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ｺｰﾄﾞﾒｯｾｰｼﾞ 

 

 

 

 

 

状態 / 詳細 

 

 

 

 

 

 

対処方法 

①  

状

態

解

除

後

リ

セ

ッ

ト

可 

②  

停

復

電

に

よ

る

リ

セ

ッ

ト 

Fault No.: 1 送給サイクルは規定時間内に正常

に終了しませんでした 

通過センサがリベット通

過しても ON していない場

合、通過センサのケーブル

を交換する。 

フィーダの整列状態を確

認する。 

リベットを再送給する。 

  

送給タイム オーバー 

Fault No.: 2 SIC は規定時間内にリベット プロ

グラムを正常に受け付けませんで

した 

 

ZCPU と SIC 間の光ケーブ

ル光量を確認し光量が少

ない場合、光ケーブルを交

換する。 

モータードライバを交換

する。 

  

SIC プログラム タイ

ム オーバー 

Fault No.: 3 SIC は規定時間内に基準カーブを

正常に受け付けませんでした 

 

 

 

 

ZCPU と SIC 間の光ケーブ

ル光量を確認し光量が少

ない場合、光ケーブルを交

換する。 

モータードライバを交換

する。 

  

 

 

 

 

SIC 基準カーブ タイム 

オーバー 

Fault No.: 4 SIC は規定時間内にリベット開始

を正常に受け付けませんでした。 

ZCPU と SIC 間の光ケーブ

ル光量を確認し光量が少

ない場合、光ケーブルを交

換する。 

モータードライバを交換

する。 

 

 

 

 

 

 

 

SIC 締結起動タイム オ

ーバー 
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ｺｰﾄﾞﾒｯｾｰｼﾞ 状態 / 詳細 対処方法 ①  ②  

Fault No.: 5 

SIC 締結完了タイム 

オーバー 

SIC は規定時間内にリベット完了

を正常に受け付けませんでした 

 

 

 

 

ZCPU と SIC 間の光ケーブ

ル光量を確認し光量が少

ない場合、光ケーブルを交

換する。 

モータードライバを交換

する。 

 

 

 

 

 

 

 

Fault No.: 6 SIC は規定時間内にリベット プロ

セスの測定データを正常に受け付

けませんでした 

 

ZCPU と SIC 間の光ケーブ

ル光量を確認し光量が少

ない場合、光ケーブルを交

換する。 

モータードライバを交換

する。 

  

測定データ タイム オ

ーバー 

Fault No.: 7 SIC は既にリベットがレシーバ内

にリベットが有ると認識しまし

た。 

リベットは供給されません 

 

ZCPU と SIC 間の光ケーブ

ル光量を確認し光量が少

ない場合、光ケーブルを交

換する。 

モータードライバを交換

する。 

  

レシーバーにリベット

があります 

Fault No.: 8 リベット プロセス終了後 SIC は

規定時間内にホーム ポジション

へ到達出来ませんでした 

 

ZCPU と SIC 間の光ケーブ

ル光量を確認し光量が少

ない場合、光ケーブルを交

換する。 

モータードライバを交換

する。 

  

スピンドルがホーム 

ポジションにありませ

ん 

Fault No.: 9 リベット プロセス終了後 SIC は

規定時間内にリニア スライドの

準備が出来ていません 

リニアスライドとの接続

状態を確認する。 

ZCPU と SIC 間の光ケーブ

ル光量を確認し光量が少

ない場合、光ケーブルを交

換する。 

モータードライバを交換

する。光量を確認する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIC がリニア スライド

の準備ができていませ

ん 
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ｺｰﾄﾞﾒｯｾｰｼﾞ 状態 / 詳細 対処方法 ①  ②  

Fault No.: 10 リベット プロセス終了後 LSC は

規定時間内にリニア スライドの

固定準備が出来ていません。 

リニアスライドとリニア

スライドコントロール近

接センサを交換する。 

リニアスライド用エア供

給があるか確認する。 

近接センサ B1 を確認す

る。 

近接センサ B1の位置の調

整をする。 

  

リニア スライド固定

タイム オーバー 

Fault No.: 11 有効なプログラムやリベット IDを

認識できませんでした 

NOTE: 

この項目はステータス カスタマ

ーインターフェースで確認します 

選択したプログラム番号、リベッ

ト IDによって発生します 

使用するプログラムビッ

ト No.を確認する。 

外部機器からの使用する

プログラムビット No.の

入力ラインを確認する。 

 

  

プログラムが選択され

ていません 

Fault No.: 12 プログラムが正しく入力されてい

ない。 

 

カスタマからの入力ラインの異常 

プログラム内容を確認す

る。 

 

カスタマからの入力ライ

ンを確認する。 

  

リベット・プログラム

が無効です 

Fault No.: 13 手動モードでのインターフェイス

からの外部起動信号を入力しまし

た 

しかし手動モードではインターフ

ェースへの外部起動信号は受け付

けません 

手動モードでのリベッテ

ィング起動信号をリセッ

トする。 

テストモードに入ってい

る場合は中止し、ERCをオ

ートマチックモードにす

る。 

  

手動モードでのインタ

ーフェイスへ外部起動

信号が入力されました 

Fault No.: 14 RAM モジュールから記録している

データを消去します 

NOTE: 

ディスプレイにはこのエラーは表

示されません 

 

CPU RAMモジュール消去時

にエラー履歴へのみ残り

ます。 

  

RAMモジュール消去 
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ｺｰﾄﾞﾒｯｾｰｼﾞ 状態 / 詳細 対処方法 ①  ②  

Fault No.: 15 スピンドル メンテナンス カウン

ターを消去します 

NOTE: 

ディスプレイにはこのエラーは表

示されません 

スピンドルメンテナンス

カウンタ消去時にエラー

履歴へのみ残ります。 

  

スピンドル メンテナ

ンス カウンターがリ

セットされました 

Fault No.: 16 メンテナンス カウンターを消去

します 

 

NOTE: 

ディスプレイにはこのエラーは表

示されません 

エラーメモリから統計値

データを消去時にエラー

履歴へのみ残ります。 

  

メンテナンス カウン

ターがリセットされま

した 

Fault No.: 17 異常履歴を消去します 

 

NOTE: 

ディスプレイにはこのエラーは表

示されません 

エラーメモリから ROP メ

モリを消去時にエラー履

歴へのみ残ります。 

  

異常履歴が消去されま

した 

Fault No.: 18 ROP履歴を消去します 

 

NOTE: 

ディスプレイにはこのエラーは表

示されません 

エラーメモリから ROP メ

モリを消去時にエラー履

歴へのみ残ります。 

  

ROP 履歴が消去されま

した 

Fault No.: 19 フィード チューブ メンテナンス 

カウンターを消去します 

 

NOTE: 

ディスプレイにはこのエラーは表

示されません 

フィードチューブメンテ

ナンスカンタ消去時にエ

ラー履歴へのみ残ります。 

  

フィード チューブ メ

ンテナンス カウンタ

ーがリセットされまし

た 

Fault No.: 20 汎用メンテナンス カウンターを

消去します 

 

NOTE: 

ディスプレイにはこのエラーは表

示されません 

 

汎用メンテナンスカウン

タを消去時にエラー履歴

へのみ残ります。 

  

汎用メンテナンス カ

ウンターがリセットさ

れました 
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ｺｰﾄﾞﾒｯｾｰｼﾞ 状態 / 詳細 対処方法 ①  ②  

Fault No.: 21 このエントリーはキーリーダー 

ユーザー データを消去します 

 

NOTE: 

ディスプレイにはこの表示はされ

ません 

 

キーリーダー ユーザー 

データ消去時にエラー履

歴へのみ残ります。 

  

ユーザー データを消

去しました 

 

Fault No.: 22 このエントリーは誤ったメモリー

の変化をリストから消去します 

NOTE: 

ディスプレイにはこの表示はされ

ません 

リスト データ 消去時に

エラー履歴へのみ残りま

す。 

  

リストの消去 

Fault No.: 23 ハードウェア ソフトウェアをサ

ポートする為の CCPU で使われる

RAM モジュールのメモリ容量が不

足しています 

CPU に差し込まれている

RAM モジュールを交換す

る。 

  

セントラル CPU:RAM モ

ジュールのメモリ不足 

Fault No.: 24 メモリ異常は RAM モジュール消去

の間に確認しました 

 

CPU に差し込まれている

RAM モジュールを交換す

る。 

  

セントラル CPU:RAM モ

ジュールのメモリ異常 

Fault No.: 25 CCPU が RAM モジュールを認識でき

ません。 

 

 

CPU に差し込まれている

RAM モジュールの接続不

良。RAMモジュールを交換

する。 

  

セントラル CPU:RAM モ

ジュール異常又は未認

識 

Fault No.: 26 テスト モードがインターフェー

スへ入力されています 

 

テストモード画面を抜け、

異常リセットする。 

カスタマインターフェイ

スの接続状態を確認する。 

  

テスト プロセスの状

態 

Fault No.: 27 CCPU とインターフェース間の通信

が妨げられています 

 

 

 

 

カスタマインターフェイ

スの電源が入力している

かを確認する。 

インターフェース、CPU間

の光ケーブル状態を確認。 

セントラル CPU を交換す

る。 

  

インターフェイス光通

信異常 
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ｺｰﾄﾞﾒｯｾｰｼﾞ 状態 / 詳細 対処方法 ①  ②  

Fault No.: 28   

インターフェースへ起動入力信号

が Onしたままです 

外部起動信号を Offして下さい 

 

 

起動信号を OFF し非常停

止を解除する。 

起動信号を OFF しエラー

リセットする。 

  

起動入力信号がOnした

ままです 

Fault No.: 29 テスト ティーチ中にインターフ

ェースから外部起動信号が Onしま

した 

 

テストモードを解除し起

動信号を入力する。 

起動信号を OFFする。 

  

テスト中にインターフ

ェイスから外部起動入

力信号が Onしました 

Fault No.: 30 オペレーション モード中にリベ

ット送給信号が入力されました 

オペレーション モード中は外部

信号は受け付けません 

テストモードになってい

るか確認しテストモード

であれば終了する。 

  

フィーダが自動モード

ではありません 

Fault No.: 31 レシーバー内のリベットがプログ

ラムと異なるリベットが入ってい

ます 

すでにレシーバー内にリベットが

あるとしてもリベットは送給され

ます 

レシーバー中のリベット

を取り除く。 

リベット記憶を全て無し

に設定し保存する。 

  

レシーバー内リベット

異常 

Fault No.: 32 前回接続されたフィーダから応答

がありません 

通信は中断されました 

マスターフィーダ、スレー

ブフィーダ間の光ケーブ

ルの光量を確認する。 

マスターフィーダ間の信

号ケーブルを確認する。 

マスターフィーダ間の信

号ケーブルを確認する。 

  

マスター: スレーブ 

フィーダ通信異常 

Fault No.: 33 前回接続されたフィーダから応答

がありません 

通信は中断されました 

スレーブフィーダ間の光

ケーブルの光量を確認す

る。 

スレーブフィーダの電源

とフューズを確認する。 

フィーダ間の信号ケーブ

ルを確認する。 

  

スレーブ 1: スレーブ 

フィーダ通信異常 
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ｺｰﾄﾞﾒｯｾｰｼﾞ 状態 / 詳細 対処方法 ①  ②  

Fault No.: 34 前回接続されたフィーダから応答

がありません 

通信は中断されました 

スレーブフィーダ間の光

ケーブルの光量を確認す

る。スレーブフィーダの電

源とフューズを確認する。 

フィーダ間の信号ケーブ

ルを確認する。 

  

スレーブ 2: スレーブ 

フィーダ通信異常 

Fault No.: 35 前回接続されたフィーダから応答

がありません 

通信は中断されました 

 

 

スレーブフィーダ間の光

ケーブルの光量を確認す

る。 

スレーブフィーダの電源

とフューズを確認する。 

フィーダ間の信号ケーブ

ルを確認する。 

  

スレーブ 3: スレーブ 

フィーダー通信異常 

Fault No.: 36 リベットをセパレートする事が出

来ません 

リベットがレールに整列している

か確認して下さい 

ホッパのリベット残量を

確認する 

ドラムが回転しているか

確認する。 

 

フィーダ側のリベット通

過センサを確認する。 

 

供給エアを確認する。 

レール部のリベット有無

検知センサを確認する。 

  

マスター:レール内セ

パレート異常 

Fault No.: 37 リベットをセパレートする事が出

来ません 

リベットがレールに整列している

か確認して下さい 

ホッパのリベット残量を

確認する。 

ドラムの回転しているか

確認する。 

 

フィーダ側のリベット通

過センサを確認する。 

 

供給エアを確認する。 

レール部のリベット有無

検知センサを確認する。 

  

スレーブ 1:レール内セ

パレート異常 
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ｺｰﾄﾞﾒｯｾｰｼﾞ 状態 / 詳細 対処方法 ①  ②  

Fault No.: 38 リベットをセパレートする事が出

来ません 

リベットがレールに整列している

か確認して下さい 

 

 

 

ホッパのリベット残量を

確認する。 

ドラムが回転しているか

確認する。 

フィーダ側のリベット通

過センサを確認する。 

供給エアを確認する。 

レール部のリベット有無

検知センサを確認する。 

  

スレーブ 2:レール内セ

パレート異常 

Fault No.: 39 リベットをセパレートする事が出

来ません 

リベットがレールに整列している

か確認して下さい 

ホッパのリベット残量を

確認する。ﾄﾞﾗﾑが回転して

いるか確認する。 

フィーダ側のリベット通

過センサを確認する。 

供給エアを確認する。 

レール部のリベット有無

検知センサを確認する。 

  

スレーブ 3:レール内セ

パレート異常 

Fault No.: 40 リベットがセパレート出来ません リベットとセパレータの

接続部に隙間がないかを

確認する。 

フィーダ側のリベット通

過センサを確認する。 

供給エアを確認する。 

  

フィーダーマスター:

セパレート異常 

Fault No.: 41 リベットがセパレート出来ません リベットとセパレータの

接続部に隙間がないかを

確認する。 

フィーダ側のリベット通

過センサを確認する。 

供給エアを確認する。 

  

'フィーダースレーブ

1:セパレート異常 

Fault No.: 42 リベットがセパレート出来ません 

 

 

 

 

リベットとセパレータの

接続部に隙間がないかを

確認する。 

フィーダ側のリベット通

過センサを確認する。 

供給エアを確認する。 

  

フィーダー'スレーブ

2:セパレート異常 
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ｺｰﾄﾞﾒｯｾｰｼﾞ 状態 / 詳細 対処方法 ①  ②  

Fault No.: 43 リベットがセパレート出来ません リベットとセパレータの

接続部に隙間がないかを

確認する。 

フィーダ側のリベット通

過センサを確認する。 

供給エアを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

'フィーダースレーブ

3:セパレート異常 

Fault No.: 44 送給されたリベットが実際の有無

に関わらず レシーバ内にありま

せん 

 

リベットがレシーバ内に

あるか確認し取り除く、取

り除いた後、リベット記憶

を全て無しで保存する。 

フィードチューブを確認

する。フィードエア用のバ

ルブが動作しているか確

認する。ツール側リベット

通過センサを交換する。 

  

フィーダーマスター:

近接センサーがレシー

バー内のリベットを認

識できませんでした 

Fault No.: 45 送給されたリベットが実際の有無

に関わらず レシーバ内にありま

せん 

リベットがレシーバ内に

あるか確認し取り除く、取

り除いた後、リベット記憶

を全て無しで保存する。 

フィードチューブを確認

する。フィードエア用のバ

ルブが動作しているか確

認する。ツール側リベット

通過センサを交換する。 

  

フィーダースレーブ 1:

近接センサーがレシー

バー内のリベットを認

識できませんでした 

Fault No.: 46 送給されたリベットが実際の有無

に関わらず レシーバ内にありま

せん 

 

 

 

 

 

 

リベットがレシーバ内に

あるか確認し取り除く、取

り除いた後、リベット記憶

を全て無しで保存する。 

フィードチューブを確認

する。 

フィードエア用のバルブ

が動作しているか確認す

る。ツール側リベット通過

センサを交換する。 

 

  

フィーダースレーブ 2:

近接センサーがレシー

バー内のリベットを認

識できませんでした 
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ｺｰﾄﾞﾒｯｾｰｼﾞ 状態 / 詳細 対処方法 ①  ②  

Fault No.: 47 送給されたリベットが実際の有無

に関わらず レシーバ内にありま

せん 

 

リベットがレシーバ内に

あるか確認し取り除く、取

り除いた後、リベット記憶

を全て無しで保存する。 

フィードチューブを確認

する。 

フィードエア用のバルブ

が動作しているか確認す

る。 

ツール側リベット通過セ

ンサを交換する。 

  

フィーダースレーブ 3:

近接センサーがレシー

バー内のリベットを認

識できませんでした 

Fault No.: 48 送給サイクルが規定時間内に終了

しませんでした 

 

リベットがレシーバ内に

あるか確認し取り除く、取

り除いた後、リベット記憶

を全て無しで保存する。 

マスターフィーダからリ

ベットが送給されている

かを確認する。 

フィードチューブセンサ

が動作しているか確認す

る。 

  

マスター レシーバー 

フィード サイクル タ

イム オーバー 

Fault No.: 49   

送給サイクルが規定時間内に終了

しませんでした 

リベットがレシーバ内に

あるか確認し取り除く、取

り除いた後、リベット記憶

を全て無しで保存する。 

スレーブフィーダからリ

ベットが送給されている

かを確認する。 

フィードチューブセンサ

が動作しているか確認す

る。 

  

 スレーブ 1 レシーバ

ー フィード サイクル 

タイム オーバー 
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ｺｰﾄﾞﾒｯｾｰｼﾞ 状態 / 詳細 対処方法 ①  ②  

Fault No.: 50 送給サイクルが規定時間内に終了

しませんでした 

リベットがレシーバ内に

あるか確認し取り除く、取

り除いた後、リベット記憶

を全て無しで保存する。 

スレーブフィーダからリ

ベットが送給されている

かを確認する。フィードチ

ューブセンサが動作して

いるか確認する。 

  

セントラル CPU: スレ

ーブ 2 レシーバー フ

ィード サイクル タイ

ム オーバー 

Fault No.: 51 送給サイクルが規定時間内に終了

しませんでした 

 

 

 

 

 

 

 

 

リベットがレシーバ内に

あるか確認し取り除く、取

り除いた後、リベット記憶

を全て無しで保存する。 

スレーブフィーダからリ

ベットが送給されている

かを確認する。 

フィードチューブセンサ

が動作しているか確認す

る。 

  

スレーブ 3 レシーバー 

フィード サイクル タ

イム オーバー 

Fault No.: 52 通常のエラーはロボットへ送信さ

れる場合のみ、1バイトのエラーコ

ードが使用されます。 

このエラーコードはタッチパッド

には表示されません、エラー履歴

に残ります 

接続しているシステムが

正しいか確認する。 

カスタマーインターフェ

ースのエラー信号の状態

を確認する。 

  

カスタマーインターフ

ェース: システム異常  

エラーコードが 255 よ

り大きい 

Fault No.: 53 CCPUとフィーダ間の内部通信異常 フィーダの光ケーブルの

接続状態を確認する。 

CPU が動作しているか確

認する。 

  

光ケーブルデーター通

信異常 

Fault No.: 54 リニア スライド固定の近接スイ

ッチが規定時間内に信号が送信さ

れません 

 

リニアスライド近接セン

サを確認する。 

供給エア接続状態を確認

する。 

近接センサの調整または

交換する。 

  

リニア スライド固定

タイムアウト 
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ｺｰﾄﾞﾒｯｾｰｼﾞ 状態 / 詳細 対処方法 ①  ②  

Fault No.: 55 リニア スライド動作の近接スイ

ッチが規定時間内に信号が送信さ

れません 

リニアスライド近接の反

応を確認する。 

供給エア接続状態を確認

する。 

近接センサの調整または

交換する。 

  

リニア スライド動作

タイムアウト 

Fault No.: 56 汎用カウンター1 が設定値へ到達

しました 

設定値はスピンドル プログラミ

ングでセットが可能です 

設定したカウンタの回数

が設定値に到達したので

対象箇所を確認後、カウン

タをリセットする。 

  

汎用カウンター1:メン

テナンス警告 

Fault No.: 57 'スピンドル メンテナンスが設定

値へ到達しました 

設定値はスピンドル プログラミ

ングでセットが可能です 

設定したカウンタの回数

が設定値に到達したので

対象箇所を確認後、カウン

タをリセットする。 

  

スピンドル:メンテナ

ンス警告 

Fault No.: 58 'ダイ メンテナンスが設定値へ到

達しました 

設定値はスピンドル プログラミ

ングでセットが可能です 

設定したカウンタの回数

が設定値に到達したので

対象箇所を確認後、カウン

タをリセットする。 

  

'スピンドル:ダイ メ

ンテナンス警告 

Fault No.: 59 'パンチ メンテナンスが設定値へ

到達しました 

設定値はスピンドル プログラミ

ングでセットが可能です 

設定したカウンタの回数

が設定値に到達したので

対象箇所を確認後、カウン

タをリセットする。 

  

'スピンドル:パンチ 

メンテナンス警告 

Fault No.: 60 'フィードチューブ メンテナンス

が設定値へ到達しました 

設定値はスピンドル プログラミ

ングでセットが可能です 

設定したカウンタの回数

が設定値に到達したので

対象箇所を確認後、カウン

タをリセットする。 

 

  

フィーダーマスター:

フィード チューブ メ

ンテナンス警告 

Fault No.: 61 電気的なスピンドル分離信号は規

定時間内に SIC へ送信されません

でした 

 

接続しているスピンドル

の接続状態を確認する。 

CPU と接続機器でソフト

ウェアの非互換性が発生。 

サービスにご連絡下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

スピンドル分離タイム 

オーバー 
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ｺｰﾄﾞﾒｯｾｰｼﾞ 状態 / 詳細 対処方法 ①  ②  

Fault No.: 62 電気的なスピンドル接続信号は規

定時間内に SIC へ送信されません

でした 

 

接続しているスピンドル

の接続状態を確認する。 

CPU と接続機器でソフト

ウェアの非互換性が発生。 

サービスにご連絡下さい。 

  

スピンドル接続タイム 

オーバー 

Fault No.: 63 スピンドルが接続された後 スピ

ンドル パラメータを規定時間内

に SICへ送信できませんでした 

 

スピンドル、コントローラ

間のケーブル接続状態を

確認する。 

CPUと SIC間の光ケーブル

接続状態を確認する。 

  

スピンドル パラメー

ター タイム オーバー 

Fault No.: 64 接続したスピンドルがインターフ

ェースから指定されたスピンドル

番号と異なります 

スピンドルプログラミン

グから有効なスピンドル

No.を設定し保存する。 

  

スピンドル ナンバー

異常 

Fault No.: 65 SIC によって受け取られるリベッ

ト プログラムは無効な値を含み

ます 

保存したリベットプログ

ラムの内容を確認し設定

値に異常が無いか確認す

る。 

CPUの故障または交換。 

 

  

SIC: プログラム読み

込み異常 

 

 

 

Fault No.: 66 受け取られる基準曲線は無効な値

を含みます 

 

基準カーブを新たに設定

する。 

CPUの故障または交換。 

  

SIC:基準曲線読み込み

異常 

Fault No.: 67 スピンドル ドライブ動作開始信

号を送信しましたが規定時間内に

SICが認識できませんでした 

 

CPU、SIC 間の光ケーブル

の接続状態を確認する。 

SICを交換する。 

  

スピンドルドライブ動

作開始信号タイムアウ

ト 

Fault No.: 68 スピンドル動作が規定時間内に決

められた位置へ到達しませんでし

た 

CPU、SIC 間の光ケーブル

の接続状態を確認する。 

SICを交換する。 

  

スピンドルドライブ位

置タイムアウト 

Fault No.: 69 要求したスピンドル位置が規定時

間内に SIC へ送信されませんでし

た 

 

 

CPU、SIC 間の光ケーブル

の接続状態を確認する。 

SICを交換する。 

  

スピンドルドライブ位

置要求タイムアウト 
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ｺｰﾄﾞﾒｯｾｰｼﾞ 状態 / 詳細 対処方法 ①  ② 

Fault No.: 70 CCPU と SIC 間の光ケーブルデータ

通信異常 

CPU、SIC 間の光ケーブル

の接続状態を確認する。 

SICを交換する。 

  

光ケーブルデータ SIC 

通信異常 

Fault No.: 71 接続しているスピンドル タイプ

は以前に使用したスピンドル タ

イプに適合しません 

 

スピンドルプログラミン

グから現在接続している

スピンドル型式を設定す

る。 

  

SIC: スピンドルの種

類の変更 

Fault No.: 72 ベーシック ポジション動作が規

定時間内に到達できませんでした 

スピンドルの後退動作が

遅い場合、スピンドルを交

換する。 

CPU、SIC 間の光ケーブル

の接続状態を確認する 

  

スピンドル ベーシッ

ク ポジション タイム 

アウト 

Fault No.: 73 ベーシック ポジションドライブ

実行の間 規定時間内にベーシッ

ク ポジション信号を送信しませ

ん 

スピンドルの後退動作が

遅い場合、スピンドルを交

換する。 

CPU、SIC 間の光ケーブル

の接続状態を確認する 

  

