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機械指令 2006/42/EC、付属書 II、パート 1 A 準拠 EC 組込み適合宣言書
メーカー SKF Lubrication Systems Germany GmbH、Werk Berlin (ベルリン工場)、Motzener Straße 35/37 · 12277 Berlin · Germany 
は、ここに半完成機械の適合を宣言します

名称：  電動ピストンポンプユニット  
タイプ:  ECP
製造年： 型式ラベル参照

機械指令 2006/42/EC に後続する、製品が市販された時点での全ての関連規則を含みます。 
 1.1.2 · 1.13 · 1.3.2 · 1.3.4 · 1.5.1 · 1.5.6· 1.5.8 · 1.5.9 · 1.6.1 · 1.7.1 · 1.7.3 · 1.7.4

本指令の付属書 VII パートA に準拠した技術文書が作成されました。弊社は、各国の当局の正当な要請に応じ、技術文書を電子フォームで送付する義務を負いま
す。技術文書に関する全権委任者は技術規格部主任です。連絡先はメーカー住所を参照してください。

引き続き、以下の指令および (整合性のある) 規格が、該当する各分野に適用されました：
2011/65/EU RoHS II 
2014/30/EU 電磁適合性指令    |    工業 

規格 版 規格 版 規格 版 規格 版
DIN EN ISO 12100 2011 DIN EN 60034-1 2011 DIN EN 61000-6-2 2006 DIN EN 61000-6-3 2011
補正 2013 補正 2015 補正 2011 補正 2012
DIN EN 809 2012
DIN EN 50581 2013

半完成機械は、半完成機械が統合される機械が機械指令 2006/42/EC と他のすべての適用される指令に適合していることが確認された場合に限り、運転するこ
とが許可されます。

ベルリン、2015年11月30日

JA EC 適合宣言書

Jürgen Kreutzkämper 
Manager R&D Germany
SKF Lubrication Business Unit

Dr.-Ing. Holger Schmidt 
Manager Development Center Berlin 
SKF Lubrication Business Unit
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オリジナルの組立マニュアルは EC 機械指令 
2006/42/EC に準拠しており、説明されている
製品の一部として、今後の製品使用にあたり保管す
る必要があります。

保証

本マニュアルには保証に関する記載は含まれ
ていません。保証に関しては一般的な販売・
納入条件を参照してください。一般的な販
売・納入条件はこちらでご覧いただけます: 
www.skf.com/lubrication

Copyright/マニュアルの統合  
© SKF Lubrication System Germany 
GmbH

無断転載禁止

本マニュアルは著作権で保護されています。 
本製品が組み込まれている機械のメーカーの
文書に転載する目的で本マニュアルの内容を
使用することは許可されています。これに
は、営利目的ではない社内研修のための資料
を作成する場合も含まれています。この範囲
を超えた内容の使用は、その使用方法が何で
あれ、権利者の書面による許可なしには禁じ
られており、著作権の侵害となります。 
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メーカーのサービス住所

Werk Walldorf (Walldorf 工場) 
Abt. Zentraler Kundendienst  
Heinrich-Hertz-Str. 2-8 
69190 Walldorf 
Germany 
Tel:  +49 (0) 6227 33-0 
FAX+49 (0) 6227 33-259

Werk Berlin (ベルリン工場) 
Abt. Zentraler Kundendienst  
Motzener Straße 35/37  
12277 Berlin  
Germany 
Tel. +49 (0)30 72002-0  
Fax. +49 (0)30 72002-111  

Werk Hockenheim (ホッケンハイム工場) 
Abt. Zentraler Kundendienst  
2.Industriestraße 4 
68766 Hockenheim  
Germany  
TEL +49 (0)62 05 27-0  
FAX +49 (0)62 05 27-101 

E-mail: Lubrication-germany@skf.com 

www.skf.com/lubrication
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使用されるシンボル
意味

注意事項

電気部品や感電による危険

滑る危険

熱い部品による危険
熱い表面による危険
意図しない引き込みによる危険

押し潰される危険

浮遊物による危険

高圧インジェクタによる危険

防爆型部品

静電気敏感性コンポーネント

個人用安全装置 (安全メガネ) を
着用する
機械が意図せずオンにならない
よう電源装置を保護 (ロック) す
る
環境を損なわないよう正しく破
棄する

シンボルおよび注意事項の説明

シンボルおよび注意事項の説明

これらのシンボルは本取扱説明書の安全注意事項に
おいて用いられ、人身、有形資産や環境に対する特
別な危険を表しています。 

本説明書を最後まで読み、記載されている全ての
操作 指示および警告・安全の注意事項を順守して
ください。

文章中の情報シンボル

シンボル 意味
 手順の実行を促します
 アイテムを列挙します

その他の状況、原因または結果を指します 
作業手順における追加の注意事項

警告レベル 結果 危険発生の確率

危険 死亡 / 重傷 差し迫った危険

警告 重傷 起こり得る危険

注意 軽傷 起こり得る危険

注意 物的損害 起こり得る危険

シンボル

- 6 -951-170-232-JA
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ECP に取り付けられている注意指示板は必ず順守
されなければいけません。また、これらの指示板
は完全に読解可能な状態に維持されている必要が
あります。

シンボルおよび注意事項の説明

省略語と換算係数

省略語
re. 関連して oz. オンス
ca. 約 psi ポンド毎平方インチ
°C 摂氏度 hp 馬力
s 秒 lb. ポンド
dB (A) 音圧レベル sq.in. 平方インチ
d.h. つまり kp キロポンド
etc. エトセトラ、～など cu.in. 立方インチ
evtl. ～の場合 mph マイル/時
< ～未満 fpsec フィート/秒
± プラス マイナス °F 華氏度
> ～超 fl.oz. 液量オンス
ex. 例： in. インチ
p.r.n. 必要に応じて gal. ガロン
usw. エトセトラ、～など
i.d.R 原則として
Ø 直径 換算係数 
incl. ～を含む 長さ 1 mm = 0.03937 in.
K ケルビン 面積 1 cm² = 0.155 sq.in
kg キログラム 体積 1 ml = 0.0352 fl.oz.
r. F. 相対湿度 1 L = 2.11416 pints (US)
kW キロワット 量 1 kg = 2.205 lbs
L リットル 1 g = 0.03527 oz.
min. 分 密度 1 kg/cm³ = 8.3454 lb./gal (US)
max. 最大 1 kg/cm³ = 0.03613 lb./cu.in.
min. 最小 力 1 N = 0.10197 kp
mm ミリメートル 速度 1 m/s = 3.28084 fpsec.
ml ミリリットル 1 m/s = 2.23694 mph
N ニュートン 加速度 1 m/s² = 3.28084 ft./s²
Nm ニュートンメートル 圧力 1 bar = 14.5 psi

温度 °C = (°F-32) x 5/9
出力 1 kW = 1.34109 hp

- 7 - 951-170-232-JA
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1. 安全注意事項
1.1 一般的な注意事項

事業会社は、製品における作業を担当する全ての人
々、または記載されているカテゴリに属する人々を
監督・指示する者がこの組立説明書を読むように取
り計らう必要があります。さらに、事業会社はこれ
らの人員が説明書を完全に理解したことを確認する
必要があります。
組立説明書は製品と一緒に、いつでも手に取れる場
所に保管してください。 
組立説明書は製品の一部であり、他の事業会社に製
品を売却する際には必ず製品と一緒に説明書も渡さ
れなくてはいけません。 
本説明書にて解説されている製品は、最新の技術を
用いて製造されました。  しかしながら、
製品を使用する際、結果として人身事故や物的損害
が引き起こされるおそれがあります。
安全を損なう可能性のある故障は速やかに取り除く
必要があります。組立説明書を補足するものとし
て、法的規制および事故防止や環境保護に関する一
般的に有効な規則を順守し、これらを適用する必要
があります。

1.2 製品を取り扱う際の基本的行動
 o 本製品は、危険性に配慮しつつ、技術的に正常

な状態で、かつ本マニュアルにある情報に準じ
てのみ使用が許可されます。 

 o 職員は本製品の機能および作業方法に熟知して
いなければいけません。記載されている組立ス
テップや操作ステップ、それらの順番を順守す
る必要があります。

 o 正規の状態または正しい組立 / 操作に関して不
確かな点がある場合は、これらの点を解決して
ください。解決されるまでは、製品を運転する
ことは禁止されています。

 o 権限を持たない者は本製品に近づいてはいけま
せん。

 o 各作業行為に関連するすべての安全のための注
意事項、および運転開始の指示を順守してくだ
さい。

 o 個々の作業行為に対する管轄を明確に定め、こ
れに従ってください。曖昧さが原因となり高い
確率で安全を脅かします。

 o 運転中は保護・安全装置を取り外したり、変更
したり、または無効化したりすることは許可さ
れていません。またこれらの装置を定期的に点
検し、機能が正常に作動しているか、または何
らかの不備がないかを調べる必要があります。 
保護・安全装置を取り外す必要がある場合は、
その作業が完了したらすぐにこれを取り付け正
しく機能するか確かめる必要があります。

 o 自分の管轄枠内で故障が生じた場合は、これを
取り除いてください。管轄枠外で故障が生じた
場合は、直ちに上司に知らせてください。

 o 個人用安全装備を装着してください。

 o 潤滑剤 / 作動液などを取り扱う際には、それ
ぞれの安全データシートに注意を払ってくださ
い。

- 8 -951-170-232-JA
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1.3 有資格の専門作業員
説明されている製品の組み込み、操作、メンテナン
スおよび修理を行うことが許可されているのは、有
資格の専門作業員のみです。  
これらの作業員は自らが受けた職業訓練、指導や経
験をもとに、関連する規格、規定、事故防止規則や
組立て条件などを熟知しています。これら作業員は
必要な各作業を実施する資格を与えられています。
また作業の際、発生のおそれがある危険を認識しこ
れを回避します。専門技術者の定義および無資格
の作業員を投入することの禁止については、 DIN 
VDE 0105 または IEC 364 で規定されていま

