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安全性の確認 

 

危険： 

 

 

高電圧が流れてます。  モーター駆動部やコントローラーのカバーを外さないで下さ

い。  内部構成品のサービスを実施するときは最大・細心の注意を払って下さい。 

 

 

注意： 

 

 

電気ショックの危険： 本製品はアース線とアースプラグ付きにて納品されます。  電

気ショックの危険を減少させるために、必ず、適切なアース接続、アースプラグ接続を

行って下さい。 

 

 

警告： 

 

 

チューブが破損するとポンプから液体を飛散させる恐れがあります。  作業者や機器

を保護する為の適正な処置を御願いします。 

負傷の危険を減少させるために、チューブを取り付けたり外したりする際は必ず電源を

切ってから行って下さい。  指やゆったりした衣服はポンプの機械部分に巻き込まれ

る可能性が有りますので注意して下さい。  チューブ取付部のカバーを適切に締めた

上で掛け金をしてから操作を開始して下さい。  回転部は深刻な事故を引き起こす場

所ですから充分に注意して下さい。 

負傷の危険を減少させるために、65.5℃以上の熱を持った対象物を送り込まないで下

さい。 

チューブを取り付けて使用を開始する前に、チューブ材質の耐薬品性をご確認下さい。  

お買い求め戴くチューブがお客様のアプリケーションに適合しているかどうかの決定は

お客様の責任において決定して下さい。 

 

 

 

 

記号の説明 

 

注意： 

 

 

危険性の恐れ。 危険の特質と対応策は操作マニュアルを参考にして下さい。 

 

 

注意： 

 

 

押し潰しの恐れ。 ポンプが動作している間はローターに指を近付けないで下さい。  

チューブを取り付け、取り外しする際は、必ずポンプを止めて下さい。 
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注意： 

 

 

高温表面。  手を触れないで下さい。 

 

注意： 

 

 

電気ショックの恐れ。  危険の特質と対応策は操作マニュアルを参考にして下さい。 

 

 

警告： 

 

 

 

警告： 製品の使用制限 

 

本製品は、医療及び歯科そのほかの患者用機器に使用するものとして設計されておら

ず、又そのような使用方法を想定しておりません。  従ってＦＤＡ（米国食品医薬品局）

認証の申請も行っていません。 
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はじめに 

本マニュアルは、下記ＭＡＳＴＥＲＦＬＥＸ Ｂ／Ｔ ＲＡＰＩＤ－ＬＯＡＤ送液ポンプ・駆動部の設置・操作・サ

ービスに関するものです。 

 

型式          タイプ 

７７１１１－６０     ９０－１３０Ｖ アナログ標準タイプ 

７７１１１－４０     ９０－１３０Ｖ デジタルタイプ 

 

これ等送液ポンプのユニークなデザインはチューブの取り付け・取り外しを大変容易にしました。  更に

以下の特徴を挙げることが出来ます。 

 

・ 最大送液量： ３７リットル 

・ 衛生・非汚染システムを確保できるチューブの連続使用 

・ 送液物の接触はチューブのみ 

・ 広粘度範囲の送液物に対応 

・ チューブサイズ、材質の品揃え 

 

 

 

アプリケーション・データ 

ポンプのやさしい蠕動は高粘性の、或いは剪断しやすい液体の送液には理想的なものです。  又、無

菌状態や清浄な場所での使用にも適していると言えます。  毒性のある或いは危険性のある液体を送

る際はＭＡＳＴＥＲＦＬＥＸ ＰＥＲＦＥＣＴＰＯＳＩＴＩＯＮ Ｂ／Ｔチューブより適切なチューブを選択頂ければ、

液体はチューブに接触するだけでポンプには接触しませんので対応していただく事が出来ます。 

 

警告： 

 

 

本製品にはＭＡＳＴＥＲＦＬＥＸ PerfectPosition 純正チューブを必ずご使用下さい。  

他のチューブの使用における精度・製品性能の保証は致しかねます。 

 

使用中のチューブ破損はポンプより液体を飛散させる恐れがあります。  作業者や機

器を保護する適正な処置を御願いします。 

 

チューブを取り付けて使用を開始する前に、チューブ材質の耐薬品性をご確認下さい。  

お買い求め戴くチューブがお客様のアプリケーションに適合しているかどうかの決定は

お客様の責任において決定して下さい。 
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概要 

ベース板上に取り付けられたＲＡＰＩＤ-ＬＯＡＤ Ｂ／Ｔ送液ポンプ（図１－１参照）は、ＮＥＭＡ５６Ｃフレー

ムモーター或いは５．４５：１ギアヘッド、アダプターを通してＩＥＣ－７２ ７１－１４Ｆ１３０フレームモーター

へ取り付けられます。 （注： ＮＥＭＡとＩＥＣは米国の規格です） 

型式によりますが、モーター駆動部は４つのボルトでアダプターに取り付けられます。  コントローラは 

ポンプより離れた壁に設置する事が可能です。 

 