ベーシック ポジショ

ンポジションドライブ 

タイム アウト 

Fault No.: 74 リベット プロセス間にリニア ス

ライド固定位置から動作信号を規

定時間内に送信しませんでした 

CPU、SIC 間の光ケーブル

の接続状態を確認する 

  

リニア スライド開放 

Fault No.: 75 保護回路または、非常停止回路が

作動しました 

 

 

動作中に一時停止、非常停

止が入力された為、一時停

止・非常停止モードを解除

する。 

  

締結中に一時停止か非

常停止が入力されまし

た 

Fault No.: 76 セパレーションの近接センサーは

応答していますがレシーバ内にリ

ベットは認識されませんでした 

 

 

 

 

 

 

リベットがレシーバ内に

あるか確認し取り除く、取

り除いた後、ﾘﾍﾞｯﾄ記憶を

全て無しで保存する。 

フィードチューブを確認

する。 

プリセパレータの切り替

え部の確認をする。 

ツール側のリベット通過

センサを確認する。 

  

レシーバー内のリベッ

ト有無を近接センサー

が認識できませんでし

た PS - C1 
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ｺｰﾄﾞﾒｯｾｰｼﾞ 状態 / 詳細 対処方法 ①  ②  

Fault No.: 77 セパレーションの近接センサーは

応答していますがレシーバ内にリ

ベットは認識されませんでした 

リベットがレシーバ内に

あるか確認し取り除く、取

り除いた後、リベット記憶

を全て無しで保存する。 

フィードチューブを確認

する。 

プリセパレータの切り替

え部の確認をする。 

ツール側のリベット通過

センサの状態を確認する。 

  

レシーバー内のリベッ

ト有無を近接センサー

が認識できませんでし

た PS - C2 

Fault No.: 78 セパレーションの近接センサーは

応答していますがレシーバ内にリ

ベットは認識されませんでした 

 

リベットがレシーバ内に

あるか確認し取り除く、取

り除いた後、リベット記憶

を全て無しで保存する。 

フィードチューブを確認

する。 

プリセパレータの切り替

え部の確認をする。 

ツール側のリベット通過

センサの状態を確認する。 

  

レシーバー内のリベッ

ト有無を近接センサー

が認識できませんでし

た PS - C3 

Fault No.: 79 セパレーションの近接センサーは

応答していますがレシーバ内にリ

ベットは認識されませんでした 

 

リベットがレシーバ内に

あるか確認し取り除く、取

り除いた後、リベット記憶

を全て無しで保存する。 

フィードチューブを確認

する。 

プリセパレータの切り替

え部の確認をする。 

ツール側のリベット通過

センサの状態を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レシーバー内のリベッ

ト有無を近接センサー

が認識できませんでし

た PS - C4 

Fault No.: 80 汎用カウンター2 が設定値に到達

しました 

スピンドル プログラミングから

カウンターを設定する事が出来ま

す 

設定したカウンタの回数

が設定値に到達したので

対象箇所を確認後、カウン

タをリセットする。 

 

  

 

 

汎用カウンター2 メン

テナンス警告 
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ｺｰﾄﾞﾒｯｾｰｼﾞ 状態 / 詳細 対処方法 ①  ②  

Fault No.: 81 汎用カウンター3 が設定値に到達

しました 

スピンドル プログラミングから

カウンター設定する事が出来ます 

設定したカウンタの回数

が設定値に到達したので

対象箇所を確認後、カウン

タをリセットする。 

  

汎用カウンター3 メン

テナンス警告 

Fault No.: 83 エラーをリセットする事によりス

ピンドルはベーシックポジション

へ移動します 

SIC はベーシックポジション信号

を規定時間内に送信出来ませんで

した 

スピンドルの状態を確認

し、エラーをリセット後、

ポジションに戻るか確認

する。 

SICを交換する。 

 

  

スピンドルはベーシッ

ク ポジションに到達

していません 

Fault No.: 84 エラーをリセットする事によりリ

ニアスライドは固定されます 

SIC は規定時間内にリニアスライ

ド固定準備完了を送信できません 

リニアスライドが原位置

にいるか確認し、原位置で

なければ戻す。 

SICを交換する。 

  

リニア スライド固定

の準備が出来ていませ

ん 

Fault No.: 89 レシーバーとデバイダー間にリベ

ットは認識できませんでした 

リベットはフィードチューブから

デバイダー間にあります 

 

フィードチューブを確認

する。 

フィードエア用のバルブ

が動作しているか確認す

る。 

リベット通過センサ B3が

動作しているか確認する。 

デバイダのアダプタを適

正な位置に調整する。 

  

フィーダーマスター:

デバイダーにリベット

が送給されていません 

Fault No.: 90 レシーバーとデバイダー間にリベ

ットは認識できませんでした 

リベットはフィードチューブから

デバイダー間にあります 

フィードチューブを確認

する。 

フィードエア用のバルブ

が動作しているか確認す

る。 

リベット通過センサ B3が

動作しているか明認する。 

デバイダのアダプタを適

正な位置に調整する。 

 

 

  

フィーダースレーブ 1:

デバイダーにリベット

が送給されていません 
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ｺｰﾄﾞﾒｯｾｰｼﾞ 状態 / 詳細 対処方法 ①  ②  

Fault No.: 91 レシーバーとデバイダー間にリベ

ットは認識できませんでした 

リベットはフィードチューブから

デバイダー間にあります 

フィードチューブを確認

する。 

フィードエア用のバルブ

が動作しているか確認す

る。 

リベット通過センサ B3が

動作しているか確認する。 

デバイダのアダプタを適

正な位置に調整する。 

  

フィーダースレーブ 2:

デバイダーにリベット

が送給されていません 

Fault No.: 92 レシーバーとデバイダー間にリベ

ットは認識できませんでした 

リベットはフィードチューブから

デバイダー間にあります 

 

フィードチューブを確認

する。 

フィードエア用のバルブ

が動作しているか確認す

る。 

リベット通過センサ B3動

作しているか確認する。 

デバイダのアダプタを適

正な位置に調整する。 

  

フィーダースレーブ 3:

デバイダーにリベット

が送給されていません 

Fault No.: 93 モータードライバーPCB に電源供

給がありません 

電源供給を確認する。 

メイン電源供給を確認す

る。 

F3 フューズが溶断してい

るか確認する。 

ドラムモーター動作を確

認する。 

F11 フューズが溶断して

いるか確認する。 

  

マスター ドラム モー

ター電源異常 

Fault No.: 94 モータードライバーPCB に電源供

給がありません 

電源供給を確認する。 

ﾒｲﾝ電源供給を確認する。 

F3 フューズが溶断してい

るか確認する。 

ドラムモーター動作を確

認する。 

F11 フューズが溶断して

いるか確認する。 

  

スレーブ 1 ドラム モ

ーター電源異常 
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ｺｰﾄﾞﾒｯｾｰｼﾞ 状態 / 詳細 対処方法 ①  ②  

Fault No.: 95 モータードライバーPCB に電源供

給がありません 

電源供給を確認する。 

ﾒｲﾝ電源供給を確認する。 

F3 フューズが溶断してい

るか確認する。 

ドラムモーター動作を確

認する。F11フューズが溶

断しているか確認する。 

  

スレーブ 2 ドラム モ

ーター電源異常 

Fault No.: 96 モータードライバーPCB に電源供

給がありません 

電源供給を確認する。 

ﾒｲﾝ電源供給を確認する。 

F3 フューズが溶断してい

るか確認する。 

ドラムモーター動作を確

認する。 

F11 フューズが溶断して

いるか確認する。 

  

スレーブ 3 ドラム モ

ーター電源異常 

Fault No.: 97 フィーダーにデバイダーの接続は

認識できません 

電源供給を確認する。 

ユニットを確認し、ERCを

立ち上げなおす。 

デバイダ、フィーダ間の接

続を確認する。 

  

マスターにデバイダー

は接続されていません 

Fault No.: 98 フィーダーにデバイダーの接続は

認識できません 

電源供給を確認する。 

ユニットを確認し、ERCを

立ち上げなおす。 

デバイダ、フィーダ間の接

続を確認する。 

  

スレーブ 1 にデバイダ

ーは接続されていませ

ん 

Fault No.: 99 フィーダーにデバイダーの接続は

認識できません 

電源供給を確認する。 

ユニットを確認し、ERCを

立ち上げなおす。 

デバイダ、マスター間の接

続を確認する。 

  

スレーブ 2 にデバイダ

ーは接続されていませ

ん 

Fault No.: 100 フィーダーにデバイダーの接続は

認識できません 

電源供給を確認する。 

ユニットを確認し、ERCを

立ち上げなおす。 

デバイダ、フィーダ間の接

続を確認する。 

  

スレーブ 3 にデバイダ

ーは接続されていませ

ん 
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ｺｰﾄﾞﾒｯｾｰｼﾞ 状態 / 詳細 対処方法 ①  ②  

Fault No.: 101 プリセパレーションの接続を認識

できません 

電源供給を確認する。 

ユニットを確認し、ERCを

立ち上げなおす。 

デバイダ、フィーダ間の接

続を確認する。 

  

マスターにプリセパレ

ーションは接続されて

いません 

Fault No.: 102 プリセパレーションの接続を認識

できません 

電源供給を確認する。 

ユニットを確認し、ERCを

立ち上げなおす。 

デバイダ、フィーダ間の接

続を確認する。 

  

スレーブ 1 にプリセパ

レーションは接続され

ていません 

Fault No.: 103 プリセパレーションの接続を認識

できません 

電源供給を確認する。 

ユニットを確認し、ERCを

立ち上げなおす。 

デバイダ、フィーダ間の接

続を確認する。 

  

スレーブ 2 にプリセパ

レーションは接続され

ていません 

Fault No.: 104 プリセパレーションの接続を認識

できません 

電源供給を確認する。 

ユニットを確認し、ERCを

立ち上げなおす。 

デバイダ、フィーダ間の接

続を確認する。 

  

スレーブ 3 にプリセパ

レーションは接続され

ていません 

Fault No.: 105 LSCの接続を認識できません 電源供給を確認する。 

ユニットを確認し、ERCを

立ち上げなおす。 

デバイダ、フィーダ間の接

続を確認する。 

  

マスターに LSC は接続

されていません 

Fault No.: 106 LSCの接続を認識できません 電源供給を確認する。 

ユニットを確認し、ERCを

立ち上げなおす。 

デバイダ、フィーダ間の接

続を確認する。 

  

スレーブ 1 に LSC は接

続されていません 

Fault No.: 107 LSCの接続を認識できません 電源供給を確認する。 

ユニットを確認し、ERCを

立ち上げなおす。 

デバイダ、フィーダ間の接

続を確認する。 

  

スレーブ 2 に LSC は接

続されていません 
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ｺｰﾄﾞﾒｯｾｰｼﾞ 状態 / 詳細 対処方法 ①  ②  

Fault No.: 108 LSCの接続を認識できません 電源供給を確認する。 

ユニットを確認し、ERCを

立ち上げなおす。 

デバイダ、フィーダ間の接

続を確認する。 

  

スレーブ 3 に LSC は接

続されていません 

Fault No.: 109 手動インターフェースの接続は認

識できません 

ユニットを確認し、システ

ムを立ち上げなおす。 

手動スイッチの接続を確

認する。 

電源供給を確認する。 

  

マスター 手動インタ

ーフェースは接続され

ていません 

Fault No.: 110 手動インターフェースの接続は認

識できません 

ユニットを確認し、システ

ムを立ち上げなおす。 

手動スイッチの接続を確

認する。 

電源供給を確認する。 

  

スレーブ 1 手動インタ

ーフェースは接続され

ていません 

Fault No.: 111 手動インターフェースの接続は認

識できません 

ユニットを確認し、システ

ムを立ち上げなおす。 

手動スイッチの接続を確

認する。 

電源供給を確認する。 

  

スレーブ 2 手動インタ

ーフェースは接続され

ていません 

Fault No.: 112 手動インターフェースの接続は認

識できません 

ユニットを確認し、システ

ムを立ち上げなおす。 

手動スイッチの接続を確

認する。 

電源供給を確認する。 

  

スレーブ 3 手動インタ

ーフェースは接続され

ていません 

Fault No.: 113 パッシブ フィーダーの接続を認

識できません 

パッシブフィーダの接続

状態を確認する。 

パッシブフィーダの交換

する。 

  

マスターにパッシブ 

フィーダーは接続され

ていません 

Fault No.: 114 パッシブ フィーダーの接続を認

識できません 

パッシブフィーダの接続

状態を確認する。 

パッシブフィーダの交換

する。 

 

 

  

スレーブ 1 にパッシブ 

フィーダーは接続され

ていません 
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ｺｰﾄﾞﾒｯｾｰｼﾞ 状態 / 詳細 対処方法 ①  ②  

Fault No.: 115 パッシブ フィーダーの接続を認

識できません 

パッシブフィーダの接続

状態を確認する。 

パッシブフィーダの交換

する。 

  

スレーブ 2 にパッシブ 

フィーダーは接続され

ていません 

Fault No.: 116 パッシブ フィーダーの接続を認

識できません 

パッシブフィーダの接続

状態を確認する。 

パッシブフィーダの交換

する。 

  

スレーブ 3 にパッシブ 

フィーダーは接続され

ていません 

Fault No.: 117 デバイダーの位置が不正確な位置

にいます 

この状態ではフィーダーはリベッ

トを供給する事が出来ません 

B1,B2 ポジションセンサ

の動作を確認する、位置の

調整をする。 

供給エアを確認する。 

 

ソレノイドバルブの動作

を確認する。 

アダプタの移動動作をス

ムーズにする。 

  

マスターデバイダー位

置異常 

Fault No.: 118 デバイダーの位置が不正確な位置

にいます 

この状態ではフィーダーはリベッ

トを供給する事が出来ません 

B1,B2 ポジションセンサ

の動作を確認する、位置の

調整をする。 

供給エアを確認する。 

 

ソレノイドバルブの動作

を確認する。 

アダプタの移動動作をス

ムーズにする。 

  

スレーブ 1 デバイダー

位置異常 

Fault No.: 119 デバイダーの位置が不正確な位置

にいます 

この状態ではフィーダーはリベッ

トを供給する事が出来ません 

B1,B2 ポジションセンサ

の動作を確認する、位置の

調整をする。 

供給エアを確認する。 

 

ソレノイドバルブの動作

を確認する。 

アダプタの移動動作をス

ムーズにする。 

  

スレーブ 2 デバイダー

位置異常 
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ｺｰﾄﾞﾒｯｾｰｼﾞ 状態 / 詳細 対処方法 ①  ②  

Fault No.: 120 デバイダーの位置が不正確な位置

にいます 

この状態ではフィーダーはリベッ

トを供給する事が出来ません 

B1,B2 ポジションセンサ

の動作を確認する、位置の

調整をする。 

供給エアを確認する。 

ソレノイドバルブの動作

を確認する。 

アダプタの移動動作をス

ムーズにする。 

  

スレーブ 3'デバイダー

位置異常 

Fault No.: 121 セパレーションの位置が不正確な

位置にいます 

この状態ではフィーダーはリベッ

トを供給する事が出来ません 

 

近接スイッチの動作を確

認する。 

供給エアを確認する。 

ソレノイドバルブを確認

する。 

プリセパレーションの動

作をスムーズにする。 

  

マスター:プリセパレ

ーション位置異常 

Fault No.: 122 セパレーションの位置が不正確な

位置にいます 

この状態ではフィーダーはリベッ

トを供給する事が出来ません 

近接スイッチの動作を確

認する。 

供給エアを確認する。 

ソレノイドバルブを確認

する。 

プリセパレーションの動

作をスムーズにする。 

  

スレーブ 1:プリセパレ

ーション位置異常 

Fault No.: 123 セパレーションの位置が不正確な

位置にいます 

この状態ではフィーダーはリベッ

トを供給する事が出来ません 

近接スイッチの動作を確

認する。 

供給エアを確認する。 

ソレノイドバルブを確認

する。 

プリセパレーションの動

作をスムーズにする。 

  

スレーブ 2:プリセパレ

ーション位置異常 

Fault No.: 124 セパレーションの位置が不正確な

位置にいます 

この状態ではフィーダーはリベッ

トを供給する事が出来ません 

近接スイッチの動作を確

認する。 

供給エアを確認する。 

ソレノイドバルブを確認

する。プリセパレーション

の動作をスムーズにする。 

  

スレーブ 3:プリセパレ

ーション位置異常 
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ｺｰﾄﾞﾒｯｾｰｼﾞ 状態 / 詳細 対処方法 ①  ②  

Fault No.: 125 リベットが認識出来なかった又は

まだプリセパレーションとフィー

ドチューブ間にあります 

フィードチューブを確認

する。 

フィードエア用のバルブ

動作を確認する。 

近接スイッチ B1動作を確

認する。 

信号遅延を確認する。 

（最小遅延時間＝20ms） 

  

マスタープリセパレー

ション内にリベットが

認識されません 

Fault No.: 126 リベットが認識出来なかった又は

まだプリセパレーションとフィー

ドチューブ間にあります 

フィードチューブを確認

する。 

フィードエア用のバルブ

動作を確認する。 

近接スイッチ B1動作を確

認する。 

信号遅延を確認する。 

（最小遅延時間＝20ms） 

 

  

スレーブ 1 プリセパレ

ーション内にリベット

が認識されません 

Fault No.: 127 リベットが認識出来なかった又は

まだプリセパレーションとフィー

ドチューブ間にあります 

フィードチューブを確認

する。 

フィードエア用のバルブ

動作を確認する。 

近接スイッチ B1動作を確

認する。 

信号遅延を確認する。 

（最小遅延時間＝20ms） 

 

  

スレーブ 2 プリセパレ

ーション内にリベット

が認識されません 

Fault No.: 128 リベットが認識出来なかった又は

まだプリセパレーションとフィー

ドチューブ間にあります 

フィードチューブを確認

する。 

フィードエア用のバルブ

動作を確認する。 

近接スイッチ B1動作を確

認する。 

信号遅延を確認する。 

（最小遅延時間＝20ms） 

 

  

スレーブ 3 プリセパレ

ーション内にリベット

が認識されません 
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ｺｰﾄﾞﾒｯｾｰｼﾞ 状態 / 詳細 対処方法 ①  ②  

Fault No.: 129 システムに設定していない不明な

リベットがレシーバ内にあります 

設定もしくはリベットを確認して

下さい 

この状態ではリベット送給する事

は出来ません 

リベットがレシーバ内に

あるか確認し取り除く、取

り除いた後、リベット記憶

を全て無しで保存する。 

 

  

マスター不明なリベッ

トがレシーバー内にあ

る 

Fault No.: 130 システムに設定していない不明な

リベットがレシーバ内にあります 

設定もしくはリベットを確認して

下さい 

この状態ではリベット送給する事

は出来ません 

 

リベットがレシーバ内に

あるか確認し取り除く、取

り除いた後、リベット記憶

を全て無しで保存する。 

 

  

スレーブ 1 不明なリベ

ットがレシーバー内に

ある 

Fault No.: 131 システムに設定していない不明な

リベットがレシーバ内にあります 

設定もしくはリベットを確認して

下さい 

この状態ではリベット送給する事

は出来ません 

 

リベットがレシーバ内に

あるか確認し取り除く、取

り除いた後、リベット記憶

を全て無しで保存する。 

 

  

スレーブ 2 不明なリベ

ットがレシーバー内に

ある 

Fault No.: 132 システムに設定していない不明な

リベットがレシーバ内にあります 

設定もしくはリベットを確認して

下さい 

この状態ではリベット送給する事

は出来ません 

 

リベットを取り除く又は

実際のレシーバーの中と

リベットの生む記憶をタ

ッチパッドで設定する。 

 

 

  

スレーブ 3 不明なリベ

ットがレシーバー内に

ある 

Fault No.: 133 システムに設定していない不明な

リベットがセパレーション内にあ

ります 

設定もしくはリベットを確認して

下さい 

この状態ではリベット送給する事

は出来ません 

 

リベットが EPS 内にある

か確認し取り除く、取り除

いた後、リベット記憶を全

てなしで保存する。 

 

 

 

  

マスター不明なリベッ

トが EPS内にある 
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ｺｰﾄﾞﾒｯｾｰｼﾞ 状態 / 詳細 対処方法 ①  ②  

Fault No.: 134 システムに設定していない不明な

リベットがセパレーション内にあ

ります 

設定もしくはリベットを確認して

下さい 

この状態ではリベット送給する事

は出来ません 

リベットが EPS 内にある

か確認し取り除く、取り除

いた後、リベット記憶を全

てなしで保存する。 

  

スレーブ 1 不明なリベ

ットが EPS内にある 

Fault No.: 135 システムに設定していない不明な

リベットがセパレーション内にあ

ります 

設定もしくはリベットを確認して

下さい 

この状態ではリベット送給する事

は出来ません 

リベットが EPS 内にある

か確認し取り除く、取り除

いた後、リベット記憶を全

てなしで保存する。 

 

 

 

  

スレーブ 2 不明なリベ

ットが EPS内にある 

Fault No.: 136 システムに設定していない不明な

リベットがセパレーション内にあ

ります 

設定もしくはリベットを確認して

下さい 

この状態ではリベット送給する事

は出来ません 

リベットが EPS 内にある

か確認し取り除く、取り除

いた後、リベット記憶を全

てなしで保存する。 

 

 

 

  

スレーブ 3 不明なリベ

ットが EPS内にある 

Fault No.: 137 コントローラの冷却フィンが 80度

を超えました 

 

周囲温度が高すぎる。 

80℃以下になるよう必要

に応じて冷却する。 

モータドライバ内が汚れ

により放熱性低下。 

モータドライバを交換す

る。 

  

コ ン ト ロ ー ラ 異 常 

F01: 放熱フィン過熱 

Fault No.: 138 回路電圧が高いです 

 

電源電圧が高い(10%以上) 

ジャンプワイヤを確認す

る。 

S620:X8 Pin1-Pin2 

S724:X8 Pin3-Pin4 

モータドライバを交換す

る 

  

コ ン ト ロ ー ラ 異 常 

F02: 過電圧 
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ｺｰﾄﾞﾒｯｾｰｼﾞ 状態 / 詳細 対処方法 ①  ②  

Fault No.: 139 位置コントローラがエラーです 

実際の位置と測定位置に大きな差

が発生しています 

 

モータが低速で動作して

いるか動作が妨げられて

いる。 

要求される力に対してモ

ータトルクが小さい、要求

トルクを減らす。 

モータドライバを交換す

る。 

  

コ ン ト ロ ー ラ 異 常 

F03: 異常発生 

Fault No.: 140 レゾルバのフィードバック異常 モータケーブルが短絡し

ている。 

モータ内部のレゾルバ故

障。 

モータの交換。 

  

コ ン ト ロ ー ラ 異 常 

F04: フィードバック

異常 

Fault No.: 141 回路電圧が低下しています 電源電圧が低すぎる 

セイフティリレーの接点

を確認する(コンタクタが

閉じてない) 

セイフティボードとコン

タクタ間の配線を確認す

る。 

  

コ ン ト ロ ー ラ 異 常 

F05: 電圧低下 

Fault No.: 142 モーターの温度が高い 

もしくは温度センサーが故障して

います 

 

モータ温度が高すぎる。 

モータケーブル及びコネ

クタの確認。 

温度センサ不良。 

モータドライバを交換す

る。 

  

コ ン ト ロ ー ラ 異 常 

F06: モーター過熱 

Fault No.: 143 内部電圧が高いもしくは低い状態

です 

 

外部短絡または電源電圧

の過負荷。 

24V 除く電源駆動部の確

認する。 

モータドライバを交換す

る。 

モータ(ツール)を交換す

る。 

 

  

コ ン ト ロ ー ラ 異 常 

F07: 内部電圧異常 
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ｺｰﾄﾞﾒｯｾｰｼﾞ 状態 / 詳細 対処方法 ①  ②  

Fault No.: 144 モーター回転速度がとても高いで

す 

 

コントロールケーブル、モ

ータケーブルの状態を確

認する。 

モータドライバを交換す

る。 

ツールを交換する。 

  

コ ン ト ロ ー ラ 異 常 

F08: オーバー スピー

ド 

Fault No.: 145 EEPROMのチェック異常 

 

 

 

 

データ書き込み中にモー

タドライバがシャットダ

ウンした。 

モータドライバを交換す

る。 

  

コ ン ト ロ ー ラ 異 常 

F09: EEPROM異常 

Fault No.: 146 Flash-EPROMのチェック異常 

 

モータドライバを交換す

る 

 

  

コ ン ト ロ ー ラ 異 常 

F10: Flash-EPROM異常 

Fault No.: 148   

スピンドル モーターの一相に異

常があります 

モータドライバを交換す

る。 

モータケーブルのシール

ドを確認する。 

セイフティリレーの確認

をする。 

モータケーブルコネクタ

の接触を確認する。 

  

