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2. はじめに 

危険！ 
電撃により生命の危険があります！ 
本ユニットのケースを開く場合はコントロール ユニットから接続ケーブルを外し、完全に電源が遮断

されていることを確認してください。通電したまま内部の部品に触れることは非情に危険です。 

2.1. 基本操作 

スタッド溶接コントロールの DCE コントロールを操作する本ユニット TouchPad の表示スクリーンは基本的に以下の三つの

部分で構成されています。 

 上段 : ヘッド ライン 

 中段 : メイン スクリーン 

 下段 : ファンクション キー 

TouchPadスクリーンに表示される各操作項目は、スクリーンの該当部分を直接タッチすることにより操作できます。適宜タ

ッチ ペン等を使用していただくとより操作しやすくなります。鋭利な物やざらついた物、汚れた指先などで操作しますとスク

リーンに汚れや傷が着き見にくくなりますのでおやめください。 

本ユニット起動時の基本スクリーン 
SWS メイン メニュー 

上段 アウトレット キー 
状態表示 

中段 メイン スクリーン 
メニュー キー 

下段 ファンクション キー 

2.1.1. ヘッド ライン 
ヘッド ラインはTouchPadスクリーンの上部で現在のシステムの状態を表示します。五つのアウトレット キーおよびヘルプ 
キー、状態表示部から構成されています。 

表示項目 機能 

非常停止 緑 通常運用 
赤 オペレーターを保護するため電源を遮断した状態 

保護回路作動 緑 通常運用 
赤 保護柵の扉開放などにより操作できない状態 

一時停止 緑 通常運用 
赤 メンテナンス状態などでシステムの一部が操作できない状態 
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表示項目 機能 

アウトレット 1 ～ 5 操作、表示するアウトレットを選択します。ボタンの色で各アウトレットの状態を

表示します 

緑 有効に設定され異常のない状態 
灰 無効に設定されている状態 
赤 異常状態、キーをタッチするとエラー メッセージを表示します 
黄 警告状態、キーをタッチすると警告メッセージを表示します 

○?  Help ヘルプ スクリーンを表示 

状態表示 システムの状態を表すテキストを表示 
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2.1.2. メイン スクリーン 
メイン スクリーンは TouchPad スクリーンの中段で様々なメニューや選択項目などを表示します。キーをタッチして数値

入力や項目を選択してシステムの機能や動作パラメーターを表示、設定します。 

表示項目 機能 

キー タッチしたキーに従って詳細メニューを表示 

入力フィールド 

 

それぞれの入力フィールドに応じて数字パッドまたはアルファベット パッドが開

いて入力します 

数字キー パッド 

 
キーをタッチすることにより必要な数値を入力します 
OK 入力されている数値を確定 
CAN 入力されている数値をキャンセル 
CLR 入力されている数値をクリアー 

アルファベット キー パッド 

 
キーをタッチすることにより必要な入力をします 
OK 入力されている文字列を確定 
キャンセル 入力されている文字列をキャンセル 
クリアー 入力されている文字列をクリアー 
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表示項目 機能 

選択フィールド 

 

選択できる項目のリストが開きます。上下矢印キーをタッチして必要な項目を

表示し選択してください 

 
OK 選択を確定 
キャンセル 選択をキャンセル 

表示フィールド 

 

設定値やモニター値、読み込んだ値を表示します。入力はできません 

非表示フィールド 

 

 

該当する項目は現在のシステム構成、プログラムなどにより選択する事のでき

ない無効な項目です 

2.1.3. ファンクション キー 

表示項目 機能 

SWS メイン メニュー 

 

起動時に表示される基本スクリーンの SWS メイン メニューを表示します 

戻る 

 

一つ前の表示に戻ります 

保存 

 

変更した設定を保存します。このファンクション キーは変更した設定を有効に

する場合に表示されます。それ以外は非表示になります 

インフォメーション 

 

システム状態を表示します 
このファンクション キーは SWS メイン メニューで有効です 

言語選択 

 

システムの言語を設定するメニューを表示します 
新しい言語設定を保存した場合 TouchPad は再起動します。新しい言語が有

効になるまで数分かかります。言語設定の変更はシステムの設定内容やプロ

グラム内容には影響しません 
このファンクション キーは SWS メイン メニューで有効です 
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2.1.4. 入力の確定 
アウトレット プログラミングなどプログラミング作業を効率的に進めるため一つの項目を設定した後保存することなく他の項

目を設定することができます。変更した設定を有効にするには必ず保存動作が必要です。設定を変更した後保存しないで

別のスクリーンに移行しようとした場合、問い合せ表示がされますので、戻るキーで元のスクリーンに戻って保存してくださ

い。保存しない場合は変更した設定や値は破棄されます。 

3. パラメーター モニター 

溶接を実行するたびに、常に最新のモニターしたパラメーター データを表示します。リストとして数値での表示と測定グラ

フでの表示ができます。 
指定された溶接条件またはスタッド ID で溶接が実行されるとすぐに表示が更新されます。選択された溶接条件で溶接実

行する条件がととなわない場合は直前の状態が引き続き表示されます。 

3.1. パラメーター モニター – パラメーター 

表示画面は溶接関連モニター データの概要を示しています。スタッド溶接システムの直前の溶接の設定条件やモニタ

ー値を表示します。 
このスクリーンを表示するには [SWS メイン メニュー] → [溶接モニター] のキーにタッチしてください。 

 

表示するモニター データの選択 
 ヘッド ラインのアウトレット キーをタッチして選択状態にすると、選択されたアウトレットのモニター データのみ表示

します。アウトレットが選択された状態からもう一度該当するキーをタッチして非選択状態にすると全てのアウトレット

のモニター データを表示します。 
 条件フィルター入力欄をタッチして溶接プログラム№を入力し [OK] を入力し確定すると、指定した溶接プログラ

ムのモニター データのみ表示します。条件フィルターの値として [0] を指定すると全てのモニター データを表示

します。 
 条件フィルター入力欄をタッチしてスタッド ID を入力し [OK] を入力し確定すると、指定したスタッド ID のモニタ

ー データのみ表示します。条件フィルターの値として [0] を指定すると全てのモニター データを表示します。 
 条件フィルター入力欄をタッチして入力されている値を全て消去して [OK] を入力すると全てのモニター データ

を表示します。 

注意 ! 
溶接プログラム№またはスタッド ID からモニター データを表示したい場合は、あらかじ

めシステム設定で該当する溶接プログラム選択方法を設定しておく必要があります。 
メイン メニュー → 設定 → システム設定 → プログラム選択 
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表示 内容 

日付 モニター データを測定した日付 (DCE コントロール内部時計) 

時間 モニター データを測定した時間 (DCE コントロール内部時計) 

アウトレット アウトレット ナンバー 

スタッド ID 溶接部位に関連付けられた溶接グラムの認識№ 例)溶接位置 

車形 ID ユーザーが車形を認識するために設定した文字列 

プログラム№ 選択され、実行した溶接プログラム№ 

溶接モード 溶接プロセスのモード 例) 標準クリーン フラッシュ

最適制御 溶接プロセスの最適化モード 

ドロップ タイム スタッドのリフト制御がドロップ モードになってから、スタッドとワーク間の電圧が

0V になるまでの時間 

モード スタッド プランジ後プランジ制御を終了した時のリフト制御モード 

F: フォース モード 
P: ポジション モード 

プランジ後の実際の動作制御はフォース モードとポジション モードが逐次切

り換わります。従いまして F が表示されるか P が表示されるかはランダムです

ピーク電圧 測定されたピーク電圧を表示します 
溶接プロセスが、定電圧アーク制御アルミニウム溶接の場合のみ表示します 

ドロップ電圧 測定されたドロップ電圧を表示します 
溶接プロセスが、定電圧アーク制御アルミニウム溶接の場合のみ表示します 

ACP クリーン時間 AC SMPS ユニットのクリーン時間 

溶接カウンター カウンター クリアー後の総溶接数 

ワーク基準位置 フラッシュ シールド無し溶接時のワークとヘッドの基準位置 

LMR 角度 LMR ヘッドの角度 

測定値の表 

行 表示されている値 

パイロット溶接電流アーク電圧 Up パイロット電流領域のアーク電圧 [V] 

メイン溶接電流の電圧 Us メイン溶接電流領域のアーク電圧 [V] 

溶接電流 Is メイン溶接電流 [A] 

溶接時間 It メイン溶接時間 [ms] 
電流が始まってからプランジしてスタッドとワークが接触するまでの時間 

リフト距離 リフト距離 

溶け込み深さ D 溶接終了時のスタッドのワークへの溶け込み深さ [mm] 

溶接エネルギー Es 溶接の供されたエネルギー [J] 

メッセージ 異常の説明 例) 許容範囲オーバー 
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3.2. パラメーター モニター – グラフィック 

スタッド溶接システムが直前に実行した溶接の溶接電流、溶接電圧、スタッド リフト変位をグラフ表示します。 
このスクリーンを表示するには [SWS メイン メニュー] → [溶接モニター] → [グラフィック モニター] ファンク ションキ

ーにタッチしてください。 

 

表示するモニター データの選択 
 ヘッド ラインのアウトレット キーをタッチして選択状態にすると、選択されたアウトレットのモニター データのみ表示

します。アウトレットが選択された状態からもう一度該当するキーをタッチして非選択状態にすると全てのアウトレット

のモニター データを表示します。 
 フィルター入力欄をタッチして溶接プログラム№を入力し [OK] を入力し確定すると、指定した溶接プログラムの

モニター データのみ表示します。フィルターの値として [0] を指定すると全てのモニター データを表示します。 
 フィルター入力欄をタッチしてスタッド ID を入力し [OK] を入力し確定すると、指定したスタッド ID のモニター デ

ータのみ表示します。フィルターの値として [0] を指定すると全てのモニター データを表示します。 
 フィルター入力欄をタッチして入力されている値を全て消去して [OK] を入力すると全てのモニター データを表

示します。 

注意 ! 
グラフィック モニターは溶接プログラムで機能するように設定され、システムを構成す

る他のユニットがグラフィック モニター機能をサポートしている場合のみ表示します。 
SWS メイン メニュー → 設定 → 溶接条件 → 機能設定 

キー 機能 

電圧 電圧グラフの表示、非表示を選択 
カーソル位置の電圧を数値で表示 [V] 

電流 電流グラフの表示、非表示を選択 
カーソル位置の電流を数値で表示 [A] 

リフト リフト変位グラフの表示、非表示を選択 
カーソル位置のリフト距離を数値で表示 [mm] 

グラフ保持 ON 表示しているグラフの自動更新を停止します 

グラフ保持 OFF 表示しているグラフの自動更新を開始します 

スケール保持 ON 現在のスケールを保持し、他の溶接条件のグラフとの比較を容易にします 
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キー 機能 

スケール保持 OFF 表示するグラフに合わせてスケールを自動調整します 

4. サービス ファンクション 

テスト ファンクションを呼び出すサブ メニューを表示します。 
サブ メニューの表示方法 
このスクリーンを表示するには [SWS メイン メニュー] → [サービス ファンクション] のキーにタッチしてください。 

 

キー 機能 

溶接サイクル テスト 溶接サイクルのテストを実行するメニューを表示します 

インターフェイス テスト カスタマー インターフェイス出力信号のテストをするメニューを表示します 
TouchPad が DCE に直接接続されている場合のみ機能します 
DCE コントロールが一時停止状態の時のみ機能します 

SMPS テスト SMPS をサイクル テストするメニューを表示します 
TouchPad が DCE に直接接続されている場合のみ機能します 

手動送給ファンクション フィーダーをマニュアル操作するメニューを表示します 
TouchPad が DCE に直接接続されている場合のみ機能します 

手動ヘッド操作ファンクション 溶接ツールをマニュアル操作するメニューを表示します 
TouchPad が DCE に直接接続されている場合のみ機能します 

スタッド送給テスト スタッド送給サイクルをテストするメニューを表示します 

テスト プログラム編集 溶接条件基本設定メニューを表示します 

Ethernet テスト Ethernet のテストをするメニューを表示します 
TouchPad が DCE に Ethernet で接続されている場合のみ機能します 

自動ティーチ 自動ティーチ メニューを表示します 
TouchPad が DCE に直接接続されている場合のみ機能します 
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4.1. 溶接サイクル テスト 

このメニューで様々な動サイクルのテストを実行します。 
このスクリーンを表示するには [SWS メイン メニュー] → [サービス ファンクション] → [溶接テスト サイクル] キーにタ

ッチし、さらに該当するアウトレット ナンバーキーにタッチしてください。 

 

キー 機能 

ファンクションを選択してください 実行するテストを選択します 
システム構成によって選択できる機能が変わります 

溶接ヘッド前進位置 溶接ツールの前進にかかった時間が表示されます 

溶接ヘッド後退位置 溶接ツールの後退にかかった時間が表示されます 

ドロップ タイム ドロップタイムを表示します 

リフト リフト距離を表示します 

LMR アングル ポジション移動 L LMR ヘッドの回転角を設定します 

アングル ポジション 現在の LMR ヘッドの回転角を表示します 

ピックアップ ポジション LMR ヘッドの調整されたピックアップ ポジションの角度を表示します 

ファンクション開始 選択されたテストを実行します 

ティーチ モード設定 カスタマー インターフェイスや TouchPad からの位置指定は一時停止中のメ

ンテナンス オペレーションの場合のみ機能します 
一時停止中のメンテナンス オペレーション時は電源を二度変更することはで

きません 

テスト動作が正常に完了するとヘッド ラインに黄色のメッセージが表示され、関連する数値が表示されます。 
テスト動作が正常に完了しなかった場合はヘッド ラインに赤いメッセージが表示され、数値は表示されません。 
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4.2. インターフェイス テスト 