 

       

                図１-１ RAPID-ROADポンプ及びモーター駆動部 

 

 

ユニークなデザインにより、ＭＡＳＴＥＲＦＬＥＸ PERFECTPOSITION Ｂ／Ｔチューブサイズ２種（ＢＴ８７、

ＢＴ９１）の取付が出来ます。  

 

間接的に流量を測定したいときは、非接触タコメーターを利用します。  ローターに反射テープが貼られ

ており、タコメーターのビームを透明カバー・ウィンドウを通し当てます。 

 

ｍＬ/ｍｉｎによる流量を知るには、タコメーター回転数と表１（注： 3,785ｍＬ＝１ ＵＳガロン）上の「１回転

当たりの単位流量」を乗じたものです。 

 

最大推薦ロータースピード（回転数）は３２１ｒｐｍです。  ポンプローターは時計回り、反時計回り両方

向に回転します。  時計回り（ＦＷＤ）に回すときは、上部接触口は吸上げ、下部接触口は吐出しとなり

ます。  ３２１ｒｐｍは 5.45：1 ギア変換を通じ標準品１７２５ｒｐｍＨＰモーターより得られます。  ３２１ｒｐ

ｍ以上のスピードは流量を増やしますが、チューブ寿命をかなり短くする事になります。  （３２１ｒｐｍ以

上のスピードで操作した場合はポンプ性能に関して一切の責任は負えません） 

 

 

 

警告：  

負傷の危険を減少させるために、チューブ接続の部分には必ずホース・クランプをご使

用下さい。  チューブ接続はポンプヘッド範囲外にて行って下さい。 

 

 

シリコン・チューブやＣ-フレックス・チューブは、非常に弾力性に富んだ性質により、背圧があると直ぐに
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膨れ上がり、又接続部分をしっかりと固定しないと漏れの可能性も出てきます。 

然しながら、同じ弾力性に富んだ性質はこの様なタイプのポンプには優れた材質とも言えます。  ノー

プレン・チューブはより長寿命であり、特に圧力には耐性があります。  表１記載のチューブをご参照下

さい。  それ等の代わりに他の材質の物を使用することは避けて下さい、ポンプへのダメージを与える

可能性により深刻な性能劣化の危険性をはらみます。  

 

 

図２ ＲＡＰＩＤ－ＬＯＡＤ ポンプ・モータ駆動部 

 

 

取り付けとセットアップ 

これ等の製品は、床面、ベンチ、テーブル等の平らな面に、電源に近い所に設置して下さい。 正しい電

圧を銘板にて確認して下さい。  

 

注意： コントローラとブラケットは取り外す事が出来、３ｍの範囲内に置くことが出来ます。 ブラケットは

２本のボルトを使ってしっかりと固定して下さい。 

 

 

 

 

 

 

                 図１－２  ＲＡＰＩＤ－ＬＯＡＤポンプと駆動部 

 

 

据付とセットアップ 

本製品は床やテーブルなど平らな場所に置き、電源供給元の近くの設置が望ましい。  製品の銘板に

て電源仕様を確認して下さい。 

 

ポンプ取り付け寸法 （77111-60、 77111-40）      図２－１ 

 

 

 

ローターアッセンブリー 

ドアーアッセンブリー 

リテイナーアッセンブリー 

ローラー 
オクルージョン・ベッド 

反射ﾃｰﾌﾟ 



 8 

コントロールポックス取り付け寸法 （77111-40）      図２－２ 

 

 

コントロールポックス取り付け寸法 （77111-60）      図２－３ 

 
注意： コントローラーとブラケットは取り外しが出来、３メートルまで離れた所に設置出来ます。 
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チューブ 

最高性能を引き出すために、ＭＡＳＴＥＲＦＬＥＸポンプにはＭＡＳＴＥＲＦＬＥＸ ＰＥＲＦＥＣＴＰＯＳＩＴＩＯＮ 

Ｂ／Ｔチューブのみ使用して下さい。  他のチューブを使用した場合は保証の対象外となります。 

注意： MASTERFLEX PERFECTPOSITION B/T チューブを使用して下さい。  本製品はＰＥＲＦＥＣＴＰ

ＯＳＩＴＩＯＮ Ｂ／Ｔチューブ・サイズ＜８７＞と＜９１＞のみが使用出来るようになっております。  

チューブ・サイズとはチューブ型式番号の下２桁を指してます。 

表 １ チューブ・サイズ 

特徴： Ｂ／Ｔ ８７ Ｂ／Ｔ ９１ 

内径、 インチ（ｍｍ） ０．５（１２．７） ０．７５（１９．０５） 

ﾁｭｰﾌﾞ竹の子外径 インチ（ｍｍ） １／２“（１２．７） ３／４“（１９．０５） 

流量範囲（３２１ｒｐｍ製品にて） 0.17-5.0GPM(0.64-18.9L/m) 0.37-10GPM(1.40-37.85L/m) 

