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安全上のご注意
➡

ご使用（据付、運転、保守・点検等）の前に、必ずこの取扱説明書とその他の付属書類をすべて熟読し、
正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして、注意事項のすべてについて習熟してからご使用
ください。
この取扱説明書では、安全注意事項のランクを「危険」「注意」として区分してあります。

➡

危

険

： 取扱いを誤った場合、危険な状態が起こりえて、死亡又は重傷を受ける可能性が想定され
る場合。

注

意

： 取扱いを誤った場合、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想
定される場合及び物的損害だけの発生が想定される場合。

注

なお、

意 に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。

いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

危
（全

険

般）

• 爆発性雰囲気中では使用しないでください。
• メンテナンス等、保守の目的で作業する場合は、必ず電源を切って作業してください。
• 運搬、設置、配管・配線、運転・操作、保守・点検の作業は、専門知識のある人が実施してください。
感電、けが、火災等のおそれがあります。

（配管・配線）

• 電源ケーブルとの結線は、取扱説明書によって行ってください。感電や火災のおそれがあります。
• ポンプの運転は、この取扱説明書に記されている容量の漏電ブレーカをつけて御使用ください。
感電や火災等のおそれがあります。

（据付・調整）

• アース用端子を確実に接地してください。感電のおそれがあります。
（運

転）

• 運転中、回転体（シャフト、カップリング等）へは絶対に接近又は接触しないでください。
巻き込まれ、けがのおそれがあります。

• 停電した時は必ず電源スイッチを切ってください。けがのおそれがあります。
• ポンプを締め切り状態や、取扱説明書に記載の最小流量以下での連続運転はしないでください。インペラ
の摩擦熱によって、液温が急激に上昇し、やけど、液漏れの原因となります。

• 空運転（ポンプ内部に搬送液がない時の運転）はしないでください。ポンプ破損の原因となります。
• 空気抜き及び呼び水作業を行う前は絶対にポンプを始動しないでください。
回転方向の確認もしないでください。ポンプ破損の原因となります。

• 空気抜き及び呼び水作業を行う前にプライミング穴位置を確認し、吹き出してくる液体によって人体や、

周囲のものが濡れて損傷を起こさないよう注意してください。液体が高温の場合はさらに注意してください。
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注
（全

•
•
•
•
•

意

般）

ポンプの仕様以外で使用しないでください。感電、けが、破損等のおそれがあります。
ポンプ及び電動機の開口部に、指や物を入れないでください。感電、けが、火災等のおそれがあります。
損傷した電動機を使用しないでください。けが、火災等のおそれがあります。
お客様による製品の改造は、当社の保証範囲外ですので、責任を負いません。
銘板を取り外さないでください。

（輸送・運搬）

• 運搬時は、落下、転倒すると危険ですので、十分ご注意ください。
• 装置に据え付けた後、ポンプのハンドルなどポンプ本体の部分を利用して、装置全体を吊り上げることは
避けてください。
吊り上げる前に銘板、梱包箱、外形図、カタログ等により、ポンプの質量を確認し、吊り具の定格荷重以
上のポンプは吊らないでください。

• 輸送・運搬時にポンプ本体に衝撃を与えないでください。液もれ、異音の発生する原因となります。
（開

梱）

• 天地を確認の上、特に木枠梱包はクギに注意して開梱してください。けがのおそれがあります。
• 現品が注文通りのものかどうか、確認してください。間違った製品を設置した場合、けが、破損等のおそ
れがあります。

（据付・調整）

• ポンプを定常運転する前に本取扱説明書を参考にして、回転方向を確認してください。
けが、装置破損のおそれがあります。

• ポンプには絶対に乗らないようにしてください。
ポンプの破損や、けがのおそれがあります。

• スターデルタ始動を行う場合、一次側に電磁開閉器付のもの（３コンダクタ方式）を選定してください。
火災のおそれがあります。

• 400V 級インバータで電動機を駆動する場合、インバータ側で抑制フィルタやリアクトルを設置するか、
電動機側で絶縁を強化したものをご使用ください。絶縁破壊による破損、火災のおそれがあります。

• 電動機の周囲には通風を妨げるような障害物を置いたり可燃物を置かないでください。
冷却が疎外され、異常加熱や火災、やけど等のおそれがあります。

• 運転前にはカップリングの締め付けボルトは確実に締め付けてください。
破片飛散によるけが、装置破損のおそれがあります。

• 空気抜き及び呼び水作業を十分に行なってから、回転方向を確認してください。
ポンプ破損のおそれがあります。

• 電動機単体での回転方向の確認は行わないでください。カップリング取付時にシャフト位置調整が必要な為、
シャフト位置不具合によりポンプを破損する原因となります。

（配管・配線）

• 配線は、電気設備技術基準や内線規程にしたがって施工してください。焼損や火災のおそれがあります。
• 電動機保護装置が電動機に内蔵されていません。
過負荷保護装置は電気設備技術基準により取付が義務づけられています。
過負荷保護装置以外の保護装置（漏電遮断器等）も設置することを推奨します。
焼損や火災のおそれがあります。
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注
（運

意

転）

• 運転中、電動機はかなり高温になります。手や体を触れないようにご注意ください。
やけどのおそれがあります。

• 異常が発生した場合は直ちに運転を停止してください。感電、けが、火災等のおそれがあります。
• 一般仕様のポンプを許容以上の高温液（カタログの許容液温を御参照下さい）には使用しないで下さい。
ポンプが故障し、漏電や感電などの原因となります。

• 過多な起動、停止はしないでください。ポンプを早く傷める場合があります。
• 急な温度・圧力・流量変動をなくして運転してください。ポンプの故障の原因となります。
• 使用可能流量域でご使用ください。それ以外での使用はポンプの故障の原因となります。
詳しくはカタログをご参照ください。

（保守・点検）

• 絶縁抵抗測定の際は、ポンプ本体に触れないでください。感電のおそれがあります。
• ポンプの本体は高温になるので、素手でさわらないでください。
やけどのおそれがあります。

• グリースニップル付の電動機は電動機に取り付けられている潤滑容量に従って、定期的にグリース補給を
してください。

（修理・分解・改造）

• 修理、分解は、必ず専門の人間が行ってください。改造は行わないでください。
感電、けが、火災等のおそれがあります。

（廃

棄）

• このポンプやその部品を廃棄処分する場合は、公的廃棄物収集サービス又は、廃棄物回収業者にご依頼く
ださい。

安全のために次のことは必ず守ってください
安全上の注意事項
正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
また安全上、下記事項は特に注意してください。
（1）この機器の回転部に接触すると重傷を負う可能性がありますので、関係者以外は操作出来ない配慮を
してください。
（2）周囲に爆発性、引火性、腐食性ガスのない場所に設置してください。
（3）ご使用前に必ず接地（アース）を取り付けてください。
（4）部品を取り外して他の機器に使用したり、指定以外の商品を使用しないでください。
（5）仕様書、契約書、取扱説明書に記載された運転条件以外では、絶対に運転しないでください。
「安全上のご注意」を逸脱した取扱いによって発生した事故の責任はいっさい負いません。
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保

証

納入品の保証期間は、納入日より 1 ヶ年といたします。ただし、保証は日本国内で使用される場合に限ります。
保証期間中に本取扱説明書に従った製品仕様範囲内の正常な使用状態で故障を生じた場合は、故障部分の交換
又は修理を無償で行います。この場合、無償交換、修理は、納入品の故障、破損部分の交換又は修理に限られ、
その他の費用の負担、損害についての責任は免除させていただきます。
但し、次に該当する場合は、この保証の範囲から除外させていただきます。
（１） 不適当な取り扱い、使用、ならびに保存により生じた故障、破損
（２） 納入品以外の機器が原因による故障、破損
（３） 当社以外の修理、改造による故障、破損
（４） 当社指定品以外の部品を使用した場合の故障、破損
（５） 火災、地震、天災などの災害および不可抗力による故障、破損

