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Masterflex

第1章：はじめに
安全な操作

高度な接続機能を搭載したREGLOデジタルポンプドライブは、実験室や工程環境でのポンピングおよび分注
用途のために設計されています。 ポンプドライブは必ず本操作マニュアルで定められている方法のみで操作
し、安全な業務慣行と医薬品安全性試験実施基準（GLP）を常に順守してください。 ポンプドライブの不正な使
用は、備わっている安全保護機能が損なわれたり、傷害および/または装置の損傷につながるおそれがありま
す。 タッチスクリーンの表面に水滴がある状態でポンプドライブを操作しないでください。

本書では以下の安全マークを使用します:

! 注意： 危害が生じる恐れがあります。 操作マニュアルを参照し、危険を引き起こす要因と是正措置
を確認してください。

注意： 押しつぶされる恐れがあります。 ポンプの作動中はローターに指を近づけないでください。 
チューブの着脱を行う前に、ポンプを停止させてください。

注意： 高温になっています。 触れないでください。

注意： 感電する恐れがあります。 操作マニュアルを参照し、危険を引き起こす要因と是正措置を確
認してください。

以下の注意事項と推奨事項に従ってください:

! 注意： 本操作マニュアルに記載の設計上の操作条件と環境条件を逸脱する方法でポンプを操作
しないでください。

! 注意： 定められているポンプヘッドの最大差圧を超過しないでください。

!
注意： 以下のようにポンプを使用してはなりません。

• 医療機器として。
• 防爆室内、または可燃性のガスもしくは蒸気の存在下で。

注意：主電源とポンプ間の回路を接地に接続する必要があります。

注意： ポンプのスイッチをオフにして主電源との接続を切る前に、ポンプヘッドに触れないでくだ
さい。

! 注意： ポンプヘッドを取り外す前に、ポンプのスイッチをオフにする必要があります。
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! 注意： ポンプの作動中にハウジングを開いたり、取り外さないでください。

! 注意： ポンプの作動中にチューブが裂けて破裂する可能性があります。 傷害や装置の損傷を防ぐ
ために必要な予防策を取ることはユーザーの責任です。

! 注意： 修理は認定技術者のみに依頼することをお勧めします。 ユーザーまたは第三者の業者が点
検・修理を行った場合、Masterflexは一切責任を負いません。

粒子を含む媒体
ピストンポンプ：
• 残留粒子によるピストンの固着を防ぐために、ポンピングプロセスの後は毎回ポンプヘッドを洗浄すること

を推奨します（特にポンピング媒体に塩分やタンパク質が含まれている場合）。
• 直径0.8mmを超える粒子を含む媒体は圧送しないでください。 
• ピストンの破砕は保証の対象外です。

ギヤポンプ：

! 注意： 粒子を含む液体の圧送には、ギヤポンプを使用しないでください。 非常に小さな粒子でも
摩耗を生じさせ、数秒でギヤポンプを破損または破壊する恐れがあります。

腐食性液体
腐食性液体は、長期的にはポンプヘッドのシール面周辺に漏れ経路を形成させる可能性があります。 ポンプ
に漏れが生じていないか定期的に点検することをお勧めします。

ドライランニング
• ポンプの作動前に、圧送する液体をポンプヘッドに充填することをお勧めします。
• 呼び水を注入する際は、ポンプが空の状態で15秒以上作動しないようにしてください。

ポンプの差圧
REGLOピストンポンプシステムは、最大差圧6.9バールでの連続運転が可能です。

! 注意： 最大圧力性能については、弊社工場までお問い合わせください。
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REGLOについて
高度な接続機能を搭載したREGLOデジタルポンプドライブは、実験室、工程、および現場使用に最適な、精密
なフロー制御と極めて精度の高い流体分注を実現します。 すべてのREGLO精密ドライブは、極めて高精度か
つメンテナンスが不要なモーターと、操作しやすく、セットアップと運転がかつてなく簡単に行えるタッチスク
リーンを備えています。 REGLO製品シリーズは、MasterflexLive™ウェブサイトを利用したウェブベースの制御
とモニタリング（www.masterflex.comを参照）のためにイーサネットおよびWi-Fi接続機能を搭載しています。
また、ポンプドライブのDB-25メス接続ポートを通じたリモートアナログ入力制御およびモニタリングも可能で
す。

パッケージ内容物
注意： パッケージおよびその内容物に目に見える損傷がないか確認してください。 損傷が見つかった場合は、
テクニカルサポートまで速やかにご連絡ください（"テクニカルサポート" 3-55を参照）。

REGLOギヤポンプ
• REGLOデジタルドライブマグネット
• 24 VDCデスクトップ電源セット
• クイックスタートガイド
• 操作マニュアルを含むフラッシュドライブ

REGLOピストンポンプ
• ポンプドライブ
• 24 VDCデスクトップ電源セット
• クイックスタートガイド
• 操作マニュアルを含むフラッシュドライブ
• ご注文のポンプヘッド

REGLOドライブの特長 
特長：
• ユーザー定義の運転パラメータに容易にアクセスできる5インチの多言語タッチスクリーンディスプレイ。ポ

ンプ回転数、フローレート、流れ方向、一括合計などのポンプ運転データの直接読み上げ機能を搭載。
• 量、時間、連続、アナログ入力の各モードで、すばやく簡単な操作を実現。
• 分注量、ポンプヘッドのサイズ、ポンプ回転数、実行回数をユーザーが選択可能。
• 「管理者」、「スーパーユーザー」、「ユーザー」の3つのレベルのアクセス権限による、容易なユーザー管

理。
• Wi-Fiおよびイーサネット接続機能。
• ブラシレスでメンテナンス不要なモーター。回転数制御の精度は±0.1％、ターンダウン比は100:1超。
• 呼び水の注入とポンプヘッドの校正が容易。

http://www.masterflex.com
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蠕動カセットモデル
REGLOシリーズのデジタルポンプドライブは、1、2、および4チャネルの蠕動ポンプモデルもご用意しており、そ
れぞれカセットタイプと非カセットタイプをお選びいただけます。 詳細についてはwww.masterflex.comをご
覧ください。

REGLOモデル一覧

モデル 説明 ポンプの
種類

RPM 
（最大） チャネル ローラー カートリッジ/ヘッド

78018-50 ギヤポンプ ギヤ 4000 1 - Aマウントギヤポンプ
78018-60 ピストンポ

ンプ
ピストン 1800 1 - ピストンヘッド

78018-10 2CH6RLR 蠕動 160 2 6 Click‘n’go
78018-12 2CH8RLR 蠕動 160 2 8 Click‘n’go
78018-14 2CH12RLR 蠕動 160 2 12 Click’n’go
78018-20 4CH6RLR 蠕動 160 4 6 Click’n’go
78018-22 4CH8RLR 蠕動 160 4 8 Click’n’go
78018-24 4CH12RLR 蠕動 160 4 12 Click’n’go
78018-40 Miniflex 蠕動 350 1 3 Miniflexポンプ（シングルチャネル）
78018-42 Miniflex 蠕動 350 2 3 Miniflexポンプ（デュアルチャネル）

http://www.masterflex.com
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ギヤポンプ
モデル78018-50

ピストンポンプ     
モデル78018-60

タッチスクリーン

フローリング固定ねじ

ポンプヘッド

固定ケース

ポンプヘッド

タッチスクリーン

チューブアダプター

固定ケース

電源スイッチ

イーサネットポート

USBポート

電源コードロッキングたる形コネクター

DB-25ポート



3-2 Masterflex REGLOデジタルポンプドライブ（高度接続機能搭載）

第2章：基本的なセットアップと設定

Masterflex

タッチスクリーンのアイコン

アナログ入力モード 新規ユーザー

校正 一時停止

校正完了 呼び水

時計回り プログラム

閉じる/キャンセル ランプダウン

確認 ランプアップ

接続状態 分注量の記録

連続モード リセット

反時計回り スクリーンロック

削除 設定

ディスプレイの輝度 スタート

校正 ストップ

言語 時間モード

ログアウト アップデートが利用可能

新規プログラム 量モード



3-3 Masterflex REGLOデジタルポンプドライブ（高度接続機能搭載）

第2章：基本的なセットアップと設定

Masterflex

ドライブを使用する前に

! 注意： ポンプドライブのリアパネルを遮らないでください。 常に電源スイッチに簡単に手が届
き、常に電源コードを簡単に外すことができる状態になっている必要があります。

! 注意： ポンプヘッドの着脱を行う前に、ドライブのスイッチをオフにしてください。 指やゆったり
した衣類が駆動機構に巻き込まれる恐れがあります。

!
注意： ポンプドライブに付属の電源コードセットは、ポンプドライブを購入された国の要件を満
たしています。 ポンプドライブを別の国で使用する場合は、その国の要件を満たす電源コード
セットを使用する必要があります。

! 注意： 使用説明書に定められている方法で製品を使用しない場合、装置が備えている保護機
能が損なわれる可能性があります。

注意： 主電源とポンプ間の回路を接地に接続する必要があります。

注意： ポンプのスイッチをオフにして主電源との接続を切る前に、ポンプヘッドに触れないでく
ださい。

! 注意： 付属のデスクトップ電源のみを使用してください。

! 注意： ポンプヘッドが空の状態で作動させないでください。

! 注意： 粒子を含む液体の圧送にギヤポンプを使用しないでください。 必要な場合は、使用する
前に液体をろ過してください。

• ポンプドライブは必ず平らな場所に設置してください。
• 常にポンプドライブの周囲に適度な通気が保たれ、周囲温度が40度（104°F）を超えることがないようにし

てください。
• 延長チューブは清潔なものを使用し、曲げ半径がチューブ外径の4倍以上で、チューブの長さができる限り

短くなるように配管してください。
• 必要なフローレートと粘度に適したポンプヘッドを使用してください。
• ポンプヘッドの校正を定期的に実施し、最善のフローレート精度を維持してください（詳細は"ポンプヘッド

の校正" 3-12ページを参照）。
• チューブの選択と互換性については、www.masterflex.comをご覧ください。
• ドライブの清掃またはメンテナンスを行うときは、ポンプドライブの電源コードを主電源のコンセントから

外してください。

http://www.masterflex.com
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ポンプの準備
1. ポンプヘッドをドライブに取り付けます（詳細は"ポンプヘッドの交換" 3-45ページを参照）。
2. チューブアダプターをポンプヘッドに取り付けます。 注意： アダプターのねじ山を保護し、最適な密封を実

現するために、PTFEテープをねじ山に巻き付けることをお勧めします。 
3. お使いのシステムにチューブを接続します。
4. 付属のチューブクランプを使用し、チューブをチューブアダプターにしっかりと取り付けます。
5. 付属のデスクトップ電源を、ドライブの背面にある電源コードのたる形コネクターに差し込み、しっかりと接

続します。
6. ドライブの電源スイッチをオンにします。
7. [連続モード]、[時間モード] または [量モード] 画面に移動します。
8. [ヘッドオプション] をタップします。 ヘッドオプション画面が表示されます。

a. 選択可能なオプションのリストで、ポンプヘッドのサイズを選択します。
b. [確認]  をタップして保存するか、[キャンセル]  をタップして変更を破棄し、前の画面に戻りま