１回転当たりの単位流量 ５６ｍＬ １１７ｍＬ 

最大真空度 ２８．５ ｉｎ Ｈｇ ２８．５ ｉｎ Ｈｇ 

最大吐出圧 ３５ ｐｓｉ ３０ ｐｓｉ 

流量範囲は大凡の数値です。  以下の条件にて算出されました。 

吸入口＝０ｐｓｉ、 吐出口＝０．５ｐｓｉ、 ２２℃の水。 

又、最大真空度・吐出圧はチューブ材質により異なります。 上記は硬いチューブの数値です。 

 

 

警告： 

チューブを取り付けて使用を開始する前に、チューブ材質の耐薬品性をご確認下さい。  

お買い求め戴くチューブがお客様のアプリケーションに適合しているかどうかの決定は

お客様の責任において決定して下さい。 

 

PERFECTPOSITION チューブ： B/T 87 B/T 91 

シリコン （白金処理） ３m 96510-87 96510-91 

シリコン （過酸化物処理） ３m 96400-87 96400-91 

バイオファームシリコン（白金処理） ３m 96421-87 96421-91 

バイオファームシリコン ０．９m 96424-87 96424-91 

ﾊﾞｲｵﾌｧｰﾑﾌﾟﾗｽｼﾘｺﾝ（白金処理） ３m 96441-87 96441-91 

ﾊﾞｲｵﾌｧｰﾑﾌﾟﾗｽｼﾘｺﾝ ０．９m 96444-87 96444-91 

Ｃ－フレックス ３m 6424-87 6424-91 

ケム・デュランス ７．６m 6432-87 6432-91 

ケム・デュランス・バイオ ７．６m 6442-87 6442-91 

ファーメッドＢＰＴ ７．６ｍ 6508-87 6508-91 

ファーメッドＢＰＴ ０．９ｍ 95668-87 95668-91 

ファーメッドピュア ７．６ｍ 6435-87 6435-91 

ノープレン・フード ７．６ｍ 6402-87 6402-91 

ノープレン・フード ０．９ｍ 6403-87 6403-91 

タイゴンＬＦＬ ７．６ｍ 6429-87 6429-91 

タイゴンＬＦＬ ０．９ｍ 6430-87 6430-91 

 

警告：  チューブ選定においては、あなたのアプリケーション条件下において試験をした上で決定して

下さい。 
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ポンプ・チューブの取付 

警告：

 

チューブを取り外したり、取り付けるときは、必ず電源を切ってから行って下さい。 

指やゆったりした衣服はポンプの機械部分に巻き込まれる可能性が有りますので注意

して下さい。  チューブ取付部のカバーを適切に閉めた上で掛け金をしてから操作を

開始して下さい。  回転部は深刻な事故を引き起こす場所ですから充分に注意して下

さい。 

 

１． 電源コードをプラグから外して電源を切って下さい。  もし、端子接続されているなら、ヒューズを外

ずして電源を切って下さい。  モーター（或いはコントローラー）に付属するスイッチを切るだけでは充分

に安全とは言えません。 

２． カバーの掛け金を外し、ポンプカバーを開けます。 

３． チューブを上側のリテイナー・ポケット（次ページ図２－６参照）へ差し込んでください。  リテイナ

ー・アッセンブリーの外側部分でチューブ表面に印刷された「ＰＥＲＦＥＣＴＰＯＳＩＴＩＯＮ」印（線）を合

わせて下さい。（図２－４参照） 

４． もし新しく購入されたチューブを切断して使用される場合でも、最低限３２インチ（８１ｃｍ）以上の長

さが必要です。 

５． チューブをローター・アッセンブリーの周りに掛けて、下側のリテイナー・ポケットに差し込んで下さ

い。 

６． ポンプカバーを閉め、掛け金をとめ、カバーがロックされたことを確認します。 

 

 

警告： 

このポンプは、ポンプカバーを開けたまま、インターロック・ドアーをロックしないまま動

かす事は絶対にしないで下さい。  回転部は深刻な事故を引き起こす場所ですから

充分に注意して下さい。 

 

７． ポンプへの電源を復活させて下さい。 

 

注意： 状況によっては、チューブがポンプの中へ巻き込まれることがあります。  この問題が起きたと

きは、上側リテイナー・ポケット外側部分にホースクランプかフィッティングを取り付ける事で修復

出来ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図２-４ チューブ・リテイナー・ポケット             図２-５ PERFECTPOSITION 印（線） 

PERFECTPOSITION

印（線） 

PERFECTPOSITION

印（線） 
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警告： 

負傷の危険を減少させるために、チューブ接続の部分には必ずホース・クランプをご使

用下さい。  チューブ接続はポンプヘッド範囲外にて行って下さい。 

 

 

操作 

77111-40 型                                 図３－１  コントロール・パネル  

 