す。DIN VDE 0105 または IEC 364 B の有効範
囲外ある国々については、それぞれの国における
専門技術者の定義が有効となります。  
事業会社は任務および責任範囲の割り当てを担当
します。 

作業員に必要な知識が欠けている場合は、作業開
始前に研修と教育を行う必要があります。  

製品に関する研修を SKF が行うことも可能で
す。この場合、発生する費用の支払いが請求され
ます。

1.4 電流による危険 

警告
感電 
組立、メンテナンス、修理とい
った作業は、必ず有資格の専門
作業員によって実行されなけれ
ばいけません。
作業開始前に、製品への電源供
給を遮断する必要があります。
現地の接続状況および規制 (
例：DIN、VDE) を順守してく
ださい。

- 9 - 951-170-232-JA
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1.6 運転

本製品にて作業を行う際、以下を順守する必要が
あります。
o 本マニュアルに記載されているすべての情報、

およびその他の適用可能な文書に記載されてい
る情報

o 運営者が順守しなければいけないすべての法律
および規制

 
すべての関係者 (操作員、上司など) は、作業開始
前に、作業を実行することについて情報を得ていな
ければなりません。操作上の予防措置/作業指示を
順守する必要があります

 o 適切な措置を取って、作業中には可動部品や緩
んだ部品をブロックし、意図しない動きにより
手足が巻き込まれることがないようにしてくだ
さい

o 製品の組立は、可動部品の作動範囲外で、熱源
から十分に距離を置いた場所で行ってくださ
い。

o 作業の実行前に、本製品および本製品が組み込
まれている機械 / 装置の電顕供給および圧力は
遮断され、スイッチが不正にオンにならないよ
うに確保されます。

o 電気部品での作業はすべて電気絶縁した工具で
のみ実行してください。

o ヒューズをバイパスすることは禁止されていま
す。ヒューズは必ず同タイプのものと交換して
ください。

1.7 組立て/メンテナンス/故障/使用終了/廃棄1.5 システム圧力または油圧による危険

警告
システム圧力 
油圧 
運転中の潤滑装置には圧力がか 
 
かっています。このため、組立
て、メンテナンスおよび修理作
業、ならびに装置の変更や修理を
行う前に集中潤滑装置から圧力を
取り除いておく必要があります。

- 10 -951-170-232-JA
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o 製品が正常に接地されているよう注意してくだ
さい。

o 必要な穿孔作業は非重要かつ非耐力の部品にお
いてのみ行ってください。

o 集中潤滑装置を取り付けることで機械の他のユ
ニットの機能が損なわれたり、または破損した
りすることがあってはいけません。

o 集中潤滑装置のすべての部品は、ねじれ、剪
断、または屈曲などの負担にさらされてはいけ
ません。

o 重量のある部品を用いて作業する際には、適切
な吊り上げ装置を使用してください。

 
o 取り外した部品が取り違えられたり、誤って組

み立られたりすることがないようにしてくださ
い。部品に印を付けてください。

1.7 組立て/メンテナンス/故障/使用終了/廃棄

ECP シリーズの電動ピストンポンプユニットは、
シングルライン集中潤滑装置への供給を行うか、も
しくはシングルライン集中潤滑装置内での使用を想
定したものです。
本ユニットは SKF が承認する NLGI 等級 00
～000 の石油ベース流動グリース、および環境に
優しい合成流動グリースを吐出します。また、許
容使用粘度 20～1500 mm2/s の石油ならびに環
境に優しい合成オイルを、S3 15% ED (DIN EN 
60034-1 準拠) 運転モードに従って吐出します。
ピストンポンプユニットは、例えば潤滑配管の充填
またはピストンポンプユニットのエア抜き (カート
リッジ交換後) などを目的として、短時間かつ間欠
的に既定の運転モード S3 15% ED 以外の操作を
行うことが可能です。これには、短時間かつ間欠的
な連続運転 (S1 100% ED) が許可されています。
しかしながら、このときにポンプひとつひとつの最
長動作時間は 15 分を超えてはいけません。 
このような連続運転の後は、必ず 10 分以上の 
停止時間を想定する必要があります (電動ポンプコ
ンポーネントの冷却)。 

短時間および間欠的な連続運転に関するこれらの条
件に従わないと、ECP が損傷するおそれがありま
す。また、これは本来の用途に従っていない使用方
法となります。
連続運転はピストンポンプユニットの DK ボタン、
またはこれに相応するピストンポンプユニットの機
械制御 (PLC) の充填プログラム (推奨) により実行
に移すことができます。
使用する流動グリースは、プラスチックおよびニ
トリルゴム (NBR) エラストマーに適合しなくては
いけません。
合成の生分解性流動グリースまたはオイルを使用
する際には、SKF から事前に承認を得る必要があ
ります。
ECP シリーズの電動ピストンポンプユニットには
潤滑剤吐出口が 2 つあります。これらは個別また
は同時に使用できます (集中潤滑システムの設計ガ
イドラインを順守してください！) 。
特に両方の吐出口を並行使用する際など、定義済
みの量の吐出を保証するには、吐出口が常に計量
分配器 (潤滑剤分配器) に接続されている必要があ
ります。
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1.8 本来の用途に従った使用法
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ECP に許可されている潤滑剤のみ使用が許可
されています。カートリッジバージョンの場合
は、SKF の使い捨てカートリッジのみが許可され
ています。
これを超えた使用方法は、本来の用途に従っていな
いものと見なされます。
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1.9 予想し得る濫用
既述の条件、および用途から逸脱した本製品の使用
は固く禁じられています。特に禁じられているのは
以下のような使用方法です：

 o 短時間かつ間欠的に連続運転を行う際、運転モ
ードを考慮しない。

 o 防爆エリアでの使用。

 o CLP 規制 (EG 1272/2008) 付録 I パート 2-5 
に準ずる危険物および混合危険物の吐出、引き
渡しおよび貯蔵の目的での使用。

 o ガス、液体ガス、溶存ガス、蒸気、液体 (最高
許容作動温度にてこれらの蒸気圧が通常の気圧 
(1013 mbar) よりも 0.5 bar 以上高いもの) の
搬送/転送/在庫保管目的。

1.10 免責
メーカーは以下の場合に生じる損害に対する
責任を負いません： 

o 本マニュアルの順守を怠った場合。

o  ポンプ型式に対し認可されていない潤滑剤/媒体
を使用した場合。

o  汚れている潤滑剤、または不適切な潤滑剤を使
用した場合。

o 非純正の SKF 部品を取り付けた場合。

o 使用法が本来の用途に従っていない場合。

o 組立て、設定または充填が誤っている場合。
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o 故障に対し間違った対応をとった場合。

o   メンテナンス間隔を順守しなかった場合。

o 装置部品を独断で変更した場合。

1.11 その他の適用可能な文書

本マニュアルに加え、以下の文書も該当する対象グ
ループにより順守されなければいけません：

o 操作上の指示/承認規則。

o 買入部品の供給業者のマニュアル。.

o 使用する潤滑剤/作動液の安全データシート。

o プロジェクト資料およびその他の関連資料 (ある
場合)。

 
事業会社は、これらの各文書に製品使用国に
おいて有効な規則を補足しなければいけませ
ん。 製品を引き渡す際は、これらの文書も
一緒に引き渡す必要があります。



1.12 型式プレートに関する注意事項

型式プレートには、型式名称、バーコード、週、製
造年やシリアル番号といった重要な仕様データが記
載されています。
型式プレートの記載が読みにくくなる等でデータが
失われることを防ぐために、上記の仕様データを以
下の図 1 に書き写しておきます。

型式プレート 仕様データ、図 1

SKF Lubrication Systems Germany GmbH
DE 12277 Berlin

Kolbenpumpe
Piston Pump/

型式名称 (注文番号)

週/製造年

バーコード

シリアル番号

• 型式プレートの仕様データを下図 8 に記入しま
す 　

1.13 CE マークに関する注意事項

CE マークは、適用される指令の要件に準じて付与
されます：

 o  2014/30/EU  電磁適合性指令
 o 2011/65/EU (RoHS II) 電気電子機器における

特定の有害物質の使用の規制に関する指令。
低電圧指令 2014/35/EU に関する注意事項

出力データが第 4 条 1 節 (a) 、(i) 番にて規定され
ている限界値に達していないため、第 4 条 3 節 に
準じ、圧力装置指令 2014/68/EU の適用範囲か
ら除外されます。 

低電圧指令の保護要求 2014/35/EU は、機械指
令 2006/42/EC の付属書 I、No. 1.5.1 に準じて
順守されます。
圧力装置指令 2014/68/EU に関する注意事項 
本製品は 

JAJA
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1.14 既存の残留リスク (残留リスクの評価)

