾂ ｺｳﾃｲ”画面を選択します。 

溶接に関係した信号を参照する場合に使用します。 

ﾃｽﾄ ｺｳﾃｲ 
“ﾃｽﾄ ｺｳﾃｲ”画面を選択します。 

「溶接起動」信号により、溶接電流を出力せずに溶接サイクルを実行する

場合に使用します。 

ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ 
“ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ”画面を選択します。 

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）

の動作を参照する場合に使用します。 

ﾌｨｰﾀﾞ/ﾃﾞｨﾊﾞｲﾀﾞ 
“ﾌｨｰﾀﾞ/ｽﾀｯﾄﾞﾃﾞｨﾊﾞｲﾀﾞ”画面を選択します。 

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場合に使用

します。 

ｾﾝﾄﾗﾙ CPU 
“ｾﾝﾄﾗﾙ CPU”画面を選択します。 

セントラル CPUの状態を参照する場合に使用します。 
 

上記の 7つのサブ・メニュー画面の詳細内容は、次ページ以降の説明を参照してください。 
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7.1. “ｼｽﾃﾑ ｼﾞｮｳﾀｲ”画面 
 
 
 

 

画面の機能： 

 

画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

表示値 

      ﾓﾆﾀ                                
 
                                         
      ｼｽﾃﾑ                             . 
      ｿﾌﾄｳｪｱ                             
      ﾖｳｾﾂ ｺｳﾃｲ                          
      ﾃｽﾄ ｺｳﾃｲ                           
      ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ                           
      ﾌｨｰﾀﾞ/ﾃﾞｨﾊﾞｲﾀﾞ                     
      ｾﾝﾄﾗﾙ CPU                          
                                         
                                         
                                         
                                         
 
<ENT>                               

     ｼｽﾃﾑ ｼﾞｮｳﾀｲ      DCE 1800.        
 
ﾋﾂﾞｹ.........12/18/01 ｼﾞｶﾝ......16:45:53 
ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ ｱﾄﾞﾚｽ......  1                  
ﾛｹｰｼｮﾝ DCE  : ----------------           
ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ....ﾊﾟﾗﾚﾙ   . SMPS ｼﾞｭﾝﾋﾞ...yes. 
ｲﾁｼﾞﾃｲｼ..........no . ﾋｼﾞｮｳﾃｲｼ......no . 
                                         
               1     2     3     4     5 
ｾﾂｿﾞｸ        PKE norm. norm. norm.     . 
ﾌｨｰﾀﾞ        PKE   ETF   ETF   ETF     . 
ﾖｳｾﾂ ﾂｰﾙ     PK    LM    PK    PLM     . 
ﾘﾌﾄ ｾﾝｻ     no    yes   no    yes      . 
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ         -     -     -     -     . 
 
<ENT>                                

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
画面へのパス： 
ｽﾃｲﾀｽ/ ｼｽﾃﾑ 

 

DCEコントロール・ユニットのシステム情報と周辺機器の情報を表示します。 

 

項目 内     容 
DCE 1800 DCE1800コントロールであることを示します。 

ｼｽﾃﾑ ｼﾞｮｳﾀｲ ######## 
DCE 1500 DCE1500コントロールであることを示します。 

 
内     容 項目 表示値 

ﾋﾂﾞｹ ##/##/## 現在の日付を「日／月／年」の順番に示します。 
ｼﾞｶﾝ ##:##:## 現在の時間を「時：分：秒」の順番に示します。 

ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ ｱﾄﾞﾚｽ 1～255 
幾つかの DCE コントロールが中央 PC に接続されている場合、
個々の DCEコントロールのカスタマ・インターフェイスの認識ア
ドレス№を示します。 

ﾛｹｰｼｮﾝ DCE  幾つかの DCE コントロールが中央 PC に接続されている場合、
個々の DCEコントロールの認識アドレス№を示します。 

ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ ﾊﾟﾗﾚﾙ カスタマ・インターフェイスがパラレルであることを示します。

 Profibus カスタマ・インターフェイスが Profibus（プロフィバス）であるこ
とを示します。 

 Interbus-S カスタマ・インターフェイスが Interbus-S（インターバス S）であ
ることを示します。 

 ------ カスタマ・インターフェイスが動作していないことを示します。

SMPS ｼﾞｭﾝﾋﾞ yes 
SMPS電源ユニットが溶接できる状態であることを示します。 
通常動作時は“yes”を表示します。 

 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。
ｲﾁｼﾞﾃｲｼ yes 「一時停止」状態になっていることを示します。 

 no 
「一時停止」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」状態になっていることを示します。 
SMPS 電源ユニット及び接続された周辺機器は入力電源から遮断
されます。 

 
no 

「非常停止」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。 
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項目 表示値 内容 

ｾﾂｿﾞｸ norm.

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“norm.”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スタッド・ディバイダ動作を示します。 

2つ目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。 

ﾌｨｰﾀﾞ - 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。 
 ETF ETFスタッド・フィーダが接続されていることを示します。 
 SFLM SFLM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スタッド・フィーダが接続されていることを示します。 
ﾖｳｾﾂ ﾂｰﾙ - 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。 
 LM LM溶接ヘッドが接続されていることを示します。 
 PK PK溶接ガンが接続されていることを示します。 
 SKK SKK溶接ヘッドが接続されていることを示します。 

PLM PLM溶接ガンが接続されていることを示します。  

ﾘﾌﾄ ｾﾝｻ - 
溶接ヘッド又は溶接ガンのリフト距離測定装置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装置が実装されていることを

示します。 

 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。 
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ＊ メンテナンスする必要があることを示します。 
※1 - メンテナンスする必要がないことを示します。 
※1： 
“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｶｳﾝﾀ”画面にて設定した“ｺﾚｯﾄ”、“ﾌｨｰﾄﾞﾁｭｰﾌﾞ”、

“ﾖｳｾﾂ ﾂｰﾙ”及び“ﾕｰｻﾞ”項目のメンテナンス・カウンタの一つがメンテナンスする時期に達し

た場合、メンテナンスする必要があることを示します。 

各メンテナンス・カウンタの現在値及びプリセット値は“ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｷﾉｳ/ ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｶｳﾝﾀ”画面にて
確認することができます。 

 

ポップリベット・ファスナー株式会社 



WR-D-05007 
DCE コントロール・ユニット プログラミング取扱説明書 (日本語表示版) Ver.1 

Page 113 
7.2. “ｿﾌﾄｳｪｱ”画面 
 
 
 
 

 

画面の機能： 

      ﾓﾆﾀ                               
 
                                         
      ｼｽﾃﾑ                               
      ｿﾌﾄｳｪｱ                           . 
      ﾖｳｾﾂ ｺｳﾃｲ                          
      ﾃｽﾄ ｺｳﾃｲ                           
      ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ                           
      ﾌｨｰﾀﾞ/ﾃﾞｨﾊﾞｲﾀﾞ                     
      ｾﾝﾄﾗﾙ CPU                          
                                         
                                         
                                         
                                         
 
<ENT>                               

      ｿﾌﾄｳｪｱ                             
 
                                         
                                         
                 ｼｽﾃﾑ                  . 
                                         
                 ｱｳﾄﾚｯﾄ                  
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
      ｶｸﾁｮｳ ｿﾌﾄｳｪｱ ｷﾉｳ                   
                                         
 
<ENT>                                

 
 
 
 

 
 
 
 
 
画面へのパス： 
ｽﾃｲﾀｽ/ ｿﾌﾄｳｪｱ 

 

 ソフトウェア情報を表示します。 
 この画面は、さらに 3つのサブ・メニュー画面“ｿﾌﾄｳｪｱ/ ｼｽﾃﾑ”、“ｿﾌﾄｳｪｱ/ ｱｳﾄﾚｯﾄ”及び“ｿ

ﾌﾄｳｪｱ/ ｶｸﾁｮｳ ｿﾌﾄｳｪｱ ｷﾉｳ”から構成されています。 
 

画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

項目 内     容 

ｼｽﾃﾑ 

DCEコントロール・ユニットの型式及び DCEコントロール・ユニットに関するソフト
ウェア情報を表示します。 

この行にカーソルを移動して「ENTER」キーにて確定しますと、DCE コントロール・
ユニットに関するソフトウェア情報を表示するサブ・メニュー画面“ｿﾌﾄｳｪｱ/ ｼｽﾃﾑ”に
切り替わります。 

ｱｳﾄﾚｯﾄ 

アウトレットに接続されている周辺機器の型式及びソフトウェア情報を表示します。 

この行にカーソルを移動して「ENTER」キーにて確定しますと、アウトレットに接続
されている周辺機器の型式及びソフトウェア情報を表示するサブ・メニュー画面“ｿﾌﾄｳ

ｪｱ/ ｱｳﾄﾚｯﾄ”に切り替わります。 
 

項目 内     容 

ｶｸﾁｮｳ ｿﾌﾄｳｪｱ ｷﾉｳ 

DCE コントロール・ユニットにインストールされている拡張ソフ
トウェア情報を表示します。 

この行にカーソルを移動して「ENTER」キーにて確定しますと、
インストールされている拡張ソフトウェア情報を表示するサブ・メ

ニュー画面“ｿﾌﾄｳｪｱ/ ｶｸﾁｮｳ ｿﾌﾄｳｪｱ ｷﾉｳ”に切り替わります。 
 

上記の 3つのサブ・メニュー画面の詳細内容は、次ページ以降の説明を参照してください。 
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7.2.1. “ｿﾌﾄｳｪｱ/ ｼｽﾃﾑ”画面 
 

             ｿﾌﾄｳｪｱ                      
 
                                         
                                         
                 ｼｽﾃﾑ                  . 
                                         
                 ｱｳﾄﾚｯﾄ                  
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
      ｶｸﾁｮｳ ｿﾌﾄｳｪｱ ｷﾉｳ                   
                                         
 
<ENT>                               

      ｿﾌﾄｳｪｱ                             
 
                                         
 ｼｽﾃﾑ                      DCE 1800       
                                         
 ｷｰﾊﾟｯﾄﾞ/ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ          S484/0001/07  
 ｹﾞﾝｺﾞ     Japanese        S484/0501/07  
                                         
 ｾﾝﾄﾗﾙ CPU                 S477/0001/05  
 SMPS                      S475/0001/02  
 ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ                  S1 379/013000 
 Ethernet Getaway          ------------- 
                                         
                            ﾓﾄﾞﾙ....<↓>  
 
<ENT>                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
画面へのパス： 
ｽﾃｲﾀｽ/ ｿﾌﾄｳｪｱ/ ｼｽﾃﾑ 

 

 

画面の機能： 
 “ｿﾌﾄｳｪｱ”画面の 1番目のサブ・メニュー画面を示します。 
 DCEコントロール・ユニットに関するソフトウェア情報を表示します。 

 

上記左側に示すような“ｿﾌﾄｳｪｱ”画面にて“ｼｽﾃﾑ”行にカーソルを移動して、「ENTER」キーを押
しますと、上記右側に示すような画面に切り替わり、ソフトウェア情報を表示します。 

画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

項目 表示値 内     容 
ｼｽﾃﾑ DCE #### DCEコントロール・ユニットの型式を示します。 

ｷｰﾊﾟｯﾄﾞ/ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ #########  ####### 
DCE コントロール・ユニットに実装されたコントロ
ール・パネル（キーパッド）のソフトウェア・バージ

