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注意 
当社実施の取扱説明会にて教育を受けていない方は、DCE コントロール・ユニット及び周辺機器を

使用しないでください。 

 教育を受けていない方が使用しますと、誤った操作により機器の破損及び事故や傷害を負う恐

れがあります。 

お客様は DCE システムにて発生しているエラー及び警告の原因をコントロール・パネル（キーパッ

ド）にて表示されます“エラー・メッセージ”及び“警告メッセージ”から推測することができます。 
表示されました“エラー・メッセージ”及び“警告メッセージ”と以下に記述します対応する項目の

“処置”欄に記述されました説明に従って、復旧作業してください。 
 
注意： 
コントロール・パネル（キーパッド）に表示されます“エラー・メッセージ”及び“警告メッセージ”

のテキストは、ソフトウェア・バージョンにより異なることがあります。 
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エラー・コードの一覧 
コントロール・パネル（キーパッド）に表示されます“エラー・コード”の番号及び“エラー・メッ

セージ”を示します。 また、エラー内容に対します復旧作業を説明します。 
 
 
エラー・コード 001： ﾖｳｾﾂ ﾂｰﾙ ｶﾞ ｺｳﾀｲ ｼﾀﾏﾏ 
 

説明 「溶接起動」信号入力後に、溶接ヘッドのスライドが後退したままになっています。

 
 要因 処置 

1 スタッド・フィーダの圧縮空気圧が低下

しています。 
スタッド・フィーダの圧縮空気圧を確認し、調整し

てください。 

2 

スタッド・フィーダが故障しています。

（例：ソレノイド・バルブの故障） 
 スタッド・フィーダを確認してください。 
 スタッド・フィーダのヒューズを確認してくだ

さい。 
 スタッド・フィーダを交換してください。 

3 溶接ヘッドが故障しています。 
（例：溶接ヘッドのスライド不良） 

 溶接ヘッドを確認してください。 
 溶接ヘッドを交換してください。 

4 
溶接ヘッドに接続されているケーブ

ル・パッケージ又はフィード・チューブ

が引掛り、前進動作できません。 

ケーブル・パッケージ又はフィード・チューブの取

り回しを確認してください。 

5  「エラー・リセット」してください。 
6 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 
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エラー・コード 002： No SOW 
 

説明 「溶接起動」信号入力後に、「SOW」信号が検出されませんでした。 そのため、溶

接は実行されていません。 
 

 要因 処置 

1 溶接ヘッドのコレットにスタッドがあ

りません。 
溶接ヘッドのコレットにスタッドがあるか確認し

てください。 

2 スタッド・フィーダ内にスタッドがあり

ません。 
スタッド・フィーダを確認し、スタッドを補給して

ください。 

3 スタッド・フィーダにてスタッドが詰ま

っています。 
スタッド・フィーダを確認し、スタッドの詰まりを

取り除いてください。 

4 フィード・チューブ内にてスタッドが詰

まっています。 
フィード・チューブを確認し、スタッドの詰まりを

取り除いてください。 

5 溶接ヘッドのレシーバ部にてスタッド

が詰まっています。 
溶接ヘッドのレシーバ部を確認し、スタッドの詰ま

りを取り除いてください。 

6 フラッシュシールドの取付けが正しく

ありません。 
フラッシュシールドの取付けを確認し、スティッ

ク・アウト量を調整してください。 

7 溶接ヘッドとワークとの面直が正しく

ありません。 
溶接ヘッドとワークとの面直を確認し、調整してく

ださい。 

8 
ウェルド・ケーブル及びワーク・ウェル

ド・ケーブルを経由する溶接回路が断線

しています。 

ウェルド・ケーブル及びワーク・ウェルド・ケーブ

ルを経由する溶接回路の接続を確認してください。

9 溶接ヘッドが故障しています。 
（例：溶接ヘッドのスライド不良） 

 溶接ヘッドを確認してください。 
 溶接ヘッドを交換してください。 

10 溶接ヘッドのコレットが損傷していま

す。 
コレットを確認し、コレットを交換してください。

11 
DCE コントロール・ユニットのフロン

ト･ドア裏面にある電源ボード(A2)上の

“F4”ヒューズが故障しています。 

 電源ボード(A2)上の“F4”ヒューズを確認して

ください。 
 “F4”ヒューズを交換してください。 

12 
DCE コントロール・ユニットのフロン

ト･ドア裏面にある電源ボード(A2)が故

障しています。 

電源ボード(A2)を交換してください。 

13 
DCE コントロール・ユニット内の SMPS
電源ユニット上にある SMPS DSP・

PWM ボードが故障しています 

SMPS DSP・PWM ボードを交換してください。 

14 
 スタッドを送給してください。 

「エラー・リセット」してください。 
次に「再起動」にて溶接してください。 

15 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 
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エラー・コード 003： ﾖｳｾﾂ ﾂｰﾙ ｶﾞ ｺｳﾀｲ ｼﾃｲﾅｲ 
 

説明 溶接ヘッドの後退端近接スイッチが検出されません、又は故障しています、又は電源

が供給されていません。 
 

 要因 処置 

1 スタッド・フィーダの圧縮空気圧が低下

しています。 
スタッド・フィーダの圧縮空気圧を確認し、調整し

てください。 

2 スタッド・フィーダのエア・フィルタが

詰まっています。 
エア・フィルタを清掃、又は交換してください。

3 
溶接ヘッドに接続されているケーブ

ル・パッケージが故障しています。 
 ケーブル・パッケージの配線及びエア配管を確

認してください。 
 ケーブル・パッケージを交換してください。 

4 

溶接後、溶接ヘッドが後退端に戻る時間

がモニタリング時間より遅くなってい

ます。 

 溶接ヘッドのスライド･レールの動きを確認し

てください。 
 スピードコントローラ(溶接ヘッド後方右側)を

調整してください。 

5 溶接ヘッドが故障しています。  溶接ヘッドを確認してください。 
 溶接ヘッドを交換してください。 

6 
スタッド・フィーダが故障しています。  スタッド・フィーダを確認してください。 

 スタッド・フィーダのヒューズを確認してくだ

さい 

7 溶接ヘッドのコレットがワークに溶着して

います。 
コレットを交換してください。 

8  「エラー・リセット」してください。 
9 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 
 
エラー・コード 004： SOW ｶﾞ ON ｼﾀﾏﾏ 
 

説明 溶接実行後に、「SOW」信号が ON したままです。 
 

 要因 処置 

1 溶接ヘッド又は溶接ガンのコレットが

ワークと接触しています。 
溶接ヘッド又は溶接ガンを確認し、接触部を取り除

いてください。 

2 コレットとスタッド部が溶着されてい

ます。 
溶着部を取り除き、コレットを交換してください。

3 ウェルド・ケーブルとワーク・ウェル

ド・ケーブル間が接触しています。 
ウェルド・ケーブルとワーク・ウェルド・ケーブル

の接触を確認してください。 

4 
DCE コントロール・ユニット内の SMPS
電源ユニット上にある SMPS DSP・

PWM ボードが故障しています。 

SMPS DSP・PWM ボードを交換してください。 

5  「エラー･リセット」してください。 
6 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 
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エラー・コード 005： ﾖｳｾﾂ ﾃｼﾞｭﾝ ｲｼﾞｮｳ 
 

説明 溶接シーケンスが正常に機能しなかったため、溶接シーケンスが正常に終了しません

でした。 
 

 要因 処置 

1 

スタッド・フィーダが正常に機能してい

ません、又は DCE コントロール・ユニ

ット内の SMPS 電源ユニットが正常に

機能していません。 

溶接を確認してください。 
（必要な場合、再度溶接を実行してください。） 

2 
DCE コントロール・ユニット内の SMPS
電源ユニット上にある SMPS DSP・

PWM ボードが故障しています。 

SMPS DSP・PWM ボードを交換してください。 

3  「エラー･リセット」してください。 

4 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 
 
 
エラー・コード 006： ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾐｾﾝﾀｸ 
 

説明 DCE コントロール・ユニットが溶接プログラム№を認識しませんでした。 
 

 要因 処置 

1 

1 つのアウトレットにて溶接プログ

ラムを 2 つ以上で使用時、カスタ

マ・インターフェイスの「条件選択

ビット」信号にて選択された溶接プ

ログラム№が一致していません、又

は入力されていません。 

2 
「条件選択ビット」信号が正しくセ

ットされていません。 

カスタマ・インターフェイスの「条件選択ビット」

信号が正しくセットされていることを確認してく

ださい。 

3 カスタマ・インターフェイスの配線

が断線しています。 
カスタマ・インターフェイスの配線を確認してくだ

さい。 

溶

接

ヘ

ッ

ド

使

用

時 

4  「エラー・リセット」してください。 
 5 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

1 
使用しているアウトレット№の溶

接プログラム№1 が有効になってい

ません。 

2 
使用しているアウトレット№の溶

接プログラム№1 以外が有効になっ

ています。 

溶接プログラムを確認して、使用しているアウトレ

ット№の溶接プログラム№1だけを有効にしてくだ

さい。 

溶

接

ガ

ン

使

用

時 3  「エラー・リセット」してください。 
 4 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 
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エラー・コード 007： ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾑｺｳ 
 

説明 選択された溶接プログラムが有効でないため、溶接を実行できませんでした。 
 

 要因 処置 

1 
DCE コントロール・ユニットの溶接

プログラムの設定が正しくありま

せん。 

溶接プログラムを確認して、実行する溶接プログラ

ム№を有効にしてください。 

2 
カスタマ・インターフェイスの「条

件選択ビット」信号が正しくセット

されていません。 

「条件選択ビット」信号が正しくセットされている

ことを確認してください。 

3 カスタマ・インターフェイスの配線

が断線しています。 
カスタマ・インターフェイスの配線を確認してくだ

さい。 
4  「エラー・リセット」してください 

溶

接

ヘ

ッ

ド

使

用

時 
5 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

1 
DCE コントロール・ユニットの溶接

プログラムの設定が正しくありま

せん。 

2 
使用しているアウトレット№の溶

接プログラム№1 が有効になってい

ません。 

溶接プログラムを確認して、使用しているアウトレ

ット№のプログラム№1 だけを有効にしてくださ

い。 

3  「エラー・リセット」してください。 

溶

接

ガ

ン

使

用

時 
4 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 
 
エラー・コード 013： ﾘﾌﾄ ｲｼﾞｮｳ 
 

説明 リフト動作測定ラインを介して、リフト動作を認識できませんでした。 
 

 要因 処置 

1 リフト動作が正確に実行できませんで

した。 
溶接状態を確認してください。 

2 スタッド又は異物の上に溶接しました。 溶接状態を確認してください。 

3 溶接ヘッド又は溶接ガンのスティッ

ク・アウト量が正しくありません。 
スティック・アウト量を確認し、調整してください。

4 溶接ヘッド又は溶接ガンが故障してい

ます。 
 溶接ヘッド又は溶接ガンを確認してください。 
 溶接ヘッド又は溶接ガンを交換してください。 

5 
ケーブル・パッケージが故障していま

す。 
 ケーブル・パッケージの配線を確認してくださ

い。 
 ケーブル・パッケージを交換してください。

6 溶接ガンのコントロール・ケーブルが故

障しています。 
溶接ガンを交換してください。 

7 スタッド・フィーダが故障しています。  スタッド・フィーダを確認してください。 
 スタッド・フィーダを交換してください。 

8  「エラー・リセット」してください。 
9 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 
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エラー・コード 014： ﾀﾝﾗｸ ﾖｳｾﾂ 
 

説明 溶接電流出力中に、溶接回路内に短絡回路が検出されました。 
 

 要因 処置 
1 スタッド又は異物の上に溶接しました。 溶接状態を確認してください。 

2 
溶接ヘッド又は溶接ガンのスティッ

ク・アウト量が大きく、リフト距離が少

なくなっています。 

スティック・アウト量を確認し、調整してください。

3 溶接プログラムにてリフト距離（Lift 
height）が小さく設定されています。 

設定したリフト距離（Lift height）を確認し、調整

してください。 

4 溶接ヘッド又は溶接ガンとワークとの

面直が正しくありません。 
面直を確認してください。 

5 
溶接時の溶け量が多くなるように、溶接

プログラムの溶接パラメータが設定さ

れています。 

溶接プログラムを確認してください。 

6 溶接ヘッド又は溶接ガンのリフト動作

が正確にできませんでした。 
溶接ヘッド又は溶接ガンのリフト動作を確認して

ください。 

7 
ケーブル・パッケージが断線していま

す。 
 ケーブル・パッケージの配線を確認してくださ

い。 
 ケーブル・パッケージを交換してください。 

8  「エラー・リセット」してください。 

9 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 
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エラー・コード 015： ﾄﾞﾛｯﾌﾟﾀｲﾑ ｲｼﾞｮｳ 
 

