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1 一般事項 

1.1 この取扱説明書に関する情報 

この取扱説明書には、装置の取り扱いに関する重要情報が記載されています。安

全のための助言と操作指示を全て守ることが安全な操作のための前提です。 

さらに、現地の事故防止規則や装置の応用分野に有効な一般的安全規則を順守し

なければなりません。 

何らかの操作をする前に、取扱説明書をよくお読みください。取扱説明書は製品

の一部です。適切な人が使用するため、装置のすぐ近くの利用しやすい場所に必

ず保管しておいてください。 

 
注! 

本書で使用される画像は一般的な理解を助けるものです。 

実際の機器の設計とは異なる場合があります。 

 

1.2 責任の制限 

この取扱説明書の指示と情報は、有効な基準と規則、最新技術のほか、長年に渡

る弊社の経験を考慮して全て編集されています。 

弊社では、以下に起因する損害については責任を負いません。 

◼ 取扱説明書を順守しなかった 

◼ 目的外の使用 

◼ 教育訓練を受けていない又は技能を伴わない人員による使用 

◼ 独断的は改造 

◼ 技術変更 

◼ 正規部品以外の使用 

特殊な仕様や設計の場合、本書でされている説明および規定とは異なる場合があ

ります。追加の注文オプションや最新の技術的な変更にはその内容が優先されま

す。 

供給契約において合意された責務は、供給者の一般的な条件および配送条件、な

らびに契約締結時の有効な法規に従います。 

機能改善や仕様強化のため、予告無く技術的修正や技術開発が製品に盛り込まれ

ることがあります。 
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1.3 記号の説明 

警告のための注意書き 

この取扱説明書の警告のための注意書きは、いくつかの記号で示されています。

注意書きは、危険の程度を表す警告の言葉で始まります。 

事故や人へのダメージ、施設の損傷を回避するため、注意書きを守って慎重に行

動してください。 

 

危険! 

取扱いを間違った場合に、使用者が死亡または重傷を負う

可能性が高い直ちに危険な状況を示します。 

 

 

警告! 

取扱いを間違った場合に、使用者が死亡または重症を負う

可能性がある危険な状況を示します。 

 

 

注意! 

取扱いを間違った場合に、使用者が軽傷を負う可能性があ

る危険な状況を示します。 

 

! 注意! 

取扱いを間違った場合に、機器の損傷を引き起こす可能性

がある危険な状況を示します。 

 

ヒントと推奨事項 

 
注! 

有益なヒントと推奨事項のほか、効率的にトラブル無く操作

するための情報を強調します。 

 

 

参照! 

システムを構成する他のユニットの個々のマニュアルや説明

書の参照を示します。 
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特別な安全のための助言 

特別な危険への注意を引くため、安全のための助言に関連しては次の記号が使用

されています。 

 

危険! 

電流による生命の危険! 

電流による危険な状況を示します。安全のための助言に従わな

ければ、大怪我や生命の危険につながることがあります。 

必要な操作は電気専門技術者でなければ行うことはできませ

ん。 

 

 

警告! 

手を負傷の警告! 

手が挟まれたり、引き込まれたり、怪我をする危険がある場所

や状況を示します。 

 

1.4 著作権の保護 

本書は著作権で保護されており、使用者の業務内および社内での利用のために提

供しています。 

本書の第三者への提供、本書の全体および一部のコピー、記載事項の利用および

他者への開示は、利用者の社内利用を目的とする場合のみ許諾されます。製造者

の書面による許可がある場合に限って、前記行為の社外への利用が許諾されます。 

以上のことが守られない場合は、損害賠償の対象となります。さらに大きな賠償

請求に発展する可能性もあることをご承知ください。 

1.5 交換部品 
 

 

警告! 

正規交換部品以外の使用による安全上のリスク! 

正規交換部品以外や不良交換部品の使用は、装置の安全性を損

ない、損傷、誤動作や重大な失敗を引き起こす可能性がありま

す。そのため、 

− 弊社が製造した正規交換部品のみを使用してください。 

 

交換部品は、正規販売店または弊社に直接注文する必要があります。 

連絡先に関しては、3 ページを参照してください。 
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1.6 保証 

この装置は部品および製造上の欠陥に対して 1 年間保証します。不適当な取扱いにより受け

た損害は含まれていません。 

 

保証は、欠陥のある部品の無償交換の責任を負います。付帯的・間接的な損害に対する責任

は除外されます。 

 

ユニットを無断で改造したことによる不具合は保証対象外となります。 故障して取り外した

部品は Tucker の代理店または直接販売店にお送りください。 

 

国外で発生するすべての保証に関しては、個々の国に特有の法則および規則にしたがって、

その地域における許可を得たポップリベット・ファスナー代表によって取り扱われます。対

応する連絡先の詳細は 3 ページに記載されています。 

 

1.7 アフターサービス 

技術に関する情報は、当社の顧客サービス係が提供いたします。 連絡先は 3 ペ

ージを参照ください。 

担当窓口に関する情報は電話、ファックス、E メール、または常時インターネッ

ト経由で提供しています。 
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2 安全 

本章は安全面の人員保護だけでなく、安全で故障のない操作のための重要な情報

を提供しています。 

本書に記載されている取り扱い方法や、安全に関する情報を無視すると重大な危

険につながる可能性があります。 

2.1 使用者の責任 

本書で説明されているシステム、設備、機器は工業用生産設備です。従ってこれ

らを運用する会社は運用上の安全に関して責任を負う法的義務があります。 

本書の操作上の安全情報に加え、事故防止のため様々な側面からの適用分野に対

する有効な安全規制および環境規制を遵守してください。 

特に以下の項目について配慮してください。 

• 本システムを使用する会社は、作業現場の特別な作業のために発生する危険

性を評価し、それに対する有効な安全規則を規定し、知らせる義務がありま

す。さらに操作説明書の形式で現場に表示してください。 

• 本システムを使用する会社は、使用している間は業務指示が最新の技術動向

に即しているかを常に確認してください。必要に応じて、本システムを使用

する会社は有効な規則と、それに基づく操作指示書を改訂してください。 

• 本システムを使用する会社は、本システムおよび機器の設置および運転、メ

ンテナンス、清掃に関する責任があり、これらの運用を決定し、管理する必

要があります。 

• 本システムを使用する会社は、本システム全体または一部を取り扱う全ての

従業員がこのマニュアルをよく読んで理解していることを確認する必要があ

ります。さらに本システムを使用する会社は、現場作業者に定期的な訓練を

実施し、可能性のある危険を把握するようにしてください。 

• 本システムを使用する会社は、必要な人員保護装備を作業者に提供し、装着

させなければなりません。 

• 本システムを使用する会社は、システムの緊急停止スイッチの操作が妨げら

れることがないようにしてください。 

• 本システムを使用する会社は、 第 2.8 章 “作業場の標識”に記載されてい

るシンボル、必要な全てのラベルを貼付しなければなりません。 
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2.2 操作人員 

2.2.1 必要条件 

 

警告! 