ョンを示します。 

ｹﾞﾝｺﾞ #########  ####### コントロール・パネルにて表示される言語のソフトウ

ェア・バージョンを示します。 

ｾﾝﾄﾗﾙ CPU ######### DCE コントロール・ユニットに実装されたセントラ
ル CPUのソフトウェア・バージョンを示します。 

SMPS ######### DCEコントロール・ユニットに実装された SMPS電
源ユニットのソフトウェア・バージョンを示します。

ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ ######### 
DCEコントロール・ユニットに実装されたカスタマ・
インターフェイス・ボードのソフトウェア・バージョ

ンを示します。 

Ethernet Gateway ######### 
DCE コントロール・ユニットに実装された Ethernet 
Gatewayボードのソフトウェア・バージョンを示しま
す。 

上記のソフトウェア・バージョンは、対応するボードが実装され、電源が投入され、正常に動作して

いる場合に表示されます。 
 

項目 内     容 

ﾓﾄﾞﾙ.…<↓> この行にカーソルを移動して「↓」キーを選択しますと、“ｽﾃｲﾀｽ/ ｿﾌﾄｳｪｱ”画面
に切り替わります。 
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7.2.2. “ｿﾌﾄｳｪｱ/ ｱｳﾄﾚｯﾄ”画面 
 

             ｿﾌﾄｳｪｱ                      
 
                                         
                                         
                 ｼｽﾃﾑ                    
                                         
                 ｱｳﾄﾚｯﾄ                . 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
      ｶｸﾁｮｳ ｿﾌﾄｳｪｱ ｷﾉｳ                   
                                         
 

<ENT>

      ｿﾌﾄｳｪｱ                             
 
 ｱｳﾄﾚｯﾄ 1       PKE    SF V01.03         
  ｾｯﾄ# --------------  LM ------------   
 ｱｳﾄﾚｯﾄ 2       ETF50  SF S510/0300/00   
  ｾｯﾄ# --------------  LM S510/0001/36   
 ｱｳﾄﾚｯﾄ 3       ETF52  SF S510/0300/00   
  ｾｯﾄ# --------------  LM S510/0001/36   
 ｱｳﾄﾚｯﾄ 4       ETF50  SF S510/0300/00   
  ｾｯﾄ# --------------  LM S510/0001/36   
 ｱｳﾄﾚｯﾄ 5              SF            .   
  ｾｯﾄ#                 LM            .   
                                         
                            ﾓﾄﾞﾙ.....<↓>  
 

<ENT>

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
画面へのパス： 
ｽﾃｲﾀｽ/ ｿﾌﾄｳｪｱ/ ｱｳﾄﾚｯﾄ 

 
画面の機能： 

 “ｿﾌﾄｳｪｱ”画面の 2番目のサブ・メニュー画面を示します。 
 アウトレットに接続されている周辺機器（PKE、スタッド・フィーダなど）に関するソフトウ
ェア情報を表示します。 

 

上記左側に示すような“ｿﾌﾄｳｪｱ”画面にて“ｱｳﾄﾚｯﾄ # （#：1～5）”行にカーソルを移動して、
「ENTER」キーを押しますと、上記右側に示すような画面に切り替わり、ソフトウェア情報を表示
します。 

 

画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

下記のようにアウトレット 1からアウトレット 5の行にて表示します。 
項目 表示値 内     容 

ｱｳﾄﾚｯﾄ # 
(#：1 ～ 5) ####  SF  ######## アウトレット№＃に接続されている周辺機器の型

式及びソフトウェア・バージョンを示します。 

ｾｯﾄ# #########  LM  ########
接続されている周辺機器が ETF スタッド・フィー
ダの場合、DSP 用のソフトウェア・バージョンを
示します。 

 
項目 内     容 

ﾓﾄﾞﾙ..…<↓> この行にカーソルを移動して「↓」キーを選択しますと、“ｽﾃｲﾀｽ/ ｿﾌﾄｳｪｱ”画面
に切り替わります。 
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7.2.3. “ｿﾌﾄｳｪｱ/ ｶｸﾁｮｳ ｿﾌﾄｳｪｱ ｷﾉｳ”画面 
 

             ｿﾌﾄｳｪｱ                      
 
                                         
                                         
                 ｼｽﾃﾑ                    
                                         
                 ｱｳﾄﾚｯﾄ                  
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
      ｶｸﾁｮｳ ｿﾌﾄｳｪｱ ｷﾉｳ                 . 
                                         
 
<ENT>                               

      ｿﾌﾄｳｪｱ                             
 
                                         
    ﾋｮｳｼﾞｭﾝ...............ﾄｳﾛｸｽﾞﾐ        
    ｱﾙﾐﾆｳﾑ................ﾄｳﾛｸｽﾞﾐ     .  
    T ｽﾀｯﾄﾞ................ﾄｳﾛｸｽﾞﾐ     . 
    ｸﾘｰﾝﾌﾗｯｼｭ ﾋｮｳｼﾞｭﾝ.....ﾐﾄｳﾛｸ          
    ｸﾘｰﾝﾌﾗｯｼｭ ｱﾙﾐﾆｳﾑ......ﾐﾄｳﾛｸ          
    ｽﾀｯﾄﾞ ID.ｾﾝﾀｸ.........ﾄｳﾛｸｽﾞﾐ     .  
    ｽﾀｯﾄﾞ # ｾﾝﾀｸ..........ﾄｳﾛｸｽﾞﾐ     .  
    PLM ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ ｾﾝｻ.......ﾄｳﾛｸｽﾞﾐ     .  
    ﾌﾟﾛｰﾌﾞ ﾅｼ.............ﾄｳﾛｸｽﾞﾐ     .  
                                         
                           ﾓﾄﾞﾙ.....<↓>  
 
<ENT>                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
画面へのパス： 
ｽﾃｲﾀｽ/ ｿﾌﾄｳｪｱ/ ｶｸﾁｮｳ ｿﾌﾄｳｪｱ ｷﾉｳ 

 
画面の機能： 

 “ｿﾌﾄｳｪｱ”画面の 3番目のサブ・メニュー画面を示します。 
 DCEコントロールにインストールされている拡張ソフトウェア情報を表示します。 

 

上記左側に示すような“ｿﾌﾄｳｪｱ”画面にて“ｶｸﾁｮｳ ｿﾌﾄｳｪｱ ｷﾉｳ”行にカーソルを移動して、
「ENTER」キーを押しますと、上記右側に示すような画面に切り替わります。 

 

画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

 

下記に示す項目のソフトウェアがインストールされていること（“ﾄｳﾛｸｽﾞﾐ”と表示）又はインスト

ールされていないこと（“ﾐﾄｳﾛｸ”と表示）を示します。 

項目 内     容 
ﾋｮｳｼﾞｭﾝ 標準的スタッドに関するソフトウェアを意味します。 
ｱﾙﾐﾆｳﾑ アルミニウム・スタッドに関するソフトウェアを意味します。 
T ｽﾀｯﾄﾞ Tスタッドに関するソフトウェアを意味します。 

ｸﾘｰﾝﾌﾗｯｼｭ ﾋｮｳｼﾞｭﾝ “クリーンフラッシュ・ヒョウジュン”に関するソフトウェアを意味しま

す。 

ｸﾘｰﾝﾌﾗｯｼｭ ｱﾙﾐﾆｳﾑ “クリーンフラッシュ・アルミニウム”に関するソフトウェアを意味しま

す。 
ｽﾀｯﾄﾞ ID.ｾﾝﾀｸ “スタッド ID選択”に関するソフトウェアを意味します。 
ｽﾀｯﾄﾞ # ｾﾝﾀｸ “スタッドナンバー選択”に関するソフトウェアを意味します。 
PLM ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ ｾﾝｻ “PLMポジション・センサ”に関するソフトウェアを意味します。 
ﾌﾟﾛｰﾌﾞ ﾅｼ “プローブ・レス”に関するソフトウェアを意味します。 

 
項目 内     容 

ﾓﾄﾞﾙ...…<↓> この行にカーソルを移動して「↓」キーを選択しますと、“ｽﾃｲﾀｽ/ ｿﾌﾄｳｪｱ”画面
に切り替わります。 
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7.3. “ﾖｳｾﾂ ｺｳﾃｲ”画面 
 
 
 
 

ｽﾃｲﾀｽ/ ﾖｳｾﾂ ｺｳﾃｲ 

 

 

表示値 

      ﾓﾆﾀ                              
 
                                         
      ｼｽﾃﾑ                               
      ｿﾌﾄｳｪｱ                             
      ﾖｳｾﾂ ｺｳﾃｲ                        . 
      ﾃｽﾄ ｺｳﾃｲ                           
      ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ                           
      ﾌｨｰﾀﾞ/ﾃﾞｨﾊﾞｲﾀﾞ                     
      ｾﾝﾄﾗﾙ CPU                          
                                         
                                         
                                         
                                         
 

<ENT>

      ﾖｳｾﾂ ｺｳﾃｲ                          
 
                      1   2   3   4   5  
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ         1   0   0   0   0  
ﾖｳｾﾂ ｷﾄﾞｳ             *   -   -   -   -  
ﾖｳｾﾂ ｻｲｸﾙ             -   -   -   -   -  
SOW                   -   -   -   -   -  
ｶｸﾄﾞ ｽｲｯﾁ PK          -   -   -   -   -  
ｼﾞｮｳｹﾝﾊﾝｲﾅｲ (WIP)     *   -   -   -   -  
SKK R-/LMR L-pos.     *   -   -   -   -  
ｿｳｷｭｳ ｶｲｼ             -   -   -   -   -  
ﾌｨｰﾄﾞ ｻｲｸﾙ            -   -   -   -   -  
                                         
                                         
 

<ENT>

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
画面へのパス： 

 
画面の機能： 
溶接プロセスの動作状態を表示します。 

上記左側に示すような“ｽﾃｲﾀｽ”画面にて、“ﾖｳｾﾂ ｺｳﾃｲ”行にカーソルを移動して、「ENTER」キ

ーを押すことにより、上記右側に示すようなサブ・メニュー画面に切り替わります。 

画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

項目 内     容 
ｱｳﾄﾚｯﾄ 1～5 アウトレット№を示します。 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ 1～127 最後に実行された溶接プログラム№を示します。 
ﾖｳｾﾂ ｷﾄﾞｳ - 「溶接起動（Start Weld）」信号が OFFしていることを示します。
 * 「溶接起動（Start Weld）」信号が ONしていることを示します。
ﾖｳｾﾂ ｻｲｸﾙ - 溶接サイクル中でないことを示します。 

 * 溶接サイクル中であることを示します。 

SOW - 「SOW★★」信号がOFFしていることを示します。 
 * 「SOW」信号が ONしていることを示します。 

ｶｸﾄﾞ ｽｲｯﾁ PK - PK 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。 

 * 「角度スイッチ」信号が ONしていることを示します。 
ｼﾞｮｳｹﾝﾊﾝｲﾅｲ (WIP) - 「I/O Tolerance★★★★」信号がOFFしていることを示します。 
 * 「I/O Tolerance」信号が ONしていることを示します。 
SKK R-/LMR L-pos. - 溶接ヘッドの「ヘッド後退」信号が OFFしていることを示します。
 * 「ヘッド後退」信号が ONしていることを示します。 

ｿｳｷｭｳ ｶｲｼ - 「スタッド送給（Start Feed）」信号が OFFしていることを示し
ます。 

 * 「スタッド送給（Start Feed）」信号が ONしていることを示しま
す。 

ﾌｨｰﾄﾞ ｻｲｸﾙ - スタッド送給シーケンス中でないことを示します。 
 * スタッド送給シーケンス中であることを示します。 
SOW★★＝Stud On Workpiece（スタッド・オン・ワークピース）：スタッドとワークが接触して
いることを示します。 
I/O Tolerance★★★★=Inside Tolerance（インサイド・トレランス）：溶接結果が溶接条件にて設定
した溶接パラメータの範囲内であることを示します。 
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7.4. “ﾃｽﾄ ｺｳﾃｲ”画面 
 