Ａ） ▽（減少）  点滅表示の数値を減少させる 

Ｂ） △（増加）  点滅表示の数値を増加させる 

Ｃ） DISPENSE/COPY（分注／コピー）  分注容量、コピー回数、分注時間の設定 

Ｄ） FLOW CONTROL（流量調整）  選択されたチューブサイズでの流量設定。 流量変更には△/▽・

キーを使用します。（ポンプが動いているときの変更では、新たな設定での動きに調整されます） 

Ｅ） CAL CONTROL（校正）  実測値を使っての校正 

Ｆ） STOP/START（停止/スタート）  モーターの停止／スタート 

Ｇ） PRIME（プライム）  迎え液を入れるか排出する為に、最高回転数にてポンプを動かす（キーを押し

ている間のみ） 

Ｈ） DIRECTION  モーターの回転方向を変える 

Ｉ） MODE SELECT（モード選択）  INT： 本体内部コントロール、ｍＡ： 電流による外部コントロール、

Ｖ： 電圧による外部コントロール 

図２－６ 

            チューブサイズ＃９１   

上側リテイナー・ポケット ＜ 

チューブサイズ＃８７ 

 

 

 

下側リテイナー・ポケット ＜ 
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Ｊ） SIZE  チューブサイズ、流量単位の選択 

Ｋ） GALLONS  流量・容量単位（ガロン） 

Ｌ） LITERS  流量・容量単位（リットル） 

 

キーを押して、その機能を選択・実行いたします。 

点滅している表示を正したり変更するには、△/▽・（アップ・ダウン）キーを使用します。 

新しい数値入力をするには、STOP/START・キーを押します。 

                                          

 

図３－２ コントローラー側面接続端子・スイッチ 

 

Ａ） 外部コンセント 

Ｂ） モーター・コンセント 

Ｃ） 電源コード 

Ｄ） インターロック・コネクター 

Ｅ） T8A ヒューズ(115V AC) 

Ｆ） 電源スイッチ （全設定値はメモリーに保持されます） 

 

 

コントローラー・セットアップ 

１． モーターからのケーブル・プラグをモーター・コンセントに繋ぎます。 

２． インターロック ケーブル・プラグをインタロック・コネクターに繋ぎます。 

３． コントローラーの電源コードをライン電源（アース取り要）に繋ぎます。 

４． 電源スイッチを入れ、「チューブサイズ」を選択します。 

 

注意： もし CAL・キー上のＬＥＤが点灯している場合は、そのチューブサイズは以前に現場校正が行わ

れた事を示します（セットされているチューブで行われたとは限りません）。  LED が点灯しない場合は、

工場出荷時設定の校正内容で動作します。  実地校正をクリアーするには、LED が消灯するまで、

CAL・キーを押し続けます。 凡そ３秒間ほど掛かります。  より精度の高い校正を実施するには、「校

正」の項目を参照してください。 

 

５． モードの選択 （本体内部コントロール、外部コントロール ｍＡ/Ｖ） 

６． モーター回転方向の選択 （時計回り、反時計回り） 

７． プライム 及び 校正 （必要と判断された場合） 
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８． FLOW・キーを押し、△/▽・キーにて流量を設定します。 

９． 送液を開始する為に STOP/START・キーを押します。 

注意： 場合に拠っては、チューブがポンプ内へ引き込まれる事が起こります。  その様な問題が起き

たときは、ポンプ入り口部分にてチューブにホースクランプやフィッティングを取り付けることで改善出来

ます。 

 

注意： 電圧低下状況でポンプが止まっても、電圧状態が正常化すると自動的にポンプは再スタートしま

す。 

 

 

校正 

１． セットしたチューブサイズと流量を選択します。 

２． CAL・キーを押すと、校正容量が表示されます。 

３． STOP/START・キーを押すと、ポンプはメモリーに記録されているチューブサイズ固有の校正容量

を送液します。  校正容量に達すると自動的に停止します。 

４． 送液された容量の重量と容量を測定します。 

５． 点滅している校正容量を実測した容量に△/▽・キーを使用して修正します。 

 

注意： 修正容量が大き過ぎると、ディスプレイに「Ｅｒｒ」（エラー）と表示されます。  もしその様な場合に

は、CAL・キーを押して校正工程を繰り返して下さい。  マイクロプロセッサーには１チューブ･サイズに

対し、１校正容量だけ記憶します。  校正毎にこの値は書き換えられます。 

 

６． 校正工程から出るには、SIZE・キーを押して下さい。 

 

 

最大流量(OTHER チューブ使用の場合) 

１． 純正外のモーター駆動部やチューブサイズを使用して最大流量の設定ができます。  「ＯＴＨＥＲ」

を選択してから CAL・キーを押し、FLOW・キーを押します。  画面上に最大流量が点滅します。   

２． △/▽・キーを使って希望する流量を設定します。 

３． SIZE・キーを押すと、終了します。 

 

 