資格認定が不十分なため怪我をする危険性! 

不適切な取り扱いが人へのダメージと施設の重大な損傷につな

がることがあります。 

そのため、 

− 特別な作業を行うのは、この取扱説明書の各章で指定されて

いる人員だけとします。 

 

以下のそれぞれの説明は、使用者がその作業者に期待する資格や資質を表します。 

教育を受けた人 

• 指定された作業と、指示を正しく実行しなかったときの危険の可能性につい

て、使用する会社から知らされている。 

有資格者 

• 専門的な教育、知識、及び経験により、必要な作業を実行することができる。

また、危険を認識し、危険な状況が発生するのを防ぐことができる。 

電気専門技術者 

• 電気作業を完了することができ、また、専門的な訓練、知識および経験、な

らびに適用される基準および規則に関する知識によって、可能性のある危険

性を独自に認識し、危険な状況を防止することができる。 

• 電気専門技術者は、特定の適用分野について訓練を受けており、関連する基

準およびガイドラインを認識しています。 

製造業者によってトレーニングを受けた者 

• トレーニングを受けた者は製造業者によるトレーニングコースに参加し、そ

こで必要な作業を行うために必要な知識や手順のトレーニングを受けていま

す。 

• 技術的トレーニング、知識および経験や関連する規定の知識と共に、任された作業を遂

行する位置にあり、考えられる危険性を認識および防止することを個別にできます。 
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製造業者のサービスマン 

• 特定の危険を伴う作業もしくは繊細な調整を伴う作業は製造業者のサービス 

マンのみが行うことができます、他の人員はその作業を行うことができませ

ん。該当作業を行う必要がある場合は、製造業者のサービス部門に連絡して

ください。 3 ページの連絡先を参照してください。 

2.2.2 許可を受けていない者 

 

警告! 

許可を受けていない者による危険! 

本書に記載されている要件を満たさない許可を受けていない者

は、この作業現場の危険性を認識していません。 

そのため、 

− 許可を受けていない者への作業場所への立ち入りを禁止して

ください。 

− 指示が理解されているか不明な場合は、その人に作業場所か

ら退去するよう指示してください。 

− 作業場所に許可を受けていない者がいる場合、作業を中断し

てください。 

 

2.2.3 教育 

本システムを使用する会社は、作業者を定期的に訓練しなければなりません。ト

レーサビリティーを確保するため訓練記録を残してください。 

日時 名前 指導の種類 指導実施者 署名 
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2.3 装置の使用目的 

本装置は、この取扱説明書に記載された使用目的のためだけに設計されています。 

本装置は、工業用及び商業用環境にてセルフ ピアシング リベット（SPR と以降表記）

を締結するための装置であり、また施設内で SPR システムとして使用することを目的

としています。 

本装置は、最大 4 台の ERF フィーダー（例えば、ERF23.1 フィーダー）と組合せての

み動作することが可能です。 

本装置は、ロボット設備での自動運転、半自動運転用に設計されています。 

 

本書に記述されている操作に関するすべての情報とすべての安全に関する情報を

守って使用してください。 

装置の想定外の使用および過負荷の使用は、危険な状況につながる可能性のある

誤用となります。  

 

警告! 

誤使用による危険! 

システムを誤った使い方をすると危険な状況になる可能性があ

ります。  

特に以下のような使用はしないでください。 

− 本書に記載されていない機器と組み合わせて使用。 

− 他社のリベットツールと組み合わせて使用。 

− 不適合リベットの使用。 

− 可燃物、爆発物のある場所での使用。 

− 多湿環境での使用。 

 

誤った使用に起因するあらゆる損害は、その賠償から免責されます。 
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2.4 個人用保護具 

作業する際は、個人用保護具の着用が健康被害を最小限にするために欠かせませ

ん。 

• 作業時間中は、それぞれの作業に必要な保護具を常に着用してください。 

• 作業区域にある個人用保護具に関する標識に従ってください。 

必ず着用 

 

保護メガネ着用 

あなたの目が、多くの作業中に飛翔する破片や砂

粒、粒子によって危険にさらされています。常に

適切な保護メガネを用意し、携行し必要に応じて

装着してください。 

 

 

防護服着用 

防護服は、熱や薬品などの潜在的な危険からあな

たを保護するために使用されます。 

腕や足に密着し、フリルの無い、難燃性の素材

で、引っ張り強度の低い防護服を着用してくださ

い。機械部品に巻き込まれる事故を防ぎます。 

指輪やネックレス、その他ジュエリーを身に付け

ないでください。 

 

 

安全靴着用 

落下物からの保護や、化学物質を踏んだり、乗り

上げたり、踏み込んだり、蹴飛ばしたりして足を

怪我することを防止します。また滑りやすい床表

面での滑り止めにもなります。 

 

特殊作業時に着用 

 

安全手袋着用 

化学物質を取り扱う場合または鋭利な物を取り扱う

場合、極端な高温や低温で作業する場合は適切な保

護手袋を常に着用する必要があります。 

手の摩擦、擦り傷、刺し傷などの深い障害から保護

します。また高温や低温から保護します。 
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2.5 特別な危険  

リスクアセスメントから得られる残留リスクを本章で説明します。 

以下の安全に関する注意事項および警告を考慮し、健康上の危険を減らし、危険

な状態を避けるため、十分な対策をとってください。 

可動部品 

 

警告! 

可動部品による怪我の危険! 

回転運動や直線運動、あるいはその両方の部品が大怪我につな

がることがあります。 

そのため、 

− 運転中に可動部品を掴んだり持ったりしないでください。 

− 運転中にカバーを開けないでください。 

− 設備や装置の内部で作業する前に全ての電源を遮断し、不用

意または第三者が電源を投入できないようにしてください。 

− 電気式、機械式、及び空圧式の保護装置を絶対に無効にしな

いでください。 

− 安全確認時間を考慮してください。カバーを開く前に、全て

の可動部品が動かなくなっていることを、時間をおいて確認

してください。 

 

排出されるリベット 

 

警告!  

排出されるリベットによる怪我の危険! 

接続していないフィード チューブから排出される SPR リベッ

トは、大怪我につながることがあります。 

そのため、 

− 保護メガネを着用してください。 

− メンテナンス作業を開始する前には、電源を全て遮断し、

再投入されないようにしてください。また、圧縮空気の供

給を遮断し、残圧を排出して、再供給されないようにして

ください。 

− 運転、操作をする前に必ずフィード チューブがしっかり接

続され、固定されていることを確認してください。 

− デバイダーを使用している場合は、デバイダーのフィード 

チューブの接続を確認してください。 
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空気圧 

 

警告! 

空気圧による負傷の危険! 