      ﾓﾆﾀ                                
 
                                         
      ｼｽﾃﾑ                               
      ｿﾌﾄｳｪｱ                             
      ﾖｳｾﾂ ｺｳﾃｲ                          
      ﾃｽﾄ ｺｳﾃｲ                         . 
      ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ                           
      ﾌｨｰﾀﾞ/ﾃﾞｨﾊﾞｲﾀﾞ                     
      ｾﾝﾄﾗﾙ CPU                          
                                         
                                         
                                         
                                         
 

<ENT>

      ﾃｽﾄ ｺｳﾃｲ                           
 
                      1   2   3   4   5  
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ         1   0   0   0   0  
ﾖｳｾﾂ ｷﾄﾞｳ             *   -   -   -   -  
ﾖｳｾﾂ ｻｲｸﾙ             -   -   -   -   -  
SOW                   *   -   -   -   -  
ｶｸﾄﾞ ｽｲｯﾁ             -   -   -   -   -  
ｼﾞｮｳｹﾝﾊﾝｲﾅｲ (WIP)     -   -   -   -   -  
SKK R-/LMR L-pos.     -   -   -   -   -  
ｿｳｷｭｳ ｶｲｼ             -   -   -   -   -  
ﾌｨｰﾄﾞ ｻｲｸﾙ            -   -   -   -   -  
  ﾁｭｳｲ! ｼｽﾃﾑ ﾊ ﾃｽﾄﾓｰﾄﾞ ﾃﾞ ﾄﾞｳｻｼﾏｽ        
  ｼｶｼ ｼｽﾃﾑ ﾊ ﾖｳｾﾂﾃﾞﾝﾘｭｳ ﾊ ﾅｶﾞｼﾏｾﾝ!       
 

<ENT>

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
画面へのパス： 
ｽﾃｲﾀｽ/ ﾃｽﾄ ｺｳﾃｲ 

 
画面の機能： 
溶接起動信号により、溶接電流を出力せずに溶接サイクルを実行します。 

 

注意： 
1. 溶接ヘッド使用時は、カスタマ・インターフェイスの信号により「通電切」の状態にする
必要があります。 そうしない場合エラー“ﾃｽﾄｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ ﾌﾃｷｺﾞｳ”となります。 

 Tucker仕様インターフェイスでは、“溶接切（Without welding）”信号を ONする必
要があります。 

 EAD仕様インターフェイスでは、“Mode select1”と“Mode Select2”信号にて溶接
モード（Welding Mode）以外にする必要があります。 

2. 溶接ヘッド使用時は、溶接起動信号入力時に「SOW」信号が ONするようにしてください。
「ヘッド前進」、「リフト動作」、「ヘッド後退」動作します。 「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. 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した状態で溶接ガンの「トリガ・スイッチ」を引くことにより溶接サイクルを実行でき
ます。 「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。

4. オプション機能の「エア・ブロー」、「シールド・ガス」動作、及び「スタッド送給」動
作は設定した状態に従って動作します。 

5. カスタマ・インターフェイス使用時、溶接サイクル実行後に「溶接完了」信号を出力しま
す。 

 

上記左側に示すような“ｽﾃｲﾀｽ”画面にて、“ﾃｽﾄ ｺｳﾃｲ”行にカーソルを移動して、「ENTER」キー

を押しますと、“ﾁｭｳｲ! ﾃｽﾄﾓｰﾄﾞ ニ ﾅﾘﾏｽ <ENTER>”と画面中央に表示されます、もう一度
「ENTER」キーを押すことにより、上記右側に示すようなサブ・メニュー画面に切り替わります。 

 

画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

項目 表示値 内     容 
ｱｳﾄﾚｯﾄ 1～5 アウトレット№を示します。 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ 1～127 最後に実行された溶接プログラム№を示します。 
ﾖｳｾﾂ ｷﾄﾞｳ - 「溶接起動（Start Weld）」信号が OFFしていることを示します。
 * 「溶接起動（Start Weld）」信号が ONしていることを示します。
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項目 表示値 内     容 
ﾖｳｾﾂ ｻｲｸﾙ - 溶接サイクル中でないことを示します。 
 * 溶接サイクル中であることを示します。 
SOW - 「SOW★★」信号がOFFしていることを示します。 
 * 「SOW」信号が ONしていることを示します。 
ｶｸﾄﾞ ｽｲｯﾁ - PK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。 
 * 「角度スイッチ」信号が ONしていることを示します。 
ｼﾞｮｳｹﾝﾊﾝｲﾅｲ (WIP) - 「I/O Tolerance★★★★」がOFFしていることを示します。 
 * 「I/O Tolerance」が ONしていることを示します。 
SKK R-/LMR L-pos. - 溶接ヘッドの「ヘッド後退」信号が OFFしていることを示します。 
 * 「ヘッド後退」信号が ONしていることを示します。 
ｿｳｷｭｳ ｶｲｼ - 「スタッド送給（Start Feed）」信号が OFFしていることを示します。 
 * 「スタッド送給（Start Feed）」信号が ONしていることを示します。 
ﾌｨｰﾄﾞ ｻｲｸﾙ - スタッド送給シーケンス中でないことを示します。 
 * スタッド送給シーケンス中であることを示します。 
SOW★★＝Stud On Workpiece（スタッド・オン・ワークピース）：スタッドとワークが接触して
いることを示します。 
I/O Tolerance★★★★=Inside Tolerance（インサイド・トレランス）：溶接結果が溶接条件にて設定
した溶接パラメータの範囲内であることを示します。 
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7.5. “ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ ﾆｭｳﾘｮｸ ﾓﾆﾀ”画面 
 

      ﾓﾆﾀ                                
 
                                         
      ｼｽﾃﾑ                               
      ｿﾌﾄｳｪｱ                             
      ﾖｳｾﾂ ｺｳﾃｲ                          
      ﾃｽﾄ ｺｳﾃｲ                           
      ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ                         . 
      ﾌｨｰﾀﾞ/ﾃﾞｨﾊﾞｲﾀﾞ                     
      ｾﾝﾄﾗﾙ CPU                          
                                         
                                         
                                         
                                         
 

<ENT>

   ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ ﾆｭｳﾘｮｸ ﾓﾆﾀ                   
 
                  1    2    3    4    5  
ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ ﾓｰﾄﾞ Auto none none none none  
ﾖｳｾﾂ ｷﾄﾞｳ         *    -    -    -    -  
ｿｳｷｭｳ ｶｲｼ         -    -    -    -    -  
ﾖｳｾﾂ ｷﾘ           -    -    -    -    -  
ｴﾗｰ ﾘｾｯﾄ          -    -    -    -    -  
ｻｲｷﾄﾞｳ            -    -    -    -    -  
ｷｮｳｾｲｶﾝﾘｮｳ        -    -    -    -    -  
SKK F-/LMR A-pos. -    -    -    -    -  
SKK R-/LMR L-pos. -    -    -    -    -  
                                         
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ     1    0    0    0    0  
 

<ENT>

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
画面へのパス： 
ｽﾃｲﾀｽ/ ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ 

 
画面の機能： 
カスタマ・インターフェイスの入力信号（お客様の制御盤から入力される信号）をモニタできます。 

 

上記左側に示すような“ｽﾃｲﾀｽ”画面にて、“ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ”行にカーソルを移動して、「ENTER」キー

を押すことにより、上記右側に示すようなサブ・メニュー画面に切り替わります。 

 

画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

項目 表示値 内     容 
ｱｳﾄﾚｯﾄ 1～5 アウトレット№を示します。 

ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ ﾓｰﾄﾞ  カスタマ・インターフェイスの動作モードを示します。 
 Auto 「自動（Auto）」モードになっていることを示します。 
 Man 「手動（Manual）」モードになっていることを示します。 
 Stop 「一時停止（Stop）」モードになっていることを示します。 
 None 対応するアウトレットに周辺機器が接続されていないことを示します。 
ﾖｳｾﾂ ｷﾄﾞｳ - 「溶接起動（Start Weld）」信号が OFFしていることを示します。 
 * 「溶接起動（Start Weld）」信号が ONしていることを示します。 
ｿｳｷｭｳ ｶｲｼ - 「スタッド送給（Start Feed）」信号が OFFしていることを示します。 
 * 「スタッド送給（Start Feed）」信号が ONしていることを示します。 
ﾖｳｾﾂ ｷﾘ - 「溶接切（Without Weld）」信号が OFFしていることを示します。 
※1 * 「溶接切（Without Weld）」信号が ONしていることを示します。 
ｴﾗｰ ﾘｾｯﾄ - 「リセット（Reset Fault）」信号が OFFしていることを示します。 
 * 「リセット（Reset Fault）」信号が ONしていることを示します。 
ｻｲｷﾄﾞｳ - 「再起動（Restart）」信号が OFFしていることを示します。 
※2 * 「再起動（Restart）」信号が ONしていることを示します。 
ｷｮｳｾｲｶﾝﾘｮｳ - 「強制完了（Force WC）」信号が OFFしていることを示します。 
※2 * 「強制完了（Force WC）」信号が ONしていることを示します。 
※1： 
“溶接切（Without Weld）”信号は Tucker仕様インターフェイスでは、該当する信号。 EAD
仕様インターフェイスでは、“Mode Select 1”と“Mode Select 2”信号にて溶接モード
（Welding Mode）以外にて ONします。 

※2： 
“再起動（Restart）”及び“強制完了（Force WC）”信号は EAD仕様インターフェイスのみ
動作します。 
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項目 表示値 内     容 
SKK F-/LMR A-pos. - 「ヘッド前進」信号が OFFしていることを示します。 

 * 
信号が ONしていることを示します。 

実装されているアウトレットの溶接ヘッドが前進している時のみ ON
します。 

SKK R-/LMR L-pos. - 「ヘッド後退」信号が OFFしていることを示します。 

 * 
信号が ONしていることを示します。 

実装されているアウトレットの溶接ヘッドが後退した時一時的に ON
します。 

注意：カスタマ・インターフェイスの入力信号に関する詳細内容は、ご使用になるカスタマ・インタ

ーフェイスの取扱説明書を参照してください。 

表示値 
 

項目 内     容 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ 0～127 カスタマ・インターフェイスから選択され、最後に実行された溶接プ
ログラム№を示します。 
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7.6. “ﾌｨｰﾀﾞ/ｽﾀｯﾄﾞﾃﾞｨﾊﾞｲﾀﾞ”画面 
 

      ﾌｨｰﾀﾞ/ｽﾀｯﾄﾞﾃﾞｨﾊﾞｲﾀﾞ                
 
                  1    2    3    4    5 
ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ ﾓｰﾄﾞ  Auto                   .  
ｿｳｷｭｳ ｶｲｼ         -    -    -    -    -  
ﾌｨｰﾄﾞ ｻｲｸﾙ        *    -    -    -    -  
ﾛｰﾄﾞﾋﾟﾝ ｺｳﾀｲ      -    -    -    -    -  
ｽﾀｯﾄﾞﾃﾞｨﾊﾞｲﾀﾞ ｲﾁ  -    -    -    -    -  
SKK R-/LMR L-pos. *    -    -    -    -  
ｶｸﾄﾞ ｽｲｯﾁ         -    -    -    -    -  
ﾖｳｾﾂ ｷﾄﾞｳ         -    -    -    -    -  
ｽﾀｯﾄﾞ ｻﾞﾝﾘｮｳ      -    -    -    -    -  
PK ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾅﾝﾊﾞ   0    0    0    0    0  
                                         