分注/コピー 

DISP・キーを最初に一回押すと（１回目）、前回最終的に入力されている分注容量が画面表示されます。  

「ＶＯＬ」（容量）のランプが点滅します。  画面表示された分注容量を変更するには、△/▽・キーを使用

します。  STOP/START・キーを押すと、設定した分注容量にて送液を開始します。  分注残容量は

分注回数カウントダウンの間、画面表示されます。  分注機能は△/▽、DISP、STOP/START・キー以

外のキーを押す事で終了します。  

 

DISP･キーをもう一度押すと（２回目）、「COPY」（コピー）のランプが点滅します。  STOP/START・キー

を使って、希望の容量を分注します。  DISP・キーをもう一度押し（３回目）、分注された容量を確定入

力します。  「COPY」のランプの点滅が止まります。  STOP/START・キーを押しコピーされた容量の

送液を開始します。  分注されたコピー回数が画面表示されます。  分注の途中で STOP/START・キ

ーを押すと送液は止まり、再度押すと分注を続けます。 
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DISP・キーをもう一度押すと(４回目)、前回最終的に入力されている分注時間（間隔）が画面表示されま

す。  「SEC」のランプが点滅します。  分注時間（間隔）を変更するには、△/▽・キーを使用します。  

１から９９９９秒までの入力が可能です。  STOP/START・キーを押すと、設定した分注時間間隔で分注

を開始します。  分注残時間は分注回数カウントダウンの間、画面表示されます。  DISP・キーをもう

一度押すと(５回目)、このモードを終了します。 

 

 

キーパッドのロックと解除 

FLOW・キーを５秒ほど押し続けると、画面表示が全てダッシュ（- - - -）に切り替わります。  そのま

ま FLOW・キーを押しながら、PRIME・キーを５回押すとキーパッドはロックされます。  キーパッドがロッ

クされると、モードの INT ランプが点滅します。  解除する場合も同様な操作を行って下さい。 

 

 

リモートコントロール 

入力選択肢： 0-20ｍＡ、 4-20ｍＡ、 0-10ＶＤＣ 

±0.5％直線性制御 

2300Ｖ絶縁ポテンシャル 

停止/スタート、時計回り/反時計回り、プライム： 閉接点 

 

 

リモートコントロールの設定 

１． 電源スイッチをオフにして下さい。 

 

注意： 

ポンプ本体へのダメージを防ぐ為にも、外部からのリモートコントロール・ケーブルを繋

ぎ込む前には必ず電源を切って下さい。 

 

 

２． 外部リモートコントロールからのケーブルをパネル底面の外部コンセントへ繋ぎこみます。 

３． リモートコントロール入力及び出力のタイプを以下の様に選択します： 

ａ） MODE・キーを押しながら電源スイッチをオンにし、２秒後、MODE・キーを離して下さい。  最

初に「ｉｎＰ」が表示され、２秒後、「0-20」又は「4-20」と表示されます。  

 

注意： △/▽・キーにて入力電流 「0-20」か「4-20」を選択して下さい。 

 

ｂ） MODE・キーをもう一度押します。  最初に「ｏｕｔ」と表示され、２秒後、「0-20」、「4-20」又は

「0-10」と表示されます。 

 

注意： △/▽・キーにて出力電流 「0-20」か「4-20」を、或いは出力電圧「0-10」を選択して下さい。 

 

４． MODE・キーを押して操作モードを選択して下さい。  ｍＡ か Ｖ を選択します。  選択されたモ

ードの LED が点灯します。 
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注意： リモートにて停止/スタート、時計回り/反時計回り、プライムのみ使用する場合は、モードのどの

位置（ＩＮＴ， ｍＶ， Ｖ）でも動作します。 

 

５． 電圧や電流の入力レンジをゼロからフルスケール以外の値へ変更するには： 

ａ） MODO・キーを押しながら FLOW・キーを押します。  画面上「ＬＯ」と表示され、その後最小電

流/電圧（工場出荷時設定＝０）での流量が表示されます。 

   ｂ） 最小電流/電圧での流量を変更するには、△/▽・キーを使用します。 

ｃ） FLOW・キーを押します。  画面上「ＨＩ」と表示され、その後最大電流/電圧での流量が表示さ

れます。  最大電流/電圧での流量を変更するには、△/▽・キーを使用するか、SIZE・キーを押し

て最大流量（工場出荷時設定）にセットすることが出来ます。  他のキーを押すと、保存の上終了

します。 

 

入力/出力両方に対し同じレンジが採用されます。  各チューブ・サイズ毎に固有のレンジ設定と

なります。  

 

注意： チューブの最大流量は、校正を実施した後は修正されます。  全流量範囲の制御を維持する

為に、「ＨＩ」スケール設定は校正が実施された後の新しい最大流量に変更されなければなりません。 

 

