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1 本マニュアルをお読みになる前に 

 

1.1 使用するシンボルと意味 

本マニュアルでは怪我や物損のリスクを警告するための安全に関する注意事項が記載されています。 

 これらの安全注意事項は必ず読み、内容に従ってください。 

 安全に関する警告シンボルや注意事項が表示された通知には全て従ってください。 

 

操作マニュアルでは、以下のシンボルを使用します： 
 

危険 

危険な状況を示します。 

この通知に従わない場合、死亡事故や深刻な怪我の原因となります。 

 

警告 

危険な状況を示します。 

この通知に従わない場合、死亡事故や深刻な怪我の可能性があります。 

 

注意 

危険な状況を示します。 

この通知に従わない場合、軽い怪我の原因となります。 

 

通告 

作業要領を理解し、最適に操作するための情報です。 

 

シンボル 意味 

► ... 単一のステップで行える操作 

1. ... 
2. ... 
3. ... 

複数のステップにまたがる操作 

 示された順序で作業を行ってください。 

 ... 
要求事項 

• 作業を無事にこなすために必要となる効率の良い操作です。 
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1.2 適用範囲 

本マニュアルは全ての Oetiker FAST 3000（ストラップクランプ用固定組付け電動機械工具）に適用され、設

定、操作、メンテナンス、廃止、再始動、保管および運搬を正しく行う方法を説明します。 

安全な作業手順に関する重要な指示を含んでいます。 

 

1.2.1 FAST 3000 

• 制御キャビネット 

• 両手式制御装置（オプション） 

• 組付け工具 

• 接続ケーブル 

• タッチパネル（オプション） 

• フットペダル（オプション） 

• 締め付け荷重検証ユニット（オプション） 

• 圧着力監視デバイス 

• 緊急停止ドングル 

 

 
図 1 FAST 3000 
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1.2.2 識別プレート 

 
図 2  識別プレート 

 
 

1.3 略語 

N ニュートン s 秒 

mm ミリメートル ms ミリ秒 

kg キログラム CFM 
Crimping Force Monitoring（圧着

力監視） 
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1.4 FAST 3000上のラベル 

注意 

 FAST 3000を使用する際は、安全に関するすべてのラベルに従い、常に細心の注意を払ってください。 

 

 
 

図 3  FAST 3000上のラベル（1、2、3） 
 

1 安全眼鏡を着用してください！ 

2 圧砕の危険があります！ 

3 圧砕の危険があります！ 
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図 4  圧着・切断ヘッド上のラベル（1、2）と調整用補助器具 

 

1 一般的な警告サイン： 荷重センサーなしでの FAST 3000の使用は絶対に避けてください。 

2 一般的な警告サイン： 磁場 

3 永久磁石 

 
 

1.5 関連文書 

• 「EC 適合宣言書」、付録（第 14節）を参照 

• その他の関連文書については、付録（第 14節）を参照 
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2 安全にお使い頂くために 

2.1 操作マニュアルの使い方 

• 本操作マニュアルを、常に手元に用意し、参照できるようにしてください。 

• 本操作マニュアルを、次の所有者またはユーザーに引き継いでください。 

• FAST 3000 ツールを始動する前に、本操作マニュアルを注意深く読み通しください。 

– すべての設定と機能を充分に理解しておいてください。 

– 本ユニットのセットアップ、始動、メンテナンスまたは修理に携わる人員は、本操作マニュアル、特に安

全に関わる指示を理解しておく必要があります。 

 

2.2 使用目的に沿った利用 

注意 

FAST 3000 と関連部品は、OETIKER PG270 WingGuard® ストラップクランプを制御しながら組付けること

が目的です。Oetiker WingGuard® ストラップクランプ 270 以外のクランプの組付けに使用することはできま

せん。 

 

• 本ユニットは、使用目的に沿った、技術的に安全で、故障のない条件下でのみ利用できます。 

• 正しく利用するためには、本操作マニュアルに従うことと、技術データに準拠することも含まれます。 

• 規定されている利用方法に適合しない場合には、誤った利用とみなされます。 

• 爆発の恐れのある領域での FAST 3000の使用は許可されません。 

• FAST 3000は単独工具としても、組立セルに統合しても使用できます。 

• FAST 3000を組立セルに統合する場合は、オプションの両手式制御装置やタッチパネルがなくても使用で

きます。そのような場合には、インテグレーターが FAST 3000の組立セルへの統合に責任を持ちます。 

– FAST 3000の統合の詳細については、第 10節を参照してください。 

 

使用目的以外の利用 

FAST 3000 は最新技術に基づいて作られており、安全に稼動します。誤った方法で、もしくは訓練を受けてい

ない人員が使用する場合のみ危険です。メーカーは、FAST 3000 の不適切な使用によって発生した怪我と物

損について、責任を負いません。それらは操作者の責任になります。 
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安全な操作のために持つべき安全コンセプト 

FAST 3000は一人で操作することを前提としています。第三者が締め付けサイクルを開始することはできませ

ん。 

WingGuard® クランプと固定された対象物との間に手足の一部が挟まらないように、両手式制御装置で両手

を使って締め付けサイクルを開始して下さい。これは、EN ISO 13849‑1 のパフォーマンスレベル PL d に適

応します。 

締め付けサイクルは 2 個の始動ボタンを同時に押して開始します。 

300 ミリ秒後には WingGuard® クランプが十分に締め付けられ、手足の一部が入り込むことはないので、始

動ボタンを押したら、再度放すことができます。これにより、始動ボタンを早く放したがために誤った締め付けを

起こすことはなくなります。 

クランプデバイスが挿入段階で不意に動き出したときには、付加センサーにより引張ユニットが即座に無効に

なります。 

安全コンセプトでは FAST 3000 によって生じる危険を考慮しています。周辺の作業場で発生するその他の危

険については、操作者が考慮し対策を取らなければなりません。 

FAST3000が Oetikerの両手制御機能で制御されていない場合には、操作者は FAST 3000の安全な統合を

保証しなければなりません。 

 
 

2.3 基本的な安全注意事項 

注意 

不適切な作業場による危険。 

 充分なスペースと照明を確保してください。 

 

• 全ての操作およびメンテナンス指示に従ってください。 

• メンテナンスや修理作業は必ず資格を得た専門技術者に依頼してください。 

• FAST 3000は、その使用方法とリスクを熟知した人員のみが扱えます。 

• 関連の事故防止規制やその他の健康と安全に関する一般規制に従ってください。FAST 3000を無許可で

改造した結果発生する被害に関して、メーカーは責任を負いません。 

• FAST 3000は湿気のない清潔な環境でのみ使用してください。 

• FAST 3000は十分に照明の行き届いた環境でのみ使用してください。 

• 安全な取り扱いと操作を確実にするために、十分な空間を確保してください。 
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スペアパーツ 

迅速かつ正確にスペアパーツを入手するため、明確に注文情報を記載することが必須となります。以下の情報

を必ず記載してください： 

• 製品名およびソフトウェアバージョン 

• 機種 

• シリアル番号 

• スペアパーツ名と必要数 

• スペアパーツの部品番号 

• 配送方法 

• 住所 

詳細は OETIKER ツールカタログを参照してください。 

 

機器の改善 

製品の品質を継続して改善するために、当社は操作マニュアルを変更することなく、機器の改善を実施する権

利を有します。従って、寸法、重量、素材、性能、定格、名称などの詳細情報も、必要に応じて変更されます。

電気回路図に関しては、機器に付属する図面が他の全てに優先されます。 
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2.4 保護カバー 

注意 

FAST 3000は全ての保護カバーを正しく取り付けた状態でのみ使用してください。 

 

 
 

図 5  FAST 3000 の保護カバー 

 機器上の識別マークと警告用の指示が常に読み取れるようにしてください。 

 
 

2.5 特殊な安全注意事項 

 専門訓練を受けた人員のみが、電気機器のメンテナンスと修理作業を行う資格を有します。 

 メンテナンスや修理作業を開始する前に、全ての機器の電源をオフにし、システム全体と電源との接続を

外してください。 

 予備メンテナンス作業の一環として、圧着ジョーとカットオフパンチの摩耗をチェックしてください。必要に応

じて交換してください。 
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2.6 安全な作業要領 

• 各製造工程の前に、FAST 3000 を目視検査し、完璧な動作状態にない限り使用しないでください。特に、

圧着ジョーと緊急停止装置を検査してください。 

• 故障は全て、直ちに監督者に報告してください。 

– 故障が見つかった場合は、FAST 3000を使い続けてはなりません。 

• 機器の操作中とメンテナンス中には、保護眼鏡を着用してください。 

• FAST 3000 は一人で操作するように設計されています。もう一人の方が締め付けサイクルを開始すること

はできません。 

• 製品の周囲に十分なスペースを確保してください。ユーザーが、第三者によって妨害されてはいけません。 

• FAST 3000 の作業領域では、人間工学的に優れた環境を作ってください。 

• 両手制御卓上の緊急停止ボタンを押すと、両方のポジショニングデバイスが電源 OFF となり、直ちに動作

を停止します。 

– FAST 3000を外部の PLCから制御している場合には、第 10節を参照してください。 

 

2.7 外部の制御システムを通じた FAST 3000 の使用 

• インテグレーターが FAST 3000の安全な統合に責任を負います。 

• インテグレーターはリスク評価を実施して、それに合わせてシステムを実装する必要があります。 

• 統合は資格を持つ人員のみが実施できます。 

• 両手制御装置を使用しない場合には、外部の緊急停止機能をつなげてください。 

• このテーマに関する詳細については、第 10節を参照してください。 

• 統合の実施方法については、Oetikerにお問い合わせください。 

 

2.8 変換および修正 

• OETIKERの承認なくして、FAST 3000の設計や安全機構を変更してはなりません。いかなる変更に起因

する損害についても、OETIKER は責任を負わないものとします。特に、あらゆる種類の修理は禁じられて

います。 

• 純正のスペアパーツとアクセサリのみを使用してください。 

• いずれの安全備品も、分解してはなりません。 
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2.9 有資格人員 

警告 

不認可および/または資格を得ていない人員に起因する危険。 

 

認可され、資格を得た人員のみが、本機器を使用する許可を得られます。操作マニュアルが存在しない状態で

の使用は禁じられています。使用の認可レベルは以下の通りです： 

人員 

 

使用／操作 

操作者 
メンテナンス技術

者 
電気技術者 

設置／廃止 X   

運搬／保管 X   

オプションの両手制御装置／タッチバペルがない中

での始動 
X X  

通常操作    

圧着・切断ヘッドの取り外し／設置 X   

圧着・切断ヘッドのメンテナンス X   

「マニュアルモード」の操作 X   

エラー修復 X   

保護カバー取り外し X   

制御キャビネットの開放 X X  

部品交換 X   

 

説明：  = 許可される × = 許可されない 

 

「操作者」： 

• 与えられた安全指示と安全規制を熟知しています 

• 本文書に記載されている該当手順を理解しています 

• 適切な訓練を受けています 

• 認証部門による認可を受けています 

機器を操作する企業は、従業員が適切な言語にて安全指示と安全規制を理解していることを保証する必要が

あります。 
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「メンテナンス技術者」： 

• 「操作者」向けの知識を得ています 

• 機械と機構における機械操作を熟知しています（ネジの取付け、清掃、注油など） 

• 本文書に記載されている該当手順を理解しています 

• 不適切な環境（サービス間隔の超過、部分的な分解など）においてツールの使用を避けることを理解して

います 

 

「電気技術者」： 

• 「メンテナンス技術者」向けの知識を得ています 

• 機械と電気設備に関する深い知識を得ています 

• 危険電圧(AC 110/230V)を有するシステムにおいて作業するための訓練と認可を得ています 

• 不適切な操作が深刻な怪我や物損の原因となることを理解しています 

• 不適切な操作が電気および機械部品が破損する原因となることを理解しています 

• 引継ぎの際に他のユーザーが適切に使用できる状態にツールを整えなければならないことを理解していま

す 

• 本文書に記載されている該当手順を理解しています 

 

「メンテナンス技術者」には、次の活動を行う権限が与えられています： 

• 通常の操作でツールを使用する 

• 作業領域を清掃する 

 

 「サービス技術者」には、次の活動を行う権限が与えられています： 

• 「操作者」の担当範囲 

• 「マニュアル」操作モードでの作業。ツールを手動で操作できます 

• 締め付けデータの変更 

• 圧着／切断ヘッドの取り外し／設置と、関連するパーツの洗浄 

• スペアパーツの交換、洗浄および潤滑油の塗布による、圧着／切断ヘッドのメンテナンス 

• 圧着／切断ヘッドと、関連するパーツの、磨耗と破損に関する調査 

• 設置、運搬および保管 

• 保護カバーの取り外し、構成部品の取り扱い 
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「電気技術者」には、次の活動を行う権限が与えられています： 

• 「メンテナンス技術者」の担当範囲 

• 欠陥のあるツールの修理 

• 保護カバーを取り外して制御キャビネットを開け、構成部品の取り扱い 

• 部品の交換と、電気配線のメンテナンス 

 
 

2.10 メンテナンス作業 

操作マニュアルに記載された検査とメンテナンスの間隔を必ず遵守してください。メンテナンスと修理の手順に

は厳密に従ってください。 
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2.11 圧着・切断ヘッドの過負荷に対する保護 

注意 

圧着-切断ヘッドの過負荷プロテクションを外してはなりません。 

過負荷プロテクションと CFM荷重セル抜きでツールを使用すると、機械的損傷の原因となります。 

 

 
 

図 6  圧着カットオフヘッドの過負荷に対する保護（1） 
 

2.12 騒音レベル 

標準的な作業において、最大 75dBAの騒音が発生します。 
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3 供給内容 

 

3.1 FAST 3000 の主要構成部品の概要 

 
 

図 7  FAST 3000 ツールのデザイン 
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1 接続ケーブル 

2 制御キャビネット 

3 両手ドングル、薄型 

4 両手ドングル（両手制御装置が接続されていない場合に使用される緊急停止用両手制御装置） 

5 タッチパネル／オプション 

6 フットペダル／オプション 

7 両手制御装置／オプション 

8 圧着ジョーチェック用鏡 

9 締め付け荷重検証ユニットカン CAL 01 較正器（非表示）／オプション 

10 調整用補助器具 

11 圧着力監視デバイス付設置ツール 

 

3.2 主要構成部品 

構成 供給内容 

OETIKER FAST 3000 + CFM ‑ イーサネット／IP 

部品番号 13500209 

 

Oetiker FAST 3000 + CFM + イーサネット／IP 

ツールマウント付きでツールを提供 
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構成 供給内容 

OETIKER FAST 3000 + CFM ‑ PROFINET 

部品番号 13500210 

 

CFM と PROFINETが付いた Oetiker FAST 3000 

ツールマウントなしでツールを提供 
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3.3 オプション部品 

オプション 供給範囲 

両手制御卓 

部品番号 13500002 

 

FAST 3000を単独で操作するための両手式安全制御

装置です。 

 

タッチパネル、完全 

部品番号 13500278 

 

ートパソコンや上位の PLCを使用せずに FAST 3000

を制御できるタッチパネルです。 

 

フットペダル 

部品番号 13500105 

 

試験やラボ内での使用に備え、ハンズフリーの状態に

して、フットペダルのみでFAST 3000を使用できます。 

 

テスト装置  CAL01 CAL01 正規 UK／engl-de／
SKS01-1500mm 

部品番号 13600384 

 

締め付け荷重と圧着力の検証用テスト装置 

- 

テスト装置 CAL01 CAL01 正規 USA／engl-es／
SKS01-1500mm 

部品番号 13600385 

 

締め付け荷重と圧着力の検証用テスト装置 

- 

テスト装置  CAL01 CAL01 正規 CN／engl-de／
SKS01-1500mm 

部品番号 13600386 

 

締め付け荷重と圧着力の検証用テスト装置 

- 
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オプション 供給範囲 

テスト装置 CAL01 CAL01 正規 EURO／de-engl

／SKS01-1500mm 

部品番号 13600387 

 

締め付け荷重と圧着力の検証用テスト装置 

- 

検証ユニット PG135 

部品番号 13500232 

 

締め付け荷重検証に使用します。 

CAL 01を別個に注文する必要があります。 

 

FAST 3000上での CFMの検証のためのジョーキット 

部品番号 13500237 

 

CFM検証用です。 

CAL 01を別個に注文する必要があります。 
 

 

スペアパーツと補助ツールに関しては、第 9.7 節を参照してください。 
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4 概要 

Oetiker FAST 3000は OETIKER WingGuard®ストラップクランプの組付けを目的に開発されました。 

 

組付け工程は以下のステップにて構成されます。 

• 操作者が OETIKER WingGuard®ストラップクランプを対象物に取付けます。 

• FAST 3000 は対象物に向かって引っ張られ、OETIKER WingGuard®ストラップクランプのバンド端が圧

着-切断ヘッドへ挿入されます。 

• クランプボタンを押すと、ストラップの端が固定されます。 

• 締め付け工程が開始されると、FAST 3000 は一定の締め付け荷重に達するまでバンド端を引き続けます。

張力ゲージセルと強力な電磁機械駆動装置が正確な荷重制御を実現します。 

• 指定された締め付け荷重に達すると、FAST 3000 はバンドを締め付けてウィングを形成し、開口部でクラ

ンプを固定します。圧着工程は 2箇所の荷重セルによって監視されます。ロードセルの信号は 2箇所の荷

重監視装置によって検査されます。監視装置から FAST 3000の PLCへ、OK（合格） / NOK（不合格）信

号が送信されます。 

• 締め付け後、バンド端は切り落とされます。 

• バンド端はイジェクト位置まで移動され、機器から払い落とされます。 

• 最終的に、FAST 3000は再度、元の位置へ戻されます。 
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4.1 工具メカニズムの構造 

 
図 8  FAST 3000 のツールのメカニズム 

 

1 圧着・切断ヘッド 
圧着・切断ヘッドは WingGuard® クランプ圧着後、余って飛び出し

たストラップ端を切り離します。 

2 ストラップ端検出用 LED 

ストラップがあるかどうかを示します： 

• 点灯していない：ストラップがない 

• 低速で点滅：ストラップはあるが、押さえ付けられていない。 

• 高速で点滅：ストラップはあり押さえ付けられているが、深く挿入

されていない。ストラップをさらに挿入しなければなりません。 

• 継続して点灯：ストラップはあり、押さえ付けられている。締め付

けサイクルの準備完了。 

3 クランププッシュボタンを接続する

ための M8 3 ピンポート 

2 つ目のハンドルを使用するときには、2 つ目のクランププッシュボ

タンも接続できます。 

4 ハンドル 本ツールはハンドルを使って配置できます。 

5 クランププッシュボタン WingGuard®のストラップ端の確保を開始します。 

6 水準器 
水準器でツールが垂直方向に正しく設置されているかどうかチェック

できます（第 6.5 節を参照）。 
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7 圧着監視センサー信号ケーブル用

スリーブ 

圧着監視センサー信号ケーブルを含むスリーブ。ケーブルは圧着力

監視デバイスに直接接続されています。 

8 工具と制御キャビネット間の接続ケ

ーブル 

工具のメカニズムと制御キャビネットの間の接続ケーブル 

9 取り付け用ねじ穴 センサーまたは 2 つ目のハンドルの取り付けなど、お客様の要望に

応じてご提供します。 

10 傾け時の回転軸 WingGuard®クランプを簡単にストラップ端のスロット内に挿入でき

ます。 

11 （隠し）ねじ穴 お客様の配置用シリンダーを取り付けることができます。 

12 リニアガイド WingGuard®クランプをストラップ端のスロット内に挿入できます。正

しい位置への設置が常に保証されていなければなりません。 

13 運搬用拘束器 メカニズムを運搬するときに設置します。通常の操作では取り外さな

ければなりません。 

14 位置決め止め具 この止め具で、設置時の工具メカニズムの水平方向の位置が正しい

ことを保証します。 

15 ストラップ端の排出ダクト WingGuard®クランプのストラップ端を排出します。 

ストラップ端が正しく排出されて、リニアガイドに残っていないことを

確認してください。 
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4.2 FAST 3000 の圧着・切断ヘッドの構造 

注意 

圧着ジョーと切断パンチの破損リスク。 

– OETIKER PG270 WingGuard®ストラップクランプの組付けを目的として使用してください。圧着ジョーと

切断パンチが破損する可能性があります。 

 

 
 

図 9  圧着・切断ヘッド 

 

1 ヘッドハウジング 

2 圧着ジョー 

3 圧着ウェッジ 

4 圧着スライド 

5 スペーサープレート 

6 切断ダイス 

7 切断スライド 

8 切断ダイスガイド 

9 クランプユニットスライド 

10 ヘッドハウジングのカバー 
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図 10  圧着・切断ヘッドの詳細： CFM 応力ロードセルとそのブラケット 