このメニューではカスタマー インターフェイス信号をセットしテストすることができます。このテストは一時停止に設定されて

いる時のみ機能します。 
このスクリーンを表示するには [SWS メイン メニュー] → [サービス ファンクション] → [インターフェイス テスト] キー

にタッチし、さらに該当するアウトレット ナンバーキーにタッチしてください。 

 

項目 内容 

SOW (Stud On Workpiece) 該当するボタンをタッチして信号を ON / OFF します 

異常 該当するボタンをタッチして信号を ON / OFF します 

溶接ヘッド後退位置 該当するボタンをタッチして信号を ON / OFF します 

作業者保護 (非常停止) 該当するボタンをタッチして信号を ON / OFF します 

準備 該当するボタンをタッチして信号を ON / OFF します 

許容範囲 該当するボタンをタッチして信号を ON / OFF します 

メンテナンス 該当するボタンをタッチして信号を ON / OFF します 

溶接完了 該当するボタンをタッチして信号を ON / OFF します 

LMR 回転開放 該当するボタンをタッチして信号を ON / OFF します 

LMR ロード位置 該当するボタンをタッチして信号を ON / OFF します 

LMR 動作中 該当するボタンをタッチして信号を ON / OFF します 

LMR 角度到達 該当するボタンをタッチして信号を ON / OFF します 

異常コード 信号出力する異常コードを指定します 

オペレーション モード 信号出力するオペレーション モードを指定します 

 

操作できません 
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項目 内容 

 

テスト モードで信号 ON 出力しています 

 

テスト モードで信号 OFF 出力しています、またはテスト モードではありません

4.3. SMPS サイクル テスト 

このメニューより溶接電源および DCE コントロール内部、外部の溶接回路が正常かどうかテストすることができます。テスト

で使用する溶接電流や溶接時間などの溶接条件は、テスト プログラムで該当するアウトレットに設定された条件が適用さ

れます。このメニューは DCE コントロールに TouchPad を接続した場合のみ機能します。 
このスクリーンを表示するには [SWS メイン メニュー] → [サービス ファンクション] → [SMPS テスト] キーにタッチ

し、さらに該当するアウトレット ナンバーキーにタッチしてください。 

 

項目 内容 

テスト サイクルの回数 実行するテスト サイクルの回数を設定します 

溶接サイクル カウント現在値 実行されたテスト サイクルの回数を表示します 

溶接電流現在値 実際に出力された溶接電流の測定値を表示します 

SMPS テスト開始 SMPS テストを開始します 

SMPS テスト停止 SMPS テストを停止します 

溶接ヘッド前進 溶接ヘッドを前進させます 

溶接ヘッド後退 溶接ヘッドを後退させます 

テストが正常に終了するとヘッド ラインに黄色くメッセージが表示され、さらに関連した数値が表示されます。 
テストが正常に終了しなかった場合ヘッドラインの赤色のメッセージが表示され、関連した数値は表示されません。 
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4.4. 手動送給ファンクション 

このメニューよりフィーダーをテストします。 
選択するアウトレットは予めスタッド フィーダーに接続され、設定されている必要があります。 
このメニューは TouchPad が ETF または ETFR、ETW フィーダーに接続された場合のみ機能します。 
このスクリーンを表示するには [SWS メイン メニュー] → [サービス ファンクション] → [手動送給ファンクション] キー

にタッチしてください。 

 

注意 ! 
状態表示部をタップすると、該当する機能を呼び出すメニューが表示されます。 

 

項目 内容 

フィード エアー フィード エアー バルブ信号の状態を表示します 

エスケープメント ブロック エスケープメント ブロック エアー バルブ信号の状態を表示します 

モーター モーター回転信号の状態を表示します 

スタッド エレベーター スタッド エレベーター信号の状態を表示します 

ドラム ライト ドラム ライト信号の状態を表示します 

スタッド ディバイダー スタッド ディバイダーのシャトル エアー バルブ信号の状態を表示します 

シールド ガス シールド ガス バルブ信号の状態を表示します 

エアー ブロー エアー ブロー バルブ信号の状態を表示します 

ファンクションを選択して下さい。 テストする項目を選択してください 
選択できる項目はシステム構成とセットアップ状況により異なります 

ファンクション開始 一連のテストを開始します 
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4.5. 手動ヘッド操作ファンクション 

このメニューより溶接ツールをテストします。 
選択するアウトレットは予めスタッド フィーダーと溶接ツールに接続され、設定されている必要があります。 
このメニューは TouchPad が ETF または ETFR、ETW フィーダーに接続された場合のみ機能します。 
このスクリーンを表示するには [SWS メイン メニュー] → [サービス ファンクション] → [手動ヘッド操作ファンクション] 
キーにタッチしてください。 

 

項目 内容 

溶接ヘッド位置 溶接ツールの位置を表示します 

ロード ピン位置 ロード ピンの位置を表示します 

グリッパー グリッパーの位置を表示します 

ファンクションを選択して下さい。 テストする項目を選択してください 
選択できる項目はシステム構成とセットアップ状況により異なります 

ファンクション開始 一連のテストを開始します 
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4.6. テスト プログラム編集 

このメニューによりテスト プログラムの設定をします。 
テスト プログラムはアウトレットごと設定できます。 
このスクリーンを表示するには [SWS メイン メニュー] → [サービス ファンクション] → [テスト プログラム編集] キーに

タッチしてください。 

 

それぞれの項目を溶接条件の設定に従って設定します。 
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4.7. スタッド送給テスト 

このメニューにより一連のスタッド送給のテストをします。 
このスクリーンを表示するには [SWS メイン メニュー] → [サービス ファンクション] → [スタッド送給テスト] キーにタッ

チしてください。 

 

項目 内容 

テスト サイクルの回数 実行するスタッド送給の回数を設定します 

溶接サイクル カウンタ現在値 実行されたスタッド送給回数の現在値を表示します 

送給テスト開始 スタッド送給テストを開始します 

送給テスト停止 スタッド送給テストを停止します 

注意 ! 
スタッド送給テストで動作するフィード・タイムなどの値は、アウトレット設定メニューで設

定した値に基づきます。 

 



 取扱説明書 / アーク スタッド溶接システム / DCE コントロール & TouchPad / Software Ver.1.02 / Edition 2nd 
Page 20 / 101 

 Nippon POP Rivets and Fasteners Ltd.  

4.8. Ethernet テスト 

このメニューにより Ethernet ネットワークのセットアップ状態のテストをします。 
このメニューは TouchPad が DCE コントロールに接続され、DCE コントロールに Ethernet インターフェイス ボードが実

装されている場合のみ機能します。 
このスクリーンを表示するには [SWS メイン メニュー] → [サービス ファンクション] → [Ethernet テスト] キーにタッ

チしてください。 

 

項目 内容 

機能の選択 テストする機能を選択します 
選択できる項目はシステム構成とセットアップ状況により異なります 

サーバー1 IP アドレス Ping サーバー1 の IP アドレスを設定します 

サーバー1 Ping 状態 Ping サーバー1 の応答状態を表示します 

不定 : サーバーからの応答が確認できませんでした 

サーバー2 IP アドレス Ping サーバー2 の IP アドレスを設定します 

サーバー2 Ping 状態 Ping サーバー2 の応答状態を表示します 

不定 : サーバーからの応答が確認できませんでした 

ユーザーIP アドレス クライアント PC の IP アドレスを設定します 

ユーザーPing 状態 クライアント PC の応答状態を表示します 

不定 : クライアント PC からの応答が確認できませんでした 

テレグラム テスト テレグラム テストに成功した場合表示されます 

同期カウンター 同期カウンターの値を表示します 

ファンクション開始 テストを実行します 

テストが正常に終了するとヘッド ラインに黄色くメッセージが表示され、さらに関連した数値が表示されます。 
テストが正常に終了しなかった場合ヘッドラインの赤色のメッセージが表示され、関連した数値は表示されません。 
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4.9. 自動ティーチ 

このメニューによりスタッド長さもしくは溶接ヘッドの基準位置を自動的に構成します。 
このメニューは TouchPad が DCE コントロールに接続されている場合のみ機能します。 
このスクリーンを表示するには [SWS メイン メニュー] → [サービス ファンクション] → [自動ティーチ] キーにタッチし

てください。 

 

項目 内容 

フィーダー フィーダーの型式を表示します 

溶接ヘッド 溶接ツールの型式を表示します 

溶接条件№ 溶接条件のナンバーを表示します 

スタッド ID 必要な場合スタッド ID を表示します 

スタッド長さ 測定されたスタッド長さの結果を表示します 

許容範囲 スタッド長さの基準値に対する測定値の許容範囲を入力してください 

ワーク基準位置 測定されたワーク基準位置を表示します 

+許容範囲 スタッド長さの基準値に対する測定値の許容範囲を入力してください 

自動ティーチ開始 自動ティーチを開始します 
カスタマー インターフェイス信号も一連の動作をします 
キャリブレーション完了後それぞれの値を表示します 

自動ティーチ再実行 自動ティーチを再度実行します 

保存して続ける キャリブレーションし測定された値を基準値として保存し、次の測定ポイントに

切り換えます 

テストが正常に終了するとヘッド ラインに黄色くメッセージが表示され、さらに関連した数値が表示されます。 
テストが正常に終了しなかった場合ヘッドラインの赤色のメッセージが表示され、関連した数値は表示されません。 
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5. 条件設定 

[条件設定] メニューからシステム全体の動作に必要な設定、溶接ツールの動作に関する設定、フィーダーの動作に関す

る設定などほとんど全ての動作に必要なタイマー値などの項目を設定します。 
このスクリーンを表示するには [SWS メイン メニュー] → [設定] キーにタッチしてください。 

 

項目 内容 

システム システム全体の動作に関連する条件を設定するメニューを表示します 

アウトレット 各アウトレットごとの動作に関連する条件を設定するメニューを表示します 

溶接条件 溶接条件の基本的な設定をするメニューを表示します 

コピー ファンクション 設定された条件を、アウトレット間または溶接条件間でコピーします 

PKZ 溶接コントロール カウンター 溶接コントロール カウンターを設定します 
ハンド ガンが接続され、この機能に対応したカスタマー インターフェイスが実

装されている場合に機能します 

オフライン条件設定 オフラインで各種条件設定をするメニューを表示します 



 取扱説明書 / アーク スタッド溶接システム / DCE コントロール & TouchPad / Software Ver.1.02 / Edition 2nd 
Page 23 / 101 

 Nippon POP Rivets and Fasteners Ltd.  

5.1. システム設定 

このメニューでは溶接条件の選択方法やネットワークの設定、時計の設定などをします。 
このスクリーンを表示するには [SWS メイン メニュー] → [設定] → [システム] キーにタッチしてください。 
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5.1.1. システム設定 – 基本設定 
このメニューでは溶接条件の選択方法を設定します 
このスクリーンを表示するには [SWS メイン メニュー] → [設定] → [システム] → [基本設定] キーにタッチしてくださ

い。 

 

項目 内容 

プログラム選択 溶接条件を選択する管理方法を選択します、通常はカスタマー インターフェ

イスによりこの選択に従って溶接条件が確定します 

プログラムとアウトレット : 溶接条件ナンバーとアウトレット ナンバーで溶接条

件が確定します 
スタッド ID : スタッド ID により溶接条件が確定します 
ナンバーID : 溶接条件だけで確定します 

位置 ID 溶接位置に関連付けた位置 ID を設定します 

位置№ 溶接位置に関連付けた位置№を設定します 

インターフェイス№ カスタマー インターフェイスのバス アドレスを設定します 

DeviceNet ボーレート DeviceNet インターフェイスの通信速度を設定します 

カスタマー インターフェイス設定 溶接条件を選択する管理方法を選択します、通常はカスタマー インターフェ

イスによりこの選択に従って溶接条件が確定します 

プログラムとアウトレット : 溶接条件ナンバーとアウトレット ナンバーで溶接条

件が確定します 
スタッド ID : スタッド ID により溶接条件が確定します 
ナンバーID : 溶接条件だけで確定します 
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5.1.2. システム設定 – ネットワーク 
このメニューでは Ethernet ボードおよび Ethernet カスタマーインターフェイスの設定をします。 
このスクリーンを表示するには [SWS メイン メニュー] → [設定] → [システム] → [ネットワーク] キーにタッチしてくだ

さい。 

 

注意 ! 
DHCP サーバー OFF に設定した場合のみアドレスの任意設定ができます。 

 

項目 内容 

DHCP DHCP サーバーを利用するかどうかを設定します 

ON : DHCP サーバーからネットワーク設定を取得します 
OFF : ネットワークの各項目を設定します 

MAC アドレス Ethernet ボードの MAC アドレスを表示します 

RAM モジュールへ保存 内部 RAM モジュールに保存されているアドレス設定です 

IP アドレス : ネットワークの IP アドレスです 
ネットマスク : ネットワークのネットマスクです 
ゲートウェイ : ネットワークのゲートウェイのアドレスです 
現在の設定を保存 : RAM モジュールに現在の設定を保存します 

Ethernet インターフェイス ボードへ保

存 
Ethernet インターフェイス ボードに保存されているアドレス設定です 

IP アドレス : ネットワークの IP アドレスです 
ネットマスク : ネットワークのネットマスクです 
ゲートウェイ : ネットワークのゲートウェイのアドレスです 
現在の設定を保存 : RAM モジュールに現在の設定を保存します 

これらの設定は RAM モジュールと Ethernet インターフェイスに保存されてい

る設定が違う場合のみ有効になります 
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5.1.3. システム設定 – 補助 
このメニューではプラス システムのネットワーク設定をします。 
このスクリーンを表示するには [SWS メイン メニュー] → [設定] → [システム] → [補助] キーにタッチしてください。 

 

項目 内容 

IP アドレス サーバー1 IP アドレス サーバー1 の IP アドレス 

IP アドレス サーバー2 IP アドレス サーバー2 の IP アドレス 

ポート 接続ポーの番号 

タイム タイムアウト 

繰り返し 繰り返し回数 
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5.1.4. システム設定 – 時計 
このメニューでは DCE スタッド溶接システムの時計の日付と時刻を設定します。 
このスクリーンを表示するには [SWS メイン メニュー] → [設定] → [システム] → [時計] キーにタッチしてください。 

 

注意 ! 
夏時間の設定は自動的に調整されません。夏時間が始まる時には時計を一時間進

め、夏時間が終わる時には時計を一時間遅らせてください。 

 
注意 ! 
DCE コントロールがコンピューター データベースの DCELink のネットワークに組み込

まれている場合、DCE システムの時計は自動的にパソコンと同期されますので本章で

の設定は必要ありません。 

 

項目 内容 

日付 現在の日付を入力します 

時刻 現在の時刻を入力します 



 取扱説明書 / アーク スタッド溶接システム / DCE コントロール & TouchPad / Software Ver.1.02 / Edition 2nd 
Page 28 / 101 

 Nippon POP Rivets and Fasteners Ltd.  