６． リモートの停止/スタートは「オフ」をオプション、「オン」を優先として設定出来ます。  「オン」が選

択された時は、ポンプはリモート停止/スタートが閉じられてオン。  「オフ」が選択された時（工場出荷

時設定）は、リモート停止/スタートはポンプを始動するのに使われますが、ポンプはキーパッドからの操

作にて始動する事も出来ますし、リモート停止/スタートが開いている時のリモート入力によっても始動さ

せる事が出来ます。  前面操作画面モード或いはリモートモード（mA 或いはＶ）はそれぞれの停止/ス

タートの条件設定が必要ですが、停止/スタート設定を変更する前に先ず最初に希望する操作モードを

選択して下さい。 

 

ａ）画面表示が「STOP」に変るまで、MODO・キーを押し続けます。  その表示は「オン」と「オフ」が交互

に変ります。 

 

ｂ）△/▽・キーを使って「オン」か「オフ」を選択します。 

 

ｃ）他のキーを押して、保存の上終了します。 

 

 図３－３ リモートコントロール接続ピン配列図 
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A1) 赤/黄 

B1) 青 

C1) 緑 

D1) 黄 

E1) 白 

F1) オレンジ 

G1) 黒 

H1) 茶 

I1)  紫 

J1) 赤 

K1) 灰 

L1) 黄褐色 

M1) ピンク 

N1) 赤/緑 

O1) 赤/黒 

P1,Q1,R1) 無色 

 

 

 

注： 色表示はリ

モートケーブル 

77300-32のもの

です。 

A) 停止/スタート 

B) 時計/反時計回り 

C) 出力 0-20mA ; 4-20mA 

D) 入力 0-20mA ; 4-20mA 

E) 入力 0-10V 

F) 出力 0-10V 

G) タコメータ出力 

H) プライム 

I)  モータ回転中開接点 

J) モータ回転中閉接点 

 

 

  図３－４ リモートコントロール配線概図 

 

 

７７１１１－６０型 

コントローラー： 

型式７７１１０－６０（１１５Ｖ）にはポンプスピード調節用のコントロ

ーラー（図３－５）が付属します。 

 

１． モーターの回転方向、ＦＷＤ（時計回り）、ＲＥＶ（反時計回り）

の希望する方向を選んでスイッチを入れます。 

 

２． 希望するポンプスピードに合わせてスピード・コントロール・

ダイアルを調整します。 

 

 

 

 

    

    
    図３－５ コントローラー 

 

 

FWD-OFF-REV 

スピード・コントロー

ル・ダイアル 
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メンテナンスとトラブルシューティング 

プラス・ドライバーの準備が必要です。 

モーター用カーボンブラシの交換： 

 

警告： 

 

この作業をする際は、必ずモーターより電源コードを外して下さい。 

 

１． 電源コードをプラグから外して電源を切って下さい。 もし、端子接続されているなら、ヒューズを外

して下さい。 モーターやコントローラーに付属するスイッチを切るだけでは充分に安全とは言えま

せん。 

２． モーター・ブラシは、６つのネジで留められたアクセス・プレートの内側にあります。（図４－１参照） 

ネジを緩めてアクセス・プレートを外して下さい。 

３． ブラシ・ハウジングの頭にあるスクリュー・ターミナルを緩め、ブラシ・ワイヤーを外して下さい。 

４． ブラシ・リテイナーのツメを溝から外すためリテイナーを摘み、僅かにモーターの前方向へ回し抜き

出します。 

５． ハウジングよりモーター・ブラシを引き出します。 

６． 新しいモーター・ブラシを取り付けます。 僅かにモーターの後ろ方向へ回して押込みます。 スプリ

ングが手前に来る形で取り付けます。 

７． ブラシ・リテイナーをブラシを挟み込む形で差込みます。 僅かにモーターの後ろ方向へ回転させな

がら押込み、ブラシ・ハウジングの溝にツメを噛み合わせます。 

８． ブラシ・ハウジングの頭にあるスクリュー・ターミナルへブラシ・ワイヤーを取り付けます。 ワイヤー

の皮膜には破れが全く無い事を確認して下さい。 

９． ６つのネジでアクセス・プレートを取り付けます。 

 

注意：  モーター・ブラシを交換するときは、両側２本のブラシを同時に交換して下さい。 

 

                       図４－１ モーター・ブラシ 

 

 

 

スクリュー・ターミナル 

ブラシ・ハウジング 

スプリング 

ツメ 
アクセス・プレート 

ネジ 

ブラシ・アッセンブリー 

ブラシ・リテイナー 
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ローラー交換 

ローラーを交換するには： 

１． 保持リング冶具（部品番号１０９８５２－ＣＲ）を使い、全てのローラー軸の先端から保持リングを取り

外し、ローラーを引き出します。 保持リングを広げ過ぎないよう注意を払って下さい。 

２． ローラー軸には、波打ちワッシャーが残っている事を確認して下さい。 

３． 新しいローラーをローラー軸に差込みます。 平らな同一平面側をローター・プレート側にし、窪み

のある側が手前に向く形になります。 

４． 保持リングを取り付けます。 保持リングがローラー軸の溝に収まるようローラーをローター・プレー

ト側へ押込んで下さい。 

 

 

図４－２ 

ローラー・アッセンブリー分解図 

 