 

11 荷重センサーのブラケット 

12 圧着力センサー 
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4.3 両手式制御装置 

危険 

両手式制御装置は圧着ツールのメカニズムから少なくとも 210 mm 離して、ボルトで留めて設置しなければ

なりません。 

 

 
 

図 11  両手式制御装置 

 

1 緊急停止ボタン 

2 両手始動ボタン（閉鎖サイクルを開始するためには、同時に押さなければなりません） 

3 初期化ボタン（FAST 3000 の初期化用）。 

– ツールの初期化が必要なときに点滅します。 

– このボタンは、初期化している間は継続的に点灯しています。 

4 承認ボタン（「承認」：問題のある閉鎖とエラーメッセージを表示して、承認する） 

5 緑色の表示灯（「作動可能」：FAST 3000 が操作可能であることを示す） 

6 ブザー（ラボモードで有効。閉鎖サークルの開始を告げる） 
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5 工程監視機能 

 

5.1 締め付け荷重の制御、工程パラメーターの解説 

FAST 3000 の目的は、OETIKER WingGuard® ストラップクランプを閉じることです。 

 

注 

工程パラメーターの推奨値については、OETIKER PG270 WingGuard® ストラップクランプのテクニカルデー

タシートを参照してください。 

 

 
 

図 12  閉鎖用データ表 
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5.1.1 締め付け荷重制御の機能 

閉鎖力の展開は 3 段階に分かれています。その 3 段階で、一定の繰り返し可能な引張操作に必要な応力

制御パラメーターの単純な調整が可能になります。 

 

1. クランプの急速な事前閉鎖。 

– クランプは、スイッチポイントの下落よりも弱い閉鎖力に達するまで、第 1 段階の速度で閉じられま

す。 

2. 要求される閉鎖力に達するまでに、ゆっくりした構築が完了しました。 

– クランプを閉じる速度は第 2 段階の速度で指定します。閉鎖力に達すると、応力制御が第 3 段階

に切り替わります。 

3. 滞留時間が 0 に定義されていると、WingGuard® クランプの切り離しは直ちに開始されます。 

– 滞留時間が 0 よりも大きな値に定義されていると、WingGuard® クランプの切り離しは、閉鎖力が

許容範囲内に、保持時間で指定された時間留まった後、直ちに開始されます。 

 

 
 

図 13  応力制御段階 
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5.1.2 締め付け荷重 

OETIKER PG270 WingGuard® ストラップクランプは推奨された、一様な閉鎖力（応力の優先度）で閉じなけ

ればなりません。それによって一貫性のある、再現可能で、認可されている張力がストラップの材料に掛かり、

個々の構成要素、締め付けるパーツとクランプに対する過負荷を防止できます。 

 

5.1.3 締め付け荷重の許容範囲（公差） 
クランプのロックを有効にするために、閉鎖力が留まらなければならない許容範囲を指定します。 

 

5.1.4 スイッチポイントの低減 

応力の値を、設定された閉鎖力よりも小さい値に設定します。その値になると、引張速度は高速の第 1 段階

の速度から低速の第 2 段階の速度に変わります。 

 

5.1.5 第 1 段階の速度 

第 1 段階での速度（クランプの高速閉鎖）。 

 

5.1.6 第 2 段階の速度 

第 2 段階での速度（応力制御を有効にする前の、クランプの低速閉鎖）。 

 

5.1.7 保持時間 

いくつかの適用対象では、構成要素を理想的につなぐために、特定の応力と時間が必要になります。FAST 

3000 を使うと、ユーザーはその時間を調整できます。 

一般的に、柔らかい材料では、硬い材料よりも滞留時間を長くしなければなりません。 
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5.1.8 締め付け荷重パラメーターが異なるサンプル曲線 

事前設定された閉鎖力パラメーターは、非常に硬いものも含めた、あらゆる対象で有効です。従って、必要が

なければ、設定を変更しないことをお勧めします。 

 

図表/設定 コメント 

 

硬いマンドレル上の標準設定での閉鎖 

 

閉鎖力を 800 N に設定 

 

• 短くした滞留時間 

• これによってサイクル時間が短縮されます 
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図表/設定 コメント 

 

• スイッチポイントの下落をより大きい値に設定 

• FAST 3000 がより早く第 2 段階に切り替わる。 

• ドライブが 1250 N で減速（閉鎖力に達するまで 

600 N） 

 

• 第 1 段階の速度がより低い 

• これによって、サイクル時間が若干長くなる 

• 速度の設定が低いので、FAST 3000 は 1550 N 

で第 2 段階に切り替わる。（ドライブの減速に必

要な時間が短くなる） 

 

• 第 2 段階の速度がより高い 

• これによって、サイクル時間が若干短くなる 

• 応力の超過のリスクが高くなる 
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5.1.9 締め付け荷重センサーの妥当性テスト 

閉鎖サイクルの間、FAST 3000 では閉鎖力センサーの妥当性をテストします。 

負荷の掛かっていない状態で、応力の測定値が約 0 N かどうかを調べます。さらにシステムでは、 負荷が軽

く掛かっている状態で、応力の測定値が予想範囲かどうかを調べます。 

 

5.2 圧着の監視 

圧着中に発生する応力の測定によって、圧着作業を監視します。 

 

5.2.1 圧着力監視（CFM）に関する基本情報 

 
 

図 14  圧着力監視デバイス 

 

• 2 個の監視デバイスで、2 個のロードセルからの応力信号を評価します。1 個のセンサーと 1 個の監視

デバイスで、左右それぞれのウィングを担当します。 

• 2 個のウィングの監視機能がそれぞれ独立しているので、変則的な現象が可能な限り多く記録されます。 

• 時間応力曲線に基づいて評価します。 

• 各ユニットは OK かどうかの信号を PLC に送ります。PLC ではそれらを含むさまざまな信号を使って、

閉鎖操作全体が OK かどうかを決定します。 

• 監視デバイスは制御キャビネットとは別に設置しなければなりません。ユーザーの視野の中に取り付ける

ことができます。 

• 「Kistler maXYmos」ソフトウェアを使って、新しい測定プログラムをラップトップから監視デバイスに、イー

サネット接続経由で送信できます（第 6.8.7 説を参照）。 

• 監視デバイスの応力曲線と現行の評価用設定を含む、個々の閉鎖操作の結果は、自動的に中央サーバ

ーに保存できます。その詳細については、監視デバイスの操作マニュアルを参照してください。 

 



 

OETIKER FAST 3000 Error! Use the Home tab to apply 标题 1 to the text that you want to appear here. 

10 月 18 日発行 08903980 5-38 

 

 

5.2.2 機械的デザイン 

次の図では、圧着顎に適用される応力の作用を示します。圧着顎から見た図です。 

 

 
 

図 15  圧着顎に対する応力の適用 

 

1. クリンプウェッジの移動 

2. クリンプウェッジの閉鎖動作による、圧着顎上に作用する応力 

3. WingGuard® ストラップクランプの圧着中のせん断力と変形力（ウィングの形成） 

4. 圧着顎の枢動ピンが結果的に受ける応力 
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応力は圧着顎の枢動ピン経由で、圧着ヘッドの伝動装置の応力伝達レバーに伝達されます。 

 

注 

てこの原理によって、応力は伝達レバーとスペーサー板とに分割されます。 

 

 
 

図 16  応力伝達レベル、横からの、圧着ヘッドを通した断面図 

 

1 応力伝達レバー 

2 スペーサー板 

3 圧着顎の枢動ピン 

4 圧着顎 
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図 17  応力伝達レバー付の圧着カットオフヘッドの正面図 

 

1 圧着顎の枢動ピンに働く応力は、ヘッドハウジングの応力伝達レバーに伝えられます。 

2 固定されたボディヒンジ 

3 圧着力センサーで測定した応力（てこの原理） 

4 応力伝達レバー 
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5.2.3 CFM：典型的な荷重曲線 

 
 

図 18  問題のない応力曲線 

 

1 最初のピーク：ストラップのせん断が始まる/ウィングの形成 

2 2番目のピーク：圧着顎が最終位置に到着 

3 緩和効果。工程に関連した情報がないので、これは包絡曲線の一部ではありません。 

4 圧着顎が WingGuard® ストラップクランプのストラップに接触し、応力が適用される 

5 EO 3：不適格曲線：応力曲線がこの曲線と交差してはならない。応力曲線が不適格曲線と交差すると： 

• 圧着手順に問題があると評価されます。 

• さらに、閉鎖操作が直ちに終了し、WingGuard® クランプのストラップは閉鎖ウィングの形成なしで切

り取られます。この機能によって、FAST 3000 の構成要素、特に圧着顎を過負荷に対して保護しま

す。 

6 EO 1：実際の応力曲線が包絡曲線の上下どちらかの限界を超えた場合には、圧着操作に問題があると

評価される。 

7 EO 4：ユニボックス：入口と出口での応力の値を PLC に送る（次の節を参照）。 

8 EO 2：2 番目の包絡曲線：実際の応力曲線が包絡曲線の上下どちらかの限界を超えた場合には、圧着

操作に問題があると評価される。 

9 切替信号：応力曲線が切替信号と交差すると、圧着操作が直ちに終了し、WingGuard® クランプのストラ

ップは閉鎖ウィングの形成なしで切り取られます。この機能によって、FAST 3000 の構成要素、特に圧着

顎を過負荷に対して保護します。 
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5.2.4 CFM：磨耗の検出 

 
 

図 19  磨耗の検出 

 

1 新しい圧着カットオフヘッド 

2 磨耗した圧着カットオフヘッド 

 

2 番目のピークがない場合には、パーツが磨耗しているか、または圧着顎が折れています。そのために、PLC 

では、追加のチェックを実施します。監視デバイスで緑色の長方形の箱の入口と出口での応力のレベルを測定

します。それらの応力の値を PLC に送り、そこで 2 つの値の差を計算します。その差が特定の値よりも小さ

いと、エラーメッセージを生成します。 
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5.2.5 CFM：締め付け操作のサンプル曲線 

 

CFM 曲線 閉じたクランプの画像 内容 

左 

 

ウィングは異常に薄く、充分な高さ

まで閉じられていません。 

 

ウィングの閉鎖の間、クランプのハ

ウジングは圧着カットオフヘッドに

並行ではありませんでした。 

 
2 つの基準で、問題があると評価

されました： 

 包絡曲線 2 

 磨耗基準 

 

右 
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CFM 曲線 閉じたクランプの画像 内容 

左 

 

 

ウィングの閉鎖の間、クランプのハ

ウジングは圧着カットオフヘッドに

並行ではありませんでした。 

 

右 
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CFM 曲線 閉じたクランプの画像 内容 

左 

 

 

ウィングの閉鎖の間、クランプのハ

ウジングは圧着カットオフヘッドに

並行ではありませんでした。 

 

 
 

圧着顎がストラップの下に到着しな

いで、ストラップのエッジに当たりま

した。 

FAST 3000 の圧着顎の破損を防

ぐために、閉鎖工程を停止させま

す。 

左の圧着顎の最大応力によるキャ

ンセル。 

右 
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CFM 曲線 閉じたクランプの画像 内容 

左 

 

ウィングの下でのチップの形成。 

 

傾いている適用対象：右側の方が

左側よりも低くなっています。斜め

になっている硬い表面上のクラン

プの閉鎖。 

 

右 
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CFM 曲線 閉じたクランプの画像 内容 

左 

 

ウィングの形成なし。 

 

傾いている適用対象：右側の方が

左側よりも低くなっています。斜め

になっている硬い表面上のクラン

プの閉鎖。 

 
圧着顎の破損を防ぐために、応力

の早すぎる増加による圧着工程を

終了させます。 

右 

 
 



 

OETIKER FAST 3000 Error! Use the Home tab to apply 标题 1 to the text that you want to appear here. 

10 月 18 日発行 08903980 5-48 

 

 

CFM 曲線 閉じたクランプの画像 内容 

左 

 

閉鎖の幅は広く、ウィングは低い。 

 

シミュレートした磨耗で閉鎖（クリン

プウェッジ 3.4 がより大きな閉鎖

ギャップになる）。 

 
 

 
 

PLC は応力（1）が応力（2）よりも

大きいかどうかをチェックします。

そうであれば、FAST 3000 PLC 

はエラーメッセージを出力して、閉

鎖操作に問題があると評価しま

す。 

右 
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CFM 曲線 閉じたクランプの画像 内容 

左 

 

右のウィングが形成されず、左の

ウィングは正しく形成されていな

い。 

 

右の圧着顎が完全に折れている。 

 
（画像の例） 
 

右 
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CFM 曲線 閉じたクランプの画像 内容 

左 

 

 

右の圧着顎が部分的に折れてい

る： 

 

右 
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CFM 曲線 閉じたクランプの画像 内容 

左 

 

 

両方の圧着顎が部分的に折れて

いる： 
 

 
右 
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CFM 曲線 閉じたクランプの画像 内容 

左 

 

 

右の顎が部分的に折れている： 
 

 

右 
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CFM 曲線 閉じたクランプの画像 内容 

左 

 

 

ヘッドハウジングのカバーの固定

ねじがゆるすぎます。 

 

ロックには、まだ問題はありませ

ん！ 

右 
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CFM 曲線 閉じたクランプの画像 内容 

左 

 

 閉鎖力を 800 N に設定。CFM 

応力レベルが 1850 N よりも大き

い。 

右 
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CFM 曲線 閉じたクランプの画像 内容 

左 

 

 閉鎖力を 2500 N に設定。CFM 

応力レベルが 1850 N よりも小さ

い。 

右 

 
 

5.3 カットオフの監視 

WingGuard® クランプのストラップの端を排出するときに、PLC は負荷測定セルに作用する応力をチェックし

ます。測定した応力が予想よりも大きければ、WingGuard® ストラップクランプのストラップが完全には切り離

されず、打ち抜き型に欠陥があるかもしれません。エラーメッセージが表示され、組み立て操作には問題があ

ると評価されます。 
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6 FAST 3000の取扱い 

警告 

不適切な設置による危険な状況。 

 安全性に関する注意の第 2 節を参照してください。 

 操作者が他人に邪魔されないように、FAST 3000 の周囲に充分にスペースを取ってください。 

 FAST 3000 の設置ツールと、その制御キャビネットを指定された取り付け位置に取り付けてください。 

 FAST 3000 を電源につなぐ前に、必要なプラグが挿入されていることを確認してください（ツール、両手制

御卓、…）。 

 タッチパネル/両手制御卓または PLC への接続が提供されていなければなりません。 

 
 

6.1 始動 

注意 

機器を正しく設置しなかったために生じる危険。 

FAST 3000 の設置は、操作マニュアルを読んで、理解した、資格を持った人員のみが実施できます。 

 

注意 

正しくない点検による危険。 

設置の前後で、次のことを確認してください： 

 すべての部品が良好な状態に保たれている 

 すべての部品が、落下しないように設置されている 

 安全性に関連した部品すべてが設置されていて、正しく作動している 

 圧着カットオフヘッドが正しく設置されている。良好な状態の圧着顎と、無傷のカットオフダイスのみを使用

してください。 

 

注意 

不適切な取り扱いと配置のための、欠陥のあるデバイスによる危険。 

 すべてのケーブルと設置ツールを制御キャビネットにつないで、外すのは電源が入っていない場合のみと

してください。 

 プラグコネクターの接触部分は、静電放電を防止するために接地した人員のみが触れることができます。 

 制御キャビネットは直立させて、設置しなければなりません。 
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注意 

接続ケーブルを正しく配置しなかったために生じる、不充分な品質の閉鎖による危険。 

WingGuard® クランプを閉じるときには、ツールヘッドの WingGuard® ストラップクランプのハウジングを、接

続するパーツに対してソフトに押し付けてください。 

 圧着カットオフヘッドが下に傾くように、接続ケーブルを配置してください。 

 

FAST 3000 の指導手順には、次のステップが含まれます： 
 

1. FAST 3000 の構成要素を落下しないように、また人間工学的要因を把握して、クランプを正しく閉じられる

ように設置します。 

2. 設置ツールを制御キャビネットに接続します。 

 

3. CFM を制御キャビネットに接続する（第 6.3 節を参照）。 

4. オプション：タッチパネル、両手制御卓、フットペダルおよび外部の PLC を制御キャビネットに接続します

（第 6.2 節を参照）。 

 
 

5. 制御キャビネットを電源に接続します。 

6. FAST 3000 のスイッチを入れます（第 6.4 節を参照）。 

これで、ゆるいマンドレル上の最初の閉鎖を実施できます。 

7. 設置ツールの位置（第 6.5 節を参照）。 

これで、ツールを操作できます。 

8. いくつかのテスト用クランプを閉じて、ツールの機能を確かめてください。 
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6.2 制御キャビネットへの接続 

 
図 20  制御キャビネットへの接続 

 

1 電源 

2 ツールのメカニズムと制御キャビネットの間の接続ケーブル 

3 タッチパネル 

4 配線による I/O 

5 電源 CFM 24 V 

6 EtherCat CFM 

7 配線による I/O の電源 

8 フットペダル 

9 ProfiNet（Oetiker FAST 3000 + CFM‑Profinet 上でのみ有効） 

10 イーサネット（TCP/イーサネット IP） 

11 外部の緊急停止機能（このポートが外部の緊急停止ボタンに接続されていない場合には、薄い両手ドン

グルを差し込まなければなりません。） 

12 両手制御卓（両手制御卓が接続されていない場合には、両手‑ドングルを差し込まなければなりません。） 

13 M16 ケーブルグランド、外部の照明カーテン、外部の電力管理機能 
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6.3 CFMへのケーブル接続 

注 

接続ケーブルの張力緩和のための張力緩和ストリップを使用してください。 

 

 
 

図 21  制御ユニット、接続 

 

1 圧着力監視デバイスを FAST 3000 の制御キャビネットに接続するためのケーブル 

2 圧着力監視デバイス用の 24 V の電源 

3 応力信号ケーブル用のケーブル管路とブラケット（ケーブルの張力緩和用に M5 ボルトを使って、ブラケ

ットを安全な表面に取り付けてください）。 

4 左側の CFM 応力ロードセル用のポート（ポートがふさがっていないときには、閉鎖キャップをかぶせてく

ださい。プラグコネクターのソケットにごみを入れないようにしてください）。 

5 右側の CFM 応力ロードセル用のポート（ポートがふさがっていないときには、閉鎖キャップをかぶせてく

ださい。プラグコネクターのソケットにごみを入れないようにしてください）。 

6 EtherCAD 接続（左側の CFM デバイスの「Fieldbus In」ポートを使用してください） 

7 左側の圧着力監視デバイスの「Fieldbus Out」ソケットを、右側の CFM ユニットの「Fieldbus In」ソケット

に接続する RJ‑45 ケーブル 
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6.4 FAST 3000 の起動 

注 

両手制御卓を使わずに FAST 3000 を制御する方法の詳細については、（第 10 節を参照）してください。 

 

注 

クランプまたは他のパーツが圧着カットオフヘッドに挿入されている場合には、FAST 3000 は初期化できませ

ん。 

この規則に違反すると、圧着顎が破損することがあります。 

 

1. 制御キャビネット上のオン/オフスイッチ（1）で、FAST 3000 のスイッチを入れる。 
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2. PLC がブートされるまで待ちます。両手制御卓上の

青色に光るボタンが点滅を繰り返し始めた後で、制御

キャビネットの扉の緑色のボタン（2）を押してください。 

これは、ドライブの電力段に電力が供給されているこ

とを示します。注意！監督するシステムからの使用可

能フラグがなく、バイパススイッチが有効でなければ、

電源をオンにできません（第 7.4.7 節「ツールパラメ

ーター」を参照）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. クランプが圧着カットオフヘッドと圧着顎の中に入っていなくて、カットオフ

ダイスが自由に動けることを確認します。  

 

4. FAST 3000 を初期化するために、両手制御卓上の青色に点滅するボタ

ン（3）を押します。 

 
 

両手制御卓上の緑色のインディケーターランプが点灯すると、FAST 3000 を使用できます。 
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6.5 FAST 3000 の正しい設置 

 

