
第13章
一般的なトラブルシューティング
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缶がリリースされず、充填サイクルが繰り返される場合は、シーマー部が作動モードになって
いることを確認してください

缶グリッパーおよび缶スライドはシーマーの一部です。シーマー部が非作動モードになって
いる場合、単缶オートモードや複数缶オートモードではこれらのパーツは作動しません

缶スライドがホームポジションにあり、動作準備ができているか確認してください
不具合や警告が発生していなことを確認してください

警告の種類によっては、警告の原因となるものが排除されるまで充填機は一時停止する場合
があります

流量コントロール調整プレートが締まりすぎている
ハイフローハブつまみを示す義理ツオ、製品の流れが完全に遮断される場合があります

タンクのヘッドプレッシャーをチェックしてください
稀ではありますが、製品が入ったタンクが加圧されていなかったり、圧力が非常に低くなっ
ている場合は、製品が充填機まで到達しない場合があります

全てのバルブをチェックしてください
貯酒タンクのラッキングアームから充填機までを結ぶラインの全てのバルブが開放状態にな
っているか確認してください

CIP中は加圧が始まる前に必ず充填ヘッドがマニュアルモードにて開放されているかを確認して
ください
液温が70℃を超えることがないようにしてください
CIP作業中、液体にかかる圧力が7PSI/0.048MPaを超えないようにしてください
WG社は製品用チューブを月一回の頻度で交換することを推奨しています
交換用チューブはWG社ないしはFoxx Equipment社を通して購入できます

内径3/8インチ x 外径5/8インチ 高温チューブ(品番: 08F01-116)

以下はシステム動作中に起こりうる最も一般的な問題の一覧です。この一覧に載っていない問題が
発生した場合は下に掲載した問い合わせ情報を利用してWILD GOOSE社にご連絡ください。

充填ステーションにおけるトラブルシューティング

オートモード中、缶が充填機からリリースされない
1.

a.

2.
3.

a.

充填ヘッドは開いているが、液体が出てこない
充填ヘッドが開放されているにも関わらず製品が出てこない場合は、以下をチェックしてください

1.
a.

2.
a.

3.
a.

製品が流れるチューブの破裂・破損
1.

2.
3.
4.
5.

a.
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Manual Selection Switchを中央にセットし、システムをマニュアルモードにしてください
Runスクリーンにアクセスして全ての必要なステーションが”Enabled”の状態になっているか
を確認してください
Fillerスクリーンにアクセスし、充填ヘッド下の缶を正しく検知し、スクリーン上の充填ヘッド
下の缶アイコンが点灯しているかを確認してください

充填ヘッド下にある缶の側面に凹みがないかを確認してください
凹みにより充填ヘッド下における缶の有無を検知する”Can Present at Filler”が作動し
ない場合があります
凹みの有無を確認する際は充填ヘッドの動作に注意を払って行ってください。単缶オー
トモード・複数缶オートモードでは、缶を検知すると充填ヘッドが強制的に下り危険で
す

“Can Present at Filler”センサーの位置を確認してください
センサーが充填ヘッド下の缶に対し、検知可能な距離にあることを確認してください

EStopモードではないこと、圧搾空気が供給されていること、エラー・警告が解除されている
ことを確認してください
他に残ったエラー・警告が無いことを確認してください

缶蓋チューブに入っている缶蓋が逆さまになっていないかを確認してください
缶蓋のプルタブは常に上向きになっています

缶蓋ナイフが破損していないかを確認してください
缶蓋ナイフは経年劣化品とされており、交換が必要となる部品です
破損した缶蓋ナイフではそれぞれの缶蓋を正しく缶蓋のスタックから切り離せない場合があ
ります

缶蓋ドロッパーステーションが”Enabled”の状態になっているかを確認してください
Runスクリーンにアクセスし、enabled/disabledの状態を確認してください

缶蓋ドロッパーの高さが適切であることを確認してください
適切な高さでは缶胴のボディーフランジが缶蓋のエンドカールの中央部分に当たります

オートモード時、システムが作動しない
註:充填システム内にアクセスする際はシステムをマニュアルモードとした上で、E-Stopによって作
動が停止していることを確認してください

1.
2.