説明 ドロップ･タイムをモニタできる 大時間に達しても検出できなかったため、溶接が中

断されました。 
 

 要因 処置 

1 溶接ヘッドの取付けが正しくありませ

ん。 
 溶接ヘッドの取付けを確認してください。 
 ワークとの面直を確認してください。 

2 溶接時、溶接ヘッドの加圧力が不足して

います。 
スタッド・フィーダの圧縮空気圧を確認してくださ

い。 

3 溶接時、溶接ガンのワークへの押し付け

力が不足しています。 
溶接ガンをしっかりと保持してワークに押し付け

て溶接してください。 

4 溶接ヘッド又は溶接ガンのスティッ

ク・アウト量が不足しています。 
スティック・アウト量を確認し、調整してください。

5 ワーク測定ケーブル（赤色）が断線して

います。 
ワーク測定ケーブル（赤色）を確認してください。

6 
ウェルド・ケーブル及びワーク・ウェル

ド・ケーブルを経由する溶接回路が断線

しかけています。 

ウェルド・ケーブル及びワーク・ウェルド・ケーブ

ルを経由する溶接回路の接続（コネクタ部）を確認

してください。 

7 
ウェルド・ケーブル及びワーク・ウェル

ド・ケーブルを経由する溶接回路の抵抗

が高くなっています。 

ウェルド・ケーブル及びワーク・ウェルド・ケーブ

ルを経由する溶接回路の抵抗が低くなるように太

いケーブルを使用してください。 

8 溶接ヘッド又は溶接ガンが故障してい

ます。 
 溶接ヘッド又は溶接ガンを確認してください。

 溶接ヘッド又は溶接ガンを交換してください。

9 
(２アウトレット以上で使用の場合)電圧

測定ケーブル(青色)が入れ替わっていま

す。 

正しい接続に戻してください。 

10  「エラー・リセット」してください。 
11 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 
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エラー・コード 016： ﾉｰｱｰｸ, ﾖｳｾﾂｶｲﾛ ｵｰﾌﾟﾝ 
 

説明 溶接中にアーク電流が 80A 以下になり、溶接電流が停止してしまいました。 
 

 要因 処置 

1 溶接ヘッドの取付けが正しくありませ

ん。 
 溶接ヘッドの取付けを確認してください。 
 ワークとの面直を確認してください。 

2 溶接時に溶接ヘッドが動いています。 溶接時に動かないようにしてください。 

3 溶接時、溶接ヘッドの加圧力が不足して

います。 
スタッド・フィーダの圧縮空気圧を確認してくださ

い。 

4 溶接時、溶接ガンのワークへの押し付け

力が不足しています。 
溶接ガンをしっかりと保持してワークに押し付け

て溶接してください。 
5 溶接時に溶接ガンが動いています。  

6 
ウェルド・ケーブル及びワーク・ウェル

ド・ケーブルを経由する溶接回路が断線

しかかっています。 

ウェルド・ケーブル及びワーク・ウェルド・ケーブ

ルを経由する溶接回路の接続（コネクタ部及びボル

ト取付け部）を確認してください。 

7 ワーク・ウェルド・ケーブルとワークと

の接触が不十分です。 
ワーク・ウェルド・ケーブルとワークとの接続を確

認してください。 
8 ワークの表面が極端に汚れています。 ワーク表面の状態を確認してください。 

9 
DCE コントロール・ユニット内の SMPS
電源ユニット上にある SMPS DSP・

PWM ボードが故障しています。 

SMPS DSP・PWM ボードを交換してください。 

10 
DCE コントロール・ユニット内の SMPS
電源ユニットが故障しています。 

 SMPS 電源ユニットを確認してください。 
 DCE コントロール・ユニットを交換してくだ

さい。 
11  「エラー・リセット」してください。 
12 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 
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エラー・コード 017： ｱｰｸﾃﾞﾝｱﾂ ｿｸﾃｲｹｰﾌﾞﾙ ﾀﾞﾝｾﾝ 
 

説明 測定ケーブル（青色）の信号が検出できませんでした。 
 

 要因 処置 
1 測定ケーブル（青色）が断線しています。測定ケーブル（青色）の接続を確認してください。

2 測定ケーブル（青色）の接続が正しくあ

りません。 
 

3 測定ケーブル（青色）が地絡（接地）し

ています。 
 

4 
DCE コントロール・ユニット内でワーク

測定ケーブル（赤色）と測定ケーブル（青

色）が逆に接続されています。 

測定ケーブル（青色）とワーク測定ケーブル（赤色）

の接続を確認してください。 

5 

DCE コントロール・ユニット内の SOW
測定用電源に不具合があります。 

 DCE コントロール・ユニットのフロント･ドア

裏面にある電源ボード（A2）上の“F4”ヒュ

ーズを確認してください。 
 電源ボード（A2）上の“F4”ヒューズを交換

してください。 
6 ウェルド・ケーブルが断線しています。ウェルド・ケーブルの接続を確認してください。

7 ウェルド・ケーブルの接続が正しくあり

ません。 
 

8 

スタッド・フィーダ内の ETF CPU ボー

ド E510 上にある“F1”ヒューズ（電圧

測定ライン用）が故障しています。 

スタッド・フィーダ内の ETF CPU ボード E510 上

にある“F1”ヒューズを確認してください。 
（スタッド・フィーダの取扱説明書を参照してくだ

さい） 
9  「エラー・リセット」してください。 

10 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 
 

注意： 
逆極で使用している、又はワーク測定ケーブルが断線しているときは、測定ケーブルの信号は検

出できないことがあります。 
 
 
エラー・コード 018： ﾕｰｻﾞｶｳﾝﾀ ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ﾖｳｷｭｳ 
 

説明 
“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”画面の“ﾕｰｻﾞ: ｴﾗｰ”項目にて設定

したカウンタ値を実際の溶接回数が超えたため、メンテナンスのためにシステム停止

し、エラー・メッセージが表示されました。 
 

 要因 処置 

1 

実際の溶接回数が“ﾕｰｻﾞ: ｴﾗｰ”項目に

て設定したカウンタ値を超えました。 
 対応するメンテナンス処置を実施してくださ

い。 
 “ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｷﾉｳ/ ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｶｳﾝﾀ”画面の該当する

アウトレット№の“ﾕｰｻﾞ”項目のカウンタをク

リア(ﾘｾｯﾄ!) してください。 
2  「エラー･リセット」してください。 
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エラー・コード 019： ｺﾚｯﾄ ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ﾖｳｷｭｳ 
 

説明 
“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”画面の“ｺﾚｯﾄ: ｴﾗｰ”項目にて設定

したカウンタ値を実際の溶接回数が超えたため、メンテナンスのためにシステム停止

し、エラー・メッセージが表示されました。 
 

 要因 処置 

1 

実際の溶接回数が“ｺﾚｯﾄ: ｹｲｺｸ”項目に

設定したカウンタ値を超えました。 
 対応するメンテナンス処置を実施してくださ

い。 
 “ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｷﾉｳ/ ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｶｳﾝﾀ”画面の該当する

アウトレット№の“ｺﾚｯﾄ”項目のカウンタをク

リア(ﾘｾｯﾄ!) してください。 
2  「エラー･リセット」してください。 

 
 
エラー・コード 020： ﾖｳｾﾂ ﾂｰﾙ ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ﾖｳｷｭｳ 
 

説明 
“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”画面の“ﾖｳｾﾂﾂｰﾙ: ｴﾗｰ”項目にて

設定したカウンタ値を実際の溶接回数が超えたため、メンテナンスのためにシステム

停止し、エラー・メッセージが表示されました。 
 

 要因 処置 

1 

実際の溶接回数が“ﾖｳｾﾂﾂｰﾙ: ｴﾗｰ”項目

にて設定したカウンタ値を超えました。

 対応するメンテナンス処置を実施してくださ

い。 
 “ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｷﾉｳ/ ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｶｳﾝﾀ”画面の該当する

アウトレット№の“ﾖｳｾﾂﾂｰﾙ”項目のカウンタ

をクリア(ﾘｾｯﾄ!)してください。 
2  「エラー･リセット」してください。 

 
 
エラー・コード 022： ﾌｨｰﾄﾞﾁｭｰﾌﾞ ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ﾖｳｷｭｳ 
 

説明 
“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”画面の“ﾌｨｰﾄﾞﾁｭｰﾌﾞ: ｴﾗｰ”項目に

て設定したカウント値を実際の送給回数が超えたため、メンテナンスのためにシステ

ム停止し、エラー・メッセージが表示されました。 
 

 要因 処置 

1 

実際のスタッド送給回数が“ﾌｨｰﾄﾞﾁｭｰ

ﾌﾞ: ｴﾗｰ”項目にて設定したカウンタ値

を超えました。 

 対応するメンテナンス処置を実施してくださ

い。 
 “ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｷﾉｳ/ ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｶｳﾝﾀ”画面の該当する

アウトレット№の“ﾌｨｰﾄﾞﾁｭｰﾌﾞ”項目のカウン

タをクリア(ﾘｾｯﾄ!) してください。 
2  「エラー･リセット」してください。 
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エラー・コード 023： ﾊﾝﾄﾞｶﾞﾝ ﾖｳｾﾂﾃｼﾞｭﾝ ｲｼﾞｮｳ 
 

説明 溶接ガンによる溶接時の手順が正しくありません。 
 

 要因 処置 

1 

溶接時、溶接ガンをワークに押し当てた

後「SOW」信号 ON→「角度スイッチ」

信号 ON→「トリガ・スイッチ」信号 ON
の順番になるように溶接ガンが操作さ

れていません。 

「SOW」信号 ON→「角度スイッチ」信号 ON→「ト

リガ・スイッチ」信号 ON の順番になるように溶接

ガンを操作してください。 

2 
溶接ガンをワークに押し当てて、「角度

スイッチ」が ON する前から、「トリガ・

スイッチ」を引いて（ON して）います。

溶接ガンをワークに押し当て、「角度スイッチ」が

ON してから「トリガ・スイッチ」を引いて（ON
して）溶接してください。 

3 溶接ガンのコレットにスタッドがあり

ません。 
溶接ガンのコレットにスタッドを供給してくださ

い。 

4 溶接ガンをワークに押し当てた場合に

「SOW」信号が ON しません。 
溶接ガンをワークに押し当てた場合に「SOW」信

号が ON することを確認してください。 

5 
溶接ガンの「角度スイッチ」が短絡故障

しています、又は調整が正しくありませ

ん。 

溶接ガンの「角度スイッチ」が正しく調整されてい

ることを確認してください。 

6 溶接ガンの「トリガ・スイッチ」が短絡

故障しています。 
溶接ガンの「トリガ・スイッチ」を確認してくださ

い。 
7  「エラー・リセット」してください。 
8 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 
 
エラー・コード 024： ﾌｨｰﾀﾞ: ｷｼﾞｭﾝﾃﾝ ｿｸﾃｲﾃﾞｷｽﾞ 
 

説明 プローブ・レス溶接を実行するとき、基準ライン（SOW）が検出されませんでした。

 
 要因 処置 

1 
リファレンス値の距離、又は実測値の距

離が基準ラインの許容範囲から外れて

います。 

 溶接位置のスタッドに合わせて調整を実施し

てください。 
 許容範囲を調整してください。 

2  「エラー・リセット」してください。 
3 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 
 
エラー・コード 025： ｽﾀｯﾄﾞ ﾅｶﾞｻﾁｶﾞｲ 
 

説明 溶接ヘッドに供給されたスタッドが DCE コントロール・ユニットによって要求された

スタッドと異なっています。 
 

 要因 処置 

1 

DCE コントロール・ユニットがリフト距

離測定装置、又はスタッド長さ検知によ

って、溶接ヘッドに正しくないスタッド

があると認識しました。 

 スタッドを送給してください。 
 スタッド・フィーダ中のスタッドの長さを確認

してください。 
 溶接プログラムの設定条件を確認してくださ

い。 
2  「エラー・リセット」してください。 
3 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 
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エラー・コード 026： ﾌｨｰﾀﾞ/ｽﾀｯﾄﾞﾃﾞｨﾊﾞｲﾀﾞ ﾄﾞｳｻｲｼﾞｮｳ 
 

説明 スタッド送給中に異常が発生しました。 
 

 要因 処置 

1 
SD2 スタッド・ディバイダを使用してい

る場合において、接続された装置にて異

常が発生しました。 

 スタッド・ディバイダを確認してください。

 スタッド・フィーダを確認してください。 
 フィード・チューブを確認してください。 

2  「エラー・リセット」してください。 
3 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 
注意： 
このエラー･メッセージはスタッド・フィーダにエラーの要因がなくても、ディバイダ動作の時

に表示されます。 この処置は、関連する装置を使用している場合に実施してください。 
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エラー・コード 030： ﾖｳｾﾂ ﾊﾝｲｶﾞｲ 
 

説明 溶接プログラムに設定した溶接パラメータの条件範囲を実際の溶接が超え(WOP)、そ

の WOP 溶接回数が設定した許容回数に達しました。 
 

 要因 処置 

1 

溶接プログラムにて設定した溶接パラ

メータの設定条件範囲が狭くなってい

ます。 
 

 溶接状態を確認してください。 
 コントロール・パネル（キーパッド）の“ﾖｳｾ

ﾂ ﾓﾆﾀ”画面にて反転表示されている溶接パラ

メータに関して、必要な場合は溶接プログラム

に設定した条件範囲を適正にしてください。

2 ワークの溶接位置が油等で汚れていま

す。 
ワーク表面の油等を乾いた布で拭き取ってから溶

接してください。 

3 

ウェルド・ケーブル及びワーク・ウェル

ド・ケーブルを経由する溶接回路の抵抗

が高くなっています。 

 ウェルド・ケーブル及びワーク・ウェルド・ケ

ーブルを経由する溶接回路の接続を確認して

ください。 
 ウェルド・ケーブル及びワーク・ウェルド・ケ

ーブルを経由する溶接回路の抵抗が低くなる

ように太いケーブル使用してください。 

4 

溶接時、溶接ヘッドの加圧力が不足して

います。 
 スタッド・フィーダの圧縮空気圧を確認し、調

整してください。 
 溶接ヘッドの加圧力を確認し、調整してくださ

い。 

5 溶接ヘッド又は溶接ガンのスティッ

ク・アウト量が正しくありません。 
スティック・アウト量を確認し、調整してください。

6 溶接時、溶接ガンのワークへの押し付け

力が不足しています。 
溶接ガンをしっかりと保持してワークに押し付け

て溶接してください。 

7 溶接ヘッド又は溶接ガンが故障してい

ます。 
溶接ヘッド又は溶接ガンを確認し、必要な場合は交

換してください。 

8 

ケーブル・パッケージ又はコントロー

ル・ケーブルの信号線の接触不良、又は

断線しています。 

 ケーブル・パッケージ又はコントロール・ケー

ブルの配線を確認してください。 
 ケーブル・パッケージ又はコントロール・ケー

ブルを交換してください。 

9 
DCE コントロール・ユニット内の SMPS
電源ユニットが故障しています。 

 SMPS 電源ユニットを確認してください。 
 DCE コントロール・ユニットを交換してくだ

さい。 

10 

DCE コントロール・ユニットに接続した

一次側電源電圧が低下、又は一次側電源

容量が不足しています。 

 一次側電源電圧を確認してください。 
 異常発生頻度が多いようであれば、一次側電源

配線を太いケーブルに変更してください。 
 電源容量の大きな一次側電源に接続してくだ

さい。 
11  「エラー・リセット」してください。 
12 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 
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エラー・コード 032： ﾊﾟﾜｰｻﾌﾟﾗｲ ｾｲｷﾞｮ ﾊﾝｲｶﾞｲ 
 