す。
9. 新しいポンプヘッドに呼び水を注入します（詳細は"ポンプの呼び水注入" 3-11ページ）を参照）。
10. 新しいポンプヘッドの校正を行います（詳細は"ポンプヘッドの校正" 3-12ページを参照）。

これで、ポンプは作動可能です。

ドライブの電源オン
1. 付属のデスクトップ電源を、ドライブの背面にある電源コードのたる形コネクターに差し込み、しっかりと接

続します。 
2. 電源コードの反対側の端を主電源のコンセントに差し込みます。
3. ドライブの背面にある電源スイッチをオンにします。 注意： ドライブの起動プロセスは完了まで約2分かか

ります。

注意：
• 初回起動時に、言語設定画面が表示されます。 ポンプ操作を行う前に言語を設定する必要があります（詳

細については"言語設定" 3-5ページ）を参照）。
• [ユーザー管理] が有効になっている場合は、ユーザー名とパスワードの入力を求められることがあります（

詳細は"ユーザー管理" 3-9ページ）を参照）。
• 初回起動時以降、装置を起動すると前回使用した運転モード画面が表示されます。
• 30分間操作が行われないと、REGLOはスリープモードに入り、ディスプレイがオフになります。タッチスクリ

ーンをタップすると、ドライブは操作可能な状態に戻ります。 スクリーンセーバーを有効（デフォルト）また
は無効にするには、"自動スタート" 3-10ページ）を参照してください。
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設定
設定画面では、基本的な構成設定を行うことができます。 設定画面に移動するには、いずれかのモード画面で 
[設定]  をタップします。 注意： [ユーザー管理] が有効になっている場合は、権限のあるユーザーのみが設
定画面にアクセスできます（詳細は"ユーザー管理" 3-9ページ）を参照）。

言語設定
REGLOデジタルポンプドライブでは、中国語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、スペイン語を表
示できます。 デフォルトの表示言語は英語です。

表示言語を変更する方法:
1. いずれかのモード画面で[設定]  をタップします。 設定画面が表示されます。
2. [言語] をタップします。
3. リストから使用する [言語] を選択します。
4. [確認]  をタップし、選択した新しい言語設定を保存します。

時刻設定
時刻を変更する方法:
1. いずれかのモード画面で[設定]  をタップします。 設定画面が表示されます。
2. [時間] をタップします。
3. [12時間] または [24時間] を選択します。
4. 時の値を設定するには、[HH] をタップしてスクリーンキーパッドで数値を入力します。
5. 分の値を設定するには、[MM] をタップしてスクリーンキーパッドで数値を入力します。
6. 12時間表示を使用している場合は、[AM/PM] をタップして [AM] または [PM] を選択します。
7. [確認]  をタップして保存するか、[キャンセル]  をタップして変更を破棄します。

ポンプがMasterflexLive™
に接続されると、アイコン
が緑色に変わります

REGLOがインターネットに接続され
ているとき、このアイコンはインスト
ール可能なアップデートがあること
を示します（"ファームウェアのアッ
プデート" 3-42ページ）を参照して

ください）

確認

設定メニュー

アップデートが利用可能

スクロール

接続状態
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日付設定
日付を変更する方法:
1. いずれかのモード画面で[設定]  をタップします。 設定画面が表示されます。
2. [日付] をタップします。
3. 日付形式を選択します（月/日/年または日/月/年）。
4. [月]、[日]、または[年]の欄をタップして選択し、スクリーンキーパッドで日付の値を入力します。
5. [確認]  をタップして保存するか、[キャンセル]  をタップして変更を破棄します。

ディスプレイの輝度
ディスプレイの輝度を調節する方法:
1. いずれかのモード画面で [設定]  をタップします。 設定画面が表示されます。
2. [ディスプレイ輝度] スライダーを使用して、タッチスクリーンの輝度を適切なレベルに調節します。

分注完了音
[分注音] を有効にすると、ポンプ分注の完了時に短いビープ音が鳴ります。 

分注完了音を有効または無効にする方法:
1. いずれかのモード画面で[設定]  をタップします。 設定画面が表示されます。
2. [分注音] をタップし、[オン] と [オフ] を切り替えて選択します。

一括完了音
[一括音] を有効にすると、一括サイクルの完了時に長いビープ音が1回鳴ります。

一括サイクル完了音を有効または無効にする方法:
1. いずれかのモード画面で [設定]  をタップします。 設定画面が表示されます。
2. [一括音] をタップし、[オン]、[オフ] を切り替えて選択します。

アナログ出力
REGLOはポンプドライブの25ピン接続を通じてアナログ出力に対応しており、操作可能です（詳細は"DB-25
電気接続" 3-44ページ）を参照。

1. いずれかのモード画面で [設定]  をタップします。 設定画面が表示されます。
2. [アナログ出力] をタップします。 アナログ出力画面が表示されます。
3. リストでアナログ出力の種類をタップします。
4. [アナログ：電圧] または [アナログ：電流] を使用する場合

a. [編集] をタップします。アナログ：電圧画面、またはアナログ：電流 画面が表示されます。
b. 電流または電圧の作動範囲をリストで選択します。
c. [確認]  をタップして保存するか、[キャンセル]  をタップして変更を破棄します。 アナログ出力画

面が表示されます。
5. [確認]  をタップします。
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デバイス情報
デバイス情報画面には、MACアドレス、IPアドレス、ビルドの日付、ファームウェアのバージョンなどのポンプド
ライブの詳細情報が表示されます。 工場リセットとアップデートは、[デバイス情報] 画面からも利用できます。

デバイス情報画面に移動する方法:
1. いずれかのモード画面で [設定]  をタップします。 設定画面が表示されます。
2. [デバイス情報] が表示されるまで、設定画面のページをスクロール します。
3. [デバイス情報] をタップします。 デバイス情報画面が表示されます。

"ファームウェアのアップデート" 3-42ページ、および"工場出荷時設定の復元" 3-42ページ）も参照してくださ
い。

スクリーンセーバー
REGLOはタッチスクリーンの表示寿命を延ばすために役立つスクリーンセーバーを備えています。 30分間操
作を行わないと、REGLOはスリープモードに入り、ディスプレイがオフになります。タッチスクリーンをタップす
ると、ドライブは操作可能な状態に戻ります。

スクリーンセーバーを有効または無効にする方法:
1. いずれかのモード画面で [設定]  をタップします。 設定画面が表示されます。
2. [スクリーンセーバー] が表示されるまで、設定画面のページをスクロール します。
3. [スクリーンセーバー] をタップし、[オン] と [オフ] を切り替えて選択します。

デバイス名
複数のポンプを使用する場合は、各REGLOデジタルポンプドライブに個別の名前を割り当てて、識別しやすく
することができます。

ポンプドライブに名前を割り当てる方法
1. いずれかのモード画面で [設定]  をタップします。 設定画面が表示されます。
2. [デバイス名] が表示されるまで、設定画面のページをスクロール します。
3. [デバイス名] をタップします。 デバイス名画面が表示されます。
4. スクリーンキーパッドを使用し、任意のポンプ名を入力します（8文字以内）。
5. [確認]  をタップして保存するか、[キャンセル]  をタップして変更を破棄します。
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Wi-Fi設定
REGLOは、Wi-Fiおよびイーサネット接続を利用してネットワークに接続できます。 

注意：
• Wi-Fiとイーサネットが両方同時に使用されている場合は、イーサネット接続が優先されます。
• REGLOはWEP、WPA、WPA2、および「なし」（オープン）のWi-Fiセキュリティプロトコルに対応しています。

Wi-Fiネットワークを選択する方法:
1. いずれかのモード画面で [設定]  をタップします。 設定画面が表示されます。
2. [Wi-Fi設定] が表示されるまで、設定画面のページをスクロール します。
3. [Wi-Fi設定] をタップします。 Wi-Fi設定画面が表示されます。
4. 必要な場合は、[Wi-Fi] をタップし、[オン] と [オフ] を切り替えて選択します。
5. リストにあるWi-Fiネットワークのうち、使用するものをタップします。
6. 必要な場合は、スクリーンキーパッドを使用してネットワークパスワードを入力します。
7. [接続] をタップしてネットワークに接続するか、[キャンセル] をタップして取り消します。
8. [確認]  をタップして設定画面に戻ります。

Wi-Fiネットワークを削除する方法:
1. いずれかのモード画面で [設定]  をタップします。 設定画面が表示されます。
2. [Wi-Fi設定] が表示されるまで、設定画面のページをスクロール します。
3. [Wi-Fi設定] をタップします。 Wi-Fi設定画面が表示されます。
4. 対象のWi-Fiネットワークを見つけ、[Wi-Fiを削除]  をタップします。
5. [削除] をタップしてネットワークを削除するか、[キャンセル] をタップして変更を破棄します。
6. [確認]  をタップして設定画面に戻ります。

イーサネット設定
REGLOは、Wi-Fiおよびイーサネット接続を利用してネットワークに接続できます。

注意：
• ポンプドライブの背面にあるイーサネットポートにイーサネットケーブルがしっかりと接続されていることを

確認してください。
• Wi-Fiとイーサネットが両方同時に使用されている場合は、イーサネット接続が優先されます。

イーサネット設定を行う方法:
1. いずれかのモード画面で [設定]  をタップします。 設定画面が表示されます。
2. [イーサネット設定] が表示されるまで、設定画面のページをスクロール します。
3. [イーサネット設定] をタップします。 [イーサネット設定] 画面が表示されます。
4. [DHCP] をタップしてIP設定を自動的に行うか、[スタティック] をタップし、スクリーンキーパッドを用いて

手動で設定を行います。
5. [確認]  をタップして保存するか、[キャンセル]  をタップして変更を破棄します。
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ユーザー管理
REGLOでは、許可レベルの設定によって、ユーザーのアクセス権限を管理できます。

デフォルトの権限:
• ユーザー： 本機の基本的な機能を使用し、プログラムを実行することができます。
• スーパーユーザー： アクセス権限は「ユーザー」と同レベルですが、プログラムを作成して変更することが

できます。
• 管理者：ドライブの完全な管理アクセス権限があります。

「ユーザー」と「スーパーユーザー」の許可レベルの設定を変更し、異なる「設定メニュー」項目へのアクセスを
許可することができます。

デフォルトの「管理者」ユーザー名とパスワード:
[ユーザー管理] を初めて有効にしたとき、または工場リセットを行った後は、ユーザー名とパスワードの入力を
求められます。 下記のデフォルトの「管理者」ユーザーアカウント情報を使用し、ユーザー管理設定にアクセス
する必要があります。
デフォルトのユーザー名： admin
デフォルトのパスワード： 123456
ログイン後、このパスワードを変更することをお勧めします（ユーザーのパスワードを変更する方法について
は、下記の「既存ユーザーの編集」を参照してください。