3.

a.
i.

ii.

4.
a.

5.

6.

缶蓋ドロッパーステーションにおけるトラブルシューティング

オートモード時、缶蓋ドロッパーが缶を落とさない
1.

a.
2.

a.
b.

3.
a.

缶蓋ピックアップに関する問題
1.

a.
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缶蓋シュートから全ての缶蓋を取り除き缶蓋を一枚、上からシュートに落とします
シュートの一番下の部分にぶつかった缶蓋は上方向に跳ね上がったり、下に落ちたりはしな
いはずです
缶蓋が跳ね上がるようであれば、希望する状態になるまで片方ないしは両方の調整ネジをゆ
っくりと(反時計回りに)緩めてください
もし缶蓋がシュートを超えてコンベアーまで落ちてしまう場合は希望する状態になるまで片
方ないしは両方の調整ネジをゆっくりと(時計回りに)締めてください
片方ないしは両方の調整ネジを緩めることは、より大きな圧力をもって缶蓋が下を通過する
缶胴に被さることになります

シリンダー速度を上げることにより缶蓋シュートに缶蓋が充填される速度を上げると同時
に、シュート内で問題となる缶蓋の跳ね上がりを抑えることになります
シリンダー速度上げすぎは、缶蓋ドロッパーの保持プレートの跳ね上がりを招くような望ま
しくない振動の原因となります。その結果、缶蓋がシュートの底部を超えて下に落ちてしま
います

”Station Start Delay”は缶蓋ドロッパーのメンテナンススクリーン(Lid Dropper
Maintenance Screen)にあります
設定値を下げると缶蓋ドロッパーのサイクルが早い段階で始まるようになり、缶蓋シュート
に缶蓋が充填される時間が短くなります
設定値は0.001秒以上にしてください

缶がシーマーに出入りする周辺に缶が「つまづく」要因が無いか確認してください
リフトテーブルが下がった状態で缶ラインのテーブルトップと「面一」になっていることを
確認してください

缶の排出シュート部分で過度の「詰まり」を起こしていないかを確認してください
排出シュートの後にテーブルなどを設置しいる場合は、缶が周辺に滞留していないかを確認
してください

出口側に過度の圧力がかかると、缶がシーマーへと入ることが妨げられ、巻締等に問題
が発生します

           B.高さが高すぎる場合、エンドカールとボディーフランジが接触する面が少なくなり、極端な 
               場合はお互いが接触しないケースもあります
           c.高さが低すぎる場合は、ボディーフランジエンドカールではない部分と接触してしまい、結
               果的に缶蓋が缶胴に落ちたり水平になるタイミングが早すぎるため缶胴を滑っていまいます
   2.アルミニウム製の缶蓋ローラー調整アームおよび缶蓋シュート保持プレートにある調整ネジの
       状態を確認してください

a.
b.

c.

d.

e.

   3.缶蓋ドロッパーシリンダーの速度を調整してください
a.

b.

   4.缶蓋ドロッパーのの”Station Start Delay”(ステーション始動遅延)の設定値を下げてください
a.

b.

c.

シーマーステーションにおけるトラブルシューティング

缶が上がらない・巻締められない
以下は缶が上に上がりそびれたり、巻締めが発生しなかったケースが複数の缶で見られた場合の対
処法です

1.
a.