コ ン ト ロ ー ラ 異 常 

F12: モーター位相異

常 

Fault No.: 149 コントローラの内部温度が高いで

す 

周囲温度が高すぎる為、

80℃以下になるよう必要

に応じて冷却する。 

コントロールのエアーフ

ィルターの清掃する。 

ﾓｰﾀﾄﾞﾗｲﾊﾞを交換する。 

  

コ ン ト ロ ー ラ 異 常 

F13: 内部温度上昇 

Fault No.: 150 コントローラ出力回路の異常 モータケーブルの短絡ま

たはアース接続の状態を

確認する。 

モータドライバを交換す

る。 

ツールを交換する。 

モータケーブルの交換。 

  

コ ン ト ロ ー ラ 異 常 

F14: 出力回路異常 
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ｺｰﾄﾞﾒｯｾｰｼﾞ 状態 / 詳細 対処方法 ①  ②  

Fault No.: 151 I2tは最大値を超えました モータが低速で動作して

いるか動作が妨げられて

いる。 

モータの動作を確認する。 

モータ(ツール)を交換す

る。 

  

コ ン ト ロ ー ラ 異 常 

F15: モーター異常(I²

t) 

Fault No.: 152 一相に異常があります モータドライバを交換す

る。 

メインヒューズ、セイフテ

ィリレーを確認する。 

 

  

コ ン ト ロ ー ラ 異 常 

F16: メインBTB/RTO異

常 

Fault No.: 153 アナログ デジタルに変換するコ

ンバータ異常 

モータドライバを交換す

る。 

 

 

  

コ ン ト ロ ー ラ 異 常 

F17: AD コンバータ異

常 

Fault No.: 154 モータと発電機間の回路電圧規制 モータドライバを交換す

る。 

 

 

  

コ ン ト ロ ー ラ 異 常 

F18: スイッチング異

常 

Fault No.: 155 一次電源の一相に異常があります 一次側からコントローラ

へ入力されている 3 相の

電圧と相間の確認する。 

コントローラの交換する。 

  

コ ン ト ロ ー ラ 異 常 

F19: 一次電源位相異

常 

Fault No.: 156 SIC コントローラのハードウェア

誤接続 

モータドライバを交換す

る。 

 

  

コ ン ト ロ ー ラ 異 常 

F20: スロット異常 

Fault No.: 157 コントローラと SIC間の通信異常 モータドライバを交換す

る。 

 

 

  

コ ン ト ロ ー ラ 異 常 

F21: ハンドリング異

常 

Fault No.: 158 コントローラが地絡しています モータドライバを交換す

る。 

コントロールケーブル及

びコネクタの確認する。 

  

コ ン ト ロ ー ラ 異 常 

F22: 地落しています 
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ｺｰﾄﾞﾒｯｾｰｼﾞ 状態 / 詳細 対処方法 ①  ②  

Fault No.: 159 Can-Bus通信異常が発生しました CANケーブル、コネクタの

確認する。 

モータドライバを交換す

る。 

  

コ ン ト ロ ー ラ 異 常 

F23: CAN bus が Off で

す 

Fault No.: 160 警告がエラーとして発生していま

す 

モータドライバを交換す

る。 

 

  

コ ン ト ロ ー ラ 異 常 

F24: 警告 

Fault No.: 161 システムの整流異常 ﾓｰﾀｹｰﾌﾞﾙｺﾈｸﾀの接触状態

確認を確認する。 

フィードバックケーブル、

コネクタ確認する。 

モータドライバを交換す

る。 

  

コ ン ト ロ ー ラ 異 常 

F25: 整流異常 

Fault No.: 162 リミットスイッチに到達しました LSケーブル、LSスイッチ

確認する。 

モータドライバを交換す

る。 

  

コ ン ト ロ ー ラ 異 常 

F26: ハードウェア リ

ミット スイッチ 

Fault No.: 163 コントローラが使用可能な状態で

STO-Enableがセットされました 

モータドライバを交換す

る。 

 

  

コ ン ト ロ ー ラ 異 常 

F27: AS オプション異

常 

Fault No.: 164 要求された位置の変化が大きいで

す 

モータドライバを交換す

る。 

 

 

  

コ ン ト ロ ー ラ 異 常 

F28: 外部制御曲線異

常 

Fault No.: 165 利用可能な信号はありません モータドライバを交換す

る。 

外部電源を確認する。 

  

コ ン ト ロ ー ラ 異 常 

F29: スロット基板異

常 

Fault No.: 166 タイムオーバーにより非常停止が

Onしました 

モータドライバを交換す

る。 

 

 

  

コ ン ト ロ ー ラ 異 常 

F30: タイム オーバー

による非常停止 
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ｺｰﾄﾞﾒｯｾｰｼﾞ 状態 / 詳細 対処方法 ①  ②  

Fault No.: 167 コントローラのシステム ソフト

ウェアから応答がありません 

モータドライバを交換す

る。 

 

 

  

コ ン ト ロ ー ラ 異 常 

F31: プログラム バー

ジョン異常 

Fault No.: 168 コントローラのシステム ソフト

ウェアから応答がありません 

モータドライバを交換す

る。 

 

  

コ ン ト ロ ー ラ 異 常 

F32: システム異常 

Fault No.: 169 パラメータ化する際に故障が起こ

りました 

モータドライバを交換す

る 

 

  

SIC: コマンド チャン

ネル異常 

Fault No.: 170 共通のコントローラ エラー モータドライバを交換す

る 

  

SIC: サーボ異常 

Fault No.: 171 コントローラをリセットして下さ

い 

モータドライバを交換す

る 

  

SIC: DPR通信異常 

Fault No.: 172 コントローラが要求した動作が正

常に実行されませんでした 

モータドライバを交換す

る 

  

SIC:自動誘導異常 

Fault No.: 173 本線の一相に異常があります 1 次側電源の各相の電圧

を確認して下さい。 

コンタクターK1 の状態を

確認する。 

  

SIC:メイン電源異常 

Fault No.: 174 スピンドルの実位置は稼動領域か

ら外れています 

 

 

コントローラ電源を遮断

後、手動でスピンドルを回

し可動範囲内へ戻す。 

  

SIC:スピンドル ポジ

ション異常 

Fault No.: 175 保存された基準カーブの最大荷重

が超えて記録されています 

基準カーブを取り直し保存して下

さい 

 

新しく基準カーブを測定

する。 

 

  

SIC:基準カーブ荷重値

が高すぎます 

Fault No.: 176 ベーシックポジション中にガイド

ブッシュを挟み込んでいます  

スピンドルを確認して下さい 

 

ガイドブッシュを確認し

スピンドル動作を確認し

て下さい。 

  

SIC:ベーシックポジシ

ョン エラー 
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ｺｰﾄﾞﾒｯｾｰｼﾞ 状態 / 詳細 対処方法 ①  ②  

Fault No.: 179 内部異常 モータドライバ光ケーブ

ル光量確認。 

ツール接続状態の確認。 

  

SIC:ベーシックポジシ

ョン エラー 

Fault No.: 180 内部異常 サービスに連絡して下さ

い。 

  

SIC: SDO チャンネル 

スタート情報異常 

Fault No.: 181 内部異常 割付られている信号が予

約されているので別の信

号に割り付ける。 

  

SIC: SDO チャンネル予

約済み 

Fault No.: 182 スピンドル（DDC）はスピンドル設

定異常を検知しました 

接続したスピンドルの設

定を登録する。 

 

  

SIC: スピンドル設定

異常 

Fault No.: 183 リニア ポジション メジャーリン

グ システムはモータ回転方向が

反回転の異常を検知しました 

モータまたはモータドラ

イバの交換。 

 

  

SIC: モーター方向転

換異常 

Fault No.: 184 スピンドル動作中に保護回路が働

き動作が中断されました 

一時停止・非常停止を解除

し、エラーをリセットす

る。 

 

  

SIC: スピンドル動作

中にセーフティー サ

ーキットが働きました 

Fault No.: 185 DDCの内部通信が妨げられました スピンドルのコントロー

ルケーブルを確認する。 

スピンドルのコントロー

ルケーブルコネクタを確

認する。 

フューズ F13 を交換する。 

  

SIC: 通信異常 

Fault No.: 186 内部異常 サービスに連絡して下さ

い。 

  

SIC: SDO通信異常 

Fault No.: 187 SIC: 締結中に異常が発生しまし

た 

モータドライバを交換す

る。 

 

 

  

SIC: 締結中に異常が

発生しました 締結時に予期しない状態が発生し

ました 

  

Fault No.: 188 コントローラは指令された動作を

処理する準備が出来ていません 

モータドライバを交換す

る。 

  

SIC: 実行禁止 
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ｺｰﾄﾞﾒｯｾｰｼﾞ 状態 / 詳細 対処方法 ①  ②  

Fault No.: 189 スピンドル動作中にリベット サ

イクルは非常停止によって中断さ

れました 

非常停止または一時停止

の状態を確認する。 

 

非常停止または一時停止

を解除。 

  

SIC: ワーク板厚測定

前に非常停止しました 

Fault No.: 190 リベット長さ測定前に非常停止に

よって長さ測定は中断されました 

非常停止または一時停止

の状態を確認する。 

 

非常停止または一時停止

を解除。 

  

SIC: リベット長さ測

定前に非常停止しまし

た 

Fault No.: 191 リベット サイクル中に非常停止

によってサイクル動作が中断され

ました 

非常停止または一時停止

の状態を確認する。 

 

非常停止または一時停止

を解除。 

  

SIC: リベット サイク

ル中に非常停止が働き

ました 

Fault No.: 192 スピンドル後退動作中に非常停止

によって後退動作が中断されまし

た 

非常停止または一時停止

の状態を確認する。 

 

非常停止または一時停止

を解除。 

  

SIC: 後退動作中に非

常停止が働きました 

Fault No.: 193 スピンドル動作中のプロセスは保

護回路によって中断されました 

非常停止または一時停止

の状態を確認する。 

非常停止または一時停止

を解除。 

  

SIC: ワーク板厚測定

前にセーフティー サ

ーキットが働きました 

Fault No.: 194 スピンドル動作中のプロセスは保

護回路によって中断されました 

非常停止または一時停止

の状態を確認する。 

 

非常停止または一時停止

を解除。 

  

SIC: リベット長さ測

定前にセーフティー 

サーキットが働きまし

た 

Fault No.: 195 スピンドル動作中のプロセスは保

護回路によって中断されました 

非常停止または一時停止

の状態を確認する。 

 

非常停止または一時停止

を解除。 

 

  

SIC: リベットセッテ

ィング中にセーフティ

ー サーキットが働き

ました 
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ｺｰﾄﾞﾒｯｾｰｼﾞ 状態 / 詳細 対処方法 ①  ②  

Fault No.: 196 スピンドル動作中のプロセスは保

護回路によって中断されました 

一時停止を確認する。 

一時停止の解除。 

スピンドルがリミット SW

を押している為、下降方向

へ手動でモータを回しリ

ミット SWを OFFする。 

  

SIC: 後退動作中にセ

ーフティー サーキッ

トが働きました 

Fault No.: 197 締結時に C-Frame が補償している

制限荷重を超えました 

サービスにご連絡下さい。 

 

 

  

SIC: C フレーム最大荷

重異常 

Fault No.: 198 内部異常 モータドライバを交換す

る。 

モータ(ツール)を交換す

る 

コントロールケーブル及

びコネクタを確認する。 

  

SIC: SR600 と接続中に

異常が発生しました 

Fault No.: 199 コントローラ（SDO）をパラメータ

化する際に異常が発生 

モータドライバを交換す

る。 

モータ(ツール)を交換す

る 

コントロールケーブル及

びコネクタを確認する。 

  

SIC: 基準値設定中に

異常が発生しました 

Fault No.: 200 締結設定に対して実際のリベット

押し込み深さが上限値を超えまし

た 

スピンドルのコントロー

ルケーブルを確認する。必

要により交換する。 

スピンドルのコントロー

ルケーブルコネクタを確

認する。必要により交換す

る。 

  

SIC: リベット押込み

深さ上限値を超えまし

た 

Fault No.: 201 保存されたスピンドル構成は無効

なパラメータを含む  

または設定しているスピンドル構

成は使用することが出来ません 

現在接続しているツール

と型式設定を保存する。 

ソフトウェアを更新する。 

 

 

 

  

DDC:不明またはスピン

ドル 構成データがあ

りません 
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ｺｰﾄﾞﾒｯｾｰｼﾞ 状態 / 詳細 対処方法 ①  ②  

Fault No.: 202 DDCの供給電圧が低いです スピンドルのコントロー

ルケーブルを確認する。必

要により交換する。スピン

ドルのコントロールケー

ブルコネクタを確認する。

必要により交換する。 

  

DDC: 24V電源異常 

Fault No.: 203 ワークの厚さが設定された値より

薄いです 

板厚を確認する。 

板厚の設定範囲を確認す

る。 

アジャストを実施する。 

  

DDC: ワークが薄い 

Fault No.: 204 測定したリベット長が設定された

値より短い  

もしくはレシーバー内にリベット

がありません 

リベット長を確認する。 

リベット長の設定範囲を

確認。 

アジャストを実施する。 

  

DDC: レシーバー内の

リベットが短い 

Fault No.: 205 最高力の較正は失敗しました 荷重測定システム用のケ

ーブルを確認する。 

ロードセル用のケーブル

コネクタを確認する。 

  

最大荷重の調整に失敗

しました 

Fault No.: 206 スピンドルは調節された最高荷重

を上回りました 

スピンドルパラメータの

荷重最大許容値を見直す。 

スピンドルパラメータの

荷重最大許容値を確認す

る。 

  

DDC: スピンドル荷重

が上限を超えました 

Fault No.: 207 測定したリベット押込み深さが設

定されたリベット押し込み範囲よ

り短い 

基準値は記録した基準カーブの値

です 

リベット長を確認する。 

モニタ値から適正押込み

範囲を設定する。 

 

 

  

DDC: リベット押込み

量が短い 

Fault No.: 208 使用可能な DDC 拡張カードを初期

化することが出来ませんでした 

リベット長を確認する。 

モニタ値から適正押込み

範囲を設定する。 

  

DDC: SPI 拡張ボード通

信異常 

Fault No.: 209 締結したリベットカーブは管理幅

の範囲に対して荷重が低いです 

荷重測定システムの状態

を確認する。 

基準カーブを設定し直す。 

 

  

DDC: 管理幅より荷重

が低い 
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ｺｰﾄﾞﾒｯｾｰｼﾞ 状態 / 詳細 対処方法 ①  ②  

Fault No.: 210 締結したリベットカーブは管理幅

の範囲に対して荷重が高いです 

荷重測定システムの状態

を確認する。 

基準カーブを設定し直す。 

  

DDC: 管理幅より荷重

が高い 

Fault No.: 211 スピンドルが後退端より後退しリ

ミットスイッチを押し停止しまし

た 

リミットスイッチは取り外さず動

作させないでください 

電源遮断後、手動でスピン

ドル動作させ原位置へ戻

す。 

スピンドルのケーブルの

接触不良、断線等を確認す

る。 

スピンドルのケーブルコ

ネクタの接触不良、断線等

を確認する。 

  

DDC: セーフティー ス

イッチがONしています 

Fault No.: 212 設定されたリベット押し込み量よ

り長い 

基準値は記録した基準カーブの値

です 

リベット長を確認する。 

モニタ値から適正ストロ

ーク範囲を決める。 

  

DDC: リベット押込み

量が長い 

Fault No.: 213 締結したリベットカーブは記録さ

れた基準カーブ範囲をはみ出しま

した 

記録された基準カーブと

現在のカーブに差がある、

新しい基準カーブを登録

する。 

プレート間で距離が変化

がないか確認する。 

ﾘﾍﾞｯﾄの長さは適正か確認

する。 

接着剤塗布の量は一定か

確認する。 

  

リベット曲線がはみ出

しました 

Fault No.: 214 ロードセルのゼロ信号は範囲外に

あります 

ロードセルのケーブルを

確認する。 

ロードセルのケーブルコ

ネクタの故障。 

  

DDC:ロードセル異常 

Fault No.: 215 ツール下部エンコーダを認識でき

ません 

エンコーダの故障。 

DDC BOXの故障。 

 

 

  

DDC:エンコーダ 2 を認

識していません 
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ｺｰﾄﾞﾒｯｾｰｼﾞ 状態 / 詳細 対処方法 ①  ②  

Fault No.: 216 レシーバー近接スイッチが常に ON

の状態になっています。 

リベットが近接スイッチ

に詰まっている。 

近接スイッチを交換する。 

  

DDC:レシーバー近接ス

イッチ異常 

Fault No.: 217 測定したリベットの長さが設定さ

れたリベット長よりリベットが長

い 

リベットはレシーバーから取り除

いて下さい 

レシーバーの中のリベッ

ト数を確認する。 

リベット長を確認する。 

荷重測定システムを確認

する。 

  

DDC: レシーバー内の

リベットが長い 

Fault No.: 218 測定したワークの厚さが設定され

たワーク厚より厚い 

正しい板組みをセットす

る。 

 

板組みと締結条件に間違

いがないか確認する。 

アジャストを実施する。 

  

DDC: ワークが厚い 

Fault No.: 219 アジャストで測定している荷重信

号が存在しません 

ロードセルのケーブルを

確認する。 

 

ロードセルのケーブルコ

ネクタを交換する。 

ロードセルを確認する。 

  

DDC: アジャスト時の

荷重異常 

Fault No.: 220 JIC パラメータに基づくエネルギ

ー計算は最後のリベットカーブに

適応されませんでした 

JIC パラメータを正しく

設定する。 

サービスへ連絡して下さ

い。 

  

DDC:エネルギー演算異

常 

Fault No.: 221 測定システムのエンコーダ 1 は無

効な信号を出力します 

コントロールケーブルの

接続不良、断線等を確認す

る。 

 

コントロールケーブルを

接続する。 

コントロールケーブルコ

ネクタを確認する。 

センサカバー、DDCを交換

する。 

  

DDC: エンコーダ1ケー

ブル異常 



 

 39 

ｺｰﾄﾞﾒｯｾｰｼﾞ 状態 / 詳細 対処方法 ①  ②  

Fault No.: 222 測定システムのエンコーダ 2 は無

効な信号を出力します 

コントロールケーブルの

接続不良、断線等を確認す

る。 

コントロールケーブルを

接続する。 

コントロールケーブルコ

ネクタを確認する。 

センサカバー、DDCを交換

する。 

  

DDC: エンコーダ2ケー

ブル異常 

Fault No.: 223 動作中のプロセスは SIC によって

中断されました 

モータドライバが動作し

ているか確認する。 

ツールの SIC 基板を交換

する。 

  

DDC: 動作が中断され

ました 

Fault No.: 224 SPI 拡張ボードの出力ドライバー

は回路短絡を検知しました 

拡張ボードの故障。 

拡張ボードを交換する。 

 

  

DDC: 拡張ボード出力

回路短絡 

Fault No.: 225 未使用 未使用 

 

 

  

DDC:'パンチ接触ポイ

ント過大（クリンチシ

ステム） 

Fault No.: 226 設定されたワーク板厚が過小です アジャストを実施、アジャ

スト動作後アジャスト値

を保存する。 

 

  

DDC:ワーク板厚過小の

ままです（クリンチシ

ステム） 

Fault No.: 227 設定されたワーク板厚が過大です アジャストを実施、アジャ

スト動作後アジャスト値

を保存する。 

 

  

DDC:ワーク板厚過大の

ままです（クリンチシ

ステム） 

Fault No.: 228 システムはレシーバー内のリベッ

ト有無を認識出来ませんでした 

またはリベットは 2mm より短いで

す 

リベットがレシーバ内に

あるか確認し取り除く、取

り除いた後、リベット記憶

を全て無しで保存する。 

リベットの長さを確認。 

エラーをリセットする 

  

DDC:レシーバーの中に

リベットがありません 
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ｺｰﾄﾞﾒｯｾｰｼﾞ 状態 / 詳細 対処方法 ①  ②  

Fault No.: 229 リベット締結終了時 基準カーブ

に誤りがある為チェックされませ

んでした 

エラーをリセットする。 

基準カーブを保存する。 

 

  

DDC:基準カーブが受信

されません 

Fault No.: 230 C フレーム定数とスプリング定数

の演算時 エラーが発生しました 

エラーをリセットする。 

サービスにご連絡下さい。 

 

  

DDC:プリクランプの定

数演算エラー 

Fault No.: 231 カーブ測定の間 DDC と DF30CAN 測

定アンプに演算の遅れが生じてい

ます 

計算が失敗した時 このエラーが

表示されます 

エラーをリセットする。 

サービスにご連絡下さい。 

 

 

 

  

フォースコレクショ

ン：演算遅延 

Fault No.: 232 DDC カーブ測定時 機械的なランタ

イム エラーが発生しました 

エラーをリセットする。 

サービスにご連絡下さい。 

フォースコレクションを

再度登録する。 

  

フォースコレクショ

ン:DDC ランタイム エ

ラー 

Fault No.: 233 EPS へ送給サイクルが規定時間内

に終了しませんでした 

フィーダからリベットが

送給されているかを確認

する。 

必要により再送給する。 

  

フィーダー: マスター

の EPS へのリベット送

給タイム オーバー 

Fault No.: 234 EPS へ送給サイクルが規定時間内

に終了しませんでした 

フィーダからリベットが

送給されているかを確認

する。 

必要により再送給する。 

  

フィーダー: スレーブ

1 の EPS へリベット送

給タイム オーバー 

Fault No.: 235 EPS へ送給サイクルが規定時間内

に終了しませんでした 

フィーダからリベットが

送給されているかを確認

する。 

必要により再送給する。 

  

フィーダー: スレーブ

2 の EPS へのリベット

送給タイム オーバー 

Fault No.: 236 EPS へ送給サイクルが規定時間内

に終了しませんでした 

フィーダからリベットが

送給されているかを確認

する。 

必要により再送給する。 

 

 

  

フィーダー: スレーブ

3 の EPS へのリベット

送給タイム オーバー 
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ｺｰﾄﾞﾒｯｾｰｼﾞ 状態 / 詳細 対処方法 ①  ②  

Fault No.: 237 フィードチューブ メンテナンス 

カウンターが設定に到達しました 

カウンター設定はフィーダ プロ

グラミングから設定する事が出来

ます 

設定したメンテナンスカ

ウンタのカウントアップ

に到達した為、スレーブ１

のフィードチューブを交

換する。 

メンテナンスカウンタを

リセットする。 

  

スレーブ1フィード チ

ューブ メンテナンス

警告 

Fault No.: 238 フィードチューブ メンテナンス 

カウンターが設定に到達しました 

カウンター設定はフィーダ プロ

グラミングから設定する事が出来

ます 

設定したメンテナンスカ

ウンタのカウントアップ

に到達した為、スレーブ１

のフィードチューブを交

換する。 

カウンタをリセットする。 

  

スレーブ2フィード チ

ューブ メンテナンス

警告 

Fault No.: 239 フィードチューブ メンテナンス 

カウンターが設定に到達しました 

カウンター設定はフィーダ プロ

グラミングから設定する事が出来

ます 

設定したメンテナンスカ

ウンタのカウントアップ

に到達した為、スレーブ１

のフィードチューブを交

換する。 

カウンタをリセットする。 

  

スレーブ3フィード チ

ューブ メンテナンス

警告 

Fault No.: 242 インストールされているソフトウ

ェアは SPRシステムに不適合です 

ソフトウェアの入れ替え。 

サービスにご連絡下さい。 

 

 

  

カスタマー インター

フェース ソフトウェ

ア異常 

Fault No.: 243 インストールされているソフトウ

ェアは SPRシステムに不適合です 

ソフトウェアの入れ替え。 

サービスにご連絡下さい。 

 

  

フィーダー ソフトウ

ェア異常 

Fault No.: 244 自動モードで動作しますがフィー

ダの 24Vがありません 

セーフティボードの 24V

を確認する。 

フィーダのヒューズを確

認する。 

  

フィーダー: マスター

のセーフティー サー

キット作動中 

Fault No.: 245 自動モードで動作しますがフィー

ダの 24Vがありません 

セーフティボードの 24V

を確認する。 

フィーダのヒューズを確

認する 

 

  

フィーダー: スレーブ

1 セーフティー サーキ

ット作動中 
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ｺｰﾄﾞﾒｯｾｰｼﾞ 状態 / 詳細 対処方法 ①  ②  

Fault No.: 246 自動モードで動作しますがフィー

ダの 24Vがありません 

セーフティボードの 24V

を確認する。 

フィーダのヒューズを確

認する。 

  

フィーダー: スレーブ

2 セーフティー サーキ

ット作動中 

Fault No.: 247 自動モードで動作しますがフィー

ダの 24Vがありません 

セーフティボードの 24V

を確認する。 

フィーダのヒューズを確

認する。 

  

フィーダー: スレーブ

3 セーフティー サーキ

ット作動中 

Fault No.: 248 既存のシステムでは送給開始また

は送給サイクルはサポートされて

いません 

フィーダが認識されてい

るか確認する。 

フィーダプログラム選択

を確認する。 

  

送給設定異常 

Fault No.: 249 規定時間内にマガジンのフィード

サイクルまたはリベットパッケー

ジへの送給が終わりませんでした 

CCPU とコンポーネント間

のソフトウェアに互換性

がありません。 

ソフトウェアのバージョ

ン確認と更新する。 

サービスに連絡して下さ

い。 

  