ユーザーレベルの権限の設定変更:
1. いずれかのモード画面で [設定]  をタップします。 設定画面が表示されます。
2. [ユーザー管理] が表示されるまで、設定画面のページをスクロール します。
3. 必要に応じて、[ユーザー管理] をタップして [オン] に変更します。
4. [変更] をタップします。
5. [アクセスレベル] をタップします。
6. [ユーザー] または [スーパーユーザー] をタップします。
7. ユーザーレベルに含める任意の設定メニュー項目を選択します。
8. [確認]  をタップして保存するか、[キャンセル]  をタップして変更を破棄します。

新しいユーザーの追加:
1. いずれかのモード画面で [設定]  をタップします。 設定画面が表示されます。
2. [ユーザー管理] が表示されるまで、設定画面のページをスクロール します。
3. 必要に応じて、[ユーザー管理] をタップして [オン] に変更します。
4. [変更] をタップします。
5. [新規ユーザー]  をタップします。
6. [ユーザー名] をタップし、スクリーンキーパッドを使用して新しいユーザー名を入力します。
7. [パスワード] をタップし、スクリーンキーパッドを使用して任意のパスワードを入力します。 注意：パスワー

ドは6文字以上にする必要があります。
8. 必要な [許可レベル] をタップします。 注意：「管理者」ユーザーは常に1人以上必要です。
9. [確認]  をタップして保存するか、[キャンセル]  をタップして変更を破棄します。



3-10 Masterflex REGLOデジタルポンプドライブ（高度接続機能搭載）

第2章：基本的なセットアップと設定

Masterflex

ユーザーの削除:
注意：「管理者」ユーザーは常に1人以上必要です。 「管理者」ユーザーは自分のユーザープロファイルを削除
できません。

1. いずれかのモード画面で [設定]  をタップします。 設定画面が表示されます。
2. [ユーザー管理] が表示されるまで、[設定] 画面のページをスクロール します。
3. [変更] をタップします。
4. 目的のユーザー名をリストから見つけ、ユーザー名の横にある [ユーザーの削除]  アイコンをタップし

ます。
5. [削除] をタップしてユーザーを削除するか、[キャンセル] をタップして取り消します。

既存ユーザーの編集:
1. いずれかのモード画面で [設定]  をタップします。 設定画面が表示されます。
2. [ユーザー管理] が表示されるまで、設定画面のページをスクロール します。
3. [変更] をタップします。
4. 任意のユーザー名を選択します。
5. 必要な編集を行います。
6. [確認]  をタップして保存するか、[キャンセル]  をタップして変更を破棄します。

自動スタート
REGLOは、停電の後で電源供給が復旧したときにポンプの運転を再開する自動スタート機能を備えています。

自動スタートを有効にする方法: 
1. いずれかのモード画面で [設定]  をタップします。 設定画面が表示されます。
2. [自動スタート] が表示されるまで、設定画面のページをスクロール します。
3. [自動スタート] をタップし、[オン] と [オフ] を切り替えて選択します。
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ポンプの呼び水注入
ギヤポンプの呼び水注入

注意： ギヤポンプではドライリフトを避けてください。 使用前にポンプの注入管を液体で満たしておくことをお
勧めします。 注入管を液体で満たすには、注入管を持ち上げて、圧送する液体を注ぎ込みます。

ギヤポンプに呼び水を注入する方法:
1. 必要に応じて、適切なチューブアダプターをポンプヘッドに取り付けます。 注意： アダプターのねじ山を保

護し、最適な密封を実現するために、PTFEテープをねじ山に巻き付けることをお勧めします。 
2. 適切なチューブをチューブアダプターに取り付け、付属のチューブクランプを使用してチューブをアダプタ

ーに固定します。
3. 必要に応じて、注入管を持ち上げ、圧送する液体を注ぎ込んで、呼び水注入を行ってください。
4. 注入管を供給液に挿入します。
5. 排出管を適切な容器に挿入します。
6. ドライブの背面にある電源スイッチをオンにします。 注意： [ユーザー管理] が有効になっている場合は、

ユーザー名とパスワードの入力を求められることがあります（詳細は"ユーザー管理" 3-9ページ）を参
照）。

7. [連続モード]、[時間モード] または [量モード] の画面に移動します。
8. チューブの中に気泡がなくなるまで [呼び水]  を押し続けます。 [呼び水]  を放すと、呼び水の注入

が止まります。 

ピストンポンプの呼び水注入
ピストンポンプに呼び水を注入する方法:
1. 必要に応じて、適切なチューブアダプターをポンプヘッドに取り付けます。 注意： アダプターのねじ山を保

護し、最適な密封を実現するために、PTFEテープをねじ山に巻き付けることをお勧めします。 
2. 適切なチューブをチューブアダプターに取り付け、付属のチューブクランプを使用してチューブをアダプタ

ーに固定します。
3. 注入管を供給液に挿入します。
4. 排出管を適切な容器に挿入します。
5. ドライブの背面にある電源スイッチをオンにします。 注意： [ユーザー管理] が有効になっている場合は、

ユーザー名とパスワードの入力を求められることがあります（詳細は"ユーザー管理" 3-9ページ）を参
照）。

6. [連続モード]、[時間モード] または [量モード] の画面に移動します。
7. チューブの中に気泡がなくなるまで [呼び水]  を押し続けます。 [呼び水]  を放すと、呼び水の注入

が止まります。
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ポンプヘッドの校正
液体の分注を正確に行えるように、液体、フローレート、チューブまたはポンプヘッドを変更した場合は毎回、ポ
ンプヘッドの校正を行うことをお勧めします。 ポンプヘッドの校正は、連続モード画面、または時間モードと量
モードの編集画面で行うことができます。

ポンプヘッドの校正画面

ギヤポンプの校正
一般的な準備:
• ポンプヘッドがポンプドライブに正しく取り付けられていることを確認します（詳細は"ギヤポンプの取り付

け" 3-49ページ）を参照）。
• チューブアダプターがポンプヘッドに取り付けられていることを確認します。
• 適切な送液チューブがチューブアダプターに取り付けられ、チューブクランプを使用して固定されているこ

とを確認します。
• すべての液体と容器の準備が整っていることを確認します。 

ポンプヘッドの校正を行う方法:
1. 注入管を供給液に挿入します。
2. 排出管を適切な容器に挿入します。 注意： 精度を高めるために、容器は目盛り付きのものを用いるか、秤

の上に置いてください。 秤を使用する場合、許容される重量と体積の換算は水1グラム＝1 mLです。
3. ドライブの背面にある電源スイッチをオンにします。 注意： [ユーザー管理] が有効になっている場合は、

ユーザー名とパスワードの入力を求められることがあります（詳細は"ユーザー管理" 3-9ページ）を参
照）。

選択されたヘッドサイズ

おおよその所要時間

フローレートを設定

校正クリア

校正量

予測性能

校正を開始

前の画面に戻る
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4. [連続モード]、[時間モード] または [量モード] の画面に移動します。
5. [呼び水]  を押下してポンプに呼び水を注入します。 [呼び水]  を放すと、呼び水の注入が止まりま

す。
6. 連続モード画面で [校正]  をタップするか、量モード画面もしくは時間モード画面で [編集] > [校正] 

 を順にタップします。 ポンプヘッド校正画面が表示されます。
7. [ヘッドサイズ] をタップします。 ヘッドサイズ画面が表示されます。

a. 選択可能なオプションのリストから、ポンプヘッドのサイズを選択します。
b. [確認]  をタップして保存するか、[キャンセル]  をタップして変更を破棄し、前の画面に戻りま

す。
8. [校正量] をタップします。 校正量画面が表示されます。

a. スクリーンキーパッドを使用して任意の校正量を入力します。 注意： 最善の校正を行うには、デフォル
トの量以上にします。

b. [確認]  をタップして保存するか、[キャンセル]  をタップして変更を破棄し、前の画面に戻りま
す。

9. [フローレート] をタップします。 校正フローレート画面が表示されます。
a. スクリーンキーパッドを使用して任意のフローレートを入力します。
b. [確認]  をタップして保存するか、[キャンセル]  をタップして変更を破棄し、前の画面に戻りま

す。 注意： 校正の完了後、表示されるフローレートがドライブによって調節されます。
10. [スタート]  をタップして校正を開始します。 注意： 校正の進捗状況がタッチスクリーンに表示されま

す。
11. 校正が完了したら、排出管容器で読み取った液量を、スクリーンキーパッドを使用して入力します。
12. [確認]  をタップして校正を完了し、元のモード画面に戻ります。 [校正完了]  が表示され、現在のポ

ンプヘッドのサイズ、チューブ量、およびフローレートの校正が完了したことを示します。

注意：
• 選択された校正設定の予測精度がポンプヘッドの校正画面にある「校正強度」バーで表示されます。 校正

の精度は、校正量の増加および/またはフローレートの変更により改善できます。
• 精度を最も高めるためには、予期されるフローレートで校正を行う必要があります。
• 校正設定は、ポンプヘッドの校正画面に移動したとき、または同画面から離れたときに保持され、他のモー

ド画面に転送されます。
• 校正の実行中にドライブを停止すると、校正は破棄され、校正を行う前のモード画面が表示されます。 手

順を再度行う前に、容器を空にしてください。
• 許容される最大フローレート（デフォルトの最大フローレート）での校正所要時間は約10秒です。 許容され

る最小フローレート（最大フローレートの約4％）での校正所要時間は4分です。
• 最小フローレートと最大フローレートは校正後に変化します。これは、ポンプ1回転あたりの送液量の再計

算が行われるためです。
• 手順6～12を必要に応じて繰り返すことで、ポンプヘッド校正の精度を最大限に高められます。
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ピストンポンプの校正
一般的な準備:
• ポンプヘッドがポンプドライブに正しく取り付けられていることを確認します（詳細は"ポンプヘッドの交換" 

3-45ページ）を参照）。
• 適切な送液管がポンプヘッドに取り付けられていることを確認します。
• すべての液体と容器の準備が整っていることを確認します。

ポンプヘッドの校正を行う方法:
1. 注入管を供給液に挿入します。
2. 排出管を適切な容器に挿入します。 注意： 精度を高めるために、容器は目盛り付きのものを用いるか、秤

の上に置いてください。 秤を使用する場合、許容される重量と体積の換算は水1グラム＝1 mLです。
3. ドライブの背面にある電源スイッチをオンにします。 注意： [ユーザー管理] が有効になっている場合は、

ユーザー名とパスワードの入力を求められることがあります（詳細は"ユーザー管理" 3-9ページ）を参
照）。

4. [連続モード]、[時間モード] または [量モード] の画面に移動します。
5. [流れ方向] をタップし、[時計回り]  または [反時計回り]  の流れ方向を選択します。
6. [呼び水]  を押下してポンプに呼び水を注入します。 [呼び水]  を放すと、呼び水の注入が止まりま

す。
7. ポンプヘッドのゼロポイントを調節します（詳細はポンプヘッドのユーザーマニュアルをご覧ください）。
8. 連続モード画面で [校正]  をタップするか、量モード画面もしくは時間モード画面で [編集] > [校正] 

 を順にタップします。 ポンプヘッド校正画面が表示されます。
9. [ヘッドサイズ] をタップします。 ヘッドサイズ画面が表示されます。

a. 選択可能なオプションのリストで、ポンプヘッドのサイズを選択します。
b. [確認]  をタップして保存するか、[キャンセル]  をタップして変更を破棄し、前の画面に戻りま