その他の危険 解決法
ライフサイクル：組立て
こぼした/漏れ出した潤滑剤で汚れた床で作業員
が転倒する。

• カートリッジ交換もしくは潤滑剤タンクの補充は慎重に行う。
• こぼれた/漏れ出した潤滑剤を適切な方法で速やかに吸い取る/取り除く。
• オイルおよび汚染されている部品の取扱いに関する作業指示を順守する。

機械の可動部品への取付けの際に配管が裂ける/
損傷する。

• できるだけ可動部品への取付けは行わない。取付けを行う必要がある場合は、柔軟性の高
いホース配管を使用する。

ライフサイクル：運転開始/運転
ライフサイクル：設定、改造
配管の部品/接続のネジの取り付けが誤っている
ために潤滑剤が噴出する。

• すべての部品をそれぞれ適切な締付けトルクで締め付ける。記載されている圧力に適した
油圧ネジおよび配管を使用する。運転開始前に、ネジの接続が正しいか、また損傷がない
かを点検する。

こぼした/漏れ出した潤滑剤で汚れた床で作業員
が転倒する。

• カートリッジ交換もしくは潤滑剤タンクの補充は慎重に行う。
• こぼれた/漏れ出した潤滑剤を適切な方法で速やかに吸い取る/取り除く。
• オイルおよび汚染されている部品の取扱いに関する作業指示を順守する。

ライフサイクル：故障、故障究明
こぼした/漏れ出した潤滑剤で汚れた床で作業員
が転倒する。

• カートリッジ交換もしくは潤滑剤タンクの補充は慎重に行う。
• こぼれた/漏れ出した潤滑剤を適切な方法で速やかに吸い取る/取り除く。
• オイルおよび汚染されている部品の取扱いに関する作業指示を順守する。
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その他の危険 解決法
ライフサイクル：整備、メンテナンス
感電 • メンテナンス作業前に ECP への電源供給を遮断する。
こぼした/漏れ出した潤滑剤で汚れた床で作業員
が転倒する。 • カートリッジ交換もしくは潤滑剤タンクの補充は慎重に行う。

• こぼれた/漏れ出した潤滑剤を適切な方法で速やかに吸い取る/取り除く。
• オイルおよび汚染されている部品の取扱いに関する作業指示を順守する。

ライフサイクル、使用終了、廃棄
潤滑剤およびこれが付着した部品による環境汚染 • 汚染された部品を有効な法的規則/社で定められている規則に従って廃棄する。

こぼした/漏れ出した潤滑剤で汚れた床で作業員
が転倒する。 • カートリッジ交換もしくは潤滑剤タンクの補充は慎重に行う。

• こぼれた/漏れ出した潤滑剤を適切な方法で速やかに吸い取る/取り除く。
• オイルおよび汚染されている部品の取扱いに関する作業指示を順守する。

ライフサイクル：故障、故障究明、整備、メンテナンス
故障している接続ケーブルによる感電 • ECP の運転開始前に接続ケーブルが損傷していないか点検する。
こぼした/漏れ出した潤滑剤で汚れた床で作業員
が転倒する。 • こぼれた/漏れ出した潤滑剤を適切な方法で速やかに吸い取る/取り除く。

• 潤滑剤および汚染されている部品の取扱いに関する作業指示を順守する。
ライフサイクル、使用終了、廃棄
潤滑剤およびこれが付着した部品による環境汚染 • 汚染された部品を有効な法的規則/社で定められている規則に従って廃棄する。



2
1

JA

- 17 - 951-170-232-JA

バージョン 03

2.潤滑剤

2. 潤滑剤
2.1 一般情報 

本来の用途に従った使用方法とは、ベアリングや摩
擦箇所を、各デバイスの文書 (取扱説明書など) や
製品説明書 (図面やカタログなど) が記載している
物理的な使用限界を順守しつつ集中潤滑/潤滑の目
的で製品を使用することを指しています。   
特に注意すべきなのは、あらゆる種類の危険物質、
特に EG RL 67/548/EWG Art. 2 Par. 2 に準じ
等級付けされている危険物質は、SKF Lubrica-
tion Systems 社と事前に相談し書面での許可を得
た上でのみ集中潤滑装置やコンポーネントに充填
したり、これを使って吐出/分配が許されるという
ことです。  

潤滑タスクのための適切な潤滑剤は、機械・装置メ
ーカーもしくは機械・装置の運営事業会社が潤滑剤
供給業者と一緒に選択する必要があります。  

注意
使用する潤滑剤に関する機械メーカーの注意事項
を順守してください。 
潤滑箇所の潤滑の必要性は、ベアリングもしく
は機械の
メーカーにより既定されています。潤滑点に必要
な潤滑剤量が準備されているよう確認する必要が
あります。さもないと潤滑不足が生じ、これがベ
アリング箇所の損傷や故障をまねくおそれがあ
ります。

2.2 潤滑剤の選択

SKF Lubrication Systems 社が生産するすべて
の製品は、ガス、液体ガス、圧力下で溶解したガ
ス、蒸気、 
蒸気圧が最高許容温度において通常の気圧 (1013 
mbar) よりも 0.5 bar 以上高い液体と組み合わせ
て使用することは禁止されています。   
潤滑剤でも危険物質でもない他の媒体の吐出
は、SKF Lubricaton Systems 社と事前に相談し
書面による承諾を得た上でのみ許可されます。 
SKF Lubrication Systems 社は、潤滑剤をコンポ
ーネントの選択および集中潤滑装置をデザインする
際に必ず考慮しなければいけない構造エレメントと
して捉えています。ここでは、潤滑剤の潤滑特徴に
必ず注意を払う必要があります。

注意
SKF Lubrication Systems Germany 
GmbH のすべての製品は、本来の用途と製
品の取扱説明書の記載に従ってのみ使用・
投入が許可されます。
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潤滑剤に関する詳しい質問は、SKF Lubrication 
Systems 社にお問い合わせいただけます。潤滑剤
を集中潤滑装置に使用するにあたって、搬送・吐出
可能性 (「ブリージング」等) を自社ラボにてテス
トすることができます。
SKF Lubrication Systems 社が提供する潤滑剤テ
ストの一覧は SKF Lubrication Systems 社の販
売部門にお問い合わせ頂き入手できます。

ECP は技術データ 第 4 章の情報に合致する潤滑剤
で稼働できます。これには、オイルや流動グリース
も含まれます。 
オイルおよびベースオイルは、無機、合成、およ
び/または高生分解性である可能性があります。粘
性付与剤や添加物を追加するかどうかは、使用条件
により異なります。 
個々のケースでは、潤滑剤の特性が許容限界値の範
囲内であっても、他の特性を理由として集中潤滑装
置での使用には適していない場合があることを考慮
してください。このため、例えば合成潤滑剤がエラ
ストマーには不適合である可能性もあります。

注意
ECP に許可されている潤滑剤のみ使用でき
ます。不適切な潤滑剤を使用すると、本製
品の故障ならびに物的損害をまねくおそれ
があります。 

2.3 認可されている潤滑剤

注意
種類の異なる潤滑剤を混ぜることは禁止されてい
ます。さもないと損傷が生じるおそれがあるほ
か、非常に手間をかけて ECP/潤滑装置をクリー
ニングする必要が生じる可能性があります。取り
違えを回避するには、使用する潤滑剤の種類を示
す標識を潤滑剤タンクに取り付けることが推奨さ
れます。 

注意
SKF Lubrication Systems 社は、選択し
た潤滑剤の吐出に適したコンポーネントの
選定や集中潤滑装置の計画・デザインにお
いて、必要に応じて顧客をサポートしま
す。

選択の際は、 潤滑するベアリングの種類/運転中に
予想される負荷と周囲条件、および経済的・環境の
点に注意を払います。 
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2.5 潤滑剤による危険

警告
潤滑剤製品は必ず密封性を維持している
必要があります。漏れ出した潤滑剤はス
リップやけがの危険など、安全上の問題
となります。集中潤滑装置の組立て、運
転、メンテナンスおよび修理の際には、
潤滑剤の漏れに注意してください。漏れ
のある部分には直ちにシールする必要が
あります。

注意
潤滑剤の安全データシートにある安全指示事項を
順守する必要があります。

2.4 潤滑剤と環境

注意
潤滑剤は土壌および河川を汚染するおそれがあり
ます。潤滑剤は適切に使用・廃棄されなければい
けません。潤滑剤の廃棄にあたっては地域の規則
および法律を順守する必要があります。

基本的に、潤滑剤は環境に危害を及ぼす可燃物で
あること、潤滑剤の輸送、保管および処理には特
別な予防措置が必要であることに留意する必要が
あります。輸送、保管、処理および環境への危害
に関する情報については、使用する潤滑剤のメー
カーの安全データシートを参照してください。潤
滑剤の安全データシートは、潤滑剤メーカーにお
いて要請できます。

漏れ出した潤滑剤は非常に危険な安全上の問題で
す。漏れ出した潤滑剤により、人身事故もしくは
他の有形資産への損害が引き起こされるおそれが
あります。
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ユニット部品 図 2

3. 概観

2

7

6

9

5

8

ユニット部品
番号  説明  
 1 ECP ポンプ本体 
 2 潤滑剤吐出口 1 
   オプションで SKF プラグコネクタ

ー付き 
 3 潤滑剤吐出口 2 
   オプションで SKF プラグコネクタ

ー付き 
 4 ポンプエア抜き /    
  エア抜きネジ 
 5  24 VDC 電源用キュービックプラ

グ、DIN EN 175301-803-A 準
拠

 6 押しボタン (DK) 
    (機能：押す、保持)
 7 組立てフランジ/壁ブラケット
 8 SKF 潤滑剤使い捨てカートリッジ
 9  充填レベルモニタリング (オプショ