 

<ENT>

      ﾓﾆﾀ                                
 
                                         
      ｼｽﾃﾑ                               
      ｿﾌﾄｳｪｱ                             
      ﾖｳｾﾂ ｺｳﾃｲ                          
      ﾃｽﾄ ｺｳﾃｲ                           
      ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ                           
      ﾌｨｰﾀﾞ/ﾃﾞｨﾊﾞｲﾀﾞ                   . 
      ｾﾝﾄﾗﾙ CPU                          
                                         
                                         
                                         
                                         
 

<ENT>

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
画面へのパス： 
ｽﾃｲﾀｽ/ ﾌｨｰﾀﾞ/ﾃﾞｨﾊﾞｲﾀﾞ 

 
画面の機能： 

 スタッド・フィーダ又はスタッド・ディバイダの信号を参照できます。 
 更に、この画面は“F/D ﾆｭｳﾘｮｸ”、“F/D ｼｭﾂﾘｮｸ”及び“F/D ﾅｲﾌﾞ”画面の 3 つのサブ・メ
ニュー画面から構成されています。 

 

注意：ETFスタッド・フィーダ使用時のみ動作します。 
 

上記左側に示すような“ｽﾃｲﾀｽ”画面にて、“ﾌｨｰﾀﾞ/ﾃﾞｨﾊﾞｲﾀﾞ”行にカーソルを移動して、「ENTER」
キーを押すことにより、上記右側に示すようなサブ・メニュー画面に切り替わります。 

 

画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

項目 表示値 内     容 

ｱｳﾄﾚｯﾄ 1～5 

アウトレット№を示します。 

ETF スタッド・フィーダが接続されているアウトレット№のみ、対応するアウ
トレット№の位置にカーソルを移動して「ENTER」キーを押すことにより、サ
ブ・メニュー“F/D ﾆｭｳﾘｮｸ”画面に切り替わります。 

 

上記のアウトレット№に対応する列に下記の項目をアウトレット毎に表示します。 

項目 表示値 内     容 
ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ ﾓｰﾄﾞ  スタッド・フィーダ／ディバイダの動作モードを示します。 
 Auto 「自動（Auto）」モードであることを示します。 
 Man 「手動（Manual）」モードであることを示します。 
 Test 「テスト（Test）」モードであることを示します。 
ｿｳｷｭｳ ｶｲｼ - 「送給（Start Feed）」信号が OFFしていることを示します。 
 * 信号が ONしていることを示します。 
ﾌｨｰﾄﾞ ｻｲｸﾙ - スタッド送給シーケンス中でないことを示します。 
 * スタッド送給シーケンス中であることを示します。 
ﾛｰﾄﾞﾋﾟﾝ ｺｳﾀｲ - ロード・ピストンが前進していることを示します。 
 * ロード・ピストンが後退していることを示します。 
ｽﾀｯﾄﾞﾃﾞｨﾊﾞｲﾀﾞ ｲﾁ - スタッド・ディバイダ信号が OFFしていることを示します。 
 * スタッド・ディバイダ信号が ONしていることを示します。 
SKK R-/LMR L-pos. - 溶接ヘッドの「ヘッド後退」信号が OFFしていることを示します。 
 * 「ヘッド後退」信号が ONしていることを示します。 
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項目 表示値 内     容 
ｶｸﾄﾞ ｽｲｯﾁ - 「角度スイッチ」信号が OFFしていることを示します。 
 * 「角度スイッチ」信号が ONしていることを示します。 
ﾖｳｾﾂ ｷﾄﾞｳ - 「溶接起動（Start Weld）」信号が OFFしていることを示します。
 * 「溶接起動（Start Weld）」信号が ONしていることを示します。

ｽﾀｯﾄﾞ ｻﾞﾝﾘｮｳ - 「スタッド・レベル・ロウ（Stud Level Low）」信号が OFFしてい
ることを示します。 

 * 「スタッド・レベル・ロウ（Stud Level Low）」信号が ONしてい
ることを示します。 

 
項目 表示値 内     容 

PK ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾅﾝﾊﾞ 0～127 溶接ガンにセレクト・スイッチが実装されている場合のみ、溶接
ガンにて選択されている溶接プログラム№を示します。 
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7.6.1. “F/D ﾆｭｳﾘｮｸ”画面 
 
       F/D ﾆｭｳﾘｮｸ              ｱｳﾄﾚｯﾄ: 1  

 
 * ﾄﾞﾗﾑ ﾄﾞｱ            - ｿｳｷｭｳ ｶｲｼ PK    
 * ｽﾀｯﾄﾞ ｻﾞﾝﾘｮｳ        - ﾖｳｾﾂ ｶｲｼ PK     
 - ｴｽｹｰﾌﾟﾒﾝﾄ           * ｶｸﾄﾞ ｽｲｯﾁ       
 - ｼｬｯﾀ                - ｴｱ ｱﾂ           
 - ｽﾀｯﾄﾞ ﾄｳﾁｬｸ         - ｶﾞｽ ｱﾂ          
 * ﾚｰｽｳｪｲ Min          * F.ﾁｭｰﾌﾞ         
 - ﾚｰｽｳｪｲ Max          - SD ﾋﾀﾞﾘ         
 - ﾖｳｾﾂ ﾂｰﾙ ｾﾞﾝｼﾝ      - SD ﾐｷﾞ          
 * ﾖｳｾﾂ ﾂｰﾙ ｺｳﾀｲ                         
                                         
       DIP ｽｲｯﾁ                          
  <1 2 3 4 5 6 7 8 9 10>    ｼｭﾂﾘｮｸ..<↓>  
 

<ENT>

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
画面へのパス： 
ｽﾃｲﾀｽ/ ﾌｨｰﾀﾞ/ﾃﾞｨﾊﾞｲﾀﾞ/ F/D ﾆｭｳﾘｮｸ 

 
画面の機能： 

 “ｽﾃｲﾀｽ/ ﾌｨｰﾀﾞ/ﾃﾞｨﾊﾞｲﾀﾞ”画面の 1番目のサブ・メニュー画面を示します。 
 スタッド・フィーダ又はスタッド・ディバイダの入力信号及びスタッド・フィーダ内 CPUボ
ード上に実装されている DIPスイッチの設定状態を参照できます。 

 

画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

項目 表示値 内     容 
Output 1～5 アウトレット№を示します。 

 

画面内では各項目の左側に記号“－”又は“*”を表示することにより信号の状態を示します。 

 

項目 表示値 内     容 
ﾄﾞﾗﾑ ﾄﾞｱ - 「ドラム・ドア」入力信号が OFFしていることを示します。 
 * 「ドラム・ドア」入力信号が ONしていることを示します。 
ｽﾀｯﾄﾞ ｻﾞﾝﾘｮｳ - 「スタッド・レベル」入力信号が OFFしていることを示します。 
 * 「スタッド・レベル」入力信号が ONしていることを示します。 

ｴｽｹｰﾌﾟﾒﾝﾄ - 「エスケープメント・ブロック」入力信号（オプション）が OFFして
いることを示します。 

 * 「エスケープメント・ブロック」入力信号が ON していることを示し
ます。 

ｼｬｯﾀ - 「スタッド分離シャッタ」入力信号（オプション）が OFFしているこ
とを示します。 

 * 「スタッド分離シャッタ」入力信号が ONしていることを示します。

ｽﾀｯﾄﾞ ﾄｳﾁｬｸ - 溶接ヘッドの「スタッド到着センサ」入力信号（オプション）が OFF
していることを示します。 

 * 「スタッド到着センサ」入力信号が ONしていることを示します。 
ﾚｰｽｳｪｲ Min - 「レースウェイ Min」入力信号が OFFしていることを示します。 
 * 「レースウェイ Min」入力信号が ONしていることを示します。 

ﾚｰｽｳｪｲ Max - 「レースウェイ Max」入力信号（オプション）が OFFしていることを
示します。 

 * 「レースウェイ Max」入力信号が ONしていることを示します。 
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項目 表示値 内     容 

ﾖｳｾﾂ ﾂｰﾙ ｾﾞﾝｼﾝ - 溶接ヘッドの「ヘッド前進」入力信号（オプション）が OFFしている
ことを示します。 

 * 「ヘッド前進」入力信号が ONしていることを示します。 
ﾖｳｾﾂ ﾂｰﾙ ｺｳﾀｲ - 溶接ヘッドの「ヘッド後退」入力信号が OFFしていることを示します。
 * 「ヘッド後退」入力信号が ONしていることを示します。 

 
 

項目 表示値 内     容 
ｿｳｷｭｳ ｶｲｼ PK - 溶接ガンの「スタッド送給」入力信号が OFFしていることを示します。
 * 「スタッド送給」入力信号が ONしていることを示します。 

ﾖｳｾﾂ ｶｲｼ PK - 溶接ガンの「トリガ・スイッチ」入力信号が OFFしていることを示し
ます。 

 * 「トリガ・スイッチ」入力信号が ONしていることを示します。 

ｶｸﾄﾞ ｽｲｯﾁ - 溶接ガン又は溶接ヘッドの「角度スイッチ」入力信号が OFFしている
ことを示します。 

 * 「角度スイッチ」入力信号が ONしていることを示します。 

ｴｱ ｱﾂ - 「エア圧モニタ」入力信号（オプション）が OFFしていることを示し
ます。 

 * 「エア圧モニタ」入力信号が ONしていることを示します。 

ｶﾞｽ ｱﾂ - 「ガス圧モニタ」入力信号（オプション）が OFFしていることを示し
ます。 

 * 「ガス圧モニタ」入力信号が ONしていることを示します。 

F.ﾁｭｰﾌﾞ - 溶接ガン又は溶接ヘッドの「フィード・チューブ・ロック」入力信号

が OFFしていることを示します。 

 * 「フィード・チューブ・ロック」入力信号が ON していることを示し
ます。 

SD ﾋﾀﾞﾘ - スタッド・ディバイダの「左端」入力信号が OFFしていることを示し
ます。 

 * 「左端」入力信号が ONしていることを示します。 

SD ﾐｷﾞ - スタッド・ディバイダの「右端」入力信号が OFFしていることを示し
ます。 

 * 「右端」入力信号が ONしていることを示します。 
 

項目 内     容 

DIP ｽｲｯﾁ 
<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10> 

スタッド・フィーダ内CPUボード上に実装されている 10ビットのDIP
スイッチの ON/OFF設定状態を示します。 
ONに設定されているビットは数字が反転表示されています。 

 
 

項目 内     容 

ｼｭﾂﾘｮｸ..<↓> この位置にて「↓」キーを選択しますと、2 番目の“F/D ｼｭﾂﾘｮｸ”画面に切り替
わります。 
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7.6.2. “F/D ｼｭﾂﾘｮｸ”画面 
 