す。
10. [校正量] をタップします。 校正量画面が表示されます。

a. スクリーンキーパッドを使用して任意の校正量を入力します。 注意： 最善の校正を行うには、校正量
をデフォルトの校正量設定値以上にします。

b. [確認]  をタップして保存するか、[キャンセル]  をタップして変更を破棄し、前の画面に戻りま
す。

11. [フローレート] をタップします。 校正フローレート画面が表示されます。
a. スクリーンキーパッドを使用して任意のフローレートを入力します。
b. [確認]  をタップして保存するか、[キャンセル]  をタップして変更を破棄し、前の画面に戻りま

す。 注意： 校正の完了後、表示されるフローレートがドライブによって調節されます。
12. [スタート]  をタップして校正を開始します。 注意： 校正の進捗状況がタッチスクリーンに表示されま

す。
13. 校正が完了したら、排出管容器で読み取った液量を、スクリーンキーパッドを使用して入力します。
14. [確認]  をタップして校正を完了し、元のモード画面に戻ります。 [校正完了]  が表示され、現在のポ

ンプヘッドのサイズ、チューブ量、およびフローレートの校正が完了したことを示します。
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注意：
• 選択された校正設定の予測精度がポンプヘッドの校正画面にある「校正強度」バーで表示されます。 校正

の精度は、校正量の増加および/またはフローレートの変更により改善できます。
• 精度を最も高めるためには、予期されるフローレートで校正を行う必要があります。
• 校正設定は、ポンプヘッドの校正画面に移動したとき、または同画面から離れたときに保持され、他のモー

ド画面に転送されます。
• 校正の実行中にドライブを停止すると、校正は破棄され、校正を行う前のモード画面が表示されます。 手

順を再度行う前に、容器を空にしてください。
• 許容される最大フローレート（デフォルトの最大フローレート）での校正所要時間は約10秒です。 許容され

る最小フローレート（最大フローレートの約4％）での校正所要時間は4分です。
• 最小フローレートと最大フローレートは校正後に変化します。これは、ポンプ1回転当たりの送液量の再計

算が行われるためです。
• 手順8～14を必要に応じて繰り返し、ポンプヘッド較正の精度を最大限に高めることができます。
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第3章：操作
! 警告： チューブが破損すると、液体がポンプから噴出する恐れがあります。 操作者と装置を保

護するために、適切な措置を講じてください。

注意： 高温になっています。 触れないでください。

注意： 感電を避けるために、電源コードの保護接地線をアース接続する必要があります。 
EN61010-1に規定されているとおり、水気のある場所では操作できません。

注意：
• 残留粒子によるピストンの固着を防ぐために、ポンピングプロセス後は毎回ポンプヘッドを洗浄することを

お勧めします（特にポンピング媒体に塩分やタンパク質が含まれている場合）。
• 直径0.8mmを超える粒子を含む媒体は圧送しないでください。 
• ピストンの破砕は保証の対象外です。
• 粒子を含む液体の圧送にギヤポンプを使用しないでください。 最も小さな粒子でも摩耗を生じさせ、数秒

以内にギヤポンプを破損または破壊する恐れがあります。
• 腐食性液体は、長期的にはポンプヘッドのシール面周辺に漏れ経路を形成させる可能性があります。 ポン

プは、漏れが生じていないか定期的に点検する必要があります。
• ポンプを操作する前に、ポンプヘッドに液体を充填することをお勧めします。
• 呼び水を注入する際は、ポンプが空の状態で15秒以上作動することがないようにしてください。
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モード選択画面
モード選択画面では、ドライブの4つの基本的な運転モード（連続、時間、量、アナログ入力）のほか、新規プログ
ラム画面およびユーザー定義プログラムにアクセスできます。 モード選択画面に移動するには、いずれかのモ
ード画面で「モード名バナー」をタップします。

目的のモードまたはプログラムをタップすると、そのモード/プログラムの画面が表示されます。

時間モード

アナログ入力モード

新規プログラムを追加

連続モード

前の画面に戻る

量モード

設定

ページのスクロール
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連続モード
連続モードでは、ポンプはユーザーがポンプを止めるまで、選択されたrpmおよび/またはフローレートで作動
します。

連続モード実行画面
連続モード実行画面を表示するには、モード選択画面で [連続] を選択します。

A. モード名バナー： モード名バナーをタップすると、モード選択画面に戻ります。
B. 累積量： 現在までに送出された液体の累積量が表示されます。 累積量をリセットする方法： 表示される値

がゼロになるまで、[累積量リセット]  を押下します。
C. フローレート：ユーザーが選択した測定単位で、現在のフローレートが表示されます。 タップすると、フロー

レート画面が表示されます。
D. ヘッドオプション：タップすると、ヘッドオプション画面が表示されます。
E. 校正：タップすると、校正画面が表示されます（詳細は"ポンプヘッドの校正" 3-12ページ）を参照）。 現在

のポンプヘッドサイズでの校正が完了すると、「校正完了」  が表示されます。
F. 呼び水：押下すると、ポンプドライブに呼び水が注入されます（詳細は"ポンプの呼び水注入" 3-11ペー

ジ）を参照）。
G. スタート/ストップ：[スタート] をタップすると、ポンプが始動します。 ポンプが始動すると、[ストップ]  が

表示されます。 
H. 流れ方向：[方向] をタップし、[時計回り]  または[反時計回り]  を選択します。 注意： 流れ方向

は、一方向のギヤポンプでは利用できず、グレー表示となります。

H. 流れ方向

B. 累積量

G. スタート/ストップ

D. ヘッドオプション E. 校正

K. 設定

I. スクリーンロック

C. フローレート

J. ログアウト

A. モード名バナー

F. 呼び水
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I. スクリーンロック：画面をロックすると、すべてのタッチスクリーン機能が無効になります。 画面をロックす
る方法： アイコンが「ロック状態」  に変わり、画面の縁に赤いラインが表示されるまで、[アンロック状態] 

 を押下します。 画面をアンロックする方法： アイコンが「アンロック状態」  に変わるまで、[ロック状態] 
 を押下します。

J. ログアウト：タップすると、ユーザーはログアウトされます。 注意： このオプションは、[設定] で [ユーザー管
理] が有効になっている場合のみ利用できます（詳細は"ユーザー管理" 3-9ページ）を参照）。

K. 設定：タップすると、設定画面が表示されます（詳細は"設定" 3-5ページ）を参照）。

連続モードの操作
一般的な準備:
• 適切な送液管がポンプヘッドにしっかりと取り付けられていることを確認します。
• すべての液体と容器の準備が整っていることを確認します。
• ドライブの背面にある電源スイッチをオンにします。 注意： [ユーザー管理] が有効になっている場合は、

ユーザー名とパスワードの入力を求められることがあります（詳細は"ユーザー管理" 3-9ページ）を参
照）。 タッチスクリーンに前回使用した運転モード画面が表示されます。

• 連続モード実行画面に「校正完了」  が表示されていることを確認し、ポンプヘッドの校正が行われてい
ることを確認します（詳細は"ポンプヘッドの校正" 3-12ページ）を参照）。

• 必要に応じて、ポンプに呼び水を注入します（詳細は"ポンプの呼び水注入" 3-11ページ）を参照）。

ポンプを連続モードで運転する方法:
1. モード選択画面で [連続] をタップします。 連続モード実行画面が表示されます。
2. 必要な場合は、[累積量のリセット]  を押下し、表示をゼロにリセットします。
3. 任意のフローレートとフロー単位を選択します。

a. [フローレート] をタップして フローレート画面を表示します。
b. [単位] をタップしてフロー単位画面を表示し、リストからフロー単位を選択します。
c. [確認]  をタップして保存するか、[キャンセル]  をタップして変更を破棄し、フローレート画面に

戻ります。
d. [フロー] をタップし、スクリーンキーパッドを使用して任意のフローレートを入力します。
e. [確認]  をタップして保存するか、[キャンセル]  をタップして変更を破棄し、連続モード画面に戻

ります。
4. [ヘッドオプション] をタップします。 ヘッドオプション画面が表示されます。

a. 選択可能なオプションのリストから、ポンプヘッドのサイズを選択します。
b. [確認]  をタップして保存するか、[キャンセル]  をタップして変更を破棄し、連続モード実行画面

に戻ります。
5. 必要な場合は、[校正] をタップし、選択したポンプヘッドとフローレートでポンプの校正を行います（詳細

は"ポンプヘッドの校正" 3-12ページ）を参照）。
6. [方向] をタップし、[時計回り]  または [反時計回り]  の流れ方向を選択します。 注意： 流れ方向

は一方向のギヤポンプでは利用できず、グレー表示となります。
7. [スタート]  をタップします。 表示されているフローレートと流れ方向でドライブが始動します。
8. ドライブの運転が不要になったら、[ストップ]  をタップします。 注意： 連続モードでは、ドライブは停止

されるまで、表示されているフローレートと流れ方向で作動し続けます。
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連続モード設定を新規プログラムとして保存する方法
モードパラメータに加えた変更を新規プログラムとして保存し、頻繁に使用する設定に簡単にアクセスするこ
とができます。 注意： [ユーザー管理] が有効になっている場合、プログラムを作成して変更することができる
のは、権限のあるユーザーのみです（詳細は"ユーザー管理" 3-9ページ）を参照）。

モードパラメータを新規プログラムに保存する方法:
1. 必要な場合は、連続モードの設定を適宜、編集します。
2. モード名バナーをタップしてモード選択画面に戻ります。
3. [新規プログラム] をタップします。 注意： モード選択画面に [新規プログラム] が表示されていない場合

は、[スクロール] をタップして追加のページを表示します。
4. [連続] をタップします。 連続新規プログラム画面が表示されます。設定は、連続モードで前回使用したもの

になっています。
5. [プログラム1] をタップします。 必要な場合は、スクリーンキーパッドの「戻る矢印」を使用して文字を削除

し、任意のプログラム名を入力します（8文字以内）。
6. [確認] をタップして保存するか、[削除] をタップして取り消します。

注意：
• 保存された新規プログラムは、モード選択画面の最下部にアルファベット順で追加されます。
• プログラムが複数ある場合は、[スクロール] をタップすると、追加のページが表示されます。



3-21 Masterflex REGLOデジタルポンプドライブ（高度接続機能搭載）

第3章：操作

Masterflex

時間モード
時間モードでは、ポンプは選択されたrpmおよび/またはフローレートで、選択された時間および/または一括
合計にわたり作動します。 選択された時間または一括合計が終了すると、ポンプは自動的に停止します。

時間モード実行画面
時間モード実行画面を表示するには、モード選択画面で [時間] を選択します。

A. モード名バナー： モード名バナーをタップすると、モード選択画面に戻ります。
B. 編集：タップすると、時間モード編集画面が表示されます。 時間モード編集画面では、フローレート、フロー

単位、ポンプヘッドのサイズ、校正、オンタイム、オフタイム、一括合計に変更を加えることができます。
C. 累積量： 現在までに送出された液体の累積量が表示されます。 累積量をリセットする方法： 表示される値

