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1. はじめに
この技術/メンテナンスマニュアルは、所有者/オペレーターが機器の重要な一部として認識し、所有者/サー
ビスエンジニアが必要に応じて利用できるようにしておく必要があります。
また、機器の製品寿命を通して保持する必要があり、機器を売却したり、他の場所に移動したりした場合に
は、次の所有者/ユーザーに必ず引き継いでください。
バージョン番号

5

バージョン日付

2020 年 12 月

作成

Haigh Engineering Company Ltd

マニュアル番号

915-029083

定義
帯電: 製品に電流が流れている、あるいは静電気や誘導帯電など他の方法で帯電したために電荷を獲得して
いる状態、またはシステムの他の部分から切り離されているにもかかわらず、静電容量効果によって電荷を
保持したり回復したりしている状態。
電気的に絶縁: 機器 (または電気システムの一部) で、すべての電気エネルギー源から安全な距離 (絶縁ギャ
ップ) で切断・分離されており、安全に切断されるように、つまり偶発的または不注意で再通電できないよ
うになっている状態。
有資格者: (一部の業界では「指定責任者」や「認定者」とも呼ばれる): 特定の責務や任務を引き受けるため
に雇用者によって (望ましくわ書面で) 任命された十分な資格のある人物。その人物は、訓練、資格、また
は経験、作業対象システムに関する知識によって、十分な資格のある人でなければなりません。
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2. 安全上の注意と手順
警告：怪我のリスクを減らすために、ユーザーは取扱説明書を必ずお読みく
ださい。
このマニュアルは、本機の設置、サービス、操作を行う際に、必ず守る必要がある事項を記載しています。
本機は、身体的、感覚的、精神的能力が低下していたり、経験や知識が不足している人（子供
を含む）が使用することを意図したものではありません。ただし、安全に責任を持つ人から本
機の使用に関する監督や指示を受けている場合はこの限りではありません。子供が本機で遊ば
ないようにしてください。掃除やユーザーメンテナンスを子供が行わないようにしてください。
注意：「本機は医療機器ではないため、設置場所は汚物処理室/室内と一続きになった場所に限
定されます。マセレーターは、訓練を受けた病院の看護師や施設スタッフのみが使用および操
作してください」。
ご注意：


本機の設置は、このマニュアルを学習した適切な資格を持った技術者のみが行ってください。



機器や設備を使用する場所には、マニュアルのコピーを常に置いておく必要があります。
スタッフへの注意事項を機器近くの見やすい場所に掲示してください



この一般的な安全上の注意に加えて、このマニュアルの他のセクションに含まれている特別な安全上の
注意を守る必要があります。

安全マーク
本マニュアルでは、順守しないと人や機器が危険にさらされる可能性のある安全上の指示
を示すため、一般的な危険マークとして、危険標識を使用しています。

感電の危険性があることを示し、以下の電圧に対する警告です。


単相電源 - 230V



三相電源 - 400V

この安全標識は、適切な個人用保護具 (PPE) を着用する必要があることを示すために使用
されます。

安全情報


低電圧の電気機器 (1000V 以下) が、重傷または死亡を引き起こす可能性があります。



この機器の設置または保守担当者は、この作業を行うための十分な資格を有している必要があります。



この担当者は、設置場所のある国に適用される、関連する実施規則や基準に精通している必要があります。



電気的な遮断手段を、関連規則に従って固定配線に組み込む必要があります。



電源コードが損傷した場合は、危険を回避するため、メーカー、そのサービス代理店、または同様の資
格を持つ人員が交換する必要があります。



吸水口圧力は、0.05 MPa (0.5 bar) 以上でなければならず、1.0 MPa (10 bar) を超えてはなりません。
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本機の給水管への接続は、本機付属の新しいホースセットを使って行う必要があります。古いホースセ
ットを再利用しないでください。定期的にホースの状態をチェックし、適切な時期に交換して水濡れの
リスクを回避してください。



本機の清掃や保守を行う場合や故障時には、本機を電源から切り離す必要があります。



電源ユニットのヒートシンクは接地されていないため、いかなる場合にも電源ユニットの動作中にヒー
トシンクをアース接続しようとしたり、それに触れたりしないでください。
断線の警告: 電源切断後、通常の状態であれば 30 秒以内にすべての内蔵コンデンサが安全なレベルまで
放電されます。ただし、故障した状態では、電荷が大幅に⾧く保持される可能性があるため、ユニット
を取り扱う前に適切な予防措置を取る必要があります。



操作の予備知識


本機上に直接表示されているすべての指示を順守し、それらが常に完全に読み取れる状態に保つ必要が
あります。



本機は全自動のサイクルで動作するように設計されています。このサイクル期間中、障害が発生した場
合や過負荷がかかった場合にのみ停止します。



ホッパーが推奨容量を超えて過負荷になった場合、内部の遮断装置により本機が停止することがありま
す。このような使用方法を続けると、モーター故障の原因となります。



ホッパー内に異物があるなどの緊急事態が発生した場合は、アイソレーターの電源を切って、直ちに本
機を停止させる必要があります。

スタッフの資質とトレーニング


本機の操作、保守、検査、設置を行うスタッフは全員が、適切なトレーニングを受けて資格を持ち、作
業を安全に実施するために必要な機器やツールを持っている必要があります。



スタッフの監督責任者は、本機を使用または保守するすべてのスタッフの正確な責任領域と権限の範囲
を定義する必要があります。スタッフが必要な知識を持っていない場合は、適切なトレーニングと指導
を受けなければなりません。



必要なトレーニングや指導は、メーカーやサプライヤーから受けることができます。



また、監督者は、本マニュアルの内容が関係するスタッフに十分に理解されていることを確認しなけれ
ばなりません。

安全上の指示に従わない場合の危険性


人体や本機に危険が及ぶ可能性があります。



有害物質の漏出による環境への危険があります。



補償を受ける権利をすべて失うことになります。

安全に配慮した作業


このマニュアルに記載されている安全上の指示に加えて、現在施行されている国の事故防止指令や、作
業と安全に関する社内規則に従うことが不可欠です。



注意義務 - お客様の個人的な安全、他者の安全、機器や環境の安全はお客様の責任です。
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保守・点検・設置に関する安全上の注意


汚染物質の漏出物は、人や環境を危険にさらさないような方法で排出しなければなりません。法定の指
示を遵守する必要があります。



感電の危険性をすべて排除する必要があります (詳細は、各国の規制およびお住まいの地域の電力会社
の規制を参照してください)。



機器の警告表示を守ってください。



監督者は、保守、点検、設置に関するすべての作業が、本マニュアルを十分に検討したうえで、本機や
設置について十分な知識を有し、認定資格を持つ熟練スタッフによって実施されることを確認する必要
があります。



本機の作業は、本機が停止し、電源が切れ、アイソレータスイッチでロックされている状態でのみ行っ
てください。



有害な媒体を移送したり、有害な媒体と接触したりするポンプやアセンブリは、作業を開始する前に汚
染を除去する必要があります。



すべての安全装置 (インターロック) は、作業後すぐに再装着して正常に動作するようにし、その動作を
確認する必要があります。

製品部品の恣意的な改造および交換


本機の改造や交換は、メーカーに相談してからでないと許可されません。



Haigh が認定したオリジナルのスペアパーツやアクセサリーは、安全の維持につながります。



未承認の部品が使用された場合、その未承認部品の使用によって生じた結果について、メーカーは責任
を免除されます。

許容されない操作モード


納入された本機の安全な動作は、メーカーのガイドラインに沿って使用された場合にのみ保証されます。
本機は購入条件に含まれる特定の動作条件に基づいて設計されています。動作条件に記載されている仕
様は、限界値とみなされ、いかなる場合も超過してはならないものとします。



メーカーが指定していない方法で機器を使用した場合、機器が提供する保護機能が損なわれる可能性が
あることを、すべてのユーザーが認識する必要があります。



⾧期不在の場合、設備を保護するために水の供給を止めることが不可欠です。特に、すぐ近くに床の排
水口がない場合は、水の供給を止める必要があります。

この安全上の注意と手順に従わないことによって生じた損害については、
Haigh は責任を負いません。
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3. 機器の説明と仕様
Quattro マセレーターについて
Quattro は Vanguard と Excel の 2 つのシリーズに拡張されています。いずれの機種も、圧倒的な超微細な
粉砕機能を実現するとともに、バイオマスター銀系抗菌技術 (ISO 22196:2011 に準拠して試験) を搭載し、
⾧期にわたって細菌の繁殖を防止できます。
このシリーズには、それぞれの医療現場に合わせてカスタマイズできるように、さらに強化された機能があ
ります。
モデル:
フットペ
ダルオー
プン/手動
ソフトク
ローズ