説明 実際の溶接電流出力値が設定された溶接電流値に達していません。 
 

 要因 処置 

1 

ウェルド・ケーブル及びワーク・ウェル

ド・ケーブルを経由する溶接回路の抵抗

が高くなっています。 

 ウェルド・ケーブル及びワーク・ウェルド・ケ

ーブルを経由する溶接回路の接続を確認して

ください。 
 ウェルド・ケーブル及びワーク・ウェルド・ケ

ーブルを経由する溶接回路の抵抗が低くなる

ように太いケーブル使用してください。 

2 

DCE コントロール・ユニットに接続した

一次側電源電圧が低下しています、又は

一次側電源容量が不足しています。 

 一次側電源電圧を確認してください。 
 異常発生頻度が多いようであれば、一次側電源

配線を太いケーブルに変更してください。 
 電源容量の大きな一次側電源に接続してくだ

さい。 

3 
DCE コントロール・ユニット内の SMPS
電源ユニットが故障しています。 

 SMPS 電源ユニットを確認してください。 
 DCE コントロール・ユニットを交換してくだ

さい。 

4 

測定ケーブル（青色）が断線しかかって

います。 
 測定ケーブル（青色）の接続を確認してくださ

い。 
 溶接ヘッド又は溶接ガンの配線及びケーブ

ル・パッケージの配線を確認してください。

 溶接ヘッド又はガンを交換してください。 
 溶接ヘッドのケーブル・パッケージを交換して

ください。 
5 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 
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エラー・コード 033： ｺﾓﾝ ﾃﾞﾝｱﾂｿｸﾃｲｾｰﾌﾞﾙ ﾀﾞﾝｾﾝ 
 

説明 ワーク測定ケーブル（赤色）の信号が検出できません。 
 

 要因 処置 

1 ワーク測定ケーブル（赤色）が断線して

います。 
ワーク測定ケーブル（赤色）の接続を確認してくだ

さい。 

2 ワーク測定ケーブル（赤色）の接続が正

しくありません。 
 

3 
DCE コントロール・ユニット内で測定ケ

ーブル（青色）とワーク測定ケーブル（赤

色）が逆に接続されています。 

測定ケーブル（青色）とワーク測定ケーブル（赤色）

の接続を確認してください。 

4 

DCE コントロール・ユニット内の SOW
測定用電源に不具合があります。 

 DCE コントロール・ユニットのフロント･ドア

裏面にある電源ボード（A2）上の“F4”ヒュ

ーズを確認してください。 
 電源ボード（A2）上の“F4”ヒューズを交換

してください。 

5 ワーク・ウェルド・ケーブルが断線して

います。 
ワーク・ウェルド・ケーブルの接続を確認してくだ

さい。 

6 ワーク・ウェルド・ケーブルの接続が正

しくありません。 
 

7  「エラー・リセット」してください。 
8 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 
エラー・コード 034： ｾｲﾌﾃｨｻｰｷｯﾄ ｲｼﾞｮｳ 
 

説明 溶接待機中において、溶接回路に掛かる電圧が高くなっています。 
 

 要因 処置 

1 溶接回路上に外部から電圧が掛かって

います。 
溶接回路上に外部から電圧が掛かっていないか確

認してください。 

2 溶接回路上にて、溶接電流が分流してい

る箇所があります。 
溶接回路上にて、分流箇所がないか機器を確認して

ください。 

3 
DCE コントロール・ユニット内の SMPS
電源ユニットが故障しています。 

 SMPS 電源ユニットを確認してください。 
 DCE コントロール・ユニットを交換してくだ

さい。 
4  「エラー・リセット」してください。 
5 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 

警告 
DCE コントロール・ユニットの天板及びフロント・ドア上の警告ラベルは内部に高電圧部及び

充電部があることを示しています。 天板及びフロント・ドアを開けて作業する時は、DCE コ

ントロール・ユニットのメイン・スイッチを OFF 後 60 秒以上経過してから実施してください。

 感電する恐れがあります。 
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エラー・コード 035： ｼｽﾃﾑｾｯﾃｲ ｲｼﾞｮｳ 
 

説明 DCE コントロール・ユニットが正しくないユニットの組合せを検出しました。 
 

 要因 処置 

1 スタッド・ディバイダ（SD2 又は SD5）
の接続が正しくありません。 

 周辺機器の接続を確認してください。 
 システム構成を正しくしてください。 

2 周辺機器が故障しています。 周辺機器を確認してください。 
3  「エラー・リセット」してください。 
4 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 
エラー・コード 038： ﾌｨｰﾀﾞ ﾋｶﾘｹｰﾌﾞﾙ ｲｼﾞｮｳ 
 

説明 スタッド・フィーダと DCE コントロール・ユニット内のセントラル CPU 間の接続が

正しくありません。 
 

 要因 処置 

1 
スタッド・フィーダと DCE コントロー

ル・ユニット間のコントロール・ケーブ

ルの接続に不具合があります。 

スタッド・フィーダと DCE コントロール・ユニッ

ト間のコントロール・ケーブルの接続を確認してく

ださい。 

2 

DCE コントロール・ユニット内にてコン

トロール・ケーブル・コネクタ（X3SF1, 
X4SF2, X5SF3, X6SF4, X7SF5）とセン

トラル CPU ボード間の光ファイバ・ケ

ーブルが断線しています、又は接続に不

具合があります。 

DCE コントロール・ユニット内にてコントロー

ル・ケーブル・コネクタ（X3SF1, X4SF2, X5SF3, 
X6SF4, X7SF5）とセントラル CPU ボード間の光

ファイバ・ケーブルの接続を確認してください。

3 DCE コントロール・ユニット内のセント

ラル CPU ボードが故障しています。 
セントラル CPU ボードを確認してください。 

4  「エラー・リセット」してください。 
5 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 
 
エラー・コード 039： ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ ﾋｶﾘｹｰﾌﾞﾙ ｲｼﾞｮｳ 
 

説明 DCE コントロール・ユニット内のカスタマ・インターフェイスとセントラル CPU 間

の接続が正しくありません。 
 

 要因 処置 

1 
カスタマ・インターフェイス・ボードに

お客様の制御装置から DC24V 電源が供

給されていません。 

カスタマ・インターフェイス・ボードへの DC24V
電源の供給を確認してください。 

2 

DCE コントロール・ユニット内にてカス

タマ・インターフェイス・ボードとセン

トラル CPU ボード間の光ファイバ・ケ

ーブルが断線しています、又は接続に不

具合があります。 

DCE コントロール・ユニット内にてカスタマ・イ

ンターフェイス・ボードとセントラル CPU ボード

間の光ファイバ・ケーブルの接続を確認してくださ

い。 

3 カスタマ・インターフェイス・ボードが

故障しています。 
カスタマ・インターフェイス・ボードを確認してく

ださい。 
4  「エラー・リセット」してください。 
5 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 
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エラー・コード 040： SMPS ﾋｶﾘｹｰﾌﾞﾙ ｲｼﾞｮｳ 
 

説明 DCE コントロール・ユニット内の SMPS 電源ユニットとセントラル CPU 間の接続が

正しくありません。 
 

 要因 処置 

1 

DCE コントロール・ユニット内の SMPS
電源ユニット上にある SMPS DSP・

PWMボードとセントラルCPUボード間

の光ファイバ・ケーブルが断線していま

す、又は接続に不具合があります。 

SMPS DSP・PWM ボードとセントラル CPU ボー

ド間の光ファイバ・ケーブルの接続を確認してくだ

さい。 

2 
DCE コントロール・ユニットのフロン

ト･ドア裏面にある電源ボード(A2)上の

“F5”ヒューズが故障しています。 

 電源ボード(A2)上の“F5”ヒューズを確認して

ください。 
 “F5”ヒューズを交換してください。 

3 
DCE コントロール・ユニット内の SMPS
電源ユニット上にある SMPS DSP・

PWM ボードが故障しています。 

 SMPS DSP・PWM ボードを確認してください。

 SMPS DSP・PWM ボードを交換してください。

4 
DCE コントロール・ユニット内の SMPS
電源ユニットの裏面にある AUX ボード

が故障しています。 

AUX ボードを確認してください。 

5  「エラー・リセット」してください。 
6 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 
 
エラー・コード 041： SMPS: ﾖｳｾﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾖﾐｺﾒｽﾞ 
 

説明 DCE コントロール・ユニット内のセントラル CPU が SMPS 電源ユニットに正しくな

いパラメータを含む溶接条件を送信しました。 
 

 要因 処置 

1 

DCE コントロール・ユニット内の SMPS
電源ユニット上にある SMPS DSP・

PWMボードとセントラルCPUボード間

の光ファイバ・ケーブルが断線していま

す、又は接続に不具合があります。 

SMPS DSP・PWM ボードとセントラル CPU ボー

ド間の光ファイバ・ケーブルの接続を確認してくだ

さい。 

2 
DCE コントロール・ユニット内にインス

トールされているソフトウェアの組合

せが正しくありません。 

ソフトウェアをアップデートしてください。 

3  「エラー・リセット」してください。 
4 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 
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エラー・コード 042： ﾌｨｰﾀﾞ: ﾘﾚｰ ｶﾞ ON ｼﾀﾏﾏ 
 

説明 接続されたスタッド・フィーダにおいて、内部及び外部 24V 電源用のリレーがスイッ

チ OFF された後、まだ電圧が検出されました。 
 

 要因 処置 

1 
スタッド・フィーダ内の CPU ボード

E510 の“K1”リレーが正常に動作して

いません。 

スタッド・フィーダ内の CPU ボード E510 を交換

してください。 

2 

スタッド・フィーダ内の CPU ボード

E510 上にて 24V が短絡されています。

（CPUボードE510の J14と J15ジャン

パによります） 

 

3  「エラー・リセット」してください。 
4 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 
 
エラー・コード 043： ﾌｨｰﾀﾞ ｾｯﾃｲ ｲｼﾞｮｳ 
 

説明 DCE コントロール・ユニットがシステム構成を正しく認識できませんでした。 
 

 要因 処置 

1 

スタッド･ディバイダ(SD2 又は SD5)を
使用時、スタッド・フィーダが外部スラ

イド･レール制御、又は手装着溶接ガン

の接続を示しています。 

 システム構成を確認してください。 
 スタッド・フィーダを確認してください。 

2  「エラー・リセット」してください。 
3 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 
 
エラー・コード 044： ﾃｨｰﾁﾓｰﾄﾞ ｼﾞｮｳｹﾝ ﾌﾃｷｺﾞｳ 
 

説明 
“一時停止（Operation Stop）”状態から“メンテナンス操作のための一時停止の解除

（partial Operation Stop）”状態に切り替えるまでの時間が短くなっています（3 秒よ

り短くなっています）。 
 

 要因 処置 

1 

“一時停止”状態になる前に、既に DCE
コントロール・ユニットのフロント・ド

ア上にある“メンテナンス・ファンクシ

ョン”キー・スイッチが「ON」に設定

されていました、又は“一時停止”状態

に移行した後“メンテナンス・ファンク

ション”キー・スイッチが早く「ON」

に設定されました。 

“メンテナンス・ファンクション”キー・スイッチ

の位置を一旦「OFF」にし、“一時停止”状態にし

た後、 低 3 秒経ってから“メンテナンス・ファン

クション”キー・スイッチを「ON」に設定してく

ださい。 

2  「エラー・リセット」してください。 
3 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 

WR-D-08006 
(Rev.1) 

ポップリベット・ファスナー株式会社 



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 (日本語表示版) Ver.1 
(25/61) 

エラー・コード 045： ｷﾄﾞｳｼﾝｺﾞｳ ｶﾞ ON ｼﾀﾏﾏ 
 

説明 カスタマ・インターフェイスの「溶接起動(Start weld)」信号が ON したままになって

います。 
 

 要因 処置 

1 

DCE コントロール・ユニットの電源が投

入された時に、カスタマ・インターフェ

イスの「溶接起動(Start weld)」信号が

ON したままになっています。 

カスタマ・インターフェイスの「溶接起動(Start 
weld)」信号を OFF してください。 

2 

「非常停止」信号を解除した後に、カス

タマ・インターフェイスの「溶接起動

(Start weld)」信号が ON したままになっ

ています。 

 