修

理

・ ア

フ

タ

ー

サ

ー

ビ

ス

納入品に故障があることを発見したときは、直ちに購入先または弊社サービスまでご連絡下さい。
納入日より 1 ヶ年以内にご連絡がない場合は、故障、破損部分の交換又は修理は有償となります。
また、いかなる場合においても、その他の費用の負担、損害についての責任は免除させていただきます。
故障の連絡の際、銘板記載事項（型式、製造番号など）と故障状況をお知らせください。

消

耗

部

品

と

定

期

点

検

消耗部品交換の目安
ポンプ部 ……………………………………… ３〜４年に一度
電動機部 ……………………………………… １〜２年に一度
定期点検
長期に渡り安定した性能を得る為には、１年に一度点検を施し異常が無いか、変化が無いか以下の点を調査・測
定し記録し対策をしてください。
流量、圧力：異常がある場合はポンプ部の分解点検をします。
電流値、絶縁抵抗値：電動機交換等の処理をします。
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■ I. 据付−機械関係

C. 一時保管

据付は全て、ポンプ設備の設置、接続、アラインメン
トの経験を有する人員が行うものとします。以下の指
示事項は一般的な性質のもので、個々の据付に関する
詳細を提供するものではありません。グルンドフォス
PACO L 型渦巻きポンプの据付・運転前によくお読
みください。運転をスムーズに行うため、本取扱説明
書のセクションⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳに記載の手順を注意深
くお読みください。将来必要になった時にすぐ取り出
せるよう、この取扱説明書はお手元に保管してくださ
い。

A. ポンプの型式
全ての PACO ポンプは、ポンプの型およびシリアル
番号で識別されています。これらの番号が各ポンプの
渦巻室に取り付けられた銘板（図 1a）に刻印されて
おりますので、当社にご連絡いただく際には必ず参照
できるようご用意ください。

ポンプの到着後、直ちに据付け・運転を行わない場合
は、穏やかな環境温度を有する、清潔で乾燥した場所
に保管してください。
酸化および腐食を防止するため、少なくとも月に一度
はシャフトを手動または補助ツールで回転させ、ベア
リングに潤滑材を塗布してください。
ポンプの保管期間が 6 か月を超える場合、使用の前に

チェックを行うか、ポンプの分解、洗浄、再組み立て
を行ってください。
該当する場合は、モータメーカーの推奨保管手順に
従ってください。

D. 場所
ポンプは、給水口のなるべく近くに配置してください。
吸込配管は、実施可能な最短かつ最も直接的な配管と
してください。パラグラフ J の吸込（入口）配管を参
照してください。
ポンプは、可能な限りシステムレベル以下に配置して
ください。これにより、プライミングが容易になり、
液体の流れが一定になり、正吸込ヘッドが得られます。
システム全体に対するポンプの位置を考慮して、吸込
端における NPSH（正味吸込ヘッド）が十分であるこ

とを確認してください。有効吸込ヘッドは必ず、ポン
プ性能曲線に示された必要吸込ヘッドを満たすもので
なければいけません。

図 1a

危

B. 受け入れ
ポンプが到着いたしましたら直ちに、傷や欠品がない
かチェックしてください。ポンプの付属品は、必要な
場合は別梱包にてポンプユニットと共に出荷いたしま
す。
輸送中の設備の損傷につきましては、速やかに運送業
者の代理人にご報告ください。運送業者による十分な
料金の修正を迅速に行うため、運賃請求書に必要事項
を全てご記入ください。
ユニットの積み下ろしおよび取り扱いにはスリングを
ご使用ください。

危

険

ユニットを吊り上げる際は、モータのアイボルト
で使わないでください !

険

ポンプの位置が正しければ安全に運転を行うこと
ができます。有効吸込ヘッドは必ず、ポンプ性
能曲線に示された必要吸込ヘッドよりも 0.5 〜
1.0mm 高くなければいけません。
保守点検時のアクセスを可能にするために、常に十分
なスペースを確保してください。頑丈なホイストを使
用してユニットを持ち上げる場合は、頭上に十分なス
ペースを確保してください。
ポンプモータの適切な動力源を確保してください。電
気特性は、セクションⅡおよびⅢに記載の範囲内で、
モータデータプレートの記載に準拠してください。
ポンプ液の凍結防止のため、氷点下の気温にポンプを
さらさないでください。シャットダウン期間中に氷点
下になる状況が存在する場合は、セクションⅢ G お

よびⅢ H の推奨事項の詳細をご覧ください。
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E. LF ポンプの基礎
LF ポンプは、振動の減衰、たわみ・ずれ防止のため、
十分な大きさの堅固なコンクリート製取付パッド上に
設置してください。パッドは、ばね上に浮かせるように
設置することも、機械室の一段高い部分に設置するこ
とも可能です。ポンプの最終的な高度よりも 0.71 イン
チから 1.38 インチ低い位置まで基礎のコンクリートを
一気に流し込んでください。
コンクリートが固まる前に、
表面にしっかりと溝を形成して、グラウトが接着しや
すいようにします。アンカーボルトは 8 ページ（図 2a）
に示すように、位置決めに許容差を設けるため、パイ
プスリーブに入れてください。ボルトは、
グラウト、
ベー
スプレートの下側フランジ、ナット、ワッシャの厚みを
考慮した、十分な長さとしてください。基礎を数日間
かけて硬化させてから、ポンプを据付けてください。
ベースプレート

0.40

仕上げのグラウト

グラウト

グラウト代
0.71 〜 1.38
ダム
パイプスリーブ

留置されたウェッジ
またはシム

G. LF ポンプの防振据付方法および接続
ポンプの防振据付方法は 2 つあります。ダンパと伸縮
継手を使用する方法と、防振パッドと伸縮継手を使用
する方法です。
ダンパとソフトコネクタを使用する場合。振動が近隣
の構造物に伝わるのを防止するため、ダンパを使用し
てポンプのベースを近隣の構造物から分離することを
提案します。ダンパベースにポンプを設置する場合（ポ
ンプのベースプレートを直接ダンパに設置してはいけ
ません！）ソフトコネクタは、吸込配管および吐出配
管に取り付けてください（図 3a 参照）。このようにす
るとポンプの運転に好都合です。
ソフトコネクタ
ソフトコネクタ

出口

入口

土台の表面は粗いまま、
洗浄して濡らす
ラグ

図 2a：アンカーボルトの設置

F. ベースプレートの固定
コンクリートパッドを流し込んで硬化させた後、ポン
プのベースプレートをアンカーボルト上に降ろして、
各アンカーボルト付近の固定されていない調整ウェッ
ジまたはシム上に設置してください。
シムまたはウェッジは、ベースの底をパッドから 3/4
インチ〜 1 1/4 インチ上げて、グラウト用の隙間を確
保してください。ポンプのシャフト、フランジ、ベー
スプレートは、アルコール水準器を使って水平にして
ください。必要に応じて、ウェッジやシムを調整して
ください。
ポンプのフランジ部分に負荷をかけないように、配管
がポンプのフランジと位置合わせされているか確認し
てください。
ポンプのアラインメントを確立したら、ナットを基礎
のボルトに取り付け、ユニットベースが動かない程度
に締め付けてください。（図 2a）のような枠またはダ
ムをコンクリートパッドの周りに形成して、ポンプの
基礎周りにグラウトを流し込んでください。グラウト
がでこぼこした土台を補って、ユニットの重量を分配
し、ずれを防止します。認証済み無収縮グラウトを使
用してください。最低でも 24 時間、このグラウトを
乾燥させてから配管作業に入ってください。
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グ ラ ウ ト が 完 全 に 固 ま っ て か ら、 基 礎 の ボ ル ト を
チェックして、必要に応じて締め付けてください。基
礎のボルトを固定した後、ポンプのアラインメントを
再度チェックしてください。