ハンズフリ
ーオー
プン＆クロ
ーズ (自動)

Quattro Vanguard
オリジナル



-

Quattro Vanguard
エンハンスド

-



Quattro Excel

-



ワンショ
ット TEC
ナイトモ
ケアフォ
ード
ームフラ
ッシュ

スーパー
ファイン
マセラシ
オン

エアロジ
ェットド
レインフ
ラッシュ



-

-





-

-













TEC ケア
のすすぎ
サイクル

オプシ
ョン

オプシ
ョン

ナイトモードのノイズレベル = 54dBA
すべての標準的なパルプアイテム (便器、標準/大型の洗面器、水差し、尿瓶/皿、膿盆、トレイなど...) は、
Haigh のマセレーターで廃棄できます。
NHS サプライチェーンが、PAS29:1999 (英国規格協会 [BSI] の製品評価仕様書) に基づいて、Haigh 製マセ
ラータを使って独自に、主要なパルプメーカーの製品をすべてテストしています。
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Quattro の仕組み
Quattro は、粉砕機を駆動する電動モーターと、ホッパーや排出管を洗浄するウォーターポンプで構成され
ています。
水は主電源または貯水タンクから入口ソレノイドバルブを介して供給されます。冷たい飲用水のみを使用し
ます。貯水槽に取り付けられたレベルスイッチからの信号を受けて、本機のプリント基板 (PCB) がソレノ
イドバルブを作動させます。水は別のポンプで貯水槽から汲み上げられ、配管システムを経由して本体に配
水されます。サイクルの最後には、測定された量の脱臭剤が配管に供給されます。
蓋とホッパーの内面は、蓋の下側中央に設置された通気口からのスプレーで自動的に洗い流されます。
壁面のアイソレーターのスイッチを入れると、マイクロプロセッサーが作動し、本機の状態の安全監視評価
を行った後、緑色の運転準備完了のランプが点灯します。これで、本機がサイクル動作を開始する準備が整
いました。
電気安全システムは、内部マイクロプロセッサーによって常に監視されています。
問題が発生した場合は、サイクル中断デバイスがサイクル動作を終了し、警告灯または故障灯がそれぞれ点
灯します。操作方法はインジケーターパネルを参照してください。
本機は、水規制諮問制度 (WRAS) によって承認された製品で、EN 13077、
Family A、Type B のエアギャップにより、水道への汚染を防止します。

パルバライザー (粉砕機)
パルバライザーには、歯付き裁断リングの中で高速回転するインペラが設計されており、このリングがステ
ンレス鋼製のホッパーアッセンブリの下部を構成しています。
インペラには 2 枚のスイープブレードが取り付けられており、ディスポーザーを通過する前に便器や尿瓶を
パルプ化します。



便器や尿瓶のような パルプ製品のみを廃棄してください。
本機は包帯、綿棒、手袋などを廃棄するようには設計されていません。これらは機器の故障原
因となります。

誤って不適切なものを本機の中に入れてしまい、インペラーが詰まってしまった場合、モーターの過負荷ト
リップが作動して本機が停止し、赤色の故障ランプが点灯します。
整備の前に、必ず主電源から本機を切り離してください。
対象物を取り除き、インペラーが開放されて回転することを確認します。コントロールボックス内の過負荷
トリップ装置が自動的にリセットされます。蓋を閉めてラッチします。
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技術概要図 - 典型的な設置例
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仕様

Quattro Vanguard

Quattro Vanguard エンハンスド
Quattro Excel

寸法
サイズ (幅 x 奥行 x 高さ)
容量 (パン/ボトル)
容量 (洗面器)
貯水槽容量

電気供給

411 x 524 x 908 mm

411 x 524 x 908 mm

パン 4 個

パン 4 個

2

2

11 リットル。インレットは
「EN 13077、Family A、Type B」
で保護されています。

11 リットル。インレットは
「EN 13077、Family A、Type B」
で保護されています。

230 v / 1 Ph / 50 Hz
400 v / 3 Ph / 50 Hz

230 v / 1 Ph / 50 Hz
400 v / 3 Ph / 50 Hz
220 v / 1 Ph / 60 Hz
100 v / 1 Ph / 60 Hz
100 v / 1 Ph / 50 Hz

電力使用量

0.01 KWh / サイクル

0.01 KWh / サイクル

専有面積

0.215 m2

0.215 m2

高さ (蓋オープン時)

1218 mm

1218 mm

50 ～ 80% RH

50 ～ 80% RH

湿度動作範囲
高度
床面地上高

高度 2,000 m を超える場所では使用できません。
784 mm

784 mm

モーターパワー

600 w

600 w

ポンプパワー

125 w

125 w

温度動作範囲

+5 ～ +40 C

+5 ～ +40 C

0.236 m3

0.236 m3

コールド - 5.5 lpm

コールド - 5.5 lpm

体積
吸水口要件
重量 (乾燥状態)

最低圧力：0.05 MPa (0.5 bar)

最低圧力：0.05 MPa (0.5 bar)

56 kg

58.5 kg

最大圧力：1.0 MPa (10 bar)

最大圧力：1.0 MPa (10 bar)

ユーザーの取り扱い
オープン/クローズ
オートスタート
メンテナンスアクセス

手動オープン/ソフトクローズ

オートハンズフリー





全面

全面
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設置
貯水槽のオーバーフローイン
ジケーター

マセレーターモーターの回転
方向

オーバーフローインジケーターのス
タブを絶対に排水口に接続しないで
ください。排出物が見えるようにし
ます

オーバーフローインジケーターのス
タブを絶対に排水口に接続しないで
ください。排出物が見えるようにし
ます

単相機は正しい回転で供給
されます。

単相機は正しい回転で供給
されます。

三相機は要確認。- ホッパー内を見
るときは時計回りのみ。

三相機は要確認。- ホッパー内を見
るときは時計回りのみ。

単相および三相機械用、
IEC 規格の 20A アイソレータ

単相および三相機械用、
IEC 規格の 20A アイソレータ

最低必要流量 5.5 リットル/分。
最大 9 リットル/分の水量調整

最低必要流量 5.5 リットル/分。
最大 9 リットル/分の水量調整

床。直径 10 mm の固定ボルト

床。直径 10 mm の固定ボルト

試運転の項を参照。

アイソレーター
主吸水口流量
据え付け
配管 (本管)
配管 (廃棄物排出口)
ウォーターポンプ

試運転の項を参照。

インレット 3/4 インチ BSP メス接続 インレット 3/4 インチ BSP メス接続
50 mm (2 インチ BSP)
マルチフィット P トラップ

50 mm (2 インチ BSP)
マルチフィット P トラップ

貯水槽からの自吸式。

貯水槽からの自吸式。

電気式遠心ポンプ

電気式遠心ポンプ

設計や仕様は品質向上のために予告なく変更されることがあります。
設置はすべて、設置する国の法的規制、地域の水道条例、および関連する実践規範に準拠する必要がありま
す。その責任は施工者にあります。Haigh は、各国の要求・規格に準拠するように努めています。
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サイクルタイム

サイクルタイムは、(マセレーターとの相対的な)排水口の位置と病院の要件によって決定され、設置時に合
意されます。

サイクル

時間
(秒)

水使用量
(リットル)

V1

82

15

特徴

セレクション
パルプ品 4 個
ショートドレインラン

Excel

Vanguard

パルプ品 4 個 +
ワイプ

V1+

109

V2

96

17.4

V2+

116

19.6

V3

114

20.0

V3+

137

22.5

E1

91

17.3

エアロジェットを含む

E1+

111

19.5

エアロジェットを含む

E2

98

18.7

エアロジェットを含む

E2+

118

21

エアロジェットを含む

E3

118

21.8

エアロジェットを含む

E3+

141

24.4

エアロジェットを含む

18.2

ショートドレインラン
パルプ品 4 個
平均ドレインラン
パルプ品 4 個 + ワイプ
平均ドレインラン
パルプ品 4 個
ロングドレインラン
パルプ品 4 個 + ワイプ
ロングドレインラン
パルプ品 4 個
ショートドレインラン
パルプ品 4 個 + ワイプ
ショートドレインラン
パルプ品 4 個
平均ドレインラン
パルプ品 4 個 + ワイプ
平均ドレインラン
パルプ品 4 個
ロングドレインラン
パルプ品 4 個 + ワイプ
ロングドレインラン

オプションのサイクルもご利用いただけます：

サイクル

時間
(秒)

水使用量
(リットル)

容量

ナイトモード

265

23.5

パン 1 個
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コメント

有機 LED パネルチャート



準備完了/スタンバイ (ロック解除状態)



蓋開動作中 (ディスプレイ点滅)