空気圧は重傷を負う可能性があります。 

空気圧駆動部品は、予想外の動きをすることがあります。 

個々の部品が損傷した場合、高圧で圧縮空気が排出され、目を

損傷するなどの恐れがあります。 

そのため、 

− 保護メガネを着用してください。 

− 清潔で油分の無い圧縮空気を使用してください。 

− 使用前に全ての電気および圧縮空気ホースに損傷がないこ

と、しっかり接続されていることを確認してください。 

− 圧縮空気の供給を開始する前に、フィード チューブとカッ

プリングが確実に接続されていることを確認してくださ

い。 

− メンテナンス中は圧縮空気供給を遮断してください。 

− 最大許容空気圧を超えないでください(第 3 章”技術データ”

を参照してください)。 

− あらゆる種類の保守及び調整を行うときは、必ず操作担当

者の同意を得てください。 

 

2.6 安全装置 

本製品は SPR システムに組み込んで運用するように設計されています。その安全

コンセプトは SPR システムに統合されます。 

 

危険!  

機能しない安全装置による致命的な危険! 

安全装置および保護装置が損傷していない場合にのみ、安全を確

保することができます。 

そのため、 

− 装置を作動させる前に、装置の非常停止装置を設置し、工程

制御システムの安全システムに組み込む必要があります。 

− 作業を開始する前に、安全装置が機能し正しく取り付けられ

ていることを確認する必要があります。 

− 安全装置は決して取り外さないでください。 

− 非常停止ボタンなどの安全装置が常に操作可能である必要が

あります。 
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2.7 再投入の防止 

 

危険! 

予期しない電源再投入による生命の危険!  

危険範囲内で作業する場合、電源が誤って再投入される危険性

があります。これは危険範囲内で作業している人の生命を脅か

す状況になります。 

そのため、 

− 予期しない電源再投入が起こらないように以下の手順を遵守

してください。 

 

 

スイッチをロックで固定した 

年月日:   時 

スイッチオンしないこと 

ロックは 

………だけが、危険範囲に人がいな

いことを確認した上で行うことがで

きる。 
 

電源再投入の防止: 

1. 電源供給を遮断します。 

2. 可能な場合はスイッチをロックで固定し、左

図のようなプレートをよく見えるように、ス

イッチのそばに取り付けます。 

3. ロックの鍵を、プレートに記された作業者に保

管させます。 

スイッチオフした 

年月日:   時 

スイッチオンしないこと 

スイッチオンは 

 ………だけが、危険範囲に人がいな

いことを確認した上で行うことがで

きる。 
 

4. スイッチをロックで固定することが不可能な場

合は、左図のようなプレートを取り付けます。 

5. すべての作業が完了した後、危険範囲に人がい

ないことを確認します。 

6. すべての保護装置が取り付けられており、良好

に機能することを確認します。 

7. 上記の作業が完了した後、プレートを取り外し

ます。 
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2.8 作業場の標識 

 

警告! 

判読不能なラベルによる怪我の危険! 

掲示したラベルや看板は時間経過と共にかすれたり汚れたり

して読みにくくなることがあります。 

そのため、 

− 全ての安全警告および操作指示の標識やラベルを、常に

一目で判読できるようにしてください。 

− 破損して読みにくくなった標識やラベルは直ちに新しい

物と交換してください。 

 

システムおよびユニット、使用場所の近くには次のラベルや標識を貼付けたり掲

示したりしてください。 

 

立入制限 

危険区域は特別に許可された人員のみ立ち入ることができま

す。 

 

注意! 

システム設置時の注意 

落ちている部品によって足を滑らせる危険があります。 

圧縮空気ホースやチューブ、電線に足を引っ掛ける危険があ

ります。 

 保護具 

個人の体に装着する安全保護具は、第 2.4 章“個人用保護具”

を参照してください。 

 

2.9 本製品に貼り付けられた警告表示 

 

保護メガネ着用 

飛散する破片や砂粒、粒子から目を守るために保護メガネを着

用してください。 
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3 技術データ 

3.1 一般仕様 

 項目 値 単位 

 重量 約 13 kg 

長さ 約 506 mm 

幅 約 252 mm 

高さ 約 262 mm 

 保護構造： 

粉塵からの保護 

いかなる方向からの水の飛沫によっても

有害な影響を受けない 

IEC 60529 による

IP 54  

 

 動作温度 +15 ～ +40 °C 

運送温度および保管温度 -25 ～ +55 °C 

空気の相対湿度、結露無し 0 ～ 95 % 

動作姿勢 水平  

騒音 音圧レベル 75 以下 dB (A) 

 対応リベットサイズ φ3.3 x 3.5 ～ 5  

φ5.3 x 4 ～ 6.5  

φ5.3 x 5 ～ 8  

 

3.2 入力電源・圧縮空気 

 項目 値 単位 

電気 駆動電圧 

（ERC コントロールから供給） 

24 

 

V DC 

 

圧縮空気 動作圧力 0.6 ～ 0.8 Mpa 

汚染物および清浄品質 DIN ISO 8573-1

準拠 

固体粒子 4 

湿度と水分 6 

オイル濃度 4 

 

最大動作圧力 0.8 MPa 

圧縮空気接続口 

（φ6 をφ8 に変換する、ストレート形

エア継手プラグイン付属） 

φ6 mm 
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3.3 外形寸法  
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3.4 銘板 
  

 

装置に表示されている銘板には下記の情報が記載さ

れています。 

◼ 製造者  STANLEY Engineered Fastening 

◼ パーツナンバー  Art.Nr. 

◼ 電源電圧  Netz V 

◼ 型式  Type 

◼ シリアルナンバー  Fabr.Nr. 

 

3.5 アクセサリー 

名称 仕様 部品番号 備考 

コントロールケーブル 

 

全長 2m E1103067/2 標準添付 

全長 6m N773726  

圧縮空気ホース 外径φ6 / 全長 1.3m 

(M121032：ストレート形エア継手

プラグインにてφ6 をφ8 に変換) 

M123 055/1.3 標準添付 

研磨パッド 3M スコッチ・ブライト CF-HP 

07448 

清掃用、 細かさは中 

M145 018  

セラミックサポート 清掃用 M110 877  

セラミック・フィル 清掃用 M110 876  

据付架台 ERC compact コントロール、4 台

の ERF23 フィーダーと ERD4 デバ

イダー用据付架台、キャスター有 

M219 270  

据付架台 ERC compact コントロール、4 台

の ERF23 フィーダーと ERD4 デバ

イダー用据付架台、キャスター無 

N514 601  
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4 本装置について 

4.1 ERD4 デバイダーの概要 

本装置は同じ径で長さの違う最大 4 種類のリベットをそれぞれの ERF フィーダ

ーから、一つの ERT リベットツールへ送給する電気と空圧のコンポーネントを組

み合わせた装置です。 

本装置は ERF フィーダーによってコントロールされます。 

本装置のスライド部は、ユーザーの圧縮空気システムから供給された圧縮空気を

使用して動作します。 

本装置は既存の SPR システムに追加して組み込むことができます。 
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4.2 各部の名称と接続箇所 

