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注意： 
コントロール・パネル（キーパッド）に表示されます“警告メッセージ”および“エラー・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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Warning signals(警告メッセージ)： 
 
Drum door not closed. 
 
説明 • 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ていません。 
要因 • 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。 

• 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。 
• CPU ボード E510 上の“F4”ヒューズが故障しています。 
• CPU ボード E510 上のフォト・カプラが故障しています。 

処置 • スタッド挿入口ドアと近接スイッチの距離を確認してください。 
• 近接スイッチを確認してください。 
• スタッド挿入口ドアを正しくロックしてください。 
• CPU ボード E510 上の“F4”ヒューズを交換してください。 
• CPU ボード E510 を交換してください。 
• サービスに連絡してください！ 

 
 
Stud level in the separating drum not reached. 
 
説明 • 回転ドラム内のスタッドが十分ではありません。 
要因 • CPU ボード E510 上の“F4”ヒューズが故障しています。 

• CPU ボード E510 上のフォト・カプラが故障しています。 
処置 • スタッドを補充してください。 

• CPU ボード E510 上の“F4”ヒューズを交換してください。 
• CPU ボード E510 を交換してください。 
• サービスに連絡してください！ 

 
 
Motor-Interface not available. 
 
説明 • CPU ボードがモータ・インターフェイス・ボードを認識していません。 
要因 • CPU ボード E510 上のフォト・カプラが故障しています。 

• CPU ボード E510 上の“F4”ヒューズが故障しています。 
処置 • モータ・インターフェイス・ボードの取り付けを確認してください。 

• CPU ボード E510 を交換してください。 
• CPU ボード E510 上の“F4”ヒューズを交換してください。 
• サービスに連絡してください！ 
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No power to motor-Interface. 
 
説明 • モータ用電源電圧が低下しています。 
要因 • CPU ボード E510 上の“F6”ヒューズが故障しています。 

• 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）。 
• 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）。 

• CPU ボード E510 上のフォト・カプラが故障しています。 
処置 • CPU ボード E510 上の“F4”および“F6”ヒューズを交換してください。 

• モータ・インターフェイス・ボード上の“F1”ヒューズを交換してください。 
• CPU ボード E510 を交換してください。 
• サービスに連絡してください！ 

 
 
LM-Solenoid under voltage limit. 
 
説明 • リニア・モータまたはソレノイド用電源電圧が 110V 以下になっています。 
要因 • アンプ・ボード E512 上の“F2”ヒューズが故障しています。 

• アンプ・ボード E512 が故障しています。 
処置 • アンプ・ボード E512 上の“F2”ヒューズを交換してください。 

• アンプ・ボード E512 を交換してください。 
• サービスに連絡してください！ 

 
 
Power supply on E512: Temperature exceeded. 
 
説明 • 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 • リニア・モータまたはソレノイドが故障しています。 

• 短期間に多くのリフト動作が行われました。。 
処置 • 溶接ツールを交換してください。 

• アンプ・ボード E512 上電源をクール・ダウンしてください。 
• サービスに連絡してください！ 

 
 
Linear motor: I2t over temperature. 
 
説明 • 溶接ツール内のリニア・モータの温度が危険な温度（計算した温度）に近づいて

います。 
要因 • リニア・モータまたはソレノイドが故障しています。 

• 短期間に多くのリフト動作が行われました。。 
処置 • 溶接ツールを交換してください。 

• 溶接ツールをクール・ダウンしてください。 
• サービスに連絡してください！ 
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Fault signals(エラー・メッセージ)： 
 
+5V Amplifier voltage supply missing. 
 
説明 • +5V アンプ電源電圧が低下しています。 
要因 • CPU ボード E510 上のフォト・カプラが故障しています。 

• CPU ボード E510 上の“F4”ヒューズが故障しています。 
• アンプ・ボード E512 上の“F1”ヒューズが故障しています。 

処置 • CPU ボード E510 を交換してください。 
• CPU ボード E510 上の“F4”ヒューズを交換してください。 
• アンプ・ボード E512 上の“F1”ヒューズを交換してください。 
• サービスに連絡してください！ 

 
 
+15V Amplifier missing. 
 
説明 • LM のための+15V アンプ電源電圧が低下しています。 
要因 • CPU ボード E510 上のフォト・カプラが故障しています。 

• CPU ボード E510 上の“F4”ヒューズが故障しています。 
• アンプ・ボード E512 上の“F1”ヒューズが故障しています。 

処置 • CPU ボード E510 を交換してください。 
• CPU ボード E510 上の“F4”ヒューズを交換してください。 
• アンプ・ボード E512 上の“F1”ヒューズを交換してください。 
• サービスに連絡してください！ 

 
 
-15V Amplifier missing. 
 