ン) 用接続コネクタ (M12x1)

4

3

1

38bar
P2

P1

油圧回路図

エア抜きネジ

吐出口

3.1 カートリッジ・ピストンポンプユニット 

吐出口
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38bar
P2

P1

ユニット部品 図 3

2

7

6

9

5

8

ユニット部品
番号  説明  
 1 ECP ポンプ本体 
 2 潤滑剤吐出口 1 
   オプションで SKF プラグコネクタ

ー付き 
 3 潤滑剤吐出口 2 
   オプションで SKF プラグコネクタ

ー付き 
 4 ポンプエア抜き /    
  エア抜きネジ 
 5  24 VDC 電源用キュービックプラ

グ、DIN EN 175301-803-A 準
拠

 6 押しボタン (DK) 
    (機能：押す、保持)
 7 組立てフランジ/壁ブラケット
 8 潤滑剤タンク
 9  充填レベルモニタリング (オプショ

ン) 用接続コネクタ (M12x1)
4

3

1

油圧回路図

エア抜きネジ

吐出口

3.2 タンク・ピストンポンプユニット 

吐出口
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3.3 製品コード

発注例 カートリッジの仕様 ECP 1 - 1 W A A 1 3
発注例 タンクの仕様 ECP 1 - 1 W A A 1 1

ECP 電動ピストンポンプユニット

吐出量 / 潤滑システム
1 10 cm³/min - 章 4、技術データ、27 ページ参照
バージョンインデックス / 作業圧
1 38 bar

充填レベルモニタリング 事前警告 最小量
W 充填レベルモニタリング
0 充填レベルモニタリングなし

壁ブラケット
A 標準ホルダー
0 ホルダーなし

電気接続
A キュービックプラグ DIN EN 175301-803-A 準拠

接続 潤滑剤配管 (1.= フロント / 2.= 床 - 図 1 および図 2 参照)
1 接続ネジ M10x1 898-110-120 (ダミープラグ)
2 プラグコネクター Ø6 406-004-VS
3 旋回ネジ Ø6 506-140-VS
4 プラグコネクター Ø8 408-004-VS
X 閉状態 466-431-001

潤
滑

配
管

の
接

続
 前

潤
滑

配
管

の
接

続
 下

    灰色表示の注文番号は標準仕様です。
発注例の説明は
次ページを参照してください。
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- 000000

000000 カートリッジなし
カートリッジ、380 ml、潤滑剤充填済み
F00138 Zeller+Gmelin DIivinol Lithograse 00 (541-85009-8)

ECP タンクバージョン
- 1 U 17 0 0

潤滑剤タンクの仕様
1 プラスチックタンク

潤滑剤タイプ
U オイル (タンク、注入フィルター付き)
F 流体グリース (タンク、注入フィルター

なし)

タンク容量
05 0.5 L (通常は注入フィルターおよび充填レ

ベルスイッチなし)
10 1.0 L
17 1.7 L

0 プレースホルダー

接続
        前
                底面

接続
        前
                底面
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  22/23 ページの発注コードを参照

カートリッジ付き ECP ピストンポンプユニットシ
ングルライン潤滑システム用電動ピストンポンプユ
ニット (ECP)、吐出容量 10cm3/min (1) 最大作業
圧 38 bar (1)、最小充填レベルの事前警告用警告
スイッチ付き (W)、壁ブラケット付き (A)、DIN EN 
175301-803-A 準拠 キュービックプラグ電気
ポンプ接続付き  (A)、メイン配管接続 (前) M10x1  
(1) およびメイン配管接続 (下) 用旋回ネジ  ø6mm 
(3)、カートリッジなし (000000) の場合の注文番
号：ECP1-1WAA13-000000

3.4 発注例

潤滑剤タンク付き ECP ピストンポンプユニット
シングルライン潤滑システム用電動ピストンポン
プユニット (ECP)、吐出容量 10 cm3/min (1) 最
大作業圧 38 bar (1)、最小充填レベルの事前警告
用警告スイッチ付き (W)、壁ブラケット付き (A)
、DIN EN 175301-803-A 準拠 キュービックプ
ラグ電気ポンプ接続付き (A)、メイン配管接続 (前) 
用 ø6mm 潤滑剤配管のプラグコネクタ― (2) お
よびメイン配管接続 (下) 用 ø6mm 潤滑剤配管用
プラグコネクタ―付き (2)、プラスチックタンク付
き (1)、オイル (U) 用タンク容量 1.7 L (17) とプ
レースホルダ― 2 つ付き (0)  (0) の場合の注文番
号：ECP1-1WAA22-1U1700

3.5 一般情報

ECP は、シングルライン集中潤滑装置において運
転することを目的としたピストンポンプユニット
です。  
コンパクトな構造、そして潤滑剤カートリッジまた
はタンクにより、ECP は非常に組立てが簡単で手
間いらずのシングルライン装置として、小型機械、
機械グループや装置用に設置が可能です。 
カートリッジのバリエーションを使用する場合は、
顧客側の要請に応じて潤滑剤カートリッジを交換す
ることで、承認されている潤滑剤を迅速かつスムー
ズに吐出することが可能になります。
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潤滑剤の供給は、SKF 使い捨てカートリッジもし
くは補充タンクを介して行います。
オプションとして、ECP には最小充填レベルのモ
ニタリングを行う充填レベルスイッチがついていま
す (0.5 L タンクは例外です)。 
カートリッジバリエーションの場合は、カー
トリッジの充填レベルが約 10% になると事
前警告が行われます。  
評価は顧客側で行われます。  
ECP は電圧シリーズ 24 VDC のものもあ
ります。

3.7 機能の説明
  図 4 参照 

ECP は、シングルライン集中潤滑装置の供給用ピ
ストンポンプユニットとして設計されています。
電動吐出ピストンは、潤滑媒体を、同時に起動さ
れる制御バルブを介してポンプ吐出口へと吐出し
ます。

3.6  ECP ピストンポンプユニットの構造
  図 2～図 4 を参照

2 つの潤滑剤吐出口がある場合は、これらの吐出口
への潤滑剤の吐出が同時に行われます、続いて圧力
の解放も同様に行われます。  
ECP から来た潤滑剤は強制的に供給分配器に吐出
されます。分配器の種類 (予備潤滑分配器または再
潤滑分配器) によっては、続いて計量された潤滑剤
が各潤滑点に配分されます。

潤滑サイクルの制御は、外部制御により顧客側で行
います。ここでは、潤滑する機械に顧客側で取り付
けた制御システムを前提として使用します。  
この際、潤滑頻度、スイッチオン時間や停止時間が
決定されます。 
システム圧力のモニタリングは、圧力スイッチ (P) 
を介して行われます。この圧力スイッチはやはり顧
客側で取り付ける必要があり、通常は最後の分配器
の前の潤滑配管に取り付けます。このボタンは機械
制御に信号を送ります。この信号により、ECP ポ
ンプは計量手順の後にスイッチオフされます (潤滑
サイクルの終了)。

ポンプに取り付けられた押しボタン (DK) を介し
て、初回運転開始時およびカートリッジ交換時にエ

基本的に、ピストンポンプユニット ECP は、外部
セクションを介して軸方向に吐出ピストンを駆動す
る電動モータから成っています。 
吐出ピストンは、潤滑剤カートリッジから来る潤滑
剤を、内部の制御バルブを介して潤滑剤吐出口の方
向へ吐出します。
圧力リリースバルブには、潤滑サイクル中に上昇し
たシステム圧力をポンプモータをオフにした後に解
放する役割があります。これはシングルライン分配
器を使用するのに必要となります。
同じく統合式の圧力制限バルブは、集中潤滑装置
の最大システム圧力を 38 bar に制限します。集
中潤滑装置の文脈では、SKF は適切な過圧制限装
置を追加装備し、圧力が高くなり過ぎないように
装置を保護することをお勧めします (章13、付属
品を参照)。
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24 VDC 
+

P

extern DK 

ECP ピストンポンプユニット

バリエーション： 
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外
部
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ら

起
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さ
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た
中

間
潤

滑

SKF シングルライン 
潤滑剤分配器

機械制御/
外部プロセスガイドレベル

(P) 圧力スイッチ

シングルライン集中潤滑装置、図 4ア抜きのプロセスを実行できます。さらに、押しボ
タンを介して手動で中間潤滑を起動することもでき
ます (押して維持する)。

またオプションとして、最小充填レベルの制御は、
組み入れられている充填レベルスイッチによって
も行えます。 
警告信号の評価は、外部 (顧客側) の制御システム
を介して行われます。

-潤滑剤タンク   -潤滑剤カートリッジ  
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4. 技術データ

技術データ  

ピストンポンプユニット ECP

取り付け位置: 垂直

カートリッジ仕様： カートリッジを取付けていない ECP の空重量 約 2330 g (バリエーション ECP1-10AA1XX-000000 用)
 カートリッジサイズ/充填：   380 cm3

 カートリッジ重量：    450 g (LF001/MR380 用)

タンク仕様： ECP の空重量 (タンクは空状態)  約 2410g (バリエーション ECP1-1WAA11-1U1000 用)  
       約 2500g (バリエーション ECP1-1WAA11-1U1700 用)
タンクサイズ 0.5 L; 1.0 L; 1.7 L