 マスター マガジン送

給タイム オーバー 

Fault No.: 250 規定時間内にマガジンのフィード

サイクルまたはリベットパッケー

ジへの送給が終わりませんでした 

CCPU とコンポーネント間

のソフトウェアに互換性

がありません。 

ソフトウェアのバージョ

ン確認と更新する。 

サービスに連絡して下さ

い。 

  

スレーブ 1 マガジン送

給タイム オーバー 

Fault No.: 251 規定時間内にマガジンのフィード

サイクルまたはリベットパッケー

ジへの送給が終わりませんでした 

CCPU とコンポーネント間

のソフトウェアに互換性

がありません。 

ソフトウェアのバージョ

ン確認と更新。 

サービスに連絡して下さ

い。 

 

 

  

スレーブ 2 マガジン送

給タイム オーバー 
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ｺｰﾄﾞﾒｯｾｰｼﾞ 状態 / 詳細 対処方法 ①  ②  

Fault No.: 252 規定時間内にマガジンのフィード

サイクルまたはリベットパッケー

ジへの送給が終わりませんでした 

CCPU とコンポーネント間

のソフトウェアに互換性

がありません。 

ソフトウェアのバージョ

ン確認と更新。 

サービスに連絡して下さ

い。 

  

スレーブ 3 マガジン送

給タイム オーバー 

Fault No.: 253 システムが待機モードにセットさ

れ送給する事が出来ません 

SPR システムがスタンバ

イ中の為、スタンバモード

の解除する。 

外部信号の確認、カスタマ

ーインターフェースを確

認する。 

  

起動待機時にインター

フェイスから送給入力

信号が ONしました 

Fault No.: 254 スクラップ廃棄カウンターの設定

値に到達しました 

スピンドル プログラミングから

設定値を設定する事ができます 

スクラップを廃棄しカウ

ンターをリセットする。 

 

 

  

廃棄カウンター値に達

しました 

Fault No.: 255 プログラミング スピンドルで設

定したスピンドル タイプと接続

し認識したスピンドル タイプが

不一致です 

接続しているスピンドル

とスピンドル設定の型式

をスピンドルプログラム

から設定する。 

  

スピンドル種類割付異

常 

Fault No.: 350 選択したプログラムでフィーダを

使用出来ません 

選択したプログラムを確

認する。 

フィーダが接続されてい

るか確認する。 

  

マスター フィーダー

はありません 送給で

きません 

Fault No.: 351 選択したプログラムでフィーダを

使用出来ません 

選択したプログラムを確

認する。 

フィーダが接続されてい

るか確認する。 

  

スレーブ 1 フィーダー

が無いため送給できま

せん 

Fault No.: 352   

選択したプログラムでフィーダを

使用出来ません 

選択したプログラムを確

認する。 

フィーダが接続されてい

るか確認する。 

 

  

スレーブ 2 フィーダー

が無いため送給できま

せん 
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ｺｰﾄﾞﾒｯｾｰｼﾞ 状態 / 詳細 対処方法 ①  ②  

Fault No.: 353 スレーブ 3 フィーダーが無いため

送給できません 

選択したプログラムでフィーダを

使用出来ません 

選択したプログラムを確

認する。 

フィーダが接続されてい

るか確認する。 

  

 スレーブ3フィーダー

が無いため送給できま

せん 

Fault No.: 354 リベットはフィーダ側の近接スイ

ッチを通過しましたがレシーバー

側の近接スイッチを通過していま

せん 

チューブ内リベットがあ

るか確認する。 

フィーダ側の近接センサ

が反応しているか確認し、

もしくはセンサ交換。 

  

フィーダー: マスター

フィード チューブの

リベット有りセンサー

が ONしたままです 

Fault No.: 355 リベットはフィーダ側の近接スイ

ッチ位置にて詰まる 

もしくはフィーダ側の近接スイッ

チの故障 

チューブ内リベットがあ

るか確認する。 

フィーダ側の近接センサ

が反応しているか確認し、

もしくはセンサ交換。 

  

フィーダー: スレーブ

1 フィード チューブの

リベット有りセンサー

が ONしたままです 

Fault No.: 356 リベットはフィーダ側の近接スイ

ッチ位置にて詰まる 

もしくはフィーダ側の近接スイッ

チの故障 

チューブ内リベットがあ

るか確認する。 

フィーダ側の近接センサ

が反応しているか確認し、

もしくはセンサ交換。 

  

フィーダー: スレーブ

2 フィード チューブの

リベット有りセンサー

が ONしたままです 

Fault No.: 357 リベットはフィーダ側の近接スイ

ッチ位置にて詰まる 

もしくはフィーダ側の近接スイッ

チの故障 

チューブ内リベットがあ

るか確認する。 

フィーダ側の近接センサ

が反応しているか確認し、

もしくはセンサ交換。 

  

フィーダー: スレーブ

3 フィード チューブの

リベット有りセンサー

が ONしたままです 

Fault No.: 358 リベットはデバイダー通過後の近

接スイッチの位置にて詰まる 

もしくはフィーダ側の近接スイッ

チの故障 

チューブ内リベットがあ

るか確認する。 

フィーダ側の近接センサ

が反応しているか確認し、

もしくはセンサ交換。 

  

フィーダー: マスター

のデバイダー直後のリ

ベット通過センサーが

ONしたままです 

Fault No.: 359 リベットはデバイダー通過後の近

接スイッチの位置にて詰まる 

もしくはフィーダ側の近接スイッ

チの故障 

チューブ内リベットがあ

るか確認する。 

フィーダ側の近接センサ

が反応しているか確認し、

もしくはセンサ交換。 

  

フィーダー: スレーブ

1 デバイダー直後のリ

ベット通過センサーが

ONしたままです 
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ｺｰﾄﾞﾒｯｾｰｼﾞ 状態 / 詳細 対処方法 ①  ②  

Fault No.: 360 リベットはデバイダー通過後の近

接スイッチの位置にて詰まる 

 

もしくはフィーダ側の近接スイッ

チの故障 

チューブ内リベットがあ

るか確認する。 

 

フィーダ側の近接センサ

が反応しているか確認し、

もしくはセンサ交換。 

  

フィーダー: スレーブ

2 デバイダー直後のリ

ベット通過センサーが

ONしたままです 

Fault No.: 361 リベットはデバイダー通過後の近

接スイッチの位置にて詰まる 

 

もしくはフィーダ側の近接スイッ

チの故障 

チューブ内リベットがあ

るか確認する。 

 

フィーダ側の近接センサ

が反応しているか確認し、

もしくはセンサ交換。 

  

フィーダー: スレーブ

3 デバイダー直後のリ

ベット通過センサーが

ONしたままです 

Fault No.: 362 リベットは近接スイッチの位置で

詰まっている 

 

もしくは近接スイッチが故障して

います 

チューブ内リベットがあ

るか確認する。 

フィーダ側の近接センサ

が反応しているか確認し、

もしくはセンサ交換。 

  

フィーダー: マスター

のセパレーション通過

後のリベット有りセン

サーがONしたままです 

Fault No.: 363 リベットは近接スイッチの位置で

詰まっている 

 

もしくは近接スイッチが故障して

います 

チューブ内リベットがあ

るか確認する。 

 

フィーダ側の近接センサ

が反応しているか確認し、

もしくはセンサ交換。 

  

フィーダー: スレーブ

1 セパレーション通過

後のリベット有りセン

サーがONしたままです 

Fault No.: 364 リベットは近接スイッチの位置で

詰まっている 

 

もしくは近接スイッチが故障して

います 

チューブ内リベットがあ

るか確認する。 

 

フィーダ側の近接センサ

が反応しているか確認し、

もしくはセンサ交換。 

  

フィーダー: スレーブ

2 セパレーション通過

後のリベット有りセン

サーがONしたままです 

Fault No.: 365 リベットは近接スイッチの位置で

詰まっている 

 

もしくは近接スイッチが故障して

います 

チューブ内リベットがあ

るか確認する。 

 

フィーダ側の近接センサ

が反応しているか確認し、

もしくはセンサ交換。 

  

フィーダー: スレーブ

3 セパレーション通過

後のリベット有りセン

サーがONしたままです 
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Fault No.: 370 マガジンポジションにスライドが

ありません。 

マガジンスライドの近接

センサが正位置か確認す

る。近接センサの配線を確

認する。 

近接センサを交換する。 

リベットの詰まっていな

いか確認する。 

駆動エアが接続されてい

るか確認する。 

ソレノイドバルブが動作

しているか確認する。 

  

フィーダー: マスター

のマガジン スライド 1

がマガジン ポジショ

ンにありません 

Fault No.: 371 マガジンポジションにスライドが

ありません。 

マガジンスライドの近接

センサが正位置か確認す

る。近接センサの配線を確

認する。 

近接センサを交換する。 

リベットの詰まっていな

いか確認する。 

駆動エアが接続されてい

るか確認する。 

ソレノイドバルブが動作

しているか確認する。 

  

フィーダー: スレーブ

1 マガジン スライド 1

がマガジン ポジショ

ンにありません 

Fault No.: 372 マガジンポジションにスライドが

ありません。 

 

マガジンスライドの近接

センサが正位置か確認す

る。近接センサの配線を確

認する。 

近接センサを交換する。 

リベットの詰まっていな

いか確認する。 

駆動エアが接続されてい

るか確認する。 

ソレノイドバルブが動作

しているか確認する。 

 

 

  

フィーダー: スレーブ

2 マガジン スライド 1

がマガジン ポジショ

ンにありません 
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Fault No.: 373 マガジンポジションにスライドが

ありません。 

 

マガジンスライドの近接

センサが正位置か確認す

る。近接センサの配線を確

認する。 

近接センサを交換する。 

リベットの詰まっていな

いか確認する。 

駆動エアが接続されてい

るか確認する。 

ソレノイドバルブが動作

しているか確認する。 

  

フィーダー: スレーブ

3 マガジン スライド 1

がマガジン ポジショ

ンにありません 

Fault No.: 374 フィードチューブ内のリベットを

確認して下さい 

フィードチューブ内にリベットが

残っている場合は取り除いてくだ

さい 

マガジン スライドの位置を確認

して下さい 

マガジンスライドの近接

センサが正位置か確認す

る。 

近接センサの配線を確認

する。 

近接センサを交換する。 

リベットの詰まっていな

いか確認する。 

駆動エアが接続されてい

るか確認する。 

ソレノイドバルブが動作

しているか確認する。 

  

フィーダー マスター:

マガジン スライド1が

レシーバー位置にあり

ません 

Fault No.: 375 フィードチューブ内のリベットを

確認して下さい 

フィードチューブ内にリベットが

残っている場合は取り除いてくだ

さい 

マガジン スライドの位置を確認

して下さい 

マガジンスライドの近接

センサが正位置か確認す

る。 

近接センサの配線を確認

する。 

近接センサを交換する。 

リベットの詰まっていな

いか確認する。 

駆動エアが接続されてい

るか確認する。 

ソレノイドバルブが動作

しているか確認する。 

  

フィーダー スレーブ

1:マガジン スライド 1

がレシーバー 位置に

ありません 



 

 48 

ｺｰﾄﾞﾒｯｾｰｼﾞ 状態 / 詳細 対処方法 ①  ②  

Fault No.: 376 フィードチューブ内のリベットを

確認して下さい 

フィードチューブ内にリベットが

残っている場合は取り除いてくだ

さい 

マガジン スライドの位置を確認

して下さい 

マガジンスライドの近接

センサが正位置か確認す

る。 

近接センサの配線を確認

する。 

近接センサを交換する。 

リベットの詰まっていな

いか確認する。 

駆動エアが接続されてい

るか確認する。 

ソレノイドバルブが動作

しているか確認する。 

  

フィーダー: スレーブ

2 マガジン スライド 1

がレシーバー 位置に

ありません 

Fault No.: 377 フィードチューブ内のリベットを

確認して下さい 

フィードチューブ内にリベットが

残っている場合は取り除いてくだ

さい 

マガジン スライドの位置を確認

して下さい 

マガジンスライドの近接

センサが正位置か確認す

る。 

近接センサの配線を確認

する。 

近接センサを交換する。 

リベットの詰まっていな

いか確認する。 

駆動エアが接続されてい

るか確認する。 

ソレノイドバルブが動作

しているか確認する。 

  

フィーダー: スレーブ

3 マガジン スライド 1

がレシーバー 位置に

ありません 

Fault No.: 378 フィーダの接続が認識出来ません

接続状態とユニット構成を確認し

てください 

コントロール、フィーダ間

のケーブルが接続されて

いるか確認する。 

 

フィーダ内部に電源供給

されているか確認する。 

  

フィーダー: マスター

異常 

Fault No.: 379 フィーダの接続が認識出来ません

接続状態とユニット構成を確認し

てください 

コントロール、フィーダ間

のケーブルが接続されて

いるか確認する。 

フィーダ内部に電源供給

されているか確認する。 

  

フィーダー: スレーブ

1異常 
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ｺｰﾄﾞﾒｯｾｰｼﾞ 状態 / 詳細 対処方法 ①  ②  

Fault No.: 380 フィーダの接続が認識出来ません

接続状態とユニット構成を確認し

てください 

コントロール、フィーダ間

のケーブルが接続されて

いるか確認する。 

フィーダ内部に電源供給

されているか確認する。 

  

フィーダー: スレーブ

2異常 

Fault No.: 381 フィーダの接続が認識出来ません

接続状態とユニット構成を確認し

てください 

コントロール、フィーダ間

のケーブルが接続されて

いるか確認する。 

フィーダ内部に電源供給

されているか確認する。 

  

フィーダー: スレーブ

3異常 

Fault No.: 382 セパレート部からリベットを供給

する事が出来ません。 

セパレート部の位置ずれ、汚れ等

がないか確認して下さい 

コントロール、フィーダ間

のケーブルが接続されて

いるか確認する。 

フィーダ内部に電源供給

されているか確認する。 

  

フィーダーマスター:

セパレートでリベット

詰まり 

Fault No.: 383 セパレート部からリベットを供給

する事が出来ません。 

セパレート部の位置ずれ、汚れ等

がないか確認して下さい 

コントロール、フィーダ間

のケーブルが接続されて

いるか確認する。 

フィーダ内部に電源供給

されているか確認する。 

  

フィーダースレーブ 1:

セパレートでリベット

詰まり 

Fault No.: 384 セパレート部からリベットを供給

する事が出来ません。 

セパレート部の位置ずれ、汚れ等

がないか確認して下さい 

コントロール、フィーダ間

のケーブルが接続されて

いるか確認する。 

フィーダ内部に電源供給

されているか確認する。 

  

フィーダースレーブ 2: 

セパレートでリベット

詰まり 

Fault No.: 385 セパレート部からリベットを供給

する事が出来ません。 

セパレート部の位置ずれ、汚れ等

がないか確認して下さい 

コントロール、フィーダ間

のケーブルが接続されて

いるか確認する。 

フィーダ内部に電源供給

されているか確認する。 

  

フィーダースレーブ 3:

セパレートでリベット

詰まり 

Fault No.: 386 リベットの設定もしくはフィーダ

設定がマスターに対して正しくあ

りません 

エア圧が不足していない

か確認する。 

フィーダの設定を正しく

設定する。 

 

  

フィーダーマスター: 

EPF デバイダーのリベ

ットがマスターにあり

ません 
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ｺｰﾄﾞﾒｯｾｰｼﾞ 状態 / 詳細 対処方法 ①  ②  

Fault No.: 387 リベットの設定もしくはフィーダ

設定がスレーブ 1 に対して正しく

ありません 

エア圧が不足していない

か確認する。 

フィーダの設定を正しく

設定する。 

 

  

フィーダースレーブ 1: 

EPF デバイダーのリベ

ットがスレーブ 1 にあ

りません 

Fault No.: 388 リベットの設定もしくはフィーダ

設定がスレーブ 2 に対して正しく

ありません 

エア圧が不足していない

か確認する。 

フィーダの設定を正しく

設定する。 

  

フィーダー: EPF デバ

イダーのリベットがス

レーブ 2にありません 

Fault No.: 389   

リベットの設定もしくはフィーダ

設定がスレーブ 3 に対して正しく

ありません 

エア圧が不足していない

か確認する。 

フィーダの設定を正しく

設定する。 

  

フィーダー: EPF デバ

イダーのリベットがス

レーブ 3にありません 

Fault No.: 390 セパレーションブロックがリベッ

ト送給可能な位置にありません 

セパレーションブロックの位置ず

れ、引っ掛かりがないか確認して

下さい 

セパレーションブロック

駆動用エアが入っている

か確認する。 

セパレーションブロック

に汚れやリベットが挟ま

っていないか確認する。 

  

フィーダーマスター: 

セパレーションが送給

位置に到達していませ

ん 

Fault No.: 391 'セパレーションブロックがリベ

ット送給可能な位置にありません 

セパレーションブロックの位置ず

れ、引っ掛かりがないか確認して

下さい 

セパレーションブロック

駆動用エアが入っている

か確認する。 

セパレーションブロック

に汚れやリベットが挟ま

っていないか確認する。 

  

フィーダースレーブ 1:

セパレーションが送給

位置に到達していませ

ん 

Fault No.: 392 セパレーションブロックがリベッ

ト送給可能な位置にありません 

セパレーションブロックの位置ず

れ、引っ掛かりがないか確認して

下さい 

セパレーションブロック

駆動用エアが入っている

か確認する。 

セパレーションブロック

に汚れやリベットが挟ま

っていないか確認する。 

 

 

 

 

  

フィーダースレーブ 2:

セパレーションが送給

位置に到達していませ

ん 



 

 51 

ｺｰﾄﾞﾒｯｾｰｼﾞ 状態 / 詳細 対処方法 ①  ②  

Fault No.: 393 セパレーションブロックがリベッ

ト送給可能な位置にありません 

セパレーションブロックの位置ず

れ、引っ掛かりがないか確認して

下さい 

セパレーションブロック

駆動用エアが入っている

か確認する。 

 

セパレーションブロック

に汚れやリベットが挟ま

っていないか確認する。 

  

フィーダーセパレーシ

ョン 3:セパレーション

が送給位置に到達して

いません 

Fault No.: 394 リベットはセパレーションの近接

スイッチを通過していません 

リベットの位置を確認して下さい 

エア圧が不足してないか

確認する。 

 

セパレーション近接セン

サが反応するか、リベット

が詰まっていないか確認

する。 

  

フィーダーマスター: 

リベットはセパレーシ

ョンを通過していませ

ん 

Fault No.: 395 リベットはセパレーションの近接

スイッチを通過していません 

リベットの位置を確認して下さい 

エア圧が不足してないか

確認する。 

 

セパレーション近接セン

サが反応するか、リベット

が詰まっていないか確認

する。 

  

フィーダースレーブ 1:

リベットはセパレーシ

ョンを通過していませ

ん 

Fault No.: 396 リベットはセパレーションの近接

スイッチを通過していません 

リベットの位置を確認して下さい 

エア圧が不足してないか

確認する。 

 

セパレーション近接セン

サが反応するか、リベット

が詰まっていないか確認

する。 

  

フィーダースレーブ 2:

リベットはセパレーシ

ョンを通過していませ

ん 

Fault No.: 397 リベットはセパレーションの近接

スイッチを通過していません 

リベットの位置を確認して下さい 

エア圧が不足してないか

確認する。 

 

セパレーション近接セン

サが反応するか、リベット

が詰まっていないか確認

する。 

  

フィーダースレーブ 3:

リベットはセパレーシ

ョンを通過していませ

ん 
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ｺｰﾄﾞﾒｯｾｰｼﾞ 状態 / 詳細 対処方法 ①  ②  

Fault No.: 398 リベット パッケージはマガジン/

フィーリングステーションに位置

している為送給出来ません 

エア圧が不足してないか

確認する。 

マガジンソレノイドバル

ブを交換する。 

リベットパッケージのリ

ベット量が少ない。 

スピンドル近接センサ

(B9)の故障もしくは、接続

違い。 

  

フィーダー: マスター

リベットパッケージに

送給されません 

Fault No.: 399 リベット パッケージはマガジン/

フィーリングステーションに位置

している為送給出来ません 

エア圧が不足してないか

確認する。 

マガジンソレノイドバル

ブを交換する。 

リベットパッケージのリ

ベット量が少ない。 

スピンドル近接センサ

(B9)の故障もしくは、接続

違い。 

  

フィーダー: スレーブ

1 リベットパッケージ

に送給されません 

Fault No.: 400 リベット パッケージはマガジン/

フィーリングステーションに位置

している為送給出来ません 

エア圧が不足してないか

確認する。 

マガジンソレノイドバル

ブを交換する。 

リベットパッケージのリ

ベット量が少ない。 

スピンドル近接センサ

(B9)の故障もしくは、接続

違い。 

  

フィーダー: スレーブ

2 リベットパッケージ

に送給されません 

Fault No.: 401 リベット パッケージはマガジン/

フィーリングステーションに位置

している為送給出来ません 

エア圧が不足してないか

確認する。 

マガジンソレノイドバル

ブを交換する。 

リベットパッケージのリ

ベット量が少ない。スピン

ドル近接センサ(B9)の故

障もしくは、接続違い。 

  

フィーダー: スレーブ

3 リベットパッケージ

に送給されません 
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ｺｰﾄﾞﾒｯｾｰｼﾞ 状態 / 詳細 対処方法 ①  ②  

Fault No.: 402 選択したプログラムとフィーダー

選択が異なるため、起動できませ

ん。 

マスターフィーダの選択

とプログラムを確認する。 

  

マスター送給リベット

違い 

Fault No.: 403 選択したプログラムとフィーダー

選択が異なるため、起動できませ

ん。 

スレーブフィーダ 1 の選

択とプログラムを確認す

る。 

  

スレーブ 1 送給リベッ

ト違い 

Fault No.: 404 選択したプログラムとフィーダー

選択が異なるため、起動できませ

ん。 

スレーブフィーダ 2 の選

択とプログラムを確認す

る。 

  

スレーブ 2 送給リベッ

ト違い 

Fault No.: 405 選択したプログラムとフィーダー

選択が異なるため、起動できませ

ん。 

スレーブフィーダ 3 の選

択とプログラムを確認す

る。 

  

スレーブ 3 送給リベッ

ト違い 

Fault No.: 406 選択したプログラムとスピンドル

番号が異なるため、起動できませ

ん。 

スピンドルタイプの選択

を確認する。 

スピンドルの接続数を確

認する。 

  

スピンドル違い 

Fault No.: 407 取り付けられているスピンドルが

"プログラミングスピンドル"で選

択したものと異なります。 

スピンドルパラメータの

設定を確認する。 

 

  

スピンドル: 割付プロ

セス異常 

Fault No.: 408 取り付けられているスピンドルが

"プログラミングフィーダー"で選

択したフィーダースピンドルと異

なります。 

スピンドルの情報を設定

する。 

スピンドルの接続を確認

する。 

 

  

フィーダー: スピンド

ル 1 はマスターに割当

てられていません 

Fault No.: 409 取り付けられているスピンドルが

"プログラミングフィーダー"で選

択したフィーダースピンドルと異

なります。 

スピンドルの選択を確認

する。 

 

 

  

フィーダー: スピンド

ル 1 はスレーブ 1 に割

当てられていません 

Fault No.: 410 取り付けられているスピンドルが

"プログラミングフィーダー"で選

択したフィーダースピンドルと異

なります。 

スピンドルの選択を確認

する。 

スピンドルの接続を確認

する。 

 

  

フィーダー: スピンド

ル 1 はスレーブ 2 に割

当てられていません 
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ｺｰﾄﾞﾒｯｾｰｼﾞ 状態 / 詳細 対処方法 ①  ②  

Fault No.: 411 取り付けられているスピンドルが

"プログラミングフィーダー"で選

択したフィーダースピンドルと異

なります。 

スピンドルの選択を確認

する。 

スピンドルの接続を確認

する。 

  

フィーダー: スピンド

ル 1 はスレーブ 3 に割

当てられていません 

Fault No.: 412 取り付けられているスピンドルが

"プログラミングフィーダー"で選

択したフィーダースピンドルと異

なります。 

スピンドルの選択を確認

する。 

スピンドルの接続を確認

する。 

  

フィーダー: スピンド

ル 2 はマスターに割当

てられていません 

Fault No.: 413 取り付けられているスピンドルが

"プログラミングフィーダー"で選

択したフィーダースピンドルと異

なります。 

スピンドルの選択を確認

する。 

スピンドルの接続を確認

する。 

  

フィーダー: スピンド

ル 2 はスレーブ 1 に割

当てられていません 

Fault No.: 414 取り付けられているスピンドルが

"プログラミングフィーダー"で選

択したフィーダースピンドルと異

なります。 

スピンドルの選択を確認

する。 

スピンドルの接続を確認

する。 

  

フィーダー: スピンド

ル 2 はスレーブ 2 に割

当てられていません 

Fault No.: 415 取り付けられているスピンドルが

"プログラミングフィーダー"で選

択したフィーダースピンドルと異

なります。 

スピンドルの選択を確認

する。 

スピンドルの接続を確認

する。 

  