3  「エラー・リセット」してください。 
4 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 
 
エラー・コード 046： ｽﾀｯﾄﾞ ｶﾞ ｿｳｷｭｳ ｻﾚﾃｲﾏｾﾝ 
 

説明 スタッドが供給されないまま、「溶接起動(Start weld)」信号が入力されました。 
 

 要因 処置 

1 

後に溶接された後、スタッド送給され

ていませんでした。 
 溶接ヘッド又は溶接ガンのコレットにスタッ

ドがあることを確認してください。 
 スタッドの詰まりを取り除いてください。 
 スタッドを送給してください。 

2  「エラー・リセット」してください。 
3 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 
 
エラー・コード 047： ﾃｽﾄｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ ﾌﾃｷｺﾞｳ 
 

説明 
DCE コントロール・ユニットのコントロール・パネル（キーパッド）にて“ｽﾃｲﾀｽ/ ﾃ

ｽﾄ ｺｳﾃｲ”画面が選択された時に、カスタマ・インターフェイスの該当する信号が正し

い状態（テスト・モード）になっていません。 
 

 要因 処置 

1 
カスタマ・インターフェイスがテスト・

モードを作動させる状態になっていま

せん。 

カスタマ・インターフェイスの該当する信号を正し

い状態にしてください。 

2  「エラー・リセット」してください。 
3 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 
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エラー・コード 049： ﾌｨｰﾀﾞ ｶﾞ Autoﾓｰﾄﾞ ﾆ ﾅｯﾃｲﾅｲ 
 

説明 溶接時にスタッド・フィーダが“自動（Automatic）”モードになっていません。 
 

 要因 処置 

1 
スタッド・フィーダがコントロール・パ

ネル（キーパッド）により、“マニュア

ル（manual）”モードになっています。

スタッド・フィーダを“自動（Automatic）”モード

にしください。 

2  「エラー・リセット」してください。 
3 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 
 
エラー・コード 060： RAM ﾓｼﾞｭｰﾙ ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ 
 

説明 DCE コントロール・ユニット内のセントラル CPU ボードに実装されています RAM モ

ジュールのメモリ容量がハードウェアに対するソフトウェアと互換性がありません 
 

 要因 処置 

1 

DCE コントロール・ユニット内のセント

ラル CPU ボードに実装されています

RAM モジュールのメモリ容量が追加さ

れました PCB（キーリーダー・システム）

を使用するアプリケーション・ソフトウ

ェアに対して不足しています。 

セントラル CPU ボードに実装されています RAM
モジュールを交換してください。 
（2MB 以上の RAM モジュールに交換してくださ

い。） 

2  「エラー・リセット」してください。 
3 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 
 
エラー・コード 061： ZCPU: RAM ﾓｼﾞｭｰﾙ ﾒﾓﾘ ｲｼﾞｮｳ 
 

説明 DCE コントロール・ユニット内のセントラル CPU ボードに実装されています RAM モ

ジュールのメモリ容量と要求されたソフトウェアのメモリ容量が一致していません。

 
 要因 処置 

1 

DCE コントロール・ユニット内のセント

ラル CPU ボードに実装されています

RAM モジュールのメモリ容量が読み込

まれましたソフトウェアに対して不足

しています。 

セントラル CPU ボードに実装されています RAM
モジュールを交換してください。 

2  「エラー・リセット」してください。 
3 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 
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エラー・コード 062： ZCPU: RAM ﾓｼﾞｭｰﾙ ﾐｿｳﾁｬｸ/ﾌﾘｮｳ 
 

説明 DCE コントロール・ユニット内のセントラル CPU が RAM モジュールを認識できませ

ん、又は故障していると認識しました。 
 

 要因 処置 

1 

DCE コントロール・ユニット内のセント

ラル CPU ボードに実装されています

RAM モジュールが正しく差し込まれて

いません。 

セントラル CPU ボードに実装されています RAM
モジュールを正しく差し込んでください。 

2 
DCE コントロール・ユニット内のセント

ラル CPU ボードに実装されています

RAM モジュールが故障しています。 

セントラル CPU ボードに実装されています RAM
モジュールを交換してください。 

3 
DCE コントロール・ユニット内のセント

ラル CPU ボードが故障しています。 
セントラル CPU ボードを確認してください。 

4  「エラー・リセット」してください。 
5 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 
 
エラー・コード 063： SMPS: ﾌﾞｰﾄﾛｰﾀﾞｰ ｶﾞ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｦ ｽﾀｰﾄﾃﾞｷﾅｲ 
 

説明 DCE コントロール・ユニット内の SMPS 電源ユニット上にある SMPS DSP・PWM
ボードのソフトウェアが起動できませんでした。 

 
 要因 処置 

1 

DCE コントロール・ユニット内の SMPS
電源ユニット上にある SMPS DSP・

PWM ボードのソフトウェアが故障して

います、又はプログラムされていませ

ん。 

SMPS DSP・PWM ボードにソフトウェアをインス

トールしてください。 

2 
DCE コントロール・ユニット内の SMPS
電源ユニット上にある SMPS DSP・

PWM ボードが故障しています。 

SMPS DSP・PWM ボードを交換してください。 

3  「エラー・リセット」してください。 
4 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 
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エラー・コード 100： ﾌｨｰﾀﾞ: aux ﾍﾉ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ ﾅｼ 
 

説明 接続されたスタッド・フィーダにおいて、電源供給されていないと認識しました。 
 

 要因 処置 

1 
スタッド・フィーダ内のヒューズが故障

しています。 
 スタッド・フィーダ内のヒューズを確認してく

ださい。 
 故障しているヒューズを交換してください。 

2 スタッド・フィーダが故障しています。  スタッド・フィーダを確認してください。 
 スタッド・フィーダを交換してください。 

3  「エラー・リセット」してください。 
4 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 
下記に示しますスタッド・フィーダの故障がこのエラーには含まれます。 

 15V コントロール・パネル（キーパッド）用電源電圧 
 24V 内部電源電圧 
 24V 外部電源電圧 
 リレーによる 24V 内部電源電圧 
 リレーによる 24V 外部電源電圧 
 リニア・モータ用 140V 電源電圧 
 5V アンプ電源電圧 
 +15V アンプ電源電圧 
 -15V アンプ電源電圧 

 
注意： 
スタッド･フィーダの故障箇所を修理する詳しい方法は、スタッド・フィーダの取扱説明書の関

連する事項を参照してください。 
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エラー・コード 102： ﾌｨｰﾀﾞ: ﾚｰｽｳｪｲ ｽﾀｯﾄﾞ ｾｲﾚﾂ ｲｼﾞｮｳ 
 

説明 接続されたスタッド･フィーダにおいて、レースウェイがスタッドで完全に満たされま

せんでした。 
 

 要因 処置 

1 
スタッド・フィーダのドラム内にスタッ

ドがありません。 
スタッドを補充してください。 

2 
スタッド・フィーダのレースウェイでス

タッドが詰まっています。 
スタッド・フィーダを確認してください。 

3 
スタッド・フィーダのレースウェイに機

械的な不具合があります。 
機械的な不具合を取り除いてください。 

4 
スタッド・フィーダのレースウェイ

“Min”又は“Max”近接スイッチが故

障しています。 

 レースウェイにある近接スイッチを確認して

ください。 
 近接スイッチを交換してください。 

5 
スタッド・フィーダの回転ドラム・モー

タが故障しています。 
回転ドラム・モータを確認してください。 

6 
スタッド・フィーダ内のモータ・インタ

ーフェイス・ボードが故障しています。

モータ・インターフェイス・ボードを交換してくだ

さい。 

7 
スタッド・フィーダが故障しています。  スタッド・フィーダを確認してください。 

 スタッド・フィーダを交換してください。 
8  「エラー・リセット」してください。 
9 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 
注意： 
スタッド･フィーダの故障箇所を修理する詳しい方法は、スタッド・フィーダの取扱説明書の関

連する事項を参照してください。 
 
 
エラー・コード 103： ﾌｨｰﾀﾞ: ｸｳｷｱﾂ ﾃｲｶ 
 

説明 接続されたスタッド・フィーダにおいて、スタッド・フィーダへの入力圧縮空気圧が

低下しています。 
 

 要因 処置 

1 
スタッド・フィーダの圧縮空気圧が低下

しています、又は圧縮空気が供給されて

いません。 

スタッド・フィーダの圧縮空気の供給を確認してく

ださい。 

2 
スタッド・フィーダ内のエア圧モニタの

設定が正しくありません。 
 エア圧モニタを確認してください。 
 設定値を調整してください。 

3 
スタッド・フィーダ内のエア圧モニタが

故障しています。 
エア圧モニタを確認してください。 

4 
スタッド・フィーダ内の ETF CPU ボー

ド E510 上の“F4”ヒューズが故障して

います。 

 ETF CPU ボード E510 上の“F4”ヒューズを

確認してください。 
 “F4”ヒューズを交換してください。 

5  「エラー・リセット」してください。 
6 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 
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エラー・コード 104： ﾌｨｰﾀﾞ: ｼｬｯﾀ ｾﾞﾝｼﾝ ｾｽﾞ 
 

説明 接続されたスタッド・フィーダにおいて、スタッド分離シャッタの故障を認識しまし

た。 
 

 要因 処置 

1 
スタッド・フィーダのスタッド分離シャ

ッタとレースウェイの間にスタッドが

詰まっています。 

スタッドの詰まりを取り除いてください。 

2 
スタッド・フィーダのスタッド分離シャ

ッタの位置検出用近接スイッチが故障

しています。 

 近接スイッチを確認してください。 
 近接スイッチを交換してください。 

 
3  「エラー・リセット」してください。 
4 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 
 
エラー・コード 105： ﾌｨｰﾀﾞ: ｴｽｹｰﾌﾟﾒﾝﾄﾌﾞﾛｯｸ ﾆ ｽﾀｯﾄﾞﾅｼ 
 

説明 接続されたスタッド・フィーダにおいて、エスケープメント・ブロックの故障を認識

しました。 
 

 要因 処置 

1 
スタッド・フィーダのエスケープメン

ト・ブロックとレースウェイの間にスタ

ッドが詰まっています。 

スタッドの詰まりを取り除いてください。 

2 
スタッド・フィーダのエスケープメン

ト・ブロック内のスタッド検出用近接ス

イッチが故障しています。 

 近接スイッチを確認してください。 
 近接スイッチを交換してください。 

3 
スタッド・フィーダのレースウェイ部に

スタッドが詰まっています。 
スタッドの詰まりを取り除いてください。 

4 
スタッド・フィーダのドラム内にスタッ

ドがありません。 
スタッドを補充してください。 

5  「エラー・リセット」してください。 
6 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 
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エラー・コード 106： ﾌｨｰﾀﾞ: ﾌｨｰﾄﾞﾁｭｰﾌﾞ ﾛｯｸｽｲｯﾁ OFF 
 

説明 接続されたスタッド・フィーダにおいて、溶接ヘッド又は溶接ガンの“フィード・チ

ューブ・ロック”スイッチが ON していません。 
 

 要因 処置 

1 
溶接ガンにフィード・チューブが接

続されていません。 
フィード・チューブを接続してください。 

2 

溶接ガンの“フィード・チューブ・

ロック”スイッチが ON する位置ま

でフィード・チューブが差し込まれ

ていません。 

フィード・チューブを“フィード・チューブ・ロッ

ク”スイッチが ON する位置まで差し込んでくださ

い。 

3 
溶接ガンの内部にて“フィード・チ

ューブ・ロック”スイッチの配線が

断線しています。 

溶接ガンを交換してください。 

4 
溶接ガンの“フィード・チューブ・

ロック”スイッチが故障していま

す。 

 

5 
溶接ガンのコントロール・ケーブル

が断線しています。 
 

6 
スタッド・フィーダと DCE コント

ロール・ユニットとの接続が正しく

ありません。 

接続を確認してください。 

7 
スタッド・フィーダ内の ETF CPU
ボード E510 上の“F5”ヒューズが

故障しています。 

 ETF CPU ボード E510 上の“F5”ヒューズを

確認してください。 
 “F5”ヒューズを交換してください。 

8  「エラー・リセット」してください。 

溶

接

ガ

ン

使

用

時 

9 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

1 
溶接ヘッド内部の“フィード・チュ

ーブ・ロック”スイッチの配線が断

線しています。 

溶接ヘッドを交換してください。 

2 
溶接ヘッドに接続されているケー

ブル・パッケージが断線していま

す。 

 ケーブル・パッケージの配線を確認してくださ

い。 

 ケーブル・パッケージを交換してください。 

3 
スタッド・フィーダと DCE コント

ロール・ユニットの接続が正しくあ

りません。 

接続を確認してください。 

4 
スタッド・フィーダ内の ETF CPU
ボード E510 上の“F5”ヒューズが

故障しています。 

 ETF CPU ボード E510 上の“F5”ヒューズを

確認してください。 
 “F5”ヒューズを交換してください。 

5  「エラー・リセット」してください。 

溶

接

ヘ

ッ

ド

使

用

時 

6 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 
注意： 

 スタッド･フィーダの故障箇所を修理する詳しい方法は、スタッド・フィーダの取扱説明書

の関連する事項を参照してください。 
 溶接ガンの故障箇所を修理する詳しい方法は、溶接ガンの取扱説明書の関連する事項を参照

してください。 
 溶接ヘッドの故障箇所を修理する詳しい方法は、溶接ヘッドの取扱説明書の関連する事項を

参照してください。 
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エラー・コード 109： ﾌｨｰﾄﾞｻｲｸﾙ ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ 
 