吐出量： 10 cm³/min 1)
  
運転圧: 最大 38 bar 

周辺温度：   + 10 °C～+ 50°C
動作温度： + 10 °C～+ 50°C

定格電圧：  24 VDC

吐出媒体：  NLGI 等級 00～000、石油ベース、  
 換気用に優しいまたは合成ベースの流体グリース、許容 
  使用粘度 20～1500 mm2/s、運転モードに準じ：
  S3 15% ED (DIN EN 60034-1 準拠)

保護仕様 (EN 60529 準拠)： IP 54

4.1 技術仕様 ECP

1) この値は潤滑剤吐出口における算出
値で、抵抗圧 5 bar、そして正確な
供給電圧が 24 VDC であるときのも
のです。電圧供給またはシステム内
の抵抗圧力、あるいはその両方の振れ
が少ないことにより、この値は実際の
使用時には少し異なる可能性がありま
す。ECP の両方の潤滑剤吐出口を使用
する場合、この吐出量は両方の接続さ
れている配管に同時に分配されます。
分配量は未指定です。このため SKF 
は、ECP を適切な SKF シングルライ
ン分配器と組み合わせてのみ使用する
ことを推奨しています。

3
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4.2 最小充填レベルスイッチ、仕様 24 VDC

電気仕様データ、24 VDC シリーズ

ピストンポンプユニット ECP
モータ
使用電圧 24 VDC
最大消費電流 1,5 A
運転モードに応じ S3 15% ED 
DIN EN 60034-1 準拠 1)
推奨される配線保護 
DIN EN 60898 準拠 B 6A または C4 A

1) 本ピストンポンプユニットは、例えば潤滑配
管の充填またはピストンポンプユニットのエア
抜き (カートリッジ交換後) などを目的として、
短時間かつ間欠的に既定の運転モード S3 15% 
ED 以外の操作を行うことが可能です。これに
は、短時間かつ間欠的な連続運転 (S1 100% 
ED) が許可されています。しかしながら、このと
きにポンプひとつひとつの最長動作時間は 15 分
を超えてはいけません。このような連続運転の後
は、必ず 10 分以上の停止時間を想定する必要が
あります (電動ポンプコンポーネントの冷却)。 
連続運転はピストンポンプユニットの DK ボタ
ン、またはこれに相応するピストンポンプユニッ
トの機械制御 (PLC) の充填プログラム (推奨) に
より実行に移すことができます。

最小充填レベルモニタリング用の充填レベルスイッチ

カートリッジ・ピストンポンプユニット用の充填レベルスイッチ (XS2)
機能 オープナー (NC) (磁気接近時に開く)
スイッチキャパシティ 最大 3 W/VA 
スイッチ電圧 最大 100 V
スイッチ電流 最大 0.3 A
抵抗率 150 mOhm
ピックアップ 30～35 AT
再帰励起 >15 AT

タンク・ピストンポンプユニット用充填レベルスイッチ、オイルレベルモニタリング (XS3)
機能 最小充填レベルの時に接点が開く (NC)
最大スイッチ電圧  42 VDC
スイッチキャパシティ 50 W
コネクター接続 4 極ラウンドコネクター M12x1

タンク・ピストンポンプユニット用充填レベルスイッチ、グリースレベルモニタリング (XS4)
機能 NPN、PNP/常時開または常時閉コ接点 (プログラミング可能)
最大スイッチ電圧  10～36 VDC
動作電圧 
スイッチ出力 最大 150 mA
接続 4 極ラウンドコネクター M8x1
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5. 納品、返品、保管

SKF Lubrication Systems Germany GmbH の
製品は、受入国の規定および DIN ISO 9001 に準
じて包装・市販されています。輸送の際には、安全
な取扱いに注意を払い、製品を機械的な影響 (衝突
など) から保護する必要があります。輸送用の箱に
は注意事項として「投げないでください！」と印を
つける必要があります。

納品物は、これを受け取った直後に配達書類と照ら
し合わせ、欠品がないか点検しなければいけませ
ん。輸送中の損傷は速やかに配送業者に通達しなけ
ればいけません。包装材は不具合がないことが確実
に分かるまで保管しておいてください。

5.1 納品物の点検
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5.3 潤滑ユニット

 o 環境条件：乾燥しておりホコリのない周囲環境
にて、良く換気され乾燥した室内に保管されて
いる必要があります

 o 保管期間：最長 24 か月
 o 許容湿度：< 65%
 o 保管温度：+ 10 ～ +40°C 
 o 光：直射日光や紫外線が射し込むのを避け、近

くの熱源は遮蔽します

5.2 返品

負荷をかけないでください / 
こちらを上にしてください
濡らさないでください
割れ物注意 投げないでくだ
さい

返品前に全ての部品を清掃し、技術的に
正しく (つまり、受け取り人在住国の規
定に従って) 包装する必要があります。
陸路、空路、海路のどれでも輸送が可
能です。 
返品の場合、包装に以下のように印を
つけます：

5.4 一般的な注意事項

 o プラスチックシートを被せることで、ホコリの
少ない保管環境を実現できます

 o 棚や簀の子の上に保管することで、土壌水分か
ら保護します

 o 保管場所に入れる前に、金属の剥き出しの表
面、特に駆動部品や取付け表面などを、長期防
腐剤を用いて腐食から保護します

6 か月間隔で： 
 o 腐食が発生していないか点検します。腐食が発

生しかけていたら、もう一度改めて腐食保護の
措置をとります

 o 駆動部を機械的な損傷から保護する必要があり
ます。



6. 組立て

本製品は湿気や振動から保護されているだけではな
く、同時にアクセスしやすいようにも組み立てられ
ている必要があります。これにより、他の全ての設
置作業を問題なく行い、カートリッジの交換もし
くは潤滑剤タンクの補充も容易に実行できるよう
になります。 
カートリッジもしくは潤滑剤タンクの充填レ
ベルは良く見えるようにしてください。 
取付け穴は図 3/4 に従って作る必要があり
ます。

注意
技術データ (4章) を順守します。

電動ポンプユニット ECP の組み込み、操作、メ
ンテナンスを行えるのは、有資格の専門作業員の
みです。 
有資格の専門作業員は、記述されているピストン
ポンプユニットが組み込まれている最終製品の事
業会社による実習、委任および指示を受ける必要
があります。 
これらの作業員は自らが受けた職業訓練、指導や経
験をもとに、関連する規格、規定、事故防止規則や
運転条件などを熟知しています。これら作業員は必
要な各作業を実施する資格を与えられています。ま
た作業の際、発生のおそれがある危険を認識しこれ
を回避します。

専門技術者の定義および無資格の作業員を投入す
ることの禁止については、DIN VDE 0105 または 
IEC 364 で規定されています。
製品の組立て/設置を行う前に、 
包装材や (ある場合は) 輸送安全装置 (シールプラグ
など) を取り外してください。 
包装材は、不具合がないことが確実に分かるまで保
管しておいてください。

6.1 一般情報

6.2 設置と取付け

組立ての際には、必ず以下を順守してくださ
い：

 o ピストンポンプユニットの取付けの際には、メ
ーカーの構造上の条件および対象物の所与の状
況に注意を払う必要があります。

 o  最高許容環境温度に関する情報は、技術データ
を参照してください。

 o 既存の供給配管が
組立ての際に損傷することがあってはいけませ
ん。

 o 他のユニットが、組立ての際に損傷することが
あってはいけません。

 o ECP の取付位置は垂直で、文書中の記載に準拠
します。

 o 例えば押しボタンや圧力計といった飛び出して
いる部品を、グリップ (取っ手) として濫用して
はいけません。

  図 4 および図 5 参照
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6.2.1 最小取付けスペース

メンテナンス作業時の組立てスペースまたは ECP 
を取り外す場合に必要な空間を確保するには、最小
取付けスペースを順守する必要があります。

警告
人身事故 / 物的損害 
本製品を傾けたり、投げたりするこ
とは禁止されています。

 o 本製品は可動部品の作動半径内に組み立てては
いけません。

 o 本製品は熱源から十分に距離を置いた場所で組
み立てる必要があります。

o 安全距離、組立の規則、事故防止規則を順守す
る必要があります。

o  集中潤滑装置の文脈では、SKF は適切な過圧
制限装置を追加装備し、圧力が高くなり過ぎな
いように装置を保護することをお勧めします (章
13、付属品を参照)。

注意
ポンプユニットを電気接続する際は、適切な処置
を取り、誘導結合、容量結合、または電磁結合
による信号間の相互影響を回避するよう取り計ら
ってください。配線が十分離れているにも関わら
ず電気障害によって信号伝送のような状態が変造
される場合は、遮蔽ケーブルを使用する必要があ
ります。 

「電磁適合性に準じた」配線に関する規則および
経験値を考慮する必要があります。

警告
供給配管または     可動部品 
取付け穴をあける際には、既存の供給配
管または他のユニット、その他の安全上
の問題や可動部品に注意を払う必要が
あります。 
安全距離、現地における組立の規則、事
故関連規則を順守する必要があります。

 図 5 および図 6 参照
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ECP カートリッジ・ポンプユニット、組立て図、図 5