2.
a.

i.
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リフトのバネ圧
もしリフトシリンダーが缶をチャックに対して強く押し当てると、過度な圧力によって缶胴
が座屈する原因となります
リフトのバネ圧はボディーフック長に影響します。リフトのバネ圧を変更する場合は変更前
と変更後でボディーフック帳を計測してください

巻締前の缶の破損
シーマーステーションに至る前の缶に破損や凹みがないかを確認してください
巻締め前の缶の凹みは、巻締時に缶胴にかかる圧力で座屈を引き起こす原因となります

“Lidless Can”(缶蓋の無い缶)センサーが解除されている
缶蓋の有無を確認する”Lidless Can”センサーが解除されていると、シーマーは缶蓋が無い
缶であってもそのまま巻締めを行います
このような状態では缶がチャックに押し当てられてしまい、取り外しが困難になることがあ
ります
缶をチャックから取り外す際は必ず事前にシステムをE-Stopさせてください

二重巻締がスペックから外れている
缶の巻締め部分を完全に分解し、スペックから外れている部分を探してください

計測を始める前にシームマイクロに汚れがなく、ゼロ出しがきちんと行われているかを
確認してください

第一巻締シームローラーの展張が速すぎる

シーマーによる缶の破損
巻締め中に缶が潰れたり、破損する場合は以下を確認してください

1.
a.

b.

2.
a.
b.

3.
a.

b.

c.

巻締からの液漏れ
巻締からの液漏れは以下の理由によって発生する場合があります

1.
a.

i.

2.
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システムをE-Stopしてください
手でチャックを回転させ、引っ掛かりを感じないか確認してください
チャックを上下左右に揺すってみてください。ブレはまったくないはずです
次にシーマーモーター直下にある円筒形のモーターシャフトハウジングの(Wild Gooseのロ
ゴがついた)プラスチックカバーを外してください
フラッシュライトを使って内部にサビや異物の混入が内科を確認してください
チャックに遊びがあるか、ベアリングにサビ／破損が見られる場合はスピンドルアセンブリ
を交換するか、改修が必要です

各ロータリーシリンダーの下部には(耳のような形状をした)カムが取り付けられています
システムがE-Stopした状態で各シリンダーの上についているストップレバーが2つのセンサ
ーの間に来るように、各カムを手で回してください
カムを指つまみ、上下に揺すってください。ブレはまったくないはずです
両シリンダーのベアリングに遊びがないかを確認してください
シリンダー底部とカム上部の間にサビがないかを確認してください
システムに圧搾空気が供給された、シリンダーから漏れがないかを確認してください
どちらかのシリンダーにブレや空気漏れ、サビが確認されるようであれば交換が必要です

スイングアームの小さい方の端を指で摘み上下方向に揺すってください
ブレはまったくないはずです
スイングアームが上下方向にブレる場合は、ベアリングないしはスイングアーム、もしくは
その両方の交換が必要です

引っ掻き音や引きずり音がないかを確認してください
シーマー動作音は比較的静かなはずです

シュリンクラベルが二重巻締に巻き込まれていないか確認してください
カバーフック及びプレッシャーリッジを目視し、ラベルの巻込みがないことを確認してくだ
さい

長時間の消毒液への暴露はシールコンパウンドを痛め、二重巻締の質を落とします

           A.もし第一巻締シームローラーの展張が強すぎる／速すぎると、ローラーが当接した缶蓋／エ
               ンド部のアルミニウムに「貯め」が形成され、ローラーの速度ムラが起きる原因となります
           b.第一巻締ロータリーシリンダーの前にある流量調整バルブを使用し、シームローラーの展張
               速度を調整してください
   3.スピンドルアセンブリのベアリングが摩耗している

a.
b.
c.
d.

e.
f.

   4.シームロータリーシリンダーのベアリングが摩耗している
a.
b.

c.
d.
e.
f.

g.
   5.スイングアームのベアリングが摩耗している

a.
b.
c.

   6.シーマーの巻締工程中の動作音を確認する
a.
b.

   7.シュリンクラベルを使用している場合は、ラベルの位置が高すぎないか確認してください
a.
b.

   8.長時間缶蓋を消毒液に浸さないでください
a.