説明 • LM のための－15V アンプ電源電圧が低下しています。 
要因 • CPU ボード E510 上のフォト・カプラが故障しています。 

• CPU ボード E510 上の“F4”ヒューズが故障しています。 
• アンプ・ボード E512 上の“F1”ヒューズが故障しています。 

処置 • CPU ボード E510 を交換してください。 
• CPU ボード E510 上の“F4”ヒューズを交換してください。 
• アンプ・ボード E512 上の“F1”ヒューズを交換してください。 
• サービスに連絡してください！ 

 
 
+24V external missing. 
 
説明 • フィーダ内の外部電気部品用電源電圧が低下しています。 
要因 • CPU ボード E510 上のフォト・カプラが故障しています。 

• CPU ボード E510 上の“F5”ヒューズが故障しています。 
処置 • CPU ボード E510 を交換してください。 

• CPU ボード E510 上の“F5”ヒューズを交換してください。 
• サービスに連絡してください！ 

 



WC-D-03016 
サービス・マニュアル補足説明書 ETF シリーズ スタッド・フィーダ 警告メッセージとエラー・メッセージ 

Page 6 

ポップリベット・ファスナー株式会社 

 
+24V internal missing. 
 
説明 • フィーダ内の内部電気部品用電源電圧が低下しています。 
要因 • CPU ボード E510 上のフォト・カプラが故障しています。 

• CPU ボード E510 上の“F4”ヒューズが故障しています。 
処置 • CPU ボード E510 を交換してください。 

• CPU ボード E510 上の“F4”ヒューズを交換してください。 
• サービスに連絡してください！ 

 
 
+24V internal relay missing. 
 
説明 • リレーによる 24V 内部電源電圧が低下しています。 
要因 • CPU ボード E510 上のフォト・カプラが故障しています。 

• CPU ボード E510 上の“F4”ヒューズが故障しています。 
処置 • CPU ボード E510 を交換してください。 

• CPU ボード E510 上の“F4”ヒューズを交換してください。 
• サービスに連絡してください！ 

 
 
+24V external relay missing. 
 
説明 • リレーによる 24V 外部電源電圧が低下しています。 
要因 • CPU ボード E510 上のフォト・カプラが故障しています。 

• CPU ボード E510 上の“F5”ヒューズが故障しています。 
処置 • CPU ボード E510 を交換してください。 

• CPU ボード E510 上の“F5”ヒューズを交換してください。 
• サービスに連絡してください！ 

 
 
+5V Keypad not detected. 
 
説明 • キーパッド通信用 5V 電源電圧が低下しています。 
要因 • CPU ボード E510 上のフォト・カプラが故障しています。 

• CPU ボード E510 上の“F3”ヒューズが故障しています。 
処置 • CPU ボード E510 を交換してください。 

• CPU ボード E510 上の“F3”ヒューズを交換してください。 
• サービスに連絡してください！ 
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+15V Keypad missing. 
 
説明 • キーパッド用 15V 電源電圧が低下しています。 
要因 • 溶接ツールが接続されていません。 

• ケーブル・パッケージが故障しています。 
• CPU ボード E510 上のフォト・カプラが故障しています。 
• CPU ボード E510 上の“F5”ヒューズが故障しています。 

処置 • CPU ボード E510 を交換してください。 
• CPU ボード E510 上の“F5”ヒューズを交換してください。 
• ケーブル・パッケージを確認してください。 
• サービスに連絡してください！ 

 
 
+5V encoder missing. 
 
説明 • エンコーダ用+5V 電源電圧が低下しています。 
要因 • CPU ボード E510 上のフォト・カプラが故障しています。 

• CPU ボード E510 上の“F3”ヒューズが故障しています。 
処置 • CPU ボード E510 を交換してください。 

• CPU ボード E510 上の“F3”ヒューズを交換してください。 
• サービスに連絡してください！ 

 
 
LM/Solenoid under voltage. 
 
説明 • リニア・モータまたはソレノイド用電源電圧が 90V 以下になっています。 
要因 • アンプ・ボード E512 上の“F2”ヒューズが故障しています。 

• アンプ・ボード E512 を交換してください。 
処置 • アンプ・ボード E512 上の“F2”ヒューズを交換してください。 

• アンプ・ボード E512 を交換してください。 
• サービスに連絡してください！ 
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LM stud stickout not enough. 
 