稼働中



拡張サイクルで稼働中

マークと表示灯の識別

インジケーターライトが
緑色

正常稼働中

インジケーターライトが
黄色

要注意の警告

インジケーターランプが赤

本機の故障を示します。サービスエンジニアを呼んでく
ださい。
お電話の際に、故障コードを伝えてください
(48 ページ参照)。

インジケーターライトが
青色

ナイトモード中

水補給中

表示はタンクがいっぱいになるまで上昇します。低水量
時には点灯し、180 秒後には故障ランプも点灯します。

ドレインブロックインジ
ケーター

消毒液が残り少なくなっ
ています

点検の推奨

ドレインブロックサイクル中に点灯します。
放出時に、ホッパー内に水やパルプが残っていてインペ
ラを覆っている場合は、サービスエンジニアに連絡して
ください。
内部の消毒液の交換が必要な場合に点灯します。
*この機能は、内蔵型消毒キット (オプション) を装着した場合にのみ利
用できます。

点検をお勧めします。
10,000 サイクルまたは 12 ヶ月後に表示されます。

上記インジケーターのトラブルシューティングについては、セクション 8 を参照してください。
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4. ユーザー操作の説明とケア
Quattro Vanguard の操作方法 (マニュアル)
1. 緑色のインジケーターが点灯します (16 ページの有機 LED パネルチャート参照)
2. フットペダルを踏んで蓋を開けます
3. 本機への投入:
本機の最大投入量:
使い捨て便器

4

または 尿瓶

4

または 製品の任意の組み合わせ上記

4

または 洗面器

2

この最大投入量を超えないようご注意ください

4. 蓋を閉じます。蓋がロックされ、本機が自動的にサイクルを開始します
5. サイクルが終了すると、次の操作のために蓋を開けられるようになります (フットペダルを使用し
て)。
ユーザーにトレーニングを行うことをお勧めします。Haigh は、必要なサポートをご提供します。操作方法
を説明したポスターをウェルカムパックに同封してお届けします (品番: E5042)。
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Quattro Vanguard エンハンスド (ハンズフリーオプション) と Excel の操作方法
1. 緑色のインジケーターが点灯します (16 ページの有機 LED パネルチャート参照)
2. フットペダルを踏んで蓋を開けます
3. 本機への投入:
本機の最大投入量:
使い捨て便器

4

または 尿瓶

4

または 製品の任意の組み合わせ上記

4

または 洗面器

2

この最大投入量を超えないようご注意ください

4. フットペダルで蓋を閉めます。蓋がロックされ、本機が自動的にサイクルを開始します
5. サイクルが終了すると、次の操作のために蓋を開けられるようになります (フットペダルを使用し
て)。
ユーザーにトレーニングを行うことをお勧めします。Haigh は、必要なサポートをご提供します。操作方法
を説明したポスターをウェルカムパックに同封してお届けします(掲載番号 E5043)。
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警告
フットペダルを使って蓋を開閉する際には、挟まれないようにご注意ください。挟まれると深刻な損害が発
生する可能性があるため、開閉作業を始める前に、蓋の近くに誰もいないことを確認してください。蓋のヒ
ンジ機構が破損する恐れがあるため、蓋を開ける前に、必ず蓋の上に何もないことを確認してください。
蓋の操作は常に慎重に行ってください。
ピンチプロテクション
何かがあって一定の抵抗があると、ピンチプロテクションが作動します。
蓋の閉まりを妨げるような物体が検出された場合、停止後に蓋は全開の位置 (可能な場合) に逆行します。
再度蓋を開けると警告音が鳴ります。障害物を取り除き、蓋が開いている場合は、もう一度フットペダルを
押して蓋を閉じます。
蓋が閉じるのを止めるには
フットペダルを踏むと、蓋が閉じるのを止めることができます。 蓋の動作は中断され、全開の位置 (可能な
場合) に戻ります。

注意

静止中や自動運転中に手動で蓋を開閉しないでください。ヒンジ機構やラッチアクチュエーターが破損する
恐れがあります。このような場合、警告音が鳴ることがあります。
操作のアドバイス


蓋は開けたままにせず、処理する物を投入した直後に Quattro を起動してください。



投入作業を行ったら、必ず手を洗浄してください。



ディスポーザーの排水口の詰まりを解消するために、化学反応物質を使用しないでください。シールが
破損します。



詰まりの可能性を減らすため、ホッパーに便器を入れる際は、便器同士を重ね合わせないでください。



運転サイクル中に本機への電力供給が停止しても、インターロックは作動しています。本機への電源が
復旧するとインターロックが解除されます。



無理に蓋を開けたり閉めたりしないでください。

日常メンテナンス


「何も投入されていない」状態で本機を動かし、残留物を取り除きます。
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ナイトモードの使い方

ナイトモードは、Quattro Vanguard の一部モデルに搭載されているオプションで、Quattro Excel には標準
装備されています。
一般的なパルプ用マセレーターは 60 ～ 64dBA で動作していますが、ナイトモードを作動させると、わず
か 54dBA で動作します。そのため、病棟に設置されたマセレーターは必要時にすぐ使用できます。
午後 11 時から午前 4 時の間は自動的にナイトモードに切り替わりますが、都合の良い時間帯に設定を変更
することも可能です。これが必要な場合は、施設/資産管理チームに相談してください。さらに詳しいアド
バイスをお求めの場合は、Haigh のテクニカルスペシャリストに電話 (01989 760 230) またはメール
service@haigh.co.uk でお問い合わせください。

ナイトモードでは、1 サイクル中にホッパーに投入できるパルプは 1 個だけです。
詳しくは、サイクルタイムをご覧ください。
ナイトモードを手動で設定する方法を説明したポスターが、ウェルカムパック (掲載番号 E5044) に同封さ
れています。
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外付け消毒液ボトルの交換

これは、マセレーターの外で、壁に取り付けられたバスケットに格納されます。
バスケットをお持ちでない場合は、部品番号 401-112251 で Haigh に注文していた
だけます。

1. ボトルからキャップを外します。 2. Quattro 付属のキャップに
交換してください。

3. 改造キャップをお持ちでな
ければ、コンバージョンキ
ット (部品番号 401-061003)
をご注文ください。
チューブ (1)、グロメット
(2)、キャップ (3)、ウェイ
ト (4) が含まれています。
1
2
3
4

4. チューブに供給され、チューブ
の余分がボトルの底にあること
を確認し、蓋をします。

5. ボトルをバスケットに入れ
ます

消毒液を使用する前に、製品の安全性データシートを参照してください。
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消毒液ボトルの取り付けと交換について
マセレーターのフロントカバー内、モーターの左側に設置されています。
インターナルキットをまだお持ちでない場合は、部品番号 402-112567 で Haigh に注文していただけます。
フロントカバーを取り外す前に、本機が電源から切り離されていることを確認してください。

1. マセレーターのフロントカバーを
外します。

2. ボトルからキャップとレベ
ルスイッチを外します。

4. チューブへの供給を確認し、チュ
ーブの余分が重りとしてボトルの
底に触れるようにします。
5. 蓋を締めます。

6. レベルスイッチが正しいソ
ケットに接続されているこ
とを確認してください。
ワイヤー
No2

3. ボトルに消毒液を入れ、蓋
とレベルスイッチを交換し
ます。

ワイヤー
No1

レベル
スイッチ

消毒液を使用する前に、製品の安全性データシートを参照してください。
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5. 据付・試運転
本機を設置する前に、本章に記載されている技術的な事項を読んでよくご理解ください。

設置条件
Quattro の設置には以下のサービスが必要です。詳しくは仕様書をご覧ください。
電気的接続。
冷水の供給。




本機は、EN 13077、Family A、Type B に準拠したエアギャップにより、水道へ
の汚染を防止することが、WRAS によって承認された製品です。
廃棄物排出口の接続 - 内部の「P」トラップから本管の下水のみ。
オーバーフロー




重要:WRAS の要求を満たすため、Quattro の後部にはオーバーフロー堰があります。本機を設置す
る際は、オーバーフローを適切に管理することを考慮する必要があります。Haigh では、デフォル
トとして、排出が見えるタンディッシュオーバーフローキットの設置を推奨しています。

設置計画
立地条件および電源、給水、排水設備の有無を考慮してください
注意:
フロントパネルの取り外しやメンテナンスのために、十分なスペースを確保してください。
本機は両方向に対して水平でなければなりません。
ポンプが乾燥した状態で運転しないでください。





冷水の供給
Quattro は、最小水流量 5.5 lpm で動作するように設計されています。貯水槽への供給は、入口の
ソレノイドに設置された流量調整器によって最大 9 lpm に調整されます。
流量を確認するために、サイクル終了時の本機の補充時間が計測されます:
秒