ダンパベース
ダンパ

図 3a：ダンパとソフトコネクタ

危

険

ダンパとダンパベースの選択・設置については、
サプライヤの仕様に従ってください。
防振パッドとソフトコネクタを使用する場合。もう 1

つの方法は、防振パッドを使用してポンプのベースを
近隣の構造物から分離して（図 3b 参照）、ソフトコ
ネクタを吸込配管および吐出配管に取り付ける方法で
す。接続するのは簡単ですが、ダンパを使用した場合
のような効果は得られません。
ソフトコネクタ

ソフトコネクタ

入口

出口

防振ベース

図 3b：防振パッドを使用したポンプ

L 型 片吸込単段渦巻ポンプ

据付−機械関係

H. LC LCD および LCV ポンプの基礎

I. 配管−全般

PACO LC LCD および LCV 直結ポンプは、土台にグ

ポンプを配管のサポートとして使用しないでください！
パイプハンガーや他の支持部材を適切な間隔で使用し
て、ポンプの付近に配管支持部材を配置してください。

ラウトで固定する必要はありませんが、水平アンカの
場合と同様、コンクリートに固定された 4 本のアン
カーボルトに固定してください。

フランジボルトを締め付けた際にポンプに負荷がかか
らないように、吸込配管と吐出配管は独立して支持し、
適切に位置合わせしてください。吸込側支持部材は伸
縮継手の近くに設置してください。
ソフトコネクタ
ソフトコネクタ

入口

出口

吸込側支持部材

図 4a：LC/LCD 土台 1
配管は、不要なベンドやエルボを排除して、なるべく
真っ直ぐになるようにしてください。必要に応じて、
45°または 90°ロングスイープ配管継手を使用して摩
擦による損失を低減してください。
フランジ継手を使用する場合、継手の内径と取付孔の
径が一致し、位置合わせされるようにしてください。
配管の接続をする際は、ばね配管や圧送配管にしない
でください！
図 4b：LC/LCD 土台 2

図 4c：LCV 土台
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据付−機械関係

L 型 片吸込単段渦巻ポンプ

J. 吸込（入口）配管
吸込配管のサイズの選択と取付けは特に重要です。圧
力損失を最小限に抑えつつ、始動時および運転時には
ポンプ内へ十分な液体の流れを確保できるように、サ
イズを選択・取付けしてください。NPSH の問題の多
くは、吸込配管システムの設計が不適切であることに
起因しています。吸込配管の取付けにあたっては、以
下の注意事項を遵守してください。
吸込配管は、なるべく真っ直ぐに配管してください。
理想的な配管の長さは、パイプ径の 7 倍以上です。短

い配管の場合は、吸込口の径と同じ大きさの径にでき、
長い配管の場合は、1 サイズまたは 2 サイズ（配管の
長さによります）大きなものを使用して、ポンプの吸
込口の径まで縮径することができます。

仕切弁は必ず、エアポケットのできない箇所に取り付
けてください。グローブ弁は、特に NPSH が臨界に

近い場合に使用してはいけません。

ポンプの運転中は、
吸込ラインの弁は必ず全開とします。
ポンプの吸込口および吐出ノズルのゲージタップ内に
適切な大きさの圧力ゲージを取り付けてださい。ゲー
ジを見ればオペレータはポンプ性能を確認でき、性
能曲線のパラメータに適合しているか判断できます。
キャビテーション、蒸気結合、他の不安定な動作が生
じた場合は、吸込圧と吐出圧を示す圧力ゲージの数値
が大きく変動します。
正

偏心した側を下にした（図 5a）偏心レジューサを使

用して、配管の径を吸込口の径まで縮径します。

吸込配管の径がポンプの吸込口の径よりも小さくなる
箇所があってはいけません。

エアポケット

誤

水平な吸込ラインは、可能ならば一定の勾配を保つよ
うにしてください。吸込揚程の条件を得るためには、
ポンプまでなだらかな上向き傾斜にすることが推奨さ
れますが、正吸込ヘッド条件を得るためには、なだら
かな下向き傾斜にすることが推奨されます。
偏心

正

図 6a：入口（高い部分を作らない）

K. 吐出（出口）配管
こちら側が下
エアポケット

誤

同心

図 5a：入口の偏心コネクタ
エアポケットを発生させ、システムを絞ってしまう、
あるいはポンプの運転を不安定にしてしまうような、
配管がループ状になった箇所（図 6a）などの、他よ
りも高い部分がないようにしてください。
吸込ラインには弁を取り付け、シャットダウンや保守
時にポンプを分離して容易にポンプの取外しが行える
ようにしてください。1 つの吸込ラインに 2 つ以上の

ポンプが接続させている場合、各ポンプをラインから
分離するために、ポンプの数だけ仕切弁を取り付けて
ください。
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短い吐出配管の場合は、吐出口の径と同じ大きさの径
にでき、長い配管の場合は、配管の長さによりもう 1
サイズまたは 2 サイズ大きくしてください。
吐出配管に高い部分があると、空気やガスを取り込ん
でしまいポンプの運転の妨げになってしまいます。ポ
ンプ内の空気を排出するために、エアーベントを設け
てください。
長い水平な吐出配管の場合は、一定の勾配を保つこと
がベストです。
プライミングとポンプ始動のために吐出口の付近に弁
を取り付けてください。吐出仕切弁は、シャットダウ
ンや保守時にポンプを分離して容易にポンプの取外し
が行えるようにするためにも使用します。
ウォーターハンマーの恐れがある場合（逆止弁を使用
する場合）は、ポンプがシャットダウンする前に吐出
仕切弁を閉じてください。

危

険

レジューサの選択・設置については、国の基準に
従ってください。

L 型 片吸込単段渦巻ポンプ

据付−機械関係

L. 圧力ゲージの取付け

O. メカニカルシール

圧力ゲージは、動作範囲に適合したサイズのものを使
用してください。圧力ゲージはポンプ吸込口および吐
出ノズルのゲージタップ内に取り付けてください。

メカニカルシールを備える PACO の L 型ポンプは全
て、販売されたポンプの使用条件に合わせてあります。
シールの損傷を防ぎシール寿命を最大化するために、
以下の注意事項を順守してください。

M. 軸封−一般事項
LF ポンプのシャフトをシールする手段として、PACO

はメカニカルシールとスタフィングボックスを提供し
ています。

スタフィングボックスを備えるポンプは、通常、出荷
前にパッキンを詰めます。出荷後 60 日以内でポンプ

が据付けられれば、パッキン材は運転に適した良いコ
ンディションにあり、十分な潤滑材の供給が得られま
す。しかし、それ以上に長い期間保管されると、スタ
フィングボックスを再度詰め直さなければいけない可
能性があります。パラグラフⅣの E「パッキンの交換」
を参照してください。スタフィングボックスには常に
清浄かつ透明な潤滑液を供給して、パッキンをフラッ
シング・潤滑してください。
メカニカルシールを備えるポンプの場合、保守や調整
の必要はありません。メカニカルシールの方がパッキ
ンよりも保守の必要が少ないため、多くの場合メカニ
カルシールの方が好ましいと言えます。