5.1.5. システム設定 – ライセンス管理 
このメニューではオプション プログラムのライセンス キーの読み込みと管理をします。 
このスクリーンを表示するには [SWS メイン メニュー] → [設定] → [システム] → [ライセンス管理] キーにタッチして

ください。 

 

項目 内容 

有効キー TouchPad の機器固有のキーです 

目印 オプション プログラムの名称です 

状態 オプション プログラムのライセンスの有効状態もしくは無効状態を表示します

インストール オプション プログラムが組み込まれているかどうかの状態を表示します 

バージョン 組み込まれているオプション プログラムのバージョンを表示します 

File name ライセンスを組み込むためのライセンス ファイルを指定します 

ライセンス キー ファイル保存 File name で指定したライセンス キー ファイルを組み込みます 
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5.1.6. システム設定 – ProFep 
このメニューでは ProFep ネットワーク設定をします。 
このスクリーンを表示するには [SWS メイン メニュー] → [設定] → [システム] → [ProFep] キーにタッチしてくださ

い。 

 

注意 ! 
ProFep の設定メニューは該当するカスタマー インターフェイスが実装されいる場合

のみ表示されます。 
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5.1.7. システム設定 – 割付リスト 
このメニューでは割付けリストの設定と変更ができます。 
このスクリーンを表示するには [SWS メイン メニュー] → [設定] → [システム] → [割付リスト] キーにタッチしてくださ

い。 

 

項目 内容 

スタッド ID 割付けられたスタッド ID のリストです 

溶接条件№ スタッド ID に割付けられた溶接条件ナンバーです 

フィルター 指定した条件に合う項目を表示します 

DCELink へリス トコピー 接続された DCELink サーバーにリストの変更分を送信します 

新規登録 新しい項目を作成します 

リスト クリアー 割付リストを消去します 
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5.2. アウトレット 

5.2.1. アウトレット設定 – 共通設定 
このメニューでは選択されたアウトレットの共通設定をします。 
このスクリーンを表示するには [SWS メイン メニュー] → [設定] → [アウトレット] キーにタッチしてください。 

 

注意 ! 
本メニューを開いた時は必ずアウトレット 1 が選択されています。必要に応じてヘッド 
ラインの該当するアウトレットのキーにタッチして選択してください。 

 

項目 内容 

アウトレット有効 アウトレットの有効、無効を選択します 

アウトレット ID アウトレットに任意の名称を付けます  (オプション) 

アプリケーション タイプ 操作モードを選択します 

WOP 許可数 Weld Outside of Tolerance (許容範囲外溶接)の設定です、WOP 溶接がこ

の設定値を超えて続けて発生すると溶接異常になります 

5.2.2. アウトレット設定 – 溶接ヘッド 
このメニューでは選択されたアウトレットの溶接ツールに関連した設定をします。 
このスクリーンを表示するには [SWS メイン メニュー] → [設定] → [アウトレット] → [溶接ヘッド] ファンクション キー

にタッチしてください。 

注意 ! 
本メニューは選択されたアウトレットに接続された溶接ツールの仕様によって設定できる

項目が変わります。 
必要に応じてヘッド ラインの該当するアウトレット ナンバーのキーにタッチして選択し

てください。 
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5.2.2.1. _ LMR 溶接ヘッドのメニュー 

 

項目 内容 

Current Position 
現在位置 

LMR ヘッドの現在の位置角度を表示します 

Pick Up position 
ピック アップ ポジション 

ピック アップ ポジションの現在の位置角度を表示します 

Feed before Pick Up 
ピック アップ前フィード 

ピック アップ前にスタッド フィードするか設定します 

Current coupling control 電流カップリングを選択します 

Choose Function テストする機能を選択します 
選択できる機能はシステム構成により変わります 

Start Function 選択したテストを実行 

Position Gripper 
グリッパー位置 

現在のグリッパー位置に関する各種データを表示します 

Measuring Value (測定値) : グリッパー位置の測定値 [mm] 
Difference (差) : 現在の測定値と先回の測定値の差 [mm] 
許容範囲 +/- : 許容範囲を設定します 

Teach 
ティーチ 

グリッパー位置とスタッド位置の調整を開始します 

Check 
チェック 

設定の確認をします 
直前の測定値との差を表示します 
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5.2.2.2. _ LM 溶接ヘッドのメニュー 

 

項目 内容 

スタビライザー 予約項目です、現在は使用できません 
スタビライザーが利用可能で使用するように設定してある場合表示します 

スタッド長さチェック スタッド長さチェック機能を使用する、しないを設定します 

メカニカル カウンター メカニカル カウンターを使用する、しないを設定します 

ファンクション選択 テストする動作を選択します 
選択できる動作はシステムの構成と設定によって異なります 

開始 テストを実行します 

スタッド長さ スタッド長さチェック機能のティーチおよび確認をします 
本メニューから設定したスタッド長さチェックはアウトレットごとに記憶され、チェ

ックします 

測定値 : ヘッド前進でのスタッド押し込み量の実測値表示します 
差 : 基準値との実測値の差を表示します 
+/-許容範囲 : 許容範囲を入力します 

スタッド長さティーチ 現在チャックされているスタッドのヘッド前進時の押し込み量を実測し基準値と

します 

スタッド長さチェック 現在チャックされているスタッドのヘッド前進時の押し込み量を実測し表示しま

す 
基準値との差を表示します 
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5.2.2.3. _ PK および PLM 溶接ガンのメニュー 

 

項目 内容 

PLM タイプ PLM ガンのタイプを指定します 

標準 PLM : PLM 560 以外のガンを接続している場合選択します 
PLM560 : PLM 560 を接続している場合選択します 

PLM クランプ PLM クランプを実装している場合有りに指定します 

パラメーター名 予約機能です、現在使用できません 

ソフトウェアー角度スイッチ ソフトウェアー角度スイッチ機能が有効か無効か表示します 

メカニカル角度スイッチ メカニカル角度スイッチを実装していて使用する場合有りに設定します 

角度スイッチ 角度スイッチ機能を使用する場合有りに設定します 

角度 ソフトウェアー角度スイッチに関する実測値を表示します 

測定値 : 実測したソフトウェアー角度スイッチの値を表示します 
差 : 直前に実測した値と基準値との差を表示します 
+/-許容範囲 : 基準値との差の許容範囲を入力します 

角度ティーチ 現在チャックされているスタッドのヘッド前進時の押し込み量を実測し基準値と

します 

注意 ! 
ワークピースとスタッドの面直度は溶接位置のスタッド押し

込み量で判定します。許容される最大角度は許容範囲の

設定で決まります。 

角度スイッチ チェック 現在チャックされているスタッドのヘッド前進時の押し込み量を実測し表示しま

す 
基準値との差を表示します 
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5.2.3. アウトレット設定 – フィーダー 
このメニューでは選択されたアウトレットのスタッド フィーダーに関連した設定をします。 
このスクリーンを表示するには [SWS メイン メニュー] → [設定] → [アウトレット] → [フィーダー] ファンクション キー

にタッチしてください。 

 

注意 ! 
本メニューを開いた時は必ずアウトレット 1 が選択されています。必要に応じてヘッド 
ラインの該当するアウトレットのキーにタッチして選択してください。 

 
注意 ! 
指定したアウトレットに接続されたフィーダーの型式および仕様により設定項目が違いま

す。 

 

項目 内容 

フィード開始 フィード モードを選択してください 

外部送給制御 SOW OFF 後 : 溶接完了し SOW OFF 後、外部信号により

スタッド送給します 
内部 SOW OFF 後 : 溶接完了し SOW OFF 後、自動スタッド送給します 
外部送給制御 溶接完了後 : 溶接完了後、外部信号によりスタッド送給しま

す 
内部 溶接完了後 : 溶接完了後、自動スタッド送給します 

スタッド到着センサー スタッド フィード タイムを自動調整します 
溶接ヘッドのフィード チューブにスタッド到着センサー(近接スイッチ)がある場

合は YES に設定してください 

スタッド出発センサー フィーダーのフィード チューブにスタッド出発センサー(近接スイッチ)がある場

合は YES に設定してください 

フィード タイム フィーダーのセパレーション ブロックから溶接ヘッドのレシーバーまでスタッドを

搬送するフィード エアーを吹く時間を設定します 

ロード タイム ロードピンを後退させるタイミングとフィードエアーを吹くタイミングとの時間差を

設定します 
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項目 内容 

シャトル後退時間 セパレーション ブロックの切り出し部にスタッド整列レールからスタッドを入れる

ためにセパレーション ブロックを移動させる時間を設定します 

ボール回転停止遅延時間 スタッド整列レールの最少位置近接スイッチが ON した後ドラムが回転し続け

る時間を設定します 

ボール回転開始遅延時間 スタッド整列レールの最少位置近接スイッチが OFF した後、何本のスタッドを

送給したてからドラムを回転させるかスタッド本数を設定してください 

キッカー タイム スタッド整列レール上のキッカーを前進させている時間を設定してください 

ホッパー ステップ ホッパー方式のフィーダーの場合、何回ホッパーを上下させるか設定してくださ

い 

自動再送給 スタッド溶接実行時 no SOW(送給異常)もしくは Wrong Stud(長さ異常)が発

生した後、一度だけ自動的にスタッドを送給し直し溶接実効する場合は YES
に設定してください 

アクティブ ロード ピン POPNut 溶接時にネジ部をスパッターから保護します 
溶接ヘッドにアクティブ ロード ピン機構が組み込まれている必要があります 

ピックアップ ステーション割当 オプションで二種類のスタッドを送給できるピックアップステーションを組み込

んだ LMR ヘッドで、どちらのステーションを使用するか指定します 

コンテナー アップ時間 スタッド リフト機構からフィード ガイド レールへスタッドを送り込むため、スタッド

リフト機構を上昇させている時間を設定してください 

コンテナー ダウン時間 スタッド ホッパーからスタッド リフト機構へスタッドを送り込むため、スタッド リフ
ト機構を下降させている時間を設定してください 

LM Magazine fill level min. 予約機能です、現在使用できません 

LM Magazine fill level max. 予約機能です、現在使用できません 
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5.2.3.1. _ アウトレット設定 – SD10 – フィーダー 
このメニューでは SD10 マスター フィーダーおよび SD10 スレーブ フィーダーに関連した設定をします。 

 

項目 内容 

Select Feeder  設定するフィーダーを選択します 

Start Feed 
Stud arrival Sensor 
Repeat Feed 
Active Liad Pin 

SD10 マスター フィーダーでのみ機能します 
「アウトレット設定 – フィーダー」の項目を参照してください 

Feed Tube at 該当するフィーダーのフィード チューブを指定します。指定されたフィード チュ

ーブ カウンターがカウント アップします 

Assigned 1 Weld Tool 該当するフィーダーがフィード動作するたびにアップするメンテナンス カウンタ

ーの第一の溶接ツールを指定します 

Assigned 2 Weld Tool 該当するフィーダーがフィード動作するたびにアップするメンテナンス カウンタ

ーの第二の溶接ツールを指定します 

More parameter 「アウトレット設定 – フィーダー」の項目を参照してください 



 取扱説明書 / アーク スタッド溶接システム / DCE コントロール & TouchPad / Software Ver.1.02 / Edition 2nd 
Page 38 / 101 

 Nippon POP Rivets and Fasteners Ltd.  