6.3  カートリッジ・ピストンポンプユニット  
6.3.1 接続スペース、取付け穴、最小取り付けスペース

SKF Lubrication Systems Germany GmbH
DE 12277 Berlin

Kolbenpumpe
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             最小取付けスペース   
A = 高さ： 440 mm
B = 幅 240 mm
C = 深さ 210 mm
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オプション付属品の表示について
は、11 章を参照してください



6

ECP タンク・ポンプユニット、組立て図、図 6

SKF Lubrication Systems Germany GmbH
DE 12277 Berlin

Kolbenpumpe
Piston Pump/
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A              最小取付けスペース   
A = 100 mm + 各ポンプ高さ (タンク付き) 
B = 幅 240 mm
C = 深さ 210 mm

エア抜きネジ

潤
滑

剤
吐

出
口

 1 
(前

) 
接

続
ネ

ジ
 M

10
x1

潤滑剤吐出口 2 (下) 
接続ネジ M10x1

オプション付属品の表示について
は、11 章を参照してください

6.4  タンク・ピストンポンプユニット  
6.4.1 接続スペース、取付け穴、最小取り付けスペース
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6.5 ピストンポンプユニット ECP の組立て

• 組立て図 (図 2、図 3) ならびに取付け面の所与
の取付け状況に従い、顧客側に組立て穴 (推奨直
径 8.5 mm)  をつくります

• 取付け表面の削りくずを取り除きます。

• ECP を取り付け表面に置き、大体の位置を決
めます。

• ISO 4762-M8x..-8.8 準拠の六角穴付きネジ 
(4個) を付属の平座金 (4個) でピストンポンプユ
ニットを通してガイドし、顧客側の M8 固定ネ
ジ穴に配置します

オプション：
• セルフロック式 M8 ナットを取り付けます

• 六角穴付きネジ (4個) を緩く締めます

• ECP を配置し、六角穴付きネジを以下の締付け
トルク (10 +5 Nm ) で締め付けます

 図 5～図 7 を参照
ECP の組立てには、6 個のオプション組立
て穴があります。組立てには4個のネジが必
要です。上方の水平に並んだ組立て穴を優先
的に使用するようにしてください。

注意
組立てネジの全長は、所与の組立て状況によって
設定する必要があります。 

推奨される固定材：
 o 六角穴付きネジ (4個) ISO 4762-M8x..-8.8 

準拠 
 o 平座金 (8個) ISO 7090-6-200HV 準拠

オプション：
 o セルフロック式ナット (4個)   

ISO 7042-M8x…-8 準拠または ISO10512-
M8x…-8 準拠

 組立てテンプレート、図 7
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6.6 潤滑配管の接続

注意
スリップおよび怪我の危険 
漏れ出した潤滑剤は危険源となります。
漏れは直ちに取り除かれ、漏れ出した潤
滑剤は事業者および法の定める規則に従
って除去されなければいけません。

注意
潤滑配管を接続する際には、組み立てたときにピ
ストンポンプユニット ECP に力がかからないよ
うにしてください (電圧がかかっていない接続)。

透明なプラスチック製の潤滑配管を使用することを
お勧めします。これにより、潤滑剤の吐出状態を目
視で判断できるようになります。 
一般に有効な事項：

 o 使用するチューブ配管、ホース、遮断弁、方向
弁、フィッティングなどは、ECP の最大使用圧
力、許容温度、吐出する潤滑剤を計算に入れ設
定する必要があります。 

 o チューブ配管、ホース、遮断弁、方向弁、フィ
ッティングなど、潤滑配管システムの全てのコ
ンポーネントは組み立て前に注意深く清掃する
必要があります。 

 o 潤滑配管システムでは、シールが内側方向に出
っ張って潤滑剤の流れを妨げるようなことがあ
ってはいけません。 

 o 基本的に、潤滑配管はどこにもエアポケットが
できる可能性がないように配置する必要があり
ます。 

 o 潤滑配管の断面が、潤滑剤が流れる方向に向か
って小さい断面から大きい断面に変わっていく
ようなことは避けてください。 

 o 潤滑配管内の潤滑剤の流れは、急なカーブ、ア
ングル弁や逆止フリップによって妨げられては
いけません。 

 o 潤滑配管の断面の変化が避けられない場合は、
緩やかな移行でこれを実行する必要がありま
す。急な方向転換はできる限り避けてくださ
い。

 図 2～図 6 を参照
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6.7  SKF プラグコネクターによる潤滑配管
の組立て

SKF プラグコネクターには、金属チューブ
またはプラスチックチューブ用の仕様があり
ます。  
金属チューブ用のシリーズでは、爪付きナッ
ト付きまたは爪付きナットなしのチューブシ
リーズを選択できます。  
爪付きナットは、プラグコネクターにチュー
ブをしっかり固定するためのものです。これ
によって、金属チューブがプラグコネクター
から滑って外れるのを防ぎます。管押えなど
の適切な固定材によって金属チューブが接続
プラグから滑って外れることが防止されてい
る場合は、爪付きナットを使用しなくても構
いません。 
金属管・プラスチック管の仕様では両方とも
保持爪があります。コレットの保持爪が、チ
ューブをプラグコネクター内に固定します。
少なくともプラスチックチューブシリーズの
場合は、不意に滑ってこれが外れることはあ
りません。 

• 組み立てるチューブ (1) をパイプカッターで短
く切ります。

 これに続くチューブの組立てでは、一つ
目の O リング (2)、コレット (4) の保持
爪 (5) を、明らかな抵抗に逆らって通し
ます。爪付きナットを使用しない場合、
チューブを管押えなどの適切な固定材に
よって固定し、これが SKF プラグコネ
クターから滑り外れるのを防ぐ必要があ
ります。

• チューブ (1) を、一つ目の O リング (2) とコレ
ット (4) の保持爪 (5) を過ぎて機械的ストップ 
(3) に達するまで SKF プラグコネクターのコレ
ット (4) にしっかりと挿入します

 金属チューブ (1) を取り外すには、コレ
ット (4) を SKF プラグコネクターの中
に押し込み動かします。これで、金属チ
ューブ (1) を SKF プラグコネクターの
コレット (4) から引き抜けるようになり
ます。 
プラスチックチューブ (1) を取り外すに

は、コレット (4) を SKF プラグコネク
ターの中に押し込み動かします。このと
き、プラスチックチューブ (1) は同じく 
SKF プラグコネクターの中に動かさ
れ、これによってコレット (4) がプラス
チックチューブ (1) から解除されます。
これで、プラスチックチューブ (1) を 
SKF プラグコネクターのコレット (4) 
から引き抜けるようになります。 
再び組み立てる前に、使用するプラスチ
ックチューブの先端を少なくとも 7 mm 
短くし、 コレット (4) の保持爪 (5) が
確実に機能するようにします。

 図 8 および図 9 参照
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金属チューブ用プラグコネクター、図 8

金属チューブ (1)

コレット (4)

一つ目の O リング (2)

爪付きナット

保持爪 (5)

機械的ストップ (3)

  
  

プラスチックチューブ用プラグコネクタ
ー、図 9

プラスチックチューブ (1)

コレット (4)

一つ目の O リング (2)

保持爪 (5)

機械的ストップ (3)

6.8 電気接続
6.8.1 一般情報

ピストンポンプユニット ECP は、24 VDC 
の直流電圧モータで駆動されます。  
電源ならびに内蔵の押しボタン (DK) の接続
は、接続 XS1、キュービックプラグ (DIN 
EN 175301-803、Bauform A 準拠) を
介して行われます。これに対し、充填レベル
モニタリングは DIN EN 60947-5-2 準拠
のネジコネクタ― (カートリッジおよびオイ
ル補充タンクの場合は M12x1、流体グリー
ス補充タンクの場合は M8x1) を介して行わ
れます。 

 図 10～図 14 を参照

モータの電気的仕様に関する詳細は、章 4「技術デ
ータ」でご覧いただけます。 
EN 60034-1 (VDE 0530-1) におけるゾーン A 
の制限値 (電圧 ±5%、周波数 ±2% の組み合わせ) 
およびゾーン B (電圧 ±10%、周波数 +3/-5% の
組み合わせ) での運転に関する注意事項を順守する
必要があります。これは特に、運転データが定格デ
ータから逸脱している場合において有効です。制限
値は絶対に超過してはいけません。

モータもしくは接続ケーブルは、持続的かつ確実な
電気的接続が確保されるように接続する必要があり
ます (付き出しているワイヤ先端がないように)；割
り当てられているケーブル部品 (端子やケーブル端
スリーブなど) を使用します。 
定格電流および装置固有の条件 (DIN VDE 0298 
もしくは EC / EN 60204-1 に準拠した周辺温
度、敷設方法など) を考慮した、DIN VDE 0100 
準拠の接続配線を選択してください。 
モータの電源への電気的接続の詳細、特に端子や
プラグの配置などに関しては、章6.8.2 をご覧く
ださい。
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カートリッジ・ピストンポンプユニット
の充填レベルスイッチ、図 12

電気ソケット ECP、図 11

    PE   1    3

2

注意
規定の供給電圧 (電源) は 24 VDC です。電流回
路の安全防護を点検する必要があります。 
規定の電流のヒューズのみを使用できます。 

6.8.2 電気配線図 ECP

充填レベルモニタリングなし、押しボタ
ン付きの接続、図 10
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図 12 および図 14 解説