使用するメカニカルシールの限界温度または限界圧力
を超えないようにしてください。
ポンプのドライ運転や弁を閉じたままの運転はお止め
ください！ドライ運転を行うと、数秒でシールに不具
合が生じます。
ポンプを始動する前にシールキャビティや配管内の空
気を排出してください。
新規のポンプ設備の吸込配管は、ポンプを据付け、運
転する前に洗浄・パージを行ってください。パイプの
スケール、溶接スラグ、その他の研磨材が、シールの
不具合を早める可能性があります。
メカニカルシールは、通常の運転時には全く漏れを生
じません。目に見えるほどの漏れがある場合は、シー
ルを取外して点検を行い、必要であればシールを交換
してください。
機械のダウンタイムを低減するため、予備のメカニカ
ルシールをストックしておいてください。

N. パッキングランドの調整
フラッシング液のラインが接続されており、バルブが
開いていることを確認してください。ポンプの始動後、
ポンプを運転した状態で、毎分 40 滴から 60 滴を滴
下させるようにパッキングランドを調整してくださ
い。シャフトスリーブの潤滑に必要です。
パッキン材にかかる圧力を均一にするため、パッキン
グランドは均整に締め付けてください。パッキンが乾
燥したまま運転しないでください。また、シャフトス
リーブの損傷により誘発される液漏れを防止するため
にパッキングランドを締め過ぎないようにしてくださ
い。初回の始動後、パッキンが正しい位置に落ち着く
まで更に調整が必要な場合があります。
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L 型 片吸込単段渦巻ポンプ

P. LF ポンプカップリングのアラインメント
（芯出し調整）

ポンプの据付が完了したらシャフトのアラインメント
を再度確認してください。
以下の固定とアラインメントの手順は典型的なもので
あり、注意を払って行えば、円滑な運転と故障のない
据付が可能となります。
ポンプとモータがポンプベースに載せられた状態で出
荷された場合、カップリングガードを取り外してくだ
さい。
実際には、ポンプとモータは工場にて正確にアライン
メント調整されていますが、輸送中の取り扱いにより、
多くの場合、この初期アラインメントが変わってしま
います。小さな直定規や、すきまゲージ、ダイヤル
インジケータを使用して、カップリング継手の両縁の
水平、垂直、および角のミスアラインメント（図 7a）

角度アラインメントのチェック

を確認してください。

カップリングのアラインメントは、ダイヤルインジ
ケータによる振れの計測値がいずれの方向においても

0.005 以下である場合（またはカップリング継手に

直定規を当てた際の水平・垂直位置が均等である場合）
に適正です。ミスアラインメントを発見したら、モー
タを緩めて位置を変えるか、必要に応じてシムを入れ
てアラインメントし直してください。その後、ボルト
を締め直してください。ポンプの位置が変わると配管
にひずみが発生するので、必ずモータをポンプに対し
てアラインメント調整してください。ベース上のポン
プの配置は絶対に変えないでください！

平行アラインメントのチェック
図 7a：アラインメントチェック
ポンプへの最終的な配管が完了し、モータの配線が完
了し、正しい回転が確立され、配管に液体を注入した後、
再度シャフトのアラインメントを確認してください。
回転する機械から人員を守るため、必ず据付が完了し
てからカップリングガードを取り付け、その後ポンプ
を始動させてください！
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L 型 片吸込単段渦巻ポンプ

据付̶電気関係

■ II. 据付̶電気関係

A. モータ、全般
モータの制御回路は、米国電気工事規定（National
Electrical Code）に準拠するため、以下の構成要素
を備える必要があります。

モータ遮断装置：制御装置（モータスタータ）とモー
タの両方を電源から切断することのできるモータ遮断
装置を備える必要があります。
遮断装置は、切断手段から制御装置（モータスタータ）
が見えるように設置してください。全ての場合におい
て、遮断装置から制御装置までの距離は 50 未満とし
ます。

ほとんどのポンプ設備において、遮断装置はブレー
カーかヒューズ付き遮断スイッチです。
モータの短絡防止と地絡防止：
短絡防止と地絡防止は通常ブレーカーかヒューズ付き
遮断スイッチで行われます。
ブレーカーまたはヒューズのサイズの選択は、米国電
気工事規定の規定に準拠するものとします。
過電流保護付きモータ制御装置（磁気スタータ）：
これらの構成要素は、米国電気工事規定に加えて、適
用される地域・州の電気規則に準拠して取付けを行っ
てください。

B. 設備の配線
コントロールパネルやモータスタータをポンプの近く
に取り付けてください。制御に便利で、取付けが容易
です。
パネルやスタータからモータおよびパイロット装置へ
の配線：各モータへの配線には、銘板に記載された全
負荷時の電流値の少なくとも 125% に耐えうる導線を
使用してください。パイロット装置（フロートスイッ
チ）の配線には、AWG #16 タイプの THW より導線
が推奨されています。

動力源の電圧・位相がモータの仕様にあっているか確
認してください。
スタータが、お使いの電圧と位相でポンプモータを運
転可能であることを確認してください。
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運転

L 型 片吸込単段渦巻ポンプ

■ III. 運転

• ゲージ内の栓や水抜き栓をしっかりと締めてくださ

A. プライミング
PACO L 型ポンプは自己プライミング型ではありませ

ん。したがって、始動前に完全にプライミング（呼び水）
を行う必要があります。

正吸込ヘッドでポンプの運転が可能な場合、吸込弁を
開弁して液体をポンプケーシングの中に導入すること
により、プライミングを行います。ここで、エアーベ
ントを設けて、閉弁前にポンプから空気を液体によっ
て追い出します。
シャフトを手動または補助ツールを使用して回転さ
せ、インペラ通路中の空気を追い出してください。
ポンプが吸込揚程を有する場合、プライミングは他の
方法で行う必要があります。フート弁やイジェクタを
使用するか、ポンプケーシングや吸込ラインに液を手
動で注入する方法がお薦めです。
圧力テストが必要な場合：水で満たした状態で 30 分

間放置し、その後圧力を加えてください。

注

意

呼び水を見越してポンプを空運転するのは止めま
しょう！メカニカルシールに重大な損傷がおきま
す。

B. 始動前チェックリスト
危

険

オペレータの安全のため、銘板に記載された条件
を超えてユニットを運転しないでください。もし
そのような運転を行った場合は、ユニットが故障
するだけでなく、運転作業員が負傷することがあ
ります。ポンプおよびその支持部材の正しい運転
と保守については取扱説明書をご覧ください。

PACO L 型ポンプを始動させる前に以下の点検を行っ
てください：

• モータの後ろ側から見て時計回りに、全てのモータ
（および始動装置）への配線が配線図と同じになっ
ているか確認してください。

• 据付前または据付後にモータが長期間保管されてい

た場合は、始動前にモータの取扱説明書をご覧くだ
さい。

• モータのデータプレートに照らして、電圧、位相、
ライン回路周波数を確認してください。

• 回転要素を手動または補助ツールを使用して回転さ
せ、自由に動くか確認してください。
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い。ポンプに圧力ゲージが付いている場合、使用し
ない時はゲージのコックを閉じたままにしておいて
ください。

• 漏れがないか吸込配管および吐出配管をチェック

し、フランジボルトがしっかり締め付けられている
ことを確認してください。

• 吸込配管と吐出配管の全ての圧力ゲージと弁を確認
してください。

C. モータの回転
注

意

ポンプと駆動カップリングが切り離されて物理的
に分離されていない限り、駆動回転の確認は行わ
ないでください。この指示に従わない場合、回転
が間違っている場合、ポンプとドライバの重大な
損傷につながります。
ユニットの配線が完了し、システム（遮断装置、磁気
スタータ、パイロット装置、モータ）全ての構成要素
が適切に接続されていることを確認した後、以下の通
りモータの回転を確認してください：