 

 

No. 名称 詳細 

1 接続ケーブル  ERF フィーダー1（マスター）とアクセサリーのコ

ントロールケーブルを接続。（アクセサリーを参

照のこと。） 

2 リベット通過センサコネクタ デバイダーから ERT リベットツールへ接続するフ

ィードチューブのリベット通過センサを接続する

コネクタ。 

3 圧縮空気接続口 圧縮空気を供給する接続口。 

フィーダーから圧縮空気をエアホースにて接続、

またはユーザーから別配管にて接続してくださ

い。（エアホース外径φ6mm をストレート形エア

継手プラグインにてφ6 をφ8 に変換） 

4 ERF フィーダー1 フィードチュ

ーブ接続口 / カップリング 

通常は ERF フィーダー1 からのフィードチュ－ブ

を接続。 

5 ERF フィーダー2 フィードチュ

ーブ接続口 

通常は ERF フィーダー2 からのフィードチュ－ブ

を接続。 

6 ERF フィーダー3 フィードチュ

ーブ接続口 

通常は ERF フィーダー3 からのフィードチュ－ブ

を接続。 

7 ERF フィーダー4 フィードチュ

ーブ接続口 / カップリング 

通常は ERF フィーダー4 からのフィードチュ－ブ

を接続。 

8 ERT リベットツール フィード

チューブ接続口 

ERT リベットツールへのフィードチュ－ブを接

続。 
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4.3 装置内センサ分配器の接続 

 

記号 名称 詳細 

B1 シリンダ 1 伸びバルブ エアバルブ V1 が動作し、小シリンダ Z1 が伸びる 

B2 シリンダ 1 縮みバルブ エアバルブ V1 が動作し、小シリンダ Z1 が縮む 

B3 シリンダ 2 伸びバルブ エアバルブ V2 が動作し、大シリンダ Z2 が伸びる 

B4 シリンダ 2 縮みバルブ エアバルブ V2 が動作し、大シリンダ Z2 が縮む 

B5 シリンダ近接センサ 小シリンダ Z1 の伸びを検出する近接センサ 

B6 シリンダ近接センサ 小シリンダ Z1 の縮みを検出する近接センサ 

B7 シリンダ近接センサ 大シリンダ Z2 の伸びを検出する近接センサ 

B8 シリンダ近接センサ 大シリンダ Z2 の縮みを検出する近接センサ 

B9 リベット通過センサ ERT リベットツールへのフィードチューブのリベット通

過を検出する近接センサ 

B10 予備 予備 

X3 接続ケーブル ERF フィーダー1（マスター）と接続するコントロール

ケーブルを接続 
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4.4 シリンダ 

ERD4 デバイダーのハウジング内に 2 つのシリンダがあります。それぞれのシリ

ンダには前進端位置と後退端位置を示す近接センサがあり、近接センサには動作

を示す LED があります。 
 

 

シリンダのピストンロッドが伸びて前進端位

置に達すると、シリンダの LED が点灯しま

す。 

 

シリンダのピストンロッドが縮み後退端位置

に達すると、シリンダの LED が点灯しま

す。 

 

4.5 非常停止装置 

本装置は SPR システムに組み込んで運用するように設計されています。 自立的

な緊急停止、非常停止機能はありません。 

 
注! 

本装置はユーザーの安全システムおよび非常停止システムに組み込

んで使用してください。 

非常停止装置の設置と安全システムへの統合は、ユーザーが実施し

てください。 

ユーザーは本装置への作業が支障ないように作業環境を構築してく

ださい。 
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5 輸送、梱包、保管  

5.1 輸送時の安全 

不適切な輸送 

! 注意! 

不適切な輸送による損害。 

不適切な方法による輸送は物品に重大な損害を与える可能性が

あります。 

そのため、 

− 損害を与えないよう、十分な措置を施して輸送してくださ

い。 

− 衝撃や振動を与えないよう輸送してください。 

 

5.2 受領チェック 

荷受時には、アクセサリーを含む機器の梱包漏れと、機器の損傷を確認してくだ

さい。 

外観から確認できる輸送上の損害については以下の手順に従ってください。 

◼ 輸送品を受領しないでください。または仮の受け入れのみにし

てください。 

◼ 送り状や配送状の記載された損傷に関する記述を確認してくだ

さい。 

◼ 苦情を申し立ててください。 

 
注! 

欠陥を見つけたら直ちに苦情を申し立ててください。 

損害賠償の請求は苦情の有効期限内に限って申し立てることができ

ます。 
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5.3 海外輸送の規約 

 
注! 

海外輸送は、DIN 55473 に準拠した梱包用乾燥剤を規定数使用して

海上輸送用木箱で行なってください。製造業者は不適切な搬送によ

る損害に対して責任を負いません。 

 

乾燥剤の数は輸送箱のサイズによって決まります。十分な数の乾燥剤が輸送箱に

入っていることを確認してください。DIN55473 に従って乾燥剤の湿度インジケ

ーターを確認してください。 

 
注! 

乾燥剤の使用前密閉は、使用する直前に取り除いてください。密閉

から取り出したら速やかに輸送品と共に再度密閉してください。 

 

• 輸送用ポリエチレン フィルムで輸送品を梱包し、しっかり癒着させてくだ

さい。 

• ポリエチレン フィルムで密閉した輸送品を、輸送用木箱に入れ十分な数の

乾燥剤を入れてください。 

• 木箱を閉じてください。 

 

輸送用木箱 乾燥剤の数 

HZK 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 

HZK 7 4 

HZK 8, 9, 10, 11 6 

HZK 12, 13, 14 4 
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5.4 梱包 

それぞれの梱包された物品は想定される輸送条件に従って包装されています。包

装材には環境に無害な材料を使用しています。梱包は設置されるまで各コンポー

ネントを輸送損害および腐食、さらにその他の損傷から保護します。輸送途中で

は梱包を破棄せず、組み立て直前に取り除いてください。 

包装材料の取扱い 包装材料は、国またはその地域の有効な規定に従って廃棄して

ください。 

 

 
注意! 

誤った廃棄処分は環境を破壊します! 

梱包材は貴重な原資源で、多くの場合再使用することができ

ます。また、正しく処理して再利用することもできます。 

そのため、 

− 環境に優しい方法で梱包材を廃棄してください。 

− 国や地域の廃棄処分に関する有効な規制に従ってくださ

い。またその地方の処理専門業者に処分を委託してくださ

い。 

 

5.5 保管 

輸送品の保管 輸送品は以下の環境で保管してください。 

◼ 屋外に保管しないでください。 

◼ 塵やゴミのない乾燥した場所で保管してください。 

◼ 日の当たらない場所で保管してください。 

◼ 震動のない場所で保管してください。 

◼ 温度-25℃から+55℃で保管してください。 

◼ 相対湿度 5%から 95%、さらに結露しない環境で保管してくださ

い。 

◼ 保管期間が三ヶ月を超える場合、全てのパッケージと部品の状態

を確認し、以後三ヶ月毎に再確認してください。必要に応じ梱包

材を交換し再梱包してください。 

 

 
注! 