6.5.1 基本的事項、FAST 3000 と WingGuard® クランプハウジングの配置 

注意 

正しくないツールの配置による危険 

FAST 3000 の配置は、操作マニュアルを読んで、理解した、資格を持った人員のみが実施できます。 

次の手順は、設置後に WingGuard® ストラップクランプのハウジングが水平でなければ適用できません。そ

うでない場合には、FAST 3000 を手動でセットアップしなければなりません。 

 様々な設置オプションを使用できます。従って、WingGuard® ストラップクランプの正しい配置をチェックし

なければなりません。さらに、最初のセットアップの後にテスト用クランプに設置しなければなりません。 

 FAST 3000 を水平に動かすか、または傾けるときに、外部の対象に触れて妨害されないようにしてくださ

い。 

 閉鎖手順の間は、FAST 3000 の圧着カットオフヘッドが、閉じられる WingGuard® クランプ以外のパー

ツには触れないようにしてください。この規則に違反すると、機械的な破損が生じて、WingGuard® ストラ

ップクランプの接続の質が落ちることがあります。 

 WingGuard® ストラップクランプを最も有効に利用するために、WingGuard® のハウジングをアプリケー

ションで支持しなければなりません。 

 WingGuard® ストラップクランプを円錐状の表面に取り付けないでください。 

 FAST 3000 を配置する前に、必ず運搬用の枠を外してください。運搬用の枠は、製造のための操作中に

は取り付けないでください。 

 対象全体に適切なジグを適用することを、強くお勧めします。フリーハンドでの閉鎖は、クランプを適切に

閉じられないことがあります。 

 FAST 3000 のベースプレートは支持フレームに、安全に取り付けられていなければなりません。このこと

は、対象の検証段階でも当てはまります。 

 機器が正しく配置されていないと、結果的に WingGuard® ストラップクランプの残留力が減ることがあり

ます。 

 制御キャビネットは直立させて、設置しなければなりません。 

 
WingGuard® ハウジングと圧着カットオフヘッドの正しい設置例（互いに平行） 
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図 22  正しくない、平行ではない WingGuard® ハウジングと、圧着カットオフヘッドの例 

 
 

 
図 23  WingGuard® ハウジングの対象上での許可されない配置 

 
 

 
図 24  WingGuard® ストラップクランプの円錐状の表面での許可されていない配置 
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図 25  圧着カットオフヘッドは対象から充分離れていなければならない 

 

 
図 26  ここでは、圧着カットオフヘッドは対象から充分離れていない 

許可されない配置。同じことは、 2 個の WingGuard® ストラップクランプが近づきすぎている場合にも当て

はまります。 
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図 27  WingGuard® ストラップクランプを段差のある対象に取り付けない 

 

 
図 28  ストラップの端の面と、ストラップで固定する対象が互いに接触しないようにする（例：ストラップで固定
する対象物（1）） 
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6.5.2 配置補助器具による FAST 3000工具の配置 

警告 

磁場による危険。 

配置補助器具は圧着カットオフヘッドに対して、強力な磁石で支持されています。心臓のペースメーカーを利用

している人員は、配置補助器具から適切な距離を保たなければなりません。 

 

1. 顧客の対象を、顧客の目的に合わせたブラケットの中に固定す

る。 

2. 運搬用拘束器（2）を取り外す。 

3. 配置補助器具（1）を圧着カットオフヘッドに取り付けて、両方の

ピンの位置が正しいことを確認する。 

 
 

4. 配置補助器具（1）の指示されたダミーハウジング（3）が、

WingGuard® のハウジングの想定されている位置に対して相

対的に正しく配置されるように、FAST 3000 を水平に動かす。

ほとんどすべての対象について、それは 12 時の方向になりま

す。 
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5. 位置決め止め具（3）をガイドレールに取り付けることができる

ように、FAST 3000 に充分なスペース（～ 50 mm）を確保

する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. アルコール水準器の泡が 2 本の垂直な線の真ん中に来るよ

うに、ツールの高さを調整する（水平な配置）。 

正しい水平方向の位置を、常に維持しなければなりません。 

7. 両方の、振動を吸収するゴムパッドがツールに対して軽く乗

るように、位置決め止め具をツール上に取り付ける。 

8. 位置決め止め具（3）の取り付けねじ（4）を 5 Nm のトルクで

締め付ける。 
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9. 再度、水平方向の配置をチェックする。ツールは対象の位置決め止め具と配置補助器具に対して軽く乗っ

ていなければなりません。 

10. 配置補助器具を取り外す。 

11. FAST 3000 の配置をチェックする。そのために、いくつかの WingGuard® クランプを対象上に設置してく

ださい。 

WingGuard® ストラップクランプが 12 時の位置にない場合には、FAST 3000 の水平の配置を手動で

訂正してください。 

FAST 3000 の正しい垂直の位置は、ツールのトップに取り付けられているアルコール水準器を参照すれ

ば、チェックできます。そのためには、圧着カットオフヘッドを WingGuard® クランプのクランプハウジング

上に配置します。アルコール水準器を正しく配置しなければなりません。 

これで、FAST 3000が正しい位置に設定されます。 

 
 

6.5.3 FAST 3000 を正しく設置するための寸法 
 

注意 

機器を正しく設置しなかったために生じる危険。 

次の図面は、WingGuard® ストラップクランプのハウジングの回りの表面が対称的（円柱状の表面）であると

きの設置状況に関連します。 

 WingGuard® ストラップクランプのハウジングを設置する表面が非対称的（楕円状など）である場合、

WingGuard® ストラップクランプのハウジングと FAST 3000 の正しい位置は、テストして決めなければ

なりません。 

 FAST 3000 を水平に動かすか、または傾けるときに、外部の対象に触れて妨害されないようにしてくださ

い。 

 FAST 3000 の圧着カットオフヘッドが、閉じられる WingGuard® クランプ以外のパーツには触れないよ

うにしてください。この規則に違反すると、機械的な破損が生じて、WingGuard® ストラップクランプの接

続の質が落ちることがあります。 

 FAST 3000 を配置する前には、必ず運搬用拘束器を取り外してください。 

 対象全体に適切なジグを適用することを、強くお勧めします。フリーハンドでの閉鎖は、クランプを適切に

閉じられないことがあります。 
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コメント：ご注文いただければ、Oetiker では FAST 3000の 3D‑CAD モデルをご提供します。 
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6.6 通常操作（製造） 

警告 

WingGuard® ストラップクランプで押しつぶされる危険。 

両手開始ボタンを押すか、または外部の制御機能で開始させたときに、指が押しつぶされる恐れがあります。 

– クランプサイクルを開始するときには、指をクランプに近づけないでください。 

 
 

 

警告 

可動パーツで押しつぶされる危険。 

FAST 3000 は、すべてのカバーが正しく取り付けられていて、ボルトで留められている場合にのみ、使用でき

ます！ 
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警告 

手を設置ツールの下に置くことによる、押しつぶされる危険。 

 作動中の設置ツールの下には、絶対に手を入れないでください。 

 
 

注意 

パーツが機器から飛び出すことによる危険。 

機器が作動中にパーツに欠陥が生じると、パーツがゆるんで、機器から飛び出すことがあります。 

機器の作動中とメンテナンス中は、常に安全眼鏡を着用してください。 

 

1. 工程パラメーターが対象に合わせた、正しい値に設定されていることをチェックしてください（第 5.1 節を

参照）。 

2. つなぐパーツの回りにクランプを置いて、顧客の対象を、

顧客の目的に合わせたブラケットの中に固定してくださ

い。 

3. 機器のハンドルを持って、クランプまたは留めるアセンブリ

ーの方向に引いてください。そのときに、OETIKER 

PG270 WingGuard® ストラップクランプを圧着カットオフ

ヘッドの底にあるスロットの中に挿入してください。 
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4. OETIKER PG270 WingGuard® ストラップクランプをツール

の中に、可能な限り押し込んでください。 

センサーが正しい配置を検出して、前面カバーの 2 個の LED 

ランプで通知します（ゆっくりと点滅する緑色の光）。これで、ハンド

ルのトップにあるボタンを押して、クランプをロックできます。再度ボ

タンを押すと、ロックが解除されます。 

 
 
 

ストラップをロックすると、（前面カバーの 2 個の LED ランプ）が継続的に点灯され、OETIKER PG270 

WingGuard® ストラップクランプの設置を始めることができます。 

クランプストラップの挿入が浅すぎると、LED は高速で点滅します。その場合には、ボタンを再度押してクラン

プを解放して、ストラップを押し込んで、再度ロックしなければなりません。 

 

5. 両手制御卓上の左右のボタン（1）を同時に押して、設置

を始めます。これによって、クランプの閉鎖が始まります。 

閉鎖手順の最後にクランプを解放し、ツールを出力位置

に押し戻せます。 

6. 設置したアセンブリーを取り外し、別のサイクルを開始し

ます。 

 
 

注 

クランプの不完全な閉鎖の後には、必ず圧着顎が破損していないかどうかをチェックしてください。 

 

ボタンを押すと、クランプ

をその位置にロックしま

す。 

ボタンを押すと、クランプ

が解放されます。 
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注 

ストラップセンサーがストラップを検出しない場合には、ストラップセンサーは無効になっています。 

 

注 

両方の開始ボタンを同時に押さなければなりません。そうしないと、「Failure to achieve 2‑button contact」（2 

ボタン接触に失敗）という警告が出力されます。 

 

6.7 ラボモード（パスワード保護） 

パスワード保護されたラボモードに切り替えて、片手制御か、フットペダルかを選択できます。ラボモードは限定

された数の接続のみで使用でき、限定された時間のみ有効にすることができます（第 7.4.3 節を参照）。 

 

警告 

資格を持たない人員による危険。 

ラボモードはラボ環境またはテスト環境でのみ使用できます。担当者は FAST 3000 の使用方法について、よ

り丁寧な訓練を受けなければなりません。 

 

警告 

WingGuard® ストラップクランプで押しつぶされる危険。 

START（始動）ボタンを押したり、外部制御を通じて開始される際に、指が挟まる可能性があります。 

 クランプサイクルを開始するときには、指をクランプに近づけないでください。 
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警告 

可動パーツで押しつぶされる危険。 

FAST 3000 は、すべてのカバーが正しく取り付けられていて、ボルトで留められている場合にのみ、使用でき

ます。 

 
 

警告 

手を設置ツールの下に置くことによる、押しつぶされる危険。 

 作動中の設置ツールの下には、絶対に手を入れないでください。  

 
 

注意 

パーツが機器から飛び出すことによる危険。 

機器が作動中にパーツに欠陥が生じると、パーツがゆるんで、機器から飛び出すことがあります。 

 機器の作動中とメンテナンス中は、常に安全眼鏡を着用してください。 

 

注 

同時に複数のラボモードを有効にすることはできません。設定に応じて、開始ボタンまたはフットペダルでサイ

クルを始めることができます。 
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6.7.1 片手操作 

1. 工程パラメーターが対象に合わせた、正しい値に

設定されていることをチェックしてください。 

2. 片手操作を有効にします： 

– 「operating mode」（操作モード）に切り替え

て、「 laboratory mode 」 （ラボモード）と

「one‑hand operation」（片手操作）を有効

にしてください。 

– ラボモードにアクセスするためには、ログイ

ンしていなければなりません。 

3. つなぐパーツの回りにクランプを置いてください。 

 

4. 機器のハンドルを持って、クランプの方向に引い

てください。そのときに、OETIKER PG270 

WingGuard® ストラップクランプを圧着カットオ

フヘッドの底にあるスロットの中に挿入してくださ

い。 
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5. OETIKER PG270 WingGuard® ストラップクラ

ンプをツールの中に、可能な限り押し込んでくだ

さい。 

センサーが正しい配置を検出して、前面カバーの 2 

個の LED ランプで通知します（ゆっくりと点滅する緑

色の光）。これで、ハンドルのトップにあるボタンを押し

て、クランプをロックできます。再度ボタンを押すと、ロ

ックが解除されます。 

 
 

センサーがストラップを検出しないと、ロックボタンは

機能しません。 

 

ストラップをロックすると（前面カバーの  2 個の LED ランプが継続的に点灯され）、OETIKER PG270 

WingGuard® ストラップクランプの設置を始めることができます。 

クランプストラップの挿入が浅すぎると、LED は高速で点滅します。その場合には、ボタンを再度押してクラン

プを解放して、ストラップを押し込んで、再度ロックしなければなりません。 

 

6. 設置を開始します。両手制御卓上の左側または

右側のボタンを 2.5 秒以上押し続けてください。 

 

ブザーが 3 回鳴ると、クランプの閉鎖が始まります。

閉鎖手順が完了すると、クランプは再度解放されま

す。 

 

 

ボタンを押すと、クランプ

をその位置にロックしま

す。 

ボタンを押すと、クランプ

が解放されます。 
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6.7.2 フットペダル 

1. 工程パラメーターが対象に合わせた、正しい値に

設定されていることをチェックしてください。 

2. フットペダルモードを有効にする 

– 「operating mode」（操作モード）に切り替え

て、「laboratory mode」（ラボモード）と「foot 

pedal」（フットペダル）を有効にしてください。 

– ラボモードにアクセスするためには、ログイ

ンしていなければなりません。 

3. つなぐパーツの回りにクランプを置いてください。 

4. 機器のハンドルを持って、クランプの方向に引い

てください。そのときに、OETIKER PG270 

WingGuard® ストラップクランプを圧着カットオ

フヘッドの底にあるスロットの中に挿入してくださ

い。 
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5. OETIKER PG270 WingGuard® ストラップクラ

ンプをツールの中に、可能な限り押し込んでくだ

さい。 

センサーが正しい配置を検出して、前面カバーの 2 

個の LED ランプで通知します（ゆっくりと点滅する緑

色の光）。これで、ハンドルのトップにあるボタンを押し

て、クランプをロックできます。再度ボタンを押すと、ロ

ックが解除されます。 

 
 

センサーがストラップを検出しないと、ロックボタンは

機能しません。 

 

ストラップをロックすると（前面カバーの  2 個の LED ランプが継続的に点灯され）、OETIKER PG270 

WingGuard® ストラップクランプの設置を始めることができます。 

クランプストラップの挿入が浅すぎると、LED は高速で点滅します。その場合には、ボタンを再度押してクラン

プを解放して、ストラップを押し込んで、再度ロックしなければなりません。 

6. 設置を開始します。フットペダルを中央の位置ま

で 2.5 秒以上押し続けてください。ブザーが 3 

回鳴ると、クランプの閉鎖が始まります。閉鎖手

順が完了すると、クランプは再度解放されます。 

 

 

 

ボタンを押すと、クランプをそ

の位置にロックします。 

ボタンを押すと、クランプが

解放されます。 
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6.8 特殊操作モード（パスワード‑保護） 

これらの操作モードはクランプを閉じるためのものではありません。メンテナンスと修理の作業中に位置と応力

を調べて、品質保証するためのものです。 

 

警告 

WingGuard® ストラップクランプで押しつぶされる危険。 

以下で説明する機能を開始させるときに、WingGuard® ストラップクランプで指が押しつぶされる恐れがありま

す。 

 機能を開始するときには、指をクランプに近づけないでください。 

 
 

警告 

可動パーツで押しつぶされる危険。 

 FAST 3000 は、すべてのカバーが正しく取り付けられていて、ボルトで留められている場合にのみ、使用

できます。 

 

警告 

手を設置ツールの下に置くことによる、危険。 

 作動中の設置ツールの下には、絶対に手を入れないでください。 
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注意 

パーツが機器から飛び出すことによる危険。 

機器が作動中にパーツが壊れると、パーツがゆるんで、機器から飛び出すことがあります。 

 機器の作動中とメンテナンス中は、常に安全眼鏡を着用してください。 

 
 

6.8.1 ロック解除 

注 

特定の状況では、機械的な破損の原因になることがあるので、ツールの初期化ができません。 

 ツールの初期化ができない場合にのみ、FAST 3000 のロック解除機能を使用してください。 

 

1. 「operating mode」（操作モード）タブに切り替え

てください。 

2. 緊急停止ボタンが設定されている場合には、解

除してください。 

3. 「Deblocking」（ブロック解除）ボタン（1）を押しま

す。 

WingGuard® ストラップクランプは FAST 3000 

から切り離されませんが、圧着されません。 

ストラップの残った部分は廃棄されます。 

4. 両手制御卓の青色の「initializing」（初期化）ボタ

ンを押してください。 

これで、ツールを操作できます。 
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6.8.2 マニュアル操作 

1. 操作モードを有効にする。 

– 「operating mode」（操作モード）に切り替え

て、「manual drive」（マニュアル駆動）を有

効にします。 

– マニュアル駆動モードにアクセスするために

は、ログインしていなければなりません。 

2. 事前定義されている位置（1、2）のどちらかを押し

て、ドライブを制御します。 

詳細については、第 7.4.3 節を参照してくださ

い。  
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6.8.3 荷重オフセットをゼロに設定 

 

注 

様々な条件の下で、クランプユニット内の応力ロードセルが測定する応力は、温度変化のために変わることが

あります。それを補正するために、負荷の掛かっていない応力ロードセルの測定値をゼロに設定できます。測

定値がゼロから 20 N よりも大きく違っている場合には、応力のオフセットをゼロに設定することをお勧めしま

す。応力のオフセットを毎週チェックすることもお勧めします。 

 

1. 「Settings」（設定）タブを有効にします。 

– ゼロオフセットタブにアクセスするためには、

ログインしていなければなりません。 

2. 「Force verification」（応力検証）と「Tensioning 

unit」（張力ユニット）を選択する。  

 「Zero offset」（ゼロオフセット）を押して、手順を

開始する。 

– ツールが動いて、応力ロードセルに負荷が

掛からないようにします。 
 

 

「Actual force average value」（実際の応力の平均値）は、応力の実測値を示します。既存のオフセットを補正

する場合は、「Set offset to zero」（オフセットをゼロに設定）を押します。 

 

 「Quit routine」（ルーチンを終了）を押します。 

– ツールはホームポジションに戻ります。 

詳細については、第 7.4.7 節を参照してください。 
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6.8.4 締め付け荷重の検証 

 

注 

応力ロードセルの操作が正しいかどうかをチェックするために、週に一度は Oetiker CAL 01 を使って、測定し

た応力を検証してください。 

応力が 1850 N に設定されている場合、CAL 01 で測定した応力は、その値の ± 100N の範囲内でなけれ

ばなりません。 

およそ 50 回の検証の後で、張力ストラップを交換してください。 

CAL 01 での設定：SKS モード：ホールド‑ME‑EL / 平均（第 7.4.7 節を参照） 

 

1. 検証機能を有効にします。 

– 「Settings」（設定）タブを有効にします。 

– 応力検証タブにアクセスするためには、ログ

インしていなければなりません。 

2. 「Force verification」（応力検証）ボタンを押しま

す。 

3. 「Tensioning unit」（張力ユニット）ボタンを押しま

す。 

4. 「Force verification」（応力検証）ボタンを押しま

す。 
 

5. 閉鎖力検証ユニットを検証します。 
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6. ハンドルのトップにあるボタンを押します。 

 

7. 「Target force」（目標応力）を押して、検証力を希

望する値に変更します。 

8. 「Activate verification」（検証機能を有効にする）

を押します。 

9. CAL 01 で測定した応力の値を「Ext. Force 

value “CAL”」（外部応力の値「CAL」）フィールド

に入力します。入力された値は検証ログに保存

されます。 

10. 「Quit routine」（ルーチンを終了）を押します。 

値は関連するログファイルに書き込まれます。 

11. 検証ユニットをツールから取り外します。 

 

 

6.8.5 圧着力監視の検証 

注 

CFM 応力ロードセルの操作が正しいかどうかをチェックするために、週に一度は Oetiker CAL 01 を使って、

測定した応力を検証してください。 

応力が 800 N に設定されている場合、CAL 01 で測定した応力は、その値の ± 150N の範囲内でなければ

なりません。 

CAL 01 での設定：SKS モード：ホールド‑ME‑EL / 平均（第 7.4.7 節を参照） 
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注 

測定結果が無効になることがあるので、検証中は SKS を強く握らないでください。 

 

1. 応力検証機能を有効にします。 

 「Settings」（設定）タブを有効にします。 

 CFM 応力検証モードにアクセスするために

は、ログインしていなければなりません。 

2. 「Force verification」（応力検証）ボタンを押

します。 

 

3. 「Crimping」（圧着）ボタンを押します。 

 

4. 「Force verification」（応力検証）ボタンを押

します。 

 

 



 

OETIKER FAST 3000 Error! Use the Home tab to apply 标题 1 to the text that you want to appear here. 