不適切

適切

最適

適切

不適切

0～5

5 ～ 30

30 ～ 60

60 ～ 150

151+

流量を改善するために流量調整器を取り外すことはできません。取り外すと本機の WRAS 認証が
無効となります。低流量設備に関するご相談は、Haigh またはお客様のサービス担当者にお問い合
わせください。
本機の接続部に最低 5.5 lpm の流量と 0.5 bar の圧力があれば、ブレークタンクからの供給も可能
です。


本機への供給ラインが 15mm 以下にならないようにし、利用可能なヘッドが非常に低い場合はそれ以上
にしてください。



他のフィッティングによって供給が滞ることがないようにしてください。
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本機の接続が、法的規制、地域の水道局の細則、および関連する実践規範に準拠していることを確認し
てください。
冷水供給の配管には、専用の隔離弁 (付属していません) を取り付ける必要があります。メンテナ
ンスや修理の際にすぐに使えるように、本機の近くに置く必要があります。



本機と水道の接続には、フィードホースが必要です。
本機に取り付けられている貯水槽には、汚染された水の逆流を防ぐための「EN 13077、Family A、
Type B」のエアギャップがあります。いかなる場合でも、貯水槽をバイパスすることはできません。

廃棄物排出口の接続
Quattro は、自浄作用のある速度を維持するために 1:25 または十分な落差のある 50 mm の配管
に設置するように設計されています。
10 mm 垂直土壌スタックに入る前の配管の最大総延⾧は 2 m で、1 回のスイープベンドを行うこ
とを推奨します。


排水管の最小サイズは 50 mm (内径)です。
本機と排水口の接続には、⾧い半径もしくはスェプトベンドを最小限に使用してください。⾧半径
もしくは「スウェプト」ベンドを採用し、短いベンドや 90 エルボーは使用しないでください。



P-トラップがパルバライザーヘッドに正しく接続され、ジュビリークリップがしっかり締め付けられて
いることを確認します。



既存の排水管に本機を設置する場合は、排水管の効率を低下させ、詰まりの原因となるカルシウムが蓄
積されていないか確認してください。



棒突きのためのスペースを確保してください。



本機には、キャビネット内に 50 mm の「P」トラップが設置されており、その終端には 50 mm のパイ
プスタブに適した圧縮フィッティングがあります。コンセントは背面接続用です。スローベンドを装着
することで、床からの接続、右への接続、左への接続が可能になります。
絶対に排水口を浄化槽に接続しないでください



本機の廃棄物は、100 mm の垂直方向の汚水スタックに別途流す必要があります。



廃棄物が汚水スタックへの最短ルートを通るようにします。



配管内にバリや肩の減少がないように、きれいな状態にします。



プラスチック製の配管は、たるみが生じないように、配管上で適切に支えてください。天井裏が非常に
温かくなる点にご注意ください。



排水管を温水パイプの近くやこれを横断して設置することは避けてください。



直線的な配管が望ましいものの、方向転換が必要な場合は最小限にとどめ、配管の全⾧は 2 メートルと
します。ただし、この⾧さを超える必要がある場合は、Haigh にご相談ください。
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オーバーフロー
一体型貯水槽からのオーバーフローインジケーターパイプを適切な位置に設置する必要がありあります。貯
水槽には、お客様が接続できるように、1 インチサイズのプッシュインソケットが取り付けられています。


オーバーフローからの排出物が見えるようにしてください。
オーバーフローを直接土壌の排水口に接続しないでください。
Haigh では、タンディッシュオーバーフローキットの装着をデフォルトで推奨しています。

電気情報
Quattro は単相または三相の電源に対応していますので、本機の電気的接続カバーの上部にある定格ラベル
の詳細を参照してください。
すべての電気設備は、現行の I.E.E. 規制に準拠しています。


適切な I.E.C. 認定のケーブルが使用されています。



本機は、アース端子を介して保護接地に接続されており、アースラベルによって識別されています。
アイソレータ (顧客提供) は装置に隣接設置



お客様のアイソレーターに接続するために、2 メートルのケーブルフライングリードが本体に装着され
た状態で提供されます。



主電源は必ず I.E.C. 認定のサーキットブレーカーまたはヒューズで保護してください。



モータ回路のサーマルリレー過負荷防止装置は、常にモータの定格過負荷電流 (O.C.) に対応する値に設
定する必要があります。オーバーロードは、工場出荷時に自動リセットモードにあらかじめ設定されて
います。



電源のヒートシンクはアース接続されていません。いかなる場合も、装置の動作中/電源投入中に、ヒー
トシンクをアース接続したり、電源に触れたりしないでください。



断線の警告: 電源切断後、通常の状態であれば 30 秒以内にすべての内蔵コンデンサが安全なレベルまで
放電されます。ただし、故障した状態では、電荷が大幅に⾧く保持される可能性があるため、ユニット
を取り扱う前に適切な予防措置を取る必要があります。
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サーキットブレーカー/ヒューズ
電気的保護については、以下の推奨事項が適用されます:

230v 1 相
レーティング
接続ケーブル

400v 3 相
本機の定格ラベルを参照

3 芯、1.5 mm2 (2 m ⾧)
30mA RCD 保護回路に設置 (推奨)
以下により供給

設置詳細

5 芯、1.5 mm2 (2 m ⾧)
30mA RCD 保護回路に設置 (推奨)

10A BS EN 60898-2 タイプ C mcb

以下により供給

または

6A BS EN 60898-2 タイプ C mcb

以下により供給
10A BS EN 61009-1 タイプ C RCBO
アイソレーション
スイッチ
(顧客提供)

ローカル 2 極

ローカル 4 極

アクセス可能であること

アクセス可能であること

既設
以前の設置でアイソレーターとリード線がすでにある場合は、ジャンクションボックス (非付属) を壁に取
り付け、リード線と本機の 2 メートルのフライングリードをジャンクションボックスに接続してください。
サーキットブレーカーまたはヒューズが上の表に準拠していることを確認してください。

撤去
新しい機器を取り付ける前に機器を取り外す必要がある場合は、古い機器が消毒液で洗浄され、媒体が残っ
ていないことを確認してください。作業終了後は適切に処分してください。

保管 (顧客)

本機をすぐに設置しない場合は、輸送時に使用した段ボール箱のまま、振動のない清潔で乾燥した
場所に保管してください。

段ボール箱を開き、蓋を開けて、手作業で定期的にインペラーを回転させて、機械的なシールの固
着を防止します。この作業後、段ボール箱を再度閉じます。(マニュアル機のみ、オートリッド 機
には電源が必要です)
インペラーの作業や手で回転させる場合は、必ず工業用手袋を着用してください。
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保管場所からの取り出し (顧客)

機器が保管されていた場合は、インペラーのボスが自由に回転することを確認してください。頻繁
に回転させていない場合や、水が乾燥したことなどによりメカニカルシールが焼き付いている可能
性があります。その結果、モーターが起動しない、または起動してもシール面が破損するといった
ことが生じる場合があります。
メカニカルシールを解放するために



インペラーを取り外し、シール面を分割し、きれいな水のみを使って潤滑します。
フェイスが破損するとシールが漏れてしまうため、新しいメカニカルシールが必要になります。

注意:




インペラーの作業や手で回転させる場合は、必ず工業用手袋を着用してください。
キャビネットトップの上に工具などを置かないでください。表面を傷つける恐れがあります。
ポンプが乾燥した状態で運転しないでください。

機器の開梱
必要なツール
-

プラスドライバー/8 mm ナットランナ
13 mm スパナ
1. カートンと梱包材を取り除きます。
2. フロントパネルのネジを外し、フロントパネルの両側の下を
持ち、引っ張って取り外すと内部にアクセスできます。
3. ネジを1本外し、中央の固定用ダウンボルトにアクセスして電
気制御ボックスを取り外します。
4. 中央の固定用ダウンボルトを外します。(必要に応じて P トラ
ップを外してください)
5. 電気制御ボックスを再度取り付けます
6. 本機をパレットから取り出します。(真上に持ち上げてくださ
い。2 人必要な場合があります)
7. フロアロケーティングブラケットをパレットに固定しているボルトを外します。フロアロケー
ティングブラケットは、本機を床に固定するためのもので、テンプレート (付属) を使って位置
決めをします。
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設置方法
あらかじめこの章の前の内容をお読みになりよくご理解ください:
1. フロアテンプレートの配置 - テンプレートをフロアの希望
の位置に配置します。
クリーニングのために、機器の後ろに十分なスペース
を確保してください。
警告: 穴を開ける前に、床暖房などに影響を与えないよ
うに、確認してテンプレートの位置を決めてください。
2. 穴を開ける - フロアロケーティングブラケットをテンプレ
ート上に示された位置に置き、固定穴を開けます。穿孔中
にテンプレートが動かないようにしてください。
3. テンプレートの取り外し - テンプレートを取り外し、フロ
アロケーティングブラケットと入れ替えます。
4. ブラケットを固定する - 必要な床固定用 留め具 (付属して
いません) を使って、フロアロケーティングブラケットを
床にボルトで固定します。フロアロケーティングブラケットが、テンプレートに示されているように正
しい方向に取り付けられていることを確認してください。ゴム製の取り付け部分を圧縮することによっ
て機器を安全に固定します。
5. 位置 - 本機の後部を床の固定ブラケットの上で中央に向けて持ち上げます。下のランナー上で本機を前
方にスライドさせ、フロアロケーティングブラケットがランナーの 2 つのガイドスロットに収まるよう
にします。
6. 機器を固定し、供給ラインを接続する:


モーターの下にある取り付けベースボルトを交換して、機器を所定の位置に固定します。



内部の「P」トラップから廃棄物ラインを接続します (本下水のみ)。配管の中で廃棄物が引っか
かって流れが悪くなるのを防ぐため、取り付け前に接続パイプを四角くカットし、バリを取っ
てください。



貯水槽のオーバーフローの状態が分かるように、オーバーフローインジケーターパイプの排出
口が見えるようにしてください。オーバーフロー型のタンディッシュ装置を装着することをお
勧めします。オーバーフローした水を排水口に導くためのオプションとして用意されています。
詳細は Haigh にお問い合わせください。



主冷水吸水口の電源を接続します。インレットアイソレーションバルブを開きます。



本機に付属のフライングリードを、設置用アイソレーターに接続します。電源情報ページ記載
の内容にご注意ください。



電源を入れます。入口ソレノイドバルブが開き、貯水槽に水が入ります。



引き続き、本機の試運転を行います。本機の回転方向が正しいことを確認してください。ホッ
パー内のインペラーには、コード端に回転方向ラベルが取り付けられています。これが、印に
向けた進路を示していなければなりません。これは三相機の場合のみ必要です。

7. フロントパネルを装着する - フロントパネルを再度装着します。フロントパネルのネジで固定します。
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試運転
試運転は、機械的および電気的なメンテナンスを行うための適切な資格と承認を受けた人が行ってください。

本機が電源から切り離されていることを確認してください。

機械的チェック


本体がしっかりとボルトで固定されていることを確認してください。



蓄積した表面の埃や汚れがあれば取り除きます。



本機内部や周辺に工具やファスナー、ゴミなどの異物がないか確認し、適宜取り除きます。運用開始数
時間で発生するトラブルの多くは、こういった物が原因です。



水がつながっており、電源が入っていることを確認します。



ドレインが接続されていることを確認してください。
タンディッシュオーバーフローキットの装着をお勧めします。オーバーフローが装着されていない場
合、オーバーフローの状況について Haigh は責任を負いません。




内部の配管継手を取り外したり調整したりしないでください。
リアヒンジが蓋を閉じない状態（フットペダルで閉じる）になるまでアジャスターナットを巻き、スプ
リングの張力が適切であることを確認します。これができたら、アジャスターを 1 回転巻き戻します
（オートリッドのみ）。

電気的チェック


前のセクションに従って、電気的な接続が行われていることを確認してください。



電気的な接続や部品を取り外したり調整したりしないでください。

インペラーの回転方向-三相機のみ
単相機の場合、出荷時には回転方向が正しく設定されていますが、三相機の場合、工場でのテスト時には正
しく配線されていても、機械の設置時には間違っていることがあります。パルプがホッパーに残っているの
は、回転が正しくないためです。


蓋を開けてホッパー内部を確認し、回転表示ラベルと、インペラに貼り付けられているコードを確認し
ます。



蓋を閉めて、本機を起動します。



サイクル終了後に蓋を開けて、コード進行方向を確認してください。



もし方向が「X」に向かっていれば、モーターは間違った方向に回転しています。その場合は、アイソ
レータへの接続部の位相を逆にしてください。
底面

シャフトの外形
コード
(100 mm ハンギングフリー)
ページ 32

ページ 33

6. メンテナンスとサービスの手順
定期メンテナンス
警告：Quattro のメンテナンスは、有資格者のみが行ってください。
定期的なメンテナンスを行う前に、機械を電気的に絶縁してください。
手動でインペラーの作業や回転を行うときは、必ず工業用手袋を着用してください。
毎日


「投入なし」の状態で運転し、残留物を取り除きます。

毎月


リッドスプレー- 固まりを除去して交換します。



蓋のマイクロスイッチとソレノイドラッチが動作することを確認します。



パルバライザーとウォーターポンプのシールからの漏れの有無を確認します。



インレットソレノイドのフィルターを確認して清掃します。



リアヒンジが蓋を閉じない状態 (フットペダルで閉じる) になるまでアジャスターナットを巻き、ス
プリングの張力が適切であることを確認します。これができたら、アジャスターを 1 回転巻き戻し
ます (オートリッドのみ)。

四半期ごと
給水・排水


パルバライザーやウォーターポンプのシールからの漏れの有無を確認します。



冷水の供給配管に漏れの有無を確認します。



本体の排水が正しく行われているか確認します。



ドレインブロックの圧力スイッチのチューブに水が溜まっていないことを確認します。



ソレノイドフィルターを確認、清掃、または交換します。



真鍮製の貯水槽入口の残留物の有無を確認し、清掃します。



貯水槽のフロートスイッチの動作を確認し、堆積物があれば取り除きます。
このチェックは、本機に供給される水の質によっては、より頻繁に行う必要があります。これを怠った
場合、フロートスイッチが動作しなくなる可能性があります。



水ソレノイドが即座に止まることを確認します。不確かな場合は内部のフィルターを確認してください。

メカニカル


ホッパー裁断リング/インペラーの摩耗を確認します。



インペラーが自由に回転しており、振動がないことを確認します。



必要に応じてナットやボルトを点検し、締め付けます。



蓋とホッパーのシールの状態、蓋を開けるバネが正しく動作することを確認します。
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蓋のラッチの配置を確認します。停電のシミュレーションをするために空サイクル中にアイソレーター
をオフにし、ソレノイドがラッチをロック位置に固定していることを確認します。



自動開閉のみ- 下蓋の押さえ面とキャビネット上面の隙間を確認します



リアヒンジが蓋を閉じない状態 (フットペダルで閉じる) になるまでアジャスターナットを巻き、スプリ
ングの張力が適切であることを確認します。これができたら、アジャスターを 1 回転巻き戻します
(オートリッドのみ)。



フットペダルのネジがしっかりと締まっていることを確認します。

電気


コントロールギアのコンタクタが正しく動作していることを確認してください。



過負荷ユニットが動作し、正しく設定されていることを確認してください。



蓋のポジティブブレーキンターロックスイッチが正しく動作することを確認してください。



コントロールギアとモーターターミナルボックスがしっかりと電気的に接続されていることを確認して
ください。



低水量センサーとドレイン/ホッパーブロック圧力スイッチが動作すること。



本機の機能テストを行ってください。

クリーニングの推奨事項
洗浄前に本機を電気的に絶縁します
インジケーターパネルのクリーニングには、絶対に湿式の溶剤を使用しないでください。
毎日


外装パネルはすべて、ワークトップなどに使われる通常の洗浄液（石鹸水）で拭き取り、乾燥させてく
ださい。



最も効果的にクリーニングするには、蓋を開けて中味と蓋のシールに完全にアクセスする必要があり
ます。



内部表面はすべて本機によって自動的に清掃されます。それができていない場合は、調査が必要です。

毎週（必要に応じて）


蓋の座面部分はブラシで擦ってから拭き、ネオプレンシールも同じ洗浄液を使って洗います。

潤滑
本機は最小限のメンテナンスで済むように設計されています。


本機に使用されているクリップブッシュは、潤滑しないでください。



必要に応じて焼付防止剤を塗布します。



モーターにはシールド形ベアリングが装着されています。



メカニカルシールの表面は完全にきれいにしておく必要があります。



シール面の潤滑にはきれいな水のみを使用してください。
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スペアパーツの注文
スペアパーツはセクション 7 に記載されており、Haigh 社に直接注文していただくことができます。
+44 (0)1989 763 131 (オプション 2)
service@haigh.co.uk
以下の情報をご提供ください。


お客様の連絡先



本機のシリアル番号



必要な部品番号



部品全体の説明



必要な各パーツの数量



請求先住所



配送先住所

多くの部品は 24 時間以内にご用意することができます。必要に応じて技術的なアドバイスもさせていただ
きます。
本マニュアルに記載されている内容は、予告なく変更されることがあります。最新版のマニュアルは Haigh
ウェブサイトをご覧ください。
スペアパーツの中には、キットでしか入手できないものもありますのでご注意ください。
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7. 部品識別図
Quattro のサービス
警告：Quattro の修理は、有資格者のみが行ってください。