   9.不適切なシーム遅延の設定
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スプリングリフト圧が高すぎる
メンテナンスマニュアルを参照し、スプリング圧の調整についての詳細な方法を確認してく
ださい
スプリング圧の調整を少しずつ低くしてください
低くするたびに巻締テストを行ってください

第二巻締が強すぎる
第一巻締が弱すぎる

スプリングリフト圧が低すぎる
メンテナンスマニュアルを参照し、スプリング圧の調整についての詳細な方法を確認してく
ださい
スプリング圧を少しずつ高くしてください
高くする毎に巻締テストを行ってください

第一巻締が強すぎる
第一巻締ないし第二巻締ローラー、もしくはその両方がチャックに対して高すぎる

スプリングリフト圧が低すぎる
メンテナンスマニュアルを参照し、スプリング圧の調整についての詳細な方法を確認してく
ださい
スプリング圧を少しずつ高くしてください
高くするたびに巻締テストを行ってください

第一巻締シームローラーがチャックに対して高すぎる

第一巻締シームローラーがチャックに対して低すぎる
缶蓋の不良

第一巻締シームローラーがチャックに対して高すぎる

           A.シーマーメンテナンススクリーンにアクセスし、”SEAMING DELAY SETTING”を確認してく
               ださい。これらの設定はローラーがどの程度の間巻締部に当接するかを調整します
           b.設定が不適切な場合、第一と第二ローラーが同時に缶に当接してしまい、巻締が適切に行わ
               れません
           c.メンテナンスマニュアルを参照し、”Seaming Delay Setting”の工場出荷時の設定を参照し
               てください

ボディーフックが長すぎる
1.

a.

b.
c.

2.
3.

ボディーフックが短すぎる／均一でない
1.

a.

b.
c.

2.
3.

第一巻締カウンターシンクが深すぎる
1.

a.

b.
c.

2.

第一巻締カウンターシンクが浅すぎる
1.
2.

第二巻締カウンターシンクが深すぎる
1.
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メンテナンスマニュアルを参照し、スプリング圧の調整についての詳細な方法を確認してく
ださい
スプリング圧を少しずつ高くしてください
高くするたびに巻締テストを行ってください

第一巻締シームローラーがチャックに対して低すぎる
第二巻締シームローラーがチャックに対して低すぎる

第二巻締がきつすぎる
第一巻締が緩すぎる

第一巻締がきつすぎる
第二巻締が緩すぎる

第一巻締ないしは第二巻締シームローラーもしくはその両方がチャックに向かって展張しすぎ
ている

スイングアームのカムフォロワーを調整してください
メンテナンスマニュアルを参照し、カムフォロワーの調整についての詳細な方法を確認して
ください

缶蓋／エンドのシーリングコンパウンドが盛りすぎている

第一ないしは第二巻締シームローラーもしくはその両方のチャックに向かっての展張が充分で
ない

スイングアームのカムフォロワーを調整してください
メンテナンスマニュアルを参照し、カムフォロワーの調整についての詳細な方法を確認して
ください

以下のシーマーベアリングが摩耗している
シームロータリーシリンダー
スイングアーム
カムフォロワー
スピンドル

   2.第二巻締シームローラーがチャックに対して高すぎる
   3.スプリングリフト圧が低すぎる

a.

b.
c.

第二巻締カウンターシンクが浅すぎる
1.
2.

シーム高(長さ・幅)が高すぎる
1.
2.

シーム高(長さ・幅)が低すぎる
1.
2.

シーム厚さが狭すぎる(きつすぎる)
1.

a.
b.

2.

シーム厚さが厚すぎる(緩すぎる)
1.

a.
b.

2.
a.
b.
c.
d.