      F/D ｼｭﾂﾘｮｸ              ｱｳﾄﾚｯﾄ: 1  
 
 - ﾌｨｰﾄﾞ ｴｱ            - ﾄﾞﾗﾑ ﾗｲﾄ        
 - ﾛｰﾄﾞ ﾋﾟﾝ ｺｳﾀｲ       - ﾓｰﾀ             
 - ｷｯｶｰ                - ﾁｮｸｼﾝ Vib..     
 - ｼｬｯﾀ                - ﾎﾞｳﾙ Vib.       
 - ｶｷｱｹﾞ                                 
 - ｴｱ ﾌﾞﾛｰ             - SD2 ﾋﾀﾞﾘ        
 - ｼｰﾙﾄﾞ ｶﾞｽ           - SD2 ﾐｷﾞ         
 - ｶﾗｰ ﾏｰｷﾝｸﾞ          - SD ｶﾗｰ ﾏｰｸ      
 - ﾖｳｾﾂ ﾂｰﾙ ｾﾞﾝｼﾝ                        
 - ﾖｳｾﾂ ﾂｰﾙ ｺｳﾀｲ                         
                                         
                    ﾌｨｰﾀﾞﾅｲﾌﾞ ｼﾞｮｳﾀｲ<↓>  
 

<ENT>

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
画面へのパス： 
ｽﾃｲﾀｽ/ ﾌｨｰﾀﾞ/ﾃﾞｨﾊﾞｲﾀﾞ/ F/D ｼｭﾂﾘｮｸ 

 
画面の機能： 

 “ｽﾃｲﾀｽ/ ﾌｨｰﾀﾞ/ﾃﾞｨﾊﾞｲﾀﾞ”画面の 2番目のサブ・メニュー画面を示します。 
 スタッド・フィーダ又はスタッド・ディバイダの出力信号を参照できます。 

 

画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

項目 表示値 内     容 
ｱｳﾄﾚｯﾄ 1～5 アウトレット№を示します。 

 

画面内では各項目の左側に記号“－”又は“*”を表示することにより状態を示します。 
 

項目 表示値 内     容 
ﾌｨｰﾄﾞ ｴｱ - 「スタッド送給エア」出力信号が OFFしていることを示します。 
 * 「スタッド送給エア」出力信号が ONしていることを示します。 
ﾛｰﾄﾞﾋﾟﾝ ｺｳﾀｲ - 「ロード・ピストン後退」信号が OFFしていることを示します。 
 * 「ロード・ピストン後退」出力信号が ONしていることを示します。

ｷｯｶｰ - 「キッカー（スタッド・スライダ）」出力信号が OFFしていることを
示します。 

 * 「キッカー（スタッド・スライダ）」出力信号が ON していることを
示します。 

ｼｬｯﾀ - 「スタッド分離シャッタ」出力信号が OFFしていることを示します。
 * 「スタッド分離シャッタ」出力信号が ONしていることを示します。

ｶｷｱｹﾞ - 「スタッド・エレベータ」出力信号が OFFしていることを示します。
（ETF90タイプのみ） 

 * 「スタッド・エレベータ」出力信号が ONしていることを示します。
ｴｱ ﾌﾞﾛｰ - 「エア・ブロー」出力信号が OFFしていることを示します。 
 * 「エア・ブロー」出力信号が ONしていることを示します。 
ｼｰﾙﾄﾞ ｶﾞｽ - 「シールド・ガス」出力信号が OFFしていることを示します。 
 * 「シールド・ガス」出力信号が ONしていることを示します。 
ｶﾗｰ ﾏｰｷﾝｸﾞ - 「カラー・マーキング」出力信号が OFFしていることを示します。 
 * 「カラー・マーキング」出力信号が ONしていることを示します。 
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項目 表示値 内     容 
ﾖｳｾﾂ ﾂｰﾙ ｾﾞﾝｼﾝ - 「ヘッド前進」出力信号が OFFしていることを示します。 
 * 「ヘッド前進」出力信号が ONしていることを示します。 
ﾖｳｾﾂ ﾂｰﾙ ｺｳﾀｲ - 「ヘッド後退」信号が OFFしていることを示します。 
 * 「ヘッド後退」信号が ONしていることを示します。 

 
 

項目 表示値 内     容 
ﾄﾞﾗﾑ ﾗｲﾄ - 「回転ドラム・ランプ」出力信号が OFFしていることを示します。 
 * 「回転ドラム・ランプ」出力信号が ONしていることを示します。 
ﾓｰﾀ - 「回転ドラム・モータ」出力信号が OFFしていることを示します。 
 * 「回転ドラム・モータ」出力信号が ONしていることを示します。 
ﾁｮｸｼﾝ Vib.. - 「リニア・バイブレータ」出力信号が OFFしていることを示します。
 * 「リニア・バイブレータ」出力信号が ONしていることを示します。
ﾎﾞｳﾙ Vib. - 「ボウル・バイブレータ」出力信号が OFFしていることを示します。
 * 「ボウル・バイブレータ」出力信号が ONしていることを示します。

SD2 ﾋﾀﾞﾘ - スタッド・ディバイダの「左端」出力信号が OFFしていることを示し
ます。 

 * 「左端」出力信号が ONしていることを示します。 

SD2 ﾐｷﾞ - スタッド・ディバイダの「右端」出力信号が OFFしていることを示し
ます。 

 * 「右端」出力信号が ONしていることを示します。 

SD ｶﾗｰ ﾏｰｸ - スタッド・ディバイダの「カラー・マーキング」出力信号が OFFして
いることを示します。 

 * 「カラー・マーキング」出力信号が ONしていることを示します。 
 
 

項目 内     容 

ﾌｨｰﾀﾞﾅｲﾌﾞ ｼﾞｮｳﾀｲ<↓> この位置にて「↓」キーを選択しますと、3番目の“F/D ﾅｲﾌﾞ”画面に切
り替わります。 
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7.6.3. “F/D ﾅｲﾌﾞ”画面 
 

      F/D ﾅｲﾌﾞ                ｱｳﾄﾚｯﾄ: 1  
 
 * +15V  ﾀｰﾐﾅﾙ         * ｱﾝﾌﾟ PCB        
 * +5V   ﾀｰﾐﾅﾙ         * ﾓｰﾀ IF PCB      
 * +140V LM            * ﾓｰﾀ IF V        
 * +5V   ｱﾝﾌﾟ          - SD2             
 * +15V  ｱﾝﾌﾟ          - SDX             
 * -15V  ｱﾝﾌﾟ          * ｲﾆｼｬﾗｲｽﾞ        
 * +24V  ﾅｲﾌﾞ          - ﾌｨｰﾄﾞ ｻｲｸﾙ      
 * +24V  ｶﾞｲﾌﾞ         - ﾘﾌﾄ ｻｲｸﾙ        
 * +24V  ﾅｲﾌﾞ ﾘﾚｰ      * LM ｼﾞｭﾝﾋﾞ       
 * +24V  ｶﾞｲﾌﾞ ﾘﾚｰ     - SOW             
 360 DPI ｴﾝｺｰﾀﾞ ﾌﾞﾝｶｲﾘｮｸ                 
 * + 5 V ｴﾝｺｰﾀﾞ              ﾆｭｳﾘｮｸ.<↓>  
 
<ENT>                              

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
画面へのパス： 
ｽﾃｲﾀｽ/ ﾌｨｰﾀﾞ/ﾃﾞｨﾊﾞｲﾀﾞ/ F/D ﾅｲﾌﾞ 

 
画面の機能： 

 “ｽﾃｲﾀｽ/ ﾌｨｰﾀﾞ/ﾃﾞｨﾊﾞｲﾀﾞ”画面の 3番目のサブ・メニュー画面を示します。 
 スタッド・フィーダ又はスタッド・ディバイダの内部信号を参照できます。 

 

画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

項目 表示値 内     容 
ｱｳﾄﾚｯﾄ 1～5 アウトレット№を示します。 

 

画面内では各項目の左側に記号“－”又は“*”を表示することにより状態を示します。 

各項目の意味を下記に説明します。 

項目 表示値 内     容 

+15V ﾀｰﾐﾅﾙ - コントロール・パネル用「+15V電圧」信号が OFFしていることを示
します。 

 * 「+15V電圧」信号が ONしていることを示します。 

+5V ﾀｰﾐﾅﾙ - コントロール・パネル用「+5V 電圧」信号が OFF していることを示
します。 

 * 「+5V電圧」信号が ONしていることを示します。 

+140V LM - リニア・モータ用「+140V電圧」信号が OFFしていることを示しま
す。 

 * 「+140V電圧」信号が ONしていることを示します。 
+5V ｱﾝﾌﾟ - アンプ用「+5V電圧」信号が OFFしていることを示します。 
 * 「+5V電圧」信号が ONしていることを示します。 
+15V ｱﾝﾌﾟ - アンプ用「+15V電圧」信号が OFFしていることを示します。 
 * 「+15V電圧」信号が ONしていることを示します。 
-15V ｱﾝﾌﾟ - アンプ用「-15V」信号が OFFしていることを示します。 
 * 「-15V」信号が ONしていることを示します。 
+24V ﾅｲﾌﾞ - 内部電源用「+24V電圧」信号が OFFしていることを示します。 
 * 「+24V電圧」信号が ONしていることを示します。 
+24V ｶﾞｲﾌﾞ - 外部電源用「+24V電圧」信号が OFFしていることを示します。 
 * 「+24V電圧」信号が ONしていることを示します。 
+24V ﾅｲﾌﾞ ﾘﾚｰ - 内部リレー電源用「+24V電圧」信号が OFFしていることを示します。
 * 「+24V電圧」信号が ONしていることを示します。 
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項目 表示値 内     容 
+24V ｶﾞｲﾌﾞ ﾘﾚｰ - 外部リレー電源用「+24V電圧」信号が OFFしていることを示します。
 * 「+24V電圧」信号が ONしていることを示します。 

 
 

項目 表示値 内     容 
ｱﾝﾌﾟ PCB - アンプ・ボードが実装されていないことを示します。 
 * アンプ・ボードが実装されていることを示します。 

ﾓｰﾀ IF PCB - モータ・インターフェイス・ボードが実装されていないことを示しま

す。 
 * モータ・インターフェイス・ボードが実装されていることを示します。

ﾓｰﾀ IF V - モータ・インターフェイス・ボードに 230V電源が供給されていない
ことを示します。 

 * モータ・インターフェイス・ボードに 230V電源が供給されているこ
とを示します。 

SD2 - SD2スタッド・ディバイダが実装されていないことを示します。 
 * SD2スタッド・ディバイダが実装されていることを示します。 
SDX - SDXスタッド・ディバイダが実装されていないことを示します。 
 * SDXスタッド・ディバイダが実装されていることを示します。 
ｲﾆｼｬﾗｲｽﾞ - スタッド・フィーダが初期化されていないことを示します。 
 * 初期化されていることを示します。 
ﾌｨｰﾄﾞ ｻｲｸﾙ - スタッド送給シーケンス中でないことを示します。 
 * スタッド送給シーケンス中であることを示します。 
ﾘﾌﾄ ｻｲｸﾙ - リフト動作中でないことを示します。 
 * リフト動作中であることを示します。 
LM ｼﾞｭﾝﾋﾞ - LM（リニア・モータ）回路が準備できていないことを示します。 
 * LM（リニア・モータ）回路が準備できていることを示します。 
SOW - 「SOW★★」信号がOFFしていることを示します。 
 * 「SOW」信号が ONしていることを示します。 
SOW★★＝Stud On Workpiece（スタッド・オン・ワークピース）：スタッドとワークが接触して
いることを示します。 

項目 
 

表示値 内     容 

ｴﾝｺｰﾀﾞ ﾌﾞﾝｶｲﾘｮｸ none 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。 

 360DPI 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
ることを示します。 

+5V ｴﾝｺｰﾀﾞ - 溶接ヘッド又は溶接ガンにリフト距離測定装置用エンコーダの

「＋5V電圧」信号が OFFしていることを示します。 
 * 「＋5V電圧」信号が ONしていることを示します。 

 
 