適切な保護具が着用されていることを確認してください

整備前に、主電源から本機を必ず切り離してください
アイソレーションスクリューを 90 回転させて、サービスバルブでポンプへの水の流入を遮断してください。
完成時に垂直に反転します。
組立工程を示します
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組み立て
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項目

スペア
部品番号

説明

数量

407-111570

トップカバーアセンブリ

406-111570

トップカバーアセンブリ（自動開閉式のみ）

2

402-111851

リアカバープレートアセンブリ

1

3

該当なし

蓋アセンブリ

1

4

401-111591

キャビネットトップ＆シールアセンブリ

1

5

401-113188

ヒンジアクチュエーターアセンブリ (自動開閉時のみ)

1

6

該当なし

貯水槽

1

7

901-111512

オーバーフローフィッティング

1

8

該当なし

フレーム&トッププレートアセンブリ

1

9

402-113455

消毒液キット

1

10

403-111630

インレットソレノイド

1

11

401-113451

エアロジェットキット（Excel のみ）

1

12

403-110942

ドレインアウトレットアセンブリ

1

13

401-111567

パルバライザーヘッドアセンブリ

1

14

402-113409

フットペダルアセンブリ

1

1

15

該当なし

230v/1ph/50Hz コントロールエンクロージャーアセンブリ

該当なし

400v/3ph/50Hz コントロールエンクロージャーアセンブリ

該当なし

220v/1ph/60Hz コントロールエンクロージャーアセンブリ

該当なし

100v/1ph/50Hz コントロールエンクロージャーアセンブリ

該当なし

100v/1ph/60Hz コントロールエンクロージャーアセンブリ

1

1

404-111581

フロントカバーアセンブリ

410-111848

230v/1ph/50Hz ポンプアセンブリ

411-111848

400v/3ph/50Hz ポンプアセンブリ

412-111848

100-120v/1ph/60Hz ポンプアセンブリ

413-111848

220v/1ph/60Hz ポンプアセンブリ

414-111848

100v/1ph/50Hz ポンプアセンブリ

404-111566

230v/1ph/50Hz モーターアセンブリ

405-111566

400v/3ph/50Hz モーターアセンブリ

408-111566

220v/1ph/60Hz モーターアセンブリ

409-111566

100v/1ph/60Hz モーターアセンブリ

412-111566

100v/1ph/50Hz モーターアセンブリ

19

402-111812

脱臭剤ポンプアセンブリ

1

20

該当なし

内部配管アセンブリ

1

21

401-111600

ストライカーアセンブリ

1

22

402-111576

ファインマセレーションンインペラー＆ハブキャップアセン
ブリ

1

23

902-111512

オーバーフローフィッティング（ブランク）

1

16

17

18
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1

1

1

蓋 (外側)

項目
1
2
3
4

スペア部品番号
407-111570

説明

数量

トップカバーアセンブリ (手動閉式)

406-111570

トップカバーアセンブリ

403-111488

ダンパースプリングアセンブリ (手動閉のみ)

404-111488

ダンパーなしスプリングアセンブリ(自動開閉のみ)

403-111199

ラッチアセンブリ (手動閉)

401-113443

ラッチアクチュエーター (自動開閉)

401-111600

ストライカーアセンブリ
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1
1
2
1
1
1

蓋 (内部)

項目

スペア部品番号

1

401-111587

蓋シールアセンブリ (スプレーベントとネジを含む)

1

2

400-013486

スプレーベント＋ネジ

1

3

該当なし

ネジ

1

4

401-112147

スプレーインレット

1

403-111199

ラッチアセンブリ (手動閉)

1

5

説明

数量

401-113443

ラッチアクチュエーター (自動開閉)

6

402-111593

有機 LED

1

7

402-113793

ノッディングドンキーアセンブリ (初期の蓋フレームには 401 が
必要な場合があります)

1

8

402-111590

PCB (ブラケットを含む)

1

9

401-112470

圧力スイッチアセンブリ

1

10

402-111592

ポンプ圧力スイッチアセンブリ

1

11

900-003940

リアポジティブブレークスイッチ

1

12

404-111596

蓋サポート (c/w ヒンジブラケット、スプリングアセンブリ)

1

ページ 42

1

キャビネットのトップアセンブリ

シールを手で軽く押
し込んでモールドの
凹部に入れます

項目

スペア部品番号

説明

数量

401-111591

キャビネットトップ＆シールアセンブリ

1

キャビネットトップ

1

2

ホッパー/トップシール

1
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ラッチアセンブリ (手動閉のみ)

項目
1

スペア部品番号
403-111199

説明

数量

ラッチアセンブリ

1

ご注意ください: Haigh のサービスエンジニアのみが装着できます
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メインポンプとエアロジェットポンプの取り外し図

ステップ

説明

1

フロントカバーの取り外し (ネジ 2 本)

2

筐体の取り外し (ネジ 1 本)

3

エアロジェットポンプアセンブリの取り外し (ネジ 1 本)

4

メインポンプの取り外し (ネジ 1 本)
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モーターアセンブリの取り外し図

ステップ

説明

1

フロントカバーの取り外し (ネジ 2 本)

2

筐体の取り外し (ネジ 1 本)

3

エアロジェットポンプアセンブリの取り外し (ネジ 1 本)

4

インペラーキャップの取り外し (ネジ 3 本)

5

インペラーの取り外し

6

モーターブラケットのネジ 4 本の取り外し

7

アンヒンジモーターアセンブリ
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メカニカルアセンブリ整備図

シールハウジングアセンブリ

項目

1

2
3

スペア部品番号

説明

モーターアセンブリ

数量

404-111566

完全なモーターアセンブリ 230V-1-50Hz

1

405-111566

完全なモーターアセンブリ 400V-3-50Hz

1

406-111566

完全なモーターアセンブリ 120V-1-60Hz

1

408-111566

完全なモーターアセンブリ 220V-1-60Hz

1

409-111566

完全なモーターアセンブリ 100V-1-60Hz

1

412-111566

完全なモーターアセンブリ 100V-1-50Hz

1

402-112120

スピードセンサー

1

401-111568

モータースクリューアセンブリ (O-リングを含む)

1

402-111568

モータースクリューアセンブリ (O-リングを含む)

3
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配管図

English

翻訳

PRESSURE SWITCH

圧力スイッチ

LID SPRAY

リッドスプレー

CISTERN

貯水槽

FITTING ON HINGE SUPPORT

ヒンジサポートの取り付け

DEO PUMP

デオポンプ

MANIFOLD

マニホールド

SEAL HOUSING

シールハウジング

PULVERISER HEAD

パルバライザーヘッド

PUMP

ポンプ
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配管部品リスト
項目

スペア部品番号

説明

402-111812

脱臭剤ポンプアセンブリ

1

410-111848

単相ポンプアセンブリ

1

411-111848

三相ポンプアセンブリ

1

412-111848

100-120 V.ポンプアセンブリ

1

413-111848

220 V 60 Hz ポンプアセンブリ

1

3

401-110425

マニホールド・アセンブリ

1

4

401-112147

スプレーインレット

1

5

402-111626

HPR アセンブリ

1

6

401-111631

ドレインフラッシュソレノイドアセンブリ (BLUE 識別子)

1

7

401-111627

貯水槽レベルスイッチ

1

1

2

数量

注意:
すべてのホースフィッティングは、以下のようにジュビリークリップで固定されます。
ホース部品番号

ジュビリークリップの
サイズ

部品番号

数量

604-000131

00

703-006082

2

627-000139

M00

900-005293

10
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制御筐体

項目

スペア部品
番号

タグ 説明

230v
1 ph.

400v
3 ph.

220v
1ph.

100v
1ph
50Hz

100v
1ph
60Hz

1

1

1

1

1

901-114567

A6

24V PSU (Meanwell)

901-111557

A6

24V PSU (Stadium Power)

2

106-031088

A5

ウォーターポンプリレー

1

1

1

1

1

3

900-030209

A4

モーターコンタクタ

1

1

1

1

1

過負荷防止装置 2.7 ～ 4.2A

1

-

1

過負荷防止装置 1.8 ～ 2.8A

-

1

-

1*

906-030154
4

904-030154
905-030154

A7

1

過負荷防止装置 6.0 ～9.2A

901-030154

モーターリレー (SPNO)

1
-

1

901-115243
モーターリレー (DPST-NO)
1
*931,32,33&35-111503 (Stadium Power) 936,37&38-111503 (Meanwell)

-

5

901-115231

過負荷防止装置 8.0 ～12.0A

スペア部品番号

A8

タグ

112-031099
114-031099

230v 400v
1 ph. 3 ph.