フィーダー: スピンド

ル 2 はスレーブ 3 に割

当てられていません 

Fault No.: 416 取り付けられているスピンドルが

"プログラミングフィーダー"で選

択したフィーダースピンドルと異

なります。 

スピンドルの選択を確認

する。 

スピンドルの接続を確認

する。 

  

フィーダー: スピンド

ル 3 はマスターに割当

てられていません 

Fault No.: 417 取り付けられているスピンドルが

"プログラミングフィーダー"で選

択したフィーダースピンドルと異

なります。 

スピンドルの選択を確認

する。 

スピンドルの接続を確認

する。 

  

フィーダー: スピンド

ル 3 はスレーブ 1 に割

当てられていません 

Fault No.: 418 取り付けられているスピンドルが

"プログラミングフィーダー"で選

択したフィーダースピンドルと異

なります。 

スピンドルの選択を確認

する。 

スピンドルの接続を確認

する。 

 

 

  

フィーダー: スピンド

ル 3 はスレーブ 2 に割

当てられていません 
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ｺｰﾄﾞﾒｯｾｰｼﾞ 状態 / 詳細 対処方法 ①  ②  

Fault No.: 419 取り付けられているスピンドルが

"プログラミングフィーダー"で選

択したフィーダースピンドルと異

なります。 

スピンドルの選択を確認

する。 

スピンドルの接続を確認

する。 

  

フィーダー: スピンド

ル 3 はスレーブ 3 に割

当てられていません 

Fault No.: 420 取り付けられているスピンドルが

"プログラミングフィーダー"で選

択したフィーダースピンドルと異

なります。 

スピンドルの選択を確認

する。 

スピンドルの接続を確認

する。 

  

フィーダー: スピンド

ル 4 はマスターに割当

てられていません 

Fault No.: 421 取り付けられているスピンドルが

"プログラミングフィーダー"で選

択したフィーダースピンドルと異

なります。 

スピンドルの選択を確認

する。 

スピンドルの接続を確認

する。 

  

フィーダー: スピンド

ル 4 はスレーブ 1 に割

当てられていません 

Fault No.: 422 取り付けられているスピンドルが

"プログラミングフィーダー"で選

択したフィーダースピンドルと異

なります。 

スピンドルの選択を確認

する。 

スピンドルの接続を確認

する。 

  

フィーダー: スピンド

ル 4 はスレーブ 2 に割

当てられていません 

Fault No.: 423 取り付けられているスピンドルが

"プログラミングフィーダー"で選

択したフィーダースピンドルと異

なります。 

スピンドルの選択を確認

する。 

スピンドルの接続を確認

する。 

  

フィーダー: スピンド

ル 4 はスレーブ 3 に割

当てられていません 

Fault No.: 428 マガジンの接続が認識できませ

ん。 

システムを再起動する。 

充填ステーションと再接

続する。 

マガジンコントロールの

交換をする。 

充填ステーションコント

ロールの交換をする。 

  

フィーダーマスター: 

マガジンの接続が認識

できません 

Fault No.: 429 マガジンの接続が認識できませ

ん。 

システムを再起動する。 

充填ステーションと再接

続する。 

マガジンコントロールの

交換をする。 

充填ステーションコント

ロールの交換をする。 

  

フィーダースレーブ 1:

マガジンの接続が認識

できません 
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Fault No.: 430 マガジンの接続が認識できませ

ん。 

システムを再起動する。 

充填ステーションと再接

続する。 

マガジンコントロールの

交換をする。 

充填ステーションコント

ロールの交換をする。 

  

フィーダースレーブ 2:

マガジンの接続が認識

できません 

Fault No.: 431 マガジンの接続が認識できませ

ん。 

システムを再起動する。 

充填ステーションと再接

続する。 

マガジンコントロールの

交換をする。 

充填ステーションコント

ロールの交換をする。 

  

フィーダースレーブ 3:

マガジンの接続が認識

できません 

Fault No.: 432 リベット送給完了信号がフィーダ

ー側で受け取れません。 

リベットはセパレーター以降にあ

ります。 

フィードチューブセンサ

が動作しているか確認し

故障している場合、交換す

る。 

  

フィーダー マスター:

レシーバ内のリベット

有無を認識できません 

Fault No.: 433 リベット送給完了信号がフィーダ

ー側で受け取れません。 

リベットはセパレーター以降にあ

ります。 

フィードチューブセンサ

が動作しているか確認し

故障している場合、交換す

る。 

  

フィーダースレーブ 1:

レシーバ内のリベット

有無を認識できません 

Fault No.: 434 リベット送給完了信号がフィーダ

ー側で受け取れません。 

リベットはセパレーター以降にあ

ります。 

フィードチューブセンサ

が動作しているか確認し

故障している場合、交換す

る。 

  

フィーダースレーブ 2: 

レシーバ内のリベット

有無を認識できません 

Fault No.: 435 リベット送給完了信号がフィーダ

ー側で受け取れません。 

リベットはセパレーター以降にあ

ります。 

フィードチューブセンサ

が動作しているか確認し

故障している場合、交換す

る。 

 

 

  

フィーダースレーブ 3: 

レシーバ内のリベット

有無を認識できません 
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Fault No.: 436 充填ステーションが接続されてい

ない為認識できません。 

充填ステーションの接続

状態を確認する。 

システム構成の再読み込

みをする。 

  

フィーダーマスター: 

充填ステーションの接

続がされていません 

Fault No.: 437 充填ステーションが接続されてい

ない為認識できません。 

充填ステーションの接続

状態を確認する。 

システム構成の再読み込

みをする。 

  

フィーダー スレーブ

1:充填ステーションの

接続がされていません 

Fault No.: 438 充填ステーションが接続されてい

ない為認識できません。 

充填ステーションの接続

状態を確認する。 

システム構成の再読み込

みをする。 

  

フィーダースレーブ 2:

充填ステーションの接

続がされていません 

Fault No.: 439 充填ステーションが接続されてい

ない為認識できません。 

充填ステーションの接続

状態を確認する。 

システム構成の再読み込

みをする。 

  

フィーダースレーブ 3: 

充填ステーションの接

続がされていません 

Fault No.: 440 近接スイッチに汚れや破損があり

ます。 

スクラップステーション

の近接センサを清掃する。 

近接センサが ON,OFFする

か確認、反応しなければ交

換する。 

  

フィーダーマスター:

スクラップ ステーシ

ョン近接スイッチが常

に ONしています 

Fault No.: 441 近接スイッチに汚れや破損があり

ます。 

スクラップステーション

の近接センサを清掃する。 

近接センサが ON,OFFする

か確認、反応しなければ交

換する。 

  

フィーダースレーブ 1:

スクラップ ステーシ

ョン近接スイッチが常

に ONしています 

Fault No.: 442 近接スイッチに汚れや破損があり

ます。 

スクラップステーション

の近接センサを清掃する。 

近接センサが ON,OFFする

か確認、反応しなければ交

換する。 

 

 

 

  

フィーダースレーブ 2: 

スクラップ ステーシ

ョン近接スイッチが常

に ONしています 
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Fault No.: 443 近接スイッチに汚れや破損があり

ます。 

スクラップステーション

の近接センサを清掃する。 

近接センサが ON,OFFする

か確認、反応しなければ交

換する。 

  

フィーダースレーブ 3:

スクラップ ステーシ

ョン近接スイッチが常

に ONしています 

Fault No.: 444 リベットを分離することができま

せん。 

バンカーが充填されません。 

バンカーにリベットが入

っているか又は、フィーダ

からセパレータ間のフィ

ードチューブを確認する。 

  

フィーダーマスター: 

バンカーにリベットが

ありません 

Fault No.: 445 リベットを分離することができま

せん。 

バンカーが充填されません。 

バンカーにリベットが入

っているか又は、フィーダ

からセパレータ間のフィ

ードチューブを確認する。 

  

フィーダースレーブ 1: 

バンカーにリベットが

ありません 

Fault No.: 446 リベットを分離することができま

せん。 

バンカーが充填されません。 

バンカーにリベットが入

っているか又は、フィーダ

からセパレータ間のフィ

ードチューブを確認する。 

  

フィーダースレーブ 2: 

バンカーにリベットが

ありません 

Fault No.: 447 リベットを分離することができま

せん。 

バンカーが充填されません。 

バンカーにリベットが入

っているか又は、フィーダ

からセパレータ間のフィ

ードチューブを確認する。 

  

フィーダースレーブ 3: 

バンカーにリベットが

ありません 

Fault No.: 448 24VNA がフィーダーに供給されて

いる限り、コントローラーは非常

停止または保護回路信号を送りま

す。 

保護回路、非常停止時にマ

スターフィーダへ 24V が

入力されているか確認す

る。 

  

フィーダーマスター: 

セーフティー サーキ

ット作動していません 

Fault No.: 449 24VNA がフィーダーに供給されて

いる限り、コントローラーは非常

停止または保護回路信号を送りま

す。 

保護回路、非常停止時にマ

スターフィーダへ 24V が

入力されているか確認す

る。 

  

フィーダースレーブ 1: 

セーフティーサーキッ

トは作動していません 

Fault No.: 450 24VNA がフィーダーに供給されて

いる限り、コントローラーは非常

停止または保護回路信号を送りま

す。 

保護回路、非常停止時にマ

スターフィーダへ 24V が

入力されているか確認す

る。 

 

  

フィーダースレーブ 2: 

セーフティーサーキッ

トは作動していません 
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Fault No.: 451 24VNA がフィーダーに供給されて

いる限り、コントローラーは非常

停止または保護回路信号を送りま

す。 

保護回路、非常停止時にマ

スターフィーダへ 24V が

入力されているか確認す

る。 

  

フィーダースレーブ 3: 

セーフティーサーキッ

トは作動していません 

Fault No.: 452 マガジンと充填ステーションが正

しい方向で組み付けられていませ

ん。 

エアが接続されてないか、

エア圧が不足している。 

ソレノイドバルブを交換

する。 

  

フィーダー:マスター 

マガジンのセンタリン

グピンホームポジショ

ンにいません 

Fault No.: 453 マガジンと充填ステーションが正

しい方向で組み付けられていませ

ん。 

エアが接続されてないか、

エア圧が不足している。 

ソレノイドバルブを交換

する。 

 

  

フィーダー:スレーブ 1 

マガジンのセンタリン

グピンホームポジショ

ンにいません 

Fault No.: 454 マガジンと充填ステーションが正

しい方向で組み付けられていませ

ん。 

エアが接続されてないか、

エア圧が不足している。 

ソレノイドバルブを交換

する。 

 

  

フィーダー:スレーブ 2 

マガジンのセンタリン

グピンホームポジショ

ンにいません 

Fault No.: 455 マガジンと充填ステーションが正

しい方向で組み付けられていませ

ん。 

エアが接続されてないか、

エア圧が不足している。 

ソレノイドバルブを交換

する。 

 

  

フィーダー:スレーブ 3 

マガジンのセンタリン

グピンホームポジショ

ンにいません 

Fault No.: 456 充填プロセスを開始することがで

きません 

エアが接続されてないか、

エア圧が不足している。 

ソレノイドバルブを交換

する。 

 

  

フィーダー:マスター 

マガジンのセンタリン

グピンは後退していま

せん 

Fault No.: 457 充填プロセスを開始することがで

きません 

エアが接続されてないか、

エア圧が不足している。 

ソレノイドバルブを交換

する。 

 

  

フィーダー:スレーブ 1 

マガジンのセンタリン

グピンは後退していま

せん 
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Fault No.: 458 充填プロセスを開始することがで

きません 

エアが接続されてないか、

エア圧が不足している。 

ソレノイドバルブを交換

する。 

 

  

フィーダー:スレーブ 2 

マガジンのセンタリン

グピンは後退していま

せん 

Fault No.: 459 充填プロセスを開始することがで

きません 

エアが接続されてないか、

エア圧が不足している。 

ソレノイドバルブを交換

する。 

 

  

フィーダー:スレーブ 3 

マガジンのセンタリン

グピンは後退していま

せん 

Fault No.: 460 シャッターロックのエアスプリン

グを確立できません。 

エアが接続されてないか、

エア圧が不足している。 

ソレノイドバルブの故障。 

シャッターロック時の近

接センサが機能していな

い。 

リベットがマガジンロッ

クユニットに詰まってい

る。 

  

フィーダーマスター: 

マガジン シャッター

ロックが閉じてません 

Fault No.: 461 シャッターロックのエアスプリン

グを確立できません。 

エアが接続されてないか、

エア圧が不足している。 

ソレノイドバルブの故障。 

シャッターロック時の近

接センサを交換。 

マガジンロックユニット

に詰まっているリベット

を取り除く。 

  

フィーダースレーブ 1: 

マガジン シャッター

ロックが閉じてません 

Fault No.: 462 シャッターロックのエアスプリン

グを確立できません。 

エアが接続されてないか、

エア圧が不足している。 

ソレノイドバルブの故障。 

シャッターロック時の近

接センサを交換。 

マガジンロックユニット

に詰まっているリベット

を取り除く。 

  

フィーダースレーブ 2: 

マガジン シャッター

ロックが閉じてません 
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Fault No.: 463 シャッターロックのエアスプリン

グを確立できません。 

エアが接続されてないか、

エア圧が不足している。 

ソレノイドバルブの故障。 

シャッターロック時の近

接センサを交換。 

マガジンロックユニット

に詰まっているリベット

を取り除く。 

  

フィーダースレーブ 3: 

マガジン シャッター

ロックが閉じてません 

Fault No.: 464 マガジンへの充填を開始すること

ができません 

エアが接続されてないか、

エア圧が不足している。 

ソレノイドバルブの故障。 

シャッターロック時の近

接センサを交換。 

マガジンロックユニット

に詰まっているリベット

を取り除く。 

  

フィーダーマスター:

マガジン シャッター

ロックが開いていませ

ん 

Fault No.: 465 マガジンへの充填を開始すること

ができません 

エアが接続されてないか、

エア圧が不足している。 

ソレノイドバルブの故障。 

シャッターロック時の近

接センサを交換。 

マガジンロックユニット

に詰まっているリベット

を取り除く。 

  

フィーダースレーブ 1:

マガジン シャッター

ロックが開いていませ

ん 

Fault No.: 466 マガジンへの充填を開始すること

ができません 

エアが接続されてないか、

エア圧が不足している。 

ソレノイドバルブの故障。 

シャッターロック時の近

接センサを交換。 

マガジンロックユニット

に詰まっているリベット

を取り除く。 

 

 

 

  

フィーダースレーブ 2: 

マガジン シャッター

ロックが開いていませ

ん 
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Fault No.: 467 マガジンへの充填を開始すること

ができません 

エアが接続されてないか、

エア圧が不足している。 

ソレノイドバルブの故障。 

シャッターロック時の近

接センサを交換。 

マガジンロックユニット

に詰まっているリベット

を取り除く。 

  

フィーダースレーブ 3:

マガジン シャッター

ロックが開いていませ

ん 

Fault No.: 468 スクラップを廃棄して下さい スクラップコンテナのロ

ックが詰まっている。 

スクラップコンテナのロ

ックガイダンスを清掃す

る。 

スクラップコンテナの近

接センサを交換する。 

ロックスプリングを交換

する。 

  

フィーダーマスター:

スクラップ回収容器が

閉じていません 

Fault No.: 469 スクラップを廃棄して下さい スクラップコンテナのロ

ックが詰まっている。 

スクラップコンテナのロ

ックガイダンスを清掃す

る。 

スクラップコンテナの近

接センサを交換する。 

ロックスプリングを交換

する。 

  

フィーダースレーブ 1:

スクラップ回収容器が

閉じていません 

Fault No.: 470 スクラップを廃棄して下さい スクラップコンテナのロ

ックが詰まっている。 

スクラップコンテナのロ

ックガイダンスを清掃す

る。 

スクラップコンテナの近

接センサを交換する。 

ロックスプリングを交換

する。 

  

フィーダースレーブ 2: 

スクラップ回収容器が

閉じていません 
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Fault No.: 471 'スクラップを廃棄して下さい スクラップコンテナのロ

ックが詰まっている。 

スクラップコンテナのロ

ックガイダンスを清掃す

る。 

スクラップコンテナの近

接センサを交換する。 

ロックスプリングを交換

する。 

  

フィーダースレーブ 3:

スクラップ回収容器が

閉じていません 

Fault No.: 472 コンテナを空にできません。 スクラップコンテナのピ

ンの交換をする。 

近接センサの交換をする。 

 

  

フィーダーマスター: 

スクラップ回収容器が

開いていません 

Fault No.: 473 コンテナを空にできません。 スクラップコンテナのピ

ンの交換をする。 

近接センサの交換をする。 

 

  

フィーダースレーブ 1:

スクラップ回収容器が

開いていません 

Fault No.: 474 コンテナを空にできません。 スクラップコンテナのピ

ンの交換をする。 

近接センサの交換をする。 

 

  

フィーダースレーブ 2: 

スクラップ回収容器が

開いていません 

Fault No.: 475 コンテナを空にできません。 スクラップコンテナのピ

ンの交換をする。 

近接センサの交換をする。 

 

  

フィーダースレーブ 3:

スクラップ回収容器が

開いていません 

Fault No.: 476 近接センサーがレシーバ内のリベ

ットを認識しませんでした 

マガジンチューブにリベ

ットなし、もしくは詰まっ

ている。 

エアが未接続、エア圧不

足。 

マガジンのエアブローが

ONしていない。 

近接センサの交換をする。 

 

 

  

マガジンマスター:近

接センサーがレシーバ

内のリベットを認識し

ませんでした 



 

 64 

ｺｰﾄﾞﾒｯｾｰｼﾞ 状態 / 詳細 対処方法 ①  ②  

Fault No.: 477 近接センサーがレシーバ内のリベ

ットを認識しませんでした 

マガジンチューブにリベ

ットなし、もしくは詰まっ

ている。 

エアが未接続、エア圧不

足。 

マガジンのエアブローが

ONしていない。 

近接センサの交換をする。 

  

マガジンスレーブ 1:近

接センサーがレシーバ

内のリベットを認識し

ませんでした 

Fault No.: 478 近接センサーがレシーバ内のリベ

ットを認識しませんでした 

マガジンチューブにリベ

ットなし、もしくは詰まっ

ている。 

エアが未接続、エア圧不

足。 

マガジンのエアブローが

ONしていない。 

近接センサの交換をする。 

  

マガジンスレーブ 2: 

近接センサーがレシー

バ内のリベットを認識

しませんでした 

Fault No.: 479 近接センサーがレシーバ内のリベ

ットを認識しませんでした 

マガジンチューブにリベ

ットなし、もしくは詰まっ

ている。 

エアが未接続、エア圧不

足。 

マガジンのエアブローが

ONしていない。 

近接センサの交換をする。 

  

マガジンスレーブ 3: 

近接センサーがレシー

バ内のリベットを認識

しませんでした 

Fault No.: 484 マガジンスライド 2 はマガジンポ

ジションに到達していません 

エアが未接続、エア圧が不

足。 

ソレノイドバルブが動作

しているか確認、もしくは

交換。 

  

フィーダー: マスター

のマガジン スライド 2

がマガジン ポジショ

ンにありません 

Fault No.: 485 マガジンスライド 2 はマガジンポ

ジションに到達していません 

エアが未接続、エア圧が不

足。 

ソレノイドバルブが動作

しているか確認、もしくは

交換。 

 

  

フィーダー: スレーブ

1 マガジン スライド 2

がマガジン ポジショ

ンにありません 
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Fault No.: 486 マガジンスライド 2 はマガジンポ

ジションに到達していません 

エアが未接続、エア圧が不

足。 

ソレノイドバルブが動作

しているか確認、もしくは

交換。 

  

フィーダー: スレーブ

2 マガジン スライド 2

がマガジン ポジショ

ンにありません 

Fault No.: 487 マガジンスライド 2 はマガジンポ

ジションに到達していません 

エアが未接続、エア圧が不

足。 

ソレノイドバルブが動作

しているか確認、もしくは

交換。 

 

  

フィーダー: スレーブ

3 マガジン スライド 2

がマガジン ポジショ

ンにありません 

Fault No.: 488 レシーバーのリベットを確認して

取り除いてください。 

リベットマガジンのレシーバーは

フィーダーの位置に対応します。 

エアが未接続もしくはエ

ア圧が不足。 

ソレノイドバルブが動作

しているか確認、もしくは

交換する。 

分離時の近接センサの位

置を調整する。 

 

 

 

  

フィーダーマスター:

マガジン スライド2が

レシーバー ポジショ

ンにありません レシ

ーバー内のリベットを

除去してください 

Fault No.: 489 レシーバーのリベットを確認して

取り除いてください。 

リベットマガジンのレシーバーは

レシーバ位置にあるか確認して下

さい。 

エアが未接続もしくはエ

ア圧が不足。 

ソレノイドバルブが動作

しているか確認、もしくは

交換する。 

分離時の近接センサの位

置を調整する。 

  

フィーダースレーブ 1: 

マガジン スライド2が

レシーバー ポジショ

ンにありません レシ

ーバー内のリベットを

除去してください 

Fault No.: 490 レシーバーのリベットを確認して

取り除いてください。 

リベットマガジンのレシーバーは

レシーバ位置にあるか確認して下

さい。 

エアが未接続もしくはエ

ア圧が不足。 

ソレノイドバルブが動作

しているか確認、もしくは

交換する。 

分離時の近接センサの位

置を調整する。 

  

フィーダースレーブ 2: 

マガジン スライド2が

レシーバー ポジショ

ンにありません レシ

ーバー内のリベットを

除去してください 
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Fault No.: 491 レシーバーのリベットを確認して

取り除いてください。 

リベットマガジンのレシーバーは

レシーバ位置にあるか確認して下

さい。 

エアが未接続もしくはエ

ア圧が不足。 

ソレノイドバルブが動作

しているか確認、もしくは

交換する。 

分離時の近接センサの位

置を調整する。 

  

フィーダースレーブ 3: 

マガジン スライド2が

レシーバー ポジショ

ンにありません レシ

ーバー内のリベットを

除去してください 

Fault No.: 492 充填開始後に充填ステーションと

マガジンの接続が確認できませ

ん。 

充填ステーションとマガ

ジンの接続状態を確認す

る。 

充填ステーションのソレ

ノイドバルブが動作して

いない為、充填ステーショ

ンが移動しなかった。 

  

フィーダーマスター: 

充填ステーションが機

械的に接続されません

でした ホーム ポジシ

ョンにあります 

  

  

Fault No.: 493 充填開始後に充填ステーションと

マガジンの接続が確認できませ

ん。 

充填ステーションとマガ

ジンの接続状態を確認す

る。 

充填ステーションのソレ

ノイドバルブが動作して

いない為、充填ステーショ

ンが移動しなかった。 

  

フィーダースレーブ 1: 

充填ステーションが機

械的に接続されません

でした 

  

  

Fault No.: 494 充填開始後に充填ステーションと

マガジンの接続が確認できませ

ん。 

充填ステーションとマガ

ジンの接続状態を確認す

る。 

充填ステーションのソレ

ノイドバルブが動作して

いない為、充填ステーショ

ンが移動しなかった。 

  

フィーダー スレーブ

2:充填ステーションが

機械的に接続されませ

んでした 

Fault No.: 495 充填開始後に充填ステーションと

マガジンの接続が確認できませ

ん。 

充填ステーションとマガ

ジンの接続状態を確認す

る。 

充填ステーションのソレ

ノイドバルブが動作して

いない為、充填ステーショ

ンが移動しなかった。 

  

フィーダースレーブ 3:

充填ステーションが機

械的に接続されません

でした 
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Fault No.: 496 充填開始後に充填ステーションと

マガジンの正確な位置が検出でき

ません。 

ロボットが充填ステーシ

ョン位置に正しく接続す

る。 

充填ステーション位置に

対するロボット位置の修

正。 

セキリュティースイッチ

を OFF状態にする。 

  

フィーダーマスター: 

充填ステーションが電

気的に接続されません

でした 

Fault No.: 497 充填開始後に充填ステーションと

マガジンの正確な位置が検出でき

ません。 

ロボットが充填ステーシ

ョン位置に正しく接続す

る。 

充填ステーション位置に

対するロボット位置の修

正。 

セキリュティースイッチ

を OFF状態にする。 

 

  

フィーダースレーブ 1: 

充填ステーションが電

気的に接続されません

でした  

Fault No.: 498 充填開始後に充填ステーションと

マガジンの正確な位置が検出でき

ません。 

ロボットが充填ステーシ

ョン位置に正しく接続す

る。 

充填ステーション位置に

対するロボット位置の修

正。 

セキリュティースイッチ

を OFF状態にする。 

 

  

フィーダースレーブ 2:

充填ステーションが電

気的に接続されません

でした  

Fault No.: 499 充填開始後に充填ステーションと

マガジンの正確な位置が検出でき

ません。 

ロボットが充填ステーシ

ョン位置に正しく接続す

る。 

充填ステーション位置に

対するロボット位置の修

正。 

セキリュティースイッチ

を OFF状態にする。 

 

  

フィーダースレーブ 3:

充填ステーションが電

気的に接続されません

でした 
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Warning No.: 500 ユニットの電源を切る前にバック