説明 • 設定された溶け込み深さに対して（システムで測定された）スティック・アウト

量が十分ではありません。 
要因 • 設定された溶け込み深さが正しくありません。 

• 測定信号が間違って送信されました。 
• 間違ったスタッドが（溶接ヘッドに）送給されています。 

処置 • 溶け込み深さを再設定してください。 
• ケーブル・パッケージを確認してください。 
• 溶接ツールを確認してください。 
• 正しい長さのスタッドを送給してください。 
• サービスに連絡してください！ 

 
 
Insufficient room for lift. 
 
説明 • 設定されたリフト距離が実際にリフトできる距離よりも大きい。 
要因 • スティック・アウト量が大き過ぎる。 

• 設定されたリフト距離が大き過ぎる。 
• 溶接ツールに間違ったスタッドが送給されています。 

処置 • フラッシュシールドの調整を確認してください。 
• 設定されたリフト距離を確認してください。 
• 正しい長さのスタッドを送給してください。 
• サービスに連絡してください！ 

 
 
Feed rail not filled in time. 
 
説明 • 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 • レースウェイでスタッドが詰まっています。 

• レースウェイに機械的な不具合があります。 
• “Min”近接スイッチが故障しています。 
• 回転ドラム・モータが故障しています。 
• モータ・インターフェイス・ボードが故障しています。 

処置 • スタッド・フィーダを確認してください（必要な場合、スタッドを補充してくだ

さい）。 
• 機械的な不具合を取り除いてください。 
• 近接スイッチを確認してください。 
• 回転ドラム・モータを確認してください。 
• モータ・インターフェイス・ボードを交換してください。 
• サービスに連絡してください！ 
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Feed hose locking switch open. 
 
説明 • スタッド・フィーダにてリサイクル・ストップ・スイッチの構成が正しくありま

せん。 
要因 • フィード・チューブが接続されていない（溶接ガンにて）。 

• リサイクル・ストップ・スイッチ回路が接続されていない（溶接ヘッドにて）。 
• ケーブル・パッケージが故障しています。 
• CPU ボード E510 上の“F5”ヒューズが故障しています。 

処置 • フィード・チューブを接続してください。 
• リサイクル・ストップ・スイッチ回路を正しく接続してください。 
• ケーブル・パッケージを確認してください。 
• CPU ボード E510 上の“F5”ヒューズを交換してください。 
• サービスに連絡してください！ 

 
 
Air pressure low. 
 
説明 • 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 • スタッド・フィーダにて圧縮空気圧が低下しています、または圧縮空気が供給さ

れていません。 
• スタッド・フィーダ内のエア圧モニタが故障しています。 
• CPU ボード E510 上の“F4”ヒューズが故障しています。 

処置 • 圧縮空気の供給を確認してください。 
• エア圧モニタを確認してください。 
• CPU ボード E510 上の“F4”ヒューズを交換してください。 
• サービスに連絡してください！ 

 
 
Protective gas pressure low. 
 
説明 • スタッド・フィーダへの入力シールド・ガス圧が低下しています。 
要因 • シールド・ガス・ボンベが空になっています。 

• シールド・ガスが正しく接続されていません。 
• 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。 
• CPU ボード E510 上の“F4”ヒューズが故障しています。 

処置 • シールド・ガスの供給を確認してください。 
• シールド・ガスの接続を交換してください。 
• シールド・ガス圧モニタを確認してください。 
• CPU ボード E510 上の“F4”ヒューズを交換してください。 
• サービスに連絡してください！ 
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Color marking impossible. 
 
説明 • カラー・マーキング信号が発生できません。 
要因 • シールド・ガスが有効になっていて、内部シールド・ガスが有効になっていない、

そしてカラー・マーキング・ボックスがディバイダ・プラグに接続されていません。 
• SD2 スタッド・ディバイダが認識されました、または内部カラー・マーキング・

ボックスが有効になっていません。 
処置 • シールド・ガスが有効になっていて、そして内部シールド・ガスが有効になって

いない（CPU ボード E510 上の DIP スイッチ“S1”ピン 9＝OFF）場合、外部カ

ラー・マーキング・ボックスを（SD2 接続に）接続する必要があります、または

CPU ボード E510 上の DIP スイッチ“S1”ピン 8＝ON することにより内部カラ

ー・マーキングを有効にする必要があります。 
• サービスに連絡してください！ 

 
 
Encoder not detected. 
 
説明 • エンコーダ回路に不具合があります。 
要因 • 溶接ツール内のメジャメント・ルーラが汚れています、または故障しています。 

• CPU ボード E510 が故障しています。 
処置 • 溶接ツール内のメジャメント・ルーラを清掃、または交換してください。 

• CPU ボード E510 を交換してください。 
• サービスに連絡してください！ 

 
 
Amplifier pcb missing or defective. 
 