説明
ヒューズ 10A HBC 20xØ5mm

111-031099
A3

1

ヒューズ 6.3A LBC 20xØ5mm
ヒューズ 15A LBC 20xØ5mm
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1

220v
1ph.

1

1

100v
1ph
50Hz

100v
1ph
60Hz

1

1

1
1

配線図 - 単相
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配線図 - 単相
English

翻訳

1 PHASE MOTOR
1 PHASE PUMP MOTOR
AUTO OPENING / CLOSING HINGE ACTUATOR
HINGE MOTOR
HINGE FULLY OPEN
HINGE FULLY CLOSED
POWER SUPPLY

1 相モーター
1 相ポンプモーター

MANUAL CLOSING LATCH
LED'S
LID LATCH MOTOR
BUTTON
LOCKED
(SAFETY MICROSWITCH)
UNLOCKED
(SAFETY MICROSWITCH)
AUTO OPENING / CLOSING LATCH ACTUATOR
LED's
LID RELEASE SOLENOID
LID LOCK SOLENOID
BUTTON
LATCHED
(SAFETY MICROSWITCH)
UNLATCHED
(SAFETY MICROSWITCH)

手動閉ラッチ

自動開閉ヒンジアクチュエーター
ヒンジモーター
ヒンジが完全に開いた状態
ヒンジが完全に閉じた状態
電源

LED の
蓋のラッチモーター
ボタン
ロック状態
(セーフティマイクロスイッチ)
ロック解除状態
(セーフティマイクロスイッチ)

自動開閉ラッチアクチュエーター

LED の
蓋のリリースソレノイド
蓋のロックソレノイド
ボタン
ラッチされた状態
(セーフティマイクロスイッチ)
ラッチされていない状態
(セーフティマイクロスイッチ)

UNLATCHED
LATCHED
CONTACTOR AUX SWITCH
CISTERN LEVEL SWITCH
LEVEL SWITCH
OVERLOAD
PRESSURE SWITCH
LATCH PCB BUTION
FOOT PEDAL
HINGE FULLY OPEN
HINGE FULLY CLOSED
SPEED SENSOR
PAN SENSOR
OLED DISPLAY
PCB

ラッチされていない状態
ラッチされた状態
コンタクタ補助スイッチ
貯水槽レベルスイッチ
レベルスイッチ
オーバーロード
圧力スイッチ
ラッチ PCB ボタン
フットペダル
ヒンジが完全に開いた状態
ヒンジが完全に閉じた状態
スピードセンサー
パンセンサー
有機 LED ディスプレイ
PCB

POSITIVE BREAK SWITCH
MOTOR RELAY
MOTOR CONTACTOR
WATER PUMP RELAY
WATER SOLENOID VALVE
HPR SOLENOID VALVE
PREMIUM FLOW
SOLENOID VALVE
OEODORISOR PUMP
AERO JET PUMP

ポジティブブレークスイッチ
モーターリレー
モーターコンタクタ
ウォーターポンプリレー
ウォーターソレノイドバルブ
HPR ソレノイドバルブ
プレミアムフロー
ソレノイドバルブ
消臭ポンプ
エアロジェットポンプ

+24 DC FROM POWER SUPPLY
-24 DC FROM POWER SUPPLY
REMOTE SENSE FROM POWER SUPPLY
LID OPENING MOTOR /
LID RELEASE SOLENOID
LID LATCH MOTOR /
LID LOCK SOLENOID
LED's

電源からの +24 DC
電源からの -24 DC
電源からのリモートセンス
蓋の開閉モーター /
蓋のリリースソレノイド
蓋のラッチモーター /
蓋のリリースソレノイド
LED の
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配線図 - 3 相
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配線図 - 3 相
English

翻訳

3 PHASE MOTOR
1 PHASE PUMP MOTOR
AUTO OPENING / CLOSING HINGE ACTUATOR
HINGE MOTOR
HINGE FULLY OPEN
HINGE FULLY CLOSED
POWER SUPPLY

3 相モーター
1 相ポンプモーター

MANUAL CLOSING LATCH
LED'S
LID LATCH MOTOR
BUTTON
LOCKED
(SAFETY MICROSWITCH)
UNLOCKED
(SAFETY MICROSWITCH)
AUTO OPENING / CLOSING LATCH ACTUATOR
LED's
LID RELEASE SOLENOID
LID LOCK SOLENOID
BUTTON
LATCHED
(SAFETY MICROSWITCH)
UNLATCHED
(SAFETY MICROSWITCH)

手動閉ラッチ

自動開閉ヒンジアクチュエーター
ヒンジモーター
ヒンジが完全に開いた状態
ヒンジが完全に閉じた状態
電源

LED の
蓋のラッチモーター
ボタン
ロック状態
(セーフティマイクロスイッチ)
ロック解除状態
(セーフティマイクロスイッチ)

自動開閉ラッチアクチュエーター

LED の
蓋のリリースソレノイド
蓋のロックソレノイド
ボタン
ラッチされた状態
(セーフティマイクロスイッチ)
ラッチされていない状態
(セーフティマイクロスイッチ)

UNLATCHED
LATCHED
CONTACTOR AUX SWITCH
CISTERN LEVEL SWITCH
LEVEL SWITCH
OVERLOAD
PRESSURE SWITCH
LATCH PCB BUTION
FOOT PEDAL
HINGE FULLY OPEN
HINGE FULLY CLOSED
SPEED SENSOR
PAN SENSOR
OLED DISPLAY
PCB

ラッチされていない状態
ラッチされた状態
コンタクタ補助スイッチ
貯水槽レベルスイッチ
レベルスイッチ
オーバーロード
圧力スイッチ
ラッチ PCB ボタン
フットペダル
ヒンジが完全に開いた状態
ヒンジが完全に閉じた状態
スピードセンサー
パンセンサー
有機 LED ディスプレイ
PCB

POSITIVE BREAK SWITCH
MOTOR RELAY
MOTOR CONTACTOR
WATER PUMP RELAY
WATER SOLENOID VALVE
HPR SOLENOID VALVE
PREMIUM FLOW
SOLENOID VALVE
OEODORISOR PUMP
AERO JET PUMP

ポジティブブレークスイッチ
モーターリレー
モーターコンタクタ
ウォーターポンプリレー
ウォーターソレノイドバルブ
HPR ソレノイドバルブ
プレミアムフロー
ソレノイドバルブ
消臭ポンプ
エアロジェットポンプ

+24 DC FROM POWER SUPPLY
-24 DC FROM POWER SUPPLY
REMOTE SENSE FROM POWER SUPPLY
LID OPENING MOTOR /
LID RELEASE SOLENOID
LID LATCH MOTOR /
LID LOCK SOLENOID
LED's

電源からの +24 DC
電源からの -24 DC
電源からのリモートセンス
蓋の開閉モーター /
蓋のリリースソレノイド
蓋のラッチモーター /
蓋のリリースソレノイド
LED の
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コントロールギア

タグ

説明

A1

モーター

A2

ポンプ

機能

主電源ヒューズ 10A (1Φ)
A3

主電源ヒューズ 6.2A (3Φ)
主電源ヒューズ 15A (1Φ100v)

A4

コンタクタ

モーター制御

A5

リレー

ウォーターポンプの制御

A6

電源

DC 24V 出力の供給

過負荷防止装置 4.0 ～ 6.2 A
A7

過負荷防止装置 1.8 ～ 2.8 A

モーター制御

過負荷防止装置 8.0 ～12.0 A
過負荷防止装置 6.0 ～9.2 A
モーターリレー (SPNO)

モーター制御

モーターリレー (DPST-NO)

モーター制御

B1

ソレノイドバルブキット

メインウォーターサプライ

PCB

PCB

ロジックコントロール

B2

ソレノイドバルブ (RED 識別子)

HPR

B3

ソレノイドバルブ (BLUE 識別子)

プレミアムフロー

B4

ソレノイド (ラッチング)

蓋のロック

B5

ソレノイド

蓋のリリース

B6

ポンプ

消臭剤

C1

マイクロスイッチ

安全性監視

C2

マイクロスイッチ

安全性監視

C3

ポジティブブレークスイッチ

コンタクタのコイル接続を解除

C4

レベルスイッチ

低水位表示

C5

レベルスイッチ

DEO レベル低下表示

C6

圧力スイッチ

システム圧のセンシング

C7

ソフトタッチボタン

ナイトモードを操作する信号

C9

スピードセンサー

モーターの回転を示す信号

C10

LED

TBA

C11

ブザー

本機の操作に関する音声フィードバック

C12

フットペダルスイッチ

蓋の開閉

D1

有機 LED

本機の操作に関する視覚的なフィードバ
ック

A8
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8. 故障診断
メンテナンスを行う前に、本機を電気的に絶縁してください。