5.2.4. アウトレット設定 – カウンター 
このメニューでは選択されたアウトレットのメンテナンス用のコレットおよびフィード チューブ、溶接ツールのカウンターに関

連した設定をします。 
それぞれのカウンター値設定値を超えると警告状態で動作し、さらにはシステム異常で停止します。 

注意 ! 
カウンターアップの警告が発生した場合は、該当する溶接ツールなどのユニットを交換

するか、メンテナンスしてください。 

 
このスクリーンを表示するには [SWS メイン メニュー] → [設定] → [アウトレット] → [カウンター] ファンクション キー

にタッチしてください。 

 

項目 内容 

コレット メンテナンス カウンター警告 カウンター警告が発生するコレットの溶接数 
0 はカウンター無効 

コレット異常 カウンター異常が発生し、システム停止するコレットの溶接数 
0 はカウンター無効 

フィード チューブ メンテナンス カウン

ター 
カウンター警告が発生するフィード チューブのスタッド フィード数 
0 はカウンター無効 

フィード チューブ カウンターによる停止 カウンター異常が発生し、システム停止するフィード チューブのスタッド フィー

ド数 
0 はカウンター無効 

溶接ヘッド メンテナンス カウンター警

告 
カウンター警告が発生する溶接ツールの溶接数 
0 はカウンター無効 

溶接ヘッド カウンターによる停止 カウンター異常が発生し、システム停止する溶接ツールの溶接数 
0 はカウンター無効 

汎用メンテナンス カウンター警告 カウンター警告が発生する汎用カウンターの溶接数 
0 はカウンター無効 

汎用カウンターによる停止 カウンター異常が発生し、システム停止する汎用カウンターの溶接数 
0 はカウンター無効 
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項目 内容 

コレット予備メンテナンス コレット メンテナンス カウンター警告が発生する前に、ここに設定した値だ前

もって警告が発生します。この予備メンテナンス カウンターでメンテナンスの

準備をします 
0 はカウンター無効 

現在値 コレットおよびフィードチューブ、溶接ツールおよび汎用カウンターの現在値を

表示します 

注意 ! 
コレットおよびフィード チューブ、溶接ツール、汎用のメン

テナンス カウンターが設定値を超えた場合は、該当する

カウンターを 0 にリセットしてください 

リセット カウンター現在値を 0 にリセットします。警告や異常にセッテイされたカウンタ

ー値は変わりません 
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5.2.4.1. _ アウトレット設定 – カウンター – SD10 – Page 1 
このメニューでは SD10 フィーダーのカウンターに関連した設定をします。 (Page 1) 

 

項目 内容 

Select Feeder 設定するフィーダーを選択します 

Feeding Maintenance at カウンター警告が発生する選択されたフィーダーのスタッド フィード数 
0 はカウンター無効 

Feeding Fault at カウンター異常が発生し、システム停止する選択されたフィーダーのスタッド

フィード数 
0 はカウンター無効 

Tube Maintenance at カウンター警告が発生するフィード チューブのスタッド フィード数 
0 はカウンター無効 

Tube Fault at カウンター異常が発生し、システム停止するフィード チューブのスタッド フィー

ド数 
0 はカウンター無効 

現在値 フィーダーおよびフィード チューブ カウンターの現在値を表示します 

注意 ! 
フィーダーおよびフィード チューブのメンテナンス カウン

ターが設定値を超えた場合は、該当するカウンターを 0
にリセットしてください 

リセット カウンター現在値を 0 にリセットします。警告や異常にセッテイされたカウンタ

ー値は変わりません 



 取扱説明書 / アーク スタッド溶接システム / DCE コントロール & TouchPad / Software Ver.1.02 / Edition 2nd 
Page 41 / 101 

 Nippon POP Rivets and Fasteners Ltd.  

5.2.4.2. _ アウトレット設定 – カウンター – SD10 – Page 2 
このメニューでは SD10 フィーダーのカウンターに関連した設定をします。 (Page 2) 

 

項目 内容 

Select Tool 設定する溶接ツールを選択します 

Tool Maintenance at カウンター警告が発生する選択された溶接ツールのスタッド フィード数 
0 はカウンター無効 

Tool Fault at カウンター異常が発生し、システム停止する選択された溶接ツールのスタッド

フィード数 
0 はカウンター無効 

Collet Maintenance at カウンター警告が発生する選択された溶接ツールのコレットのスタッド フィード

数 
0 はカウンター無効 

Collet Fault at カウンター異常が発生し、システム停止する選択された溶接ツールのコレット

のスタッド フィード数 
0 はカウンター無効 

User Maintenance at カウンター警告が発生する選択された溶接ツールの汎用カウンターのスタッド

フィード数 
0 はカウンター無効 

User Fault at カウンター異常が発生し、システム停止する選択された溶接ツールの汎用カ

ウンターのスタッド フィード数 
0 はカウンター無効 

現在値 溶接ツールおよびコレット、汎用カウンターの現在値を表示します 

注意 ! 
溶接ツールおよびコレット、汎用カウンターが設定値を超

えた場合は、該当するカウンターを 0 にリセットしてくださ

い 

リセット カウンター現在値を 0 にリセットします。警告や異常にセッテイされたカウンタ

ー値は変わりません 
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5.2.4.3. _ アウトレット設定 – カウンター – SD10 – Page 3 
このメニューでは SD10 フィーダーのカウンターに関連した設定をします。 (Page 3) 

 

項目 内容 

Select Divider 設定するディバイダーを選択します 

Tube Maintenance at カウンター警告が発生する選択されたディバイダーのフィード チューブのスタ

ッド フィード数 
0 はカウンター無効 

Tube Fault at カウンター異常が発生し、システム停止する選択されたディバイダーのフィード

チューブのスタッド フィード数 
0 はカウンター無効 

現在値 ディバイダーのフィード チューブ カウンターの現在値を表示します 

注意 ! 
ディバイダーのフィード チューブ カウンターが設定値を

超えた場合は、該当するカウンターを 0 にリセットしてくだ

さい 

リセット カウンター現在値を 0 にリセットします。警告や異常にセッテイされたカウンタ

ー値は変わりません 

5.2.5. アウトレット設定 – 機能設定 
このメニューでは選択されたアウトレットの機能設定をします。 
このスクリーンを表示するには [SWS メイン メニュー] → [設定] → [アウトレット] → [機能設定] ファンクション キー

にタッチしてください。 
このメニューは 2 ページで構成されています。 



 取扱説明書 / アーク スタッド溶接システム / DCE コントロール & TouchPad / Software Ver.1.02 / Edition 2nd 
Page 43 / 101 

 Nippon POP Rivets and Fasteners Ltd.  

5.2.5.1. _ アウトレット設定 – 機能設定 – 1 ページ 

 

項目 内容 

エアー ブロー エアーブローの制御方式を設定します 

注意 ! 
アルミニウム溶接の場合エアー ブローは使えません 

 

エアー ブロー タイム エアー ブローの時間を設定します 

一次エアー圧モニター 一次入力エアー圧をモニターするかしないかを設定します 

シールド ガス シールドガスの制御方式を設定します 

無し : シールド ガスを使用しません 
外部アウトレット : 外付けシールド ガス ユニットを使用します。タイマーはア

ウトレット設定メニューで設定します 
内部アウトレット : フィーダーに内蔵されたシールド ガス機能を使用します。タ

イマーはアウトレット設定メニューで設定します 
外部プログラム : 外付けシールド ガス ユニットを使用します。タイマーは溶

接条件設定メニューで設定します 
内部プログラム : フィーダーに内蔵されたシール ドガス機能を使用します。タ

イマーは溶接条件設定メニューで設定します 

シールド ガス圧モニター 一次入力シールド ガス圧をモニターするかしないかを設定します 

OFF : ガス圧をモニターしません 
有り : ガス圧をモニターします 
フロー開始 : ガスの流れをモニターします 

溶接前シールド ガス タイム シールド ガス タイマー制御がアウトレットの場合、溶接前に吹くシールド ガス

の時間を設定します 

溶接後シールド ガス タイム シールド ガス タイマー制御がアウトレットの場合、溶接後に吹くシールド ガス

の時間を設定します 
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項目 内容 

シールド ガス遮断遅延時間 設定した時間溶接しない状態が続いた場合、次の溶接実行時に溶接前タイム

が下記設定時間だけ伸びます 

シールド ガス開始遅延時間 溶接前タイムが伸びる時間を設定します 

5.2.5.2. _ アウトレット設定 – 機能設定 – 2 ページ 
2 ページ タブにタッチしてこのメニューを表示します。 

 

項目 内容 

カラー マーク カラー マークの制御方法を設定します 

無し : カラー マークを使用しません 
外部 : 外部接続カラー マーク ユニットを使用します 
内部 : フィーダーに内蔵されたカラー マーク機能を使用します 

カラー マーキング タイム カラー マーカーを吹いている時間を設定します 

冷却エアー 冷却エアーの設定をします 

冷却エアー ターム 冷却エアーを吹いている時間を設定します 

グリッパー グリッパーの制御方法を設定をします 

OFF : グリッパーを使用しません 
ON : グリッパーを使用します 
制御位置 : グリッパーと位置制御を使用します 
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5.3. 溶接条件設定 

5.3.1. 溶接条件設定 – 基本設定 
このメニューでは溶接条件の基本的な設定をします。 
このスクリーンを表示するには [SWS メイン メニュー] → [設定] → [溶接条件] キーにタッチしてください。 

注意 ! 
メニューに表示される項目はシステム構成やハードウェア構成、またはアウトレット設定

内容により異なります。 
このメニューが表示された時は常にアウトレット 1 が選択されています。溶接条件選択

方法が標準の場合、必要に応じ上段のアウトレット選択キーにタッチして必要なアウトレ

ットを選択してください。 

5.3.1.1. _ プログラム選択がアウトレットと溶接条件の場合 

 

項目 内容 

設定 設定する溶接条件ナンバーを入力します 

スタッド ID 任意のスタッド ID を入力します 

有効 溶接条件の有効、無効を選択します 

パイロット フェーズ 
起動遅延 

パイロット電流が始まるまでの遅延タイマーを設定します 

Pilot Voltage monitoring パイロット電圧をモニターするかしないかを選択します 

パイロット電圧制限値 最少 パイロット電圧をモニターしている場合の下限値を設定します。パイロット電流

領域でこの値より低い電圧が検出されると W.O.P.とまります 

パイロット電圧制限値 最大 パイロット電圧をモニターしている場合の上限値をお設定します。パイロット電

流領域でこの値より高い電圧が検出されると W.O.P.となります 
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5.3.1.2. _ プログラム選択がスタッド ID の場合 

注意 ! 
このメニューが表示された時は常に WeldProg.Outlet1 が選択された状態です。 

 

 

項目 内容 

スタッド ID スタッド ID を選択します 

スタッド ID の編集 スタッド ID の作成、編集、削除、名称変更をします 

有効 溶接条件の有効、無効を選択します 

パイロット フェーズ 
起動遅延 

パイロット電流が始まるまでの遅延タイマーを設定します 

Pilot Voltage monitoring パイロット電圧をモニターするかしないかを選択します 

パイロット電圧制限値 最少 パイロット電圧をモニターしている場合の下限値を設定します。パイロット電流

領域でこの値より低い電圧が検出されると W.O.P.とまります 

パイロット電圧制限値 最大 パイロット電圧をモニターしている場合の上限値をお設定します。パイロット電

流領域でこの値より高い電圧が検出されると W.O.P.となります 
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5.3.2. 溶接条件設定 – クリーン フェーズ 
5.3.2.1. _ クリーン フェーズ標準 

このメニューではクリーン フェーズの各種設定をします。 
このスクリーンを表示するには [SWS メイン メニュー] → [設定] → [溶接条件] → [クリーン フェーズ] ファンクション 
キーにタッチしてください。 

注意 ! 
このメニューは、アウトレット設定のアプリケーション タイプでクリーン フェーズに関連し

た項目が選択されている場合に表示されます。 

 

項目 内容 

溶接条件 溶接条件№を設定します 

クリーン電流 クリーン フェーズの電流値を設定します 

最大クリーン タイム クリーン フェーズの最大時間を設定します 

クリーン起動電圧 クリーン フェーズを開始する電圧を設定します 

クリーン終了電圧 クリーン フェーズを終了する電圧を設定します 

最終電流ステージを大きく クリーン フェーズが動作しなかった場合、溶接フェーズの延長される時間を設

定します 

クリーン リフト リフトの動作を設定します 
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5.3.2.2. _ クリーン フェーズ AC SMPS 
このメニューでは AC SMPS とクリーン フェーズの各種設定をします。 
このスクリーンを表示するには [SWS メイン メニュー] → [設定] → [溶接条件] → [クリーン フェーズ] ファンクション 
キーにタッチしてください。 

注意 ! 
このメニューは、アウトレット設定のアプリケーション タイプでクリーン フェーズに関連し

た項目が選択され、さらに AC SMPS が実装されている場合に表示されます。 

 

項目 内容 

Program 溶接条件ナンバーを設定します 

Clean polarity クリーン フェーズの電気極性を設定します 

Clean current positive クリーン フェーズの正電流値を設定します 

Clean current negative クリーン フェーズの負電流値を設定します 

Clean current symmetry 正電流パルスと負電流パルスの比率を、正電流パルスに対する割合で設定し

ます 

Clean current pulse 正電流パルスと負電流パルスのパルス数を設定します 

Clean time max. クリーン フェーズの最大時間を設定します 

Trigger to start clean クリーン フェーズが始まるパイロット電流領域での電圧値を設定します 

Trigger to end clean positive クリーン フェーズが終了する正電流パルス領域の電圧値を設定します 

Trigger to end clean negative クリーン フェーズが終了する負電流パルス領域の電圧値を設定します 

Lift clean リフト動作を設定します 

Increase of last current stage クリーン フェーズが動作しなかった場合、溶接フェーズの延長される時間を設

定します 
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5.3.3. 溶接条件設定 – 溶接フェーズ 
このメニューでは溶接条件の溶接フェーズの設定をします。このメニューには 2 ページの溶接ツール LM / PLM / PK に

関するページと、3 ページの LMR に関するページがあります。 
このスクリーンを表示するには [SWS メイン メニュー] → [設定] → [溶接条件] → [上段の該当するアウトレット ナン

バー] → [溶接フェーズ] ファンクション キーにタッチし、さらに該当するタブにタッチしてください。 

5.3.3.1. _ 溶接フェーズ - 1 ページ – 標準 

 

項目 内容 

溶接条件 溶接条件ナンバーを設定します 

溶接電流 ステップ 1 
 ステップ 2 

溶接電流ステップ 1 およびステップ 2 の電流値を設定します 
ステップ 2 はアルミニウム溶接を選択した場合のみ設定できます 

溶接時間 ステップ 1 
 ステップ 2 

溶接電流ステップ 1 およびステップ 2 の通電時間を設定します 
ステップ 2 はアルミ溶ニウム接を選択した場合のみ設定できます 

-許容範囲 
+ 

溶接時間の共用範囲を設定値に他にしての + と  - で設定します 

溶接電圧制限値 最小 溶接中の電圧最小許容範囲を設定します 
設定された出力電流に自動制御中に設定電圧を下回ると W.O.P.となります 

 最大 溶接中の電圧最大許容範囲を設定します 
設定された出力電流に自動制御中に設定電圧を上回ると W.O.P.となります 

エネルギー限界モニター エネルギーモニターをするかしないか選択します 

 最小 溶接エネルギー最小許容範囲を設定します 
エネルギー モニター値が設定値を下回ると W.O.P.になります 

 最大 溶接エネルギー最大許容範囲を設定します 
エネルギー モニター値が設定値を上回ると W.O.P.となります 

最適制御 溶接自動最適制御を選択します 

OFF : 自動最適制御はしません 
電流 : Vp1 / Vp2 / D の設定に従い溶接電流を自動制御します 
時間 : Vp1 / Vp2 / D の設定に従い溶接時間を自動制御します 
電圧 : リフト高さを自動制御することにより VDCE 電圧を一定に保ちます 
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項目 内容 