がゼロになるまで、[累積量リセット]  を押下します。
D. 一括合計：現在の一括で完了した分注の回数が表示されます。 一括合計をリセットする方法： 表示される

値がゼロになるまで、[一括リセット]  を押下します。
E. 設定済みのオンタイム：設定されている分注作動時間が表示されます。
F. オンタイムカウンター：作動中に、設定されている分注時間がカウントダウン形式で表示されます。
G. 設定されているオフタイム：各分注動作の間にポンプが一時停止するよう設定されている時間が表示され

ます。
H. オフタイムカウンター： 作動中に、設定されているオフタイムがカウントダウン形式で表示されます。
I. フローレート：ユーザーが選択した測定単位で、現在のフローレートが表示されます。
J. 呼び水：押下すると、ポンプドライブに呼び水が注入されます（詳細は"ポンプの呼び水注入" 3-11ペー

ジ）を参照）。

D. 一括合計

B. 編集

K. スタート/ストップJ. 呼び水

F. オンタイムカウンター

E. オンタイムの設定

O. 設定

M. スクリーンロック

N. ログアウト

A. モード名バナー

C. 累積量

G. オフタイムの設定

I. フローレート

L. 流れ方向

H. オフタイムカウンター
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K. スタート/ストップ/一時停止： 作動中に、表示は [スタート]  から [一時停止]  [ストップ]/[リセット] 
 に変わります。

L. 流れ方向：[方向] をタップし、「時計回り」  または「反時計回り」  の流れ方向を選択します。注
意：流れ方向は一方向のギヤポンプでは利用できず、グレー表示となります。

M. スクリーンロック：画面をロックすると、すべてのタッチスクリーン機能が無効になります。 画面をロックする
方法： アイコンが「ロック状態」  に変わり、画面の縁に赤いラインが表示されるまで、「アンロック状態」 

 を押下します。 画面をアンロックする方法： アイコンが「アンロック状態」 に変わるまで、「ロック状
態」  を押下します。

N. ログアウト：タップすると、ユーザーはログアウトされます。 注意： このオプションは、[設定] で [ユーザー管
理] が有効になっている場合のみ利用できます（詳細は"ユーザー管理" 3-9ページ）を参照）。

O. 設定：タップすると、設定画面が表示されます（詳細は"設定" 3-5ページ）を参照）。

時間モード編集画面

時間モードの操作
一般的な準備:
• 適切な送液管がポンプヘッドにしっかりと取り付けられていることを確認します。
• すべての液体と容器の準備が整っていることを確認します。
• ドライブの背面にある電源スイッチをオンにします。 注意： [ユーザー管理] が有効になっている場合は、

ユーザー名とパスワードの入力を求められることがあります（詳細は"ユーザー管理" 3-9ページ）を参
照）。 前回使用した運転モード画面がタッチスクリーンに表示されます。

• 時間モード編集画面に「校正完了」  が表示されていることを確認し、ポンプヘッドの校正が行われてい
ることを確認します（詳細は"ポンプヘッドの校正" 3-12ページ）を参照）。

• 必要な場合は、操作の前にポンプに呼び水を注入します（詳細は"ポンプの呼び水注入" 3-11ページ）を
参照）。

校正

オフタイム

確認

一括合計

モード名バナー

オンタイム

フローレート

 ヘッドオプション

タップしてオンタイム編集 
画面に移動

タップして前の 
画面に戻る

タップしてフローレート編集 
画面に移動

タップしてヘッドオプション 
画面に移動

タップして間隔時間 
画面に移動

タップしてチューブ校正 
画面に移動

タップして一括合計 
画面に移動ログアウト
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ポンプを時間モードで運転する方法:
1. モード選択画面で [時間] をタップします。 時間モード実行画面が表示されます。 
2. [編集]  をタップし、時間モード編集画面を表示します。
3. [オンタイム] をタップし、ポンプ作動1回の時間の長さを設定します。 オンタイム編集画面が表示されます。 

a. [時間]、[分]、[秒] または [デシ秒] をタップし、スクリーンキーパッドを使用して任意の時間を入力しま
す。

b. [確認]  をタップして保存するか、[キャンセル]  をタップして変更を破棄し、時間モード編集画面
に戻ります。

4. [オフタイム] をタップし、各分注動作の間にポンプが一時停止する時間の長さを設定します。 オフタイム
編集画面が表示されます。 注意： オフタイムが0（ゼロ）に設定されている場合、ポンプドライブが次の分注
を開始するには、開始入力が必要です（タッチスクリーンまたは有線入力から）。
a. [時間]、[分]、[秒] または [デシ秒] をタップし、スクリーンキーパッドを使用して任意の時間を入力しま

す。
b. [確認]  をタップして保存するか、[キャンセル]  をタップして変更を破棄し、時間モード編集画面

に戻ります。
5. [フローレート] をタップします。 フローレート編集画面が表示されます。 

a. [単位] をタップしてフロー単位画面を表示し、リストでフロー単位を選択します。
b. [確認]  をタップして保存するか、[キャンセル]  をタップして変更を破棄し、前の画面に戻りま

す。
c. [フロー] をタップし、スクリーンキーパッドを使用して任意のフローレートを入力します。
d. [確認]  をタップして保存するか、[キャンセル]  をタップして変更を破棄し、時間モード編集画面

に戻ります。
6. [ヘッドオプション] をタップします。 ヘッドオプション画面が表示されます。

a. 選択可能なオプションのリストで、ポンプヘッドのサイズを選択します。
b. [確認]  をタップして保存するか、[キャンセル]  をタップして変更を破棄し、時間モード編集画面

に戻ります。
7. [一括合計] をタップし、各一括サイクルの分注回数を調節します。 一括合計画面が表示されます。

a. スクリーンキーパッドを使用し、各一括サイクルの分注回数を入力します。 注意： 必要な場合は、[無
限] ∞ をタップし、分注サイクルの回数を無限大に設定します。 「無限」を選択した場合、ポンプは連
続的に作動します。

b. [確認]  をタップして保存するか、[キャンセル]  をタップして変更を破棄し、時間モード編集画面
に戻ります。

8. [確認]  をタップして時間分注モード実行画面に戻ります。
9. [方向] をタップし、「時計回り」  または「反時計回り 」  の流れ方向を選択します。 注意： 流れ方

向は一方向のギヤポンプでは利用できず、グレー表示となります。
10. [スタート]  をタップします。 ポンプは一括合計が完了するか、[一時停止]  または [ストップ]  がタ

ップされるまで作動し続けます。 
11. 必要な場合は、作動中に時間モード設定を調整できます。 調整を行う方法：

a. [一時停止]  をタップし、上記の手順2～9を繰り返します。
b. 必要な調整を行ったら、[続行]  をタップしてポンプの運転を完了させます。
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時間モード設定を新規プログラムとして保存する方法
モードパラメータに加えた変更を新規プログラムとして保存し、頻繁に使用する設定に簡単にアクセスするこ
とができます。 注意： [ユーザー管理] が有効になっている場合、プログラムを作成して変更することができる
のは、権限のあるユーザーのみです（詳細は"ユーザー管理" 3-9ページ）を参照）。

モードパラメータを新規プログラムに保存する方法:
1. 必要な場合は、時間モードの設定を適宜、編集します。
2. モード名バナーをタップしてモード選択画面に戻ります。
3. [新規プログラム] をタップします。 注意： モード選択画面に [新規プログラム] が表示されていない場合

は、[スクロール] をタップして追加のページを表示します。
4. [時間] をタップします。 時間新規プログラム画面が表示されます。設定は、時間モードで前回使用したもの

になっています。 
5. [プログラム1] をタップします。 必要な場合は、スクリーンキーパッドの「戻る矢印」を使用して文字を削除

し、任意のプログラム名を入力します（8文字以内）。
6. [確認] をタップして保存するか、[削除] をタップして取り消します。

注意：
• 保存された新規プログラムは、モード選択画面の最下部にアルファベット順で追加されます。
• プログラムが複数ある場合は、[スクロール] をタップすると、追加のページが表示されます。
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量モード 
量モードでは、ポンプは選択された液量が送出されるまで、選択されたrpmおよび/またはフローレートで作動
します。 選択された液量が送出されると、ドライブは自動的に停止します。

量モード実行画面
量モード実行画面を表示するには、モード選択画面で [量] を選択します。

A. モード名バナー： モード名バナーをタップすると、モード選択画面に戻ります。
B. 編集：タップすると、量モード編集画面が表示されます。 量モード編集画面では、分注量、間隔時間、フロー

レート、ポンプヘッドのサイズ、アンチドリップ機能、校正、および一括合計を調整できます。 注意： 作動中
は編集機能が無効になります。

C. 累積量： 現在までに送出された液体の累積量が表示されます。 累積量をリセットする方法： 表示される値
がゼロになるまで、[累積量のリセット]  を押下します。

D. 一括合計：現在の一括で完了した分注の回数が表示されます。 一括合計をリセットする方法： 表示される
値がゼロになるまで、[一括リセット]  を押下します。

E. 設定されている分注量： 選択された分注液量が表示されます。
F. 分注量カウンター： 作動中に、液量がカウントダウン形式で表示されます。
G. 設定されている間隔時間： 各分注動作の間にポンプが一時停止する時間が表示されます。
H. 間隔時間カウンター： 作動中に、設定されている間隔時間がカウントダウン形式で表示されます。
I. フローレート：ユーザーが選択した測定単位で、現在のフローレートが表示されます。
J. 呼び水：押下すると、ポンプドライブに呼び水が注入されます（詳細は"ポンプの呼び水注入" 3-11ペー

ジ）を参照）。

D. 一括合計

B. 編集

K. スタート/ストップJ. 呼び水

F. 分注量カウンター

H. 間隔時間カウンター

E. 分注量の設定

O. 設定

M. スクリーンロック

N. ログアウト

A. モード名バナー

C. 累積量

G. 間隔時間の設定

I. フローレート

L. 流れ方向
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K. スタート/ストップ/一時停止： 作動中に、表示は [スタート]  から [一時停止]  [ストップ]/[リセット] 
 に変わります。

L. 流れ方向：[方向] をタップし、「時計回り」  または「反時計回り」  の流れ方向を選択します。 注
意： 流れ方向は一方向のギヤポンプでは利用できず、グレー表示となります。

M. スクリーンロック：画面をロックすると、すべてのタッチスクリーン機能が無効になります。 画面をロックする
方法： アイコンが「ロック状態」  に変わり、画面の縁に赤いラインが表示されるまで、「アンロック状態」 

 を押下します。 画面をアンロックする方法： アイコンが「アンロック状態」 に変わるまで、[ロック状態] 
 を押下します。

N. ログアウト：タップすると、ユーザーはログアウトされます。 注意： このオプションは、[設定] で [ユーザー管
理] が有効になっている場合のみ利用できます（詳細は"ユーザー管理" 3-9ページ）を参照）。

O. 設定：タップすると、設定画面が表示されます（詳細は"設定" 3-5ページ）を参照）。

量モード編集画面

量分注モードの操作
一般的な準備:
• 適切な送液管がポンプヘッドにしっかりと取り付けられていることを確認します。
• すべての液体と容器の準備が整っていることを確認します。
• ドライブの背面にある電源スイッチをオンにします。 注意： [ユーザー管理] が有効になっている場合は、