コネクタ― XS2 (充填レベルスイッチ WS)
ピン 配置
1 電源 24 VDC

4 信号 充填レベルスイッチ (WS)
最小充填レベルの事前警告

図 10 および図 11 解説
コネクタ― XS1 (電源)
ピン 配置
1 スイッチ信号 L+/S
2 => 0 V
3 電源 24 VDC
PE 接地 PE

押しボタン DK (中間潤滑) 
ピン 内部配置
1a スイッチ信号 L+/S
1b 電源 24 VDC
1b 電圧 電動モータ 

タンク・ピストンポンプユニットのオイ
ル用充填レベルスイッチ、図 13
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                     タンク・ピストンポン
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イッチ、図 14
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ECP ピストンポンプユニットは工場出荷の段階で
は潤滑剤カートリッジが取り付けられていない状態
で納品されます。潤滑剤の入口には、この場合は保
護ネジ (1) がついています。

カートリッジの組立て
• 保護ネジ (1) を ECP ピストンポンプユニット (

カートリッジネジ) から取り外し、後で使用する
ときのために 保管します

•  カートリッジ (3) のプラグネジ (2) を取り外
します

• カートリッジ/潤滑剤入り口のあたりが汚れてい
る場合は、汚れを取り除きます。

• カートリッジ (3) は、手で時計回りに手締め
し、ストップがかかるまで ECP に回し入れます

カートリッジの取り外し
• 空のカートリッジ (3) を反時計回りに ECP から

回し外します
• シールリング (4) を点検し、壊れているものが

あったら交換します (付属品を参照)。

• 新しいカートリッジ (3) を説明通りに回し入れ
ます 

• エア抜きネジ (5) (SW4) を一回転分緩めます

• 中間潤滑を、押しボタン DK (6) で実行します

• 泡を含まない潤滑剤が溢れ出してきたら、エア
抜きネジ  (5) を閉めます。

注意
石油ベースの流動グリースならびに環境に優しい 
NGLI 等級 00～000 (0) の合成流動グリース用 
SKF 使い捨てカートリッジのみを使用できます。

6.9.1 カートリッジ交換
  図 15 参照

注意
必ず、清潔な潤滑剤を適切な装置 (タンクバージ
ョン) で充填するようにしてください。汚れた潤
滑剤はシステム障害に通じます。 

6.9. 充填

注意
エアポケットができないようにしてください！
潤滑剤内にエアポケットができると、
潤滑剤搬送の機能停止につながる可能
性があります。このため、潤滑剤には
できる限り泡が入らないようにして補
充してください。
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カートリッジ交換、図 15

保護ネジ (1) を取り外します
(カートリッジを初めて取り付ける時のみ)

1

カートリッジのプラグネジ (2) を取り外します

2

汚れを取り除き、密封性 (4) を点検します

4

カートリッジを環境に配慮した方法で廃棄する 

EWC-CODE: 15 01 10

3

5
シールリング (4)  注文番

号：541-34901-5

6.9.2 潤滑剤タンクの充填 

  図 16 参照

• 必要に応じて、ECP タンクの汚れを落としてき
れいにします

• 注入キャップ (1) を緩め、上に向かって開き
ます

• 適切な注入装置を使い、タンクカバーの約 1 cm 
下までタンクを充填します

• 注入カバー  (1) を閉じます
•  ECP に潤滑剤が残っている場合は、これをき

れいにします

潤滑剤タンクを充填します、図 16
1
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6.10 集中潤滑装置のエア抜き
  図 17 参照

本ピストンポンプユニットは、例えば潤滑配管の充
填またはピストンポンプユニットのエア抜き (カー
トリッジ交換後) などを目的として、短時間かつ間
欠的に既定の運転モード S3 15% ED 以外の操作
を行うことが可能です。これには、短時間かつ間
欠的な連続運転 (S1 100% ED) が許可されていま
す。しかしながら、このときにポンプひとつひとつ
の最長動作時間は 15 分を超えてはいけません。こ
のような連続運転の後は、必ず 10 分以上の停止時
間を想定する必要があります (電動ポンプコンポー
ネントの冷却)。 

集中潤滑装置のエア抜きは、以下の方法で実行しや
すくなります： 

 o 潤滑点に接続する前に長めのチューブ配管部を
前もって充填しておくこと。

前提条件： 
ピストンポンプユニット ECP (1) が、既に説明通
りに組み立てられている必要があります。

• 潤滑配管を潤滑剤で前もって充填します。

• 潤滑配管 (5/6) を分配器に取り付けます。潤滑
配管 (5) はまだピストンポンプユニットに接続
しません

ECP カートリッジ・ピストンポンプユニット
• 潤滑剤カートリッジ (2) を ECP に取り付けます 

(6.8.1 章参照)
• 
ECP タンクポンプユニット
• 潤滑剤タンク (2a) を充填します   

(章 6.8.2 参照) 

• エア抜きネジ (3) (SW4) を一回転分緩めます
• 泡を含んでいない潤滑剤がエア抜きネジ (3) の

場所で出てくるまで、押しボタン DK (4) を押
して維持します。

• エア抜きネジ (3) を締め付けます

• 吐出口を清掃し、漏れ出た潤滑剤を廃棄します

• 潤滑剤配管 (5) を ECP (1) で接続します

• (ポンプ吐出口から見て) 一つ目の分配器で潤滑
剤配管 (6) を外します

• 泡を含んでいない潤滑剤が潤滑剤配管の部分か
ら出てくるまで、押しボタン DK (4) を押して
維持します

• 潤滑剤配管 (6) を接続します

• エア抜きの手順を (ポンプ吐出口から見て) 2 つ
目の分配器で繰り返します

• その後、すべての分配器において潤滑点の潤滑
配管を緩めます

• 泡を含んでいない潤滑剤が潤滑配管の部分から
出てくるまで、押しボタン DK (4) を押して維
持します

• 潤滑配管を接続します
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24 VDC 
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シングルライン集中潤滑装置、図 17 

シングルライン分配器

潤滑点
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6

機械制御/
外部プロセスガイドレベル

圧力スイッチ

2a

5
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運転開始時のチェックリスト

7.1 初回運転開始前の点検  はい いいえ
機械的接続が正しく実行されている
油圧式接続が正しく実行されている
電動ポンプ接続および電動充填レベルモニタリングの仕様が正しい
前述の接続の性能データが技術データにおける記載と一致している
すべてのコンポーネント (潤滑配管や分配器など) が正しく組み立てられている
潤滑剤カートリッジが取り付けられているか、もしくは潤滑剤タンクに潤滑剤が満タンに充填されている- 章 6.8.1 または 6.8.2 参照 
担当者に補充間隔が知らされていない 
ポンプはエア抜きネジにおいえ正しくエア抜きされている。必要に応じて集中潤滑装置をエア抜きする - 章 6.10 参照
損傷、汚れ、腐蝕が認識されない
保護装置やモニタリング装置を取り外していた場合、これらは再び完全に組み立てられており、機能する状態にある
製品に付ける警告ラベルが全て取り付けられており、規定に沿った状態で維持されている

7.2 初回運転開始中の点検
異音、異常な振動、湿気の蓄積、臭いがない
接続部から意図せず潤滑剤が漏れだすことがない (リーク)
泡のない状態で潤滑剤が搬送される

潤滑するベアリングや摩擦箇所に、計画された潤滑剤量が供給される

安全性と機能を保証するには、以下に挙げる点検作業を事業会社が選んだ人員が実行する必要があります。不具合が認識された場合は、すぐ
にこれを取り除いてください。不具合を取り除く作業は、これに必要な能力を有した専門家が任命されて行う必要があります。

7. 初回運転開始
JA
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注意
使用する潤滑剤に関する機械メーカーの注意事項
を順守してください。

注意
純性の SKF 使い捨てカートリッジのみを使用し
てください。カートリッジの詰め替えを行うと、
ポンプの故障/システムの故障につながるおそれ
があるため、詰め替えは固く禁止されています。

8.1 一般情報
ECP ピストンポンプユニットは自動式です。しか
しながら、潤滑配管への潤滑剤の輸送については、
定期的に目視点検を行う必要があります。 
(カートリッジ、タンクの) 潤滑剤充填レベルは定期
的に目視点検する必要があります。潤滑剤の充填レ
ベルが低過ぎる場合は、カートリッジを交換する
か、もしくは補充する必要があります。

8.2 押しボタン DK
  図 18 参照

ECP ピストンポンプユニットには押しボタンが装
備されています。このボタンを介して、 (例えばカ
ートリッジ交換後に) エア抜きプロセスを実行でき
ます。さらに、この押しボタンで集中潤滑装置を起
動することも可能です (押して保持)。
この際、ECP カートリッジポンプユニットは、
押しボタンが押されている間のみ潤滑剤を吐出し
ます。  
本ピストンポンプユニットは、例えば潤滑配管の充
填またはピストンポンプユニットのエア抜き (カー
トリッジ交換後) などを目的として、短時間かつ間
欠的に既定の運転モード S3 15% ED 以外の操作
を行うことが可能です。これには、短時間かつ間
欠的な連続運転 (S1 100% ED) が許可されていま
す。しかしながら、このときにポンプひとつひとつ
の最長動作時間は 15 分を超えてはいけません。 
このような連続運転の後は、必ず 10 分以上の停止
時間を想定する必要があります (電動ポンプコンポ
ーネントの冷却)。 

8. 運転

押しボタン (DK)、図 18

1) WS は、事前警告「最小充填レベル」(NC 機
能) に達すると開きます。
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JA8.運転
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9. クリーニング