説明 接続されたスタッド・フィーダにおいて、フィード・サイクルを正しく実行できませ

んでした。 
 

 要因 処置 

1 
スタッド・フィーダのエスケープメン

ト・ブロックにスタッドが入りませんで

した。 

スタッド・フィーダのスタッドの詰まりを取り除い

てください。 

2 
スタッド・フィーダのレースウェイ上で

スタッドが詰まっています。 
 

3 
スタッド・フィーダが 大モニタリング

時間内にフィード・サイクルを終了でき

ませんでした。 

スタッド・フィーダを確認してください。 

4 
スタッド・フィーダにスタッドがありま

せん。 
スタッドを補充してください。 

5 
スタッド・フィーダ内のエア圧モニタが

正しく設定されていません。 
 エア圧モニタを確認してください。 
 設定値を調整してください。 

6 
スタッド・フィーダ内のエア圧モニタが

溶接直後に OFF しました。 
エア圧モニタを確認してください。 

7 
スタッド・フィーダのエア・フィルタが

詰まっています。 
エア・フィルタを清掃、又は交換してください。

8  スタッドを送給してください。 
9  「エラー・リセット」してください。 

10 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 
 

注意： 
スタッド･フィーダ又はスタッド・ディバイダの故障箇所を修理する詳しい方法は、スタッド・

フィーダの取扱説明書の関連する事項を参照してください。 
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エラー・コード 112： ﾌｨｰﾀﾞ: ｼｰﾙﾄﾞｶﾞｽｱﾂ ﾃｲｶ 
 

説明 接続されたスタッド・フィーダにおいて、入力シールド・ガス圧が低下しています。

 
 要因 処置 

1 
シールド・ガス・ボンベが空になってい

ます。 
シールド・ガスの供給を確認してください。 

2 
シールド・ガスが正しく接続されていま

せん。 
シールド・ガスの接続を交換してください。 

3 
スタッド・フィーダ内のシールド・ガス

圧モニタが正しく調整されていません。

 シールド・ガス圧モニタを確認してください。

 設定値を調整してください。 

4 
スタッド・フィーダ内のシールド・ガス

圧モニタが故障しています。 
シールド・ガス圧モニタを確認してください。 

5 
スタッド・フィーダ内の ETF CPU ボー

ド E510 上の“F4”ヒューズが故障して

います。 

 ETF CPU ボード E510 上の“F4”ヒューズを

確認してください。 
 “F4”ヒューズを交換してください。 

6  「エラー・リセット」してください。 
7 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 
エラー・コード 117： ﾌｨｰﾀﾞ: DSP ﾂｳｼﾝｲｼﾞｮｳ 
 

説明 接続されたスタッド・フィーダにおいて、ETF CPU ボード E510 上の DSP と CPU 間

の通信エラーが発生しました。 
 

 要因 処置 

1 
スタッド・フィーダ内の ETF CPU ボー

ド E510 が故障しています。 
ETF CPU ボード E510 を交換してください。 

2 
スタッド・フィーダ内の ETF CPU ボー

ドE510上のDSPに実行可能なソフトウ

ェアがインストールされていません。 

 DSP のソフトウェアを確認してください。 
 DSP のソフトウェアをインストールしてくだ

さい。 

3 

スタッド・フィーダ内の ETF CPU ボー

ドE510上のDSPにインストールされて

いるソフトウェアと CPU との互換性が

ありません。 

 

4  「エラー・リセット」してください。 
5 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 
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エラー・コード 118： ﾌｨｰﾀﾞ: ｷｰﾊﾟｯﾄﾞ ﾖｳ +5V ﾅｼ 
 

説明 接続されたスタッド・フィーダにおいて、コントロール・パネル（キーパッド）通信

用 5V 電源電圧が低下しています。 
 

 要因 処置 

1 
スタッド・フィーダ内の ETF CPU ボー

ド E510 上の“F3”ヒューズが故障して

います。 

 ETF CPU ボード E510 上の“F3”ヒューズを

確認してください。 
 “F3”ヒューズを交換してください。 

2 
スタッド・フィーダ内の ETF CPU ボー

ド E510 上のフォト・カプラが故障して

います。 

ETF CPU ボード E510 を交換してください。 

3  「エラー・リセット」してください。 
4 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 
 
エラー・コード 119： ﾌｨｰﾀﾞ: LM/ｿﾚﾉｲﾄﾞ ﾃﾞﾝｱﾂ ﾃｲｶ 
 

説明 接続されたスタッド・フィーダにおいて、リニア・モータ又はソレノイド用電源電圧

が 90V 以下になっています。 
 

 要因 処置 

1 
スタッド・フィーダ内の ETF アンプ・ボ

ード E512 上の“F2”ヒューズが故障し

ています。 

 ETF アンプ・ボード E512 上の“F2”ヒューズ

を確認してください。 
 “F2”ヒューズを交換してください。 

2 
スタッド・フィーダ内の ETF アンプ・ボ

ード E512 を交換してください。 
ETF アンプ・ボード E512 を交換してください。

3  「エラー・リセット」してください。 
4 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 
エラー・コード 120： ｽﾀｯﾄﾞ ｲｯﾁｼﾅｲ 
 

説明 プログラムされたスタッド長さ検知機能が有効ではありません。 
 

 要因 処置 

1 
スタッド・ディバイダ機能を利用する設

定が有効になっていません。 
溶接プログラムの設定を確認してください。 

2 
溶接ヘッドに接続されているケーブ

ル・パッケージが故障しています。 
 ケーブル・パッケージの配線を確認してくださ

い。 
 ケーブル・パッケージを交換してください。

3  「エラー・リセット」してください。 
4 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 
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エラー・コード 121： ﾌｨｰﾀﾞ: LM/ｿﾚﾉｲﾄﾞ ﾃﾞﾝｱﾂ ｵｰﾊﾞｰ 
 

説明 接続されたスタッド・フィーダにおいて、ETF アンプ・ボード E512 の電源電圧が許

容範囲を超えています。 
 

 要因 処置 

1 
スタッド・フィーダ内のトランスが正し

く接続されていません。 
トランスの接続を確認してください。 

2 
スタッド・フィーダ内のトランスが故障

しています。 
トランスを交換してください。 

3  「エラー・リセット」してください。 
4 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 
 
エラー・コード 122： ﾌｨｰﾀﾞ: LM/ｿﾚﾉｲﾄﾞ ﾅｼ 
 

説明 接続されたスタッド・フィーダにおいて、リニア・モータ又はソレノイドを実装した

溶接ヘッド又は溶接ガンが接続されていませんと認識されました。 
 

 要因 処置 

1 
スタッド・フィーダに溶接ヘッド又は溶

接ガンが接続されていません。 
溶接ヘッド又は溶接ガンとの接続を接続してくだ

さい。 

2 
溶接ヘッド又は溶接ガンのケーブル・パ

ッケージが故障しています。 
 ケーブル・パッケージの配線を確認してくださ

い。 
 ケーブル・パッケージを交換してください。

3  「エラー・リセット」してください。 
4 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 
エラー・コード 123： Feeder: LM/ｿﾚﾉｲﾄﾞ ｶｲﾛ ﾀﾝﾗｸ 
 

説明 接続されたスタッド・フィーダにおいて、LM コントロールにより溶接ヘッド又は溶接

ガンへの出力回路内に短絡回路が検出されました。 
 

 要因 処置 

1 
溶接ヘッド又は溶接ガンのリニア・モー

タ又はソレノイドが故障しています。 
溶接ヘッド又は溶接ガンを確認してください。 

2 
溶接ヘッド又は溶接ガンのケーブル・パ

ッケージが故障しています。 
 ケーブル・パッケージの配線を確認してくださ

い。 
 ケーブル・パッケージを交換してください。

3 
スタッド・フィーダ内の ETF アンプ・ボ

ード E512 が故障しています。 
ETF アンプ・ボード E512 を交換してください。

4  「エラー・リセット」してください。 
5 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 
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エラー・コード 124： ﾌｨｰﾀﾞ: ｱﾝﾌﾟ ｲｼﾞｮｳ 
 

説明 接続されたスタッド・フィーダにおいて、LM コントロールにより出力回路内に“グラ

ンド（接地）”への短絡回路が検出されました。 
 

 要因 処置 

1 
溶接ヘッド又は溶接ガンのケーブル・パ

ッケージが故障しています。 
 ケーブル・パッケージの配線を確認してくださ

い。 
 ケーブル・パッケージを交換してください。

2 
スタッド・フィーダ内の ETF アンプ・ボ

ード E512 が故障しています。 
ETF アンプ・ボード E512 を交換してください。

3  「エラー・リセット」してください。 
4 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 
 
エラー・コード 125： ﾌｨｰﾀﾞ: ｴﾝｺｰﾀﾞ ﾅｼ 
 

説明 接続されたスタッド・フィーダにおいて、溶接ヘッド又は溶接ガンのリフト距離を測

定するエンコーダ回路内に故障箇所がありますと認識しました。 
 

 要因 処置 

1 
溶接ヘッド又は溶接ガン内のリフト距

離測定装置であるリニア・スケールが汚

れています、又は故障しています。 

 測定装置であるリニア・スケールを清掃してく

ださい、又は交換してください。 
 溶接ヘッド又は溶接ガンを交換してください。

2 
スタッド・フィーダ内の ETF CPU ボー

ド E510 の電子回路が故障しています。

ETF CPU ボード E510 を交換してください。 

3  「エラー・リセット」してください。 
4 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 
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エラー・コード 126： ﾌｨｰﾀﾞ: ﾘﾌﾄ ﾌｶ ﾘｮｳｲｷ 
 

説明 接続されたスタッド・フィーダにおいて、実際にリフトできる距離よりも溶接プログ

ラムにて設定されたリフト距離が大きくなっています。 
 

 要因 処置 

1 
溶接ヘッド又は溶接ガンのスティッ

ク・アウト量が大きく設定されていま

す。 

スティック・アウト量を確認し、調整してください。

2 
溶接プログラムにてリフト距離（Lift 
height）が大きく設定されています。 

設定したリフト距離（Lift height）を確認し、調整

してください。 

3 
溶接ヘッド又は溶接ガンに間違ったス

タッドが送給されています。 
正しいスタッドを送給してください。 

4 
溶接されたスタッドの位置に溶接して

います。 
溶接位置を確認してください。 

5 
溶接ヘッドとワークとの面直が正しく

ありません。 
溶接ヘッドとワークとの面直を確認し、調整してく

ださい。 

6 
溶接ヘッドとワークとの位置が正しく

ありません。 
溶接ヘッドとワークとの位置をティーチ修正して

ください。 
7  「エラー・リセット」してください。 
8 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 
 
エラー・コード 127： ﾌｨｰﾀﾞ: ﾘﾌﾄﾄﾞｳｻ ﾀｲﾑｱｳﾄ 
 

説明 接続されたスタッド・フィーダにおいて、リフト動作中に「リフト・オフ（Lift OFF）」
コマンドが受け付けられる前にモニタリング時間が経過しました。 

 
 要因 処置 

1 
スタッド・フィーダ内の ETF パワー・フ

ィルタ・ボード E518 が故障しています。

ETF パワー・フィルタ・ボード E518 を確認してく

ださい。 

2 
スタッド・フィーダ内の ETF CPU ボー

ドE510上のDSPとの通信に問題があり

ます。 

ETF CPU ボード E510 を交換してください。 

3 
スタッド・フィーダ内の ETF CPU ボー

ド E510 が故障しています。 
 

4  「エラー・リセット」してください。 
5 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 
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エラー・コード 128： ﾌｨｰﾀﾞ: ﾃﾞﾝｹﾞﾝ ｵﾝﾄﾞｲｼﾞｮｳ 
 

説明 接続されたスタッド・フィーダにおいて、ETF アンプ・ボード E512 の温度が許容範

囲（測定された温度）を越えています。 
 

 要因 処置 

1 
溶接ヘッド又は溶接ガンのリニア・モー

タ又はソレノイドが故障しています。 
溶接ヘッド又は溶接ガンを交換してください。 

2 
短時間に多くのリフト動作が行われま

した。 
 スタッド・フィーダ内の ETF アンプ・ボード

E512 を冷却してください。 
 溶接作業を停止し、装置を冷却してください。

3  「エラー・リセット」してください。 
4 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 
 
エラー・コード 129： ﾌｨｰﾀﾞ: LMRｲｼﾞｮｳ 
 

説明 接続された LMR で致命的なエラーが発生しました。 
 

 要因 処置 
1  「エラー・リセット」してください。 
2 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 
 
エラー・コード 130： ﾌｨｰﾀﾞ: ROM-DSP ﾌﾗｯｼｭｿﾌﾄｳｪｱ ﾑｺｳ 
 

説明 
接続されたスタッド・フィーダにおいて、ETF CPU ボード E510 上に実装されている

DSP のブート・ローダーが DSP の外部フラッシュメモリ内の有効なソフトウェアを

検出できませんでした。 
 

 要因 処置 

1 スタッド・フィーダにソフトウェアがイ

ンストールされていません。 
スタッド・フィーダに DSP のソフトウェアをイン

ストールしてください。 

2 スタッド・フィーダにインストールされ

たソフトウェアに不具合があります。 
 

3  「エラー・リセット」してください。 
4 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 
 
エラー・コード 131： ﾌｨｰﾀﾞ: ROM-C161 ﾌﾗｯｼｭｿﾌﾄｳｪｱ ﾑｺｳ 
 

説明 
接続されたスタッド・フィーダにおいて、ETF CPU ボード E510 上に実装されている

DSP のブート・ローダーが C161 の外部フラッシュメモリ内の有効なソフトウェアを

検出できませんでした。 
 

 要因 処置 

1 スタッド・フィーダにソフトウェアがイ

ンストールされていません。 
スタッド・フィーダに C161 のソフトウェアをイン

ストールしてください。 

2 スタッド・フィーダにインストールされ

たソフトウェアに不具合があります。 
 

3  「エラー・リセット」してください。 
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4 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 
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エラー・コード 132： SD-5: ﾃﾞﾝｱﾂ ｲｼﾞｮｳ 
 