ユーザー名とパスワードの入力を求められることがあります（詳細は"ユーザー管理" 3-9ページ）を参
照）。 前回使用した運転モード画面がタッチスクリーンに表示されます。

• 量モード編集画面に「校正完了」  が表示されていることを確認し、ポンプヘッドの校正が行われているこ
とを確認します（詳細は"ポンプヘッドの校正" 3-12ページ）を参照）。

• 必要な場合は、操作の前にポンプに呼び水を注入します（詳細は"ポンプの呼び水注入" 3-11ページ）を
参照）。

送液量の記録

校正

間隔時間

確認

一括合計

モード名バナー

量

フローレート

ヘッドオプション

アンチドリップ

タップして分注量 
画面に移動

タップして前の 
画面に戻る

タップしてフローレート編集 
画面に移動

タップしてヘッドオプション 
画面に移動

タップしてアンチドリップ画面
に移動（"アンチドリップ" 3-29

ページ）を参照）

タップして間隔時間 
画面に移動

タップしてチューブ校正 
画面に移動

タップして一括合計 
画面に移動

タップして送液量を記録（ 
"送液量の記録" 3-29ページ）
を参照）

ログアウト
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ポンプを量モードで運転する方法:
1. モード選択画面で [量] をタップします。 量モード実行画面が表示されます。 
2. [編集]  をタップし、量モード編集画面を表示します。
3. [量] をタップします。 分注量画面が表示されます。

a. [量] をタップし、スクリーンキーパッドを使用して量を入力します。 注意： 液量が不明な場合、ポンプド
ライブは分注液量を記録できます（詳細は"送液量の記録" 3-29ページ）を参照）。

b. [ランプアップ]  をタップし、スクリーンキーパッドを使用して、ポンプのフローレートが設定値に達
するまでにかかる時間（0～60秒）を設定します。

c. [ランプダウン]  をタップし、スクリーンキーパッドを使用して、各分注動作の終わりにポンプが停止
するまでにかかる時間（0～60秒）を設定します。

d. [確認]  をタップして保存するか、[キャンセル]  をタップして変更を破棄し、量モード編集画面に
戻ります。

4. [間隔時間] をタップし、各分注動作の間にポンプが一時停止する時間の長さを設定します。 間隔時間画面
が表示されます。 注意： 間隔時間が0（ゼロ）に設定されている場合、ポンプドライブが次の分注を開始す
るには、開始入力が必要です（タッチスクリーンまたは有線入力から）。
a. [時間]、[分]、[秒] または [デシ秒] をタップし、スクリーンキーパッドを使用して任意の時間を入力しま

す。
b. [確認]  をタップして保存するか、[キャンセル]  をタップして変更を破棄し、量モード編集画面に

戻ります。
5. [フローレート] をタップします。 フローレート編集画面が表示されます。 

a. [単位] をタップしてフロー単位画面を表示し、リストでフロー単位を選択します。
b. [確認]  をタップして保存するか、[キャンセル]  をタップして変更を破棄し、前の画面に戻りま

す。
c. [フロー] をタップし、スクリーンキーパッドを使用して任意のフローレートを入力します。
d. [確認]  をタップして保存するか、[キャンセル]  をタップして変更を破棄し、量モード編集画面に

戻ります。
6. [ヘッドオプション] をタップします。 ヘッドオプション画面が表示されます。

a. 選択可能なオプションのリストで、ポンプヘッドのサイズを選択します。
b. [確認]  をタップして保存するか、[キャンセル]  をタップして変更を破棄し、量モード編集画面に

戻ります。
7. [一括合計] をタップし、各一括サイクルの分注回数を調節します。 一括合計画面が表示されます。

a. スクリーンキーパッドを使用し、各一括サイクルの分注回数を入力します。 注意： 必要な場合は、[無
限] ∞ をタップし、分注サイクルの回数を無限大に設定します。 [無限]を選択した場合、ポンプは連続
的に作動します。

b. [確認]  をタップして保存するか、[キャンセル]  をタップして変更を破棄し、量モード編集画面に
戻ります。

8. 必要な場合は、[アンチドリップ] をタップします。 アンチドリップ画面が表示されます（詳細は"アンチドリッ
プ" 3-29ページを参照）。 注意： アンチドリップ機能はギヤポンプでは利用できません。 
a. [オン] または [オフ] をタップし、アンチドリップ機能を有効または無効にします。
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b. 有効にした場合は、スクリーンキーパッドを使用して、逆回転の度合いを入力します。 注意： 一般的な
値は5～45度です。

c. [確認]  をタップして保存するか、[キャンセル]  をタップして変更を破棄し、量モード編集画面に
戻ります。

9. [確認]  をタップして量モード実行画面に戻ります。
10. [方向] をタップし、「時計回り」  または「反時計回り」  の流れ方向を選択します。 注意： 流れ方

向は一方向のギヤポンプでは利用できず、グレー表示となります。
11. [スタート]  をタップします。 ポンプは一括合計が完了するか、[一時停止]  または [ストップ]  がタ

ップされるまで作動し続けます。 
12. 必要な場合は、作動中に量モード設定を調整できます。 調整を行う方法：

a. [一時停止]  をタップし、上記の手順2～10を繰り返します。
b. 必要な調整を行ったら、[続行]  をタップしてポンプの運転を完了させます。

量モード設定を新規プログラムとして保存する方法
モードパラメータに加えた変更を新規プログラムとして保存し、頻繁に使用する設定に簡単にアクセスするこ
とができます。 注意： [ユーザー管理] が有効になっている場合、プログラムを作成して変更することができる
のは、権限のあるユーザーのみです（詳細は"ユーザー管理" 3-9ページを参照）。

モードパラメータを新規プログラムに保存する方法:
1. 必要な場合は、量モードの設定を適宜、編集します。
2. モード名バナーをタップしてモード選択画面に戻ります。
3. [新規プログラム] をタップします。 注意： モード選択画面に [新規プログラム] が表示されていない場合は、

「スクロール」 をタップして追加のページを表示します。
4. [量] をタップします。 量新規プログラム画面が表示されます。設定は、量モードで前回使用したものになっ

ています。 
5. [プログラム1] をタップします。 必要な場合は、スクリーンキーパッドの「戻る矢印」を使用して文字を削除

し、任意のプログラム名を入力します（8文字以内）。
6. [確認] をタップして保存するか、[削除] をタップして取り消します。

注意：
• 保存された新規プログラムは、モード選択画面の最下部にアルファベット順で追加されます。
• プログラムが複数ある場合は、[スクロール] をタップすると、追加のページが表示されます。
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アンチドリップ
アンチドリップ機能は、ポンプを逆回転させてチューブの端から液体を引き戻すことにより、液体を分注した後の
液漏れを最小限に抑えることができます。 液漏れは、チューブのサイズ、チューブの向き、液体の粘度など、数多
くの要因によって生じます。 注意： アンチドリップ機能はギヤポンプでは利用できません。

アンチドリップ機能を有効または無効にする方法:
1. モード選択画面で [量] をタップします。 量モード画面が表示されます。
2. [編集] をタップします。
3. [アンチドリップ] をタップします。 アンチドリップ画面が表示されます。
4. [オン] または [オフ] をタップし、アンチドリップ機能を有効または無効にします。
5. 有効にした場合は、スクリーンキーパッドを使用して、逆回転の程度を入力します。 注意： 一般的な値は5

～45度です。
6. [確認]  をタップして保存するか、[キャンセル]  をタップして変更を破棄し、量モード画面に戻りま

す。

送液量の記録
液量を記録する機能は、液量が不明な場合に液量を記録するために利用できます。

一般的な準備:
• 適切な送液管がポンプヘッドにしっかりと取り付けられていることを確認します。
• すべての液体と容器の準備が整っていることを確認します。
• ドライブの背面にある電源スイッチをオンにします。 注意： [ユーザー管理] が有効になっている場合は、

ユーザー名とパスワードの入力を求められることがあります（詳細は"ユーザー管理" 3-9ページを参照）
。 前回使用した運転モード画面がタッチスクリーンに表示されます。

• 量モード編集画面に「校正完了」  が表示されていることを確認し、ポンプヘッドの校正が行われているこ
とを確認します（詳細は"ポンプヘッドの校正" 3-12ページを参照）。

• 必要な場合は、ポンプに呼び水を注入します（詳細は"ポンプの呼び水注入" 3-11ページを参照）。

液量を記録する方法:
1. モード選択画面で [量] をタップします。 量モード実行画面が表示されます。 
2. [編集] をタップし、量モード編集画面を表示します。
3. [記録]  をタップします。 記録分注画面が表示されます。
4. [フローレート] をタップし、フローレートを調節します。 フローレート画面が表示されます。

a. [フロー] をタップし、スクリーンキーパッドを使用して任意のフローレートを入力します。
b. [単位] をタップし、スクリーンキーパッドを使用して任意のフロー単位を入力します。
c. [確認]  をタップして変更内容を保存し、記録分注画面に戻ります。

5. [スタート]  をタップします。 ドライブが送液を開始し、同時に送液量が記録されます。
6. 必要な場合は、作動中にフローレートを調節できます。 調節を行う方法：

a. [一時停止]  をタップし、上記の手順4～5を繰り返します。
b. 必要な変更を行ったら、[スタート]  をタップして送液を実行します。 注意： 必要な場合は、[ストッ

プ]  をタップし、次に [キャンセル]  をタップして、記録を破棄し、量モード編集画面に戻ります。
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7. 必要な量の送液が完了したら、[ストップ]  をタップします。 記録された注液量が [量] の項目に表示さ
れます。 

8. [確認]  をタップして保存するか、[キャンセル]  をタップして記録を破棄し、量モード編集画面に戻り
ます。 保存すると、記録された注液量が [量] の項目に表示されます。

9. [確認]  をタップします。 量モード実行画面が表示されます。
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アナログ入力モード

! 注意： ドライブの損傷を防ぐために、外部アナログコントロールケーブルを接続する前に電源
をオフにする必要があります。

REGLOデジタルポンプドライブは、装備しているDB-25メス接続ポートを通じて操作とモニタリングが可能で
す。 詳細はwww.masterflex.comを参照してください。

アナログ入力モード実行画面
アナログ入力の操作中は、アナログ入力モード実行画面がポンプドライブのタッチスクリーンに表示されます。 
画面には、外付けリモートコントロールデバイスで現在選択されている分注設定が表示されます。 アナログ入
力モード実行画面を表示するには、モード選択画面で [アナログ入力] を選択します。

A. モード名バナー： モード名および現在選択されている入力の種類（[アナログ電流] または [アナログ電圧]）
が表示されます。 モード名バナーをタップすると、モード選択画面に戻ります。

B. 呼び水：押下すると、ポンプドライブに呼び水が注入されます（詳細は"ポンプの呼び水注入" 3-11ページ
を参照）。

C. スタート/ストップ：作動中、表示は [スタート]  から [ストップ]  に変わります。
D. 流れ方向：[方向] をタップし、「時計回り」  または「反時計回り」  の流れ方向を選択します。 注

意： 流れ方向は一方向のギヤポンプでは利用できず、グレー表示となります。
E. スクリーンロック：画面をロックすると、すべてのタッチスクリーン機能が無効になります。 画面をロックする