 

 

 

モータ交換 

工具が必要です。   

５/１６インチ六角レンチ 

１０ｍｍレンチ 

 

交換モータを取り付けるには図４－３を参照の上、以下のステップに従って下さい。 

 

１. 潤滑剤をシャフトに塗ります。  モータのオス・カップリングをギアヘッドのメス･カップリングに噛み合

わせる為に、モータを押し込みます。  カップリングを一直線に合わせる必要がある時は、ポンプロータ

ーを回転させて下さい。 

 

２． ５／１６インチ六角レンチを使って、ギアヘッドアダプター側からモータへボルトを差込み、締め付け

て下さい。  締め付けトルクは１７～１９フィート・ポンド（２３～２５．７Ｎ-ｍ）です。 

 

 

 

 

 

 

 

波打ちワッシャー 

ベアリング付

きローラー 

保持リング 
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A) ギアヘッド 

 

B) ボルト 

 

C) シャフト 

 

D) ベース 

 

E) ドアー・アッセンブリー 

 

 図４－３ モータ取付 

 

 

交換部品 

部品名                              部品番号                必要数 

モーター・ブラシ・セット Ａ-4156-ＣＲ 1 

ドアー・アッセンブリー １０９４７３-ＣＲ 1 

ローラー・キット ０７５８４-０２ 1 

ローター・アッセンブリー（ローラー付き） １０８０２４-ＣＲ 1 

ウィンドウ １０９４６７-ＣＲ 1 

ショルダー・スペーサー・キット １０９４６１-ＣＲ 6 

安全スイッチ・アッセー １０９３８８-ＣＲ 1 

ヒューズ（8.0Ａ， ３ＡＧ）：  ７７１１１－４０用 ７７５００－２７ 1 

                  ７７１１１－６０用 ７７５００－２８ 1 

コントローラー： ７７１１１－６０用 ７７１１１－１０ 1 

モータ： ７７１１１－６０用 １０９５４５-ＣＲ 1 

      ７７１１１－４０用 １０９５９３-ＣＲ 1 

保持リング・キット（３枚入り） ０７５８４－０７ 1 

 

アクセサリー 

保持リング冶具 １０９８５２-ＣＲ 

マウント･ブラケット（７７１１１－４０型デジタルコントローラー用） ７７１１１－９０ 

リモート・ケーブル（７７１１１－４０型用） ７７３００－３２ 

手持ちリモートコントローラー（７７１１１－４０型用） ０７５９２－８３ 

フットスイッチ（７７１１１－４０型用） ０７５９５－４３ 
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クリーニング  

中性洗剤を使用して駆動部筐体は何時もきれいに保って下さい。  製品は決して水に浸したり多量の

液体をかけたりしないで下さい。 

 

 

トラブルシューティング： ７７１１１－４０型 

症状 原因 対処法 

Ａ．モータが回らず、 Ａ１．電源が供給され １．ヒューズの点検、場合に拠っては交換。 

  表示も点灯しない。    ていない。 ２．電源プラグが正しく差し込まれているか点検。 

  ３．電源コードが正しく接続されているか点検。 

  ４．結線部分の点検、場合に拠っては交換。 

  ５．販売店へ連絡・返送 

 Ａ２．リモートコントロ １．電源スイッチがオフ位置。 

    －ルの不良。 ２．リモート・ケーブルがしっかりＡＣコンセントに挿

入されているかの点検。 

  ３．モータが未だ動かなければ、MODE を INT にて

選択し STOP/START・キーを押す。 

  ４．モータが動けば、リモートコントロールを交換。 

モータが動かなければ、販売店へ連絡・返送。 

Ｂ．モータは回らない

が表示は点灯。 

Ｂ．MODE が正しく設定

されていない。 

１．コントローラー前面での制御の為にINTが選択さ

れているのか、リモートコントロール制御の為にｍＡ

或いはＶが選択されているのかMODE を点検。 

     ２．モータが動かなければ、販売店へ連絡・返送。 

 

 

エラー・コード 

エラー・メッセージが表示された時にお客様にて取って頂ける対応処置を以下に掲げます。  是正出来

ない場合は販売店へお問合せ下さい。 

エラー表示 原因 対処法 

Err 1 モータスピード制御が出来ない。  STOP/START・キーを押してクリアーする。 

 モータからのエンコーダ･パルスが感

知出来ない。 

モータとエンコーダの接続を点検する。 

Err 2 モータスピード制御が出来ない。  STOP/START・キーを押してクリアーする。 

 モータのオーバースピード。 モータとエンコーダの接続を点検する。 

Err 4 PROM不良。 修理へ。 

Err 5 ゼロ交差検出器或いはクリスタルの

不良。 

修理へ。 

Err 6 EEPROM データ不良、工場出し設定

パラメータ値不良。 

電源スイッチをパチパチ早く入り切りしない。 

Err 7 EEPROM データ不良、工場出し設定

Ａ/Ｄスパン校正、スパン校正不良。 

修理へ。 

Err 8 EEPROM 書込み証明エラー 修理へ。 
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仕様 

７７１１１－４０型 

速度（モータ回転数） １２～３２１rpm 

最大トルク １１４０oz-in (104kg-cm) 

速度調節：  

 ライン ±０．２５％ Ｆ.Ｓ. 