9.1 洗剤
清掃に使用する洗剤は、素材に適合す
るものでなくてはいけません (素材につ
いては章 2.3 を参照)。

製品についている洗剤の残り
は必ずすべて取り除き、きれ
いな水で洗い流します。これ
により、石鹸石が溜まるのを
防ぎます。

警告

感電
クリーニング作業は、必ず製品を事前に無通電状態にし、圧力を抜いた上で行ってください。濡れた/湿った手
でケーブル、または電気コンポーネントに触れないでください。 
スチームジェットや高圧クリーナーは、必ずポンプの IP 保護仕様に従った上で使用してください。さもない
と、電気コンポーネントが損傷する可能性があります。 
清掃、必要な個人用安全装、洗剤、デバイスを、事業者が定める有効な運転規定に沿って実行してください。

9.2 外部の清掃
• 湿っているエリアに印を付けて確保

します
• 権限を持たない者は近付いてはいけ

ません
• 湿った布で外側の表面をすべて念入

りに清掃します
清掃中はカートリッジ / タン
クは必ず閉じたままにしてく
ださい。

9.3 内部の清掃
製品の内部清掃 (洗浄) は通常は必要あ
りません。 
正しくない、または汚染された潤滑剤が
手違いで充填されてしまった場合は、内
部洗浄を行う必要があります。 
これには、SKF カスタマーサービスに
ご連絡ください。

JA
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10. メンテナンス

SKF の製品は頻繁なメンテナンスを必要としませ
ん。機能が完璧に作動するよう確保するには、全
てのポートや接続部が しっかりと固定されている
か、定期的に点検する必要があります。 
必要に従って、製品を低刺激かつ材料適合性のある 
(アルカリ性ではなく、石鹸でもない) 洗浄剤を使っ
てクリーニングできます。 
クリーニング中は、洗剤が製品の内部に入り込まな
いように注意してください。 
製品の内部洗浄は通常は必要ありません。 
正しくない、または汚染された潤滑剤が手違いで充
填されてしまった場合は、製品の内部洗浄を行う必
要があります。 
これには、SKF サービスに連絡する必要があり
ます。

注意
法的な保証期間中に製品または製品に属す
る個々の部品を解体することは禁じられて
います。これを行うと、あらゆる請求権が
失効します。

不適切な取付け、メンテナンス、修理作業
によって生じた損傷については、SKF は責任を負
いません。

注意
使用を許可されているのは SKF 純正交換部品の
みです。製品を独断で改造したり、非純正の交
換部品や補助ツールを使用することは許可され
ていません。これを行うと、法的な保証は失効
します。

注意
ECP カートリッジ・ピストンポンプユニット
では、取付けカートリッジのカートリッジハウ
ジングに汚れがついていてはいけません。これ
は、ECP タンク・ピストンポンプユニットのタン
ク充填環境についても同様です。 
カートリッジ交換やタンク補充の際に、潤滑剤が
汚れることがあってはいけません。
ECP ピストンポンプユニットおよび潤滑された
機械要素の寿命は、使用する潤滑剤の清浄さに左
右されます。

10.1 一般情報
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10.2 メンテナンス計画

メンテナンス間隔は装置によって異なります。ま
た、潤滑剤の使用といった要素のほかに、ホコリや
熱といった周囲条件にも影響されます。このため、
従業員によってメンテナンス間隔を規定する必要
があります。

メンテナンス作業  

メンテナンス作業 期間

• 潤滑剤カートリッジまたは補充タンクのレベルの目視点検
 (充填レベル制御なしの仕様の場合)。 ポンプサイクルとシステム設定による

• 装置部品の密封状態を定期的に検査する (DK ボタンで中間潤滑を起動)。 充填の度に行う 
• 電気ケーブルが損傷していないか点検する。 毎年
• ベアリングの潤滑状態の目視点検。 毎年

10.3 サービス
 
問題や質問は、弊社の販売・サービスセンタ
ーもしくは海外代理店にお問い合わせくださ
い。 
最新のお問い合わせ先リストはインターネッ
トでご覧いただけます： 
www.skf.com/lubrication

- 48 -951-170-232-JA
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11. 故障、原因、原因の除去

以下の表は、起こり得る機能の故障とその原因の一
覧です。故障が取り除かれない場合は、SKF サー
ビス部門にお問い合わせください。

注意
使用を許可されているのは SKF 純正交換部品の
みです。製品を独断で改造したり、非純正の交換
部品や補助ツールを使用することは許可されてい
ません。

警告
システム圧運転中の潤滑装置には圧力が
かかっています。このため、組立て、メ
ンテナンスおよび修理作業、ならびに装
置の変更や修理を行う前に潤滑装置から
圧力を取り除いておく必要があります。注意

製品を解体することは禁じられています。製品
の解体を行った場合、あらゆる請求権が失効し
ます。
故障した製品は交換しなければいけません。故障
製品を修理できるのは SKF サービスのみです。

10

JA
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故障 原因 原因の除去

使用電圧をスイッチオ
ンしてもモータが作動
しない

 o 使用電圧がモータに適用されていない
• 電源コネクタを点検する
• 電源プラグもしくは電源ケーブルを点検し、必要に応じて正しく接続する
• モータにおける使用電圧を点検する (DK を確定する)

圧力上昇/圧力抑制が起こ
らない

 o ポンプの吐出量が少なすぎる • カートリッジ / 補充タンクが空
• モータ抵抗が大きい場合、ポンプを交換する

 o 認可されていない潤滑剤 (技術データ参照) • システム全体から潤滑剤を取り除き、技術的に正しく廃棄し、適切なカー
トリッジを使用する

 o 圧力が低すぎるか、または高すぎる。圧力安全弁
が詰まっている、または故障している

• ポンプを交換する

 o 雰囲気温度が低すぎる (技術データ参照) • 周辺温度を上げる

 o 本管に空気が混入している
 o 本管の密封性が損なわれている/管が折れている

• 本管をエア抜きする
• 本管を修理する

本管の圧力が上昇しない  o 本管に空気が混入している
 o 本管の密封性が損なわれている/管が折れている

• 本管をエア抜きする
• 本管を修理する

11.1 運転開始、製品、およびシステムにまつわる故障

JA
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12.使用停止、廃棄処理

12. 使用停止、廃棄処理
12.1 一時的な使用停止
一時的に使用を停止するには、以下の
手順を実行します：

 ○ 上位機械をオフにします

12.2 恒久的な使用停止 (使用の終了)、解体
本製品の使用を恒久的に停止し解体す
るには、事業者が専門的に正しくこれ
を計画し、順守すべき規定をすべて考
慮した上で実行する必要があります。 

12.3 廃棄

EU 加盟国の場合  

廃棄物は出さないようにするか、または
最小限に抑えてください。潤滑剤で汚染
された製品の廃棄処理は、環境保護要件
と廃棄物処理規定、ならびに現地当局が
定める要件を順守した上で、認定を受け
た廃棄物処理業者によって行われる必要
があります。 

具体的な分類については廃棄
物を出した者が責任を負いま
す。これは、欧州廃棄物カタ
ログでは同じ廃棄物であって
もその出所に応じて異なった
廃棄処理キーが想定されてい
るためです。

プラスチック部品や金属部
品は、商業廃棄物として廃
棄できます。

EU 非加盟国の場合

その国に有効な法律および規定に準拠
して廃棄します。

電気コンポーネントは
WEEE 指令 2012/19/EU 
に準拠して廃棄もしくはリ
サイクルしてください。



13. 交換部品 / 付属品

 

説明  注文番号

 交換部品セット シール、自己粘着性 541-34901-5
 プラグネジ (ECP カートリッジ開口部) 541-34901-4
 ECP 取付けプレート (キット) 995-901-065 
  (壁ブラケット/ポンプ取付けネジの締付けトルク 6Nm) 

13.1. 交換部品

JA
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 潤滑剤  NLGI 等級 カートリッジサイズ [ml] 注文番号 量 [個] 注記

Divinol Lithogrease 00 00 380 ml LF001/MR380 1 最低購入個数 各 10 個

  

13.2 付属品

JA
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潤滑剤メイン配管を使用する時の過圧制限装置 

名称 破壊圧力 ø A  B 注文番号
[bar] [mm] [mm]

過圧制限装置 60 6 22.5 451-006-060
過圧制限装置 60 8 24 451-008-060

451-00*-060

Ø
 A

B

M
1

2
x1

,5
パ

イ
プ

 (ø
 6m

m
) 用

寸法 B = 差し込み深さ

451-00*-060

圧力を制限する装置を使用する際には、それぞれに付属する設置の指
示や安全関連注意事項を順守してください！
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1

3 2

 1
8

 26,5

0

max. 45

50

179-990-147

(張っていない状態)

ケーブルネジ M16x1,5 
179-990-147

           A B C D
ラウンドコネクター

方形コネクター

名称 注文番号

ケーブルソケット
DIN EN 175301-803  
形状 A 
配管径
4.5～7 mm

179-990-147

ラウンドコネクター M12x1

名称 注文番号
ケーブルソケット 真っ直ぐ  (A) 179-990-371

ケーブルソケット 真っ直ぐ (B)
鋳造ケーブル、 
5 m、3x0,25 mm2  

179-990-381

ケーブルソケット 角付き (C) 179-990-372

ケーブルソケット 角付き (D) 
鋳造ケーブル  

(5 m、3×0,25 mm²)  

179-990-382



skf.com
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