説明 接続された SD5 スタッド・ディバイダにおいて、SD5 スタッド・ディバイダが供給されてい

る電源を認識できませんでした。 
 

 要因 処置 

1 
SD5 スタッド・ディバイダ内のヒューズ

が故障しています。 
 SD5 スタッド・ディバイダの故障したヒューズ

を確認してください。 
 故障しているヒューズを交換してください。 

2 SD5 スタッド・ディバイダが故障してい

ます。 
SD5 スタッド・ディバイダを確認してください。

3  「エラー・リセット」してください。 
4 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 
 
エラー・コード 142： ｽﾀｯﾄﾞﾃﾞｨﾊﾞｲﾀﾞ ｲﾁ ｲｼﾞｮｳ 
 

説明 接続されたスタッド・ディバイダにおいて、スタッド・ディバイダがモニタリング時間内に要

求されました位置に到達していないと認識しました。 
 

 要因 処置 

1 スタッド・ディバイダの圧縮空気圧が不

足しています。 
スタッド・ディバイダの圧縮空気圧を確認してくだ

さい。 

2 スタッド・ディバイダにてスタッドが詰

まっています。 
スタッドの詰まりを取り除いてください。 

3  「エラー・リセット」してください。 
4 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 
 
エラー・コード 143： SD-5: not in home position 
 

説明 接続されたスタッド・ディバイダにおいて、スタッド・ディバイダがモニタリング時間内に起

動位置、又は正常位置に到達していないと認識しました。 
 

 要因 処置 

1 スタッド・ディバイダの圧縮空気圧が不

足しています。 
スタッド・ディバイダの圧縮空気圧を確認してくだ

さい。 

2 スタッド・ディバイダにてスタッドが詰

まっています。 
スタッドの詰まりを取り除いてください。 

3  「エラー・リセット」してください。 
4 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 
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エラー・コード 144： ﾌｨｰﾀﾞ: LM ｼｽﾃﾑ ｲｼﾞｮｳ 
 

説明 SFLM スタッド・フィーダを接続している場合において、リニア・モータの動作準備

ができていませんと認識しました。 
 

 要因 処置 

1 スタッド・フィーダ内のサーボ・コント

ロール・カードが故障しています。 
サーボ・コントロール・カードを交換してください。

2 スタッド・フィーダ内のサーボ・アン

プ・カードが故障しています。 
サーボ・アンプ・カードを交換してください。 

3 
スタッド・フィーダ内のマザー・ボード

上の“F8”ヒューズが故障しています。

 マザー・ボード上の“F8”ヒューズを確認して

ください。 
 “F8”ヒューズを交換してください。 

4  「エラー・リセット」してください。 
5 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 
 
エラー・コード 145： ﾌｨｰﾀﾞ: LM ｼﾞｭﾝﾋﾞ ｲｼﾞｮｳ 
 

説明 接続されたスタッド・フィーダにおいて、リニア・モータが次に溶接するための動作

準備ができていませんと認識しました。 
 

 要因 処置 

1 
溶接ヘッド又は溶接ガンのリニア・モー

タが加熱したため、次に溶接するために

冷却する必要があります。 

可能な場合、溶接タクトを長くしてください。 

2  「エラー・リセット」してください。 
3 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 
 
エラー・コード 147： ﾌｨｰﾀﾞ: ｱﾝﾌﾟPCB ﾅｼ 
 

説明 接続されたスタッド・フィーダにおいて、ETF アンプ・ボード E512 が故障していま

すと認識しました。 
 

 要因 処置 

1 
スタッド・フィーダ内の ETF アンプ・ボ

ード E512 が正しく取り付けられていま

せん。 

ETF アンプ・ボード E512 を正しく取り付けてくだ

さい。 

2 
スタッド・フィーダ内の ETF アンプ・ボ

ード E512 上の“F1”ヒューズが故障し

ています。 

 ETF アンプ・ボード E512 上の“F1”ヒューズ

を確認してください。 
 “F1”ヒューズを交換してください。 

3 
スタッド・フィーダ内の ETF CPU ボー

ド E510 上のフォト・カプラが故障して

います。 

ETF CPU ボード E510 を交換してください。 

4  「エラー・リセット」してください。 
5 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 
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エラー・コード 159： ﾌｨｰﾀﾞ: LM ｽﾃｨｯｸｱｳﾄ ﾌｼﾞｭｳﾌﾞﾝ 
 

説明 
接続されたスタッド・フィーダにおいて、溶接プログラムにて設定されました溶け込

み深さ（Penetration）に対して、測定されましたスタッド長が不十分ですと認識しま

した。 
 

 要因 処置 

1 
溶接プログラムにて設定された溶け込

み深さ (Penetration)が正しくありませ

ん。 

溶け込み深さ(Penetration)を正しく設定してくだ

さい。 

2 
スタッド長さ測定信号が正しく送信さ

れませんでした。 
 ケーブル・パッケージの配線を確認してくださ

い。 
 ケーブル・パッケージを交換してください。

3 溶接ヘッド又は溶接ガンに間違ったス

タッドが装着されています。 
 溶接ヘッド又は溶接ガンを確認してください。

 正しいスタッドを送給してください。 

4 溶接ヘッドとワークとの面直が正しく

ありません。 
溶接ヘッドとワークとの面直を確認し、調整してく

ださい。 

5 溶接ヘッドとワークとの位置が正しく

ありません。 
溶接ヘッドとワークとの位置をティーチ修正して

ください。 
6  「エラー・リセット」してください。 
7 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 
 
エラー・コード 160： ﾌｨｰﾀﾞ: ｶﾗｰﾏｰｸ ﾌｶﾉｳ 
 

説明 接続されたスタッド・フィーダにおいて、カラー・マーキング装置が接続されていま

せんと認識しました。 
 

 要因 処置 

1 

カラー・マーキング装置が接続されてい

ません状態において、カラー・マーキン

グを動作しようと試みました。 

 カラー・マーキング装置を接続してください。

 スタッド・フィーダ及びスタッド・ディバイダ

の処置に関する詳細情報は、取扱説明書の関係

する章を参照してください。 
2  「エラー・リセット」してください。 
3 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 
 
エラー・コード 165： ﾌｨｰﾀﾞ: ｿﾌﾄ ﾊｰﾄﾞ ﾌｲｯﾁ 
 

説明 接続されたスタッド・フィーダにおいて、インストールされていますソフトウェアと

検出されましたハードウェアとの互換性がありませんと認識しました。 
 

 要因 処置 

1 スタッド・フィーダに正しくないソフト

ウェアがインストールされています。 
正しいソフトウェアをインストールしてください。

2  「エラー・リセット」してください。 
3 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 
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エラー・コード 167： ﾌｨｰﾀﾞ: +5V ﾅｼ 
 

説明 接続されたスタッド・フィーダにおいて、エンコーダ用+5V 電源電圧が低下していま

すと認識しました。 
 

 要因 処置 

1 
ケーブル・パッケージが故障していま

す。 
 ケーブル・パッケージの配線を確認してくださ

い。 
 ケーブル・パッケージを交換してください。

2 

溶接ヘッド又は溶接ガン内のボードが

故障しています。 
 溶接ヘッド又は溶接ガン内のボードを確認し

てください。 
 溶接ヘッド又は溶接ガン内のボードを交換し

てください。 

3 溶接ヘッド内のボード上にあるDIPスイ

ッチ“S1”が OFF になっています。 
溶接ヘッド内のボード上にある DIP スイッチ“S1”
を ON にしてください。 

4 
スタッド・フィーダ内の ETF CPU ボー

ド E510 上の“F3”ヒューズが故障して

います。 

 ETF CPU ボード E510 上の“F3”ヒューズを

確認してください。 
 “F3”ヒューズを交換してください。 

5 スタッド・フィーダ内の ETF CPU ボー

ド E510 が故障しています。 
ETF CPU ボード E510 を交換してください。 

6  「エラー・リセット」してください。 
7 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 
 
エラー・コード 168： LMR: ｶｲﾃﾝ ｶｸﾄﾞ ｲｼﾞｮｳ 
 

説明 障害物などにより回転ヘッドが目的の角度に回転できない。 
 

 要因 処置 

1 回転半径に障害物がある。 障害物を取り除いてください。 

2  「エラー・リセット」してください。 
3 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 
 
エラー・コード 169： LMR: ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ ｲｼﾞｮｳ 
 

説明 障害物などにより回転ヘッドがピックアップ位置に回転できない。 
 

 要因 処置 

1   

2  「エラー・リセット」してください。 
3 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 

WR-D-08006 
(Rev.1) 

ポップリベット・ファスナー株式会社 



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 (日本語表示版) Ver.1 
(44/61) 

 
エラー・コード 170： LMR: ｼﾞｭﾝﾋﾞ ｲｼﾞｮｳ 
 

説明 回転指示は出されているが処理できない。 
 

 要因 処置 
1  「エラー・リセット」してください。 
2 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 
 
エラー・コード 171： LMR: ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ ﾆﾝｼｷ ﾏﾁｶﾞｲ 
 

説明 LMR に対応していない基板がコントロールに組み込まれています。 
 

 要因 処置 
1  サービスに連絡してください！ 

 
 
エラー・コード 172： LMR: ﾌﾒｲ ﾉ ﾀｲﾌﾟ 
 

説明 内部ソフトウェアが正しくありません。 
 

 要因 処置 
1  サービスに連絡してください！ 

 
 
エラー・コード 173： LMR: ｽﾀｯﾄﾞ ｦ ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ ﾃﾞｷﾅｲ 
 

説明 グリッパがスタッドをピックアップ出来ません。 
 

 要因 処置 

1 障害物がある場合。 障害物を取り除いてください。 

 ピックアップステーションが遠い。 正しい距離に調整してください。 

 
スタッドがピックアップステーション

に無い。 
スタッドを送給してください。 

 エアーが供給されていない。 エアーを接続してください。 

2  「エラー・リセット」してください。 
3 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 
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エラー・コード 174： LMR: ｽﾀｯﾄﾞ ｶﾞ ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ ｽﾃｰｼｮﾝ ﾆ ﾅｲ 
 

説明 スタッドがピックアップステーションに送給できません。 
 

 要因 処置 

1 回転レシーバがつまっている。 回転レシーバ内のスタッドを取り除く。 

 ストッパーピンが長すぎる 正しいストッパーピンと交換する。 
2  「エラー・リセット」してください。 
3 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 
 
 
エラー・コード 175： LMR: ｼｮｷｶ ｲｼﾞｮｳ 
 

説明 LMR 初期化異常です。 
 

 要因 処置 
1  「エラー・リセット」してください。 
2 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 
 
 
エラー・コード 176： LMR: ﾖｳｾﾂ ｶｸﾄﾞ ﾄﾞｳｻﾁｭｳ ｲｼﾞｮｳ 
 

説明 回転ヘッドが溶接角度に回転できません。 
 

 要因 処置 

1   

2   
3  「エラー・リセット」してください。 
4 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 
 
 
エラー・コード 177： LMR: ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ ﾄﾞｳｻﾁｭｳ ｲｼﾞｮｳ 
 

説明 回転ヘッドが溶接角度に回転できません。 
 

 要因 処置 

1 障害物に当たっている可能性 障害物を取り除きます 

2 モータの電源電圧が低下しています。 電源電圧を確認（５０V） 
3  「エラー・リセット」してください。 
4 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 
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エラー・コード 178： LMR: ﾘﾌｧﾚﾝｽ ｲｼﾞｮｳ 
 

説明 リファレンスドライブ中に問題が生じました。 
 

 要因 処置 
1  「エラー・リセット」してください。 
2 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 
 
 
エラー・コード 179： LMR: ｸﾞﾘｯﾊﾟ ﾃｨｰﾁﾝｸﾞ ｲｼﾞｮｳ 
 

説明 通信異常が発生しています。 
 

 要因 処置 
1  「エラー・リセット」してください。 
2 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 
 
 
エラー・コード 181： LMR: ｶｲﾃﾝ ｶｸﾄﾞ ﾄﾞｳｻﾁｭｳ ｲｼﾞｮｳ 
 

説明 回転ヘッドが目的の角度に回転できません。 
 

 要因 処置 

1 障害物がある場合 障害物を取り除いてください。 

2 モータ電源電圧が低下しています。 電源電圧を確認してください。（５０V） 
  「エラー・リセット」してください。 
3 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 
 
 
エラー・コード 182： LMR: ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ ﾎｼﾞ ｲｼﾞｮｳ 
 

説明 致命的エラー、ピックアップポジションが取得できません。 
 

 要因 処置 
1  「エラー・リセット」してください。 
2 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 
 
 
エラー・コード 183： LMR: ｱｼﾞｬｽﾄ ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ ﾎｼﾞ ｲｼﾞｮｳ 
 

説明 致命的エラー、ピックアップポジションが取得できません。 
 

 要因 処置 
1  「エラー・リセット」してください。 
2 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 
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エラー・コード 184： LMR: CAN ｼｮｷｶ ｲｼﾞｮｳ 
 

説明 CAN カードの初期化を失敗しました。 
 

 要因 処置 

1 CAN カードの接続不良 フィーダ内の CAN カードを確認します。 

2  「エラー・リセット」してください。 
3 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 
 
 
エラー・コード 185： LMR: LM ﾎｰﾑ ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ ｲｼﾞｮｳ 
 