スキッダー・デッドヘッド(第二巻締不良)
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スプリングリフト圧が低すぎる
メンテナンスマニュアルを参照し、スプリング圧の調整についての詳細な方法を確認してく
ださい
スプリング圧を少しずつ高くしてください
高くするたびに巻締テストを行ってください

第二巻締がきつすぎる
第二巻締シームローラーのベアリングが摩耗している
第一巻締がきつすぎる
第一巻締シームローラーの展張が速すぎる

もし第一巻締シームローラーの展張が強すぎる／速すぎると、ローラーが当接した缶蓋／エ
ンド部のアルミニウムに「貯め」が形成され、ローラーの速度ムラが起きる原因となります
第一巻締ロータリーシリンダーの前にある流量調整バルブを使用し、シームローラーの展張
速度を調整してください

巻締前のボディーフランジの破損

第二巻締が緩すぎる
以下のシーマーベアリングが摩耗している

シームロータリーシリンダー
スイングアーム
カムフォロワー
スピンドル

この現象はリフトテーブルが破損しているか汚れているときに良く発生します
ベアリングが抵抗なく回転できなければ、シーマーモーターのVFD(VVVFインバータ)が過電
流のためトリップし、モーターは缶を回転させません
パックからベアリングを外し、お湯で軽く洗いでください
サビがあるようであれば、ベアリングの交換が必要です

シーマーが中央に位置していることを確認する
リフトテーブルがテーブルトップに接触していると、リフトテーブルが抵抗なく回転でき
ず、シーマーモーターのVFD(VVVFインバータ)が過電流のためトリップし、モーターは缶を
回転させません
メンテナンスマニュアルを参照し、シーマーが中央になるように調整してください

シーマーの”Dry Cycle”がオフになっていることを確認する
”Dry Cycle"はシーマーメンテナンススクリーンより入・切が可能です

1.
a.

b.
c.

2.
3.
4.
5.

a.

b.

偽巻締
1.

プレッシャーリッジが目視できない
1.
2.

a.
b.
c.
d.

缶は上がるが回転しないまま両ローラーが展張し缶に当接する
1.

a.

b.
c.

2.
a.

b.
3.

a.

缶がチャックにくっついてしまう
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缶ノックオフプランジャースプリングが破損している
システムをE-stopしてください
シーマーから缶を外してください
缶ノックオフプランジャーに対し手で上方向に圧力を加えてください

缶ノックオフプランジャーはチャック中央に位置しており、圧力を加えれば上に、手を
離せば下へスムースに動くはずです

メンテナンスマニュアル参照し、スプリングを交換してください
缶ノックオフプランジャーのスプリングはWG社ないしはMcMaster-Carr社より入手できます

部品番号:9435K116

スイングアームのスプリングはWG社ないしはMcMaster-Carr社より入手できます
部品番号:94135K9

緊急の場合は交換部品が到着するまで輪ゴムでの代用が可能です

Station Start Delayが0.000秒に設定されている
設定が0.000秒のばあい、PLCが混乱するためタイミングが狂います
Station Start Delayは0.001秒以上に設定してください

圧搾空気の汚染
全てのWG社の缶充填装置は清潔で、乾燥した圧搾空気が必要です
空気乾燥機やコアレッサーフィルターを使用しない場合、圧搾空気にコンプレッサーのオイ
ルや不純物が紛れ込み、やがてシリンダーをコントロールするソレノイドに影響を及ぼしま
す

油分や不純物が付着したソレノイドはスムースな動作が不可能となり不安定なシリンダ
ー動作につながります
ソレノイドの検査および交換についてはWG社にお問い合わせください

汚染された空気はやがて電磁バルブを超えて流量調整バルブに入り込み、その機能を阻害し
ます

シリンダーの空気漏れ

巻締が終了した後に缶がチャックにくっついてしまう場合は一般的に以下の理由が考えられます
1.

a.
b.
c.

i.

d.
2.

a.

スイングアームスプリングの不良
スイングアームスプリングは消耗品であり、一定期間の後に交換が必要です

1.
a.

2.

その他のトラブルシューティング

シリンダー速度が安定しない
巻締工程間においてシリンダーの速度が安定しない場合は以下の理由が考えられます

1.
a.
b.

2.
a.
b.

i.

ii.
c.