項目 内     容 
ﾆｭｳﾘｮｸ.<↓> この位置にて「↓」キーを選択しますと、“F/D ﾆｭｳﾘｮｸ”画面に切り替わります。
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7.7. “ｾﾝﾄﾗﾙ CPU”画面 
 
 
 
 
 
 
 
 

ｽﾃｲﾀｽ/ ｾﾝﾄﾗﾙ CPU 

      ﾓﾆﾀ                                
 
                                         
      ｼｽﾃﾑ                               
      ｿﾌﾄｳｪｱ                             
      ﾖｳｾﾂ ｺｳﾃｲ                          
      ﾃｽﾄ ｺｳﾃｲ                           
      ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ                           
      ﾌｨｰﾀﾞ/ﾃﾞｨﾊﾞｲﾀﾞ                     
      ｾﾝﾄﾗﾙ CPU                        . 
                                         
                                         
                                         
                                         
 

<ENT>

      ｾﾝﾄﾗﾙ CPU                          
 
 RAM-ﾓｼﾞｭｰﾙ:         1 MByte              
                                         
 - ｼﾞｯｿｳ............................*    
 - ﾊﾞｯﾃﾘ ﾃﾞﾝｱﾂ ﾊﾝｲﾅｲ................*    
 - ﾊﾞｯﾃﾘ ﾃﾞﾝｱﾂ....................3.2 V  
                                         
 ZCPU:                                   
                                         
 - ﾊﾞｯﾃﾘ ﾃﾞﾝｱﾂ ﾊﾝｲﾅｲ................*    
 - ﾊﾞｯﾃﾘ ﾃﾞﾝｱﾂ....................3.1 V  
 - ｶｸﾁｮｳ ﾎﾞｰﾄﾞ ｾﾂｿﾞｸ................-    
                                         
 

<ENT>

 
 
 
 
 
 
画面へのパス： 

 
画面の機能： 
セントラル CPU ボード上に実装されています条件記憶用の RAMモジュールの状態と時計用バッ
テリの状態を表示します。 
 

上記左側に示すような“ｽﾃｲﾀｽ”画面にて、“ｾﾝﾄﾗﾙ CPU”行にカーソルを移動して、「ENTER」キ
ーを押すことにより、上記右側に示すようなサブ・メニュー画面に切り替わります。 

 

画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

項目 表示値 内    容 

RAM-ﾓｼﾞｭｰﾙ: 1MByte 
RAMモジュールの容量を示します。 
通常は“1Mbyte”と表示します。 

RAM-ﾓｼﾞｭｰﾙ: 
- ｼﾞｯｿｳ * 

RAMモジュールが実装されていることを示します。 
通常は“＊”と表示します。 

 - RAMモジュールが実装されていないことを示します。 

RAM-ﾓｼﾞｭｰﾙ: 

通常は“＊”と表示します。 - ﾊﾞｯﾃﾘ ﾃﾞﾝｱﾂ ﾊﾝｲﾅｲ * 
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。 

 - バッテリ電圧が動作範囲外であることを示します。 
RAM-ﾓｼﾞｭｰﾙ: 
- ﾊﾞｯﾃﾘ ﾃﾞﾝｱﾂ 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と表示します。 

 
項目 表示値 内    容 

ZCPU: 
- ﾊﾞｯﾃﾘ ﾃﾞﾝｱﾂ ﾊﾝｲﾅｲ * 

セントラル CPU 時計用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“＊”と表示します。 
 - バッテリ電圧が動作範囲外であることを示します。 

ZCPU: 
- ﾊﾞｯﾃﾘ ﾃﾞﾝｱﾂ 3,0 

バッテリ電圧を示します。 

通常は約 3.0Vと表示します。 
ZCPU: 
- ｶｸﾁｮｳ ﾎﾞｰﾄﾞ ｾﾂｿﾞｸ * 

セントラル CPU ボード上に拡張ボードが取り付けられているこ
とを示します。 

 - 拡張ボードが取り付けられていないことを示します。 
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8. “ｴﾗｰ ﾘｾｯﾄ”画面 
 
 
 

 

 

画面の機能： 
1. エラーが発生している時に“ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ”画面に“ｴﾗｰ ﾘｾｯﾄ”行が表示されます。 

      ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ                           
 
                                         
      ﾖｳｾﾂ ﾓﾆﾀ                           
      ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ                         
      ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ                          
      ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｷﾉｳ                         
      ｻｰﾋﾞｽ ｷﾉｳ                          
      ｽﾀｲﾀｽ                              
                                         
      ｴﾗｰ ﾘｾｯﾄ                         . 
      ｹｲｺｸ                               
                                         
                                         
 

<ENT>

O ｴﾗｰ!                                   
 
1 ﾖｳｾﾂ ﾊﾝｲｶﾞｲ                            
1 ﾘﾌﾄ ｲｼﾞｮｳ                              
1 ﾌｨｰﾀﾞ: ﾘﾌﾄ ﾌｶ ﾘｮｳｲｷ                    
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
  < ｻｲｷﾄﾞｳ  >   <  ｶﾝﾘｮｳ   >  < ﾘｾｯﾄ  >  
  <  ｿｳｷｭｳ  >   <  ｶﾗｰﾏｰｸ  >  
 

<ENT>

 
 

 
 
 

 
 
 
 

2. DCEシステムにエラーが発生した場合のエラーを表示します。 
3. 発生したエラーをリセットする時に使用します。 

 
注意： 
1. DCE コントロール・ユニットを起動した時に、システムにエラーが発生している場合、エラ

ーを表示します。 
2. 全てのエラーが解除された場合、再び DCEコントロール・ユニットの電源スイッチを ONし

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。 
3. 表示されますエラー・メッセージに関する詳細説明は、別冊の“取扱説明書 補足説明書 DCE

コントロール・ユニット エラー・メッセージと警告メッセージ”を参照してください。 
 
DCE コントロール・ユニット本体のエラー（コントロール・パネルの「operation/error」LED ラン
プの全部が点滅している）を除いて、DCE コントロール・ユニット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、次のように表示します。 
 
項目 表示値 内     容 

O 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します。

アウトレット№に関係した全てのエラーを表示します。 

 

画面下部には下記に示すコマンドがあり、状況に応じて選択できるコマンドは異なります。 

項目 内     容 

< ｻｲｷﾄﾞｳ > 

「ENTER」キーを押した場合、エラーが解除されていれば、エラーはリセットさ
れます。 また、カスタマ・インターフェイスの「溶接起動」信号の状態により

動作が異なります。 
「ENTER」キーを押しますと、“ｻｲｷﾄﾞｳ   ｱｳﾄﾚｯﾄ: #”と画面中央に表示されま

す、選択するアウトレット№を数字キーで選択し、「ENTER」キーを押すことに
より実行します。 

 「溶接起動」信号が ON 状態の場合、エラー・リセットされ、溶接が実行さ
れます。 

 「溶接起動」信号が OFF状態の場合、エラー・リセットのみされ、溶接は実
行されません。 
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項目 内     容 

< ｶﾝﾘｮｳ > 

「ENTER」キーを押した場合、エラーが解除されていれば、エラーはリセットさ
れ、カスタマ・インターフェイスの「溶接起動」信号の状態により動作が異なり

ます。 
「ENTER」キーを押しますと、“ｷｮｳｾｲｶﾝﾘｮｳ   ｱｳﾄﾚｯﾄ: #”と画面中央に表示さ

れます、「ENTER」キーを押すことにより実行します。 
 「溶接起動」信号が ON 状態の場合、エラー・リセットされ、「溶接完了」
信号が出力されます。 

 「溶接起動」信号が OFF状態の場合、エラー・リセットされ溶接は実行され
ません。「溶接完了」信号を出力します。 

< ﾘｾｯﾄ > 

「ENTER」キーを押した場合、エラーが解除されていれば、エラーはリセットさ
れます。 
「ENTER」キーを押しますと、“ｶｸﾆﾝ ﾉﾀﾒ <ENT> ｦ ｵｽ!”と画面中央に表示され

ます、「ENTER」キーを押すことによりエラー・リセットします。 

< ｿｳｷｭｳ > 

「ENTER」キーを押した場合、スタッド送給します。 
「ENTER」キーを押しますと、“ｽﾀｯﾄﾞ ｿｳｷｭｳ   ｱｳﾄﾚｯﾄ: #”と画面中央に表示

されます、選択するアウトレット№を数字キーで選択し、「ENTER」キーを押す
ことにより実行します。 
但し、エラーが発生している場合、エラーはリセットされません。 
エラーは< ﾘｾｯﾄ >コマンドまたはカスタマ・インターフェイスの「リセット」信
号にてリセットする必要があります。 

< ｶﾗｰﾏｰｸ > 

「ENTER」キーを押した場合、カラー・マーキングします。 
「ENTER」キーを押しますと、“ｶﾗｰ ﾏｰｷﾝｸﾞ   ｱｳﾄﾚｯﾄ: #”と画面中央に表示さ

れます、選択するアウトレット№を数字キーで選択し、「ENTER」キーを押すこ
とによりカラー・マーキングを実行します。 
但し、エラーが発生している場合、エラーはリセットされません。 
エラーは< ﾘｾｯﾄ >コマンドまたはカスタマ・インターフェイスの「リセット」信
号にてリセットする必要があります。 
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9. “ｹｲｺｸ”画面 
 

      ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ                           
 
                                         
      ﾖｳｾﾂ ﾓﾆﾀ                           
      ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ                         
      ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ                          
      ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｷﾉｳ                         
      ｻｰﾋﾞｽ ｷﾉｳ                          
      ｽﾀｲﾀｽ                              
                                         
      ｴﾗｰ ﾘｾｯﾄ                           
      ｹｲｺｸ                             . 
                                         
                                         
 

<ENT>

O ｹｲｺｸ!                                  
 