ここに記載された要件以外の保管に関する注意事項は包装品に

表示されています。その注意事項に従って扱ってください。 
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6 装置の設置と初期動作について  

担当者 ◼ 設置は必ず製造業者のサービスマンか有資格者が行なってください。 

◼ 設置後の初期動作は特別な訓練を受けた専任者か製造業者の許可を受け

た者のみが行なってください。 

◼ 電気設備に関する全ての作業は専門の電気工事士が行なってください。 

6.1 安全  

 

警告! 

不適切な設置や初期動作は怪我をする危険があります! 

不適切な設置と初期動作は、人および財産に重大な損傷をも

たらす可能性があります。 

そのため、 

− 一般的な安全上の注意を払ってください。 

− 必要な個人用保護具を着用してください。 

− 十分なスペースを確保してから作業を開始してくださ

い。 

− 電源や圧縮空気などのエネルギー供給を遮断し、意図し

ない動作を防止して作業を進めてください。 

− システムが停止しているときのみ組み立て作業をしてく

ださい。 

− コンポーネントが取り外されている場合、正しい組み合

わせとネジ締めトルクに注意しながら組み付けてくださ

い。 

− すべての組み付けがしっかり固定されていることを確認

してください。 

− システムの電源を投入する前に、全てのカバーと安全装

置が正しく取り付けられ、正しく機能することを確認し

てください。 
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6.2 設置場所の要件 

本装置は、産業用ロボットまたは固定式 SPR システムの一部として利用するよう

に設計されています。以下の要件を遵守してください。  

• 装置の組み立て、メンテナンス、ならびにシステムの動作や作業のしやすさ

のために十分な広さのスペースを確保してください。 

• 十分な明るさを確保してください。 

• 多湿環境で運用しないでください。 

• 本システムを設置する床、およびシステムを支える支柱などは充分な強度と

サイズを確保してください。 

• 本システムは包括的保護システムに組み込まれ、監視、保護される必要があ

ります。 

• 本システムはユーザーの安全コンセプトに統合される必要があります。 

6.3 装置の設置 

下記は、ERC compact コントロール、4 台の ERF 23 フィーダーと ERD4 デバイ

ダーの設置例を示しています。 

 

 

 
注! 

適切な据付架台は、弊社に御用命ください。 
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! 注意! 

装置を既にあるシステムに設置するとき、または外部機器を

接続するときは、必ず弊社にご相談ください。 

コントロール ケーブルおよび圧縮空気ホースを接続する前に、装置の全ての部品

を取り付けてください。 

• 周囲との温度交換のために、恒久的な熱源から 2m 以上の距離を保つ必要が

あります。 

• すべての接続が安全に実施できることを確認してください。 

 

ERD4 デバイダーはユニットのサイ

ドプレートのハンガー (1) を据付架台

に引っ掛け、ネジ止めしてくださ

い。 

 

! 注意! 

弊社製据付架台を使用する場合は必ず据付架台を水平に、使

用しない場合でも必ず ERD4 デバイダーが水平になるように

設置して操作する必要があります。 
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6.4 接続 

ERD4 デバイダーのコントロールケーブルは、ERF フィーダー（マスター）にあ

る X3 コネクタに接続します。ERD4 デバイダーのコントロールケーブルはデバ

イダーの位置 1 (POS 1) になる ERF フィーダーに必ず接続する必要があります。

この ERF フィーダーによって ERD4 デバイダーは制御されます。最大 4 台の任

意の組み合わせのフィーダーが 1 台の ERC コントロールに接続され、システム

として働きます。 

例）ERD 4 デバイダーと 1 台の ERT リベットツールの接続 

 

 

参照! 

ここに図示されていない接続構成は、弊社にて検証する必要が

あります。 

個々のシステム構成品との接続に関する詳細は、個々のシステ

ム構成品の取扱説明書を参照してください。 
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6.5 ERD4 デバイダーの接続 

 

注意! 

デバイダーに圧縮空気を接続する前に、フィーダーへの圧縮

空気の供給を遮断してください。 

6.5.1 フィードチューブの接続 

! 注意! 

フィードチューブを接続する際は注意してフィーダーに接続

してください。 間違った接続をすると正しくないリベット

が供給されます。 

ERT リベットツール および ERF フィーダーと ERD4 デバイダーのフィードチュ

ーブの接続を以下に示します。 

 

1. ERD4 デバイダーのフィードチューブ接続口 (2) のクイックロックに六角棒レ

ンチ (3) を差し込む。 

2. 六角棒レンチを左に半回転して、クイックロックを開く。 

3. フィードチューブ (1) を口金のキーを合わせて ERD4 デバイダーのフィード

チューブ接続口 (2) に差し込む。 

4. クイックロックに六角棒レンチを差し込み、右に半回転して、クイックロッ

クを閉じ、フィードチューブを ERD4 デバイダーに固定する。 

5. ERT リベットツールへのフィードチューブのリベット通過センサケーブルを

ERD4 デバイダーに接続する。（第 6.5.3 章参照。） 

6. ERD4 デバイダーに接続したフィードチューブの反対の端をそれぞれ ERT リ

ベットツールもしくは ERF フィーダーに接続する。 
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6.5.2 コントロールケーブルの接続 

 
注! 

コントロールケーブルは伸ばした状態で設置できるよう、レイア

ウトに合った長さのコントロールケーブルを使用してください。

そうすることにより誘導ノイズによる誤作動を防止できます。 

 

 

ERD 4 デバイダーから出ている接続ケ

ーブル (1) と付属のコントロールケー

ブル (2) を接続してください。 

コントロール ケーブル (2) の反対の端

を位置 1 (POS 1) に該当する ERF フィ

ーダー（マスター）の X3 コネクタに

接続してください。 

 

 

6.5.3 リベット通過センサケーブルの接続 

 

ERD 4 デバイダーから ERT リベッ

トツールに接続したフィードチュー

ブのデバイダー側のリベット通過セ

ンサのケーブル (3) をデバイダーのリ

ベット通過センサコネクタに接続し

てください。 

 

 

 
注! 

ERD4 デバイダーでは、ハウジング内にてセンサとエアバルブが

接続されています。 

接続位置と配線については、第 4.3 章を参照してください。 
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6.6 入力電源・圧縮空気の接続 

6.6.1 入力電源の接続 

本ユニットへの電源は、システム内の ERC コントロールから供給されます。 

6.6.2 圧縮空気の接続 

 

危険! 

飛び出したリベットにて怪我をする危険があります! 