• カップリングが切り離されていることを確認した

後、瞬間的にモータに電流を流し、回転方向がポン
プケーシングに刻印された矢印の方向であることを
確認してください。回転方向が間違っている場合は、
モータスタータターミナル T1 と T2 の 2 本の導線
を入れ替えてください。

• Y- デルタ結線のモータの回転は、Y 結線・デルタ結
線の両方について検証してください。

注

意

ポンプは空運転を行ってはいけません。モータの
通電は、適切に回転しているかを検証するための
瞬間的なものにとどめてください。
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D. ポンプの始動

F. 短期間のシャットダウン
危

険

承認されているカップリングガードが正しい位置
に取り付けられていない状態でポンプを運転しな
いでください。この警告に従わない場合は、運転
作業員がけがをする恐れがあります。
カップリングガードをフレキシブルカップリングユ
ニットに取り付けてください。
吸込ラインに弁がある場合、吸込ラインの弁は全開に
し、吐出ラインの弁は閉じてください。
該当する場合、シャフトシールへの液体を冷却または
潤滑する外部ソースを ON してください。
ポンプが液体で満たされていることを確認してくださ
い。
モータ（ポンプ）を始動してください。
圧力漏れがないか、直ちにポンプと吸込配管を目視で
確認してください。
ポンプがフル運転速度に到達した直後に吐出弁をゆっ
くりと開弁し、ブリード弁をシステムの高い位置で開
弁してください。システムは液体で満たされており、
空気が排出され、漏れがないことも確認してください。

凍結しない条件下で一晩、または一時的にシャットダ
ウンさせる場合は、ポンプに液体を満たしたままにし
ておくことができます。再始動させる前には必ずしっ
かりとプライミングを行ってください。
凍結する条件下における短期または頻繁なシャットダ
ウンの場合は、ポンプケース内の液体を動かし続けて
ください。ヒートポンプの外側を凍結防止のために断
熱または加温してください。

3 日以上ポンプを停止させる場合は、再始動前に手動

で回してメカニカルシールが固着していないことを確
認してください。

G. 長期間のシャットダウン
長期間に渡るシャットダウンの場合、または保守のた
めにポンプを分離する際は、吸込仕切弁を閉じてくだ
さい。吸込弁を使用しておらず、ポンプが正吸込ヘッ
ドを有する場合、吸込ラインから全ての液体を排出し
て、液体がポンプ吸込ノズルに流れないようにしてく
ださい。必要に応じてポンプのドレインのプラグやエ
アーベントのプラグを取り除き、ポンプの螺旋ケーシ
ングから液体を全て排出してください。

システムが完全に液体で満たされたら、システムのブ

長期間のシャットダウン中に凍結する条件が存在する
場合は、ポンプの液体を完全に抜いて、液体の流路や

リード弁を閉じ、吐出弁を開弁・調整し、ポンプのネー
ムフレームに記載の圧力が得られるようにしてくださ
い。

ポケットに圧縮空気を吹き付けてください。ポンプを
不凍液で満たせば、ポンプの液体が凍ってしまうのを
防止することができます。

将来の参照用に圧力値を記録しておいてください。ポ
ンプが性能曲線に示されたパラメータ通りに機能して
いることを検証してください。

酸化および腐食の防止のため、毎月シャフトを手動ま
たは補助ツールを使用して回転させ、ベアリングに潤
滑剤を塗布してください。

各相の電圧及び電流、また、電力計があればキロワッ
ト数を確認・記録してください。

E. ポンプのシャットダウン
通常の PACO L 型ポンプのほとんどには以下のシャッ
トダウン手順が適用されます。ポンプを長期間使用し
ない場合は、セクションⅠ C の保管手順に従ってくだ
さい。
ポンプを止める前には必ず吐出仕切弁を閉じてくださ
い。油圧衝撃を防ぐため、弁はゆっくりと閉じてくだ
さい。
モータへの電力を切断してください。
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■ IV. 保守
危

険

• 回転している設備の付近で保守や、点検、修理、

モータ

モータ

RPM

HP

標準

厳しい

極端

1750 以下

1/3-7-1/2

3年

1年

6 ヶ月

10-40

洗浄などを行わないでください。運転作業員が
けがをする可能性があります。

• ポンプの点検や修理を行う前に、駆動制御を
OFF 位置にして、ロックして表示を行い、
ポンプの修理を行う人員がけがをしないように
してください。

A. モータの潤滑
稼働中または停止中にモータを潤滑するには、グリー
ス抜き栓（あれば）とグリース継手の給油プラグを取
り外してください。排水孔から、またはモータシャフ
トに沿ってグリースが現れるまで、きれいな潤滑油で
潤滑してください。

5HP 以下のモータであれば、2 分の 1 立方インチのグ
リースで十分です。大きな HP モータの場合は大きさ

に応じてグリースの量を増やしてください。

結合型フレームを有するモータの多くと、一体型フ
レームを有するモータの一部には、「永久シール」ベ
アリングが使われいるため、潤滑は必要ありません。
必ずモータメーカーの示す潤滑手順に従ってくださ
い。そして定期的にグリース継手や排水プラグからの
漏れがないかチェックしてください。
モータに付属の潤滑手順書がない場合は、表 8a の推

奨潤滑期間を参照してください。

モータの銘板に記載の推奨ブランドの潤滑油を使用し
てください。
グリース潤滑されるベアリングは、出荷に先立ち工場
でグリース充填されています。この初回のグリース塗
布は、出荷後 1 年もしくは、通常運転 2000 時間のい
ずれかが経過するまで有効です。これ以降は、定期的
にグリースの保守を行う必要があります。

ボールベアリングの潤滑には、必ずモータ指示書に記
載のグリースを使用してください。
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1750 超

運転条件

1-3 年 6 ヶ月 – 1 年

3 ヶ月

50-150

1年

6 ヶ月

3 ヶ月

200 以上

1年

6 ヶ月

3 ヶ月

（全 HP）

6 ヶ月

3 ヶ月

3 ヶ月

標準条件：

1 日 8 時間、通常または軽負荷、清浄な空気、100 ℉以下

の雰囲気温度

厳しい条件：
連続 24 時間運転、ショック負荷又は振動、不十分な換気、
100 ℉ - 150 ℉の雰囲気温度
極端な条件：
連続運転、重いショック又は振動、空気中にちりやほこりが
多い、極端な雰囲気温度

表 8a：推奨潤滑期間

B. ポンプの潤滑
LF ポンプは全て「永久シール」ベアリングを使用し
ているため、モータの潤滑は不要です。

C. スタフィングボックスの

パッキンシャフト封水潤滑

スタフィングボックスには常に清浄かつ透明な潤滑液
を供給して、パッキンを流し潤滑してください。スタ
フィングボックスから内側のポンプケーシングへと向
かう流れの方向を確実にするため、十分な量をお使い
ください。

D. パッキンの保守
スタフィングボックスは、最初の始動前、ポンプの修
理後、漏れが多い場合に新しいパッキンを詰めてくだ
さい。パッキンを交換する度にシャフトスリーブの摩
耗、荒れ、汚れを確認して、必要ならば新しいものに
交換してください。

L 型 片吸込単段渦巻ポンプ
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E. パッキンの交換

• インペラ羽根の後ろでアラインメント調整された適
切なサイズのギアプーラでシャフト（6A）からイ
パッキングランド（7A）を緩めてスリンガ（13G）の
ンペラ（3A）を取り外します。
近くに置いてください。
インペラキー（12A）を取り外します。
古いパッキン（13A）、ある場合はランタンリング（5L）、 •
（21 ページを参照
• メカニカルシールの構造について：
ランタンリングの後ろのパッキンをパッキンフックで
してください）