説明 • リニア・モータの電源回路が認識できません、または故障しています。 
要因 • アンプ・ボード E512 が取り付けられていません。 

• CPU ボード E510 上のフォト・カプラが故障しています。 
• CPU ボード E510 上の“F3”ヒューズが故障しています。 

処置 • アンプ・ボード E512 を正しく取り付けてください。 
• CPU ボード E510 上の“F3”ヒューズを交換してください。 
• CPU ボード E510 を交換してください。 
• サービスに連絡してください！ 
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LM/Solenoid actuator not detected. 
 
説明 • スタッド・フィーダに接続された溶接ツールがリニア・モータまたはソレノイド

を持っていません。 
要因 • 溶接ツールが接続されていません。 

• ケーブル・パッケージが故障しています。 
処置 • ケーブル・パッケージを確認してください。 

• サービスに連絡してください！ 
 
 
Short circuit – LM/Solenoid output. 
 
説明 • LM コントロールにより溶接ツールへの接続の短絡が検出されました。 
要因 • リニア・モータまたはソレノイドが故障しています。 

• ケーブル・パッケージが故障しています。 
• アンプ・ボード E512 が故障しています。 

処置 • 溶接ツールを確認してください。 
• ケーブル・パッケージを確認してください。 
• アンプ・ボード E512 を交換してください。 
• サービスに連絡してください！ 

 
 
Amplifier ground fault. 
 
説明 • LM コントロールによりグランドへの短絡が検出されました。 
要因 • アンプ・ボード E512 が故障しています。 
処置 • アンプ・ボード E512 を交換してください。 

• サービスに連絡してください！ 
 
 
Position fault LM. 
 
説明 • LM コントロールによりリニア・モータの動作中に位置エラーが検出されました。 
要因 • アンプ・ボード E512 が故障しています。 

• リニア・モータの接続が正しくありません。 
• リニア・モータが機械的に故障しています。 

処置 • アンプ・ボード E512 を交換してください。 
• リニア・モータの接続を確認してください。 
• リニア・モータの動作を確認してください。 
• サービスに連絡してください！ 
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DSP Communication. 
 
説明 • CPU ボード E510 上の DSP と CPU 間の通信エラー。 
要因 • CPU ボード E510 が故障しています。 

• DSP がプログラムされていません。 
• DSP のプログラムが CPU と互換性がありません。 

処置 • CPU ボード E510 を交換してください。 
• DSP のプログラムを確認してください。 
• サービスに連絡してください！ 

 
 
Lift high timeout. 
 
説明 • プログラムされた時間を過ぎてもプランジ動作しないため、リフトを停止しまし

た。 “リフト OFF”信号が送信されませんでした。 
要因 • CPU ボード E510 が故障しています。 

• 通信エラー。 
処置 • CPU ボード E510 を交換してください。 

• パワー・フィルター・ボード E518 を確認してください。 
• サービスに連絡してください！ 

 
 
The pcb Amplifier E512 is overheated. 
 
説明 • アンプ・ボード E512 の温度が許容範囲（測定された温度）を超えています。 
要因 • リニア・モータまたはソレノイドが故障しています。 

• 短期間に多くのリフト動作が行われました。。 
処置 • 溶接ツールを交換してください。 

• アンプ・ボード E512 をクール・ダウンしてください。 
• サービスに連絡してください！ 

 
 
LM/Solenoid over voltage. 
 
説明 • 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 • トランスが正しく接続されていません。 

• トランスが故障しています。 
処置 • トランスの接続を確認してください。 

• トランスを交換してください。 
• サービスに連絡してください！ 
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Invalid software on Flash-ROM DSP. 
 
説明 • 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 • ソフトウェアがインストールされていません。 

• インストールされたソフトウェアに不具合があります。 
処置 • DSP のソフトウェアをインストールしてください。 

• サービスに連絡してください！ 
 
 
Invalid Software on Flash-ROM C161. 
 
説明 • 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 • ソフトウェアがインストールされていません。 

• インストールされたソフトウェアに不具合があります。 
処置 • C161 のソフトウェアをインストールしてください。 

• サービスに連絡してください！ 
 
 
Incorrect Software installed for C161. 
 
説明 • C161 の外部フラッシュメモリにインストールされたソフトウェアが検出された

ハードウェアと互換性がありません。 
要因 • 正しくないソフトウェアがインストールされています。 

• 正しくないハードウェアが使用されています。 
• インストールされたソフトウェアに不具合があります。 

処置 • 互換性があるソフトウェアをインストールしてください。 
• 互換性があるハードウェアを使用してください。 
• サービスに連絡してください！ 
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