10 月 18 日発行 08903980 6-86 

 

 

5. 「force target value」（目標応力値）を希望す

る値（例：800 N）に変更します。 

 

6. 正しく設置した検証用ジョーが付いた SKS 

01 を圧着カットオフヘッドの下に置きます

（右側の写真を参照）。 

 

7. ハンドルのストラップロックボタンを押して、 

SKS 01 の位置を固定します。 

 

8. CFM で測定した応力が目標応力値に達す

るまで、SKS 01 の位置を維持します。 

数秒後に SKS 01 が解放されます。 

 

9. CAL 01 で測定した応力の値を「Ext. Force 

value “CAL”」（外部応力の値「CAL」）フィー

ルドに入力する。入力された値は検証ログに

保存されます。 

 

10. 「Quit routine」（ルーチンを終了）を押します。 

値は関連するログファイルに書き込まれます。 

 

 

6.8.6 圧着力監視機能の調整 

圧着力監視機能を学習させます 

 

注 

圧着力監視デバイス用の包絡曲線の定義は、様々なクランプ、クランプストラップおよび鋼鉄のバッチについて

の、WingGuard® ストラップクランプの応力曲線に基づいています。従って、融解条件が異なるバッチによる

障害を防ぐために、できる限り出荷時設定を使用することをお勧めします。 
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注 

閉鎖力が出荷時設定の 1850 Nm とは異なっている場合、新しい参照曲線を学習させる必要があるかもしれ

ません。 

 

監視デバイスは個別に設定しなければなりません。 

 

1. FAST 3000 のタッチパネルの「Settings」（設定）

と「Tool Parameters」（ツールパラメーター）を選

択する。 

 

2. 「CFM Teaching mode」（CFM 学習モード）を選

択する。 

CFM 学習モードにアクセスするためには、ログ

インしていなければなりません。 

 

2 個の圧着力監視デバイスそれぞれで個別に： 
 

3. 初期画面上の「Setup」（セットアップ）を選択しま

す 

 

4. スーパーユーザーとしてログインします（パスワ

ード保護）。 

 

5. 「MP Setup」（MPセットアップ）を選択します。 

 

6. MP‑00を選択します。 
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7. 「Evaluation」（評価）を選択します。 

 

8. 「Retain the curve」（曲線を保持する）が画面に

表示された場合には、「No」（いいえ）を選択しま

す。 

「Delete the curve」（曲線を削除）を選択します。 

9. いずれかの WingGuard®ストラップクランプを選

択します。 

 

10. WingGuard® ストラップクランプが正しく閉じら

れた場合には「Yes」（はい）、そうでない場合に

は「No」（いいえ）を押します。 

11. ステップ 11 と 12 を 4 回繰り返し、少なくとも 

5 つの、合格基準に達した曲線を記録します。 

12. 「Forwards」（次へ）ボタン を選択します。 
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13. 変更したい EO を選択します（包絡曲線では 

01 または 02）。 

 

14. 「Forwards」（次へ）ボタン を選択します。 

 

15. 必要に応じて、DY を編集して、評価の許容誤差

を調整します。 

 

16. 「Recalculate」（再計算）を選択します。 

 

17. 必要であれば、複数の  EO に対してステップ 

14 からステップ 17 までを繰り返す（「Back」

（戻る）ボタン を使って、別の EO を選択し

ます）。 

 

18. チェックマーク を押して、新しい設定を確認

します。 

 

19. ボタン を 2 回押して、初期画面に戻りま

す。 

20. 学習工程の後で、モードを再度無効にします。そ

うしない場合、関連するポップアップウィンドウが

周期的に表示されます。 

21. FAST 3000 の タ ッ チ パ ネ ル で ： 「 CFM 

Production mode」（CFM 製造モード）を「On」

（オン）に、必ず設定してください。 

22. FAST 3000 からログアウトして、スーパーユー

ザーとしても FAST 3000 からログアウトします。 

 

 

圧着力監視機能の許容誤差を調整します 

 

注 

圧着力監視デバイス用の包絡曲線の定義は、様々なクランプ、クランプストラップおよび鋼鉄のバッチについて

の、WingGuard® ストラップクランプの応力曲線に基づいています。従って、融解条件が異なるバッチによる

障害を防ぐために、できる限り出荷時設定を使用することをお勧めします。 
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注 

閉鎖力が出荷時設定の 1850 Nm とは異なっている場合、新しい参照曲線を学習させる必要があるかもしれ

ません。 

 

監視デバイスは個別に設定しなければなりません。 

1. 初期画面上の「Setup」（セットアップ）を選択しま

す。 

2. スーパーユーザーとしてログインします（パスワー

ド保護）。 

 
3.「MP Setup」（MP セットアップ）を選択します。 

4. MP‑00 を選択します。 

5. 「Evaluation」（評価）を選択します。 

 
6. 「Forwards」（次へ）ボタン を選択します。 
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7. 変更したい EO を選択します（包絡曲線では 01 

または 02）。 

8. 「Forwards」（次へ）ボタン を選択します。 

 
9. 必要に応じて、DY を編集して、評価の許容誤差

を調整します。 

10. 「Recalculate」（再計算）を選択します。 

11. 必要であれば、複数の EO に対してステップ 7 

からステップ 10 までを繰り返します（「Back」（戻る）

ボタン を使って、別の EO を選択）。 

12. チェックマーク を押して、新しい設定を確認

します。 

ボタン を 2 回押して、初期画面に戻ります。 
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6.8.7 新しい設定／測定プログラムを CFM ユニットにローディング 

CFM ユニットによる通信のために、両者（PC とデバイス）は同じネットワーク上にいなければなりません。 

 設定とプログラムをロードするために、PC が必要です。 

 「maXYmos」ソフトウェアを利用できなければなりません。 

 CFM 設定は zip 形式で利用できなければなりません。 

 イーサネットケーブルが必要です。 

1. LAN ケーブルを使って、ラップトップを CFM デバイスに接続する。CFM デバイスのイーサネットポートを

使用します。 

2. 「maXYmos」ソフトウェアを起動します。 

現在接続されているデバイスは左側のユニットリスト（4）

に表示され、緑色の点で特定されます。 

3. 必要に応じて、「Languages」（言語）タブ（1）を使って、言

語の設定を変更します。 

4. デバイスをダブルクリックして、ログインメッセージを確認

します。 

5. 接続が自動的に確立されない場合： 

– 「New device」（新しいデバイス）（2）に移ります。 

– ネットワークアドレスを入力します。 

– 「OK」で確認します。 

6. 新しい設定をデバイスにロードするために、「Restore」

（復元）（3）を選択します。 

7. 新しい CFM 設定の入ったファイルを選択します。 

8. CFM デバイスにはロードしない設定のチェックマークを

外す。次の例では、測定プログラム 0（5）と測定プログラ

ム 15（6）のみが CFM デバイスにロードされます。 

9. 選択結果を「OK」（7）で確認します。 

入力を確認するメッセージが表示されます。 

10. 新しい設定をデバイスにロードするために、メッセージを 

OK で確認します。 
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右側の CFM デバイスのみ： 

11. 「Setup」（セットアップ）（8）を選択します。 

 
12. 名前を変更する測定プログラムを選択します

（9）。 

 

13. 「General」（一般）タブに切り替えます（10）。 

14. 「Le」を「Ri」に変えて、測定プログラムの名前を

変えます（11）。 

15. OK で確認します（12）。 

入力を確認するメッセージが表示されます。 

16. メッセージを OK で確認して、新しい設定をデバ

イスにロードします。  

 

注 

測定プログラム 0 の目的は閉鎖力の評価です。バックアップは測定プログラム 15 に保存されています。 
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7 GUI 

FAST 3000 の制御と監視はオプションのタッチパネル、ラップトップまたはコンピューターで実施できます。 

 

警告 

予想外の起動による危険 

FAST 3000 では、捜査員用制御ユニットは 1 つしか使えません。安全のために、オプションのタッチパネルと

コンピューターによる同時制御は許されません。 

 
 

7.1 タッチパネル 

使用可能なタッチパネルには、ソフトウェアが事前にインストールされています。そのソフトウェアを使って、

FAST 3000 の閉鎖手順の主要機能すべてを制御して、監視できます。画像とデータの出力は、ウェブブラウ

ザーが付いているコンピューターと同じです。 

 

7.2 コンピューター 

FAST 3000 を、RJ45 ネットワークのポートとウェブブラウザーが付いている、どの標準的なコンピューターま

たはラップトップにでも接続できます。 

1. LAN 接続の設定に移って、TCP/IPv4 の設定を開く。 

2. 使用するデバイスの IP アドレスを「192.168.10.xx」に設定する。ただし、最後の 2 桁に「50」、「51」、

「40」、「60」と「61」は決して使用しないでください。 

3. サブネットマスクを「255.255.255.0.」に設定します。 

4. ウェブブラウザーウェブブラウザーに「http://192.168.10.50:8080/webvisu.htm」を入力します。これで、

FAST 3000 の制御機能にアクセスできます。詳細については、第 10 節を参照してください。 
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7.3 GUI レイアウト 

FAST 3000 の可視化機能のメイン画面は次のようになります： 
 

 
 

1 ユーザー管理/言語の選択/日付と時刻  

2 タブ 

3 タブの内容 

4 ステータスバー 
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7.4 メニュー体系 

 

7.4.1 初期画面 

 
 

1 – 矢印 

– WingGuard® ストラッ

プクランプのための記号 

- FAST 3000 の中に WingGuard®  ストラップクランプがありません 

- FAST 3000 の中に WingGuard® ストラップクランプがあります 

2 ステータス FAST 3000 の 2 個の電気ドライブの状態を示します 

3 操作モード ドライブの自動モードと主導モード：ローカルまたは PLC 

4 メッセージ エラーメッセージなど 

 目標の閉鎖力 閉鎖力を設定します（単位：ニュートン） 

 サイクル時間 最後のクランプ閉鎖の時間（単位：秒）。開始から、次の開始準備完了まで。 

 実際の閉鎖力 最後のクランプ閉鎖の間に適用された応力（単位：ニュートン） 

 引張距離 WingGuard® ストラップクランプを閉じるときの、引張による移動距離（単

位：mm） 

5 ユーザー ユーザーレベルを選択します 

6 Oetiker の記号 記号を押して、上位のユーザーレベルからログアウトします 
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7.4.2 締め付けデータ（値の変更にはパスワードが必要です） 
OETIKER PG270 WingGuard® ストラップクランプを設置するための設定は、｢Closure data｣（閉鎖データ）タ

ブに表示されます。このタブはパスワードを使わずにアクセスできます。ログインしていれば、値を変更できま

す。 

 

 
 

閉鎖力 閉鎖力を設定します（単位：ニュートン） 

閉鎖力の許容誤差範囲 閉鎖力の許容誤差を設定します（単位：ニュートン） 

スイッチポイント下落 減速される、設定された閉鎖力未満の応力（単位：ニュートン） 

第 1 段階の速度 最初の閉鎖段階の間の速度（単位：mm/s） 

第 2 段階の速度 2 番目の閉鎖段階の間の速度（単位：mm/s） 

閉鎖力の保持時間 閉鎖力が許容誤差範囲内に保たれる保持時間（単位：ミリ秒） 

ID 表示されるデータレコードの名前 

サイクル時間 最後のクランプ閉鎖の時間（単位：秒）。開始から、次の開始準備完了まで。 

実際の閉鎖力 最後のクランプ閉鎖の間に適用された応力（単位：ニュートン） 

引張距離 WingGuard® ストラップクランプを閉じるときの、引張による移動距離（単位：

mm） 

図 閉鎖中の応力の変化 
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7.4.3 操作モード 

操作モードは｢Operating mode｣（操作モード）タブを使って選択できます。使用できるモード：通常操作、ラボモ

ード、手動モード、ブロック解除モード。 

 

ラボモード（パスワード保護） 
 

警告 

資格を持たない人員による危険。 

ラボモードはラボ環境またはテスト環境でのみ使用できます。担当者は FAST 3000 の使用方法について、よ

り丁寧な訓練を受けなければなりません。 

 

警告 

WingGuard® ストラップクランプで押しつぶされる危険。 

以下で説明する機能を開始させるときに、WingGuard® ストラップクランプで指が押しつぶされる恐れがありま

す。 

 機能を開始するときには、指をクランプに近づけないでください。 
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警告 

可動パーツで押しつぶされる危険。 

FAST 3000 は、すべてのカバーが正しく取り付けられていて、ボルトで留められている場合にのみ、使用でき

ます。 

 

注意 

手を設置ツールの下に置くことによる、押しつぶされる危険。 

作動中の設置ツールの下には、絶対に手を入れないでください。 

 
 

注意 

パーツが機器から飛び出すことによる危険。 

機器が作動中にパーツに欠陥が生じると、パーツがゆるんで、機器から飛び出すことがあります。 

 機器の作動中とメンテナンス中は、常に安全眼鏡を着用してください。 
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ラボモード（パスワード保護） 
 

 
 

ラボモード ラボモードを有効/無効にします 

時間ラボモード ラボモードが自動的に無効になるまでの時間を指定します（単位：分） 

残り時間（単位：分） ラボモードが自動的に無効になるまでの時間です 

ラボモードにおける最大数 
カウンターを、閉じる対象の最大数に設定します。その数を超えると、ラボモー

ドが自動的に無効になります。 

ラボモードにおける残りの個

数 
ラボモードで残っている閉鎖の数 

片手操作 ラボモードで片手操作機能を使用するために、これを有効にします 

フットペダル ラボモードでフットペダルを使用するために、これを有効にします 
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手動モード（パスワード保護） 
 

警告 

可動パーツで押しつぶされる危険。 

メンテナンス作業のために、ツールをカバーなしで、「手動操作」の操作モードで操作しなければならないときが

あります。これは他に方法がない場合にのみ、最新の注意を払って実施してください。 

 完了後、直ちにカバーを装着してください。 

 

注意 

クランプが正しく閉じられなかったための危険。 

「手動操作」機能は、クランプの閉鎖には使用しないでください。この機能は障害の解決のためのみに使用でき

ます。 
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手動モード（パスワード保護） 

 
 

レバー（左側） 

初期化 レバーの初期化：ゼロの設定 

ホームポジション 
ホームポジションへのリンク（WingGuard® ストラップクランプはクランプユニッ

ト内にあると、固定されます。） 

挿入位置 クランプを挿入できる位置に、レバーがあります 

圧着位置 レバーは圧着位置にあります 

切断位置 レバーは切断位置にあります 

安全な切断位置 レバーは切断位置に直接移動し、圧着位置はスキップします 

実際の位置 レバーの位置（単位：ミリメートル） 

 

張力ユニット（右側） 

初期化 張力ユニットの初期化：零点の設定 

開始位置 張力ユニットは開始位置にあります 

排出位置 張力ユニットは残っているストラップを排出できる位置にあります 

実際の位置 張力ユニットの位置（単位：ミリメートル） 

サービス位置 張力ユニットはストラップセンサーを設定できる位置にあります 
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7.4.4 摩耗テスト 

 

注 

「Friction test」（摩擦テスト）の操作モードは、WingGuard® クランプの内部摩擦を調べるために使用できま

す。そのためには、中にストラップが入っていない WingGuard® クランプを閉じて、最大の無負荷閉鎖力を決

定します。 

 

 
 

自由状態の p.f. の開始 摩擦テストの開始 

目標位置 摩擦テストの間の引張モーターの最終位置 

速度 摩擦テストの間の、張力ユニットの速度 

最大応力 摩擦テストの間に適用される最大応力 

引張ユニットの実際の位置 張力ユニットの実際の位置 
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摩擦テストのシーケンス 

 FAST 3000 を参照しなければなりません。 

1. ｢Start friction test｣（摩擦テストを開始）ボタンを押して、機能を有効にします。 

2. クランプを挿入する。 

3. クランプを固定する。 

4. 両手制御卓の開始ボタンを押して、テストを開始します。 

張力ユニットは定義された速度で最終位置に向かいます。その間の似て起用された最大の張力を決定し

ます。最後に、ストラップを切り離します。 

 

7.4.5 IO テスト 

「I/O テスト」の目的は、FAST 3000 への入力の基本的な機能をテストすることです。個々の入力の説明は 3 

ページに渡っています。「I/O Test」（I/O テスト）メニューが開いているときには、個々のボタンには、それ以上

の機能はありません。 

 
 

緊急停止機能を切り替える 2 チャネルの緊急停止回路の状態：両手制御卓と外部の緊急停止スイッチ 

スイッチの確認 両手制御卓上の赤色の確認ボタン 

スイッチの初期化 両手制御卓上の青色の初期化ボタン 

開始 1 スイッチ 両手制御卓上の、2 チャネルの開始ボタン 

開始 2 スイッチ 両手制御卓上の、2 チャネルの開始ボタン 

フットペダル 2 チャネルのフットペダル 

バンドのロックのスイッチ クランプのロック 

バンド存在センサー クランプ存在センサー 
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ホールドアップセンサー 引張モーター監視用ホールドアップセンサー 

照明カーテン 1 照明カーテン 

照明カーテン 2 照明カーテン 

使用可能な外部電源 サーボ増幅器用の使用可能な外部電源 

 

 
 

バスでの開始 Profinet またはイーサネット/IP 経由の開始コマンド 

バスでの停止 Profinet またはイーサネット/IP 経由の停止コマンド 

バスでのクランプロック Profinet またはイーサネット/IP 経由のクランプのロック 

バスでの確認 Profinet またはイーサネット/IP 経由の、エラーメッセージの確認 

バスでの初期化 Profinet またはイーサネット/IP 経由の初期化 

バスでのバンド除去メッセー

ジの確認 

Profinet またはイーサネット/IP 経由の「Remove strap」（バンド除去）メッセー

ジの確認 

バスでの電源オン 
監督するシステムからの、Profinet またはイーサネット/IP 経由の、モーター

への電源供給用接続を使用可能にする 

バスでの電源ドライブのバイ

パス 

監督するシステムからの、Profinet またはイーサネット/IP 経由の、モーター

への電源供給用接続 

バスでのブロック解除 Profinet またはイーサネット/IP 経由のツールのブロック解除 

状態語 ツールが生成した状況語（状況語 1 と状況語 2、32 ビットの整数値） 

制御語 外部の制御ユニットが FAST 3000 に送信する制御語 
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状態通信 
Profinet 通 信

の状況 

 緑色：制御は、監督する制御ユニットに接続されている白

色：制御は、別の制御ユニットに接続されていない 

 

イーサネット/IP 

通信の 

状況 

緑色（1）：制御は、監督する制御ユニットに接続されている白

色（1）：制御は、別の制御ユニットに接続されていない赤色

（2）：通信エラーがある白色（2）：通信機能は正しく作動して

いる 

 

 
 

I/O 開始 1 配線による I/O チャネル開始 1 

I/O 開始 2 配線による I/O チャネル開始 2 

I/O 停止 1 配線による I/O チャネル停止 1 

I/O 停止 2 配線による I/O チャネル停止 2 

I/O 初期化 配線による I/O 初期化 

I/O 確認 配線による I/O 確認 

I/O バンドロック 配線による I/O ストラップクランプ 
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7.4.6 ログブック 

 

プロセスログ 

最新のクランプ閉鎖に関するデータは｢Data log｣（データログ）タブに表示されます。このメニューはパスワード

を使用しないでアクセスできます。 

 
 

日付/時刻 インストールした日付と時刻 

ID 閉鎖の識別用 ID 

目標応力 目標応力の値（単位：ニュートン） 

実際の応力 張力の実際の値（単位：ニュートン） 

引張距離 
WingGuard® ストラップクランプを閉じるときの、引張による移動距離（単位：

mm） 

ステータス 
ツールで観測し、事前定義されていた値に基づいて、設置ツールの制御機能

が評価した（OK または OK ではない）閉鎖状況 

CFM 
圧着力監視からの「OK」または「OK ではない」。CFM が製造モードでない場

合は「-」 

エラー 
閉鎖が OK ではない場合にはエラー番号。エラーはリストされます。例：205 / 

206 / 214 /... 
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エラーログ/警告ログ 

最新のツールのエラーは｢Error log｣(エラーログ)タブに表示されます。このメニューはパスワードを使用しない

でアクセスできます。 
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警報管理 

警報管理はエラーと警告のリストです。警報管理を開くためには、ステータスバーに表示される情報（1）をクリッ

クしてください。 

 
 

有効な警報がない場合には、画面には次のように表示されます： 
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有効な警報がある場合には、画面には次のように表示されます： 

 
 

1 つの警報のみが有効である場合には、エラーはステータスバーにメッセージとして表示されます。複数の警

報が有効である場合には、｢Several errors active｣（複数のエラーが有効）というメッセージが表示されます。 

 

色付き：有効で、確認されていない警報あり。 色なし：未解決で、確認されている警報があり。 

 警報を確認するためには、両手制御卓の「ACK」（確認）ボタンまたは「Init」（初期化）ボタンを押してくださ

い（PLC モードが有効である場合には、関連するビットを設定しなければなりません）。 

 

「History」（履歴）ボタンを押すと、過去のエラーと警告のリストが表示されます： 
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検証ログ 

最新の検証力は｢Verification Verification log｣（検証ログ）タブに表示されます。このメニューはパスワードを使

用しないでアクセスできます。 

 
 

応力 1 についてのみに値がリストに載っている場合は、それは張力の検証です。相関係数用の倍率がリスト

に載っています。 

圧着力の検証については、両方の応力がリストに載っています。圧着力については相関がないので、相関係

数については値 0 が表示されます。 
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サービスログブック 

「Service logbook」（サービスログブック）では、最も最近実施されたサービス作業/メンテナンス作業が表示さ

れます。このメニューは、パスワードを入力しないとアクセスできません。 

 
 

サービスログの新しい項目を作成するためには、左下のフィールド（1）にテキストを入力して、「Enter」（2）を押

してください。 



 

OETIKER FAST 3000 Error! Use the Home tab to apply 标题 1 to the text that you want to appear here. 