取り除いてください。

• バックプレートのボルト（8D）を取り外します。バッ
クプレート（2K）のシールヘッド（14B）とシール
ハウジング（26P）を取り外します。
ンを保持するワッシャに対して押し付けてください。
ある場合は、
ランタンリング（5L）を挿入してください。 • シールハウジングを平らな場所に置いて、シール
シート（14A）を押し出します。
ジョイントを 120°ずらしてパッキンのリングを更に
（22 ページを参照し
3 個（大体のサイズに対応）挿入してください。ラン • パッキンシールの構造について：
てください）
タンリング不使用の場合、更にパッキンを 1 個追加し
てください。
• Ⅳの E「パッキンの交換」の手順に従ってパッキン
パッキングランド（7A）を取り付け直してください。
グランド（7A）、パッキン（13A）、ランタンリング
（5L）を取り外します。
パッキンは潤滑が必要です。したがって、常に毎分
40 から 60 滴を滴下するようにしてください。パッ • バックプレートのボルト（8D）を抜きます。バッ
キングランドを強く締め付けすぎないでください。
クプレート（2K）を取り外します。
2 つか 3 つのパッキンリング（13A）を一つずつ挿入
してください。ジョイントを 120°ずらして、パッキ

ポンプの始動時にパッキンを強く締め付ける必要が生
じる場合（吸込揚程の用途）があります。その場合、
ポンプを始動させたら直ちにパッキンを緩めてくださ
い。この場合も毎分 40 から 60 滴を滴下してくださ
い。数時間の運転後に漏れが増加するようでしたら、
再調整してください。

F. LF ポンプの分解および再組み付け
（LF の構造図を参照してください）
分解の全手順は以下の通りです。必要な保守を行うた
めに必要なステップまで進んでください。

• 電源を切ります。
• システムから排水します。必要に応じてフラッシン
グしてください。

ベアリングフレームの分解

• スリンガ（13G）を取り外します。
• グリースシール（14S）がある場合は取り外します。
• ベアリングハウスリテーニングリング（61K）を取
り外します。

• ベアリングシャフトアセンブリのポンプ側端を、一
方のベアリング（18B）が出るまで押す、または軽
く叩きます。

• 一方のベアリングが出たら、2 つ目のリテーニング
リング（61F）を外してアセンブリ全体をベアリン
グハウジングから取り外します。

• シャフトリテーニングリング（61C）を外してベア
リング（18A）を押し出します。

液面側の分解

ポンプの再組み付け

• 連結されたユニットを閉鎖して下さい。モータとポ

• ポンプを分解したら、摩耗、損傷、劣化、浸食が無

ンプを押させているボルトを抜いて、モータを移動
させます。

• ケーシングのボルト（8B）を抜きます。
• 後ろの引き抜き式ベアリングフレームアセンブリ
（20Y）をケーシング（1A）から取り外します。
• インペラナット（8A）を抜きます。
注

意

インペラの回転防止のためにインペラ羽根の間に
スクリュードライバを挿入しないでください。必
要に応じてストラップレンチをインペラやシャフ
トに巻いて回転を防止してください。

いか全ての構成部品について検査します。

• 再組み付けの前に全ての部品を洗浄します。
• 部品リストを参照して、交換が必要な部品を特定し

ます。部品の注文の際はポンプのシリアルナンバー
またはカタログナンバーを明確にしてください。

• 分解の逆の手順で組み付けます。
• ポンプを再組み付けする際は、下記を順守してくだ
さい：

• 全てのメカニカルシール部品が良好な状態でない

と漏れが発生します。シールアセンブリ全体の交
換を推奨します。
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• パッキンシールの構造については、シールアセン
ブリ全体の交換を推奨します。

• 冷却または潤滑液ラインの外部ソース、再循環ラ

• LCD については、インペラ羽根の後ろでアライン

メント調整された適切なサイズのギアプーラでシャ
フト（6A）からインペラ（3A）を取り外します。

イン、ポートに詰まり、ねじれ、その他の問題が
生じていないかチェックします。

• インペラキー（12A）を取り外します。
• バックプレートのボルト（8D）を取り外します。バッ
クプレート（2K）のシールヘッド（14B）とシール
• リップシール（14S）の擦り減りまたは損傷があ
れば交換します。
ハウジング（26P）を取り外します。
• ベアリング（18A）、（18B）が緩んでいて、回転 • シールハウジングを平らな場所に置いて、シール
する時に耳障りな音がしたら交換します。
シート（14A）を押し出します。
• 新しいベアリングを押し込みます。押し込む際に • ブラケット（21A）を取り外します。
はベアリングの内輪のみを押してください。
• LCD については、カップリングボルトを抜いて、
シャフト（6A）とカップリング（23D）を取り外
• シャフトスリーブの摩耗と深い傷を検査します。
スリーブ（5A）付近でシャフト（6A）に振れが
します。
生じていないか確認します。最大許容差は 0.002
ポンプの再組み付け
T.I.R. です。
• ポンプを分解したら、摩耗、損傷、劣化、浸食が無
• シャフトスリーブ（5A）の交換が必要な場合は、
いか全ての構成部品について検査します。
350 ℉程度まで均一に加熱して LOCKTITE® を緩
• 再組み付けの前に全ての部品を洗浄します。
めます。スリーブをねじってシャフト（6A）か
ら取り外します。あるいは、先の尖った道具（5A） • 部品リストを参照して、交換が必要な部品を特定し
でスリーブを直接切ります。

• 新しいシャフトスリーブは水硬性の LOCKTITE®
でシャフトに接着します。

G. LC/LCD ポンプの分解および再組み付け
（LC/LCD の構造図を参照してください）
分解の全手順は以下の通りです。必要な保守を行うた
めに必要なステップまで進んでください。

• 電源を切ります。
• システムから排水します。必要に応じてフラッシン
グしてください。

液面側の分解

• モータを抑えているボルトを抜きます。
• ケーシングのボルト（8B）を抜きます
• 後側引き抜き式回転部とモータ（65A）アセンブリ
をケーシング（1A）から取り外します。
• インペラナット（8A）を抜きます。
注

意

インペラの回転防止のためにインペラ羽根の間に
スクリュードライバを挿入しないでください。必
要に応じてストラップレンチをインペラやシャフ
トに巻いて羽根の回転を防止してください。

• LC については、インペラ羽根の後ろでアラインメ

ント調整された適切なサイズのギアプーラでモータ
シャフトからインペラ（3A）を取り外します。

18

ます。部品の注文の際はポンプのシリアルナンバー
またはカタログナンバーを明確にしてください。

• 分解の逆の手順で組み付けます。
• ポンプを再組み付けする際は、下記を順守してくだ
さい：

• 全てのメカニカルシール部品が良好な状態でない

と漏れが発生します。シールアセンブリ全体の交
換を推奨します。

• 冷却または潤滑液ラインの外部ソース、再循環ラ
イン、ポートに詰まり、ねじれ、その他の問題が
生じていないかチェックします。

• LC については、シャフトスリーブの摩耗と深い
傷を検査します。スリーブ（5A）付近でシャフト
（6A）に振れが生じていないか確認します。最大
許容差は 0.002 T.I.R. です。
• LC については、シャフトスリーブ（5A）の交換
が必要な場合は、先の尖った道具（5A）でスリー
ブを直接切ります。

• 新しいシャフトスリーブは水硬性の LOCKTITE®
でシャフトに接着します。

L 型 片吸込単段渦巻ポンプ
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H. LCV ポンプの分解および再組み付け
（LCV の構造図を参照してください。）
分解の全手順は以下の通りです。必要な保守を行うた
めに必要なステップまで進んでください。