VDCE リフト高さを自動制御することにより、一定に保つ電圧値を設定します 

Vp1 最適制御を開始する電圧値を設定します 

Vp2 最適制御を終了する電圧値を設定します 

D 最適制御をする電流または時間のパーセントを設定します 
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5.3.3.2. _ 溶接フェーズ - 1 ページ – AC SMPS 

 

項目 内容 

Program 溶接条件ナンバーを設定します 

Weld current start pulse 最初の溶接パルスの極性を設定します 

Weld current positive 正極溶接溶接パルスの電流値を設定します 

Weld current negative 逆極溶接電流パルスの電流値を設定します 

Weld current time 溶接時間を設定します 

注意 ! 
溶接時間および溶接電流、対称性、溶接パルスの設定

は相互に関連があります。 
対称性とは関係無く最小パルス幅は 5ms で、それ以上

に設定する必要があります。 

2 パルス、対称性 25% 
 最小溶接時間 20ms (5ms + 15ms) 
2 パルス、対称性 50% 
 最小溶接時間 10ms (5ms + 5ms) 
3 パルス、対称性 25% 
 最小溶接時間 25ms (5ms + 15ms + 5ms) 
３パルス、対称性 50% 
 最小溶接時間 15ms (5ms + 5ms + 5ms) 

 

Weld current symmetry 溶接電流パルスの正極と逆極の対称性をパーセントで設定します 
複数のパルスを設定することが可能です 

対称性 30% 正極パルス 30%、逆極パルス 70% 
対称性 65% 正極パルス 65%、逆極パルス 35% 

Weld current pulse 溶接電流パルス数を設定します 

正極 → 逆極 → 正極 = 3 パルス 
逆極 → 正極 → 逆極 → 正極 = 4 パルス 
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項目 内容 

Weld time 
- Tolerance 
+ Tolerance 

溶接時間の許容範囲を設定します 
マイナス許容範囲 
プラス許容範囲 

Weld energy 溶接エネルギーをモニターするかしないかを設定します 

Weld energy min. 溶接エネルギーの最小許容値を設定します 
ネルギー モニター値が設定値を下回ると W.O.P.になります 

Weld energy max 溶接エネルギーの最大許容値を設定します 
エネルギー モニター値が設定値を超えると W.O.P.になります 

Optimization 溶接最適化制御の方法を設定します 

OFF : 溶接最適か制御をしません 
電流 : パラメーターVp1/Vp2/D の設定に従って溶接電流で最適制御します

時間 : パラメーターVp1/Vp2/D の設定し従って溶接時間で最適制御します

電圧 : リフト距離を制御しながら溶接電圧が一定になるように最適制御します

VDCE リフトを制御して一定に保つ電圧値を設定します 

Vp1 最適制御を開始する電圧値を設定します 

Vp2 最適制御を終了する電圧値を設定します 

D 最適化制御の方法の設定に従って、制御に引用される電流または時間のパー

セント値を設定します 

5.3.3.3. _ 溶接フェーズ - 2 ページ 

 

注意 ! 
メニューに表示される項目はシステム構成やハードウェア構成、またはアウトレット設定

内容により異なります。 

 

項目 内容 

溶接条件 溶接条件ナンバーを設定します 
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項目 内容 

リフト 溶接中のリフト距離を設定します 
フィーダー タイプが ETF または ETW、ETFR の場合設定できます 

限界値 リフト モニターをするかしないか設定します 
フィーダー タイプが SF または SFLM の場合設定できます 

最小 リフト距離モニターの下限値を設定します 
フィーダー タイプが SF または SFLM の場合設定できます 

最大 リフト距離のモニター最大値を設定します 
フィーダー タイプが SF または SFLM の場合設定できます 

溶け込み深さ 溶け込み深さを設定します 
フィーダー タイプが ETF または ETW、ETFR の場合設定できます 

限界値 溶け込み深さモニターをするかしないか設定します 
フィーダー タイプが ETF または ETW、ETFR の場合設定できます 

最小 溶け込み深さモニターの下限値を設定します 
フィーダー タイプが ETF または ETW、ETFR の場合設定できます 

最大 溶け込み深さモニターの上限値を設定します 
フィーダー タイプが ETF または ETW、ETFR の場合設定できます 

ドロップ タイム モード ドロップ タイムの値の求め方を設定します 

自動 : 直前 5 回のドロップ タイムの平均から次のドロップ タイムの見込みを

計算します 
オート プランジ : 直前のドロップ タイムの数値を次回のドロップ タイムとしま

す 
手動 : 設定されたドロップ タイムの数値で動作します 

ドロップ タイム ドロップ タイム モードが手動の場合のドロップ タイムを設定します 

終端時間 リフトを OFF してから溶接電流を止めるまでの時間を設定します 
アルミニウム溶接が選択されている場合に設定できます 

設定可能なタイム オーバー ドロップ タイムのタイム アウトを設定します 
DCE MAX (Weldfast)の Ramp または Ramp Plus モードで使用します 

Ramp リフト距離を段階的に下げる場合のステップ数を設定します 
Ramp または Ramp Plus モードで使用します 

アルミニウム溶接 アルミニウム溶接の特殊な溶接条件を設定します 

ピーク電圧 最大ピーク電圧を設定します 
モニター電圧が設定値を超えると W.O.P.になります 
アルミニウム溶接が選択されている場合に設定できます 

ドロップ電圧 電圧が低下した最小値のドロップ電圧を設定します 
モニター電圧が設定値より低くなると W.O.P.になります 
アルミニウム溶接が選択されている場合に設定できます 
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5.3.3.4. _ 溶接フェーズ - 3 ページ 

 

項目 内容 

Program 溶接条件ナンバーを設定します 

Forced on datum line 基準位置での最大許容加圧力を設定します 

Slip on datum line 基準位置での最大許容滑りを設定します 

Stabilizer フラッシュ シールドの働きを指定します 
フラッシュ シールド付き LMR ヘッドの場合のみ機能します 

5.3.4. 溶接条件の機能設定 
このメニューでは溶接条件の機能を設定します。 
このスクリーンを表示するには [SWS メイン メニュー] → [設定] → [溶接条件] → [上段の該当するアウトレット ナン

バー] → [機能設定] ファンクション キーにタッチし、さらに該当するタブにタッチしてください。 

5.3.4.1. _ 機能設定 - 1 ページ 
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項目 内容 

プログラム 溶接条件ナンバーを設定します 

エアー ブロー エアー ブローを使用する、使用しないを選択します 

注意 ! 
アルミニウム溶接ではエアー ブローは使用できません 

 

同時フィード 同時フィードを ON に設定した場合、LMR ヘッド回転部が溶接位置にある間

にピックアップ ステーションに次のスタッドを送給します 
LMR ヘッドの場合のみ機能します 

LMR 自動送給 L LMR ヘッドに自動送給する、自動送給しないを選択します 

グラフィック モニター グラフィック溶接モニターの設定をします 
OFF グラフィック溶接モニターをしません 
Low 低解像度 
標準 標準解像度 
High 高解像度 

解像度を高くするほど溶接サイクル時間が長くなります 

SD2/SDX 次のスタッド送給 
アウトレット 

送給するフィーダーを選択します 
アウトレットの溶接条件に関連づけされたフィーダーが SDX マスターまたは

SD2 マスターの場合のみ機能します 

SD2/SDX 次のスタッド送給 
アウトレットから 

溶接サイクル短縮のため、次の溶接条件のため既に送給されたスタッドのフィ

ーダーを指定します 
自動送給内部制御の場合のみ機能します 

LM プログラム ナンバー LM プログラム ナンバーを設定します 
SFLM フィーダーの場合のみ機能します 

グリッパー保持時間 溶接終了後グリッパーが閉じた状態で保持する時間を設定します 
アウトレット プログラムでグリッパーが有効に設定されている場合のみ機能しま

す 

シールド ガス 
前ガス時間 

溶接前にシールド ガスを噴出させる時間を設定します 
シールド ガスが有効に設定され、アウトレットプログラムで正常に設定されてい

る場合のみ機能します 

シールド ガス 
後ガス時間 

溶接終了後シールド ガスが噴出し続ける時間を設定します 
シールド ガスが有効に設定され、アウトレットプログラムで正常に設定されてい

る場合のみ機能します 
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5.3.4.1. 機能設定 - 2 ページ 

 

項目 内容 

プログラム 溶接条件ナンバーを設定します 

MAC 電磁アーク制御 MAC (Magnetic Arc Control)機能を使用する、使用しない

を設定します 
MAC オプションユニット接続時のみ機能します 

MAC current Polarity 溶接のタイミングに合わせた MAC 制御のコイルに流す電流の向きを設定しま

す 

MAC current 溶接のタイミングに合わせた MAC 制御のコイルに流す電流値を設定します 
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5.3.5. 溶接条件設定 – ティーチング 
このメニューでは溶接ツールに応じた溶接条件のティーチングをします。 
このスクリーンを表示するには [SWS メイン メニュー] → [設定] → [溶接条件] → [上段の該当するアウトレット ナン

バー] → [ティーチング] ファンクション キーにタッチし、さらに該当するタブにタッチしてください。 

5.3.5.1. _ 溶接条件設定 – ティーチング – LMR 溶接ヘッド 

 

項目 内容 

Program 溶接条件ナンバーを設定します 

Auto FDL オート FDL 機能を設定します 
FDL ; Follow-up function of the Datum Line 
オート FDL の初期値を表示します 

Position Limits 基準点としての動作範囲の最小値と最大値を表示します 

LMR weld position LMR 溶接ツールの回転部の角度を指定します 

Choose function テストする動作を選択します 
選択できる項目は正しく接続され、正しく組み込まれ、正しく設定された構成に

よって異なります 

Start Function 選択されたテスト動作を実行します 

Angle position LMR 溶接ヘッドの回転部のフィード角度を指定します 

Distance Datum Line 現在の基準位置を表示します 
Value : 基準位置の実測値 [mm] 
Difference : 実測値と設定値の差 [mm] 
Tolerance +/- : 基準位置の許容範囲を設定します [mm] 

Teach Datum Line 基準位置のティーチングを実行します 

Check Datum Line 基準位置の実測をします 
実測値と設定値の差を Difference に表示します 
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5.3.5.1. 溶接条件設定 – ティーチング – LM 溶接ヘッド 

 

項目 内容 

設定 溶接条件ナンバーを設定します 

スタッド長さ スタッド突出端をモニターする管理方法を選択します 

ファンクションを選択してください テスト実行する機能を選択します 
選択できる項目は正しく接続され、正しく組み込まれ、正しく設定された構成に

よって異なります 

ファンクション開始 選択されたテストを実行します 

スタッド長さ 値 スタッド長さ (突出端の位置) の実測値を表示します [mm] 

スタッド長さ 差 実測値と設定値の差を表示します [mm] 

スタッド長さ +/-許容範囲 スタッド長さ (突出端の位置) の許容範囲を設定します [mm] 

スタッド長さティーチ スタッド長さ (突出端の位置) ティーチングを実行します 

スタッド長さチェック スタッド長さ (突出端の位置) の確認をします 
実測値と設定値の差を「差」に表示します 
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5.3.5.1. 溶接条件設定 – ティーチング – PK と PLM 溶接ガン 

 

項目 内容 

Program 溶接条件ナンバーを設定します 

Angularity switch 角度スイッチをモニターする方法を設定します 

Angularity 測定した角度に関する値です 
ソフトウェアー角度スイッチの値のみ表示します 

Angularity Value 角度の実測値を表示します [mm] 

Angularity Difference 角度の実測値と設定値の差を表示します。 

Angularity Tolerance +/- 角度の実測値と設定値の差の許容範囲を設定します 

Teach Angularity 角度のティーチングを実行します 

注意 ! 
ワークピースに対する溶接ガンの面直度合いが、スタッド

の突出量に比例することから角度を測定します 
 

Check Angularity 角度のチェックをします 
実測値と設定値の差を Difference に表示します 
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5.4. コピー ファンクション 

このメニューでは既に設定された溶接条件を、他のアウトレットや他の溶接条件ナンバーへコピーします。設定済みの溶接

条件へコピーした場合は新しい溶接条件で上書きされます。 
このスクリーンを表示するには [SWS メイン メニュー] → [設定] → [コピー ファンクション] キーにタッチしてください。 

注意 ! 
このメニュー画面は選択したコピー機能によって変わります。 
スタッド ID による溶接条件選択に設定した場合、一つの元溶接条件を一つの溶接条

件へコピーするか、溶接条件ブロックへコピーすることしかできません。 

 
注意 ! 
有効、無効の設定はコピーされません。コピー先のアウトレットや溶接条件の有効、無

効の設定はコピー完了後確認し、必要に応じ設定してください。 

 

5.4.1. コピー ファンクション – 一つの溶接条件 

 

項目 内容 

コピー ファンクション 一つの溶接条件をコピー 
設定済みの一つの溶接条件を、同じアウトレットもしくは異なるアウトレットの一

つの溶接条件へコピーします 

アウトレットから コピー元のアウトレット ナンバーを選択します 

溶接条件から № コピー元の溶接条件ナンバーを設定します 

アウトレットへ コピー先のアウトレット ナンバーを選択します 

溶接条件へ № コピー先の溶接条件ナンバーを設定します 

コピー コピーを実行します 
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5.4.1. コピー ファンクション – 一つの溶接条件を複数の溶接条件へ 

 

項目 内容 

コピー ファンクション 一つの溶接条件を複数の溶接条件へコピー 
設定済みの一つの溶接条件を、同じアウトレットもしくは異なるアウトレットの一

連の溶接条件のブロックへコピーします 
コピー先の溶接条件は全て同じ設定になります 

アウトレットから コピー元のアウトレット ナンバーを選択します 

溶接条件から № コピー元の溶接条件ナンバーを設定します 

アウトレットへ コピー先のアウトレット ナンバーを選択します 

溶接条件へ № コピー先の一連の溶接条件ブロックの先頭の溶接条件ナンバーを設定します

溶接条件まで コピー先の一連の溶接条件ブロックの最後の溶接条件ナンバーを設定します

コピー コピーを実行します 



 取扱説明書 / アーク スタッド溶接システム / DCE コントロール & TouchPad / Software Ver.1.02 / Edition 2nd 
Page 62 / 101 

 Nippon POP Rivets and Fasteners Ltd.  