方法： アイコンが「ロック状態」  に変わり、画面の縁に赤いラインが表示されるまで、「アンロック状態」 
 を押下します。 画面をアンロックする方法： アイコンが「アンロック状態」  に変わるまで、[ロック状態] 
 を押下します。

C. スタート/ストップ

E. スクリーンロック

A. モード名バナー

B. 呼び水

D. 流れ方向

F. ログアウト

http://www.masterflex.com
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F. ログアウト：タップすると、ユーザーはログアウトされます。 注意： このオプションは、[設定] で [ユーザー管
理] が有効になっている場合のみ利用できます（詳細は"ユーザー管理" 3-9ページを参照）。

アナログ入力

! 注意： ドライブの損傷を防ぐために、外部アナログコントロールケーブルを接続する前に電源
をオフにする必要があります。

REGLOはポンプドライブのDB-25メス接続ポートを通じて適切な機器を使用したアナログ入力に対応してお
り、操作可能です。 アナログ入力は、MasterflexLive™の代わりに、またはMasterflexLive™に追加して利用で
きます。

"DB-25電気接続" 3-44ページも参照してください。

一般的な準備:
• 適切な送液管がポンプヘッドにしっかりと取り付けられていることを確認します。
• すべての液体と容器の準備が整っていることを確認します。
• ドライブの背面にある電源スイッチをオンにします。 注意： [ユーザー管理] が有効になっている場合は、

ユーザー名とパスワードの入力を求められることがあります（詳細は"ユーザー管理" 3-9ページを参照）
。 前回使用した運転モード画面がタッチスクリーンに表示されます。

• ポンプヘッドの校正が行われていることを確認します（詳細は"ポンプヘッドの校正" 3-12ページを参照）。
• 必要な場合は、操作の前にポンプに呼び水を注入します（詳細は"ポンプの呼び水注入" 3-11ページを参

照）。
• ポンプドライブのDB-25メス接続ポートを通じて、ドライブが適切な機器に接続されていることを確認しま

す（詳細は"DB-25電気接続" 3-44ページを参照）。

アナログ入力で操作とモニタリングを行う方法:
1. モード選択画面で [アナログ入力] をタップします。 アナログ入力モード実行画面が表示されます。
2. [編集]  をタップします。 アナログ入力モード編集画面が表示されます。
3. 使用するアナログ入力の種類をリストでタップします。
4. [アナログ：電圧] または [アナログ：電流] を使用する場合：

a. 電流または電圧の作動範囲をリストで選択します。
b. [確認]  をタップして保存するか、[キャンセル]  をタップして取り消して、前の画面に戻ります。

注意： 
• リモートコントロールデバイスを無効にし、ポンプの運転を即座に停止するには、ポンプドライブのタッチ

スクリーンで [ストップ]  をタップします。 注意： タッチスクリーンがロックされている場合、ポンプの運
転を停止するには画面をアンロックする必要があります。

• アナログ入力による操作とモニタリングの詳細は、www.masterflex.comを参照してください。

http://www.masterflex.com
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アナログ入力モード設定を新規プログラムとして保存する方法
モードパラメータに加えた変更を新規プログラムとして保存し、頻繁に使用するモード設定に簡単にアクセス
することができます。 注意： [ユーザー管理] が有効になっている場合、プログラムを作成して変更することがで
きるのは、権限のあるユーザーのみです（詳細"ユーザー管理" 3-9ページを参照）。

モードパラメータを新規プログラムに保存する方法:
1. 必要な場合は、アナログ入力モードの設定を適宜、編集します。
2. モード名バナーをタップしてモード選択画面に戻ります。
3. [新規プログラム] をタップします。 注意： モード選択画面に [新規プログラム] が表示されていない場合

は、[スクロール] をタップして追加のページを表示します。
4. [アナログ入力] をタップします。 アナログ入力新規プログラム画面が表示されます。設定は、アナログ入力

モードで前回使用したものになっています。 
5. [プログラム1] をタップします。 必要な場合は、スクリーンキーパッドの「戻る矢印」を使用して文字を削除

し、任意のプログラム名を入力します（8文字以内）。
6. [確認] をタップして保存するか、[削除] をタップして取り消します。

注意：
• 保存された新規プログラムは、モード選択画面の最下部にアルファベット順で追加されます。
• プログラムが複数ある場合は、[スクロール] をタップすると、追加のページが表示されます。
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MASTERFLEXLIVE™
REGLOデジタルポンプドライブは、イーサネットまたはWi-Fi接続を利用し、MasterflexLive™ウェブサイトを通
じて操作とモニタリングを行うことができます。 MasterflexLive™は、ノートパソコン、タブレット、スマートフォ
ン、デスクトップパソコンなど、インターネットに接続された適切なデジタルデバイスからアクセスできます。 詳
細はwww.masterflex.comを参照してください。

MasterflexLive™実行画面
MasterflexLive™実行画面は、ポンプドライブの操作がMasterflexLive™ウェブサイトを通じて行われている
間のみ、ポンプドライブのタッチスクリーンに表示されます。 画面には、現在選択されている分注設定（連続、
時間または量）が表示されます。 

A. モード名バナー： モード名および現在選択されている入力の種類が表示されます。 モード名バナーをタッ
プすると、モード選択画面に戻ります。

B. スタート/ストップ：作動中、表示は [スタート]  から [ストップ]  に変わります。
C. ログアウト：タップすると、ユーザーはログアウトされます。 注意： このオプションは、[設定] で [ユーザー管

理] が有効になっている場合のみ利用できます（詳細は"ユーザー管理" 3-9ページを参照）。
D. スクリーンロック：画面をロックすると、すべてのタッチスクリーン機能が無効になります。 画面をロックす

る方法： アイコンが「ロック状態」  に変わり、画面の縁に赤いラインが表示されるまで、[アンロック状態] 
 を押下します。 画面をアンロックする方法： アイコンが「アンロック状態」  に変わるまで、[ロック状態] 
 を押下します。

一般的な準備:
• 適切な送液管がポンプヘッドにしっかりと取り付けられていることを確認します。
• すべての液体と容器の準備が整っていることを確認します。
• ドライブの背面にある電源スイッチをオンにします。 注意： [ユーザー管理] が有効になっている場合は、

B. ストップ

D. スクリーンロック

A. モード名バナー

C. ログアウト

http://www.masterflex.com
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ユーザー名とパスワードの入力を求められることがあります（詳細は"ユーザー管理" 3-9ページを参照）
。 前回使用した運転モード画面がタッチスクリーンに表示されます。

• ポンプヘッドの校正が行われていることを確認します（詳細は"ポンプヘッドの校正" 3-12ページを参照）。
• 必要な場合は、ポンプに呼び水を注入します（詳細は"ポンプの呼び水注入" 3-11ページを参照）。
• ポンプドライブが有効なWi-Fiまたはイーサネット接続経由でインターネットに接続されていることを確認

します（詳細は"Wi-Fi設定" 3-8ページまたは"イーサネット設定" 3-8ページを参照）。
• 使用するデジタルデバイスがインターネットに接続されていることを確認します。

MasterflexLive™に接続する方法:
1. www.masterflex.comにアクセスし、検索バーに「masterflexlive」と入力します。
2. 画面に表示される指示に従ってログインまたはアカウントの新規作成を行います。
3. 画面に表示される指示に従ってREGLOポンプドライブを追加します。 注意： デバイスID（MACアドレスとし

てリスト表示）とデバイスモデル番号は"デバイス情報" 3-7ページのリストに記載されています。 MACア
ドレスはポンプドライブのラベルにも記載されています。

4. 利用可能なデバイスのリストで、操作するポンプドライブを選択します。 MasterflexLive™ウェブアプリ実
行画面が表示されます。

注意： 
• ポンプドライブがMasterflexLive™に接続された後で、MasterflexLive™ウェブアプリ実行画面からポンプ

ドライブの操作とモニタリングを行い、任意のポンプ設定を調整することができます。
• ポンプの運転を停止するには、ポンプドライブのタッチスクリーンで [ストップ]  をタップします。 注意： 

タッチスクリーンがロックされている場合、ポンプの運転を停止するには画面をアンロックする必要があり
ます。

http://www.masterflex.com
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カスタムプログラムモード
カスタムプログラムモードでは、頻繁に使用するポンプモード設定に簡単にアクセス可能なプログラムを作成
できます。 注意： [ユーザー管理] が有効になっている場合、プログラムを作成して変更することができるのは、
権限のあるユーザーのみです（詳細は"ユーザー管理" 3-9ページ)を参照）。

新規プログラムの追加：連続モード
新しい連続モードプログラムを追加する方法:
1. モード選択画面で [新規プログラム] をタップします。 新規プログラム画面が表示されます。 注意： モード

選択画面に [新規プログラム] が表示されていない場合は、[スクロール] をタップして追加のページを
表示します。

2. [連続] をタップします。 連続新規プログラム画面が表示されます。
3. [プログラム1] をタップします。 必要な場合は、スクリーンキーパッドの「戻る矢印」を使用して文字を削除

し、任意のプログラム名を入力します（8文字以内）。
4. 任意のフローレートとフロー単位を選択します。

a. [フローレート] をタップしてフローレート画面を表示します。
b. [単位] をタップしてフロー単位画面を表示し、リストでフロー単位を選択します。
c. [確認]  をタップして保存するか、[キャンセル]  をタップして変更を破棄し、フローレート画面に

戻ります。
d. [フロー] をタップし、スクリーンキーパッドを使用して任意のフローレートを入力します。
e. [確認]  をタップして保存するか、[キャンセル]  をタップして変更を破棄し、連続新規プログラム

画面に戻ります。
5. [ヘッドオプション] をタップします。 ヘッドオプション画面が表示されます。

a. 選択可能なオプションのリストで、ポンプヘッドのサイズを選択します。
b. [確認]  をタップして保存するか、[キャンセル]  をタップして変更を破棄し、連続新規プログラム

画面に戻ります。
6. [確認]をタップして保存するか、[削除]をタップして変更を破棄します。

注意：
• 保存された新規プログラムは、モード選択画面の最下部にアルファベット順で追加されます。
• プログラムが複数ある場合は、[スクロール] をタップすると、追加のページが表示されます。

新規プログラムの追加：時間モード
新しい時間モードプログラムを追加する方法:
1. モード選択画面で [新規プログラム] をタップします。 新規プログラム画面が表示されます。 注意： モード

選択画面に [新規プログラム] が表示されていない場合は、[スクロール] をタップして追加のページを
表示します。

2. [時間] をタップします。 時間新規プログラム画面が表示されます。
3. [プログラム1] をタップします。 必要な場合は、スクリーンキーパッドの「戻る矢印」を使用して文字を削除

し、任意のプログラム名を入力します（8文字以内）。
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4. [オンタイム] をタップし、ポンプ作動1回の時間の長さを設定します。 オンタイム編集画面が表示されます。 
a. [時間]、[分]、[秒] または [デシ秒] をタップし、スクリーンキーパッドを使用して任意の時間を入力しま