アップデータをとってください。 

RAMモジュールの交換後、データの

復元を行ってください。 

RAM モジュールバッテリ

が 2.6Vより低下していま

す。 

プログラムのバックアッ

プを行い RAM モジュール

の交換して下さい。 

必要に応じてバックアッ

プしたプログラムを復元

して下さい。 

  

RAM モジュール バッテ

リー電圧低下 

Warning No.: 501 セントラル CPU のバッテリーが低

下してます、セントラル CPU ボー

ドを交換してください。 

ジャンパーコネクタ X32

を正しく接続する。 

CPU のクロックバッテリ

が 2.6Vより低下。 

CPUボードの交換をする。 

  

バッテリー電圧低下 

Warning No.: 502 DIPスイッチの S2を On後、メイン

電源を投入する事により、RAMモジ

ュール内のデータが削除されま

す。 

データクリアー後は DIP

スイッチ S2 を Offする。 

 

 

  

内部RAMオール クリア

ー DIP スイッチ 2 On  

Warning No.: 503 タッチパッドで正しい IPアドレス

を設定してください。 

システム設定の通信設定

で IP ｱﾄﾞﾚｽを入力する。 

 

  

Ethernet IP アドレス

異常 

Warning No.: 504 適切なリベットを補充してくださ

い。 

フィーダ内のリベット量

が近接センサ位置より下

回っています、リベットを

補充する。 

  

マスター フィーダー: 

リベット補充 

Warning No.: 505 適切なリベットを補充してくださ

い。 

フィーダ内のリベット量

が近接センサ位置より下

回っています、リベットを

補充する。 

  

スレーブ1フィーダー: 

リベット補充 

Warning No.: 506 適切なリベットを補充してくださ

い。 

フィーダ内のリベット量

が近接センサ位置より下

回っています、リベットを

補充する。 

 

  

スレーブ2フィーダー: 

リベット補充 
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Warning No.: 507 適切なリベットを補充してくださ

い。 

フィーダ内のリベット量

が近接センサ位置より下

回っています、リベットを

補充する。 

  

スレーブ3フィーダー: 

リベット補充 

Warning No.: 509 レールにリベットが整列されてい

ません。 

ドラム内にリベットが詰

まり、インレットレールの

汚れを清掃する。 

近接センサの位置を修正、

または交換する。 

  

マスター フィーダー: 

整列異常 

Warning No.: 510 レールにリベットが整列されてい

ません。 

ドラム内にリベットが詰

まり、インレットレールの

汚れを清掃する。 

近接センサの位置を修正、

または交換する。 

  

スレーブ1フィーダー: 

整列異常 

Warning No.: 511 レールにリベットが整列されてい

ません。 

ドラム内にリベットが詰

まり、インレットレールの

汚れを清掃する。 

近接センサの位置を修正、

または交換する。 

  

スレーブ2フィーダー: 

整列異常 

Warning No.: 512 レールにリベットが整列されてい

ません。 

ドラム内にリベットが詰

まり、インレットレールの

汚れを清掃する。 

近接センサの位置を修正、

または交換する。 

  

スレーブ3フィーダー: 

整列異常 

Warning No.: 514 フィードチューブのメンテンナス

カウンタが上限に達しました。 

上限値は"フィーダープログラミ

ング"メニューで設定できます。 

このカウンタはフィードサイクル

によって増加します。 

フィードチューブを点検

し、必要に応じて交換す

る。 

交換後はカウンターをリ

セットする。 

  

フィーダー: フィード 

チューブをメンテナン

スしてください 

Warning No.: 515 スピンドルのメンテンナスカウン

タが上限に達しました。 

 

このカウンタはリベットサイクル

によって増加します。 

フィードチューブを点検

し、必要に応じて交換す

る。 

交換後はカウンターをリ

セットする。 

  

スピンドル: メンテナ

ンスしてください 
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Warning No.: 516 ダイのメンテンナスカウンタが上

限に達しました。 

上限値は"スピンドルプログラミ

ング"メニューで設定できます。 

このカウンタはリベットサイクル

によって増加します。 

ダイを点検し、必要に応じ

て交換する。 

交換後はカウンターをリ

セットする。 

 

  

ダイ: メンテナンス 

Warning No.: 517 パンチのメンテンナスカウンタが

上限に達しました。 

上限値は"スピンドルプログラミ

ング"メニューで設定できます。 

このカウンタはリベットサイクル

によって増加します。 

パンチを点検し、必要に応

じて交換する。 

交換後はカウンターをリ

セットする。 

 

 

  

パンチ メンテナンス

警告 

Warning No.: 518 ユーザー固有のカウンタ 1 が上限

に達しました。 

上限値は"スピンドルプログラミ

ング"メニューで設定できます。 

このカウンタは 1 サイクルによっ

て増加します。 

ユーザで登録した部品を

点検し、必要に応じて交換

する。 

交換後はカウンターをリ

セットする。 

 

  

汎用カウンター1: メ

ンテナンス 

Warning No.: 519 基準曲線が許可された値を超えま

した。 

登録した基準カーブに対

して締結結果が警告の範

囲で外れました。 

新たに基準カーブを登録

する。 

  

第二の基準曲線 

Warning No.: 520 ネットワーク接続を確認してくだ

さい。 

ネットワーク接続状態と

ネットワーク設定を確認

する。 

  

イーサネット Uplink 

Warning No.: 521 タイムサーバーに通信パラメータ

を確認してください。 

タイムサーバーに通信パ

ラメータを確認する。 

  

ProFepタイミング同期 

Warning No.: 522 フィードチューブのメンテンナス

カウンタが上限に達しました。 

上限値は"フィーダープログラミ

ング"メニューで設定できます。 

このカウンタはフィードサイクル

によって増加します。 

フィードチューブを点検

し、必要に応じて交換す

る。 

交換後はカウンターをリ

セットして下さい。 

 

  

スレーブ1チューブ メ

ンテナンス 警告 
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Warning No.: 523 フィードチューブのメンテンナス

カウンタが上限に達しました。 

上限値は"フィーダープログラミ

ング"メニューで設定できます。 

このカウンタはフィードサイクル

によって増加します。 

 

フィードチューブを点検

し、必要に応じて交換す

る。 

交換後はカウンターをリ

セットして下さい。 

 

  

スレーブ2チューブ メ

ンテナンス 警告 

Warning No.: 524 フィードチューブのメンテンナス

カウンタが上限に達しました。 

上限値は"フィーダープログラミ

ング"メニューで設定できます。 

このカウンタはフィードサイクル

によって増加します。 

 

フィードチューブを点検

し、必要に応じて交換す

る。 

交換後はカウンターをリ

セットして下さい。 

 

  

スレーブ3チューブ メ

ンテナンス 警告 

Warning No.: 525 ユーザー固有のカウンタ 2 が上限

に達しました。 

上限値は"スピンドルプログラミ

ング"メニューで設定できます。 

このカウンタは 1 サイクルによっ

て増加します。 

 

ユーザで登録した部品を

点検し、必要に応じて交換

する。 

交換後はカウンターをリ

セットする。 

 

  

汎用カウンター2: メ

ンテナンス 

Warning No.: 526 ユーザー固有のカウンタ 3 が上限

に達しました。 

上限値は"スピンドルプログラミ

ング"メニューで設定できます。 

このカウンタは 1 サイクルによっ

て増加します。 

 

ユーザで登録した部品を

点検し、必要に応じて交換

する。 

交換後はカウンターをリ

セットする。 

 

  

汎用カウンター3: メ

ンテナンス 

Warning No.: 527 スピンドルのメンテンナスカウン

タが上限に達しました。 

上限値は"スピンドルプログラミ

ング"メニューで設定できます。 

このカウンタはリベットサイクル

によって増加します。 

 

スピンドルを点検し、必要

に応じて交換する。 

交換後はカウンターをリ

セットする。 

 

  

スピンドル メンテナ

ンス警告レベル 2 
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Warning No.: 528 ダイのメンテンナスカウンタが上

限に達しました。 

上限値は"スピンドルプログラミ

ング"メニューで設定できます。 

このカウンタはリベットサイクル

によって増加します。 

 

ダイを点検し、必要に応じ

て交換する。 

交換後はカウンターをリ

セットする。 

 

 

  

ダイス レベル 2: メン

テナンス 

Warning No.: 529 ダイのメンテンナスカウンタが上

限に達しました。 

上限値は"スピンドルプログラミ

ング"メニューで設定できます。 

このカウンタはリベットサイクル

によって増加します。 

 

ダイを点検し、必要に応じ

て交換する。 

交換後はカウンターをリ

セットする。 

 

 

  

ダイス レベル 2: メン

テナンス 

Warning No.: 530 ユーザー固有のカウンタ 1 が上限

に達しました。 

上限値は"スピンドルプログラミ

ング"メニューで設定できます。 

このカウンタはリベットサイクル

によって増加します。 

 

ユーザで登録した部品を

点検し、必要に応じて交換

する。 

交換後はカウンターをリ

セットする。 

 

  

汎用カウンター1 レベ

ル 2: メンテナンス 

Warning No.: 531 ユーザー固有のカウンタ 2 が上限

に達しました。 

上限値は"スピンドルプログラミ

ング"メニューで設定できます。 

このカウンタはリベットサイクル

によって増加します。 

 

ユーザで登録した部品を

点検し、必要に応じて交換

する。 

交換後はカウンターをリ

セットする。 

 

  

汎用カウンター2 レベ

ル 2: メンテナンス 

Warning No.: 532 ユーザー固有のカウンタ 3 が上限

に達しました。 

上限値は"スピンドルプログラミ

ング"メニューで設定できます。 

このカウンタはリベットサイクル

によって増加します。 

ユーザで登録した部品を

点検し、必要に応じて交換

する。 

交換後はカウンターをリ

セットする。 

 

 

  

汎用カウンター3 レベ

ル 2: メンテナンス 
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Warning No.: 533 フィードチューブのメンテンナス

カウンタが上限に達しました。 

上限値は"スピンドルプログラミ

ング"メニューで設定できます。 

このカウンタはフィードサイクル

によって増加します。 

フィードチューブを点検

し、必要に応じて交換す

る。 

交換後はカウンターをリ

セットする。 

 

  

マスター チューブ メ

ンテナンス 警告レベ

ル 2 

Warning No.: 534 フィードチューブのメンテンナス

カウンタが上限に達しました。 

上限値は"スピンドルプログラミ

ング"メニューで設定できます。 

このカウンタはフィードサイクル

によって増加します。 

フィードチューブを点検

し、必要に応じて交換す

る。 

交換後はカウンターをリ

セットする。 

 

  

スレーブ1チューブ メ

ンテナンス 警告レベ

ル 2 

Warning No.: 535 フィードチューブのメンテンナス

カウンタが上限に達しました。 

上限値は"スピンドルプログラミ

ング"メニューで設定できます。 

このカウンタはフィードサイクル

によって増加します。 

フィードチューブを点検

し、必要に応じて交換す

る。 

交換後はカウンターをリ

セットする。 

 

  

スレーブ2チューブ メ

ンテナンス 警告レベ

ル 2 

Warning No.: 536 フィードチューブのメンテンナス

カウンタが上限に達しました。 

上限値は"スピンドルプログラミ

ング"メニューで設定できます。 

このカウンタはフィードサイクル

によって増加します。 

フィードチューブを点検

し、必要に応じて交換す

る。 

交換後はカウンターをリ

セットする。 

 

  

スレーブ3チューブ メ

ンテナンス 警告レベ

ル 2 

Warning No.: 541 リベットを切り離して自動でロー

ドします。 

この警告は情報としての

出力のみです。 

充填サイクルが終了する

と自動でリセットされま

す。 

  

マスターマガジンのリ

ベット供給レベルが低

いです 

Warning No.: 542 リベットを切り離して自動でロー

ドします。 

この警告は情報としての

出力のみです。 

充填サイクルが終了する

と自動でリセットされま

す。 

 

  

スレーブ 1 マガジンの

リベット供給レベルが

低いです 
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Warning No.: 543 リベットを切り離して自動でロー

ドします。 

この警告は情報としての

出力のみです。 

充填サイクルが終了する

と自動でリセットされま

す。 

  

スレーブ 2 のマガジン

のリベット供給レベル

が低いです 

Warning No.: 544 リベットを切り離して自動でロー

ドします。 

この警告は情報としての

出力のみです。 

充填サイクルが終了する

と自動でリセットされま

す。 

  

スレーブ 3 のマガジン

リベット供給レベルが

低いです 

Warning No.: 545 バイブレーションコンベヤーの出

口でリベットが確認できません。 

リベットがバイブレーシ

ョンコンベヤーで詰まっ

ている、取り除く。 

フィーダのマガジン近接

センサを正しい位置へ修

正、または交換する。 

  

マスターのバイブレー

ション コンベヤーで

リベット詰まり発生 

Warning No.: 546 バイブレーションコンベヤーの出

口でリベットが確認できません。 

リベットがバイブレーシ

ョンコンベヤーで詰まっ

ている、取り除く。 

フィーダのマガジン近接

センサを正しい位置へ修

正、または交換する。 

  

スレーブ 1 のバイブレ

ーション コンベヤー

でリベット詰まり発生 

Warning No.: 547 バイブレーションコンベヤーの出

口でリベットが確認できません。 

リベットがバイブレーシ

ョンコンベヤーで詰まっ

ている、取り除く。 

フィーダのマガジン近接

センサを正しい位置へ修

正、または交換する。 

  

スレーブ 2 のバイブレ

ーション コンベヤー

でリベット詰まり発生 

Warning No.: 548 バイブレーションコンベヤーの出

口でリベットが確認できません。 

リベットがバイブレーシ

ョンコンベヤーで詰まっ

ている、取り除く。 

フィーダのマガジン近接

センサを正しい位置へ修

正、または交換する。 

 

  

スレーブ 3 のバイブレ

ーション コンベヤー

でリベット詰まり発生 
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Warning No.: 549 内部温度しきい値の 80%を超えま

した 

モータの動作抵抗が上が

り許容値の 80%を超えま

した。 

モータもしくはツールを

交換する。 

  

モーター内部温度(I²

t)しきい値超過 

Warning No.: 550 安全しきい値の 80%を超えました ツールに対する負荷が許

容値の 80%を超えました。 

ツールの交換をする。 

  

安定しきい値超過 

Warning No.: 551  

－ 

内部異常。 

サービスに連絡して下さ

い。 

  

引っ張り制御異常 

Warning No.: 552 一次電源の相が不足しています 一次側からの電源供給の

内、欠相している箇所があ

ります。 

  

一次電源欠相 

Warning No.: 553 内部故障 内部異常。 

サービスに連絡して下さ

い。 

 

  

リファレンス ポイン

トが設定されていませ

ん 

Warning No.: 554 セーフティリミットスイッチを"

後端位置"に切り替えました 

セーフティリミットスイ

ッチの後端位置が切り替

わった。 

サービスに連絡して下さ

い。 

  

リミットスイッチが ON 

N-Stop 

Warning No.: 555 セーフティリミットスイッチを"

後端位置"に切り替えました 

セーフティリミットスイ

ッチの後端位置が切り替

わった。 

サービスに連絡して下さ

い。 

  

リミットスイッチが ON  

P-Stop 

Warning No.: 556  

－ 

冷却ｼｽﾃﾑが障害を通知。 

サービスに連絡して下さ

い。 

  

SIC:冷却装置異常 

Warning No.: 557 スピンドル動作コマンドは無視さ

れました 

冷却ｼｽﾃﾑが障害を通知 

サービスに連絡して下さ

い。 

 

  

SIC:冷却システムでエ

ラーが発生しました 
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Warning No.: 581 ロボットは、充填ステーションへ

の駆動を許可されていません 

目標位置 0 でスピンドル

動作を開始、移動指令は無

視されます。 

 

  

マスターの充填ステー

ションは準備できてい

ません 

Warning No.: 582 ロボットは、充填ステーションへ

の駆動を許可されていません 

目標位置 0 でｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ動作

を開始、移動指令は無視さ

れます。 

 

  

スレーブ 1 の充填ステ

ーションは準備できて

いません 

Warning No.: 583 ロボットは、充填ステーションへ

の駆動を許可されていません 

目標位置 0 でｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ動作

を開始、移動指令は無視さ

れます。 

 

  

スレーブ 2 の充填ステ

ーションは準備できて

いません 

Warning No.: 584 ロボットは、充填ステーションへ

の駆動を許可されていません 

目標位置 0 でｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ動作

を開始、移動指令は無視さ

れます。 

 

  

スレーブ 3 の充填ステ

ーションは準備できて

いません 

Warning No.: 585 フィーダでエラーが発生しまし

た。 

しかし、このエラーは、リベット

のプロセスに影響を与えません。 

 

対応するエラーは、すぐにプロセ

スがそれを必要とするようにトリ

ガされます。 

あなたはインレットレール上を分

離して確認することができます。 

予備ﾒﾝﾃﾅﾝｽ警告を情報と

して出力。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

マスター フィーダー 

予備メンテナンス 

Warning No.: 586 'フィーダでエラーが発生しまし

た。 

しかし、このエラーはリベットの

プロセスに影響を与えません。 

対応するエラーは、すぐにプロセ

スがそれを必要とするようにトリ

ガされます。 

あなたはインレットレール上を分

離して確認することができます。 

予備ﾒﾝﾃﾅﾝｽ警告を情報と

して出力。 

 

 

 

 

 

 

 

  

スレーブ 1 フィーダー 

予備メンテナンス 
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Warning No.: 587 'フィーダでエラーが発生しまし

た。 

しかし、このエラーは、リベット

のプロセスに影響を与えません。 

 

対応するエラーは、すぐにプロセ

スがそれを必要とするようにトリ

ガされます。 

あなたはインレットレール上を分

離して確認することができます。 

予備ﾒﾝﾃﾅﾝｽ警告を情報と

して出力。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

スレーブ 2 フィーダー 

予備メンテナンス 

Warning No.: 588 フィーダでエラーが発生しまし

た。 

しかし、このエラーは、リベット

のプロセスに影響を与えません。 

 

対応するエラーは、すぐにプロセ

スがそれを必要とするようにトリ

ガされます。 

あなたはインレットレール上を分

離して確認することができます。 

予備ﾒﾝﾃﾅﾝｽ警告を情報と

して出力。 

 

 

 

 

 

 

 

  

スレーブ 3 フィーダー 

予備メンテナンス 

Warning No.: 589 充填ステーションでエラーが発生

しました。 

しかし、このエラーは、リベット

のプロセスに影響を与えません。 

 

対応する故障は、すぐにプロセス

がそれを必要とするようにトリガ

されます。 

予備ﾒﾝﾃﾅﾝｽ警告を情報と

して出力。 

 

 

 

 

 

 

  

充填ステーション マ

スター 予備メンテナ

ンス 

Warning No.: 590 充填ステーションでエラーが発生

しました。 

しかし、このエラーは、リベット

のプロセスに影響を与えません。 

対応する故障は、すぐにプロセス

がそれを必要とするようにトリガ

されます。 

予備ﾒﾝﾃﾅﾝｽ警告を情報と

して出力。 

 

 

 

 

 

  

充填ステーション ス

レーブ 1 予備メンテナ

ンス 
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Warning No.: 591 充填ステーションでエラーが発生

しました。 

しかし、このエラーは、リベット

のプロセスに影響を与えません。 

 

対応する故障は、すぐにプロセス

がそれを必要とするようにトリガ

されます。 

予備ﾒﾝﾃﾅﾝｽ警告を情報と

して出力。 

 

 

 

 

 

 

  

充填ステーション ス

レーブ 2 予備メンテナ

ンス 

Warning No.: 592 充填ステーションでエラーが発生

しました。 

しかし、このエラーは、リベット

のプロセスに影響を与えません。 

 

対応する故障は、すぐにプロセス

がそれを必要とするようにトリガ

されます。 

予備ﾒﾝﾃﾅﾝｽ警告を情報と

して出力。 

 

 

 

 

 

 

  

充填ステーション ス

レーブ 3 予備メンテナ

ンス 

Warning No.: 593 許容しきい値を終えました。 内部異常。 

 

 

  

プロセス:JIC-spindle

許容しきい値を超えま

した 

Warning No.: 594 ダイの状態を確認できません。 ダイの有無を確認。 

 

 

  

ダイ チェンジャー:ス

テーションが閉じてま

せん 

Fault No.: 600 充填ステーションのホームポジシ

ョンを、近接スイッチで認識でき

ませんでした。 

充填ステーションの近接

センサを正しい位置に修

正する。 

 

近接センサを交換する。 

エア未接続か、エア圧不

足。 

シリンダーのソレノイド

バルブを交換する。 

 

 

  

フィーダー: マスター

の充填ステーションが

ホーム ポジションに

ありません 
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Fault No.: 601 充填ステーションのホームポジシ

ョンを、近接スイッチで認識でき

ませんでした。 

充填ステーションの近接

センサを正しい位置に修

正する。 

 

近接センサを交換する。 

エア未接続か、エア圧不

足。 

 

シリンダーのソレノイド

バルブを交換する。 

  

フィーダー: スレーブ

1 充填ステーションが

ホーム ポジションに

ありません 

Fault No.: 602 充填ステーションのホームポジシ

ョンを、近接スイッチで認識でき

ませんでした。 

充填ステーションの近接

センサを正しい位置に修

正する。 

近接センサを交換する。 

エア未接続か、エア圧不

足。 

シリンダーのソレノイド

バルブを交換する。 

  

フィーダー: スレーブ

2 充填ステーションが

ホーム ポジションに

ありません 

 

 

 

Fault No.: 603 充填ステーションのホームポジシ

ョンを、近接スイッチで認識でき

ませんでした。 

充填ステーションの近接

センサを正しい位置に修

正する。 

 

近接センサを交換する。 

エア未接続か、エア圧不

足。 

 

シリンダーのソレノイド

バルブを交換する。 

  

フィーダー: スレーブ

3 充填ステーションが

ホーム ポジションに

ありません 

Fault No.: 604 フィーダーは、接続されたスレー

ブ・フィーダの開始プロセスが正

常に終了していないことを検出し

ました。 

マスターフィーダの接続

を確認する。 

スレーブフィーダの接続

を確認する。 

フィーダパラメータの設

定を確認する。 

 

  

フィーダー: マスター

のスレーブ送給タイム 

オーバー 
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Fault No.: 605 フィーダーは、接続されたスレー

ブ・フィーダの開始プロセスが正

常に終了していないことを検出し

ました。 

マスターフィーダの接続

を確認する。 

スレーブフィーダの接続

を確認する。 

フィーダパラメータの設

定を確認する。 

  

フィーダー: スレーブ

1 スレーブ送給タイム 

オーバー 

Fault No.: 606 フィーダーは、接続されたスレー

ブ・フィーダの開始プロセスが正

常に終了していないことを検出し

ました。 

マスターフィーダの接続

を確認する。 

スレーブフィーダの接続

を確認する。 

フィーダパラメータの設

定を確認する。 

  

フィーダー: スレーブ

2 スレーブ送給タイム 

オーバー 

 

 

Fault No.: 607 フィーダーは、接続されたスレー

ブ・フィーダの開始プロセスが正

常に終了していないことを検出し

ました。 

マスターフィーダの接続

を確認する。 

スレーブフィーダの接続

を確認する。 

フィーダパラメータの設

定を確認する。 

  

フィーダー: スレーブ

3 スレーブ送給タイム 

オーバー 

Fault No.: 608 フィーダが無効な構成を検出し、

動作しません！ 

コントローラ、フィーダ間

のケーブルが差し込まれ

ているか確認する。 

 

サービスに連絡して下さ

い。 

  

フィーダー:無効な設

定です 

Fault No.: 609 フィーダが無効な構成を検出し、

動作しません！ 

コントローラ、フィーダ間

のケーブルが差し込まれ

ているか確認する。 

 

サービスに連絡して下さ

い。 

  

フィーダー:スレーブ 1

無効な設定です 

Fault No.: 610 フィーダが無効な構成を検出し、

動作しません！ 

コントローラ、フィーダ間

のケーブルが差し込まれ

ているか確認する。 

サービスに連絡して下さ

い。 

  

フィーダー:スレーブ 2

無効な設定です 
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Fault No.: 611 フィーダが無効な構成を検出し、

動作しません！ 

コントローラ、フィーダ間

のケーブルが差し込まれ

ているか確認する。 

サービスに連絡して下さ

い。 

  

フィーダー:スレーブ 3

無効な設定です 

Fault No.: 612 フィーダーは、リベット締結開始

の応答をしません。 

CPU と構成機器間でソフ

トウェア非互換が発生し

ています。 

サービスに連絡して下さ

い。 

  

フィーダーが締結の準

備ができていません 

Fault No.: 613 SIC（コントローラ）がリベット締

結開始の応答をしません。 

コントローラの停複電。 

モータドライバの交換。 

 

  

SIC は締結の準備がで

きていません 

Fault No.: 614 SIC（コントローラ）がまだ前のリ

ベット打ちプロセスを完了してい

ないとして、リベット締結プロセ

スを開始することはできません。 

コントローラの停複電を

する。 

モータドライバの交換を

する。 

  

SICはまだ実行中です 

Fault No.: 615 利用可能なスピンドルが接続され

ていないため有効な調整値はあり

ません。 

スピンドルを取り付けて調整して

ください。 

接続しているスピンドル

のアジャスト動作を行い、

アジャスト値を保存する。 

 