1 ｽﾀｯﾄﾞ ﾎｷｭｳ                             
1 ﾄﾞﾗﾑ ﾄﾞｱ                               
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
 

<ENT>

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
画面の機能： 

 DCEコントロール・ユニット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。 
 警告が発生しているときに“ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ”画面に“ｹｲｺｸ”行が表示されます。 

 
注意： 

表示されます警告メッセージに関する詳細説明は、別冊の“取扱説明書 補足説明書 DCEコント
ロール・ユニット エラー・メッセージと警告メッセージ”を参照してください。 

 
画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 
項目 表示値 内     容 

O 1～5 警告が、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します。 
アウトレット№に関係した全ての警告メッセージを表示します。 
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10. “ｶｯｺﾄﾞｳｻ ﾃｽﾄ”画面-[ETFスタッド・フィーダ接続による] 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
画面へのパス： 
コントロール・パネル（キーパッド）を ETFスタッド・フィーダの前面パネルにある“Terminal”
コネクタに接続し、“ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ/ ｻｰﾋﾞｽ ｷﾉｳ/ ｶｯｺﾄﾞｳｻ ﾃｽﾄ”を選択します。 

 
画面の機能： 

      ｻｰﾋﾞｽ ｷﾉｳ                          
 
                                         
      ｻｲｸﾙ ﾄﾞｳｻﾃｽﾄ                       
      ｶｯｺﾄﾞｳｻ ﾃｽﾄ                      . 
      ﾌｨｰﾄﾞｻｲｸﾙ ﾉ ﾃｽﾄ                    
      ﾃｽﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾉ ﾍﾝｼｭｳ                 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
 

<ENT>

      ｶｯｺﾄﾞｳｻ ﾃｽﾄ                      
 
 - ﾘﾌﾄ                - ｷｼﾞｭﾝ ｲﾁ ｶｸﾆﾝ    
                                         
                         ﾖｳｾﾂ ﾂｰﾙ        
 - ｿｳｷｭｳ ｴｱ           - ｾﾞﾝｼﾝ- ｺｳﾀｲ      
 - ｼｬｯﾀ               - ﾋﾟｽﾄﾝ ｺｳﾀｲ       
 - ｷｯｶｰ                 
 - ｶｷｱｹﾞ              - ｴｱ ﾌﾞﾛｰ          
 - ﾓｰﾀ                - ｶﾗｰﾏｰｷﾝｸﾞ        
                      - ｼｰﾙﾄﾞｶﾞｽ         
      SD2             - ﾄﾞﾗﾑ ﾗｲﾄ         
 - ﾋﾀﾞﾘ  - ﾐｷﾞ                           
                                         
 

<ENT>

 
 
 

 
 

コントロール・パネルを利用して、接続された ETF スタッド・フィーダと周辺機器（溶接ヘッド
又は溶接ガンなど）の動作テストを個別に実行できます。 
 
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ります。 
2. カスタマ・インターフィイス使用時、テスト・モードになりますと「準備完了」信号が OFF
します。 

 Tucker仕様インターフェイスでは、この画面を選択しますとテスト・モードになるた
め、一旦出力が全て OFFしますが、下記の出力信号が再度 ONします。 
“エラー（Fault #）”（#：1～５のアウトレット№を示します） 

“共有エラー（Collective Fault）” 
 通常動作時に ON している“準備完了（Armed）”、“インサイド・トレランス
（I/O-tolerance）”信号は OFFします。 

3. コントロール・パネルを利用しての動作テストは、DCEコントロール・ユニットの制御及
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行されます。 

4. 動作テストは、DCEコントロール・ユニットと周辺機器が自動モードの場合に実行できま
す。 

5. 動作テストが不可能な場合は“ｷﾉｳｾｽﾞ”と画面中央に表示されます。 

 
 
上記左側に示すような“ｻｰﾋﾞｽ ｷﾉｳ”画面にて、“ｶｯｺﾄﾞｳｻ ﾃｽﾄ”行にカーソルを移動して、

「ENTER」キーを押しますと、“ﾁｭｳｲ! ﾃｽﾄﾓｰﾄﾞ ﾆ ﾅﾘﾏｽ <ENTER>”と画面中央に表示されます、
もう一度「ENTER」キーを押すことにより、上記右側に示すようなサブ・メニュー画面に切り替
わります。 
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画面内に表示される個々のメニュー行の意味を下記に説明します。 

項目 表示値 内     容 

ﾘﾌﾄ - 
接続されています溶接ヘッド又は溶接ガンのリフト動作を実行します。 
「F6」と「ENTER」キーを同時に押すことにより実行します。 

 * このコマンドが実行されたことを示します。 
 

注意： 
1. 溶接ヘッド使用時は、ﾖｳｾﾂ ﾂｰﾙ“ｾﾞﾝｼﾝ”コマンドを実行し「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 しませんとエラー
“no sow”が表示されテストできません。 

2. 溶接ガン使用時は、“ﾘﾌﾄ”コマンド実行後に、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した状態で溶接ガンの「トリガ・スイッチ」を引くことに
より、リフト動作を実行できます。 「SOW」信号が ONしませんとエラー“no sow”が
表示されテストできません。 

 
項目 表示値 内     容 

ｿｳｷｭｳｴｱ - 
スタッド・フィーダの送給エア・バルブを ONします。 
「F6」と「ENTER」キーを同時に押すことにより実行します。 

 * 
このコマンドが実行されたことを示します。 
「F6」と「ENTER」キーを同時に押すことにより停止します。 

ｼｬｯﾀ - 

スタッド・フィーダのエスケープメント・ブロック部内のシャトル（エス

ケープメント・ブロック又はスタッド分離シャッタ）を動作するバルブを

ONします。 
「F6」と「ENTER」キーを同時に押すことにより実行します。 

 * 
このコマンドが実行されたことを示します。 
「F6」と「ENTER」キーを同時に押すことにより元位置に戻ります。 

ｷｯｶｰ - 

スタッド・フィーダのレースウェイ上のキッカー（スタッド・スライダ）

を動作するバルブを ONします。 
“ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ﾌｨｰﾀﾞ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面の“ｷｯｶｰ ｼﾞｶﾝ”項目にて

設定した時間バルブが ONして動作します。 
「F6」と「ENTER」キーを同時に押すことにより実行します。 

 * このコマンドが実行されたことを示します。 

ｶｷｱｹﾞ - 

ETF90スタッド・フィーダのスタッド・エレベータを動作するバルブを ON
します。（ETF90タイプのみ） 
「F6」と「ENTER」キーを同時に押すことにより実行します。 

 * このコマンドが実行されたことを示します。 

ﾓｰﾀ - 

スタッド・フィーダの回転ドラムを回転します。 
最大で 60秒間動作します。 
「F6」と「ENTER」キーを同時に押すことにより実行します。 

 * 
このコマンドが実行されたことを示します。 
「F6」と「ENTER」キーを同時に押すことにより停止できます。 

 
項目 表示値 内     容 

SD2 

ﾋﾀﾞﾘ 
- 

SD2スタッド・ディバイダのディバイダを左端に移動します。 
「F6」と「ENTER」キーを同時に押すことにより実行します。 

 * このコマンドが実行されたことを示します。 
SD2 

ﾐｷﾞ 
- 

SD2スタッド・ディバイダのディバイダを右端に移動します。 
「F6」と「ENTER」キーを同時に押すことにより実行します。 

 * 
このコマンドが実行されたことを示します。 
「F6」と「ENTER」キーを同時に押すことにより停止できます。 
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項目 表示値 内     容 

ｷｼﾞｭﾝ ｲﾁ ｶｸﾆﾝ - 
特別なシステム構成にて動作します。 
「F6」と「ENTER」キーを同時に押すことにより実行します。 

 * このコマンドが実行されたことを示します。 
 

項目 表示値 内     容 
ﾖｳｾﾂ ﾂｰﾙ 

ｾﾞﾝｼﾝ - 
溶接ヘッドを前進します。 

「F6」と「ENTER」キーを同時に押すことにより実行します。 

 * 
このコマンドが実行されたことを示します。 

溶接ヘッドは前進した位置で停止します。 

ﾖｳｾﾂ ﾂｰﾙ 
ｺｳﾀｲ - 

溶接ヘッドを後退します。 
「F6」と「ENTER」キーを同時に押すことにより実行します。 

 * 
このコマンドが実行されたことを示します。 

溶接ヘッドは後退した位置（元位置）で停止します。 

 
注意： 
“ｾﾞﾝｼﾝ”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しませんとエラー“no sow”が表示されテストできません。 

 
 

項目 表示値 内     容 

ﾖｳｾﾂ ﾂｰﾙ 
ﾋﾟｽﾄﾝ ｺｳﾀｲ - 

接続された溶接ヘッド又は溶接ツールのロード・ピストン（コレット&
ピストン）を後退します。 
「F6」と「ENTER」キーを同時に押すことにより実行します。 

 * 
このコマンドが実行されたことを示します。 

「F6」と「ENTER」キーを同時に押すことにより元位置に戻ります。
 

項目 表示値 内     容 

ｴｱ ﾌﾞﾛｰ - 

エア・ブロー機能用バルブ（オプション）を ONします。 
“ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ﾌｨｰﾀﾞ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面の“ｴｱ ﾌﾞﾛｰ ｼﾞｶﾝ”項目

にて設定した時間バルブが ONして動作します。 
「F6」と「ENTER」キーを同時に押すことにより実行します。 

 * このコマンドが実行されたことを示します。 

ｶﾗｰﾏｰｷﾝｸﾞ - 
カラー・マーキング機能用バルブ（オプション）を ONします。 
「F6」と「ENTER」キーを同時に押すことにより実行します。 

 * このコマンドが実行されたことを示します。 

ｼｰﾙﾄﾞｶﾞｽ - 
シールド・ガス機能用バルブ（オプション）を ONします。 
「F6」と「ENTER」キーを同時に押すことにより実行します。 

 * 
このコマンドが実行されたことを示します。 

「F6」と「ENTER」キーを同時に押すことにより停止します。 

ﾄﾞﾗﾑ ﾗｲﾄ - 
スタッド・フィーダの「回転ドラム・ライト」を ONします。 
「F6」と「ENTER」キーを同時に押すことにより実行します。 

 * 
このコマンドが実行されたことを示します。 

「F6」と「ENTER」キーを同時に押すことにより OFFします。 
 
 
 
作成日：2005年 03月(WR-D-05007) 
リビジョン：Ver.1 
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DCEコントロール・ユニット用パラメータ設定条件記入表

客先名、工場名  ライン名  
ｽﾀｯﾄﾞ溶接機型式 DCE 基本電源電圧  (Netz.V)          V      Hz 

システム設定（“ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ/ ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”画面） 
パラメータ名 設定値 
ｹﾞﾝｺﾞ Japanese English（US）  
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｾﾝﾀｸ ﾋｮｳｼﾞｭﾝ ｽﾀｯﾄﾞID ﾅﾝﾊﾞｰ 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾎｳｼｷ ｶｸﾁｮｳ ｶﾝｲ 

アウトレット接続状態（“ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ/ ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ/ ｱｳﾄﾚｯﾄ ｾﾂｿﾞｸｼﾞｮｳﾀｲ”画面） 
パラメータ名 設定値 
ｱｳﾄﾚｯﾄ 1 2 3 4 5 
ｽﾀｯﾄﾞ・ﾌｨｰﾀﾞ型式      
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｾﾚｸﾄ ｽｲｯﾁ no / yes no / yes no / yes no / yes no / yes 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｾﾚｸﾄ ｾﾝｻ no / yes no / yes no / yes no / yes no / yes 
ﾒｶﾆｶﾙ ｶｸﾄﾞ ｽｲｯﾁ no / yes no / yes no / yes no / yes no / yes 
ﾒｶﾆｶﾙ ｶｳﾝﾀ no / yes no / yes no / yes no / yes no / yes 
ｽﾗｲﾄﾞﾚｰﾙ ﾊﾞﾙﾌﾞ ﾅｲﾌﾞ / ｶﾞｲﾌﾞ ﾅｲﾌﾞ / ｶﾞｲﾌﾞ ﾅｲﾌﾞ / ｶﾞｲﾌﾞ ﾅｲﾌﾞ / ｶﾞｲﾌﾞ ﾅｲﾌﾞ / ｶﾞｲﾌﾞ
ｽﾀｯﾄﾞ ﾄｳﾁｬｸ ｾﾝｻ no / yes no / yes no / yes no / yes no / yes 
ｴｱ ｱﾂ ﾓﾆﾀ yes / no yes / no yes / no yes / no yes / no 

no no no no no
ｶﾗｰ ﾏｰｸ 

ﾅｲﾌﾞ/ ｶﾞｲﾌﾞ ﾅｲﾌﾞ/ ｶﾞｲﾌﾞ ﾅｲﾌﾞ/ ｶﾞｲﾌﾞ ﾅｲﾌﾞ/ ｶﾞｲﾌﾞ ﾅｲﾌﾞ/ ｶﾞｲﾌﾞ
ｴｱ ﾌﾞﾛｰ yes / no yes / no yes / no yes / no yes / no 

no no no no no
ｼｰﾙﾄﾞ ｶﾞｽ 

ﾅｲﾌﾞ/ ｶﾞｲﾌﾞ ﾅｲﾌﾞ/ ｶﾞｲﾌﾞ ﾅｲﾌﾞ/ ｶﾞｲﾌﾞ ﾅｲﾌﾞ/ ｶﾞｲﾌﾞ ﾅｲﾌﾞ/ ｶﾞｲﾌﾞ
ｼｰﾙﾄﾞ ｶﾞｽ ｱﾂ ﾓﾆﾀ no / yes no / yes no / yes no / yes no / yes 
ｱｸﾃｨﾌﾞ ﾛｰﾄﾞﾋﾞﾝ no / yes no / yes no / yes no / yes no / yes 
ﾌﾟﾛｰﾌﾞ yes / no yes / no yes / no yes / no yes / no 
PLMｸﾗﾝﾌﾟ no / yes no / yes no / yes no / yes no / yes 
ｿﾌﾄｳｪｱ ｶｸﾄﾞ ｽｲｯﾁ no / yes no / yes no / yes no / yes no / yes 
DCE MAX ｸﾞﾘｯﾊﾟ no / yes no / yes no / yes no / yes no / yes 
DCE MAX ﾚｲｷｬｸ ｴｱ no / yes no / yes no / yes no / yes no / yes 