5.4.1. コピー ファンクション – アウトレットの設定 

 

項目 内容 

コピー ファンクション アウトレットの設定をコピー 
アウトレット設定を他のアウトレットへコピーします 

アウトレットから コピー元のアウトレット ナンバーを選択します 

アウトレットへ コピー先のアウトレット ナンバーを選択します 

コピー コピーを実行します 



 取扱説明書 / アーク スタッド溶接システム / DCE コントロール & TouchPad / Software Ver.1.02 / Edition 2nd 
Page 63 / 101 

 Nippon POP Rivets and Fasteners Ltd.  

5.4.1. コピー ファンクション – 一つの溶接条件の特定項目を複数の溶接条件へ 

 

項目 内容 

Copy Function 一つの溶接条件の特定項目を複数の溶接条件へコピー 
設定済みの一つの溶接条件の特定の項目を、同じアウトレットもしくは異なるア

ウトレットの一連の溶接条件のブロックへコピーします 

From Outlet コピー元のアウトレット ナンバーを選択します 

From Program コピー元の溶接条件ナンバーを設定します 

to Outlet コピー先のアウトレット ナンバーを選択します 

to Program コピー先の一連の溶接条件ブロックの先頭の溶接条件ナンバーを設定します

until Program コピー先の一連の溶接条件ブロックの最後の溶接条件ナンバーを設定します

Parameter コピーする特定の設定項目を選択します 

コピー コピーを実行します 
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5.4.1. コピー ファンクション – 溶接条件ブロック 

 

項目 内容 

コピー ファンクション 溶接条件ブロックのコピー 
設定済みの一連の溶接条件のブロックを、同じアウトレットもしくは異なるアウト

レットの一連の溶接条件のブロックへコピーします 

アウトレットから コピー元のアウトレット ナンバーを選択します 

溶接条件から № コピー元の一連の溶接条件ブロックの先頭の溶接条件ナンバーを設定します

溶接条件まで コピー元の一連の溶接条件ブロックの最後の溶接条件ナンバーを設定します

アウトレットへ コピー先のアウトレット ナンバーを選択します 

溶接条件へ № コピー先の一連の溶接条件ブロックの先頭の溶接条件ナンバーを設定します

コピー コピーを実行します 
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5.4.1. コピー ファンクション – アウトレットの設定と溶接条件 

 

項目 内容 

コピー ファンクション アウトレットの設定と溶接条件のコピー 
全てのアウトレット設定と、そのアウトレットの全ての溶接条件を異なるアウトレッ

トへコピーします 

アウトレットから コピー元のアウトレット ナンバーを選択します 

アウトレットへ コピー先のアウトレット ナンバーを選択します 

コピー コピーを実行します 
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5.5. PKZ 溶接コントロール カウンター 

作業者が溶接ガンを保持してスタッド溶接を実行するマニュアル システムの場合、必要な全てのスタッドがワークピース

に溶接されたか管理するためのカウンターです。 
スタッド溶接カウンターが予め設定された数値に達すると、カスタマー インターフェイスから信号が出力されます。この機

能はカスタマー インターフェイスのプログラム バージョンによって信号出力の可否、信号割付が異なります。詳しくはそれ

ぞれのカスタマー インターフェイスの取扱説明書を参照してください。異なる種類のワークピースにそれぞれ適したスタッ

ド溶接数を予め設定し、カスタマー インターフェイス信号からどのワークピースかを選択しながら管理できます。 
ワークピースがステーションにセットされ、作業者がカスタマー インターフェイスから作業開始信号を入力するとカウントが

始まります。カウンター値が設定値に達すると作業完了信号を出力しますので、ワークを開放することができます。 

5.5.1. 溶接コントロール カウンター 
このメニューではワークピースごとのカウンター値を表示します。 
溶接ツール PK 1 から PK 5 のワークピース タイプ 1 から 6。 
このスクリーンを表示するには [SWS メイン メニュー] → [設定] → [溶接コントロール カウンター] キーにタッチしてく

ださい。 

 

項目 内容 

PKZ Weld Control Counter カウンターのモードを表示します 
Single : それぞれの PK 溶接ツールに個別のカウンターを設定します 
Sum : 全ての PK 溶接ツールの合計のカウンターを設定します 

PK 1 から PK 5 それぞれ個別の PK 溶接ツール 

Total 全ての PK 溶接ツールの合計 

Ref. 選択されたワークピースのそれぞれの PK 溶接ツールのカウンターおよび合計

カウンターの設定値 

Actual 選択されたワークピースのそれぞれの PK 溶接ツールのカウンターおよび合計

カウンターの現在値 

Clear counter カウンターのクリアー 

Workpiece ready ワークピースの開放 
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5.5.2. 溶接コントロール カウンターの設定 
このメニューではそれぞれのワークピースに対する各 PK 溶接ツールの溶接数を設定します。 
このスクリーンを表示するには [SWS メイン メニュー] → [設定] → [溶接コントロール カウンター] キーにタッチし、 
[Prog. Weld Counter] ファンクション キーにタッチしてください。 

5.5.2.1. _ 各 PK 溶接ツールごとの溶接数の設定 

 

項目 内容 

Weld control counter Programming Separate 
各 PK 溶接ツールの溶接数を設定します 

PK 1 から PK 5 それぞれ個別の PK 溶接ツールを指します 

Typ 1 から Typ 6 それぞれ個別のワークピースを指します 
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5.5.2.1. 全 PK 溶接ツール合計の溶接数の設定 

 

項目 内容 

Weld control counter Programming Sum 
全ての PK 溶接ツールの溶接数の合計を設定します 

Typ 1 から Typ 6 それぞれ個別のワークピースを指します 
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6. システムとプロセスの情報 

このメニューではシステム構成ユニットや各機器の動作状況、異常履歴、メモリーなどの情報を表示します。 
このスクリーンを表示するには [SWS メイン メニュー] → [システム & 動作状況の情報] キーにタッチしてください。 

 

項目 内容 

システム情報 システム情報を表示します 

メンテナンス情報 メンテナンス情報をします 

カスタマー インターフェイス カスタマー インターフェイスの状態を表示します 

スタッド フィーダー 
スタッド ディバイダー 

スタッド フィーダーおよびスタッド ディバイダーの状態を表示します 

Euchner キー システム Euchner (オイヒナー) セキュリティー キー システムの情報を表示します 

ログブック ログブックの情報を表示します 

状態表示 溶接とテスト プロセス 溶接プロセスとテスト プロセスの状態を表示します 

情報 Ethernet Ethernet の状態を表示します 
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6.1. システム 

6.1.1. システム情報 
このメニューではシステム構成ユニットや各機器の動作状況、メンテナンス情報を表示します。 
このスクリーンを表示するには [SWS メイン メニュー] → [システム & 動作状況の情報] → [システム情報] キーにタ

ッチしてください。 

 

項目 内容 

日付 ERC コントロール内蔵時計の現在の年月日 

時刻 ERC コントロール内蔵時計の現在の時分秒 

位置 ID システム設定で設定された位置 ID を表示します 

インターフェイスの種類 実装されているカスタマー インターフェイスの種類を表示します 

インターフェイス アドレス システム設定で設定されたカスタマー インターフェイスのアドレスを表示しま

す 

SMPS 準備 SMPS の状態を表示します 
YES : SMPS が溶接電流出力できる状態です 
NO : SMPS が準備できていません 

SMPS 種類 実装されている SMPS の種類を表示します 

Ethernet 上位リンク Ethernet の接続状態を表示します 
YES : Ethernet が接続されています 
NO : Ethernet は接続されていません 

RAM モジュール 実装されている RAM モジュールのメモリー サイズを表示します 

-- バッテリー 実装されている RAM モジュールのバックアップ バッテリーの電圧を表示しま

す 

セントラル CPU 
- バッテリー 

セントラル CPU ボードの時計バックアップ バッテリーの電圧を表示します 

- 拡張ボード セントラル CPU ボードに拡張ボードが実装可能かどうかを表示します 
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アウトレットの表 

項目 内容 

フィーダー アウトレットに接続されたフィーダーの型式を表示します 

Usage アウトレットの接続状況を表示します 

溶接ヘッド アウトレットに接続されている溶接ツールの型式を表示します 

リフト センサー リフト距離測定センサーの有無を表示します 

メンテナンス アウトレットのメンテナンスが必要かどうかを表示します 

6.1.2. システム情報 – ソフトウェアー 
このメニューではシステムを構成するユニットや各機器のソフトウェアーに関する情報を表示します。 
このスクリーンを表示するには [SWS メイン メニュー] → [システム & 動作状況の情報] → [システム情報] キーにタ

ッチし、 [プログラム] ファンクション キーにタッチしてください。 
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6.1.2.1. _ ソフトウェアー – Page 1 

 

項目 内容 

プログラム システム シリーズ名 

セントラル CPU システム全体の動作を制御するセントラル CPU のプログラム バージョン 
Central CPU Board Program Version 

SMPS 溶接電流および溶接中の動作タイミングを制御する SMPS のプログラム バー

ジョン 
CPU-PWM Board Program Version 

インターフェイス 外部設備と信号の交換をするカスタマー インターフェイスのプログラム バー

ジョン 
Customer Interface Board Program Version 

Ethernet 内蔵オプション ユニットの Ethernet インターフェイスのプログラム バージョ

ン 

Ethernet OS 内蔵オプション ユニットの Ethernet インターフェイスの OS のバージョン 

TouchPad 表示やモニター、操作、設定する TouchPad のプログラム バージョン 

TouchPad OS 表示やモニター、操作、設定する TouchPad の OS のバージョン 

有効キー TouchPad 追加オプション プログラムを有効にする固有キー 

CPU タイプ セントラル CPU の CPU のタイプ 

SD Card セントラル CPU のメモリー用 SD カードのトータル容量 

Application Loader Version TouchPad のアプリケーション ローダーのバージョン 

アシスト プログラム バージョン TouchPad の追加オプションのアシスト プログラムのバージョン 

アシスト コンテンツ バージョン TouchPad の追加オプションのアシスト プログラムのコンテンツのバージョン

アウトレット それぞれのアウトレットに接続されたフィーダーおよび溶接ツール、設定の状態
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6.1.2.1. ソフトウェアー – Page 2 

 

項目 内容 

1 – ETF50 ボード 
2 – ボード 
3 – ボード 
4 – ボード 
5 – ボード 

それぞれのアウトレットに接続されたフィーダーの型式と、フィーダー制御用

CPU のプログラム バージョン 
ETF Feeder SF Program Version 

1 – ETF50 LM ボード 
2 – LM ボード 
3 – LM ボード 
4 – LM ボード 
5 – LM ボード 

それぞれのアウトレットに接続されたフィーダーの型式と、フィーダーに接続され

た溶接ツールのリニア モーターの制御用プログラム バージョン 
ETF Feeder LM Program Version 

1 – MAC Box 
2 – MAC Box 
3 – MAC Box 
4 – MAC Box 
5 – MAC Box 

それぞれのアウトレットに接続されたオプション ユニットの MAC ユニットのプロ

グラム バージョン 

1 – LM 標準 
2 – 非認識 
3 – 非認識 
4 – 非認識 
5 – 非認識 

それぞれのアウトレットに接続された溶接ツールの型式 
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6.1.3. システム情報 – SD10 プログラム 
このメニューでは選択されたアウトレットの SD10 のプログラムに関する情報を表示します。 
このスクリーンを表示するには [SWS メイン メニュー] → [システム & 動作状況の情報] → [システム情報] キーにタ

ッチし、 [SD10 Feeder] ファンクション キーにタッチしてください。 

 

項目 内容 

Master SD10 マスター フィーダーの型式とプログラム バージョン 

Slave 1 - 9 SD10 スレーブ フィーダーが接続されている場合その型式とプログラム バー

ジョン 

Weld tool Slave 1 - 9 溶接ツールの型式 
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6.2. メンテナンス情報 

このメニューでは現在の WOP と異常履歴メモリーの統計情報を表示します。 
このスクリーンを表示するには [SWS メイン メニュー] → [システム & 動作状況の情報] → [メンテナンス情報] キー

にタッチしてください。 

 

項目 内容 

統計 アウトレット アウトレットの統計情報を表示します 

統計 溶接条件 溶接条件の統計情報を表示します 

統計 カウンター カウンターの統計情報を表示します 

異常 メモリー 異常履歴メモリーを表示します 

WOP メモリー WOP メモリーを表示します 

Statistic Magazine 特殊な使用法のマガジンに関する統計情報を表示します 

印刷可能ファイル 作成 統計情報から印刷可能形式ファイルを作成します 
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6.2.1. 統計 アウトレット 
このメニューでは WIP と WOP のカウント値がアウトレットごとに集計されて表示されます。 

WIP Weld Inside of Parameter 溶接モニター範囲内溶接 
WOP Weld Outside of Parameter 溶接モニター範囲外溶接 