説明 ヘッドが後退端まで戻っていません。 
 

 要因 処置 

1 メジャリングルーラが故障している メジャリングルーラの清掃、交換 

2 モータ、エンコーダが断線している 配線を交換する。 
3 後退端マグネットが汚れている 清掃を行う。 
4  エラー・リセット」してください。 
5 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 
 
 
 
エラー・コード 187： LMR: ﾌﾟﾛｰﾌﾞ ﾄﾞｳｻ ｲｼﾞｮｳ 
 

説明 脚のエラーが発生しています。 
 

 要因 処置 
1  「エラー・リセット」してください。 
2 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 
 
 
 
エラー・コード 188： LMR: ｸﾞﾘｯﾊﾟ ﾄﾞｳｻ ｲｼﾞｮｳ 
 

説明 グリッパが動作していません。 
 

 要因 処置 

1 エアが供給されていない エアを供給します 

2 障害物でグリッパが動かない 障害物を取り除きます。 
  「エラー・リセット」してください。 
3 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 
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エラー・コード 202： ﾃﾞﾝｹﾞﾝ: ｵﾝﾄﾞ ｶﾞ ﾀｶｲ 
 

説明 DCE コントロール・ユニット内の SMPS 電源ユニットの温度が上昇しました。 
 

 要因 処置 

1 
DCE コントロール・ユニット内部の温度

が上昇し、SMPS 電源ユニットの許容動

作温度を超えてしまいました。 

2 
DCE コントロール・ユニットの周囲温度

が上昇し、SMPS 電源ユニットの許容動

作温度を超えてしまいました。 

3 

溶接により DCE コントロール・ユニッ

ト内の SMPS 電源ユニットの許容動作

温度を超えてしまいました。 

 DCE コントロール・ユニット周囲の冷却を妨

げるものを取り除いてください。 
 DCE コントロール・ユニットの冷却通風孔、

及び空気取入口がふさがっていないことを確

認してください。 
 可能な場合、溶接タクトを長くしてください。

 溶接時の溶接エネルギーを小さくするように、

溶接パラメータ（溶接電流・溶接電流時間）を

調整してください。 
 DCE コントロール・ユニットのメイン・スイ

ッチを OFF し、停止してください。 
4  「エラー・リセット」してください。 
5 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 
 
エラー・コード 204： ﾃﾞﾝｹﾞﾝ: ﾊｰﾄﾞ ｲｼﾞｮｳ 
 

説明 DCE コントロール・ユニット内の SMPS 電源ユニットが故障しました。 
 

 要因 処置 

1 
DCE コントロール・ユニット内の SMPS
電源ユニット上にある SMPS DSP・

PWM ボードが故障しています。 

 SMPS DSP・PWM ボードを確認してください。

 SMPS DSP・PWM ボードを交換してください。

2 
DCE コントロール・ユニット内の SMPS
電源ユニットが故障しています。 

SMPS 電源ユニットを確認してください。 

3  「エラー・リセット」してください。 
4 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 
 
 

 
エラー・コード 300：LMR: ﾓｰﾀ ｲｿｳｶﾝ ﾀﾝﾗｸ 
 

説明 回転モータ内部の配線が短絡しています。 
 

 要因 処置 
1  「エラー・リセット」してください。 
2 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 
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エラー・コード 301：LMR: ｻｰﾎﾞ ﾃﾞﾝｱﾂ ｼﾞｮｳｼｮｳ 
 

説明 モータ内部の電圧が異常に高いです。 
 

 要因 処置 
1  「エラー・リセット」してください。 
2 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 
 
 
 

 
エラー・コード 302：LMR: ﾚｲｷｬｸ ﾌｨﾝ ｵﾝﾄﾞ ｲｼﾞｮｳ 
 

説明 放熱板の温度が異常上昇しています。１２５℃ 
 

 要因 処置 

1  温度が低下するまで待ちます。 

2  「エラー・リセット」してください。 
3 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 
 
 
 

 
エラー・コード 303：LMR: ﾓｰﾀ ｶﾌｶ 
 

説明 モーターが過負荷になりました。 
 

 要因 処置 

1 障害物に当たっている。 障害物を取り除いてください。 

2  「エラー・リセット」してください。 
3 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 
 
 

 
エラー・コード 304：LMR: ﾃﾞﾝｱﾂ ﾃｲｶ ﾘﾐｯﾄ 2 
 

説明 内部電圧が低下しています。 
 

 要因 処置 

1 F1 ヒューズの溶断 F1 ヒューズを交換してください。 

2  「エラー・リセット」してください。 
3 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 
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エラー・コード 305：LMR: ﾓｰﾀ ｲｿｳ ﾊｲｾﾝ ﾏﾁｶﾞｲ 
 

説明 モータの配線が間違っています（通常は発生しません）。 
 

 要因 処置 
1  「エラー・リセット」してください。 
2 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 
 
 

 
エラー・コード 306：EEPROM ﾃﾞｰﾀ LMR ｻｰﾎﾞ ﾑｺｳ  
 

説明 EEPROM の内容が不正です。 
 

 要因 処置 
1  「エラー・リセット」してください。 
2 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 
 
 

 
エラー・コード 307：LMR: ﾃﾞｼﾞﾀﾙ ｼｭﾂﾘｮｸ ｶｲﾛ ﾀﾝﾗｸ 
 

説明 デジタル出力回路が短絡しています。 
 

 要因 処置 

1 電源電圧が異常です。 電源電圧を確認します 

2 出力が短絡しています。 回路が短絡していないか確認します。 
3 出力段が過熱しています 冷えるまで待ちます。 
4  「エラー・リセット」してください。 
5 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 
 
 

 
エラー・コード 308：DSP-LMR ｻｰﾎﾞ ｾｲｷﾞｮ ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ 
 

説明 LMR-DSP が異常動作しました。 
 

 要因 処置 
1  サービスに連絡してください！ 
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エラー・コード 309：LMR: LMR ﾓｰﾀ ｽﾋﾟｰﾄﾞ ｵｰﾊﾞｰ 
 

説明 モーターの速度が速くなりすぎました。 
 

 要因 処置 
1 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 
 
 

 
エラー・コード 310：LMR: ｴﾝｺｰﾀﾞ ｶｲﾛ ｲｼﾞｮｳ ﾏﾀﾊ ｶﾃﾞﾝﾘｭｳ 
 

説明 モータ内部のエンコーダが故障しています。 
 

 要因 処置 
1  サービスに連絡してください！ 

 
 
 

 
エラー・コード 311：LMR: ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ ｲｼﾞｮｳ 
 

説明 回転角度が異常です。 
 

 要因 処置 

1 障害物が回転部にある。 障害物を取り除いてください。 

2 モータ電圧が低下 モータ電圧を確認します。５０V 
3  「エラー・リセット」してください。 
4 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 
 
 

 
エラー・コード 314：LMR: ｶﾞｲﾌﾞﾘﾚｰ 24V ﾃﾞﾝｱﾂ ｲｼﾞｮｳ 
 

説明 制御基板又はバルブ制御用の電圧が異常です。 
 

 要因 処置 

1 フィーダからの電圧が異常です。 フィーダの電圧を確認します。 

2  「エラー・リセット」してください。 
3 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 
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エラー・コード 315：LMR: LMR ﾘﾌｧﾚﾝｽ ｾﾝｻ ｲｼﾞｮｳ 
 

説明 致命的エラー、ピックアップポジションが取得できません。 
 

 要因 処置 

1 リファレンスセンサが異常です 回転ヘッド上のセンサ板を確認してください。 

2  「エラー・リセット」してください。 
3 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 
 
 

 
エラー・コード 316：LMR: ﾀｰｹﾞｯﾄ ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ ｴﾗｰ 
 

説明 モータが目的の角度に回転できません。 
 

 要因 処置 
1  「エラー・リセット」してください。 
2 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 
 
 

 
エラー・コード 317：LMR: ｶｲﾃﾝ ｶｸﾄﾞ ｾｯﾃｲ ｲｼﾞｮｳ 
 

説明 モータの角度設定が正しくありません。（20-275 度） 
 

 要因 処置 

1 間違った角度が指示された 正しい角度を指示します。 

2  「エラー・リセット」してください。 
3 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 
 
 
 

 
エラー・コード 343：LMR: ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ ｼﾌﾄ ｲｼﾞｮｳ 
 

説明 致命的エラー、モータの絶対角が取得できません。 
 

 要因 処置 

1 モータが故障しています。 モータを交換します。 

2  「エラー・リセット」してください。 
3 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 
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エラー・コード 344：LMR: ﾛｰ ﾊﾟﾜｰ ﾓｰﾄﾞ ｾｯﾃｲ ｲｼﾞｮｳ 
 

説明 LM の制御が出来ません。 
 

 要因 処置 
1 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 
 
 

 
エラー・コード 346：LMR: ｽﾀｯﾄﾞﾅｶﾞｻﾁｶﾞｲ  
 

説明 スタッドの長さが違います。 
 

 要因 処置 

1 
長さの違うスタッドがピックアップス

テーションに送給されている。 
長さの違うスタッドを取り除きます。 

2 スタッドの長さをティーチしていない スタッドの長さのティーチを行う。 
  「エラー・リセット」してください。 
3 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 
 
 

 
エラー・コード 347：LMR: ｽﾀｯﾄﾞﾁｮｯｹｲﾁｶﾞｲ  
 

説明 スタッドの直径が違います。 
 

 要因 処置 

1 
直径の違うスタッドがピックアップス

テーションに送給されている。 
直径の違うスタッドを取り除きます。 

2 スタッドの直径をティーチしていない スタッドの長さのティーチを行う。 
  「エラー・リセット」してください。 
3 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 
 

 
エラー・コード 348：LMR: ﾖｳｾﾂｺｳﾃｲｴﾗｰ  
 

説明 溶接中に問題が発生しました。 
 

 要因 処置 

1  併発したエラーを処置してください。 

2  「エラー・リセット」してください。 
3 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 
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エラー・コード 349：LMR: ﾛｰﾄﾞﾋﾟﾝｶﾞｺｳﾀｲｼﾃｲﾅｲ 
 

説明 ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟｽﾃｰｼｮﾝのロードピンが後退しません。 
 

 要因 処置 

1 回転レシーバ内に異物がある 異物を取り除いてください。 

2 バルブが故障している。 バルブを交換する。 
3  「エラー・リセット」してください。 
4 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 
 
 

 
エラー・コード 350：LMR: ﾛｰﾄﾞﾋﾟﾝｶﾞｾﾞﾝｼﾝｼﾃｲﾅｲ 
 

説明 ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟｽﾃｰｼｮﾝのロードピンが前進していません。 
 

 要因 処置 

1 回転レシーバ内に異物がある 異物を取り除いてください。 

2 バルブが故障している。 バルブを交換する。 
3  「エラー・リセット」してください。 
4 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 
 

 
エラー・コード 351：LMR: ﾀｰﾝｾｸﾞﾒﾝﾄｶﾞﾌｨｰﾄﾞｲﾁﾆｱﾘﾏｾﾝ 
 

説明 回転レシーバがフィード位置に回転していません。 
 

 要因 処置 

1 回転レシーバ内に異物がある 異物を取り除いてください。 

2 バルブが故障している。 バルブを交換する。 
3  「エラー・リセット」してください。 
4 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 
 

 
エラー・コード 352：LMR: ﾀｰﾝｾｸﾞﾒﾝﾄｶﾞﾛｰﾄﾞｲﾁﾆｱﾘﾏｾﾝ 
 

説明 回転レシーバがロード位置に回転していません。 
 

 要因 処置 

1 回転レシーバ内に異物がある 異物を取り除いてください。 

2 バルブが故障している。 バルブを交換する。 
3  「エラー・リセット」してください。 
4 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 
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エラー・コード以外のコードの一覧 
コントロール・パネル（キーパッド）の“ｴﾗｰ ﾒﾓﾘ”画面に表示及び記録されますシステム・エラー

以外の内容を示します“コード”の番号及び“メッセージ”に対して説明します。 
これらのコードは、システム状態の履歴を表示しています。 
 
 
コード 069： RAM ﾓｼﾞｭｰﾙ ｸﾘｱ 
 

説明 
DCE コントロール・ユニット内のセントラル CPU ボード上に実装されています RAM
モジュールの記憶内容が消去されたことを示します。 

 セントラル CPU ボード上の DIP スイッチ“S1”のピン№2 にて RAM モジュール

の記憶内容が消去されたことを示します。 
 
 
コード 070： ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｸﾘｱ 
 

説明 
“ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｷﾉｳ/ ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｶｳﾝﾀ”画面にて“ｺﾚｯﾄ”項目のメンテナンス・カウンタがクリ

アされたことを示します。 
 DCE コントロール・ユニットの“ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｷﾉｳ/ ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｶｳﾝﾀ”画面内の“ｺﾚｯﾄ”

項目のカウンタが“ﾘｾｯﾄ!”によって消去されたことを示します。 
 
 
コード 071： ﾄｳｹｲ ｸﾘｱ 
 

説明 
“ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｷﾉｳ/ ｸﾘｱ ｷﾉｳ”画面にて「ﾄｳｹｲ」カウンタがクリアされたことを示します。

 DCE コントロール・ユニットの“ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｷﾉｳ”画面のサブ・メニュー“ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾉ

ﾄｳｹｲ”画面及び“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾉ ﾄｳｹｲ”画面の対応するアウトレット№のカウンタが

消去されたことを示します。 
 
 
コード 072： ｴﾗｰﾒﾓﾘ ｸﾘｱ 
 

説明 
“ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｷﾉｳ/ ｸﾘｱ ｷﾉｳ”画面にて「ｴﾗｰ ﾒﾓﾘ」がクリアされたことを示します。 