− 保護メガネを着用してください。 

− 運転、起動する前に必ずフィードチューブがしっかり接

続され、固定されていることを確認してください。 

 

 

圧縮空気供給用のエアホースを ERD4

デバイダーの圧縮空気接続口 (1) に接

続し、エアホースの反対側を ERF フ

ィーダーの圧縮空気接続口であるフィ

ルターレギュレーターモジュールに接

続してください。 

または、ユーザーの圧縮空気設備から

別途配管して圧縮空気を供給してくだ

さい。 

 

! 注意! 

圧縮空気の品質と動作圧力は、第 3 章“技術データ”を参照

してください。 
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6.7 SPR システムの接続例 

ERD4 デバイダーを使用することにより、同じ径で長さの違う最大 4 種類のリベ

ットを一台の ERT リベットツールに供給することが可能です。ここでは、4 台の

ERF フィーダーと 1 台の ERT リベットツールによるシステム接続例を示してい

ます。 

 
 
 

1. ロボットコントロール 

2. ERC コントロール 

3. ERD4 デバイダー 

4. ERT リベットツール 

5. ERF フィーダー 1 

6. ERF フィーダー 2～4 

7. フィードチューブ 

 

8. カスタマーインターフェイスケーブル 

9. コントロールケーブル 外部ロボットコントロー

ル（非常停止、一時停止、コントロール ON） 

10. 信号ケーブル ERC-ERT 

11. モーターケーブル 

12. コントロールケーブル ERC-ERF 

13. コントロールケーブル ERF-ERD 

14. コントロールケーブル ERF-ERF 

400V/ 

50/60

Hz 

32A 
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7 設定 

担当者 ◼ 設定は、特別な訓練を受けた製造業者のサービスマンか有資格者が行

ってください。 

◼ 電気設備の作業は、資格のある電気専門技術者が行ってください。 

 

7.1 安全 

 

警告!  

誤った設定による危険! 

装置は、弊社の教育を受けた方によって設定及び調整を実施

してください。装置の設定中エラーが発生すると、生命を脅

かす可能性のある状況や重大な装置の損傷を引き起こす可能

性があります。 

そのため、 

− 一般的な安全規則を順守してください。 

− 作業に必要な保護具を着用してください。 

− 取扱説明書の記述に従って設定を行う必要があります。 

− 誤った設定をしないでください。 

 

本装置は、予めユーザーの個別要件に合わせて設定されています。使用する現場

条件により設定の変更を必要とする場合、次章以降に示す記載内容に従って実施

してください。 
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7.2 デバイダーのスライド速度の設定 

 

危険! 

飛び出したリベットにて怪我をする危険があります! 

− 保護メガネを着用してください。 

− 以下に説明するように、ERD4 デバイダーのフィードチ

ューブをフィーダーにて取外してください。 

− 運転、起動する前に必ずフィードチューブがしっかり接

続され、固定されていることを確認してください。 

 

 

警告! 

手を負傷する恐れがあります。 

ERD4 デバイダーのカバーを外してスライドの調整作業する場

合、不意にスライドが移動して怪我をする危険があります。 

− 設定中に可動範囲に手を入れたり、触れたりしないでくだ

さい。 

ERD4 デバイダーのスライドの速度調整は、シリンダに取り付けられているメー

タアウト制御スピコンにて調整します。 

ERD4 デバイダーのスライドの速度調整する際は、下記に示す作業を実施してく

ださい。 

1. フィーダーから ERD4 デバイダーに接続されているフィードチューブをフィ

ーダーにて取外してください。（ここでは図示せず） 

 

2. ERD4 デバイダーから ERT リベット

ツールに接続されているフィードチュ

ーブ (1) を、六角棒レンチ (2) にてク

イックロックを左に半回転して開き、

フィードチューブ (1) を取り外してく

ださい。 

 

3. ERD4 デバイダーのカバー (1) を固定

している 2 本のボルトを緩めて、カバ

ーを取外してください。 
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内部に 2 つのシリンダ（A:小シリンダ、B:大シリンダ）があります。それぞれの

シリンダに取り付けられている 2 つのメータアウト制御スピコンにて下記の要領

にて調整してください。 

 

 
スライド用シリンダ 

A：小シリンダ 

B：大シリンダ 

メータアウト制御スピコン (1) は、 

スライドの前進速度設定用です。 

メータアウト制御スピコン (2) は、 

スライドの後退速度設定用です。 

設定方法： 

右側または左側のメータアウト制御スピコ

ンの溝付ねじを回します。 

スライドの速度減速 

 ねじを時計方向に回します。 

スライドの速度加速 

 ねじを反時計方向に回します。 

スライドの前進と後退速度の設定基準： 

前進速度は、スライド部品をできるだけ保

護するためにスライドの最終位置にちょう

ど達するように設定する必要があります。 

設定完了後、ERD4 デバイダーを再組み付けし、フィードチューブとカバーを取

り付けてください。 



TE-A18110_3 

取扱説明書 / SPR / ERD4 デバイダー 

                  Page  40 / 55 

Nippon POP Rivets and Fasteners Ltd. 

7.3 スライド部隙間の設定 

 

 

リベットを円滑に送給できるように、分配プ

レート (5)に装着されている 4 つのフィードチ

ューブ接続口 (4) とスライド (2) に装着されて

いるリベットガイダンス (6) との隙間は 0.2 ± 

0.1mm に設定されています。 

このため、色々な板厚のシムスペーサー (3) 

が、ERT リベットツールに接続するフィード

チューブのフィードチューブ接続口 (1) とスラ

イド (2) との間に装着されています。 

 

左図：スライドと分配プレートの断面を示し

ています。 

この設定の確認を要するタイミングを下記に示します 

⚫ メンテナンス作業及び修理作業の実施後。 

⚫ リベット送給速度の変更作業、別のリベットサイズへの変更作業、フィード

チューブ長の変更作業の実施後。 

⚫ スライドまたは分配プレートにおけるリベット送給不良などの機械的障害が

発生した場合。 

 

 

危険! 

飛び出したリベットにて怪我をする危険があります! 

− 保護メガネを着用してください。 

− 電源と圧縮空気の供給をすべて遮断して再投入されない

ようにしてください。圧縮空気を開放してください。 

− 運転、起動する前に必ずフィードチューブがしっかり接

続され、固定されていることを確認してください。 
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フィードチューブの取外し 

ERD4 デバイダーから ERT リベットツー

ルに接続されているフィードチューブ (1) 

を、六角棒レンチ (2) にてクイックロック

を左に半回転して開き、フィードチュー

ブ (1) を取り外してください。 

 

カバーの取外し 

1. ERD4 デバイダーのカバー (1) を固定

している 2 本のボルトを緩めて、カバ

ーを取外してください。 

 

2. スライド上にあるカバープレート 

(2,3) を固定しているボルトを取外し

て、カバープレートを取外してくださ

い。 
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隙間の確認 

1. スライド (1) を停止するまで動かして

ください。（左図 白矢印方向） 

2. フィードチューブ (4) をフィードチュ

ーブ接続口 (2) に正しく挿入してくだ

さい。 

3. 六角棒レンチ (5) にてクイックロック

を右に半回転して閉じ、フィードチュ

ーブ (4) を固定してください。 

4. 隙間ゲージや付属しているシムスペー

サーを使用して現在の隙間を確認して

ください。 

5. 確認後、フィードチューブ (4) を取外

してください。 

 

 

隙間の調整 

調整が必要な場合、下記手順にて実施し

てください。 

1. スライド (1) からフィードチューブ接

続口 (2) を取外してください。 

2. 隙間が 0.2 ± 0.1 mm になるように、

シムスペーサー (3) を組み合わせて調

整してください。 

 3. 隙間調整後、フィードチューブ接続口 

(2) をスライド (1) に組み付けてくだ

さい。 

 

 

注! 