10 月 18 日発行 08903980 7-113 

 

 

7.4.7 設定 

 

ツールパラメーター 

 
 

最大締付ストローク クランプユニットの張力による最大移動距離 

ファイル名 USB スティックに保存されるデータファイルの名前 

ツール名 ツールの名前（データレコード ID の一部） 

製造 ID 製造バッチの名前（データレコード ID の一部） 

CFM 学習モード 製造モード（PLC は CFM 監視デバイスの出力を評価しない） 

CFM 製造モード 製造モード（PLC は CFM 監視デバイスの出力を評価する） 

バイパス 
電源の出力ステージをモータードライブに接続するための用件をバイパスしま

す 

照明カーテンを無効にします 
照明カーテンがない場合には、「Light curtain inactive」（照明カーテンが無効）

を選択します 

外部 PLCによる制御 このボタンを選択して、FAST 3000 を外部の PLC 経由で制御します 

I/O の制御 このボタンを選択して、FAST 3000 を I/O 経由で制御します 

時刻と日付 日付と時刻を設定します 

サマータイムの自動有効化 ｢On｣(オン)を選択して、自動的にサマータイムに切り替割るようにします 
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サービスカウンターのリセット サービスの後で、サービスカウンターをリセットします 

応力センサーのスケーリング 
張力センサーのスケーリング（係数は 4500 と 6500 の間でなければならな

い） 

 



 

OETIKER FAST 3000 Error! Use the Home tab to apply 标题 1 to the text that you want to appear here. 

10 月 18 日発行 08903980 7-115 

 

 

応力検証/ゼロバランス 

 

注 

様々な条件の下で、クランプユニット内の応力ロードセルが測定する応力は、温度変化のために変わることが

あります。それを補正するために、負荷の掛かっていない応力ロードセルの測定値をゼロに設定できます。測

定値がゼロから 20 N よりも大きく違っている場合には、応力のオフセットをゼロに設定することをお勧めしま

す。応力のオフセットを毎週チェックすることもお勧めします（第 6.8.3 節を参照）。 

 

 
 

応力ロードセルのオフセットをゼロにするためには、ログインしていなければなりません。 

 

応力検証 検証力タブへの変更 

引張ユニット 張力ユニットの検証力タブへの変更 

ゼロバランス ゼロバランス機能を有効にします 

オフセットをゼロに設定します ボタンを押して、現行の設定をゼロに変更します 

ルーチンを終了 ゼロバランスルーチンを終了します 

実際の応力 応力ロードセルで測定した、張力の実際の値（単位：ニュートン）を表示します 
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応力検証/応力が構成可能であるときの、閉鎖力の検証 

 

注 

張力を測定する応力ロードセルの操作が正しいかどうかを検証するために、週に一度は測定した応力を測定し

てください。詳細については、第 6.8.4 節を参照してください。 

 

 
 

閉鎖力をチェックするためには、ログインしていなければなりません。 

 

応力検証 検証力タブへの変更 

引張ユニット 張力ユニットの検証力タブへの変更 

応力検証 これで、応力検証ルーチンが有効になります 

バンドのロック 
引張ストラップがロックされていることを示します（FAST 3000 のハンドルのボ

タンを使ってロックします） 

目標応力 
FAST 3000 がクランプを引っ張るために使用する応力の値を設定します（単

位：ニュートン） 

検証開始 設定した応力で引っ張り始めます 

実際の応力 応力ロードセルで測定した、張力の実際の値（単位：ニュートン）を表示します 
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外部応力の値 「CAL」 入力される値は CAL 01 が読み取って、検証用レコードに記録されます 

ルーチンを終了 

引っ張るのを止めて、応力検証ルーチンを終了します。 

通常の操作では、張力センサーは自動的に停止します。応力を達成したときに

は、定義されている一定の時間の後で、張力ユニット/レバーがホームポジショ

ンに戻ります。 
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圧着力監視の検証 

 

注 

圧着力を測定する圧着力センサーの操作が正しいかどうかを検証するために、月に一度は Oetiker CAL 01 

を使って、測定した応力を検証してください。（詳細については、第 6.8.5 節を参照してください。） 

 

 
 

圧着力を検証するためには、ログインしていなければなりません。 

 

応力検証 検証力タブへの変更 

圧着 圧着力の検証タブへの変更 

応力検証 これで、応力検証ルーチンが有効になります 

CFM ロック これで、応力検証が有効になります 

目標応力 
検証力を設定します（単位：ニュートン）。最初の応力センサーがこの応力を検

出すると、FAST 3000 は応力の増大を止めます。 

テスト中 応力検証が実行中であることを示します 

最後の応力の実際の値

（R/L） 
応力ロードセルが測定した応力を表示します（単位：ニュートン） 

外部応力の値 「CAL」 入力される値は CAL 01 が読み取って、検証用レコードに記録されます 

ルーチンを終了 応力検証ルーチンを終了します 
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日付と時刻を設定します 

日付と時刻を設定するためには、FAST 3000 のタッチパネルで「Settings」（設定）と「Tool parameters」（ツー

ルパラメーター）を選択します。「Tool parameters」（ツールパラメーター）メニューでは、｢Date & Time｣（日付と

時刻）ボタンをクリックしてください。 

 
 

ポップアップウィンドウが表示されて、そこで日付と時刻を設定できます。 

 
 

現在の日付と時刻を入力します。 

設定をロードするためには、「Set time and date」（時刻と日付を設定）ボタンを押してください。 
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7.4.8 情報 

現在インストールされているソフトウェアのバージョンと発行日が「Information」（情報）タブに表示されます。

Oetiker のサービス部門のアドレスのリストも入っています。 
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7.4.9 エラーリスト（バージョン V2.09） 
エラーの訂正に関する詳細は第 13 節を参照してください。次のエラーリストは バージョン V2.09 のソフトウ

ェア二対応しています。それ以降のバージョンのエラーリストは OETIKER から入手できます。 

 

エラー番号 内容 クラス/重要度 

101 War_1 エラーの確認 警告 

102 War_2 ボタンの接触をチェック 警告 

103 
War_3 出力電圧がない。> ｢Start｣（開始） / 「Init」（初期化）を押

す 
警告 

104 War_4 Kistler デバイスの警告エラー 警告 

105 War_5 サービスの期限が迫っています 警告 

106 War_6 サービスの期限 警告 

108 War_8 Modus CFM のティーチインが有効 警告 

109 War_9 ドライブツールの電源がオフ 警告 

110 「Start」（開始）を押す 警告 

111 War_11 ストラップを取り除く 警告 

201 ToErr_1 ストラップがある -> 修正 & ACK ツールエラー 

202 
ToErr_2 クランプユニットが  STO ホームポジションにない 

「STO」 -> 「New Init」（新規初期化） 
ツールエラー 

204 ToErr_4 位置センサーに欠陥 ツールエラー 

205 ToErr_5 ドライブエラーが有効 ツールエラー 

206 ToErr_6 緊急停止回路が開いている ツールエラー 

207 ToErr_7 初期化ルーチンの間に照明カーテンが有効 ツールエラー 

208 ToErr_8 第 1 段階での圧着力エラーを検証 ツールエラー 

209 ToErr_9 第 2 段階での圧着力エラーを検証 ツールエラー 

210 ToErr_10 圧着力を検証：応力の増大なし ツールエラー 

211 ToErr_11 ストラップの端の排出をチェック ツールエラー 

212 ToErr_12 CFM の一般的警告/エラー ツールエラー 

213 ToErr_13 張力センサーをチェックする ツールエラー 

214 ToErr_14 緊急停止 ツールエラー 

216 ToErr_16 操作中にドライブツールの張力の損失 ツールエラー 

301 PrErr_1 張力の最大移動距離を超過 プロセスエラー 

302 PrErr_2 張力の最大時間を超過 プロセスエラー 

303 PrErr_3 圧着 CFM1 包絡曲線 1 プロセスエラー 

304 PrErr_4 圧着 CFM1 包絡曲線 2 プロセスエラー 

305 PrErr_5 圧着 CFM1 NoPass プロセスエラー 

306 PrErr_6 圧着 CFM1 磨耗 プロセスエラー 

307 PrErr_7 圧着 CFM2 包絡曲線 1 プロセスエラー 

308 PrErr_8 圧着 CFM2 包絡曲線 2 プロセスエラー 

309 PrErr_9 圧着 CFM2 NoPass プロセスエラー 
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310 PrErr_10 圧着 CFM2 磨耗 プロセスエラー 

311 PrErr_11 圧着での一般的なエラー プロセスエラー 

312 PrErr_12 切り離しでのエラー プロセスエラー 

313 PrErr_13 応力の超過 プロセスエラー 

315 PrErr_15 閉鎖力が許容誤差範囲外 プロセスエラー 

316 PrErr_16 照明カーテンが壊れるときの最大応力 プロセスエラー 

317 PrErr_17 排出位置での最大応力を超過 プロセスエラー 

318 PrErr_18 工程のキャンセル プロセスエラー 

319 PrErr_19 バスでの停止での最大応力に到達 プロセスエラー 

11016 サーボ張力ユニット：IPMエラー ドライブエラー 

11017 サーボ張力ユニット：IPM 温度 ドライブエラー 

11020 サーボ張力ユニット：過電流 ドライブエラー 

11021 サーボ張力ユニット：電流のオフセット ドライブエラー 

11022 サーボ張力ユニット：電流の制限を超過 ドライブエラー 

11033 サーボ張力ユニット：継続的に過負荷 ドライブエラー 

11034 サーボ張力ユニット：ドライブ温度 1 ドライブエラー 

11035 サーボ張力ユニット：更新時に過負荷 ドライブエラー 

11036 サーボ張力ユニット：モーターケーブルが未接続 ドライブエラー 

11037 サーボ張力ユニット：温度 2 ドライブエラー 

11038 サーボ張力ユニット：エンコーダーの温度 ドライブエラー 

11048 サーボ張力ユニット：エンコーダーの通信エラー ドライブエラー 

11049 サーボ張力ユニット：エンコーダーケーブルが未接続 ドライブエラー 

11050 サーボ張力ユニット：エンコーダーのデータエラー ドライブエラー 

11051 サーボ張力ユニット：モーターの設定 ドライブエラー 

11052 サーボ張力ユニット：Z フェーズが未接続 ドライブエラー 

11053 サーボ張力ユニット：バッテリーレベルが低い ドライブエラー 

11054 サーボ張力ユニット：正弦波の ENC ドライブエラー 

11055 サーボ張力ユニット：正弦波の周波数 ドライブエラー 

11056 サーボ張力ユニット：エンコーダーの設定エラー ドライブエラー 

11064 サーボ張力ユニット：過小電圧 ドライブエラー 

11065 サーボ張力ユニット：過大電圧 ドライブエラー 

11066 サーボ張力ユニット：電源供給の中断 ドライブエラー 

11067 サーボ張力ユニット：制御電圧の中断 ドライブエラー 

11080 サーボ張力ユニット：速度の超過 ドライブエラー 

11081 サーボ張力ユニット：POS 次のこと ドライブエラー 

11083 サーボ張力ユニット：SPD の大きな偏差 ドライブエラー 

11099 サーボ張力ユニット：チェックサムエラー ドライブエラー 

11113 サーボ張力ユニット：出荷時設定のエラー ドライブエラー 

12016 サーボレバー：IPM エラー ドライブエラー 
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12017 サーボレバー IPM温度 ドライブエラー 

12020 サーボレバー 過電流 ドライブエラー 

12021 サーボレバー 電流のオフセット ドライブエラー 

12022 サーボレバー 電流の制限超過 ドライブエラー 

12033 サーボレバー 継続的に過負荷 ドライブエラー 

12034 サーボレバー ドライブ温度 1 ドライブエラー 

12035 サーボレバー 更新時に過負荷 ドライブエラー 

12036 サーボレバー モーターケーブルが未接続 ドライブエラー 

12037 サーボレバー 温度 2 ドライブエラー 

12038 サーボレバー エンコーダーの温度 ドライブエラー 

12048 サーボレバー エンコーダーの通信エラー ドライブエラー 

12049 サーボレバー エンコーダーのケーブルが未接続 ドライブエラー 

12050 サーボレバー エンコーダーのデータエラー ドライブエラー 

12051 サーボレバー モーターの設定 ドライブエラー 

12052 サーボレバー Z フェーズが未接続 ドライブエラー 

12053 サーボレバー バッテリーレベルが低い ドライブエラー 

12054 サーボレバー 正弦波の ENC ドライブエラー 

12055 サーボレバー 正弦波の周波数 ドライブエラー 

12056 サーボレバー エンコーダーの設定エラー ドライブエラー 

12064 サーボレバー 過小電圧 ドライブエラー 

12065 サーボレバー 過大電圧 ドライブエラー 

12066 サーボレバー 電源供給の中断 ドライブエラー 

12067 サーボレバー 制御電圧の中断 ドライブエラー 

12080 サーボレバー 速度の超過 ドライブエラー 

12081 サーボレバー POS追跡 ドライブエラー 

12083 サーボレバー SPD の大きなずれ ドライブエラー 

12099 サーボレバー チェックサムエラー ドライブエラー 

12113 サーボレバー 出荷時設定のエラー ドライブエラー 
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7.4.10 アクセス権 

 

権利 

ユーザー 

｢none｣(なし)= ス

イッチを入れた時

点での状態 

操作者 スーパーユーザー 

閉鎖力パラメーター X X  

運搬/保管 X   

オプションの両手制御卓/タッチパネルのツー

ルパラメーターなしの始動 
X X  

工程プロトコル    

エラー/警告プロトコル    

検証プロトコル X X  

サービスログブック X X  

ロック解除機能 X   

ラボモード X X  

手動操作（手動操作） X X  

摩擦テスト X X  

I/O テスト X X  

 

説明：  = アクセス × = アクセスなし 

 

「スーパーユーザー」のユーザーは一定の時間が経過すると、自動的にログオフされます。 
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8 IP アドレスの割り当て 

ツールをネットワークに統合する場合には、割り当てられた IP アドレスが衝突しないように注意してください。

出荷時設定では、IP アドレスは「192.168.10.50」になっています。ウェブブラウザーを使ってコントローラーに

アクセスして、IP アドレスを変更できます。そのためには、ブラウザーのアドレスバーに

「http://192.168.10.50:81/」と入力してください。 

 
 

ホームページにログインしてから、希望する IP アドレス、サブネットマスクおよび標準のゲートウェイを入力し

ます。 

 
 

設定した IP アドレスは、イーサネット TCP/IP とイーサネット IP の両方で使用します（工業的通信）。 
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8.1 日付と時刻の設定 

「System settings」（システムの設定）メニュータブを選択して、日付と時刻を入力してください。 

 
 

日付と時刻は GUI でも設定できます。 
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9 部品のメンテナンスと交換 

 

9.1 メンテナンスと修理作業における基本的な安全注意事項 

警告 

感電による死亡事故の危険。 

通電部品に触れると死亡する可能性があります。 

 メインプラグをソケットから抜いて、間違って再び差し込むことがないように、FAST 3000 に注意してくださ

い。 

 サーボ増幅器内の中間回路電圧がなくなるまで、電源を切った後 15 分間待ちます。 

 資格を有して認可された技術者のみが電気設備にて作業を行なえるよう徹底してください。 

 操作者は、明らかに操作またはメンテナンスでの間違いが原因である障害のみに対応することを確認して

ください。 

 

警告 

FAST 3000 は絶対に水やその他の液体に浸さないでください。 

 

注意 

応力ロードセルの損傷の危険。 

FAST 3000 には応力ロードセルが付いています。それは精密な測定機器です。従って、応力ロードセルの損

傷を防ぐために、予定している応力だけを適用してください（ハンマーなどで叩かないでください）。 

 

• 清掃、潤滑油の注入およびメンテナンスの作業は、権限が与えられている技術者のみが、添付されている

メンテナンスマニュアルと、該当地域の法的規制に従って実施しなければなりません。それらに従わなか

った場合には、怪我や物損が生じる恐れがあります。 

• メンテナンスと修理の作業には、OETIKER が推奨するツールと純正部品のみを使ってください。 

• OETIKER の純正のスペアパーツのみを使ってください。 

• FAST 3000 のメンテナンスは、電源から切り離した状態でのみ行ってください。 

• 最初の始動以降、FAST 3000 は汚れ具合に応じて、毎日もしくは毎週掃除してください。 

• FAST 3000 は絶対に水やその他の液体に浸さないでください。 
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9.2 メンテナンス 

 

9.2.1 メンテナンス作業の前に 

 

警告 

感電による死亡事故の危険。 

通電部品に触れると死亡する可能性があります。 

 メインプラグをソケットから抜いて、間違って再び差し込むことがないように、FAST 3000 に注意してくださ

い。 

 サーボ増幅器内の中間回路電圧がなくなるまで、電源を切った後 15 分間待ちます。 

 資格を有して認可された技術者のみが電気設備にて作業を行なえるよう徹底してください。 

 操作者は、明らかに操作またはメンテナンスでの間違いが原因である障害のみに対応することを確認して

ください。 

 

注意 

可動パーツで押しつぶされる危険。 

 FAST 3000 のメンテナンスは、電源から切り離した状態でのみ行ってください。 

 カバーは権限のある、訓練された、資格を持った人員のみが取り除くことができます。 

 

9.2.2 メンテナンス作業の後に 
 

注意 

可動パーツで押しつぶされる危険。 

 メンテナンス作業の後で、安全性に関わるパーツはすべて交換され、確実にねじ止めされていることを確

認してください。 
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注意 

パーツが機器から飛び出すことによる危険。 

機器が作動中にパーツが壊れると、パーツがゆるんで、機器から飛び出すことがあります。 

 機器の作動中とメンテナンス中は、常に安全眼鏡を着用してください。 

 

 メンテナンスと点検の作業の後で、抜いてあったプラグを再び差し込んでください。 

 すべてのネジ接続を点検してください。 

 安全性に関わるパーツすべてを、直ちに取り付けてください。 

 FAST 3000 の操作機能すべてをチェックして、ツールを初期化します。 
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9.2.3 定期的な状態チェック 

 

注意 

故障はすべて、直ちに上司に報告してください。 

 故障が見つかった場合は、FAST 3000 を使い続けてはなりません。 

 

 FAST 3000 に目に見える損傷があるかどうかを、毎日もしくは毎回のシフトの初めにチェックして、状態

がよい場合にのみ使用するようにしてください。特に、圧着顎と緊急停止の操作に注意してください。 

 

 
 

図 29  圧着顎をチェックするための圧着顎チェック用鏡の使用 

 

 閉鎖力は毎週検証しなければなりません（第 6.8.4 節を参照）。 

 応力のオフセットを毎週検証することをお勧めします（第 6.8.3 節を参照）。 

 圧着力センサーを毎月検証することをお勧めします（第 6.8.5 節を参照）。 

 ツールの配置を毎週検証することをお勧めします。 
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9.2.4 定期的なメンテナンス作業／メンテナンスのスケジュール 

 

サービ

ス 

サービス間隔 /担当

者 

交換部品 メンテナンス活動 必要な時間 

A 100,000 サイクル 

 

お客様または 

Oetiker 

• 圧着顎キット（パーツ番

号 13500112） 

• 圧着顎を交換します 

• カットオフダイスを 180°回

転させます 

• ツールヘッドを清掃し、潤

滑油を注入します 

10分 

B 200,000 サイクル 

 

お客様または 

Oetiker 

• 100,000 サイクルのサ

ービス活動に関係した

パーツ 

• カットオフダイス 

• クランプレバー 

• 圧着ウェッジ 

• 圧着顎の枢動ピン 

（パーツ番号 13500157 の

パーツすべてを選択） 

• A サービス 

• パーツを交換する 

• クランプユニットを清掃し、

潤滑油を注入します 

40分 

C 2,000,000 サイクル 

 

Oetiker の純正品：

Oetiker 担当者にお

問い合わせください。 

• 200,000 サイクルのサ

ービス活動に関係した

パーツ 

• クランプレバーキット 

• クランプユニットのスライ

ド（磨耗の程度に依存） 

（パーツ番号 13500228 の

パーツすべてを選択） 

• B サービス 

• パーツを交換する 

• ドライブに潤滑油を塗る 

• ツールの状態をチェックす

る 

• 制御キャビネットのほこりフ

ィルターを掃除する 

2時間 

 