• 電源を切ります。
• システムから排水します。必要に応じてフラッシン
グしてください。

液面側の分解

• ブラケットボルト（8D）を抜きます。
• 上側引き抜き式回転部とモータ（65A）アセンブリ
をケーシング（1A）から取り外します。
注

意

インペラの回転防止のためにインペラ羽根の間に
スクリュードライバを挿入しないでください。必
要に応じてストラップレンチをインペラやシャフ
トに巻いて羽根の回転を防止してください。

• インペラ羽根の後ろでアラインメント調整された適
切なサイズのギアプーラでシャフト（6A）からイ
ンペラ（3A）を取り外します。
• インペラキー（12A）を取り外します。
• シールヘッド（14B）とシールハウジング（26P）
を取り外します。

• シールハウジングを平らな場所に置いて、シール
シート（14A）を押し出します。
• ブラケット（21A）を取り外します。
• カップリングボルトを抜いて、シャフト（6A）とカッ
プリング（23D）を取り外します。
ポンプの再組み付け

• ポンプを分解したら、摩耗、損傷、劣化、浸食が無
いか全ての構成部品について検査します。

• 再組み付けの前に全ての部品を洗浄します。
• 部品リストを参照して、交換が必要な部品を特定し

ます。部品の注文の際はポンプのシリアルナンバー
またはカタログナンバーを明確にしてください。

• 分解の逆の手順で組み付けます。
• ポンプを再組み付けする際は、下記を順守してくだ
さい：

• 全てのメカニカルシール部品が良好な状態でない

と漏れが発生します。シールアセンブリ全体の交
換を推奨します。

• 冷却または潤滑液ラインの外部ソース、再循環ラ
イン、ポートに詰まり、ねじれ、その他の問題が
生じていないかチェックします。
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■ V. 部品の注文
• グルンドフォス PACO PUMP は、遠心ポンプおよ

びポンプシステムの設計、製造、応用の分野におい
て 100 年以上の実績を誇ります。グルンドフォス
PACO は最先端のポンプ設計と高品質な製造技術に
よって、最大の設備寿命を低コストでお客様にお届
けいたします。

• グルンドフォス PACO は充実したアフターサービ

スで、長期間に渡りお客様をサポートいたします。
高度なトレーニングを受けた技術者が、設備の始動
からトラブルシューティング、修理、システム解析
まで、お客様をサポートいたします。
グルンドフォス

PACO は豊富な交換部品および部

品キットの在庫を用意しておりますが、ポンプの修
理時間や使用中断期間を短縮するために、お客様の
方で予備部品をストックされることをお薦めしてお
ります。推奨予備部品については、添付の交換部品
ガイド B1b.2 を参照してください。裏表紙に記載の

最寄りのグルンドフォス PACO 販売店までご連絡
ください。必要な予備部品と数量はポンプの構造に
よって異なりますので、グルンドフォス PACO の
販売代理人が必要な予備部品をお調べいたします。
お客様のポンプ型式に合った交換部品を注文できる
よう、お電話いただく際には下記にご注意ください：

• ポンプの銘板に記載されている情報を全てお伝え

ください（ポンプの特定を参照してください）。
ポンプのカタログナンバーまたはモデルナン
バー、ポンプのシリアルナンバーは必ず必要です。

• インペラの交換については、銘板、運転条件（GPM
および TDH）、インペラ径が必要です。
• お客様のポンプ型式に合った適切な組立図を本マ

ニュアルから探していただき、全ての部品を部品
番号と備考で特定してください。
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L 型 片吸込単段渦巻ポンプ

部品の注文

LF 型、断面図および部品リスト（メカニカルシール）
11A

2K
8B
8D

4F

26P

14S

16J

20Y

61C

1A

5A

12A

14S

12B

8A
10A
3A

6A
4A

18B
61K
61F

16A
18A
61C
13G

符号

部品名

16A

14A

符号

14B

11F

部品名

符号

部品名

1A

ケーシング

10A インペラワッシャ

16J

シールチャンバプラグ

2K

バックプレート

11A ケーシングガスケット

18A インボードベアリング

3A

密封型インペラ

11F バックプレートガスケット

18B アウトボードベアリング

4A

ケースウェアリング

12A インペラキー

20Y ベアリングフレーム

*4F

バランスリング

12B カップリングキー

26P シールハウジング

5A

シャフトスリーブ

13G スリンガ

61C スナップリング

6A

シャフト

14A シールシート

61F スナップリング

8A

インペラキャップスクリュー

14B シールヘッド

61K スナップリング

8B

ケーシングキャップスクリュー

14S リップシール

8D

フレームキャップスクリュー

16A ドレインプラグ

* 該当する場合
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部品の注文
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LF 型、断面図および部品リスト（パッキンシール）
2K

11A

8B
8D

4F

20U

14S

16D

20Y

61C

5A

7A

1A

13A

12A

14S

12B

8A
10A
3A

6A
4A

18B
61K

16A

61F
18A
61C
13G

符号

22

部品名

22A 16A 35F

符号

5L 11F

部品名
フレームキャップスクリュー

符号

部品名

1A

ケーシング

8D

18A インボードベアリング

2K

バックプレート

10A インペラワッシャ

18B アウトボードベアリング

3A

密封型インペラ

11A ケーシングガスケット

20Y ベアリングフレーム

4A

ケースウェアリング

11F バックプレートガスケット

22A パッキングランドスタッド

*4F

バランスリング

12A インペラキー

26U パッキンボックス

5A

シャフトスリーブ

12B カップリングキー

35F パッキングランドナット

5L

ランタンリング

13A パッキン

61C スナップリング

6A

シャフト

13G スリンガ

61F スナップリング

7A

パッキングランド

14S リップシール

61K スナップリング

8A

インペラキャップスクリュー

16A ドレインプラグ

8B

ケーシングキャップスクリュー

16D グリースプラグ / オイルフィルター

* 該当する場合

L 型 片吸込単段渦巻ポンプ

部品の注文

LC 型、断面図および部品リスト

26P

8D 8B 2K

11A
4F

16J
5A

1A
12A
8A
10A
3A
4A
16A

65A

符号

部品名

13G 16A 14A 14B 21A

符号

部品名

11F

符号

部品名

1A

ケーシング

8B

ケーシングキャップスクリュー

14A シールシート

2K

バックプレート

8D

フレームキャップスクリュー

14B シールヘッド

3A

密封型インペラ

10A インペラワッシャ

16A ドレインプラグ

4A

ケースウェアリング

11A ケーシングガスケット

16J

*4F

バランスリング

11F バックプレートガスケット

21A ブラケット

5A

シャフトスリーブ

12A インペラキー

26P シールハウジング

8A

インペラキャップスクリュー

13G スリンガ

65A モータ

シールチャンバプラグ

* 該当する場合
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部品の注文
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LCD 型、断面図および部品リスト

8D

11A

26P

16J
1A
12A
8A
10A
3A
4A
16A

65A

符号

24

部品名

23D

21A

符号

14A

14B

部品名

6A

符号

部品名

1A

ケーシング

10A インペラワッシャ

16J

シールチャンバプラグ

3A

密封型インペラ

11A ケーシングガスケット

21A ブラケット

4A

ケースウェアリング

12A インペラキー

23D カップリング

6A

シャフト

14A シールシート

26P シールハウジング

8A

インペラキャップスクリュー

14B シールヘッド

65A モータ

8D

ブラケットキャップスクリュー

16A ドレインプラグ

L 型 片吸込単段渦巻ポンプ

部品の注文

LCV 型、断面図および部品リスト
符号

65A
21A

23D

6A
26P
2K
10A

8P
14A
14B
8D
11F
8B
11A
4B

部品名

1A

ケーシング

2K

バックプレート

3A

密封型インペラ

4A

ケースウェアリング

*4B

バランスリング

6A

シャフト

8A

インペラキャップスクリュー

8D

ブラケットキャップスクリュー

8P

カップリングキャップスクリュー

10A インペラワッシャ

8A

11A ケーシングガスケット

3A

11F バックプレートガスケット

4A

11S サクションガスケット

1A

12A インペラキー

12A

14A シールシート

16A

14B シールヘッド

11S

16A ドレインプラグ
16J

27A

シールチャンバプラグ

21A ブラケット
23D カップリング
26P シールハウジング
27A 吸込エルボ
65A モータ
* 該当する場合

ボルトのトルク基準

1. インチボルトのトルク基準
仕様
（グレード 8）

推奨トルク
（N.m）

2. メートルボルトのトルク基準
許容差

仕様
（グレード 8.8）

推奨トルク
（N.m）

許容差

5/16"