3.
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不適切なセンサーの設置位置
メンテナンスマニュアルを参照し、センサーの設置位置の調整方法を確認してください

クイックコネクトの腐食
充填システムのセンサーの一部はセンサー部分から15センチほどのところでクイックコネク
トによって接続されているものがあります
クイックコネクトはセンサーケーブルとセンサーを接続するものです
乾燥した部分についてはクイックコネクトのネジを外し両端について水や腐食がないかを確
認してください

水が確認できた場合は、クイックコネクトを外したままにして乾燥させてください
腐食があるようであれば、センサーないしはセンサーケーブル、もしくはその両方の交
換が必要です

センサーケーブルの破損
センサーケーブルに破損がないかを確認してください

欠損や凹み、ジップタイによる締付け、過度の折り曲げなどが内科確認します
センサーケーブルの破損が疑われる場合は、ケーブルを交換し、センサーの動作確認を行っ
てください

センサーの破損
センサー自体の不良が疑われる場合は、クイックコネクト部分からセンサーを交換し、動作
確認を行ってください
交換したセンサーが点灯するようであれば、元のセンサーを交換してください
交換したセンサーが点灯しないようであれば、センサー自体よりもケーブルの破損・クイッ
クコネクトの腐食・ケーブルの接触不良などが不良の原因と考えられます

終端におけるワイヤーの接触不良
各センサーケーブルの両端には同じ番号が印字されています
センサー近くにあるケーブルの番号を確認し、反対側の終端で同じ番号を探してください

センサーはI/Oマニフォルドないしはコントロールボックスのどちらかで終端となって
います
コントロールボックス内で終端している場合はシステムの電源を落としてください

終端部においてセンサーと同じ番号のケーブル確認してください
ケーブルを優しく引いてきちんと終端部が接続されているかを確認してください

           A.疑わしいと思われるシリンダーの空気漏れを確認してください
           b.シリンダーからの空気漏れはシリンダーの動作を不安定なものとし、時にはシリンダーの動
               作不良を招きます

センサー不良
以下はセンサー不良の要因です

1.
a.

2.
a.

b.
c.

i.
ii.

3.
a.

i.
b.

4.
a.

b.
c.

5.
a.
b.

i.

ii.
c.
d.
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システムがE-stop状態ではなく、圧搾空気が供給されエラーボタンが押されていることを確認
してください
シーマー・缶蓋・充填の各メンテナンススクリーンにて”Sensor Fault Time”を確認してくださ
い

“Sensor Fault Time”は6秒に設定されているはずです
設定値が低すぎると、センサーが磁気を感知する前にタイムアウトとなってしまいます

新しい缶スタイルに名前を付与する前にその缶をデフォールトに設定してください

空気圧レギュレーターを調整し圧力を100PSIまで下げてください
システムは最低圧力65PSI以上、最大圧力115PSI以下の圧搾空気が必要です
65PSIを下回ったり、115PSIを上回ると低圧エラーが報告されます

まれにシリンダーロッドに残る乾燥した製品や硬水ミネラルの乾燥片、もしくは塵などがシリ
ンダーガスケットを傷つけ、そこから空気漏れが発生する場合があります
シリンダーのシールは完全に密閉されるように設計はされていません。通常でも少量の空気漏
れが発生します
空気漏れの音が聞こえるレベルになった場合はシリンダーをすぐに修理／交換してください
シリンダーガスケットの破損を防ぐために、メンテナンスマニュアルに記された方法に従って
シリンダーロッドを洗浄してください
シール／ガスケットの修理キットはFesto社より直接購入可能です

品目番号:DSBF-C-32- -A3 8031083

複数のセンサー不良
複数のセンサーが不良の場合は以下を確認してください

1.

2.

a.
b.

3.

圧力計が115PSI以上を示すにも関わらず低圧力エラーとなる
1.

a.
b.

缶リフトシリンダーの空気漏れ
1.

2.

3.
4.

5.
a.

さらなるトラブルシューティング情報及び質問についてはWGCメンテナンスマニュアルを参照する
か、WG社テクニカルサポートチームにご連絡ください
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