 

  

アジャスト ドライブ

を実行してください 

Fault No.: 616 入力信号"起動"はカスタマーイン

タフェースを介して設定されてい

ますが、ユニットは、この時点で

保護回路または非常停止状態にな

っています。 

非常停止または一時停止

の解除をする。 

 

 

 

  

非常停止または一時停

止中の動作開始 

Fault No.: 617 "締結スピード"のパラメータが正

しい方法でプログラミングされて

いないため、リベットプログラム

をロードできません。 

リベットプログラムの締

結スピードを再入力し保

存する。 

 

 

 

 

  

SIC: 締結スピードの

設定が遅すぎます 
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Fault No.: 618 "動作スピード"のパラメータが正

しい方法でプログラミングされて

いないため、リベットプログラム

をロードできません。 

リベットプログラムの動

作スピードを再入力し保

存する。 

 

  

SIC: 動作スピードの

設定が遅すぎます 

Fault No.: 619 "固定リニアスライド"の近接スイ

ッチの信号が監視時間内に再設定

されていません。 

リニアスライドの動作を

確認する。 

 

  

リニア スライド開放

タイム オーバー 

Fault No.: 620 ERCデバイスは、ハードウェア構成

の変更を検出しました。 

いくつかのコントローラコンポー

ネントが変更または追加されてい

ます。 

実際に接続しているコン

トローラシステム構成と

表示のコントローラシス

テム構成を確認する。 

 

  

コントロールのハード

ウェアが変更されまし

た 

Fault No.: 621 ERCデバイスは、ハードウェア構成

の変更を検出しました。 

いくつかのコントローラコンポー

ネントが変更または追加されてい

ます。 

実際に接続しているコン

トローラシステム構成と

表示のコントローラシス

テム構成を確認する。 

 

  

スピンドルのハードウ

ェアが変更されました 

Fault No.: 622 ERCデバイスは、ハードウェア構成

の変更を検出しました。 

いくつかのコントローラコンポー

ネントが変更または追加されてい

ます。 

実際に接続しているコン

トローラシステム構成と

表示のコントローラシス

テム構成を確認する。 

 

  

フィーダーのハードウ

ェアが変更されました 

Fault No.: 623 "スピンドルホームポジション"の

パラメーターが正しくプログラム

されていないため、リベットのプ

ログラムをロードすることはでき

ませんでした。 

値は最大値よりも小さくなければ

なりません。 

 レシーバ/マウスピースとダイと

の間の幅を開きます。 

設定したホームポジショ

ン値をプログラミング再

設定する。 

 

 

 

 

  

SIC: スピンドル原位

置の設定が大きすぎま

す 

Fault No.: 624 基準曲線長さの値が無効な為、現

在のリベットプログラムに保存さ

れませんでした。 

リベットプログラムの基

準カーブを登録する。 

 

  

SIC:基準カーブは無効

な値を持っています 
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Fault No.: 625 このエントリは、エラーメモリ内"

ステルスモード"を有効化します。 

注意： 

システムは、ここにエラーメッセ

ージを表示しません。 

ステルスモードを無効に

する。 

サービスに連絡して下さ

い。 

 

 

  

ZCPU:スピンドル 1 ス

テルス モード有効 

Fault No.: 626 このエントリは、エラーメモリ内"

ステルスモード"を有効化します。 

注意： 

システムは、ここにエラーメッセ

ージを表示しません。 

ステルスモードを無効に

する。 

サービスに連絡して下さ

い。 

 

  

ZCPU:スピンドル 2 ス

テルス モード有効 

Fault No.: 627 このエントリは、エラーメモリ内"

ステルスモード"を有効化します。 

注意： 

システムは、ここにエラーメッセ

ージを表示しません。 

ステルスモードを無効に

する。 

サービスに連絡して下さ

い。 

 

 

  

ZCPU:スピンドル 3 ス

テルス モード有効 

Fault No.: 628 このエントリは、エラーメモリ内"

ステルスモード"を有効化します。 

注意： 

システムは、ここにエラーメッセ

ージを表示しません。 

ステルスモードを無効に

する。 

サービスに連絡して下さ

い。 

 

  

ZCPU:スピンドル 4 ス

テルス モード有効 

Fault No.: 629 このエントリは、エラーメモリ内"

ステルスモード"を無効化します。 

注意： 

システムは、ここにエラーメッセ

ージを表示しません。 

ステルスモードを無効に

する。 

サービスに連絡して下さ

い。 

 

  

ZCPU:スピンドル 1 ス

テルス モード無効 

Fault No.: 630 このエントリは、エラーメモリ内"

ステルスモード"を無効化します。 

注意： 

システムは、ここにエラーメッセ

ージを表示しません。 

ステルスモードを無効に

する。 

サービスに連絡して下さ

い。 

 

 

  

ZCPU:スピンドル 2 ス

テルス モード無効 
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Fault No.: 631 このエントリは、エラーメモリ内"

ステルスモード"を無効化します。 

注意： 

システムは、ここにエラーメッセ

ージを表示しません。 

ステルスモードを無効に

する。 

サービスに連絡して下さ

い。 

 

  

ZCPU:スピンドル 3 ス

テルス モード無効 

Fault No.: 632 このエントリは、エラーメモリ内"

ステルスモード"を無効化します。 

注意： 

システムは、ここにエラーメッセ

ージを表示しません。 

ステルスモードを無効に

する。 

サービスに連絡して下さ

い。 

  

ZCPU:スピンドル 4 ス

テルス モード無効 

Fault No.: 633 マガジンチューブのメンテンナス

カウンタが上限に達しました。 

 

上限値は"スピンドルプログラミ

ング"メニューで設定できます。 

このカウンタはレシーバーサイク

ル中の送給によって増加します。 

スピンドル 1:マガジンチ

ューブ 1 のメンテナンス

カウンタをリセットする。 

 

必要に応じて交換する。 

 

交換後はカウンターをリ

セットする。 

  

スピンドル 1:メンテナ

ンス マガジン チュー

ブ 

Fault No.: 634 マガジンチューブのメンテンナス

カウンタが上限に達しました。 

 

上限値は"スピンドルプログラミ

ング"メニューで設定できます。 

このカウンタはレシーバーサイク

ル中の送給によって増加します。 

スピンドル 2:マガジンチ

ューブ 1 のメンテナンス

カウンタをリセットする。 

 

必要に応じて交換する。 

 

交換後はカウンターをリ

セットする。 

  

スピンドル 2:メンテナ

ンス マガジン チュー

ブ 

Fault No.: 635 マガジンチューブのメンテンナス

カウンタが上限に達しました。 

 

上限値は"スピンドルプログラミ

ング"メニューで設定できます。 

このカウンタはレシーバーサイク

ル中の送給によって増加します。 

スピンドル 3:マガジンチ

ューブ 1 のメンテナンス

カウンタをリセットする。 

 

必要に応じて交換する。 

 

交換後はカウンターをリ

セットして下さい。 

  

スピンドル 3:メンテナ

ンス マガジン チュー

ブ 
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Fault No.: 636 マガジンチューブのメンテンナス

カウンタが上限に達しました。 

 

上限値は"スピンドルプログラミ

ング"メニューで設定できます。 

このカウンタはレシーバーサイク

ル中の送給によって増加します。 

スピンドル 4:マガジンチ

ューブ 1 のメンテナンス

カウンタをリセットする。 

必要に応じて交換する。 

交換後はカウンターをリ

セットして下さい。 

  

スピンドル 4:メンテナ

ンス マガジン チュー

ブ 

Fault No.: 637 マガジンチューブのメンテンナス

カウンタが上限に達しました。 

 

上限値は"スピンドルプログラミ

ング"メニューで設定できます。 

このカウンタはレシーバーサイク

ル中の送給によって増加します。 

スピンドル 1:マガジンチ

ューブ 2 のメンテナンス

カウンタをリセットする。 

必要に応じて交換する。 

交換後はカウンターをリ

セットして下さい。 

  

スピンドル 1:メンテナ

ンス マガジン チュー

ブ 2 

Fault No.: 638 マガジンチューブのメンテンナス

カウンタが上限に達しました。 

 

上限値は"スピンドルプログラミ

ング"メニューで設定できます。 

このカウンタはレシーバーサイク

ル中の送給によって増加します。 

スピンドル 2:マガジンチ

ューブ 2 のメンテナンス

カウンタをリセットする。 

必要に応じて交換する。 

交換後はカウンターをリ

セットする。 

  

スピンドル 2:メンテナ

ンス マガジン チュー

ブ 2 

Fault No.: 639 マガジンチューブのメンテンナス

カウンタが上限に達しました。 

 

上限値は"スピンドルプログラミ

ング"メニューで設定できます。 

このカウンタはレシーバーサイク

ル中の送給によって増加します。 

スピンドル 3:マガジンチ

ューブ 2 のメンテナンス

カウンタをリセットする。 

必要に応じて交換する。 

交換後はカウンターをリ

セットする。 

  

スピンドル 3:メンテナ

ンス マガジン チュー

ブ 2 

Fault No.: 640 マガジンチューブのメンテンナス

カウンタが上限に達しました。 

 

上限値は"スピンドルプログラミ

ング"メニューで設定できます。 

このカウンタはレシーバーサイク

ル中の送給によって増加します。 

スピンドル 4:マガジンチ

ューブ 2 のメンテナンス

カウンタをリセットする。 

必要に応じて交換する。 

交換後はカウンターをリ

セットする。 

  

スピンドル 4:メンテナ

ンス マガジン チュー

ブ 2 
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Fault No.: 641 マガジンチューブのメンテンナス

カウンタが上限に達しました。 

上限値は"スピンドルプログラミ

ング"メニューで設定できます。 

このカウンタはレシーバーサイク

ル中の送給によって増加します。 

スピンドル 3:セパレーシ

ョンのメンテナンスカウ

ンタをリセットする。 

必要に応じて交換する。 

交換後はカウンターをリ

セットする。 

  

スピンドル 1:メンテナ

ンス デバイダ後部の

マガジン チューブ 

Fault No.: 642 マガジンチューブのメンテンナス

カウンタが上限に達しました。 

上限値は"スピンドルプログラミ

ング"メニューで設定できます。 

このカウンタはレシーバーサイク

ル中の送給によって増加します。 

スピンドル 2:セパレーシ

ョンのメンテナンスカウ

ンタをリセットする。 

必要に応じて交換する。 

交換後はカウンターをリ

セットする。 

  

スピンドル 2:メンテナ

ンス デバイダ後部の

マガジン チューブ 

Fault No.: 643 マガジンチューブのメンテンナス

カウンタが上限に達しました。 

上限値は"スピンドルプログラミ

ング"メニューで設定できます。 

このカウンタはレシーバーサイク

ル中の送給によって増加します。 

スピンドル 3:セパレーシ

ョンのメンテナンスカウ

ンタをリセットする。 

必要に応じて交換する。 

交換後はカウンターをリ

セットする。 

  

スピンドル 3:メンテナ

ンス デバイダ後部の

マガジン チューブ 

Fault No.: 644 マガジンチューブのメンテンナス

カウンタが上限に達しました。 

上限値は"スピンドルプログラミ

ング"メニューで設定できます。 

このカウンタはレシーバーサイク

ル中の送給によって増加します。 

スピンドル 4:セパレーシ

ョンのメンテナンスカウ

ンタをリセットする。 

必要に応じて交換する。 

交換後はカウンターをリ

セットする。 

  

スピンドル 4:メンテナ

ンス デバイダ後部の

マガジン チューブ 

Fault No.: 645 破損したダイを確認してください ダイが破損していないか

確認。 

 

 

  

プロセス:基準1は許容

範囲のしきい値を超え

ました 

Fault No.: 646 充填プロセスを開始することがで

きません。 

リベット送給プロセスを

開始する。 

  

DDC:マガジン ロック

が開かれていません 

Fault No.: 647 エアスプリングを確立できません

でした。 

エアースプリングを格納

する。 

 

 

  

DDC: マガジン ロック

が閉じていません 



 

 87 

ｺｰﾄﾞﾒｯｾｰｼﾞ 状態 / 詳細 対処方法 ①  ②  

Fault No.: 648 マガジンスライド 1 はマガジン位

置に到達しています 

マガジン到達位置のスイ

ッチが ONか確認する。 

 

 

  

DDC: マガジン スライ

ド 1 はマガジン位置に

到達 

Fault No.: 649 レシーバーのリベットを確認し、

取り除きます。 

リベットマガジンでは、レシーバ

ー位置は、レシーバーのフィード

チューブ取付位置に対応します。 

レシーバからリベットを

取り除く。 

マガジンスライド位置は

レシーバ位置と同じ位置

に調整する。 

  

DDC:マガジン スライ

ド 1 はレシーバー位置

に到達 

Fault No.: 650 マガジンスライド 2 はマガジン位

置に到達しています 

マガジン到達位置のスイ

ッチが ONか確認する。 

 

 

  

DDC:マガジン スライ

ド 2 はマガジン位置に

到達 

Fault No.: 651 レシーバーのリベットを確認し、

取り除きます。 

リベットマガジンでは、レシーバ

ー位置は、レシーバーのフィード

チューブ取付位置に対応します。 

レシーバからリベットを

取り除く、リベット記憶を

全て無しに設定する。 

マガジンスライド位置は

レシーバの位置と同じ位

置に調整する。 

  

DDC:マガジン スライ

ド 2 はレシーバー位置

に到達 

Fault No.: 652 リベットは、マガジンによって供

給されているが、スピンドルで認

識できません。 

スピンドル側の近接セン

サを交換する。 

エア未接続か、エア圧不

足。 

  

DDC:レシーバーの中の

リベットが認識出来ま

せんでした 

Fault No.: 654 測定アンプとの通信時にエラーは

発生しました。 

再度フォースコレクションの登録

をして下さい 

フォースコレクションを

再設定する。 

 

 

  

フォースコレクショ

ン:通信異常 

Fault No.: 655 スピンドルは、調整された最大の

力を超えています。 

測定された力は、フォースコレク

ション曲線により補正しました。 

フォースコレクションを

再設定する。 

 

 

 

 

 

  

DDC:最大値を修正しま

した(フォースコレク

ション) 
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Fault No.: 662 破損したダイを確認してください ダイが破損してないか確

認する。 

ダイを交換する。 

  

プロセス:基準2は許容

範囲を外れています 

Fault No.: 663 ダイチェンジャーの接続を認識で

きません。 

ダイチェンジャーの接続

状態を確認する。 

システムを再起動する。 

ダイチェンジャーの接続

ケーブルを交換する。 

コントロールボックスを

交換する。 

  

フィーダー:ダイ チェ

ンジャーは接続されて

いません 

Fault No.: 664 ダイチェンジャーを認識できませ

ん。 

通信が中断されました。 

フィーダとダイチェンジ

ャ間で接続状態を確認す

る。 

フィーダまたはダイチェ

ンジャの内部光ケーブル

の状態を確認する。 

ダイチェンジャに電源供

給があるか確認する。 

ダイチェンジャのヒュー

ズを確認する。 

  

フィーダー:ダイ チェ

ンジャーとの通信異常 

Fault No.: 665 ダイの配置状態が不明です。 

ロボットの移動が許可されていま

せん。 

ダイチェンジャーの衝突の可能

性。 

エア未接続またはエア圧

不足。 

ステーションの機械的に

動作が悪いもしくは、汚れ

を清掃する。 

ソレノイドバルブを交換

する。 

近接センサの位置調整も

しくは交換する。 

  

ダイ チェンジャー:ス

テーションが閉じてい

ません 

Fault No.: 666 ダイの配置状態が不明です。 

ロボットの移動が許可されていま

せん。 

ダイチェンジャーの衝突の可能

性。 

エア未接続またはエア圧

不足。 

ソレノイドバルブを交換

する。 

近接センサの位置調整も

しくは交換する。 

  

ダイ チェンジャー:ス

テーションが開いてい

ません 
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Fault No.: 667 選択したダイの位置にダイが存在

します。 

選択したダイ位置に他の

ダイがある場合、取り除

く。 

ダイの位置を確認して下

さい。 

ダイチェンジャの近接セ

ンサが ON状態、もしくは

交換する。 

  

ダイ チェンジャー:選

択したダイの位置が占

有されています 

Fault No.: 668 選択したダイの位置にダイは存在

しません。 

選択したダイ位置に他の

ダイがある場合、取り除

く。 

ダイの位置を確認して下

さい。 

ダイチェンジャの近接セ

ンサが ON状態、もしくは

交換する。 

  

ダイ チェンジャー:選

択されたダイの位置が

空いています 

Fault No.: 669 選択したダイの位置番号が指定範

囲内にありません。 

カスタマーインターフェ

ースから誤ったダイ位置

が選択されています。 

 

選択したダイ位置とロボ

ットの位置を修正する。 

  

ダイ チェンジャー:選

択したダイの位置が範

囲外です 

 

Fault No.: 670 選択した範囲にダイがありませ

ん。 

カスタマーインターフェ

ースから誤ったダイ位置

が選択されています。 

 

選択したダイ位置とロボ

ットの位置を修正する。 

  

ダイ チェンジャー:選

択した位置にダイがあ

りません 

Fault No.: 671 認識したダイをピックアップでき

ません。 

ダイを認識する近接セン

サを交換する。 

カスタマーインターフェ

ースから誤ったダイ位置

が選択されています。 

選択したダイ位置とロボ

ットの位置を確認する。 

  

ダイ チェンジャー:ダ

イをピックアップでき

ません 
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Fault No.: 672 ハードウェアの検出（X4）信号が

認識できません。 

接続しているコードプラ

グ(X4)の接続状態を確認

する。 

 

  

ダイ チェンジャー:コ

ードプラグが接続され

ていません 

Fault No.: 679 ユニットはチェンジサイクルが時

間内に正常に終了しなかったこと

を検出しました。 

CPU と構成機器間でソフ

トウェア非互換が発生し

ている。 

サービスに連絡して下さ

い。 

  

ダイ チェンジャー プ

ロセス:サイクル タイ

ムアウト 

 

Fault No.: 680 ダイチェンジサイクルの終了時

に、ピックアップダイの数を決定

しますが有効な番号が検出されま

せんでした。 

CPU と構成機器間でソフ

トウェア非互換が発生し

ている。 

サービスに連絡して下さ

い。 

  

ダイ チェンジャー プ

ロセス:有効なダイの

番号は検出されません

でした 

Fault No.: 681 ピックアップダイ数が選択された

プログラムと一致しません。 

選択したダイはプログラ

ムで指定したものと違う

ダイです。 

間違ったダイ割り当てが

選択されたか最後のダイ

変更後から更新されてい

ない。 

  

プロセス:不適切なダ

イの割り当て 

Fault No.: 682 接続されているスピンドルのフォ

ースコレクションデータは、以前

に接続されたスピンドルのデータ

と一致していません。 

状態を確認の上 フォースコレク

ションを登録してください 

新しいフォースコレクシ

ョンを登録した ERT が接

続されましたので、フォー

スコレクションを書き換

える。 

 

  

フォース コレクショ

ン:データが一致しま

せん 

Fault No.: 683 フォースコレクションプロセス中

に SIC は DDC に不明なコマンドを

送りました。 

SICと DDCのソフトウェア

がアンマッチです。(SIC

か DDC のソフトウェアの

どちらかが古いです) 

サービスに連絡して下さ

い。 

 

  

フォース コレクショ

ン:SIC コマンドは DDC

ではサポートしていま

せん 
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Fault No.: 684 DDC が時間内に応答しなかったた

め、フォースコレクション処理中

にタイムアウトが SIC で発生しま

した。 

サービスに連絡して下さ

い。 

 

 

  

フォース コレクショ

ン:DDC タイムアウト 

Fault No.: 685 SIC のフォースコレクション処理

実行時にエラーが発生しました。 

サービスに連絡して下さ

い。 

 

 

  

フォース コレクショ

ン:SIC ランタイム エ

ラー 

Fault No.: 686 SIC とカスタマーインターフェー

ス間に通信障害があります。 

サービスに連絡して下さ

い。 

 

  

SIC:CANBUS タイムア

ウト 

Fault No.: 688 スピンドル機能が有効なため、要

求されたモードが実行できませ

ん。 

サービスに連絡して下さ

い。 

 

  

SIC:Aches シーケンス

モード 

Fault No.: 689 以下のモードが有効なため、要求

されたスピンドル機能は実行でき

ません。 

サービスに連絡して下さ

い。 

  

SIC:スピンドルが機能

できません 

Fault No.: 690 モードの実行前に、軸を参照する

必要があります。 

サービスに連絡して下さ

い。 

 

  

SIC:シーケンス モー

ドでは動作出来ません 

Fault No.: 695 接続中の利用可能なスピンドルが

ないため有効な調整値はありませ

ん。 

アジャストドライブは、スピンド

ルを取り外す前に実行してくださ

い。 

アジャストドライブを実

施とアジャストドライブ

の結果を登録する。 

 

 

  

SIC:アジャストドライ

ブが必要です 

Fault No.: 699 RAM モジュールの初期化を実行し

ましたが正しく完了していない

為、接続したハードウェアおよび

ソフトウェアに準拠していませ

ん。 

 

DIP スイッチの 2 番を ON

させ再度初期化を実行す

る。 

CPUまたは RAMモジュール

を交換する。 

 

 

 

  

セントラル CPU:RAM モ

ジュールの初期化が正

しくありません 
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Fault No.: 700 有効なレシーバー位置に"パンチ"

が達していません 

近接センサの位置が正し

くないもしくは、交換す

る。 

レシーバスライドにリベ

ットが詰まっているか確

認し取り除く。 

ソレノイドバルブを交換

する。 

  

フィーダマスター:レ

シーバー位置にパンチ

が到達していません 

Fault No.: 701 有効なレシーバー位置に"パンチ"

が達していません 

近接センサの位置が正し

くないもしくは、交換す

る。 

レシーバスライドにリベ

ットが詰まっているか確

認し取り除く。 

ソレノイドバルブを交換

する。 

 

  

フィーダスレーブ 1:レ

シーバー位置にパンチ

が到達していません 

Fault No.: 702 有効なレシーバー位置に"パンチ"

が達していません 

近接センサの位置が正し

くないもしくは、交換す

る。 

レシーバスライドにリベ

ットが詰まっているか確

認し取り除く。 

ソレノイドバルブを交換

する。 

 

  

フィーダスレーブ 2:レ

シーバー位置にパンチ

が到達していません 

Fault No.: 703 有効なレシーバー位置に"パンチ"

が達していません 

近接センサの位置が正し

くないもしくは、交換す

る。 

レシーバスライドにリベ

ットが詰まっているか確

認し取り除く。 

ソレノイドバルブを交換

する。 

 

  

フィーダスレーブ 3:レ

シーバー位置にパンチ

が到達していません 
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Fault No.: 704 有効なレシーバー位置に"チュー

ブ"が達していません 

近接センサの位置が正し

くないもしくは、交換す

る。 

レシーバスライドにリベ

ットが詰まっているか確

認し取り除く。 

ソレノイドバルブを交換

する。 

  

フィーダマスター:レ

シーバー位置にチュー

ブが到達していません 

Fault No.: 705 有効なレシーバー位置に"チュー

ブ"が達していません 

近接センサの位置が正し

くないもしくは、交換す

る。 

レシーバスライドにリベ

ットが詰まっているか確

認し取り除く。 

ソレノイドバルブを交換

する。 

 

  

フィーダスレーブ 1:レ

シーバー位置にチュー

ブが到達していません 

Fault No.: 706 有効なレシーバー位置に"チュー

ブ"が達していません 

近接センサの位置が正し

くないもしくは、交換す

る。 

レシーバスライドにリベ

ットが詰まっているか確

認し取り除く。 

ソレノイドバルブを交換

する。 

  

フィーダスレーブ 2:レ

シーバー位置にチュー

ブが到達していません 

Fault No.: 707 有効なレシーバー位置に"パンチ"

が達していません 

近接センサの位置が正し

くないもしくは、交換す

る。 

レシーバスライドにリベ

ットが詰まっているか確

認し取り除く。 

ソレノイドバルブを交換

する。 

 

 

  

フィーダスレーブ 3:レ

シーバー位置にパンチ

が到達していません 



 

 94 

ｺｰﾄﾞﾒｯｾｰｼﾞ 状態 / 詳細 対処方法 ①  ②  

Fault No.: 764 拡張ジョイングポイントの数とリ

ベット IDによって、プログラム選

択を使用した拡張部分に属性を持

つプログラム（例えば、シリーズ、

タイプ...）だけでなく、隠された

（ワイルドカード）状態に設定が

あります。 

 

定義： 

属性（例えば、シリーズ、タイ

プ...）一般的に隠されている（ワ

イルドカード - NULL）は、この属

性のすべての既存のバリアントの

リベットプログラムが存在しなけ

ればなりません。 

注意： 

"ステータスカスタマー・インター

フェイス"メニューでユーザーは、

障害が発生したとして、適用され

たプログラム No.を確認すること

ができます。 

サービスに連絡して下さ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

作成したリベットIDの

認識が間違っています 

Fault No.: 765 スクラップ回収容器のカウンタが

限界値に達しています。 

リミットは内部で 1000にセットし

固定されています。 

このカウンタは、リベットサイク

ル毎に増加します。 

スクラップ回収容器のス

クラップを空にする。 

 