推奨する潤滑油 

内容 種類 メーカー 

グリース MICROLUBE GBU-Y 131 Klüber Lubrication AG（スイス） 
Thurgauerstrasse 39 
8050 Zürich 

電話：+41 44 308 69 69 

ファックス：+41 44 308 69 44 

www.klueber.com 

 

http://www.klueber.com/
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潤滑油を塗るポイント 

 潤滑油の薄いフィルムを、黄色でマークした領域すべてに貼ります。 

 

 
 

9.2.5 A サービス‑ 100,000 サイクルごとに実施 

注意 

磨耗したパーツ（圧着顎）を 100,000 回の閉鎖の後で交換してください。 

そのときには、ヘッド全体を清掃して、潤滑油を塗ってください。 

 

このサービスは 100,000 サイクルごとに実施しなければなりません。 

1. 圧着カットオフヘッドを分解します（第 9.1 節を参照）。 

2. 圧着カットオフヘッドを清掃して、潤滑油を塗ります。 

3. 圧着ウェッジと圧着顎の枢動ピンを、磨耗に関して目視で点検します。 

4. 圧着顎を交換します（第 9.3.3 節を参照）。 

5. カットオフダイスを 180°回転させます（第 9.3.3 節を参照）。 

6. 圧着カットオフヘッドを再度組み立てます（第 9.3.3 節を参照）。 

7. 閉鎖ギャップ SS は 3±0.1 mm 以内でなければなりません（閉じた状態で測定）。 
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8. ヘッドハウジングのカバーを設置して、固定した後で、3 個のスライドはすべて滑らかに動かなければなり

ません。 

9. FAST 3000 を組み立てた後で、閉鎖力の検証を 1850 N で行います（第 6.8.4 節を参照）。閉鎖力は 

±100 N の範囲内でなければなりません。 

10. WingGuard® クランプの閉鎖を 10 回行います。10 回実施して、すべてが問題ないと評価されなければ

なりません。 

 

9.2.6 B service サービス‑ 200,000 サイクルごとに実施 

注意 

磨耗したパーツ（圧着顎）を 100,000 回の閉鎖の後で交換してください。 

磨耗したパーツ（カットオフダイス、圧着ウェッジ、圧着顎の枢動ピン、クランプレバー圧着顎の枢動ピン）を 

200,000 回の閉鎖の後で交換します。 

そのときには、圧着カットオフヘッド全体とクランプユニットを清掃して、潤滑油を塗ってください。 

 

拡張/主要サービスは 200,000 サイクルごとに実施しなければなりません。 

1. 圧着カットオフヘッドを分解します（第 9.3 節を参照）。 

2. ツールヘッドを清掃して、潤滑油を塗ります（第 9.2.4 節を参照）。 

3. 圧着ウェッジを交換します（第 9.3.4 節を参照）。 

4. 圧着顎の枢動ピンを交換します（第 9.3.5 節を参照）。 

5. 圧着顎を交換します（第 9.3.3 節を参照）。 

6. カットオフダイスを交換します（第 9.3.3 節を参照）。 

7. 圧着カットオフヘッドを再度組み立てます（第 9.3 節を参照）。 

8. クランプユニットを清掃して、潤滑油を塗ります。 

9. クランプレバーを交換します（第 9.3.4 節を参照）。 

10. 閉鎖ギャップ SS は 3±0.1 mm 以内でなければなりません（閉じた状態で測定）。 
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11. ヘッドハウジングのカバーを設置して、固定した後で、3 個のスライドはすべて滑らかに動かなければなり

ません。 

12. FAST 3000 を組み立てた後で、閉鎖力の検証を 1850 N で行う。閉鎖力は ±100 N の範囲内でなけれ

ばなりません。 

 

13. WingGuard® クランプの閉鎖を 10 回行います。10 回実施して、すべてが問題ないと評価されなければ

なりません。 

 

9.3 部品交換 

警告 

カットオフヘッドが取り付けられていない場合の怪我のリスク。 

 圧着カットオフヘッドを適切に取り付けていない FAST 3000 は、絶対に使用しないでください。 

 

注意 

CFM 圧着力ロードセルが取り付けられていない場合には、機械的な損傷が生じる恐れがあります。 

 応力ロードセルが通常の位置に設置されていない場合には、CFM のために装着される圧着カットオフヘ

ッドが付いている FAST 3000 を操作しないでください。この指示に従わない場合には、圧着カットオフヘ

ッドの機械的な損傷が生じる恐れがあります。 
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9.3.1 圧着・切断ヘッドの取り外し 

1. 設置しやすくするために、クランプユニットを排出

位置に動かします（第 6.8.2 節を参照）。 

 

2. FAST 3000の電源をオフにします。 

 

3. 側面にある 4 本のねじを抜いて、ヘッドからカ

バーを外します。 

 
4. 応力センサーのケーブルをケーブルクリップから

外します。 

 

5. ねじを応力センサーのブラケットから抜きます。 

 
6. No.2 のマイナスドライバーを使って、右側の写

真のように、圧着力センサーとそのブラケットを

取り外します。 

 
 



 

OETIKER FAST 3000 Error! Use the Home tab to apply 标题 1 to the text that you want to appear here. 

10 月 18 日発行 08903980 9-136 

 

 

7. 圧着カットオフヘッドを取り外す前に、応力センサ

ーケーブル（1）を FAST 3000 の上に置きます。

これによって、不注意で応力センサーケーブルを

押しつぶすリスクが減ります。 

 
8. 正面の 4 本のねじを抜いて、圧着カットオフヘッ

ドを外します。 

 
9. 圧着カットオフヘッドを、表を下にしてメンテナン

ス用カウンターに置きます。 

 
図 30  取り外した圧着カットオフヘッド 
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9.3.2 圧着・切断ヘッドの設置 

 

1. FAST 3000 のスイッチが入っていないことを確

認します。 

 

2. 圧着カットオフヘッドを設置するためには、第 

9.3.1 節のステップ 3 からステップ 7 までを、

逆の順番で実行してください。 

 M6 ねじの締付トルク：7–9 Nm (62–80 lbf in) 

 

 

9.3.3 圧着ジョーと切断ダイスの交換 
 

注意 

認可されていないパーツの使用もしくは不適切な取り扱いによるツールの損傷。 

OETIKER 純正のスペアパーツのみを使用してください。指定されたもの以外の圧着顎を圧着カットオフヘッド

の中に設置することはできません。 

圧着カットオフヘッドを分解もしくは再度組み立てるときには、衝撃を与えないツールを使います。アセンブリー

は測定システムの一部であり、不適切な取り扱いによって損傷を受けることがあります。 

スペアパーツのパーツ番号に関する詳細については、第 9.5 節を参照してください。 

 

圧着カットオフヘッドを分解する 

 

1. 作業場に切れ端、ほこりなどがないことを確認し

ます。 

 

2. 圧着カットオフヘッドを、表を下にしてカウンターに

置きます。 

 

3. 4 本のねじを抜いて、ヘッドハウジングカバーを

外します。 
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4. パーツを分解します。 

 
5. スペーサー板を取り外すためには、No.2 のマイ

ナスドライバーをくぼみの中に差し込んで、スペー

サー板を持ち上げます。 

一箇所で持ち上げた後、反対側のくぼみに切り替えま

す。 

 
 

圧着カットオフヘッドを再度組み立てる 

圧着カットオフヘッドを設置するためには、分解のためのステップを逆に実行し

てください。 

次の指示に従ってください： 

圧着カットオフヘッドを組み立てて、 FAST 3000 のメカニズムに設置す

るときには、圧着顎のローラーが左側の写真のように、圧着ウェッジのガ

イドの中にあることを確認してください。この指示に従わない場合には、圧

着カットオフヘッドの機械的な損傷が生じる恐れがあります。 
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指定されている点でスペーサー板を手で押し込むこともできま

す。 

M6 ねじの締付トルク：7 ～ 9 Nm (62 ～ 80 lbf in) 

 
 
 
 
 
 
 
 

カットオフダイスを交換する 

 

注 

対応するカットオフダイスの面を、「メンテナンス」の節で指定されているサイクル数よりも長くは使用しないでく

ださい。 

 

1. 圧着カットオフヘッドを分解するときには、分解の

ための指示に従ってください。 

 
図 31  分解されたカットオフダイスとスライド 

 



 

OETIKER FAST 3000 Error! Use the Home tab to apply 标题 1 to the text that you want to appear here. 

10 月 18 日発行 08903980 9-140 

 

 

2. カットオフダイスをスライドから押し出してください。 

 
3. カットオフダイスをはじめて交換するときには、単に

まわして、もう一方の面を使用できます。すでにそれ

を行っている場合には、カットオフダイスを新しいもの

と交換してください。 

 
 

圧着顎を交換する 

 

注 

いつでも、右側と左側の圧着顎を同時に交換してください。 

 

注 

圧着顎を、推奨されているサイクル数よりも長くは使用しないでください（第 9.2.4 節を参照）。 

 

注 

最初の閉鎖サイクルの間に、圧着力の監視機能で応力のレベルが上がっているという測定値が出るかもしれ

ません。その原因は、最初の閉鎖サイクルの間は圧着顎と、挟まれるストラップとの間のより高い摩擦です。 

その場合には、圧着顎の慣らし運転が終わるまで、生産的なものを WingGuard® クランプの対象にしないよ

うにしてください。 
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1. 圧着カットオフヘッドを分解するときには、分解のための指示に従ってください（「圧着ヘッドを分解する」を

参照） 

2. 圧着顎を交換する 

3. 圧着カットオフヘッドを再度組み立てる 

 

9.3.4 圧着ウェッジの交換 

圧着カットオフヘッドの分解の詳細については、第 9.3.1 節と第 

9.3.3 節を参照してください。 

1. 取付ねじをゆるめて、取り外してください。 

2. ピンを取り外します。 

3. 圧着ウェッジを圧着スライドから引き出して、圧着ウェッジを新

しいものと交換してください。 

4. ピンを再びくぼみに差し込んでください。 

5. 取付ねじを締めます。 

6. 「圧着カットオフヘッドを組み立てる」の節に記載されているよう

に、圧着ヘッドを再び組み立ててください。 

 
 

9.3.5 圧着ジョーの枢動ピンの交換 

注 

目的に応じたツールのみ（第 9.7 節を参照）が、圧着顎の枢動ピンの交換に使用できます。ハンマー、ポンチ

などは機械的な損傷のリスクを高めるので、使用しないでください。 

圧入ツールによって、個々の圧着顎の枢動ピンが正しい深さまで押し込まれることが保証されます。枢動ピン

はスペーサー板から飛び出すことも、限度を超えて深く押し込まれることもできません。 
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1. 枢動ピンプレスツールを圧着カットオフヘッド上

に、右側の写真のように取り付けてください。締

付操作の手順に従ってください。 

 

2. マークされたねじ（1）を締めて、最初の枢動ピン

を押し出してください。それから、他のねじ穴の中

のねじをまわして、2 番目の枢動ピンを押し出し

ます。プレスツールを取り外してください。 

 

3. 枢動ピン圧入ツールを圧着カットオフヘッド上に、

右側の写真のように取り付けてください。締付操

作の手順に従ってください。 
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4. 新しい圧着顎の枢動ピン（3）とマークされたねじ

（2）を差し込んでください。圧着顎の枢動ピンを

押し込むために、ねじを締めてください。抵抗を

明確に感じ次第、止めてください。同じことを 2 

番目の新しい枢動ピンでも実行します。 

5. 圧入ツールを取り外して、圧着ヘッドを再び組み

立ててください（「圧着カットオフヘッド」を組み立

てる」を参照）。 

 

圧入ツールによって、個々の圧着顎の枢動ピンが正

しい深さまで押し込まれることが保証されます（3）。 

 
 

9.3.6 クランプレバーの交換 
 

注意 

認可されていないパーツの使用によるツールの損傷。 

OETIKER 純正のスペアパーツのみを使用してください。 

スペアパーツのパーツ番号に関する詳細については、第 9.7 節を参照してください。 

 
 

注意 

クランプの正しくない閉鎖によるツールの損傷。 

クランプレバーを正しい位置に、正面が前を向くように設置してください。 
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注 

クランプレバーを、「メンテナンス」の節で指定されているサイクル数よりも長くは使用しないでください。 

 

1. 低いほうのドライブを排出位置に動かします。 

2. 緊急停止ボタンを押します。 

3. 正面カバーを取り外します。 

 
図 32  正面カバーを取り外したツール 

4. クランプレバーの枢動ピンを引き出します（ツール

は必要なし）。 
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5. クランプレバーを前に動かします。 

 
6. クランプレバーを片側に押し、取り出して、新しい

ものと交換します。 

 
 

7. すべてを再度組み立てる。そのためには、上記の手順を逆の順番で実行します。 
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9.4 ストラップ検出センサーの位置のチェックと調整 

注 

ストラップセンサーが正しく設定されていることをチェックして、ステップ 1 からステップ 6 までを実行してくださ

い。 

 

1. 低いほうのドライブをサービス位置に動かします（操作モード‑> 手動操作 ‑> サービス位置）。 

 

2. 緊急停止ボタンを押します。 

 

3. 側面カバーを両方取り外します。  

 

4. 「LED on」（LED オン）というキャプションが付いている

ストラップの断面を、張力ユニット内のスロットの中に挿

入します。圧着カットオフヘッドの張力レバーの棒（1）を

押して、張力ユニットを開きます。ストラップの断面を挿

入した後で、張力レバーの棒を解放します。（注：ストラッ

プの断面が曲がっている場合には、黄色の線で示して

いるように挿入してください。それによって、張力レバー

を解放すると、ストラップの断面は平らになります。セン

サーが正しく設定されていると、LED（3）が点灯します。 

 

5. 「LED on」（LED オン）というキャプションが付いている

ストラップの断面を再度取り外して、「LED off」（LED オ

フ）というキャプションが付いているストラップの断面を挿

入する。センサーが正しく設定されていると、LED は点

灯しません。 

 

6. ステップ 4 またはステップ 5 で LED の状態が正しく

なければ、次のステップに進んでください。そうでなけれ

ば、センサーの設定は正しいので、ステップ 14 に進ん

でください。 
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7. 再度、「LED on」（LED オン）というキャプションが

付いているストラップの断面を、張力ユニット内の

スロットの中に挿入します。 

 

8. 1.5 mm の六角形のドライブキーを使って、ねじ

が切ってあるピン（2）をおよそ 1 回転戻します。 

 

9. ストラップセンサーを、ストラップの断面の上に乗

るまで押し下げます。センサーのケーブルをピン

セットで挟んで、センサーを支えると、簡単にでき

ます。 

 

10. LED が点灯するまで、センサーをストラップの断

面からゆっくりと持ち上げます。 

 

11. 必要に応じてセンサーを回転させて、LED が視

界に入るようにします。 

 

12. LED をその位置で支え、ねじが切ってあるピンを

締めます。 

 

13. ステップ 4 とステップ 5 で、再度センサーの位

置をチェックします。 

 

14. 両側の側面カバーを再設置します。 

 

15. 緊急停止を無効にして、FAST 3000 を初期化し

ます。 
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9.5 締め付け荷重センサーの設定 

警告 

「Force sensor scaling」（応力センサーのスケーリング）の項目が正しく設定されていない場合には、それによ

って WingGuard® ストラップクランプが大きすぎる応力か、または小さすぎる応力で閉じられます。 

 較正済みの CAL 01 を使って、慎重に調整してください。 

 

調整のためには、CAL 01 と PG135 検証ユニットが必要です。 

閉鎖力センサーを検証するための詳細については、第 6.8.4 節（「閉鎖力を検証する」）を参照してください。 

 

9.5.1 ロードセルの調整 

1. 「スーパーユーザー」としてログインします。 

2. CAL 01 を「Hold‑ME‑EL Average」（ホールド‑ME‑EL 平均）モードに設定します。 

3. CAL 01 が温まるまで、5 分間待ちます。 

4. 応力のずれがあるかどうかをチェックします（零点オフセット）。ある場合にはデバイスをゼロにします（第 

6.8.3 節（応力のオフセットをゼロにする）を参照）。 

5. 目標応力 1850 N で、5 回応力を検証し、値を記録します。 

6. それら 5 個の値の平均を計算します（例：1950 N）。 

7. FAST 3000 のタッチパネルで「Settings」（設定）を選択して、「Tool parameters」（ツールパラメーター）サ

ブメニューを選択します： 
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8. 次の公式を利用して、応力センサーのスケーリングのための新しい値を計算します： 
 

NKS = DCAL01 / FZ • AKS 
 

NKS:  新しい応力センサーのスケーリング 

DCAL01:  CAL01 応力測定値の平均 

FZ:  目標応力 

AKS:  古い応力センサーのスケーリング 

 

9. この値を｢Force sensor scaling｣（応力センサーのスケーリング）フィールドに入力します。 

10. 応力のずれがあるかどうかをチェックします（零点オフセット）。ある場合にはデバイスをゼロにします。 

11. 応力を検証し、設定が正しいかどうかをチェックします。 

 
 

9.6 制御キャビネットまたは工具メカニズムの交換 

警告 

以下で説明する手順に従わない場合には、それによって WingGuard® ストラップクランプ 270 が、設定した

値とは異なる閉鎖力で閉じられます。閉鎖力が検証されて、必要に応じて応力センサーのスケーリング係数が

調整されていることがきわめて重要です。 

 

1. 欠陥のある構成要素を（ツールメカニズムまたは制御キャビネットから）取り外します。 

2. 欠陥のある構成要素を修理のために Oetiker に送り返す場合には、すべての必要な構成要素を送り返

すように注意してください。 

送り返される構成要素の範囲は、提供されるスペアパーツの範囲と同じです。 

注意：ツールメカニズムの供給範囲は、両方の張力監視デバイスを含みます。 

3. スペアの構成要素の供給範囲内の、構成要素すべてを設置します。 

4. 閉鎖力の検証を実行します（第 6.8.4 節を参照）。 

5. 閉鎖力の測定値が設定した値から 25 N 以上ずれている場合には、閉鎖力センサーの再調整を行いま

す（第 9.5 節を参照）。 
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9.7 メンテナンス用の工具と消耗材 

ツールエラー / 消費される器具 部品番号 対象 

圧着顎用スペアパーツキット

（サービスパック A） 

 

13500112 A サービス 

サービスパック B 

 

13500157 B サービス 

サービスパック C 

 

13500228 C サービス 

圧着ウェッジ 

 

13500060 スペアパーツ 
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ツールエラー / 消費される器具 部品番号 対象 

クランプレバー用スペアパー

ツキット 

 

13500113 スペアパーツ 

CFM 用圧着カットオフヘッド 

 

13500215 簡易メンテナンス用圧着カットオ

フヘッド 

圧着カットオフツール + CFM 

 

13500269 スペアパーツ 

イーサネット IP 制御キャビ

ネット 

- 13500281 スペアパーツ 

Profinet 制御キャビネット - 13500280 スペアパーツ 

圧入ツール 

 

13500205 圧着顎を圧入 
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ツールエラー / 消費される器具 部品番号 対象 

プレスツール 

 

13500204 圧着顎をプレス 

張力ストラップ 

 

13500233 閉鎖力検証 

圧着カットオフヘッド用設置補

助 

 

13500288 圧着ヘッドの設置を容易にする 

CAL01 と SKS01  様々な 

異なる 

項目 

番号 

閉鎖力検証 

センサー設定ストリップ「LED 

on」（LED オン） 
 

13500151 ストラップ検出センサーを設定す

る 

センサー設定ストリップ「LED 

off」（LED オフ） 

 

13500152 ストラップ検出センサーを設定す

る 
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ツールエラー / 消費される器具 部品番号 対象 

応力測定顎セット 

 

13500264 応力測定顎セットは、設定され

た WingGuard® ストラップクラ

ンプ上の残留半径方向応力を決

定するために使用します。 

このセットは CAL01 と SKS01

と併せて使用しなければなりま

せん。 

近接スイッチ IFRM 

03P3501/KS35L（クランプユ

ニットのストラップセンサー） 

 

06001786 スペアパーツ 

ダンパー、完全 

 

13500024 スペアパーツ 

センサーのクランプブッシュ 

 

13500219 スペアパーツ 
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ツールエラー / 消費される器具 部品番号 対象 

クランプうニットのレール 

 

13500218 スペアパーツ 

接触モジュール NO  06001813 スペアパーツ 

接触モジュール NC  06001814 スペアパーツ 

サーボ増幅器 L7NHA004U  06001892 スペアパーツ 

測定用増幅器 1-BM40IE  06002147 スペアパーツ 

デジタル入出力カード  06001891 スペアパーツ 

PLC PAC320 PROFINET  06002146 スペアパーツ 

PLC PAC320 イーサネット
/IP 

 06001870 スペアパーツ 

ドライブ GSM20 完全（接続

プラグ付きで完全） 

 

13500271 スペアパーツ 
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ツールエラー / 消費される器具 部品番号 対象 

応力監視デバイス 

 

06001877 
 

スペアパーツ 

小型応力センサー 2.5kN（圧

着力センサー） 

 

06001864 スペアパーツ 

調整用補助器具 

 

13500214 FAST 3000 の配置 

応力監視デバイス用ケーブ

ル 2 m 

 06001878 圧着力センサーを圧着力監視デ

バイスに接続するケーブル 
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ツールエラー / 消費される器具 部品番号 対象 

圧着顎の鏡 

 

13500266 スペアパーツ 

FAST 3000 用安全ステッカ

ーセット 

 08904156 スペアパーツ 

六角棒レンチ 1.5 mm   ストラップセンサー 

六角棒レンチ 2 mm   安全距離センサーなど、... 