メンテナンスは必ず有資格者が行ってください
簡単な処置で済む場合もありますので、保守員を呼ぶ前に必ず本機のインジケーターを確認してください。

問題点

考えられる原因 / 解決策
水が不足していたり、本機内で循環していない。ウォーターソレノ
イドバルブが動作していることを確認します。

使用で本機の内部が汚れている

メインアイソレーションバルブが開いていることを確認してくださ
い。ウォーターアイソレータのサービスバルブが「オープン」の位
置になっていますか？
ポンプが作動していることを確認します。
排水管の落差が 25 分の 1 以上であることを確認する。
F4 が表示されている場合、本機が過負荷になっている可能性があり
ます。
蓋の中央にある通気口の隙間に異物が入っていないか確認します。

使用によって蓋の下側に堆積物が
ある

詰まっている場合は、通気口を外して清掃し、交換してください。
ジェットギャップは、その周囲にわたって一定である必要があり
ます。
ポンプに問題がある場合は、この部分の交換ユニットが必要になり
ます。

蓋のシールが漏れている

蓋シールが蓋ガスケットの中央に収まっていることを確認します。
ラッチ機構の調整を行う前に、調整して修正してください。
蓋やホッパーのシール部分に溜まった浮垢を取り除きます。
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停電。
オートオープン＆クロージング。ラッチアクチュエーターは完全に
ラッチ (ロック) された位置にあります。
手動クローズ。ラッチ機構のソレノイドで蓋をロックします。
いずれの場合も、以下の状態になるまで蓋を開けることはできま
せん。
本機の電源が回復しているか、ストライカーが解除されている。
ステップ 1. フロントカバーを外します。
ステップ 2. ストライカーを固定している 2 本の皿ネジを外します。
ステップ 3. 蓋を手で持ち上げます。蓋と一緒にストライカーが持ち
上がります。
蓋が開かない

ステップ 4. トップカバーから 6 本のネジを外します。
ステップ 5. トップカバーを外します。

注 - 2 本の皿ネジは 243 Loctite (または同等品) が必要で、再装着時
には 5Nm で締め付けます。

開封後は、ラッチの動作を確認し、必要に応じて交換してください。
蓋が閉まらない

異物がある。確認して取り除いてください。
パルバライザーまたはポンプのメカニカルシールが漏れている。


内部の水漏れ

メインアセンブリに新しいメカニカルシールを装着するか、ポン
プが漏れている場合は、これを新しい部品と交換してください。

配管が漏れている:


漏れの原因を調査し、問題を解決します



ホッパーシールが破損しているため、ホッパーシールを交換し、
新しいシールが正しく装着されていることを確認してください。
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故障コードの識別

問題点

考えられる原因/解決策
ラッチが作動していない、ディスプレイが点滅する

F1

3 回試しても蓋がはまらない:

(手動閉のみ)



蓋のラッチが正しく固定されていない。



注:蓋を閉めようとして 3 回失敗すると発生します。蓋のインターロックが正しく
調整されていることを確認し、必要に応じて調整します。

F2

安全監視回路の誤動作:

(手動閉のみ)




F3

コンタクタ回路の故障:

F4

本機動作中にインターロックマイクロスイッチの回路が壊れた
蓋カバーを外す:
 マイクロスイッチ (MS-1 および MS-2) の動作確認
 MS-1 と MS-2 の回路の導通を確認してください。



リアポジティブブレークスイッチの動作確認を行います。



メインコンタクタの故障。



コンタクタの接続を確認し、必要に応じてコンタクタを交換します。

オーバーロードトリップ:
モーターが過負荷で停止しており、詰まっている可能性があるため、アイソレ
ーターでスイッチを切り、ホッパーから障害物を取り除きます。
本機のオーバーロード

F5

ドレインブロックステージ 1

F6

ドレインブロックステージ 2

ホッパー内の圧力が上昇して圧力スイッチが作動したが、本機は回復して続行
しました。

ホッパーの圧力:


パルバライザーの出口または排水口の詰まり。原因を究明し、閉塞物を取り除き
ます。



廃液配管の設置、配管サイズ、位置が間違っていないか確認します。
最小 50 mm。



ノンリターン/インラインバルブが正しく動作していない。必要に応じて清掃また
は交換してください。



シールが破損するので、反応性のある化学ドレイン閉塞物解消剤を絶対に使用し
ないでください。
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F7

F8

F9

貯水槽が 150 秒後に水の補給に失敗する:


貯水槽の水が不足している:



主電源のインレットバルブが開いていることを確認します。



水圧が十分にあることを確認してください。



インレットソレノイドのフィルターを確認し、清掃してください。



ソレノイドバルブが動作していることを確認してください。必要に応じて交換し
てください。

20 秒後に水位が下がらない。


ポンプが作動していない、またはレベルセンサーの問題:



ポンプを点検し、不具合があれば交換してください。



貯水槽レベルスイッチを確認し、不具合があれば交換します。

ロックされたローター:
インペラーが回転せず、モーターが停止している。
インペラーが詰まっている可能性がありますので、アイソレーターのスイッチを切
り、ホッパーから障害物を取り除きます。
スピードセンサーが動作していることを確認してください。

F10

ヒンジアクチュエーターが故障し、蓋が 4 秒以内に開閉しない。

(ハンズフリーモ
デルのみ)



蓋の障害物がないことを確認してください。



蓋の開閉用マイクロスイッチの導通を確認します。



ヒンジアクチュエーターのモーターが動作していることを確認してください。



クラッチが摩耗しているため、スプリングのテンションを上げてください。

F11

ラッチアクチュエーターが故障し、蓋が 4 秒以内にラッチまたはアンラッチしない。

(ハンズフリーモ
デルのみ)



蓋の障害物がないことを確認してください。



ラッチされたマイクロスイッチとラッチされていないマイクロスイッチの導通を
確認してください。



ラッチアクチュエーターモーターが動作していることを確認してください。

F12
(記録のみ)

ヒンジアクチュエーター電流モニタリングで、蓋の閉まりを妨げるような障害物が検
出されました。

(記録のみ)

ラッチアクチュエーター電流モニタリングで、蓋のラッチングを妨げる物体が検出さ
れました。

F14

蓋が手動で閉じられた。フットペダルを踏まずに蓋が閉じた。

F13

(記録のみ)
F15

ラッチアクチュエーター電流監視 (F13) が 3 回連続でトリガされました。
インジケーターが点灯しない:


停電



本機に電源が入っていない。



インジケーターメンブレンが正しく接続されていることを確認してください。



ヒューズ/電気接続の確認
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9. EC 適合宣言書
EU適合宣言書(DoC)
製造者名・住所：

欧州連合における法定代表者名・住所：

The Haigh Engineering Company Limited
アルトンロード、ロスオンワイ、HR9
5NG、連合王国
Haigh Engineering Limited
ザ・ブラック・チャーチ、セント・メ
リーズ・プレース、ダブリン7
D07 P4AX、アイルランド

以下の通り本機械の内容を証明します
製品:

パルプ処理装置

モデル/タイプ

Quattro

シリアル番号：

1153A-XXXX, 1153B-XXXX & 1153C-XXXX

以下の指令および関連国内規制の全条項を満たしています：
2006/42/EC

機械安全性指令

2014/30/EU

電磁両立性指令

2014/35/EU

低電圧指令

2011/65/EU

危険物質に関する制限指令

国内当局による根拠のある要請に応じて技術ファイルのうち関連する部分を編纂し、転送する許可を受
けた者の名と住所：
Haigh Engineering Limited
ザ・ブラック・チャーチ、セント・メリーズ・プレース、ダブリン7、D07 P4AX、アイルランド
適合性は、以下の規格の適用される要件との準拠に基づき記載されています:
EN ISO 12100:2010
EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 61000-6-1:2007
EN 60335-1:2012 + AC:2013 + AC2:2014 + A11:2014 + AC3:2014 + A13:2017 + A2:2019
IEC 60335-1:2010 + A2:2016
EN 60335-2-84:2003 + A1:2008 +A2:2019
IEC 60335-2-84:2019
以下を代表して署名:

The Haigh Engineering Company Ltd

署名地・日付：

連合王国、2021年4月30日

名前:

ジェイコブ・シェパード

役職:

代表取締役社長

署名:

この宣言は、製造者の全責任において発行されています。

注記: この宣言書は英語原本の日本語訳です。差異が生じた場合、英語原本を適用します。（翻訳
版のみに添付する）。
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The Haigh Engineering Company Ltd
アルトン・ロード、ロス・オン・ワイ、
ヘレフォードシャー、HR9 5NG、英国

www.haigh.co.uk

電話：+44 (0) 1989 763131

電子メール：info@haigh.co.uk

継続的に改善することが当社の方針です。
そのため、当社は製品を変更する権利を有しています。
仕様および外観は予告なく変更される場合があります。
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