 

 

 

  

スピンドル:スクラッ

プ回収容器が満杯です 

Fault No.: 766 このエントリは、エラーメモリ内

の"アウトレット"のメンテナンス

カウンタの消去について説明しま

す。 

注意： 

エラー履歴には残りますがエラー

として表示、システムの停止はし

ません。 

メンテナンスカウンタ消

去時の履歴としてエラー

履歴にのみ残る。 

 

 

 

 

 

  

メンテナンスカウンタ

ー:アウトレット消去 
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Fault No.: 767 ダイメンテナンスカウンタの上限

に達していました。 

上限値は"アウトレットプログラ

ミング"画面で設定することがで

きます。 

このカウンタはリベットサイクル

毎に増加します。 

設定したダイのメンテナ

ンスカウンタが設定に対

し上限値に達しました。 

ダイの交換またはメンテ

ナンスを実施する。 

 

 

  

ダイチェンジャー:ダ

イのメンテナンスが必

要です 

Warning No.: 900 マガジンチューブのメンテンナス

カウンタが上限に達しました。 

上限値は"スピンドルプログラミ

ング"メニューで設定できます。 

このカウンタはレシーバーサイク

ル中の送給によって増加します。 

設定したメンテナンスカ

ウンタのカウントアップ

に到達した為、スピンドル

1 のマガジン チューブを

交換する。 

メンテナンスカウンタを

リセットする。 

  

スピンドル 1:メンテナ

ンス レベル 1 マガジ

ン チューブ 1 

Warning No.: 901 マガジンチューブのメンテンナス

カウンタが上限に達しました。 

上限値は"スピンドルプログラミ

ング"メニューで設定できます。 

このカウンタはレシーバーサイク

ル中の送給によって増加します。 

設定したメンテナンスカ

ウンタのカウントアップ

に到達した為、スピンドル

2 のマガジン チューブを

交換する。 

メンテナンスカウンタを

リセットする。 

  

スピンドル 2:メンテナ

ンス レベル 1 マガジ

ン チューブ 1 

Warning No.: 902 マガジンチューブのメンテンナス

カウンタが上限に達しました。 

上限値は"スピンドルプログラミ

ング"メニューで設定できます。 

このカウンタはレシーバーサイク

ル中の送給によって増加します。 

設定したメンテナンスカ

ウンタのカウントアップ

に到達した為、スピンドル

3 のマガジン チューブを

交換する。 

メンテナンスカウンタを

リセットする。 

  

スピンドル 3:メンテナ

ンス レベル 1 マガジ

ン チューブ 1 

Warning No.: 903 マガジンチューブのメンテンナス

カウンタが上限に達しました。 

上限値は"スピンドルプログラミ

ング"メニューで設定できます。 

このカウンタはレシーバーサイク

ル中の送給によって増加します。 

設定したメンテナンスカ

ウンタのカウントアップ

に到達した為、スピンドル

4 のマガジン チューブを

交換する。 

メンテナンスカウンタを

リセットする。 

  

スピンドル 4:メンテナ

ンス レベル 1 マガジ

ン チューブ 1 
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Warning No.: 904 マガジンチューブのメンテンナス

カウンタが上限に達しました。 

 

上限値は"スピンドルプログラミ

ング"メニューで設定できます。 

このカウンタはレシーバーサイク

ル中の送給によって増加します。 

設定したメンテナンスカ

ウンタのカウントアップ

に到達した為、スピンドル

1のマガジンチューブ 2を

交換する。 

メンテナンスカウンタを

リセットする。 

  

スピンドル 1:メンテナ

ンス レベル 1 マガジ

ン チューブ 2 

Warning No.: 905 マガジンチューブのメンテンナス

カウンタが上限に達しました。 

 

上限値は"スピンドルプログラミ

ング"メニューで設定できます。 

このカウンタはレシーバーサイク

ル中の送給によって増加します。 

設定したメンテナンスカ

ウンタのカウントアップ

に到達した為、スピンドル

2のマガジンチューブ 2を

交換する。 

メンテナンスカウンタを

リセットする。 

  

スピンドル 2:メンテナ

ンス レベル 1 マガジ

ン チューブ 2 

Warning No.: 906 マガジンチューブのメンテンナス

カウンタが上限に達しました。 

 

上限値は"スピンドルプログラミ

ング"メニューで設定できます。 

このカウンタはレシーバーサイク

ル中の送給によって増加します。 

設定したメンテナンスカ

ウンタのカウントアップ

に到達した為、スピンドル

3のマガジンチューブ 2を

交換する。 

メンテナンスカウンタを

リセットする。 

  

スピンドル 3:メンテナ

ンス レベル 1 マガジ

ン チューブ 2 

Warning No.: 907 マガジンチューブのメンテンナス

カウンタが上限に達しました。 

 

上限値は"スピンドルプログラミ

ング"メニューで設定できます。 

このカウンタはレシーバーサイク

ル中の送給によって増加します。 

設定したメンテナンスカ

ウンタのカウントアップ

に到達した為、スピンドル

4のマガジンチューブ 2を

交換する。 

メンテナンスカウンタを

リセットする。 

  

スピンドル 4:メンテナ

ンス レベル 1 マガジ

ン チューブ 2 

Warning No.: 908 マガジンチューブのメンテンナス

カウンタが上限に達しました。 

 

上限値は"スピンドルプログラミ

ング"メニューで設定できます。 

このカウンタはレシーバーサイク

ル中の送給によって増加します。 

設定したメンテナンスカ

ウンタのカウントアップ

に到達した為、スピンドル

1 のデバイダ後部のマガ

ジンチューブを交換する。 

メンテナンスカウンタを

リセットする。 

  

スピンドル 1:メンテナ

ンス レベル 1 デバイ

ダ後部のマガジン チ

ューブ 
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Warning No.: 909 マガジンチューブのメンテンナス

カウンタが上限に達しました。 

 

上限値は"スピンドルプログラミ

ング"メニューで設定できます。 

このカウンタはレシーバーサイク

ル中の送給によって増加します。 

設定したメンテナンスカ

ウンタのカウントアップ

に到達した為、スピンドル

2 のデバイダ後部のマガ

ジン チューブを交換す

る。 

 

メンテナンスカウンタを

リセットする。 

  

スピンドル 2:メンテナ

ンス レベル 1 デバイ

ダ後部のマガジン チ

ューブ 

Warning No.: 910 マガジンチューブのメンテンナス

カウンタが上限に達しました。 

 

上限値は"スピンドルプログラミ

ング"メニューで設定できます。 

このカウンタはレシーバーサイク

ル中の送給によって増加します。 

設定したメンテナンスカ

ウンタのカウントアップ

に到達した為、スピンドル

3 のデバイダ後部のマガ

ジン チューブを交換す

る。 

 

メンテナンスカウンタを

リセットする。 

  

スピンドル 3:メンテナ

ンス レベル 1 デバイ

ダ後部のマガジン チ

ューブ 

Warning No.: 911 マガジンチューブのメンテンナス

カウンタが上限に達しました。 

 

上限値は"スピンドルプログラミ

ング"メニューで設定できます。 

このカウンタはレシーバーサイク

ル中の送給によって増加します。 

設定したメンテナンスカ

ウンタのカウントアップ

に到達した為、スピンドル

4 のデバイダ後部のマガ

ジン チューブを交換す

る。 

 

メンテナンスカウンタを

リセットする。 

  

スピンドル 4:メンテナ

ンス レベル 1 デバイ

ダ後部のマガジン チ

ューブ 

Warning No.: 912 マガジンチューブのメンテンナス

カウンタが上限に達しました。 

 

上限値は"スピンドルプログラミ

ング"メニューで設定できます。 

このカウンタはレシーバーサイク

ル中の送給によって増加します。 

設定したメンテナンスカ

ウンタのカウントアップ

に到達した為、スピンドル

1 のマガジン チューブを

交換する。 

 

メンテナンスカウンタを

リセットする。 

  

スピンドル 1:メンテナ

ンス レベル 2 マガジ

ン チューブ 1 
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Warning No.: 913 マガジンチューブのメンテンナス

カウンタが上限に達しました。 

上限値は"スピンドルプログラミ

ング"メニューで設定できます。 

このカウンタはレシーバーサイク

ル中の送給によって増加します。 

設定したメンテナンスカ

ウンタのカウントアップ

に到達した為、スピンドル

2 のマガジン チューブを

交換する。 

メンテナンスカウンタを

リセットする。 

  

スピンドル 2:メンテナ

ンス レベル 2 マガジ

ン チューブ 1 

Warning No.: 914 マガジンチューブのメンテンナス

カウンタが上限に達しました。 

上限値は"スピンドルプログラミ

ング"メニューで設定できます。 

このカウンタはレシーバーサイク

ル中の送給によって増加します。 

設定したメンテナンスカ

ウンタのカウントアップ

に到達した為、スピンドル

3 のマガジン チューブを

交換する。 

メンテナンスカウンタを

リセットする。 

  

スピンドル 3:メンテナ

ンス レベル 2 マガジ

ン チューブ 1 

Warning No.: 915 マガジンチューブのメンテンナス

カウンタが上限に達しました。 

上限値は"スピンドルプログラミ

ング"メニューで設定できます。 

このカウンタはレシーバーサイク

ル中の送給によって増加します。 

設定したメンテナンスカ

ウンタのカウントアップ

に到達した為、スピンドル

4 のマガジン チューブを

交換する。 

メンテナンスカウンタを

リセットする。 

  

スピンドル 4:メンテナ

ンス レベル 2 マガジ

ン チューブ 1 

Warning No.: 916 マガジンチューブのメンテンナス

カウンタが上限に達しました。 

上限値は"スピンドルプログラミ

ング"メニューで設定できます。 

このカウンタはレシーバーサイク

ル中の送給によって増加します。 

設定したメンテナンスカ

ウンタのカウントアップ

に到達した為、スピンドル

1 のマガジン チューブ 2

を交換する。 

メンテナンスカウンタを

リセットする。 

  

スピンドル 1:メンテナ

ンス レベル 2 マガジ

ン チューブ 2 

Warning No.: 917 マガジンチューブのメンテンナス

カウンタが上限に達しました。 

上限値は"スピンドルプログラミ

ング"メニューで設定できます。 

このカウンタはレシーバーサイク

ル中の送給によって増加します。 

設定したメンテナンスカ

ウンタのカウントアップ

に到達した為、スピンドル

2 のマガジン チューブ 2

を交換する。 

メンテナンスカウンタを

リセットする。 

  

スピンドル 2:メンテナ

ンス レベル 2 マガジ

ン チューブ 2 
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Warning No.: 918 マガジンチューブのメンテンナス

カウンタが上限に達しました。 

上限値は"スピンドルプログラミ

ング"メニューで設定できます。 

 

このカウンタはレシーバーサイク

ル中の送給によって増加します。 

設定したメンテナンスカ

ウンタのカウントアップ

に到達した為、スピンドル

3 のマガジン チューブ 2

を交換する。 

 

メンテナンスカウンタを

リセットする。 

  

スピンドル 3:メンテナ

ンス レベル 2 マガジ

ン チューブ 2 

Warning No.: 919 マガジンチューブのメンテンナス

カウンタが上限に達しました。 

上限値は"スピンドルプログラミ

ング"メニューで設定できます。 

 

このカウンタはレシーバーサイク

ル中の送給によって増加します。 

設定したメンテナンスカ

ウンタのカウントアップ

に到達した為、スピンドル

4 のマガジン チューブ 2

を交換する。 

 

メンテナンスカウンタを

リセットする。 

  

スピンドル 4:メンテナ

ンス レベル 2 マガジ

ン チューブ 2 

Warning No.: 920 マガジンチューブのメンテンナス

カウンタが上限に達しました。 

上限値は"スピンドルプログラミ

ング"メニューで設定できます。 

 

このカウンタはレシーバーサイク

ル中の送給によって増加します。 

設定したメンテナンスカ

ウンタのカウントアップ

に到達した為、スピンドル

1 のデバイダ後部のマガ

ジン チューブを交換す

る。 

 

メンテナンスカウンタを

リセットする。 

  

スピンドル 1:メンテナ

ンス レベル 2 マガジ

ン デバイダ後部のマ

ガジン チューブ 

Warning No.: 921 マガジンチューブのメンテンナス

カウンタが上限に達しました。 

上限値は"スピンドルプログラミ

ング"メニューで設定できます。 

 

このカウンタはレシーバーサイク

ル中の送給によって増加します。 

設定したメンテナンスカ

ウンタのカウントアップ

に到達した為、スピンドル

1 のデバイダ後部のマガ

ジン チューブを交換す

る。 

 

メンテナンスカウンタを

リセットする。 

 

  

スピンドル 2:メンテナ

ンス レベル 2 マガジ

ン デバイダ後部のマ

ガジン チューブ 
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Warning No.: 922 マガジンチューブのメンテンナス

カウンタが上限に達しました。 

上限値は"スピンドルプログラミ

ング"メニューで設定できます。 

このカウンタはレシーバーサイク

ル中の送給によって増加します。 

設定したメンテナンスカ

ウンタのカウントアップ

に到達した為、スピンドル

3 のデバイダ後部のマガ

ジン チューブを交換す

る。 

メンテナンスカウンタを

リセットする。 

  

スピンドル 3:メンテナ

ンス レベル 2 マガジ

ン デバイダ後部のマ

ガジン チューブ 

Warning No.: 923 マガジンチューブのメンテンナス

カウンタが上限に達しました。 

上限値は"スピンドルプログラミ

ング"メニューで設定できます。 

このカウンタはレシーバーサイク

ル中の送給によって増加します。 

設定したメンテナンスカ

ウンタのカウントアップ

に到達した為、スピンドル

4 のデバイダ後部のマガ

ジン チューブを交換す

る。 

メンテナンスカウンタを

リセットする。 

  

スピンドル 4:メンテナ

ンス レベル 2 マガジ

ン デバイダ後部のマ

ガジン チューブ 

Warning No.: 924 スクラップ回収容器のカウンタが

限界値に達しています。 

リミットは内部で 750 に設定され

固定されています。 

このカウンタはリベットサイクル

毎に増加します。 

スクラップ回収容器のス

クラップを廃棄する。 

カウンタをリセットする。 

 

 

  

スピンドル:スクラッ

プ回収容器が満杯です 

Warning No.: 925 リアルタイムクロックの設定日付

が過去に使用されています。 

正しい日付と時刻を設定してくだ

さい。 

現在の時刻より日付と時

刻が過去となっている為、

システム設定から日付と

時刻の設定を行ってくだ

さい。 

  

ERC:セントラル CPU の

リアルタイムクロック

は日付を無効にする必

要があります 

Warning No.: 926 NPL データを送信することができ

ません。 

接続パラメータが無効またはサー

バーが使用できません。 

最も古いデータは、最終的に消去

されます。 

サービスに連絡してくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

  

NPL:NPLデータ未送信 
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ｺｰﾄﾞﾒｯｾｰｼﾞ 状態 / 詳細 対処方法 ①  ②  

Warning No.: 927 ダイのメンテナンスカウンタが上

限に達しています。 

上限値は"アウトレットプログラ

ミング"画面で設定することがで

きます。 

このカウンタはリベットサイクル

毎に増加されます。 

設定したメンテナンスカ

ウンタのカウントアップ

に到達した為、ダイチェン

ジャーのダイ 1 を交換す

る。 

メンテナンスカウンタを

リセットする。 

  

ダイチェンジャー:メ

ンテナンス レベル 1 

ダイ 1が必要です 

Warning No.: 928 ダイのメンテナンスカウンタが上

限に達しています。 

上限値は"アウトレットプログラ

ミング"画面で設定することがで

きます。 

このカウンタはリベットサイクル

毎に増加されます。 

設定したメンテナンスカ

ウンタのカウントアップ

に到達した為、ダイチェン

ジャーのダイ 1 を交換す

る。 

メンテナンスカウンタを

リセットする。 

  

ダイチェンジャー:メ

ンテナンス レベル 2 

ダイ 1が必要です 

Warning No.: 929 ダイのメンテナンスカウンタが上

限に達しています。 

上限値は"アウトレットプログラ

ミング"画面で設定することがで

きます。 

このカウンタはリベットサイクル

毎に増加されます。 

設定したメンテナンスカ

ウンタのカウントアップ

に到達した為、ダイチェン

ジャーのダイ 2 を交換す

る。 

メンテナンスカウンタを

リセットする。 

  

ダイチェンジャー:メ

ンテナンス レベル 1 

ダイ 2が必要です 

Warning No.: 930 ダイのメンテナンスカウンタが上

限に達しています。 

上限値は"アウトレットプログラ

ミング"画面で設定することがで

きます。 

このカウンタはリベットサイクル

毎に増加されます。 

設定したメンテナンスカ

ウンタのカウントアップ

に到達した為、ダイチェン

ジャーのダイ 2 を交換す

る。 

メンテナンスカウンタを

リセットする。 

  

ダイチェンジャー:メ

ンテナンス レベル 2 

ダイ 2が必要です 

Warning No.: 931 ダイのメンテナンスカウンタが上

限に達しています。 

上限値は"アウトレットプログラ

ミング"画面で設定することがで

きます。 

このカウンタはリベットサイクル

毎に増加されます。 

設定したメンテナンスカ

ウンタのカウントアップ

に到達した為、ダイチェン

ジャーのダイ 3 を交換す

る。 

メンテナンスカウンタを

リセットする。 

  

ダイチェンジャー:メ

ンテナンス レベル 1 

ダイ 3が必要です 
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Warning No.: 932 ダイのメンテナンスカウンタが上

限に達しています。 

上限値は"アウトレットプログラ

ミング"画面で設定することがで

きます。 

このカウンタはリベットサイクル

毎に増加されます。 

設定したメンテナンスカ

ウンタのカウントアップ

に到達した為、ダイチェン

ジャーのダイ 3 を交換す

る。 

メンテナンスカウンタを

リセットする。 

  

ダイチェンジャー:メ

ンテナンス レベル 2 

ダイ 3が必要です 

Warning No.: 933 ダイのメンテナンスカウンタが上

限に達しています。 

上限値は"アウトレットプログラ

ミング"画面で設定することがで

きます。 

このカウンタはリベットサイクル

毎に増加されます。 

設定したメンテナンスカ

ウンタのカウントアップ

に到達した為、ダイチェン

ジャーのダイ 4 を交換す

る。 

メンテナンスカウンタを

リセットする。 

  

ダイチェンジャー:メ

ンテナンス レベル 1 

ダイ 4が必要です 

Warning No.: 934 ダイのメンテナンスカウンタが上

限に達しています。 

上限値は"アウトレットプログラ

ミング"画面で設定することがで

きます。 

このカウンタはリベットサイクル

毎に増加されます。 

設定したメンテナンスカ

ウンタのカウントアップ

に到達した為、ダイチェン

ジャーのダイ 4 を交換す

る。 

メンテナンスカウンタを

リセットする。 

  

ダイチェンジャー:メ

ンテナンス レベル 2 

ダイ 4が必要です 

Warning No.: 935 ダイのメンテナンスカウンタが上

限に達しています。 

上限値は"アウトレットプログラ

ミング"画面で設定することがで

きます。 

このカウンタはリベットサイクル

毎に増加されます。 

設定したメンテナンスカ

ウンタのカウントアップ

に到達した為、ダイチェン

ジャーのダイ 5 を交換す

る。 

メンテナンスカウンタを

リセットする。 

  

ダイチェンジャー:メ

ンテナンス レベル 1 

ダイ 5が必要です 

Warning No.: 936 ダイのメンテナンスカウンタが上

限に達しています。 

上限値は"アウトレットプログラ

ミング"画面で設定することがで

きます。 

このカウンタはリベットサイクル

毎に増加されます。 

設定したメンテナンスカ

ウンタのカウントアップ

に到達した為、ダイチェン

ジャーのダイ 5 を交換す

る。 

メンテナンスカウンタを

リセットする。 

  

ダイチェンジャー:メ

ンテナンス レベル 1 

ダイ 5が必要です 
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Warning No.: 937 ダイのメンテナンスカウンタが上

限に達しています。 

上限値は"アウトレットプログラ

ミング"画面で設定することがで

きます。 

このカウンタはリベットサイクル

毎に増加されます。 

設定したメンテナンスカ

ウンタのカウントアップ

に到達した為、ダイチェン

ジャーのダイ 6 を交換す

る。 

メンテナンスカウンタを

リセットする。 

  

ダイチェンジャー:メ

ンテナンス レベル 1 

ダイ 6 が必要です 

Warning No.: 938 ダイのメンテナンスカウンタが上

限に達しています。 

上限値は"アウトレットプログラ

ミング"画面で設定することがで

きます。 

このカウンタはリベットサイクル

毎に増加されます。 

設定したメンテナンスカ

ウンタのカウントアップ

に到達した為、ダイチェン

ジャーのダイ 6 を交換す

る。 

メンテナンスカウンタを

リセットする。 

  

ダイチェンジャー:メ

ンテナンス レベル 2 

ダイ 6が必要です 

Warning No.: 939 ダイのメンテナンスカウンタが上

限に達しています。 

上限値は"アウトレットプログラ

ミング"画面で設定することがで

きます。 

このカウンタはリベットサイクル

毎に増加されます。 

設定したメンテナンスカ

ウンタのカウントアップ

に到達した為、ダイチェン

ジャーのダイ 7 を交換す

る。 

メンテナンスカウンタを

リセットする。 

  

ダイチェンジャー:メ

ンテナンス レベル 1 

ダイ 7が必要です 

Warning No.: 940 ダイのメンテナンスカウンタが上

限に達しています。 

上限値は"アウトレットプログラ

ミング"画面で設定することがで

きます。 

このカウンタはリベットサイクル

毎に増加されます。 

設定したメンテナンスカ

ウンタのカウントアップ

に到達した為、ダイチェン

ジャーのダイ 7 を交換す

る。 

メンテナンスカウンタを

リセットする。 

  

ダイチェンジャー:メ

ンテナンス レベル 2 

ダイ 7が必要です 

Warning No.: 941 ダイのメンテナンスカウンタが上

限に達しています。 

上限値は"アウトレットプログラ

ミング"画面で設定することがで

きます。 

このカウンタはリベットサイクル

毎に増加されます。 

設定したメンテナンスカ

ウンタのカウントアップ

に到達した為、ダイチェン

ジャーのダイ 8 を交換す

る。 

メンテナンスカウンタを

リセットする。 

  

ダイチェンジャー:メ

ンテナンス レベル 1 

ダイ 8が必要です 
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Warning No.: 942 ダイのメンテナンスカウンタが上

限に達しています。 

上限値は"アウトレットプログラ

ミング"画面で設定することがで

きます。 

このカウンタはリベットサイクル

毎に増加されます。 

設定したメンテナンスカ

ウンタのカウントアップ

に到達した為、ダイチェン

ジャーのダイ 8 を交換す

る。 

メンテナンスカウンタを

リセットする。 

  

ダイチェンジャー:メ

ンテナンス レベル 2 

ダイ 8が必要です 

Warning No.: 943 ダイのメンテナンスカウンタが上

限に達しています。 

上限値は"アウトレットプログラ

ミング"画面で設定することがで

きます。 

このカウンタはリベットサイクル

毎に増加されます。 

設定したメンテナンスカ

ウンタのカウントアップ

に到達した為、ダイチェン

ジャーのダイ 9 を交換す

る。 

メンテナンスカウンタを

リセットする。 

  

ダイチェンジャー:メ

ンテナンス レベル 1 

ダイ 9が必要です 

Warning No.: 944 ダイのメンテナンスカウンタが上

限に達しています。 

上限値は"アウトレットプログラ

ミング"画面で設定することがで

きます。 

このカウンタはリベットサイクル

毎に増加されます。 

設定したメンテナンスカ

ウンタのカウントアップ

に到達した為、ダイチェン

ジャーのダイ 9 を交換す

る。 

メンテナンスカウンタを

リセットする。 

  

ダイチェンジャー:メ

ンテナンス レベル 2 

ダイ 9が必要です 

Warning No.: 945 ダイのメンテナンスカウンタが上

限に達しています。 

上限値は"アウトレットプログラ

ミング"画面で設定することがで

きます。 

このカウンタはリベットサイクル

毎に増加されます。 

設定したメンテナンスカ

ウンタのカウントアップ

に到達した為、ダイチェン

ジャーのダイ 10を交換す

る。 

メンテナンスカウンタを

リセットする。 

  

ダイチェンジャー:メ

ンテナンス レベル 1 

ダイ 10が必要です 

Warning No.: 946 ダイのメンテナンスカウンタが上

限に達しています。 

上限値は"アウトレットプログラ

ミング"画面で設定することがで

きます。 

このカウンタはリベットサイクル

毎に増加されます。 

設定したメンテナンスカ

ウンタのカウントアップ

に到達した為、ダイチェン

ジャーのダイ 10を交換す

る。 

メンテナンスカウンタを

リセットする。 

  

ダイチェンジャー:メ

ンテナンス レベル 2 

ダイ 10が必要です 



 

 105 

 