六角棒レンチ 2.5 mm   電源チェーン 

六角棒レンチ 3 mm   カバーなど、... 

六角棒レンチ 4 mm   - 

六角棒レンチ 5 mm   様々な異なる 

六角棒レンチ 6 mm   運搬用拘束器、... 

六角棒レンチ 8 mm   ジョイントピン、雌型 

ピンセット   ストラップセンサーを設定する 

MICROLUBE GBU-Y 131 

潤滑油 

  圧着カットオフヘッドに潤滑油を

塗ります。 

クランプユニットとストラップ 

ブラシ   潤滑油を塗る 

隙間ゲージ 0-150 mm   閉鎖ギャップの検証 
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10 外部 PLC経由での FAST3000制御 

警告 

決して、予防策なしで FAST 3000 を外部の PLC 経由で操作しないでください。 

この指示に従わなかった場合には、死亡または重大な負傷の危険があります。 

 システムインテグレーターは、 FAST 3000 を組み立てセルに、安全に統合する責任を負います。 

 システムインテグレーターはリスク解析を実行して、その結果に合わせてツールを構成しなければなりま

せん。 

 特に、両手制御卓を使用しない場合には、両手ドングルを差し込まなければなりません。外部の緊急停止

機能に接続しなければなりません。 

 統合は資格を持つ人員のみが実施できます。 

 統合の実施方法については、Oetiker にお問い合わせください。 

以下の回路図に関するページも参照してください（バージョン V1_0）： 

• 40、42、43：緊急停止機能に接続 

• 350、351、352：I/O 信号、照明カーテンおよび電源投入の準備による制御 

 

10.1 フィールドバス（イーサネット／IPまたは Profinet）による制御 

FAST 3000 はイーサネット/IP または Profinet のフィールドバスに基づく外部制御システムで制御できます。 

監督する制御システムを、FAST 3000 制御キャビネットの、対応する LAN ポートに接続してください。 

詳細については、第 6.2 節と第 7.4.5 節を参照してください。 

以下のデータは、ソフトウェアのバージョン V2.09 で有効です。 

 

10.1.1 イーサネット／IP通信プロトコル用の設定 

名前：  Parker 

IP アドレス：  192.168.10.50 

通信フォーマット： Data – Dint 

要求パケット間隔（RPI）：  20 ms 

モジュールを抑止：  真 

EtherNet/IP 経由のユニキャスト接続を使用する：  偽 

 アセンブリーの例 サイズ 

入力 101 46 

出力 100 1 

構成 102 2 
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10.1.2 Profinet ハードウェア構成用の設定 

監督する制御システムの構成用の GDSML ファイルは、納品されている USB スティックに入っています。次

の設定は監督する制御システムの構成で実施しなければなりません。 

• 6 x 入力 unsigned32 

• 1 x 出力 unsigned32 

 
図 33  Siemens S7 1212C での FAST 3000 の Profinet モジュールのハードウェア構成の例 

 
 

10.1.3 フィールドバスのマッピング（ソフトウェアのバージョン V2.09） 
 

   内容  データタイプ 

R-DW0 ビット 0 ビット 1 部品合格 通常モード R Bool 

R-DW0 ビット 1 ビット 2 部品不合格 通常モード R Bool 

R-DW0 ビット 2 ビット 3 有効な応力制御のシーケンス 応力の調整 R Bool 

R-DW0 ビット 3 ビット 4 応力制御が有効 応力の調整 R Bool 

R-DW0 ビット 4 ビット 5 ストラップのロックの準備完了 応力の調整 R Bool 

R-DW0 ビット 5 ビット 6 シーケンス有効ゼロへ調整 ゼロへ調整 R Bool 

R-DW0 ビット 6 ビット 7 ゼロへ調整準備完了 ゼロへ調整 R Bool 

R-DW0 ビット 7 ビット 8 動作レバー：電源投入 ツール R Bool 

R-DW0 ビット 8 ビット 9 動作レバー：参照済 ツール R Bool 

R-DW0 ビット 9 ビット 10 張力ユニット：電源投入 ツール R Bool 

R-DW0 ビット 10 ビット 11 張力ユニット：参照済 ツール R Bool 

R-DW0 ビット 11 ビット 12 照明カーテン ツール R Bool 

R-DW0 ビット 12 ビット 13 PLC：PCL と EtherCAT の準備完了 ツール R Bool 
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   内容  データタイプ 

R-DW0 ビット 13 ビット 14 
PLC：外部 PLC フィードバック：電力

投入 
ツール R Bool 

R-DW0 ビット 14 ビット 15 
PLC：電源インバーター上のサーボド

ライブ電源 
ツール R Bool 

R-DW0 ビット 15 ビット 16 初期化の準備完了 通常モード R Bool 

R-DW0 ビット 16 ビット 17 クランプのロックの準備完了 通常モード R Bool 

R-DW0 ビット 17 ビット 18 開始準備完了 通常モード R Bool 

R-DW0 ビット 18 ビット 19 ビジー 通常モード R Bool 

R-DW0 ビット 19 ビット 20 エラー 通常モード R Bool 

R-DW0 ビット 20 ビット 21 ラボモード有効 ラボモード R Bool 

R-DW0 ビット 21 ビット 22 状況再始動照明カーテン 安全性に関する情報 R Bool 

R-DW0 ビット 22 ビット 23 状況緊急停止 Ch.1 安全性に関する情報 R Bool 

R-DW0 ビット 23 ビット 24 状況緊急停止 Ch.２ 安全性に関する情報 R Bool 

R-DW0 ビット 24 ビット 25 ブロック解除の要求 ブロック解除 R Bool 

R-DW0 ビット 25 ビット 26 ブロック解除ルーチンが有効 ブロック解除 R Bool 

R-DW0 ビット 26 ビット 27 
HMI メッセージ  「Remove strap」

（ストラップを取り外す）（続く） 
初期ルーチン R Bool 

R-DW0 ビット 27 ビット 28 ルーチン主要サイクル有効 通常モード R Bool 

R-DW0 ビット 28 ビット 29 センサー：クランプあり ツール R Bool 

R-DW0 ビット 29 ビット 30 センサー：ホールドアップセンサー ツール R Bool 

R-DW0 ビット 30 ビット 31 有効ビット ツール R Bool 

R-DW1 ビット 31 ビット 32 スペア 状況ビット用スペア  

R-DW2   
操作モードと取り扱いのためのマスタ

ー 
通常モード R Int 

R-DW3   閉鎖力 通常モード R Real 

R-DW4   サイクル時間 通常モード R Real 

R-DW5   合計サイクルカウンター サービス R Int 

R-DW6   サービスサイクルカウンター サービス R Int 

R-DW7   実際の位置動作レバー ツール R Real 

R-DW8   実際の位置張力ユニット ツール R Real 

R-DW9   応力制御の取得 
ツール  PID コントロ

ーラー 
R Real 

R-DW10   リセット時間応力制御 
ツール  PID コントロ

ーラー 
R Real 

R-DW11   微分時間応力制御 
ツール  PID コントロ

ーラー 
R Real 

R-DW12   スペア   

R-DW13   ステータスメッセージ エラー処理 R Int 

R-DW14   応力の保持時間 ツール R Int 

R-DW15   時間ラボモード ラボモード R Real 

R-DW16   残り時間ラボモード ラボモード R Real 

R-DW17   ラボモードにおける最大数 ラボモード R Int 

R-DW18   ラボモードにおける残存数 ラボモード R Int 
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   内容  
データタイ

プ 

R-DW19   ホームポジション動作レバー パラメーター動作レバー R Real 

R-DW20   挿入位置動作レバー パラメーター動作レバー R Real 

R-DW21   圧着位置動作レバー パラメーター動作レバー R Real 

R-DW22   切断位置動作レバー パラメーター動作レバー R Real 

R-DW23   最小圧着電流の設定 パラメーター動作レバー R Int 

R-DW24   最大圧着電流の設定 パラメーター動作レバー R Int 

R-DW25   最小切断電流の設定 パラメーター動作レバー R Int 

R-DW26   最大切断電流の設定 パラメーター動作レバー R Int 

R-DW27   ホームポジション張力ユニット 張力ユニットパラメーター R Real 

R-DW28   張力ユニット排出位置 張力ユニットパラメーター R Real 

R-DW29   最大の引張による移動距離 張力ユニットパラメーター R Real 

R-DW30   段階 1 => 2への切替 張力ユニットパラメーター R Int 

R-DW31   応力のずれ 張力ユニットパラメーター R Real 

R-DW32   引張距離 張力ユニットパラメーター R Real 

R-DW33   張力ユニットホームポジション 張力ユニットパラメーター R Real 

R-DW34   張力ユニット挿入位置 張力ユニットパラメーター R Real 

R-DW35   CFM1：応力入口 EO4 CFM EO4 R Real 

R-DW36   CFM1：応力出口 EO4 CFM EO4 R Real 

R-DW37   CFM1：応力入口 EO4 CFM EO4 R Real 

R-DW38   CFM1：応力出口 EO4 CFM EO4 R Real 

R-DW39   CFM1：応力最大値 CFM R Real 

R-DW40      

R-DW41   CFM1：応力最大値 CFM R Real 

R-DW42      

R-DW43   警告 エラー処理 R Int 

R-DW44   ツールエラー エラー処理 R Int 

R-DW45   プロセスエラー エラー処理 R Int 

 

R Real 10 進 4 桁 

R Real 10 進 2 桁 
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   内容  
データタイ

プ 

W-DW0 ビット 0 ビット 1 開始サイクル 通常モード W Bool 

W-DW0 ビット 1 ビット 2 停止サイクル 通常モード W Bool 

W-DW0 ビット 2 ビット 3 クランプのロックを開始 通常モード W Bool 

W-DW0 ビット 3 ビット 4 確認エラー 通常モード W Bool 

W-DW0 ビット 4 ビット 5 初期化 通常モード W Bool 

W-DW0 ビット 5 ビット 6    

W-DW0 ビット 6 ビット 7    

W-DW0 ビット 7 ビット 8    

W-DW0 ビット 8 ビット 9    

W-DW0 ビット 9 ビット 10    

W-DW0 ビット 10 ビット 11 電源使用可能 開始モード  

W-DW0 ビット 11 ビット 12 バイパス開始のドライブ用の電源 開始モード  

W-DW0 ビット 12 ビット 13 ブロック解除開始 ブロック解除  

W-DW0 ビット 13 ビット 14 
確認メッセージ 「Remove strap」（ストラ

ップを取り外す） 
通常モード  

 

R-DW2、コメント 

0..7: 1 = Manual（手動） 

 2 = Automatic（自動） 

 3 = Laboratory mode（ラボモード） & 2-hand_control（手動制御） 

 4 = Laboratory mode（ラボモード） & foot pedal（フットペダル） 

8..32: 8 = Command 2-hand safety_control（コマンド 両手 安全性制御） 

 16 = Command I/O hardwire（コマンド I/O 配線） 

 24 = Command over industrial communication（工業用通信経由のコマンド） 
 

R-DW12、コメント 

未使用：古いバージョンでは、これはエラーの数でした 
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10.2 24-V IO信号経由の制御 

バスの替わりに、24-V I/O 信号経由で FAST 3000 を制御できます。 

FAST 3000 の制御キャビネットでの、外部制御のための接続の詳細については、350、351、352 の各ペー

ジに乗っている回路図を参照してください。I/O 経由で制御気の王を有効にする方法の詳細については、第 

7.4.5 節と第 7.4.7 節（設定、ツールパラメーター）を参照してください。 



 

OETIKER FAST 3000 Error! Use the Home tab to apply 标题 1 to the text that you want to appear here. 

10 月 18 日発行 08903980 11-163 

 

 

11 退役、運搬、保管、再始動 

 

11.1 退役 

FAST 3000 を長期間使用しない場合は、退役させる必要があります。 

• プラグを抜きます。 

• FAST 3000 を保管庫に格納する前に清掃します。 

• 欠陥のあるパーツを交換します。 

• FAST 3000 を清潔な、乾燥したところに保管して、ほこりから守ります。 

 

11.2 運搬 

FAST 3000 のパーツは重いので、必ず適切な運搬手段を利用してください。ツールを持ち上げるときには、必

ず 2 人で持ってください。 

運搬中にツールメカニズムが前後左右に動くこと、および回転することを防ぐために、運搬用拘束器を使用して

ください。 

再始動の前に、運搬用拘束器を取り外してください。 

 

注意 

運搬中に機器が落下するリスクがあります！ 

 機器の下に立ち止まらないでください。 

 安全のための装備を着用してください（特に安全靴）。 

 

注意 

運搬中に制御キャビネットが落下するリスクがあります！ 

 機器の下に立ち止まらないでください。 

 安全のための装備を着用してください（特に安全靴）。 
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1 運搬用アイフック 

2 運搬用拘束器 

3 ハンドル 
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11.3 保管 

FAST 3000 を長期間使用しない場合は、退役させる必要があります。 

• プラグを抜きます。 

• FAST 3000 を保管庫に格納する前に清掃します。 

• 欠陥のあるパーツを交換します。 

• 機械的パーツに防錆剤を塗ります。 

• FAST 3000 を清潔な、乾燥したところに保管して、ほこりから守ります。 

 

11.4 再始動 

FAST 3000 の試用期間を伸ばして、サービスに戻す場合には、再始動しなければなりません。 

• FAST 3000 に欠陥のあるパーツがあるかどうかをチェックして、必要な修理またはメンテナンスを行いま

す。 

• セットアップを実施する（第 6.1 節を参照）。 

 

11.5 廃棄 

ツール、すべての交換用パーツ、特に使用済の作動液、および環境汚染物質は、適用可能な法的規制に従っ

て、専門企業が廃棄しなければなりません。 
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12 技術データ 

• 屋内のみで使用 

• 温度範囲 5 °C ～ 40 °C 

• 最高温度 31 °C 以下で、最大相対湿度 80 % 

• 110 V または 220/230 V 50 ～ 60 Hz AC、設置済 

• 閉鎖力の誤差範囲：±100 N 

• 最大ノイズレベル：75 dBA 

 

寸法と重量 

 

 
 

 近似的寸法 [mm] 近似的重量 [kg] 

制御キャビネット 300 x 400 x 800 40 

接続ケーブル - 2.5 

設置ツール 
610 x 71 x 470 （ベースプレ

ートなし） 
30 

両手制御卓 465 x 190 x 120 2.5 

タッチパネル 340 x 220 x 120 2 

フットペダル 260 x 150 x 140 1.5 

圧着力監視デバイス 190 x 195 x 125 1 

 



 

OETIKER FAST 3000 Error! Use the Home tab to apply 标题 1 to the text that you want to appear here. 

10 月 18 日発行 08903980 13-167 

 

 

13 トラブルシューティングとエラーメッセージ 

 

13.1 エラー発生時の基本的な注意事項 

閉鎖操作を開始できないか、または操作中に機能障害が発生した場合には、FAST 3000 のメンテナンスの責

任者である技術担当者に連絡してください。 

• エラーは技術的に正しい方法でのみ修正できます。疑問点がある場合には、Oetiker（www.oetiker.com）

にご連絡ください。 

 
 

13.2 問題が発生した場合の対処 

エラーのタイプ 問題の原因 問題解決の方法 

閉鎖動作が開始しません ツールのスイッチが入っていない ツールのスイッチを入れます。 

緊急停止ボタンが有効 緊急停止ボタンを無効にします。 

ツールが初期化されていない ツールを初期化します。 

クランプが正しく挿入されていない

（ストラップ検出信号をチェック） 
クランプを正しく挿入します。 

必要なコネクターで挿入されていない

ものがある 

ツールに必要なコネクターをすべて挿入し

ます。 

正しくない操作モード 操作モードの設定を変えます。 

照明カーテンが有効で、照明カーテ

ンが損傷している 
照明カーテンを修理します。 

FAST 3000 が手動モード 
自動モードに切り替えて、ツールを初期化

します。 

ドライブの電源がオンになっていない 
制御キャビネットの緑色のボタンを押して、

ドライブの電源を入れます。 
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エラーのタイプ 問題の原因 問題解決の方法 

FAST 3000 の初期化が機

能しない 
WingGuard® ストラップクランプのス

トラップを 

クランプユニットに挿入する 

ストラップを取り外す。クランプレバーを解

放するために、前面カバーを外して、ストラ

ップを圧着カットオフヘッドから外す必要が

あるかもしれません。 

ストラップセンサーが汚れている ストラップセンサーを清掃します。 

両手制御パネルが制御キャビネット

に接続されていない 

両手制御パネルを制御キャビネットに接続

します。 

制御キャビネットに欠陥がある ユニットを OETIKER に送り返します。 

緊急停止が有効 
緊急停止ボタンを押して、解放する。 

FAST 3000 を初期化します。 

ドライブの電源がオンになっていない 
制御キャビネットの緑色のボタンを押して、

ドライブの電源を入れます。 

正しくない操作モード 操作モードの設定を変えます。 

照明カーテンが有効で、照明カーテ

ンが損傷している 
照明カーテンを修理します。 

パラメーターに値が保管されていな

い 

PTC を使って、PLC のパラメーターを出

荷時設定にリセットします。 

現行の操作状態のために、初期化を

実行できない 

緊急停止を有効にして、それから再度無

効にします。 

ツールのスイッチが入ってい

て、表示がない 

タッチパネルが制御キャビネットに接

続されていない 

タッチパネルを制御キャビネットに接続しま

す。 

制御キャビネットに欠陥がある ユニットを OETIKER に送り返します。 

正しくないネットワークアドレスがディ

スプレイまたはコントローラーに設定

されている 

ネットワークアドレスを正しく設定します。 

ディスプレイの設定が正しくない PTC でディスプレイを設定します。 

クランプが一方の側面のみで

圧着されている 

圧着顎が壊れている 圧着顎を交換します。 

圧着顎の枢動ピンが壊れている 枢動ピンを交換します。 

ストラップが切り離されていな

い 

カットオフダイスが壊れている カットオフダイスを交換します。 

カットオフダイスのガイドが正しく設置

されていない 

カットオフダイスのガイドを、第 9.3.3  節

「圧着顎とカットオフダイスを交換する」の

説明に従って設置します。 
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エラーのタイプ 問題の原因 問題解決の方法 

圧着顎がクランプハウジング

に切り込んでいる 

カットオフダイスのガイドが正しく設置

されていない 

カットオフダイスのガイドを、第 7.3.1 節

「圧着顎とカットオフダイスを交換する」の

説明に従って設置します。 

FAST 3000 の水平方向の位置が正

しくない 

クランプハウジングを正しく配置するため

に、水平方向の止め具の位置が正しいか

どうかをチェックします。 

WingGuard® クランプが閉じられて

いるときに、ツールヘッドが正しい位

置にない  

クランプが閉じられるときに、ツールヘッド

が正しい位置に移動する経路を、パーツが

ブロックしているかどうかをチェックします。 

製造中に、挿入されたクラン

プを FAST 3000 から取り外

せない 

WingGuard® クランプが、押し込ま

れたクランプレバーでブロックされて

いる。挿入されたクランプのために初

期化できない 

ブロック解除機能を使用します（第 6.8.1 

節を参照）。 

ブロック解除機能が正しく作動しない場合

には、次のステップを実行します： 

1. FAST 3000 を安全に、オフにしま

す。 

2. 前面のカバーの 1 つと圧着カットオ

フヘッドのカバーを取り外します。 

3. 圧着カットオフヘッドの固定ねじを数

回まわして緩めて、ヘッドを若干引き戻し

ます。 

4. クランプレバーのプッシュロッドが緩め

られるようになるので、WingGuard® クラ

ンプのストラップの端をクランプユニットと

ヘッドから取り外すことができます。 

5. FAST 3000 を組み立てる。 

6. デバイスをオンにして、初期化しま

す。 

圧着力のレベルが高すぎる 圧着顎が入っていかない いくつかの WingGuard® クランプを開け

ます。圧着顎が入っていって、圧着力が通

常の値になります。 
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エラーのタイプ 問題の原因 問題解決の方法 

FAST 3000 をオンにした後

で、挿入したクランプを取り外

せない 

ツールがクランプユニット内でクラン

プを検出したので、ドライブを初期化

できません。 

FAST 3000の電源をオフにします。 

前面カバーを外して、クランプレバーの棒

を圧着カットオフヘッドの方向に押します。 

クランプストラップを圧着カットオフヘッドか

ら取り外す。それで、FAST 3000 の初期

化の準備が整います。 

前面カバーを取り付けて、FAST 3000 を

オンにします。 

FAST 3000を初期化してください 

FAST 3000 が入力に応答し

ない（ストラップロックボタンな

ど） 

FAST 3000 は「外部の PLC 経由

の制御」または「I/O 経由の制御」の

モード 

「外部の PLC 経由の制御」または「 I/O 

経由の制御」を無効にします。 

 I/O モジュールは PLC 内に正しく

差し込まれていない（コネクターまた

はモジュール） 

コネクターを正しく取り付けます。 

モジュールを正しく接続します。 

 EtherCAT-Bus の操作の準備が整

っていない 

すべてのデバイスが正しく接続されている

かどうかをチェックします。特に、張力の測

定用増幅器の接続と、圧着力監視デバイ

スの接続をチェックしてください。 

ツールエラー サーボドライブエラー マニュアルで「LH7N」ドライブを参照しま

す。 

 



 

OETIKER FAST 3000 Error! Use the Home tab to apply 标题 1 to the text that you want to appear here. 