18

±10%

M8

20

±10%

3/8"

33

±10%

M10

38

±10%

1/2"

81

±10%

M12

85

±10%

5/8"

153

±10%

M16

170

±10%

3/4"

285

±10%

M20

330

±10%

7/8"

461

±10%

M24

548

±10%

1"

685

±10%

M27

810

±10%

1.25"

1300

±10%

M30

1215

±10%
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トラブルシューティング

L 型 片吸込単段渦巻ポンプ

■ VI. トラブルシューティング

A. 症状
症状

原因コード

始動時にポンプから液体が出ない。

1*2*3*4*5*6*7*8*9*10*11*14*16*17*22*23*24*34

始動後にポンプから液体が出なくなる。

2*3*4*5*6*7*8*9*10*11*12*13*22*23*24*34

ポンプがオーバーヒートおよび／または液体が出なくなる。 1*3*9*10*11*21*22*27*29*30*31*33*34*40*41
流量が少ない。

2*3*4*5*6*7*8*9*10*11*14*16*17*20*21*22*23*24*25*26*34

流量が多すぎる。

15*18*20*34

吐出圧が低すぎる。

4*14*16*18*20*22*23*24*25*26*34

シャフトシール、またはパッキンから大量に漏れる。

27*28*29*30*33*34*35*36*39*41

シャフトシールやパッキンがすぐに破損する。

12*13*27*28*29*30*33*34*35*36*37*38*39*41

ポンプの電力消費が多すぎる。

15*16*18*19*20*23*25*27*28*31*33*34*35*37*38*44

ポンプの運転が荒っぽくてうるさい。

2*3*4*5*6*7*8*9*10*11*15*17*18*21*23*24*27*28*29*30*
31*32*33*34*40*41*42*45*46*

ベアリングがオーバーヒートするか、すぐに破損する。

27*28*29*30*31*32*33*34*40*41*42*43*44*45*46

B. 原因

19. 吸込まれる流体の密度が、ポンプ購入時に指定さ

れたものと異なる。
1. ポンプの空気抜きが正しく行われていない。
20. 吸込まれる流体の粘度が、ポンプ購入時に指定さ
2. ポンプの吸込ラインのプライミングが不十分。
れたものと異なる。
3. ポンプの必要吸込ヘッド（NPSHR）が高すぎる、
21. 運転時のポンプの流量が低すぎる。（吐出弁を絞
または設備の有効吸込ヘッド（NPSHA）が低す
ぎる。

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

吸込まれた液体が空気・ガスを含みすぎている。
吸込ラインにエアポケットがある。
吸込ラインに突然空気が侵入した。
シャフトシールを超えてポンプに空気が侵入した。
吸込ラインの入口が十分に水面に浸かっていない。
吸込弁が閉じている、または全開ではない。
吸込ストレーナーに異物が詰まっている。
フート弁が詰まっている、または小さすぎる。
シャフトシールへの冷却液の供給が少ない、また
は全く無い。
ランタンリングがフラッシング入口の反対側に位
置しておらず、流体の流れを制限している。

14. ポンプの駆動回転速度が低すぎる。
15. ポンプの駆動回転速度が高すぎる。
16. ポンプの回転方向が違っている、またはインペラ
の取付けが逆向き。

17. 設備の全揚程（背圧）がポンプの定格全揚程より
も高い。

18. 設備の全揚程（背圧）がポンプの定格全揚程より
も低い。
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りすぎの可能性あり）

22. ポンプが並列して運転されている場合、ポンプの
特性が並列運転に不向きである可能性あり。

23. インペラに異物が詰まっている可能性あり。
24. インペラ損傷の可能性あり。
25. ケーシングとインペラウェアリングが過度に摩耗
している可能性あり。

26. 内部のガスケット不良により、吐出側から吸込コ
ンパートメントへの内部漏れの可能性あり。

27. ポンプシャフトのミスアラインメントの可能性あ
り。

28. シャフトが曲がっているため異音が発生している
可能性あり。

29. インペラのバランスが悪く、ポンプの運転がス
ムーズではない可能性あり。

30. ベアリング違いにより、シャフトが動作していな
い可能性あり。

31. インペラがケースの内側に接触している可能性あ
り。

32. コンクリートパッドが小さすぎてポンプが不安定。
33. 据付時にポンプにミスアラインメントが発生した
可能性あり。

L 型 片吸込単段渦巻ポンプ

トラブルシューティング

34. 設備の運転条件が、ポンプ購入時に指定されたも
のと異なる。

35. シャフトシールが正しく取り付けられていない、
またはスタフィングボックスが正しく詰められて
いない可能性あり。

36. シャフトスリーブのパッキン部が、フラッシング

液内の泥や研磨物質により削られた、または穴が
開いた可能性あり。

37. パッキングランドが締め付けられ過ぎていて、フ
ラッシングポートがブロックされてシーリングの
流量が減少した可能性あり。

38. パッキンバックアップワッシャ側の隙間が大きく、
シャフトとスタフィングハウジング底部との間に
パッキン材が挟まった、または押し出された可能
性あり。

39. メカニカルシールがドライ運転により破損した可
能性あり。

40. インペラの中心アラインメントが不適切で、軸ス

ラスト（側面からの負荷）が大きすぎる可能性あり。

41. ベアリング摩耗の可能性あり。
42. 据付時にベアリングが破損した、および／または

土や他の異物がグリーシング・給油時にベアリン
グに混入した可能性あり。

43. グリーシング過多によりベアリングがオーバー
ヒートした可能性あり。

44. 潤滑材不足によりベアリング不良が発生した可能
性あり。

45. オイルシールを超えて土がベアリングに侵入した
可能性あり。

46. 水分がベアリングハウジングに侵入し、ベアリン
グが酸化した可能性あり。
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※お問合せは下記弊社営業拠点、
もしくは取扱い販売店までお願いいたします。

● 販売店

浜松本社／中部コンピテンスセンター 〒 431-2103 静岡県浜松市北区新都田1-2-3

TEL (053) 428-4760 FAX (053) 428-5005

本社サービス部

TEL (053) 428-4769 FAX (053) 484-1013

東部支店／東部コンピテンスセンター 〒 141-0022 東京都品川区東五反田1-6-3 いちご東五反田ビル6F

TEL (03) 5448-1391 FAX (03) 5448-9619

西部支店／西部コンピテンスセンター 〒 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5-14-5 ニッセイ新大阪南口ビル10F

TEL (06) 6309-9930 FAX (06) 6309-9931

MIビジネスセンター

TEL (052) 939-1505 FAX (052) 939-1507

その他営業拠点

〒 461-0002 愛知県名古屋市東区代官町16-17 アーク代官町ビルディング3F
仙台、長岡、浜松、広島、福岡、熊本
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※カタログ内容は、改良のため予告なく変更することがあります。