このスクリーンを表示するには [SWS メイン メニュー] → [システム & 動作状況の情報] → [メンテナンス情報] → 
[統計 アウトレット] キーにタッチしてください。 

 

項目 内容 

アウトレット アウトレットの№です 

WIP と WOP カウント 前回カウンター クリアーして以降の WIP と WOP の合計カウント 

WOP カウント 前回カウンター クリアーして以降の WOP のカウント 

WOP カウント 連続上限 該当するアウトレット№(行)の WOP 連続発生許可カウント 

WOP カウント 現在値 前回カウンター クリアーして以降の該当するアウトレット№(行)の連続WOP発

生カウント 

エラー カウント 前回カウンター クリアーして以降のエラー発生カウント 

自動再送給 前回カウンター クリアーして以降の No SOW エラーで自動再送給したカウン

ト 

リセット 該当するアウトレット№のカウンターをクリアーする 
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6.2.2. 統計 アウトレット SD10 
このメニューでは WIP と WOP のカウント値がアウトレットごとに集計されて表示されます。 

WIP Weld Inside of Parameter 溶接モニター範囲内溶接 
WOP Weld Outside of Parameter 溶接モニター範囲外溶接 

このスクリーンを表示するには [SWS メイン メニュー] → [システム & 動作状況の情報] → [メンテナンス情報] → 
[統計 アウトレット] → [SD10] キーにタッチしてください。 

 

項目 内容 

Outlet アウトレットの№です 

Auto. reload スタッド自動再送給したカウント 

Master マスター フィーダーがスタッド送給したカウント 

Slave 1 – 9 それぞれのスレーブ フィーダー 1 ～ 9 のスタッド送給したカウント 
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6.2.3. 統計 溶接条件 
このメニューでは WIP と WOP のカウント値がアウトレットの溶接条件ごとに集計されて表示されます。 

WIP Weld Inside of Parameter 溶接モニター範囲内溶接 
WOP Weld Outside of Parameter 溶接モニター範囲外溶接 

このスクリーンを表示するには [SWS メイン メニュー] → [システム & 動作状況の情報] → [メンテナンス情報] → 
[統計 溶接条件] → [アウトレット] キーにタッチしてください。 

 

項目 内容 

プログラム 溶接条件№ 

WIP と WOP カウント 該当するアウトレット№の溶接条件№の WIP と WOP の合計カウント 

WOP カウント 該当するアウトレット№の溶接条件№の WOP カウント 

WOP カウント 連続上限 該当するアウトレット№の溶接条件№の連続 WOP 許可カウント 

WOP カウント 現在値 該当するアウトレット№の溶接条件№の連続 WOP の現在カウント値 

自動再送給 自動再送給したカウント 

矢印キー 表示リストの上スクロール、下スクロール 
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6.2.4. 統計 カウンター 
このメニューでは該当するアウトレットを構成する重要な消耗部品の現在の消耗具合の目安となるメンテナンス カウンタ

ーの現在の状況を表示します。 
このスクリーンを表示するには [SWS メイン メニュー] → [システム & 動作状況の情報] → [メンテナンス情報] → 
[統計 カウンター] → [アウトレット] キーにタッチしてください。 

 

項目 内容 

現在値 該当するアウトレット№の前回カウンター クリアーして以降のメンテナンス カ
ウンター 

警告 該当するアウトレット№の警告が発生するよう設定されているカウンター値 

異常 該当するアウトレット№のエラーが発生するよう設定されているカウンター値 

リセット カウンター現在値をクリアーします 

6.2.5. WOP メモリー 
このメニューでは該当するアウトレットの WOP 溶接の各パラメーターの記録を表示します。 
このスクリーンを表示するには [SWS メイン メニュー] → [システム & 動作状況の情報] → [メンテナンス情報] → 
[WOP メモリー] キーにタッチしてください。 
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項目 内容 

WOP メモリー消去 WOP メモリーを全て消去します 

上 次の WOP メモリーを表示します 

下 一つ前の WOP メモリーを表示します 

日付 WOP が発生した日付 (DCE コントロール内部時計) 

時間 WOP が発生した時刻 (DCE コントロール内部時計) 

アウトレット アウトレット№ 

プログラム№ 溶接条件№ 

スタッド ID WOP が発生した溶接時の割り当てられたスタッド ID 

車形 ID WOP が発生した溶接時の割り当てられた車形 ID 

溶接モード WOP が発生した溶接時の溶接モード 
Ex) クリーン フラッシュ標準 

最適制御 最適制御の設定状況 

ドロップ タイム ドロップ タイプ 

モード WOP が発生した溶接完了時のリニア モーターの制御モード 
力 : フォース モード 
位置 : 位置モード 

ピーク電圧 測定された最大ピーク電圧 
アルミ溶接実行時のみ測定されます 

ドロップ電圧 測定されたドロップ最小電圧 
アルミ溶接実行時のみ測定されます 

ACP クリーン時間 AC SMPS のクリーン時間 

溶接カウンター 溶接カウンター クリーン後のカウント 

ワーク基準位置 フラッシュ シールド無し溶接の場合の基準位置として測定された値 

LMR 角度 LMR 溶接ツールの角度 

値の表 

項目 内容 

パイロット溶接電流アーク電圧 パイロット電流領域のアーク電圧 Up [V] 

メイン溶接電流の電圧 メイン溶接電流領域のアーク電圧 Us [V] 

溶接電流 メイン溶接電流領域の電流 Is [A] 

溶接時間 メイン溶接電流領域の溶接時間 It [ms] 

リフト距離 リフトアップした量 [mm] 

溶け込み深さ 溶接後ワーク ピースに溶け込んだ深さ D [mm] 

溶接エネルギー メイン溶接領域の溶接エネルギー Es [J] 

メッセージ WOP の概要を説明するメッセージ 
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6.2.6. 異常 メモリー 
このメニューでは DCE スタッド溶接システムに発生した異常を、アウトレット№と溶接条件№、日付、時刻、異常の概要メ

ッセージを含めて記録された内容を表示することができます。 
このスクリーンを表示するには [SWS メイン メニュー] → [システム & 動作状況の情報] → [メンテナンス情報] → 
[異常 メモリー] キーにタッチしてください。 

 

項目 内容 

日付 / 時刻 異常が発生した日時 (DCE コントロール内部時計) 

異常 № 発生した異常に割り当てられている№ 

アウトレット 異常が発生したアウトレット№ 

プログラム 異常が発生した溶接条件№ 

異常 タイプ システム内の異常が発生した部位 

矢印キー リストを上下にスクロールします 

メッセージ 異常№の概要を説明するテキスト メッセージを表示します 

異常メモリー 消去 異常メモリーを全て消去します 
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6.2.7. 印刷可能ファイル 作成 
このメニューでは異常メモリーや WOP メモリー、各種設定パラメーターから Excel シートを作成できます。作成した Excel
シートはファイル管理メニューより、USB メモリーにコピーできます。 

ファイル管理メニュー : [SWS メイン メニュー] → [設定] → [ファイル管理] 
このスクリーンを表示するには [SWS メイン メニュー] → [システム & 動作状況の情報] → [メンテナンス情報] → 
[印刷可能ファイル 作成] キーにタッチしてください。 

 

項目 内容 

System Parameter Export システム設定の Excel シートを作成します 

Outlet Parameter Export アウトレット設定の Excel シートを作成します 

Program Parameter Export 溶接条件設定の Excel シートを作成します 

Fault Memory Export 異常メモリーの Excel シートを作成します 

WOP Memory Export WOP メモリーの Excel シートを作成します 



 取扱説明書 / アーク スタッド溶接システム / DCE コントロール & TouchPad / Software Ver.1.02 / Edition 2nd 
Page 83 / 101 

 Nippon POP Rivets and Fasteners Ltd.  

6.3. カスタマーインターフェイスの情報 

このメニューではカスタマーインターフェイスの状態を表示します。 
このスクリーンを表示するには [SWS メイン メニュー] → [システム & 動作状況の情報] → [カスタマー インターフェ

イス] キーにタッチしてください。 

 

項目 内容 

カスタマー インターフェイス 信号名 主要な入出力信号の名称とその状態をリストで表示します 

カスタマー インターフェイス データ バ
イト 

入出力信号をそのビットの並び順で表示します 

情報 PKZ PKZ の情報を表示します 

情報 ネットワーク ネットワークの接続状況を表示します 

Profinet 設定 Profinet の設定状態を表示します 
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6.3.1. カスタマー インターフェイス 信号名 
このメニューでは全てのアウトレットに関する主要なカスタマー インターフェイス信号の状態を表示します。 
このスクリーンを表示するには [SWS メイン メニュー] → [システム & 動作状況の情報] → [カスタマー インターフェ

イス] → [カスタマー インターフェイス 信号名] キーにタッチしてください。 

 

項目 内容 

アウトレット アウトレット№ 

オペレーション モード 動作モード 

溶接開始 溶接起動信号 論理信号 ON : * 論理信号 OFF : - 

スタッド送給 フィード 論理信号 ON : * 論理信号 OFF : - 

ノー ウェルド 溶接切 論理信号 ON : * 論理信号 OFF : - 

エラー リセット エラー リセット 論理信号 ON : * 論理信号 OFF : - 

再起動 再起動 論理信号 ON : * 論理信号 OFF : - 

強制完了 強制完了 論理信号 ON : * 論理信号 OFF : - 

溶接ヘッド前進 溶接ヘッド前進 論理信号 ON : * 論理信号 OFF : - 

溶接ヘッド後退 溶接ヘッド後退 論理信号 ON : * 論理信号 OFF : - 

プログラム№ 選択された溶接条件№ 論理信号 ON : * 論理信号 OFF : - 

カウンター クリアーは許可されていませ

ん 
カウンター クリアー禁止 論理信号 ON : * 論理信号 OFF : - 

車形完了 指定車形の溶接数完了 論理信号 ON : * 論理信号 OFF : - 

Profinet のマスターが接続されました Profinet マスター接続 論理信号 ON : * 論理信号 OFF : - 

溶接ヘッド ID 溶接ヘッドに割り当てられた ID 

LM fill magazine スタッド マガジン補給完了 論理信号 ON : * 論理信号 OFF : - 

スタッド ID1～5 アウトレット 1～5 のスタッド ID 
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6.3.2. カスタマー インターフェイス データ バイト 
このメニューではカスタマー インターフェイス信号の状態を、データ ビット列で表示します。 

注意 ! 
カスタマー インターフェイス信号の詳細は、セットアップされているカスタマー インタ

ーフェイスの種類およびプログラム バージョンに応じた取扱説明書を参照してくださ

い。 

 
このスクリーンを表示するには [SWS メイン メニュー] → [システム & 動作状況の情報] → [カスタマー インターフェ

イス] → [カスタマー インターフェイス データ バイト] キーにタッチしてください。 

 

項目 内容 

バイト データ バイト№ 

入力 DCE コントロールの入力信号 回路上信号 ON : * 回路上信号 OFF : -

アウトレット DCE コントロールの出力信号 回路上信号 ON : * 回路上信号 OFF : -
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6.3.3. Profinet 設定 
このメニューでは Profinet カスタマー インターフェイスの設定状態を表示します。 

注意 ! 
このメニューは DCE コントロールに組み込まれているインターフェイス ボードの種類お

よびプログラムにより変わります。 

 
このスクリーンを表示するには [SWS メイン メニュー] → [システム & 動作状況の情報] → [カスタマー インターフェ

イス] → [Profinet 設定] キーにタッチしてください。 
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6.3.4. 情報 ネットワーク 
このメニューでは EthernNet/IP カスタマー インターフェイスのネットワーク接続状態を表示します。 
このスクリーンを表示するには [SWS メイン メニュー] → [システム & 動作状況の情報] → [カスタマー インターフェ

イス] → [情報 ネットワーク] キーにタッチしてください。 

 

項目 内容 

Explicit Connection 明示的メッセージ接続 

Status 接続状況 

Type タイプ 

Client IP Address クライアントの IP アドレス 

IO Connection リモート I/O の暗黙的 (Implicit) メッセージ接続 

Status 接続状況 

Type I/O 接続のタイプ 

Client IP Address クライアントの IP アドレス 
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6.3.5. 情報 PKZ 
このメニューでは PK 溶接ツールの機能を補完するカスタマー インターフェイスの情報を表示します。 
このスクリーンを表示するには [SWS メイン メニュー] → [システム & 動作状況の情報] → [カスタマー インターフェ

イス] → [情報 PKZ] キーにタッチしてください。 

 

項目 内容 

Work piece type 選択されたワーク ピース№ 

Work piece present ユーザーからの入力信号で、溶接可能を表す 
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6.4. スタッド フィーダー 、スタッド ディバイダー 

6.4.1. スタッド フィーダー、スタッド ディバイダーの情報 
このメニューでは全てのアウトレットのフィーダーとスタッド ディバイダーの情報を表示します。 
このスクリーンを表示するには [SWS メイン メニュー] → [システム & 動作状況の情報] → [スタッド フィーダー、ス

タッド ディバイダー] キーにタッチしてください。 

 

項目 内容 

アウトレット アウトレット№ 

オペレーション モード 各アウトレットの現在のオペレーション モード 

送給開始 フィード信号 論理信号 ON : * 論理信号 OFF : - 

フィード サイクル フィード サイクル中 論理信号 ON : * 論理信号 OFF : - 

ロード ピストン後退 ロード ピストン後退中 論理信号 ON : * 論理信号 OFF : - 

スタッド ディバイダー位置 スタッド ディバイダーの位置 論理信号 ON : * 論理信号 OFF : - 

溶接ヘッド後退 溶接ヘッド後退位置 論理信号 ON : * 論理信号 OFF : - 

角度 角度スイッチ 論理信号 ON : * 論理信号 OFF : - 

溶接開始 溶接スタート 論理信号 ON : * 論理信号 OFF : - 

スタッド格納量減少 フィーダー内スタッド減少 論理信号 ON : * 論理信号 OFF : - 

PK 溶接条件ナンバー PK ツールの現在の溶接条件№ 
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6.4.2. 状態 スタッド フィーダー、スタッド ディバイダー 入力 
このメニューではスタッド フィーダーまたはスタッド ディバイダーの入力信号を表示します。 
このスクリーンを表示するには [SWS メイン メニュー] → [システム & 動作状況の情報] → [スタッド フィーダー、ス