※表示されるパラメータはソフトウェア・バージョン、システム構成及びオプションの有無により

異なります。 

※“設定値”欄が空欄の箇所は書き込み、値が複数記載されている箇所は○を付けてください。 

※“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。 
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アウトレット条件の設定（“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面） 

パラメータ名 設定値 
ｱｳﾄﾚｯﾄ 1 2 3 4 5 
ｱｸﾃｨﾌﾞ yes / no yes / no yes / no yes / no yes / no 

ﾋｮｳｼﾞｭﾝ ﾋｮｳｼﾞｭﾝ ﾋｮｳｼﾞｭﾝ ﾋｮｳｼﾞｭﾝ ﾋｮｳｼﾞｭﾝ

Tｽﾀｯﾄﾞ Tｽﾀｯﾄﾞ Tｽﾀｯﾄﾞ Tｽﾀｯﾄﾞ Tｽﾀｯﾄﾞ 
ｱﾙﾐﾆｳﾑ ｱﾙﾐﾆｳﾑ ｱﾙﾐﾆｳﾑ ｱﾙﾐﾆｳﾑ ｱﾙﾐﾆｳﾑ 

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ ﾀｲﾌﾟ 

ｱﾙﾐﾆｳﾑTｽﾀｯﾄﾞ ｱﾙﾐﾆｳﾑTｽﾀｯﾄﾞ ｱﾙﾐﾆｳﾑTｽﾀｯﾄﾞ ｱﾙﾐﾆｳﾑTｽﾀｯﾄﾞ ｱﾙﾐﾆｳﾑTｽﾀｯﾄﾞ
ﾅｲﾌﾞ SOW ｵﾌ ｺﾞ ﾅｲﾌﾞ SOW ｵﾌ ｺﾞ ﾅｲﾌﾞ SOW ｵﾌ ｺﾞ ﾅｲﾌﾞ SOW ｵﾌ ｺﾞ ﾅｲﾌﾞ SOW ｵﾌ ｺﾞ
ﾅｲﾌﾞ ﾖｳｾﾂ ｺﾞ ﾅｲﾌﾞ ﾖｳｾﾂ ｺﾞ ﾅｲﾌﾞ ﾖｳｾﾂ ｺﾞ ﾅｲﾌﾞ ﾖｳｾﾂ ｺﾞ ﾅｲﾌﾞ ﾖｳｾﾂ ｺﾞ 
ｶﾞｲﾌﾞ SOW ｵﾌ ｺﾞ ｶﾞｲﾌﾞ SOW ｵﾌ ｺﾞ ｶﾞｲﾌﾞ SOW ｵﾌ ｺﾞ ｶﾞｲﾌﾞ SOW ｵﾌ ｺﾞ ｶﾞｲﾌﾞ SOW ｵﾌ ｺﾞ

ｽﾀｰﾄ ﾌｨｰﾄﾞ 

ﾅｲﾌﾞ ﾖｳｾﾂ ｺﾞ ﾅｲﾌﾞ ﾖｳｾﾂ ｺﾞ ﾅｲﾌﾞ ﾖｳｾﾂ ｺﾞ ﾅｲﾌﾞ ﾖｳｾﾂ ｺﾞ ﾅｲﾌﾞ ﾖｳｾﾂ ｺﾞ
WOP ｷｮｶｽｳ 1 1 1 1 1
ﾖｳｾﾂﾏｴ ｶﾞｽ [ms]      
ﾖｳｾﾂｺﾞ ｶﾞｽ [ms]      
ｶﾗｰ ﾏｰｷﾝｸﾞ no / yes no / yes no / yes no / yes no / yes 
ｴｱ ﾌﾞﾛｰ yes / no yes / no yes / no yes / no yes / no 
ｽﾀｯﾄﾞ ﾅｶﾞｻ ｹﾝﾁ no / yes no / yes no / yes no / yes no / yes 
ｿｸﾃｲﾁ (ref) [mm]      

フィーダの設定内容（“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ﾌｨｰﾀﾞ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面） 

パラメータ名 設定値 
ｱｳﾄﾚｯﾄ 1 2 3 4 5 
ﾌｨｰﾄﾞ ﾀｲﾑ [ms]      
ﾛｰﾄﾞ ﾀｲﾑ [ms]      
ﾄﾞﾗﾑ ｼﾞｶﾝ [ms]      
ｷｯｶｰ ｼﾞｶﾝ [ms] 350 350 350 350 350
ｴｽｹｰﾌﾟﾒﾝﾄ ﾓﾄﾞﾘ ｼﾞｶﾝ [ms] 350 350 350 350 350
ｴｱ ﾌﾞﾛｰ ｼﾞｶﾝ [ms] 250 250 250 250 250
ｶﾗｰﾏｰｸ ｼﾞｶﾝ [ms]      
ﾄﾞﾗﾑ ﾁｴﾝ [ｽﾀｯﾄﾞ]      
ﾘﾋﾟｰﾄ ﾌｨｰﾄﾞ yes / no yes / no yes / no yes / no yes / no 

メンテナンス・カウンタの設定（“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ﾒﾝﾃﾝﾅｽ ｶｳﾝﾀ”画面） 

パラメータ名 設定値 
ｱｳﾄﾚｯﾄ 1 2 3 4 5 
ｺﾚｯﾄ：ｹｲｺｸ      
ｺﾚｯﾄ：ｴﾗｰ      
ﾌｨｰﾄﾞﾁｭｰﾌﾞ：ｹｲｺｸ      
ﾌｨｰﾄﾞﾁｭｰﾌﾞ：ｴﾗｰ      
ﾖｳｾﾂﾂｰﾙ：ｹｲｺｸ      
ﾖｳｾﾂﾂｰﾙ：ｴﾗｰ      
ﾕｰｻﾞ：ｹｲｺｸ      
ﾕｰｻﾞ：ｴﾗｰ      

※表示されるパラメータはソフトウェア・バージョン、システム構成及びオプションの有無により

異なります。 

※“設定値”欄が空欄の箇所は書き込み、値が複数記載されている箇所は○を付けてください。 

※“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。 
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溶接プログラムの設定（“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ”画面） 

パラメータ名 設定値 

ｱｳﾄﾚｯﾄ 1 2 3 4 5 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾅﾝﾊﾞ      
ｽﾀｯﾄﾞ ID      
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕｳｺｳ yes / no yes / no yes / no yes / no yes / no 
ｷﾄﾞｳ ﾁｴﾝ [ms]      
ﾖｳｾﾂ ｽﾃｯﾌﾟ 1 
(溶接電流) [A]      

ﾖｳｾﾂ ｽﾃｯﾌﾟ 1 
(溶接時間) [ms]      

ﾖｳｾﾂ ｽﾃｯﾌﾟ 2 
(溶接電流) [A]      

ﾖｳｾﾂ ｽﾃｯﾌﾟ 2 
(溶接時間) [ms]      

ｴｱ ﾌﾞﾛｰ yes / no yes / no yes / no yes / no yes / no 
ﾘﾌﾄ ｷｮﾘ [mm]      
ﾄｹｺﾐ ﾌｶｻ [mm]      
ｵｰﾄ ﾌﾟﾗﾝｼﾞ yes / no yes / no yes / no yes / no yes / no 
ﾀｰﾝ ｵﾌ ｼﾞｶﾝ [ms]      

no no no no no
Low Resolution Low Resolution Low Resolution Low Resolution Low Resolution
Std Resolution Std Resolution Std Resolution Std Resolution Std Resolutionｸﾞﾗﾌｨｯｸ ﾓﾆﾀ 

High Resolution High Resolution High Resolution High Resolution High Resolution
ｽﾀｯﾄﾞ ﾅｶﾞｻ ｹﾝﾁ yes / no yes / no yes / no yes / no yes / no 
ｿｸﾃｲﾁ (ref) [mm]      
ﾄﾞﾛｯﾌﾟ ﾀｲﾑ [ms] 10 10 10 10 10

モニタ・パラメータの設定（“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ﾖｳｾﾂ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ/ ﾓﾆﾀ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ”画面） 

パラメータ名 設定値 

ｱｳﾄﾚｯﾄ 1 2 3 4 5 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾅﾝﾊﾞ      
Varc ﾊﾟｲﾛｯﾄ ﾊﾝｲ [V] ｶﾗ ｶﾗ ｶﾗ ｶﾗ ｶﾗ 

no no no no no
ﾃﾞﾝﾘｭｳ  V ﾃﾞﾝﾘｭｳ  V ﾃﾞﾝﾘｭｳ  V ﾃﾞﾝﾘｭｳ  V ﾃﾞﾝﾘｭｳ  V
ｼﾞｶﾝ   V ｼﾞｶﾝ   V ｼﾞｶﾝ   V ｼﾞｶﾝ   V ｼﾞｶﾝ   V

ｼﾞﾄﾞｳﾁｮｳｾｲ 

Vdce   V Vdce   V Vdce   V Vdce   V Vdce   V 
Varc ﾖｳｾﾂ ﾊﾝｲ [V] ｶﾗ ｶﾗ ｶﾗ ｶﾗ ｶﾗ 
ﾄｹｺﾐ ﾌｶｻ [mm] ｶﾗ ｶﾗ ｶﾗ ｶﾗ ｶﾗ 
ﾖｳｾﾂ ｼﾞｶﾝ [ms] ＋  －   ＋  －  ＋  －  ＋  －   ＋  －  

ﾖｳｾﾂ ｴﾈﾙｷﾞ[J] ｶﾗ ｶﾗ ｶﾗ ｶﾗ ｶﾗ 
Varc ｻｲﾀﾞｲ ｹﾝﾁ [+V]      
Varc ｻｲｼｮｳ ｹﾝﾁ [-V]      

※表示されるパラメータはソフトウェア・バージョン、システム構成及びオプションの有無により

異なります。 

※ご使用になる溶接プログラム数(ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾅﾝﾊﾞ)にあわせて、この用紙をコピーして使用してくだ

さい。 

※“設定値”欄が空欄の箇所は書き込み、値が複数記載されている箇所は○を付けてください。 

※“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。 
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