 ロード ±０．２５％ Ｆ.Ｓ. 

 ドリフト ±０．２５％ Ｆ.Ｓ. 

画面表示 ４桁、７－セグメント LED 

リモートコントロール出力：  

  電圧スピート出力 ０～１０Ｖ ＤＣ 

  電流スピード出力 ０～２０ｍA 又は ４～２０ｍA 

  タコメータ出力 ＴＴＬ、 １２８ ～ ７６８０Hz 

  モータ回転中出力 開接点 ＆ 閉接点 

チューブ適合性 ＢＴ８７ 又は ＢＴ９１ 

流量範囲 ～ ３７．８５ℓ/min 

リモートコントロール入力： START/STOP,CW/CCW,PRIME(閉接点) 

  電圧入力 ０～１０Ｖ ＤＣ 

  電流入力 ０～２０ｍA 又は ４～２０ｍA 

電源 ９０ ～ １３０VAC ５０／６０Hz, ６．５Ａ 

寸法：  

  コントローラー部（７７１１１－１０） ２２９ Ｘ ２７９ Ｘ １１４mm（LxWxH） 

  モータドライブ部（７７１１１－１２） ７１８ Ｘ ４０３ Ｘ ３８４mm（ＬxWxH） 

重量：  

  コントローラー部（７７１１１－１０） ４．３Ｋg 

  モータドライブ部（７７１１１－１２） ４０．３７Ｋg 

使用環境：  

  操作室温 ０℃ ～ ４０℃ 

  保管室温 -４５℃ ～ ６５℃ 

  湿度 １０％ ～ ９０％ （無結露） 

  高度 ～ ２０００m 

 

７７１１１－６０型 

速度（モータ回転数） １２～３２１rpm 

最大トルク １１００oz-in (104kg-cm) 

チューブ適合性 ＢＴ８７ 又は ＢＴ９１ 

流量範囲 ～ ３７．８５ℓ/min 

電源 ９０ ～ １３０VAC ６０Hz, ６．５Ａ 

寸法（ＬｘＷｘＨ）: ７０１ Ｘ ４０３ Ｘ ４２６ｍｍ 

重量： ４０．４Ｋｇ 

使用環境：  

  操作室温 ０℃ ～ ４０℃ 

  保管室温 -２０℃ ～ ６０℃ 

  湿度 １０％ ～ ９０％ （無結露） 

  高度 ～ ２０００m 
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保証 

最高の性能を発揮させる為に、マスターフレックスポンプには必ずマスターフレックス パーフェクトポジ

ションＢ/Ｔチューブをご使用下さい。 それ以外のチューブをご使用になられた場合は、保証を受けるこ

とは出来ません。 

本製品は公表している仕様と著しく相違ないことを保証します。 保証期間内に修理又は調整が必要と

なったときは、当社の判断によりお客様の誤用又は乱用に起因するもので無いと判断された場合は、無

償で修理致します。 保証期間終了後または製品の誤用や乱用により生じた修理費用はお客様の負担

に成ります。 

本製品の保障期間は保証カードに記載しています。 

 

製品の返送 

保証期間中、保証期間終了後を問わず、無駄な費用や作業の遅れを防ぐ為に、本製品を返送する前に、

販売店または当社からの承認と発送に関する指示を受けて下さい。 本製品を返送する際は、その理由

を明示して下さい。 お客様の余分な費用負担を防ぐ為に、製品は丁寧に梱包し、損傷や紛失の保険を

掛けて下さい。 梱包不良により生じた損傷は全てお客様の負担となります。 
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ヤマト科学株式会社 
本社： 〒103-8432 東京都中央区日本橋本町 2-1-6 

 

エレクトロニクス営業統括部（03）3231-1131           マテリアル＆ライフサイエンス営業統括部（03）3231-1132 

海外営業部（03）3231-1124 

お客様総合サービスセンター 0120-405-525 [受付時間 9:00-19:00 *土･日・祝日・振替休日を除く、12:00-13:00 の間も受付けております] 

● 支店 

東京（03）3231-1112       名古屋（052）871-0551       関西（06）6101-3112       神奈川（045）440-5031 

● 営業所 

札幌（011）612-8233       仙台（022）298-3781         筑波（029）852-3411       千葉（043）255-8611 

北関東（048）642-2569      東京西（042）323-9600       厚木（046）224-6911       湘南（0466）24-6882 

静岡（054）288-9025       広島（082）221-0921         福岡（092）411-2315 

 

<URL> http://www.yamato-net.co.jp     <E-mail> info@yamato-net.co.jp  

 

                                                                                       ２００９年８月 