タッド ディバイダー] キーにタッチし、[状態 F/D 入力] ファンクション キーにタッチし、[アウトレット] キーにタッチしてく

ださい。 

 

項目 内容 

 
デバイスが実装されていません、またはモニターできません 

 
信号 OFF 

 
信号 ON 
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6.4.3. 状態 スタッド フィーダー、スタッド ディバイダー 出力 
このメニューではスタッド フィーダーまたはスタッド ディバイダーの出力信号を表示します。 
このスクリーンを表示するには [SWS メイン メニュー] → [システム & 動作状況の情報] → [スタッド フィーダー、ス

タッド ディバイダー] キーにタッチし、[状態 F/D 出力] ファンクション キーにタッチし、[アウトレット] キーにタッチしてく

ださい。 

 

項目 内容 

 
デバイスが実装されていません、またはモニターできません 

 
信号 OFF 

 
信号 ON 
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6.4.4. 状態 スタッド フィーダー、スタッド ディバイダー 内部 
このメニューではスタッド フィーダーまたはスタッド ディバイダーの内部の状態を表示します。 
このスクリーンを表示するには [SWS メイン メニュー] → [システム & 動作状況の情報] → [スタッド フィーダー、ス

タッド ディバイダー] キーにタッチし、[状態 F/D 内部] ファンクション キーにタッチし、[アウトレット] キーにタッチしてく

ださい。 

 

項目 内容 

 
 デバイスが実装されていません、またはモニターできません 

 
信号 OFF または異常状態 

 
信号 ON または良好状態 
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6.4.5. 状態 スタッド フィーダー、スタッド ディバイダー 内部 SD10 
このメニューでは SD10 スレーブ フィーダーの内部の状態を表示します。 
このスクリーンを表示するには [SWS メイン メニュー] → [システム & 動作状況の情報] → [スタッド フィーダー、ス

タッド ディバイダー] キーにタッチし、[状態 F/D SD10] ファンクション キーにタッチしてください。 

 

項目 内容 

Outlet アウトレット№ 

- フィード信号が OFF 

* フィード信号が ON 

空欄 フィーダーが接続されていません 



 取扱説明書 / アーク スタッド溶接システム / DCE コントロール & TouchPad / Software Ver.1.02 / Edition 2nd 
Page 94 / 101 

 Nippon POP Rivets and Fasteners Ltd.  

6.5. Euchner (オイヒナー) キー システム 

このメニューでは Euchner (オイヒナー) セキュリティー キー システムのシステム データの概要を表示します。 

注意 ! 
このメニューは Euhiner (オイヒナー) キー システムが DCE コントロールに実装され、

有効に稼働している場合のみ表示されます。 

 
このスクリーンを表示するには [SWS メイン メニュー] → [システム & 動作状況の情報] → [Euchner キー システ

ム] キーにタッチしてください。 

 

項目 内容 

EKS User Access 現在認証されているキーの承認レベル 

Number of known keys システムで登録されているキーの数 

EKS Connect EKS キー認識ボードの状態 動作中 : * 停止中 : - 

Req. Clear Ram-Modul DCE コントロールのセントラル CPU ボードのディップスイッチ 2 が ON に設定

されました。有効な承認レベルの EKS キーが接続された場合メモリー クリア

が実行されます 
ディップスイッチ 2 ON : * OFF : - 

Key is locked EKS キー認識 成功 : * 失敗 : - 

Key Tag-ID exist EKS キーID 読み込み 成功 : * 失敗 : - 

Tag-ID is ok EKS キーID 登録 登録済 : * 未登録 : - 

Key Data exist EKS キーID 承認レベル 成功 : * 失敗 : - 

CRC32 ok EKS キーID チェックサム確認 成功 : * 失敗 : - 

EKS com. Ok EKS モジュール認識 成功 : * 失敗 : - 
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6.6. ログブック 

このメニューではユーザーの DCE スタッド溶接システムに対する重要な操作の記録を日時と共に表示することができます。

重要な操作とは溶接条件や作動条件の変更やメモリー クリアーなどの操作です。 

注意 ! 
ログブック機能を利用するには、DCE コントロールのセントラル CPU ボードに 2MB 以

上の RAM モジュールが実装されていなければなりません。 

 
このスクリーンを表示するには [SWS メイン メニュー] → [システム & 動作状況の情報] → [ログブック] キーにタッチ

してください。 

 

最新のログブックの記録を表示する場合は、 [Newest Entry] ファンクション キーをタッチしてください。 
最も古いログブックの記録を表示する場合は、 [Oldest Entry] ファンクション キーをタッチしてください。 
一画面新しいログブックの記録を表示する場合は、 [Newer] ファンクションキーをタッチしてください。 
一画面ふるいログブックの記録を表示する場合は、 [Older] ファンクション キーをタッチしてください。 

項目 内容 

Status line 表示しているログブックのエントリー№ 

Outlet アウトレット№ 

Program number 溶接条件№ 

Program ID 溶接条件のスタッド ID 

Date 日付 (DCE コントロール内部時計) 

Time 時刻 (DCE コントロール内部時計) 

Reason ログブックに記録された概要 
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6.7. ログブック メンテナンス カウンター 

このメニューではユーザーのメンテナンス カウンターを操作した記録を日時と共に表示することができます。 

注意 ! 
ログブック メンテナンス カウンター機能を利用するには、DCE コントロールのセントラ

ル CPU ボードに 4MB 以上の RAM モジュールが実装され、さらにセントラル CPU プ

ログラムでサポートされていなければなりません。 

 
このスクリーンを表示するには [SWS メイン メニュー] → [システム & 動作状況の情報] → [ログブック] → 
[Maintenance Logbook] キーにタッチしてください。 

 

最新のログブックの記録を表示する場合は、 [Newest Entry] ファンクション キーをタッチしてください。 
最も古いログブックの記録を表示する場合は、 [Oldest Entry] ファンクション キーをタッチしてください。 
一画面新しいログブックの記録を表示する場合は、 [Newer] ファンクションキーをタッチしてください。 
一画面ふるいログブックの記録を表示する場合は、 [Older] ファンクション キーをタッチしてください。 

項目 内容 

Status line 表示しているログブックのエントリー№ 

Outlet アウトレット№ 

Date 日付 (DCE コントロール内部時計) 

Time 時刻 (DCE コントロール内部時計) 

Maintenance Reason ログブック記録された概要 

Counter 操作されカウンター 

Counter value クリアーされた時のカウンターの値 
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6.8. 状態表示 溶接とテスト プロセス 

このメニューでは全てのアウトレットの溶接プロセスの様々な段階での状況を表示します。 
このスクリーンを表示するには [SWS メイン メニュー] → [システム & 動作状況の情報] → [状態表示 溶接とテスト 
プロセス] キーにタッチしてください。 

 

項目 内容 

溶接条件№ それぞれの処理が適用された溶接条件№ 
スタッド ID モードの場合はスタッド ID が表示されます 

溶接開始 溶接スタート 信号 ON : * 信号 OFF : - 

溶接サイクル 溶接サイクル サイクル中 : * サイクル中でない : - 

SOW SOW 信号 ON : * 信号 OFF : - 

WIP モニター範囲内溶接 WIP : * WOP : - 

FS 開始 FS 信号 ON : * 信号 OFF : - 

フィード サイクル 送給サイクル サイクル中 : * サイクル中でない : - 

テスト ON テスト モードに移行します 
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6.9. 情報 Ethernet 

このメニューでは DCELink システムと接続される Ethernet インターフェイスの状態を表示します。 
このスクリーンを表示するには [SWS メイン メニュー] → [システム & 動作状況の情報] → [情報 Ethernet] キー

にタッチしてください。 

 

項目 内容 

Uplink 上位リンク接続 接続 : * 未接続 : - 

Ethernet at 100MBit Ethernet スピード 100BASE : * 10BASE : - 

Connection to PLUS Server PLUS サーバー接続 接続 : * 未接続 : - 

Connection to DCE-Link DCELink サーバー接続 接続 : * 未接続 : - 

Extanded Communication 拡張通信接続 有効 : * 無効 : - 

Memory charge DCE-Link DCELink 内部モニター データ バッファー使用量 

Memory charge PlusData PLUS DATA 内部モニター データ バッファー使用量 

7. 異常と警告メッセージ 

異常や警告が発生すると、異常か警告かに合わせてシンボルがヘッド ラインの右側に表示されます。 
一つまたは複数のアウトレットに異常が発生すると、ヘッド ラインの該当するアウトレット キーが赤色になります。また警告

が発生すると黄色になります。一つのアウトレットに異常と警告が同時に発生した場合は、異常が優先されアウトレット キー

は赤色になります。 
システム異常が発生した場合は全てのアウトレット キーが同時に赤色になります。 
異常もしくは警告のシンボルにタッチすると、不具合内容の詳細を表示します。 



 取扱説明書 / アーク スタッド溶接システム / DCE コントロール & TouchPad / Software Ver.1.02 / Edition 2nd 
Page 99 / 101 

 Nippon POP Rivets and Fasteners Ltd.  

7.1. 異常メッセージ 

このメニューでは異常が発生した場合、その異常コード№とそのメッセージを表示します。 
このスクリーンを表示するにはヘッド ラインの異常シンボルにタッチしてください。 

 

表示されるリストには現在発生している異常が全て表示されています。表示内容は異常コード№、システムまたはアウトレッ

ト№、異常の概要メッセージです。 
リスト中の一つの異常メッセージにタッチし、選択状態にして動作キーにタッチして処置します。 
全ての異常状態が取り除かれ正常な状態に戻ると、自動的にこの表示は消去され正常な表示に戻ります。 

注意 ! 
それぞれの異常メッセージはリセット キーによりリセットされます。 
ただし機械的な故障の修理により自動リセットする場合もあります。 

 

項目 内容 

再起動 異常の発生したスタッド溶接プロセスを再度実行します 

強制完了 異常の発生したスタッド溶接プロセスをキャンセルし、次のステップに進めるた

めカスタマーインターフェイスの溶接完了信号 (WC : Weld Complete) を
ON します 

リセット 異常メッセージをリセットします 

スタッド フィード 新しいスタッドを送給します 

カラー マーク 手直し工程のためにカラー マークします 
カラー マーキング BOX が接続され動作するよう設定されている場合にのみ

動作します 

m.r.LMR LMR 溶接ツールと Euhiner キー システムが組み込まれたシステムで、

LMR の動作を開放します 

測定した パラメーター パラメーター モニター画面を表示します 
直前のスタッド溶接のパラメーターモニターから、WOP 溶接の原因やその他

の異常の原因を見つけることができます 
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7.2. 警告メッセージ 

このメニューでは警告メッセージを表示します。 
このスクリーンを表示するにはヘッド ラインの警告シンボルにタッチしてください。 

 

表示されるリストには現在発生している警告が全て表示されています。表示内容は原因となるシステムまたはアウトレット

№、警告の概要メッセージです。 
全ての警告状態が取り除かれ正常な状態に戻ると、自動的にこの表示は消去され正常な表示に戻ります。 

8. 用語集 

SOW Stud On Workpiece 
スタッドとワークピースが電気的に接触したことを示します。 

PKZ PK Manual Welding Gun control counter 
PK マニュアル ハンド ガンの任意ワークに対する溶接忘れを防ぐために利用するカウンターです。 

VDCE Voltage Digital Controlled Energy 
溶接エネルギー一定に保つため、アーク電圧をコントロールする制御方法です。 

WIPs Weld Inside of Parameter 
スタッド溶接実行時のモニター値が、溶接条件として設定されたモニター範囲内の溶接です。 

WOPs Weld Outside of Parameter 
スタッド溶接実行時のモニター値が、溶接条件として設定されたモニター範囲から外れた溶接です。 

WC Weld Complete 
溶接完了。スタッド溶接が完了し次のスタッド溶接に進めるための信号です。 
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9. 連絡先 

 

ポップリベット・ファスナー株式会社 http://www.popnpr.co.jp/ 
STANLEY Engineered Fastening http://www.stanleyengineeredfastening.com/ 
Stanley Black & Decker, Inc. http://www.stanleyblackanddecker.com/ 

本社 〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町 3-6 紀尾井パークビル 
03-3265-7291 

東京営業所 〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町 3-6 紀尾井パークビル 
第 4 営業部 03-3263-7291 

栃木営業所 〒321-0905 栃木県宇都宮市平出工業団地 9-23 
第 1 営業部 028-613-5021 

北陸営業所 〒933-0874 富山県高岡市京田 462-1 
中部営業部 0766-25-7177 

豊橋営業所 〒441-8540 愛知県豊橋市野依町字細田 
第 2 営業部 0532-25-1126 

中部営業所 〒465-0094 愛知県名古屋市名東区亀の井 2-269 
第 2 営業部 052-709-4600 

大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島 6-11-25 第 10 新大阪ビル 
西日本営業部 06-7668-1523 

広島営業所 〒732-0052 広島県広島市東区光町 1-10-19 日本生命広島光町ビル 
第 3 営業部 082-568-5002 

九州営業所 〒820-0111 福岡県飯塚市有安 1025-7 
九州営業部 0948-88-8460 

鈴鹿出張所 〒513-0809 三重県鈴鹿市西条 4-48 西条ビルディング 
第 1 営業部 

豊橋工場 〒441-8540 愛知県豊橋市野依町字細田 
サービス部 0532-25-8853 

 