本ユニットには、板厚 0.1mm、0.2mm、0.5mm のシムスペー

サーが含まれています。 
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カバーの取付け 

1. カバープレート (2,3) をスライドに取

り付けてください。 

 

2. カバー (1) をハウジングに取り付けて

ください。 

 

フィードチューブの取付け 

ERT リベットツールに接続されているフ

ィードチューブ (1) をフィードチューブ接

続口に挿入し、六角棒レンチ (2) にてクイ

ックロックを右に半回転して閉じ、フィ

ードチューブ (1) を取り付けてください。 
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8 システムとしての操作と使用  

担当者 ◼ システムとして操作及び使用は、特別な訓練を受けた専門家でなけ

れば行えません。 

◼ 電気設備の作業は、資格のある電気専門技術者でなければ行えませ

ん。 

 

8.1 安全 

個人用保護具 作業に必要な保護具を着用してください。 

◼ 安全靴 

◼ 保護メガネ 

◼ 安全手袋 

 

 

警告! 

誤った運転や操作による危険! 

誤った操作は、重大な人身傷害または装置の損傷を引き起こ

す可能性があります。 

そのため、 

− 一般的な安全規則を遵守してください。 

− 作業に必要な保護具を着用してください。 

− 全ての接続がしっかりと接続されていることを確認して

ください。 

− 作業を開始する前に、すべてのカバーと安全装置が取り

付けられ、正しく機能していることを確認してくださ

い。 

− 起動する前にフィードチューブが正しく接続されている

ことを確認してください。 

− 操作中に安全装置を無効にしないでください。 

− 作業中は設置場所の危険区域には立ち入らないでくださ

い。 

− 取扱説明書の記述に従って全ての操作を実行してくださ

い。 

− 作業エリアの整理・整頓・清潔さを確保してください。 
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8.2 使用前の注意 

システムを使用する前に、次の条件を確認する必要があります。 

• すべてのカバーが閉じられ、ねじおよび安全装置がしっかりと取り付けられ

ている必要があります。 

• フィードチューブが接続されており、しっかりと取り付けられている必要が

あります。 

• 電気的な接続がしっかりと固定されている必要があります。 

• 圧縮空気接続がしっかりと固定され、動作圧力を確認する必要があります。 

 

8.3 システムの起動とシャットダウン 

ERD4 デバイダーを組み込んだシステムは、ユーザーの制御盤やコントローラー

を通して起動されます。 

8.4 SPR システムの操作 

原則として ERD4 デバイダーを組み込み統合された SPR システムの動作は、完

全自動で実行されます。作業者の主な作業は監視することです。 

 

警告! 

手を負傷する恐れがあります。 

ERD4 デバイダーのスライドが移動して怪我をする危険があり

ます。 

− 可動範囲に手を入れたり、触れたりしないでください。 

8.5 誤作動時に取る行動  

 
注意! 
誤作動があった場合は、直ちにシステムを停止してくださ

い。是正措置は資格のあるサービスマンのみが行なってくだ

さい。 

 

 

警告! 

飛び出したリベットにて怪我をする危険があります! 

フィードチューブがしっかりとロックされていない場合、直

ちにシステムの操作を停止してください。障害の修正は専門

のサービスマンが行なってください。 

そのため、 

− 保護メガネを着用してください。  

− フィードチューブの出口や開放部を人に向けないでくだ

さい。 
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8.6 非常停止 

危険な状況では、直ちに機械の動作を停止し、できるだけ早く電源を遮断してく

ださい。 

非常停止 危険な状況では以下の行動を取ってください。 

1. 直ちに非常停止を起動してください。 

2. 危険エリアから人を排除し、応急処置を開始してください。 

3. 緊急サービス員を呼んでください。 

4. 事業所を担当する監視者に連絡してください。 

5. メインスイッチを遮断し、再投入されないようにしてください。 

6. 緊急サービス車両のルートを確保してください。 

7. 専門の作業員を呼び、障害を修正してください。 

 

 

危険! 

充分な安全確認がされないまま再起動されることによ

って生命の危険があります! 

機械を再起動した時、危険エリア内の全ての人が危険にさ

らされます。 

そのため、 

− 電源を再投入する前に危険エリアに人がいないことを確

認してください。 

− 機械を再起動する前に機械をチェックし、全ての安全機

能の安全が成立し、完全に機能していることを確認して

ください。 
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9 メンテナンスと清掃 

担当者 ◼ ここに記載されているメンテナンス作業は、特に明記されていない限り

作業者が実施できます。 

◼ 一部のメンテナンス作業は有資格者が行なってください。 

◼ 電気設備のメンテナンス作業は専門の電気工事士が行なってください。 

 

9.1 安全 

 

警告! 

不適切なメンテナンス作業は怪我をする危険があります! 

不適切なメンテナンス作業は人や財産に重大な損害を与える可能

性があります。 

そのため、 

− 一般的な安全手順や規則を遵守してください。 

− 必要な個人の安全保護具を着用してください。 

− 全ての電源を遮断し、再投入されないようにしてください。 

− 圧縮空気の供給を遮断し、開放してください。 

− 作業を開始する前に、充分な作業スペースを確保してくださ

い。 

− パーツやコンポーネントを取り外したら、間違いなく再組み

付けできるように留意してください。再組み付け時は規定の

ネジ締めトルクで行なってください。 

 

9.2 使用ツール 

◼ 六角棒レンチ 2(M2.5), 2.5(M3), 3(M4), 4(M5), 5(M6) 

◼ スクリュードライバー 

◼ トルクレンチ 0 ～ 60 Nm 
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9.3 ボルトとナットの締付けトルク 

 
注意! 

装置を壊す危険があります! 