 DCE コントロール・ユニットの“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

容がクリアされたことを示します。 
 
 
コード 073： WOP ﾒﾓﾘ ｸﾘｱ 
 

説明 
“ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｷﾉｳ/ ｸﾘｱ ｷﾉｳ”画面にて「WOP ﾒﾓﾘ」がクリアされたことを示します。 

 DCE コントロール・ユニットの“ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｷﾉｳ/ WOP ﾒﾓﾘ”画面にて表示される内

容がクリアされたことを示します。 
 
 
コード 074： ﾌｨｰﾄﾞﾁｭｰﾌﾞ ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｸﾘｱ 
 

説明 
“ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｷﾉｳ/ ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｶｳﾝﾀ”画面にて“ﾌｨｰﾄﾞﾁｭｰﾌﾞ”項目のメンテナンス・カウンタ

がクリアされたことを示します。 
 DCE コントロール・ユニットの“ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｷﾉｳ/ ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｶｳﾝﾀ”画面内の“ﾌｨｰﾄﾞﾁｭ

ｰﾌﾞ”項目のカウンタが“ﾘｾｯﾄ!”によって消去されたことを示します。 
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コード 075： ﾖｳｾﾂﾂｰﾙ ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｸﾘｱ 
 

説明 
“ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｷﾉｳ/ ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｶｳﾝﾀ”画面にて“ﾖｳｾﾂﾂｰﾙ”項目のメンテナンス・カウンタが

クリアされたことを示します。 
 DCE コントロール・ユニットの“ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｷﾉｳ/ ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｶｳﾝﾀ”画面内の“ﾖｳｾﾂﾂｰﾙ”

項目のカウンタが“ﾘｾｯﾄ!”によって消去されたことを示します。 
 
 
コード 076： ﾕｰｻﾞ ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｸﾘｱ 
 

説明 
“ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｷﾉｳ/ ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｶｳﾝﾀ”画面にて“ﾕｰｻﾞ”項目のメンテナンス・カウンタがクリ

アされたことを示します。 
 DCE コントロール・ユニットの“ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｷﾉｳ/ ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｶｳﾝﾀ”画面内の“ﾕｰｻﾞ”

項目のカウンタが“ﾘｾｯﾄ!”によって消去されたことを示します。 
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警告メッセージの一覧 
コントロール・パネル（キーパッド）の“ｹｲｺｸ”画面に表示されます“警告メッセージ”に対して説

明します。 
 
RAM ﾓｼﾞｭｰﾙ ﾊﾞｯﾃﾘ 
 

説明 
DCE コントロール・ユニット内のセントラル CPU ボード上に実装された RAM モジュ

ールのバッテリ電圧が 2.6V 以下になっていることを検出しました。 DCE コントロ

ール・ユニットのメイン・スイッチを OFF しますとアウトレット条件及び溶接条件が

消去することがあります。 
 

 要因 処置 

1 

DCE コントロール・ユニット内のセント

ラルCPUボード上に実装されたRAMモ

ジュールのバッテリ電圧が 2.6V 以下に

なっています。 

 DCE コントロール・ユニットのアウトレット

条件及び溶接条件のバックアップを取ってく

ださい。 
 RAM モジュールを交換して、アウトレット条

件及び溶接条件を再入力してください。 
 
 
ZCPU ﾄｹｲ ﾊﾞｯﾃﾘ 
 

説明 
DCE コントロール・ユニットのセントラル CPU ボード上に実装された時計用バッテ

リ電圧が 2.6V 以下になっていることを検出しました。 DCE コントロール・ユニッ

トのメイン・スイッチを OFF しますと時計がリセットされることがあります。 
 

 要因 処置 

1 

DCE コントロール・ユニット内のセント

ラル CPU ボード上に実装された時計用

バッテリ電圧が 2.6V 以下になっていま

す。 

DCE コントロール・ユニット内のセントラル CPU
ボードを交換してください。 

 
 
ｽﾀｯﾄﾞ ﾎｷｭｳ 
 

説明 接続されたスタッド・フィーダにおいて、スタッドの残量が少なくなっていると検出

しました。 
 

 要因 処置 

1 
スタッド・フィーダの回転ドラム内のス

タッドが十分ではありません。 
スタッドを補充してください。 

2 
スタッド・フィーダ内の ETF CPU ボー

ド E510 上の“F4”ヒューズが故障して

います。 

 ETF CPU ボード E510 上の“F4”ヒューズを

確認してください。 
 “F4”ヒューズを交換してください。 

3 
スタッド・フィーダのスタッド・レベル

近接スイッチが故障しています。 
 近接スイッチを確認してください。 
 近接スイッチを交換してください。 

4 
スタッド・フィーダ内の ETF CPU ボー

ド E510 上のフォト・カプラが故障して

います。 

ETF CPU ボード E510 を交換してください。 

5 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 
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ﾄﾞﾗﾑ ﾄﾞｱ 
 

説明 接続されたスタッド・フィーダにおいて、回転ドラム上のスタッド挿入口ドアの近接

スイッチが検出されません。 
 

 要因 処置 

1 
スタッド・フィーダの回転ドラム上のス

タッド挿入口がロックされていません。

スタッド挿入口ドアを正しくロックしてください。

2 
スタッド・フィーダのスタッド挿入口ド

ア用近接スイッチの距離が正しく調整

されていません 

スタッド挿入口ドア用近接スイッチの距離を確認

してください。 

3 
スタッド・フィーダの回転ドラム上のス

タッド挿入口ドア用近接スイッチが故

障しています。 

 近接スイッチを確認してください。 
 近接スイッチを交換してください。 

4 
スタッド・フィーダ内の ETF CPU ボー

ド E510 上の“F4”ヒューズが故障して

います。 

 ETF CPU ボード E510 上の“F4”ヒューズを

確認してください。 
 “F4”ヒューズを交換してください。 

5 
スタッド・フィーダ内の ETF CPU ボー

ド E510 上のフォト・カプラが故障して

います。 

ETF CPU ボード E510 を交換してください。 

6 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 
 
 
ﾓｰﾀ ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ ﾅｼ 
 

説明 接続されたスタッド・フィーダにおいて、ETF CPU ボードがモータ・インターフェイ

ス・ボードを認識されません。 
 

 要因 処置 

1 

スタッド・フィーダ内のモータ・インタ

ーフェイス・ボードが正しく取り付けら

れていない、又は取り付けられていませ

ん。 

 モータ・インターフェイス・ボードの取付けを

確認してください。 
 モータ・インターフェイス・ボードを正しく取

り付けてください。 

2 
スタッド・フィーダ内の ETF CPU ボー

ド E510 上の“F4”ヒューズが故障して

います。 

 ETF CPU ボード E510 上の“F4”ヒューズを

確認してください。 
 “F4”ヒューズを交換してください。 

3 
スタッド・フィーダ内の ETF CPU ボー

ド E510 上のフォト・カプラが故障して

います。 

ETF CPU ボード E510 を交換してください。 

4 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 
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ﾓｰﾀ ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ ﾃﾞﾝｱﾂ 
 

説明 接続されたスタッド・フィーダにおいて、モータ用電源電圧が低下しています。 
 

 要因 処置 

1 
スタッド・フィーダ内の ETF CPU ボー

ド E510 上の“F4”ヒューズが故障して

います（DC モータの場合）。 

 ETF CPU ボード E510 上の“F4”ヒューズを

確認してください。 
 “F4”ヒューズを交換してください。 

2 
スタッド・フィーダ内のモータ・インタ

ーフェイス・ボード上の“F1”ヒューズ

が故障しています（AC モータの場合）。

 モータ・インターフェイス・ボード上の“F1”
ヒューズを確認してください。 

 “F1”ヒューズを交換してください。 

3 
スタッド・フィーダ内の ETF CPU ボー

ド E510 上の“F6”ヒューズが故障して

います。 

 ETF CPU ボード E510 上の“F6”ヒューズを

確認してください。 
 “F6”ヒューズを交換してください。 

4 
スタッド・フィーダ内の ETF CPU ボー

ド E510 上のフォト・カプラが故障して

います。 

ETF CPU ボード E510 を交換してください。 

5 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 
 
 
LM ｿﾚﾉｲﾄﾞ ｶｹﾞﾝ ﾃﾞﾝｱﾂ 
 

説明 接続されたスタッド・フィーダにおいて、リニア・モータ又はソレノイド用電源電圧

が 110V 以下になっています。 
 

 要因 処置 

1 
スタッド・フィーダ内の ETF アンプ・ボ

ード E512 上の“F2”ヒューズが故障し

ています。 

 ETF アンプ・ボード E512 上の“F2”ヒューズ

を確認してください。 
 “F2”ヒューズを交換してください。 

2 
スタッド・フィーダ内の ETF アンプ・ボ

ード E512 を交換してください。 
ETF アンプ・ボード E512 を交換してください。

3 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 
 
 
ﾊﾟﾜｰ ｶｲﾛ ｵﾝﾄﾞ ﾀｶｲ 
 

説明 接続されたスタッド・フィーダにおいて、アンプ・ボード E512 上電源の温度が許容

範囲（計算した温度）を超えています。 
 

 要因 処置 

1 
短時間に多くのリフト動作が行われま

した。 
 アンプ・ボード E512 上電源を冷却してくださ

い。 
 溶接ヘッド又は溶接ガンを冷却してください。

2 
溶接ヘッド又は溶接ガンのリニア・モー

タ又はソレノイドが故障しています。 
溶接ヘッド又は溶接ガンを交換してください。 

3 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 
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LM I2t ｵﾝﾄﾞ ﾀｶｲ 
 

説明 接続されたスタッド・フィーダにおいて、溶接ヘッド又は溶接ガン内のリニア・モー

タの温度が危険な温度（計算した温度）に近づいていると認識しました。 
 

 要因 処置 

1 
短時間に多くのリフト動作が行われま

した。 
 アンプ・ボード E512 上電源を冷却してくださ

い。 
 溶接ヘッド又は溶接ガンを冷却してください。

2 
溶接ヘッド又は溶接ガンのリニア・モー

タ又はソレノイドが故障しています。 
溶接ヘッド又は溶接ガンを交換してください。 

3 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 
 
 
ｺﾚｯﾄ ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ﾖｳｷｭｳ 
 

説明 
“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”画面の“ｺﾚｯﾄ: ｹｲｺｸ”項目にて設

定したカウンタ値を実際の溶接回数が超えたため、メンテナンスのための警告メッセ

ージが表示されました。 
 

 要因 処置 

1 

実際の溶接回数が“ｺﾚｯﾄ: ｹｲｺｸ”項目に

設定したカウンタ値を超えました。 
 対応するメンテナンス処置を実施してくださ

い。 
 “ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｷﾉｳ/ ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｶｳﾝﾀ”画面の該当する

アウトレット№の“ｺﾚｯﾄ”項目のカウンタをク

リア(ﾘｾｯﾄ!) してください。 
2 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 

 
 
ﾖｳｾﾂﾂｰﾙ ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ﾖｳｷｭｳ 

説明 
“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”画面の“ﾖｳｾﾂﾂｰﾙ: ｹｲｺｸ”項目にて

設定したカウンタ値を実際の溶接回数が超えたため、メンテナンスのための警告メッ

セージが表示されました。 
 

 要因 処置 

1 

実際の溶接回数が“ﾖｳｾﾂﾂｰﾙ: ｹｲｺｸ”項

目に設定したカウンタ値を超えました。

 対応するメンテナンス処置を実施してくださ

い。 
 “ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｷﾉｳ/ ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｶｳﾝﾀ”画面の該当する

アウトレット№の“ﾖｳｾﾂﾂｰﾙ”項目のカウンタ

をクリア(ﾘｾｯﾄ!) してください。 
2 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 
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ﾌｨｰﾄﾞﾁｭｰﾌﾞ ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ﾖｳｷｭｳ 
 

説明 
“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”画面の“ﾌｨｰﾄﾞﾁｭｰﾌﾞ: ｹｲｺｸ”項目

にて設定したカウント値を実際の送給回数が超えたため、メンテナンスのための警告

メッセージが表示されました。 
 

 要因 処置 

1 

実際のスタッド送給回数が“ﾌｨｰﾄﾞﾁｭｰ

ﾌﾞ: ｹｲｺｸ”項目にて設定したカウンタ値

を超えました。 

 対応するメンテナンス処置を実施してくださ

い。 
 “ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｷﾉｳ/ ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｷﾉｳ/ ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｶｳﾝﾀ”画

面の該当するアウトレット№の“ﾖｳｾﾂﾂｰﾙ”項

目のカウンタをクリア(ﾘｾｯﾄ!) してください。

2 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 
 
 
ﾕｰｻﾞ ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ﾖｳｷｭｳ 
 

説明 
“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”画面の“ﾕｰｻﾞ: ｹｲｺｸ”項目にて設

定したカウンタ値を実際の溶接回数が超えたため、メンテナンスのための警告メッセ

ージが表示されました。 
 

 要因 処置 

1 

実際の溶接回数が“ﾕｰｻﾞ: ｹｲｺｸ”項目に

て設定したカウンタ値を超えました。 
 対応するメンテナンス処置を実施してくださ

い。 
 “ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｷﾉｳ/ ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｶｳﾝﾀ”画面の該当する

アウトレット№の“ﾕｰｻﾞ”項目のカウンタをク

リア(ﾘｾｯﾄ!) してください。 
2 上記処置にて復帰できない場合 サービスに連絡してください！ 
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