10 月 18 日発行 08903980 13-171 

 

 

13.3 エラーメッセージと対処方法 

 

13.3.1 ToErr_1：（W）ストラップが取り付けられています ‑> 取り外して確認してください 

 

注 

それぞれのサイクルで、ストラップの端がクランプユニットから落下したかどうかを確認するために、チェックしま

す： 

ストラップの端がクランプユニットの排出位置にまだあるのかどうかを、ストラップセンサーがチェックします。そ

うであれば、警告「War_11」を出力します。 

初期化の間に、ストラップがあるのかどうかを、ツールがチェックします。チェックは、ツールがドライブをホーム

ポジションに配置しようとする前に、実施されます。クランプがツール内にあって、ハウジングが正しく配置され

ていないと、ドライブのホームポジションが間違ったものになります。 

 

解決方法： 
 

ストラップの端がクランプユニット内にある場合： 

 前面のカバーの 1 つを外します。 

 エジェクターの張力ロッドを圧着カットオフヘッドの方向に押します。 
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ストラップセンサーが金属粒子に覆われている場合： 

 ストラップ検出センサーの周囲を清掃する。センサーを清掃するためには前面のカバーを外して、クランプ

ユニットのスライドを押し戻す必要があるかもしれません。 

 
 

ストラップセンサーが I/O テストに合格しない場合： 

 センサーの機能をチェックします。 

 ストラップセンサーのプラグの接続をチェックします。 

 ツールソケット内の延長ケーブルの接続をチェックします。 

 PLC 内の I/O モジュールをチェックします。 

 

13.3.2 ToErr_2：クランプユニットがホーム位置にありません ‑> 初期化してください 
 

注 

閉鎖サイクルを開始する前に、クランプユニットがホームポジションにあるかどうかを調べるために、ツールは

安全性のチェックを行います。（たとえば、指がクランプと、接続対象のパーツとの間にあるときに、うっかりクラ

ンプユニットを動かすと、負傷することがあります。）位置センサーが、クランプユニットがホームポジションにな

いことを検出すると、両方の電気ドライブをオフにします。（信号の状態が変わったかどうかをチェックする）妥当

性チェックを、それぞれのサイクルの間に実施します。 

 

解決方法： 
 

ツールが初期化に成功した場合： 

エラーは解決されました。 
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クランプユニットの位置センサーが I/O テストに失敗した場合： 

 センサーの機能をチェックします。 

 
 ツールソケット内のセンサーケーブルの接続をチェックします。 

 サービスマニュアルの説明に従って、応力ロードセルの取付条件をチェックします。 

 PLC 内の I/O モジュールをチェックします。 

 

クランプユニットの位置センサーが汚れている場合： 

 センサーを清掃してください。 

 
 

13.3.3 PrErr_1：最大引張ストロークを超えました 
 

注 

引張による移動距離は制限できます。それによって、クランプの直径が正しいかどうかをチェックできます。

（WingGuard® ストラップの端はクランプユニット内に完全に挿入される前に検出されるので、この機能は制限

されます。）したがって、閉鎖の移動は若干異なります。 

 

解決方法： 
 

クランプのサイズが間違っていた場合： 

 正しい直径のクランプを使用します。 

 

接続対象のパーツが間違っていた場合： 

 正しい接続部品を使用してください。 

 

ストラップの端が壊れているか？ 

 閉鎖力が正しく設定されているかどうかをチェックします（第 7.4.7 節と第 5.1 節を参照）。 

 閉鎖力のテストを実施します（操作マニュアルを参照）。 
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ストラップがクランプユニットから滑り出た場合： 

 クランプレバー、特にその歯をチェックして、必要に応じて交換します。 

 クランプユニットのスライドをチェックする。磨耗している場合には交換してください。 

 クランプレバーの枢動ピンをチェックする。磨耗している場合には交換してください。 

 クランプユニットのレールをチェックする。磨耗している場合には交換してください。 

 

引張による最大移動距離が、要求されているクランプの直径の削減に対応しない場合： 

 張力ユニットのパラメーターの中の、引張による最大移動距離の設定を調整する。その設定を変更するた

めには、ログインしていなければなりません（第 5.1 節を参照）。 

 

閉鎖パラメーターの設定が間違っている場合： 

 閉鎖パラメーターを調整します（第 5.1.1 節から第 5.1.7 節までを参照）。 

 

PrErr_1：最大引張時間を超過 
 

解決方法： 
 

閉鎖パラメーターの設定が間違っている場合： 

 閉鎖パラメーターを調整します（第 5.1.1 節から第 5.1.7 節までを参照）。 

 

長すぎる保持時間が設定されている場合： 

 保持時間を短くします（第 5.1.7 節を参照）。 

 
 

13.3.4 PrErr_11：圧着エラー 
 

解決方法： 

このサイクル中に閉じられている WingGuard® クランプについて、特にウィング形成領域で、欠陥があるかど

うか、目視で調べます。 

 

圧着顎が壊れている場合： 

 両方の圧着顎を交換します。 

 

圧着ウェッジに磨耗が現れている場合： 

 圧着ウェッジを交換します。 

 

圧着顎の枢動ピンに磨耗が現れている場合： 

 圧着顎の枢動ピンを交換します。 
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FAST 3000 が正しく配置されていない場合： 

 FAST 3000 を正しい位置に動かします（第 6.1 節を参照）。 

 

圧着カットオフヘッドが接続ケーブルによって、上に引っ張られる場合： 

 接続ケーブル（第 6.1 節を参照）をよりよく守ります。 

 

隣接するパーツが FAST 3000 の自由な動きを妨害している場合： 

 FAST 3000 が自由に動いて、突発的に他のパーツと接触しないことを保証します。 

 
 

13.3.5 PrErr_12：切断エラー 

 

解決方法： 

カットオフダイスの欠陥を目視で調べます。 

 

カットオフダイスが壊れている場合： 

 カットオフダイスを交換します。 

 
 

13.3.6 ToErr_4：位置センサー異常 

クランプユニットの位置センサーが妥当性テストに失敗したました。 

 

解決方法： 

第 13.3.2 節を参照 

 

クランプユニットの位置センサーが汚れている場合： 

 センサーを清掃してください。 
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13.3.7 PrErr_15：締め付け荷重が許容範囲（公差）を超えています 

 

解決方法： 
 

閉鎖パラメーターの設定が間違っている場合： 

 曲線プロファイルをチェックします。 

 設定を調整してください。 

 
 

13.3.8 War_2：ボタンの接触エラー 

 

注 

安全のために、手動制御の 2 個の開始ボタンのどちらにも、2 つのチャネルが付いています。ボタンを 1 つ

押すたびに、妥当性チェックが実施されます。ボタンの押し方が遅すぎると、エラー 20 が発生します。 

 ブロック解除機能（第 6.8.1 節を参照）を使用して、ツールを、初期化が可能な状態に移します。 

 

 ブロック解除機能（第 6.8.1 節を参照）を使用します。 

 

次のサイクルで FAST 3000 が正しく作動する場合： 

 開始ボタンを速く押します。 
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次のサイクルで、ボタンを速く押したのにも関わらず、FAST 3000 で同じエラーが発生した場合： 

 始動ボタンの接触部を交換してください。 

 ボタンの配線を検査してください。 

 
 

13.3.9 ToErr_5：駆動エラーが有効になっています 
 

制御キャビネットの扉の、緑色の電源ボタンが点灯しない場合： 

 緑色の電源ボタンを押します。 

 

制御キャビネット内の小型ブレーカーが落ちた場合： 

 小型ブレーカーをオンに戻します。 

 

EtherCAD インターフェースが正しく接続されていない場合： 

 イーサネットケーブルが制御キャビネットと応力測定デバイスとに正しく接続されていることを確認してくだ

さい。 

 イーサネットケーブルの損傷をチェックします。 

 

サーボドライブが正しく設置されていない場合： 

 イーサネットケーブルが制御キャビネット内のサーボドライブ増幅器に正しく接続されていることを保証しま

す。 

 
 

13.3.10 ToErr_6：緊急停止回路が開いています／ToErr_14：緊急停止 
 

緊急停止ボタンが押されている場合： 

 緊急停止ボタンを外します。 

 

緊急停止ボタンが押されていない場合： 

 緊急停止‑ボタンと、両手‑制御卓の間のケーブルをチェックします。 

 両手ドングルが正しく差し込まれていることをチェックします。 

 外部の緊急停止機能が正しく接続されているか、または薄い両手ドングルが正しく差し込まれていること

をチェックします。 
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13.3.11 PrErr_3：圧着エラー CFM1 包絡曲線 1 

 

解決方法： 

 圧着顎の損傷と磨耗をチェックします。 

 圧着力モニターデバイス 1 の曲線設定をチェックします。 

 

13.3.12 PrErr_4：圧着エラー CFM1 包絡曲線 2 
 

解決方法： 

 圧着顎の損傷と磨耗をチェックします。 

 圧着力モニターデバイス 1 の曲線設定をチェックします。 

 

13.3.13 PrErr_5：圧着エラー CFM1 NoPass 

 

注 

このエラーは、圧着中に圧着顎での応力の増加が早すぎると発生します。 

 
 

解決方法： 

 圧着力モニターデバイス 1 の設定をチェックします。 

 FAST 3000 の配置をチェックします。 

 

13.3.14 PrErr_6：圧着エラー CFM1 磨耗 
 

解決方法： 

 圧着顎の磨耗をチェックします。 

 圧着力モニターデバイス 1 の設定をチェックします。 

 
 

13.3.15 PrErr_7：圧着エラー CFM2 包絡曲線 1 

 

解決方法： 

 圧着顎の損傷と磨耗をチェックします。 

 圧着力モニターデバイス 2 の曲線設定をチェックします。 
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13.3.16 PrErr_8：圧着エラー CFM2 包絡曲線 2 

 

解決方法： 

 圧着顎の損傷と磨耗をチェックします。 

 圧着力モニターデバイス 2 の曲線設定をチェックします。 

 

13.3.17 PrErr_9：圧着エラー CFM2 NoPass 
 

注 

このエラーは、圧着中に圧着顎での応力の増加が早すぎると発生します。 

 
 

解決方法： 

 圧着力モニターデバイス 2 の設定をチェックします。 

 FAST 3000 の配置をチェックします。 

 
 

13.3.18 PrErr_10：圧着エラー CFM2 磨耗 

 

解決方法： 

 圧着顎の磨耗をチェックします。 

 圧着力モニターデバイス 2 の設定をチェックします。 

 
 

13.3.19 PrErr_13 荷重の超過 

 

解決方法： 

 閉鎖パラメーターが正しく設定されていることをチェックします。 

 スイッチポイントの削減を増やすか、または速度段階 1 と速度段階 2 を削減します。 
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13.3.20 PrErr_16 ライトカーテンが破れる際の最大荷重 

 

解決方法： 

 照明カーテンがサイクルの中で壊れることを防ぎます。 

 ｢Settings｣(設定)メニューの「Tool Parameters」（ツールパラメーター）サブメニューの中で、照明カーテン

を無効にします。 
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13.3.21 PrErr_17：排出位置での最大荷重ストローク 

 

注 

ストラップを切り離した後で、排出位置への移動中に張力を監視します。その間に、応力は実質的に 0 N でな

ければなりません。そうでないと、ストラップが正しく切断されていません。 

 

解決方法： 

 カットオフダイスをチェックします。 

 応力センサーをチェックします。 

 

13.3.22 PrErr_18：工程の中断 

注 

このメッセージは工程を中断すると表示されます。原則として、最初のメッセージが確認された後の、2 番目以

降のメッセージとして表示されます。 

 

解決方法： 

 メッセージを確認します。 

 

13.3.23 PrErr_19：バスの停止で達した最大荷重 
 

注 

このエラーは、クランプサイクルの中で、停止コマンドが通信システム経由で送られたときに発生します。 

 

解決方法： 

 監督するシステムの操作をチェックします。 

 

13.3.24 ToErr_7：初期化ルーチンの間にライトカーテンが有効 

 

注 

照明カーテンが初期化中に作動します。ドライブが停止し、工程が中断されます。 
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解決方法： 

 初期化工程中の照明カーテンの作動を防ぎます。 

 ｢Settings｣(設定)メニューの「Tool Parameters」（ツールパラメーター）サブメニューの中で、照明カーテン

を無効にします。 

 
 

13.3.25 ToErr_8：圧着力を検証（段階 1） 
 

注 

このエラーは、最初の段階で、大きすぎる応力がある場合に発生します（レバーは事前定義された速度で位置 

1 に移動します）。それから、レバーはホームポジションに戻って、検証が中断されます。 

 

解決方法 

 WingGuard® クランプストラップを変形させる、圧着顎の周囲の異物をチェックします。 

 正しい SKS が正しい圧着顎に合わせてあることをチェックします。 

 

13.3.26 ToErr_9：圧着力を検証（段階 2） 
 

注 

このエラーは、2 番目の段階で、応力に達しない場合に発生します（レバーは事前定義された速度で位置 2 

に移動します）。それから、レバーはホームポジションに戻って、検証が中断されます。 

 

解決方法 

 圧着力監視デバイスが正しく設定されていることをチェックします。 

 圧着力監視デバイスが有効になっていることをチェックします。 

 圧着力の目標値が大きすぎないことをチェックします。 
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13.3.27 ToErr_10：圧着力を検証：荷重の増大なし 

 

注 

このエラーは、第 2 段階の中の 5 秒間に、圧着力を増大できなかった場合に発生します。 

 

解決方法： 

 圧着力監視デバイスがオンになっていることをチェックします。 

 圧着力監視デバイスが正しく設定されていることをチェックします。 

 圧着力監視デバイスが有効になっていることをチェックします。 

 

13.3.28 ToErr_11：ストラップのくずをチェック 
 

解決方法： 

 手動で排出位置に移動させ、対応するセンサーの損傷をチェックします。 

 ストラップのくずが排出されたことをチェックします。 

 

13.3.29 ToErr_12：CFM 一般的警告/エラー 

 

注 

圧着力監視デバイスに関係して、エラーまたは警告があります。 

 

解決方法： 

 圧着力監視デバイスの設定、損傷およびエラーメッセージをチェックします。 

 圧着力監視デバイスを再始動させます。 

 詳細については、圧着力監視デバイスのマニュアルを参照してください。 
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13.3.30 ToErr_13 張力センサーをチェック 

 

注 

クランプサイクル中に、張力センサーは、レバーがホームポジションにあって、挿入位置にいるときに、値があ

る基準を満たしていることをチェックします。 

値は、ホームポジションではおよそ 80 N、挿入位置では 0 N でなければなりません。 

 
 

解決方法： 

 「Settings」（設定）メニューと、「Force verification」（応力検証）サブメニューで、応力センサーのゼロオフ

セットを実施します。注意！この工程の間、「Set offset to zero」（オフセットをゼロに設定）ボタンが押され

ていることが重要です（第 6.8.3 節「Setting the force offset to zero」（オフセットをゼロに設定する）を参

照）。このコマンドがホームポジションの新しい値を決定します。 

 
 スケーリング係数をチェックして、必要に応じて訂正します。 

 スケーリング係数を訂正した後で、ゼロオフセットと応力検証を実施します。 

 測定増幅器をチェックします（接続、測定増幅器での信号表示）。 
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13.3.31 ToErr_16：操作中に工具への電源供給なし 

 

注 

レバーまたは張力ドライブへの電源供給が中断されました。 

 

解決方法： 

 ツールへの電源供給を修復する。制御キャビネットの扉の緑色のボタンでオンにして、ツールを初期化し

ます。 

監督するシステムが、サーボドライブを有効にするフラグを使用可能にしたか、またはバイパスが有効に

なったことを確認します（「Settings」（設定）メニュー、「Tool Parameters」（ツールパラメーター）サブメニュ

ー）。 

 
 

13.3.32 War_1 エラーの確認 

エラーと警告が確認されました。対応する必要はありません。 

 
 

13.3.33 War_3 電源供給なし – 開始を押す ‑> Init 
 

注 

ドライブの電源供給が有効ではありません。 

 
 

解決方法： 

 制御キャビネットの扉の開始ボタンを押します。 

開始ボタンは緑色に点灯します。 

 デバイスを初期化します。 

 
 

13.3.34 War_4 CFM ユニット 警告／エラー 
 

注 

一般的な CFM エラー。圧着力監視デバイスに関係して、エラーまたは警告があります。 

 
 

解決方法： 

 両方の圧着力監視デバイスでエラー解析を実施します。 
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13.3.35 War_5 サービスの期限が迫っています 

 

注 

サービスカウンターが事前定義された限界を下回ると、メッセージが周期的に表示されます。 

 

解決方法： 

 サービスを実施して、サービスカウンターをリセットします。 

 
 

13.3.36 War_6 サービスの期限 

 

注 

サービスカウンターが事前定義された限界を下回ると、メッセージが周期的に（閉鎖 2 回ごとに）表示されま

す。 

 
 

解決方法： 

 サービスを実施して、サービスカウンターをリセットします。 

 
 

13.3.37  War_7 ライトカーテンによる停止 

 照明カーテンの作動を防ぎます。 

 
 

13.3.38 War_8 CFMモードでのティーチインが有効 

 

注 

このメッセージは、「CFM Teaching mode」（CFM 学習モード）が有効なときに表示されます。このモードが有

効である間は、CFM の結果は無視されます。このメッセージは閉鎖 5 回ごとに表示されます。 
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解決方法： 

 「Settings」（設定）メニューの「Tool Parameters」（ツールパラメーター）サブメニュー内の「CFM 

Production Mode setting」（CFM 製造モードの設定）を有効にします。 

 
 

13.3.39 War_9 工具の電源がオフ 

 

注 

レバーまたは張力ドライブへの電源供給が有効ではありません。 

 
 

解決方法： 

 ツールへの電源供給を修復する。制御キャビネットの扉の緑色のボタンでオンにして、ツールを初期化し

ます。 

 

13.3.40 War_10 電源供給なし - 外部使用可能、開始を押してください 

 

注 

ドライブの電源供給が有効ではありません。 

 
 

解決方法： 

 制御キャビネットの扉の開始ボタンを押します。 

 開始ボタンは緑色に点灯します。 

 開始スイッチへの応答なし：監督するシステムの使用可能フラグがあることをチェックします（DI または 

BUS 「Power enable」（電源使用可能）） 
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13.3.41 War_11 ストラップを取り除いてください 

 

注 

この警告は初期化の間に表示されます。安全のために、初期化の間に張力ユニットが排出位置に移動して、ク

ランプストラップ内の余分なピースを除去しなければならないというメッセージが表示されることがあります。 

 
 

解決方法： 

 張力ユニット内にストラップの材料がなくて、圧着カットオフヘッドに異物（WingGuard® クランプハウジン

グなど）がないことをチェックします。 
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14 付録 

• 回路図 

• 工業用通信 

• EU 適合宣言書 

• Oetiker 製品のチェックリスト 

• FAST 3000 の能力の測定 

• 制御キャビネットの検査証 

• HBM 応力センサーの検査証 

• Kistler の検査証 

• 圧着力監視デバイスのための操作マニュアル 

 
 