不適切に取り扱うと装置に重大な損傷を与える可能性がありま

す。 

そのため、 

− メンテナンスおよび修理、組み付けは規定のトルクで行なっ

てください。 

− トルクレンチを使用し、定められた方向に力を加えてくださ

い。 

 

ドイツ技術者協会発行のネジ強度設計に関する文書 VDI 2230 の最低降伏応力の

75%を規定トルクとしています。 

締付けトルク 

ネジ サイズ 強度区分 8.8 強度区分 10.9 

M3 1.1 Nm 1.65 Nm 

M4 2.5 Nm 3.65 Nm 

M5 4.9 Nm 7.25 Nm 

M6 8.3 Nm 12.50 Nm 

M8 20.8 Nm 30.00 Nm 

M10 40.8 Nm 60,00 Nm 

 

この表には安全性の要素は含まれていません。適切なガイドラインと、使用法や

部位の基本的な知識に基づいて利用してください。 

 

9.4 メンテナンススケジュール 

本章では故障のない運用や操作に不可欠なメンテナンス作業について説明してい

ます。 

定期メンテナンスで、見込みより進んだ摩耗が見受けられる場合は、実際の摩耗

状況に応じて早めのメンテナンスを実施してください。 

メンテナンスの作業やスケジュールに関するお問い合わせは、 3 ページの連絡先

にお問い合わせください。 
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間隔 作業内容 担当者 

毎日 接続ケーブルおよび圧縮空気ホースの接続確認、電気

コネクタとフィードチューブが緩んでいないか、摩耗

していないか確認してください。 

作業者 

毎月または 8 万サ

イクル毎 

フィードチューブ 

フィードチューブが接続部品にしっかり取り付けされ

ていることを確認してください。 

接続部品の位置決めピンが機能しているか確認してく

ださい。機能していなければ、フィードチューブがゆ

がんで付いている可能性があります。 

ホースバンドや部品が正しく取り付いているか確認し

てください。機械的または電気的損傷を目視にて確認

してください。 

有資格者 

ERD4 のシリンダの近接スイッチ 

シリンダの近接スイッチがしっかり取り付けされてい

ることを確認してください。 

機械的または電気的損傷がないか確認してください。 

3 ヶ月または 25 万

サイクル毎 

フィードチューブの入口と出口で汚れや付着物がない

か確認し、必要に応じて清掃してください。 

ERD4 のショックアブソーバー 

ショックアブソーバーが機能しているか確認してくだ

さい。 

ERD4 のカップリング 

カップリングの汚れを清掃してください。 

有資格者 

毎年 オーバーホールにて全構成部品の磨耗を確認してくだ

さい。 

製造者 

 

 
注! 

上記の摩耗部品の在庫をお勧めします。 
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9.5 ERD4 のカップリングの清掃 

◼ 有資格者が行ってください。 

◼ 3 ヶ月または 25 万サイクル毎に実施してください。 

 

危険! 

飛び出したリベットで怪我をする危険があります! 

− 保護メガネを着用してください。 

− 電源をすべて遮断し、再起動されないようにしてください。

圧縮空気供給を遮断し、開放してください。 

− 運転、起動する前に必ずフィードチューブがしっかり接続さ

れ、固定されていることを確認してください。 

 

 

下記に手順を示します。 

1. カップリング (2) のクイックロックに

六角棒レンチを差し込み、左に半回転

してクイックロックを開いて、フィー

ドチューブ (1) を引き抜いて取外して

ください。 

 

2. フィードチューブ接続口 (3) のクイッ

クロックに六角棒レンチを差し込み、

左に半回転してクイックロックを開い

て、カップリング (2) を引き抜いて取

外してください。  

 

3. カップリング (2) の 2 本のボルトを取

り外し、カバー (4) を取り外してくだ

さい。 
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4. 不織布でカップリングを清掃し、付着

物を除去してください。（左図黄色矢

印部参照） 

5. カップリングにカバーを取り付けてく

ださい。 

6. カップリングをフィードチューブ接続

口に取り付けてください。 

7. フィードチューブの入口と出口で汚れ

や付着物がないか確認し、必要に応じ

て清掃してください。 

8. フィードチューブをカップリングに取

り付けてください。 
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10 取り外し 

担当者 ◼ 取り外し作業は有資格者が行なってください。 

◼ 電気設備に関する全ての作業は専門の電気工事士が行なってください。 

 

10.1 安全 

 

警告! 

不適切な取り外し作業は怪我をする危険があります! 

内部に溜まっているエネルギーやコンポーネントの角、ユニ

ット周りの尖ったところ、使用するツールなどが人や財産に

重大な損害を与える可能性があります。 

そのため、 

− 一般的な安全手順や規則を遵守してください。 

− 必要な個人の安全保護具を着用してください。 

− 鋭い刃のようなコンポーネントの取り扱いは注意してく

ださい。 

− コンポーネントを落としたりしないように注意してくだ

さい。 

 

取り外し作業の準備 

1. システム全体の電源を遮断し、再投入されないようにしてください。 

2. システムおよびユニットから全ての電気や圧縮空気などのエネルギー源を物

理的に切り離し、内部に残った電気の放電、圧縮空気の排出を完全に行なっ

てください。 

10.2 ERD4 デバイダーの取り外し 

 

危険! 

飛び出したリベットにて怪我をする危険があります! 

− 保護メガネを着用してください。 

− フィードチューブの出口や開放部を人に向けないでくださ

い。 
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圧縮空気供給の取外し 

デバイダーの圧縮空気接続口 (1) から圧縮

空気ホースを取外してください。 

 

コントロールケーブルの取外し 

デバイダーの接続ケーブル (1) からコント

ロールケーブル (2) 取外してください。 

 

フィードチューブの取外し 

1. 六角棒レンチ (3) にて、クイックロッ

クを左に半回転し開いて、ERT リベ

ットツールに接続されているフィード

チューブ (1) を取外してください。 

2. 六角棒レンチ (3) にて、クイックロッ

クを左に半回転し開いて、ERF フィ

ーダーに接続されているフィードチュ

ーブ (1) を取外してください。 

 

リベット通過センサの取外し 

ERD 4 デバイダーのリベット通過センサ

コネクタからフィードチューブのリベッ

ト通過センサケーブル (3) を取外してくだ

さい。 
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11 廃棄 

適切な回収または処理がされていない限り、分解されたパーツは必ずリサイクル

してください。 

◼ 金属スクラップ 

◼ 樹脂素材のリサイクル 

◼ 材料特性に従って残りのコンポーネントを分別し、適切に処理

してください。 

! 注意! 

誤った処理をすると環境を破壊します! 

電装品および電子部品、潤滑剤、その他の添加物は有害廃棄物

の処理対象です。認定された専門業者のみ廃棄処理することが

できます。 

 

環境に配慮した処理方法に関する情報は、地方自治体および専門処理業者にお問

い合わせください。 

 



TE-A18110_3 

取扱説明書 / SPR / ERD4 デバイダー 

                  Page  55 / 55 

Nippon POP Rivets and Fasteners Ltd. 

12 改訂履歴 

 

版数 年月日 変更内容 

03 2021 年 02 月 04 日 スライド部隙間設定の項目を追加 

02 2020 年 11 月 02 日 誤記修正、表記変更 

01 2018 年 10 月 19 日 新規作成 

 

 