す。
b. [確認]  をタップして保存するか、[キャンセル]  をタップして変更を破棄し、時間新規プログラム

画面に戻ります。
5. [オフタイム] をタップし、各分注動作の間にポンプが一時停止する時間の長さを設定します。 オフタイム

編集画面が表示されます。 注意： オフタイムが0（ゼロ）に設定されている場合、ポンプドライブが次の分注
を開始するには、開始入力が必要です（タッチスクリーンまたは有線入力から）。
a. [時間]、[分]、[秒] または [デシ秒] をタップし、スクリーンキーパッドを使用して任意の時間を入力しま

す。
b. [確認]  をタップして保存するか、[キャンセル]  をタップして変更を破棄し、時間新規プログラム

画面に戻ります。
6. [フローレート] をタップします。 フローレート編集画面が表示されます。 

a. [単位] をタップしてフロー単位画面を表示し、リストでフロー単位を選択します。
b. [確認]  をタップして保存するか、[キャンセル]  をタップして変更を破棄し、前の画面に戻りま

す。
c. [フロー] をタップし、スクリーンキーパッドを使用して任意のフローレートを入力します。
d. [確認]  をタップして保存するか、[キャンセル]  をタップして変更を破棄し、時間新規プログラム

画面に戻ります。
7. [ヘッドオプション] をタップします。 ヘッドオプション画面が表示されます。

a. 選択可能なオプションのリストから、ポンプヘッドのサイズを選択します。
b. [確認]  をタップして保存するか、[キャンセル]  をタップして変更を破棄し、時間新規プログラム

画面に戻ります。
8. [一括合計] をタップし、各一括サイクルの分注回数を調節します。 一括合計画面が表示されます。

a. スクリーンキーパッドを使用し、各一括サイクルの分注回数を入力します。 注意： 必要な場合は、[無
限] ∞ をタップし、分注サイクルの回数を無限大に設定します。 「無限」を選択した場合、ポンプは連
続的に作動します。

b. [確認]  をタップして保存するか、[キャンセル]  をタップして変更を破棄し、時間新規プログラム
画面に戻ります。

9. [確認]をタップして保存するか、[削除]をタップして変更を破棄します。

注意：
• 保存された新規プログラムは、モード選択画面の最下部にアルファベット順で追加されます。
• プログラムが複数ある場合は、[スクロール] をタップすると、追加のページが表示されます。

新規プログラムの追加：量モード
新しい量モードプログラムを追加する方法:
1. モード選択画面で [新規プログラム] をタップします。 新規プログラム画面が表示されます。 注意： モード

選択画面に [新規プログラム] が表示されていない場合は、[スクロール] をタップして追加のページを
表示します。

2. [量] をタップします。 量新規プログラム画面が表示されます。
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3. [プログラム1] をタップします。 必要な場合は、スクリーンキーパッドの「戻る矢印」を使用して文字を削除
し、任意のプログラム名を入力します（8文字以内）。

4. [量] をタップします。 分注量画面が表示されます。
a. [量] をタップし、スクリーンキーパッドを使用して体積を入力します。 注意： 液量が不明な場合、ポンプ

ドライブは分注液量を記録できます（詳細は"送液量の記録" 3-29ページを参照）。
b. [ランプアップ]  をタップし、スクリーンキーパッドを使用して、ポンプのフローレートが設定値に達

するまでにかかる時間（0～60秒）を設定します。
c. [ランプダウン]  をタップし、スクリーンキーパッドを使用して、各分注動作の終わりにポンプが停止

するまでにかかる時間（0～60秒）を設定します。
d. [確認]  をタップして保存するか、[キャンセル]  をタップして変更を破棄し、量新規プログラム画

面に戻ります。
5. [間隔時間] をタップし、各分注動作の間にポンプが一時停止する時間の長さを設定します。 間隔時間画面

が表示されます。 注意： 間隔時間が0（ゼロ）に設定されている場合、ポンプドライブが次の分注を開始す
るには、開始入力が必要です（タッチスクリーンまたは有線入力から）。
a. [時間]、[分]、[秒] または [デシ秒] をタップし、スクリーンキーパッドを使用して任意の時間を入力しま

す。
b. [確認]  をタップして保存するか、[キャンセル]  をタップして変更を破棄し、量新規プログラム画

面に戻ります。
6. [フローレート] をタップします。 フローレート編集画面が表示されます。 

a. [単位] をタップしてフロー単位画面を表示し、リストでフロー単位を選択します。
b. [確認]  をタップして保存するか、[キャンセル]  をタップして変更を破棄し、前の画面に戻りま

す。
c. [フロー] をタップし、スクリーンキーパッドを使用して任意のフローレートを入力します。
d. [確認]  をタップして保存するか、[キャンセル]  をタップして変更を破棄し、量新規プログラム画

面に戻ります。

7. [ヘッドオプション] をタップします。 ヘッドオプション画面が表示されます。
a. 選択可能なオプションのリストで、ポンプヘッドのサイズを選択します。
b. [確認]  をタップして保存するか、[キャンセル]  をタップして変更を破棄し、量新規プログラム画

面に戻ります。
8. [一括合計] をタップし、各一括サイクルの分注回数を調節します。 一括合計画面が表示されます。

a. スクリーンキーパッドを使用し、各一括サイクルの分注回数を入力します。 注意： 必要な場合は、[無
限] ∞ をタップし、分注サイクルの回数を無限大に設定します。 [無限]を選択した場合、ポンプは連続
的に作動します。

b. [確認]  をタップして保存するか、[キャンセル]  をタップして変更を破棄し、量新規プログラム画
面に戻ります。

9. 必要な場合は、[アンチドリップ] をタップします。 アンチドリップ画面が表示されます（詳細は"アンチドリッ
プ" 3-29ページ）を参照）。 注意： アンチドリップ機能はギヤポンプでは利用できません。
a. [オン] または [オフ] をタップし、アンチドリップ機能を有効または無効にします。
b. 有効にした場合は、スクリーンキーパッドを使用して、逆回転の程度を入力します。 注意： 一般的な値

は5～45度です。
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c. [確認]  をタップして保存するか、[キャンセル]  をタップして変更を破棄し、量新規プログラム画
面に戻ります。

10. [確認]をタップして保存するか、[削除]をタップして変更を破棄します。

注意：
• 保存された新規プログラムは、モード選択画面の最下部にアルファベット順で追加されます。
• プログラムが複数ある場合は、[スクロール] をタップすると、追加のページが表示されます。

新規プログラムの追加：アナログ入力モード
新しいアナログ入力モードプログラムを追加する方法:
1. モード選択画面で [新規プログラム] をタップします。 新規プログラム画面が表示されます。 注意： モード

選択画面に [新規プログラム] が表示されていない場合は、[スクロール] をタップして追加のページを
表示します。

2. [アナログ入力] をタップします。 アナログ入力新規プログラム画面が表示されます。
3. [プログラム1] をタップします。 必要な場合は、スクリーンキーパッドの「戻る矢印」を使用して文字を削除

し、任意のプログラム名を入力します（8文字以内）。
4. [入力] をタップします。 アナログ入力の種類画面が表示されます。
5. 使用するアナログ入力の種類をリストでタップします。
6. [アナログ：電圧] または [アナログ：電流] を使用する場合：

a. 電流または電圧の作動範囲をリストで選択します。
b. [確認]  をタップして保存するか、[キャンセル]  をタップして取り消して、アナログ入力新規プロ

グラム画面に戻ります。
7. [ヘッドオプション] をタップします。 ヘッドオプション画面が表示されます。

a. 選択可能なオプションのリストで、ポンプヘッドのサイズを選択します。
b. [確認]  をタップして保存するか、[キャンセル]  をタップして変更を破棄し、アナログ入力新規プ

ログラム画面に戻ります。
8. [確認] をタップして保存するか、[削除] をタップして変更を破棄します。

注意：
• 保存された新規プログラムは、モード選択画面の最下部にアルファベット順で追加されます。
• プログラムが複数ある場合は、[スクロール] をタップすると、追加のページが表示されます。
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プログラムモードの使用 
カスタムプログラムは、モード選択画面の最下部にアルファベット順で表示されます。 プログラムが複数ある場
合は、[スクロール] をタップすると、追加のページが表示されます。

一般的な準備:
• 適切な送液管がポンプヘッドにしっかりと取り付けられていることを確認します。
• すべての液体と容器の準備が整っていることを確認します。
• ドライブの背面にある電源スイッチをオンにします。 注意： [ユーザー管理] が有効になっている場合は、

ユーザー名とパスワードの入力を求められることがあります（詳細は"ユーザー管理" 3-9ページ）を参
照）。 前回使用した運転モード画面がタッチスクリーンに表示されます。

• プログラム情報  画面に「校正完了」  が表示されていることを確認し、ポンプヘッドの校正が行われ
ていることを確認します（詳細は"ポンプヘッドの校正" 3-12ページを参照）。

• 必要な場合は、ポンプに呼び水を注入します（詳細は"ポンプの呼び水注入" 3-11ページを参照）。

プログラムを使用する方法:
1. 使用するプログラムをモード選択画面で選択します。 プログラム実行画面が表示されます。
2. [スタート]  をタップし、表示されているプログラム設定を用いてポンプドライブの運転を開始します。
3. 必要な場合は、作動中に [一時停止]  または [ストップ]  をタップします。 注意： 連続モードでのポン

プ運転中は一時停止できません。

注意：
• 選択したプログラムの設定を表示するには、[情報]  をタップします。
• プログラム実行画面で個別の設定を編集することはできません。

プログラムの編集
注意：[ユーザー管理] が有効になっている場合、プログラムの作成と変更を行うことができるのは、権限のある
ユーザーのみです（詳細は"ユーザー管理" 3-9ページを参照）。

プログラムを編集する方法:
1. モード編集画面で、目的のプログラムの名前の横にある [編集] をタップします（注意： プログラムが複

数ある場合は、[スクロール] をタップすると、追加のページが表示されます）。 プログラム編集画面が表
示されます。

2. 選択したモードの設定を適宜、編集します。 個別のモード設定の編集に関する説明は、以下を参照してくだ
さい。 
• "新規プログラムの追加：連続モード" 3-36ページ）
• "新規プログラムの追加：時間モード" 3-36ページ）
• "新規プログラムの追加：量モード" 3-37ページ）

• "新規プログラムの追加：アナログ入力モード" 3-39ページ）
• 注意： 個別のモード設定を編集して保存すると、プログラム編集画面が表示されます。

3. [確認]  をタップして保存するか、[キャンセル]  をタップして変更を破棄し、モード選択画面に戻りま
す。
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プログラムの削除
注意： [ユーザー管理] が有効になっている場合、プログラムを削除できるのは、権限のあるユーザーのみです

（詳細は"ユーザー管理" 3-9ページを参照）。

プログラムを削除する方法:
1. モード編集画面で、目的のプログラムの名前の横にある [編集] をタップします（注意： プログラムが複

数ある場合は、[スクロール] をタップすると、追加のページが表示されます）。 プログラム編集画面が表
示されます。

2. [プログラムの削除]  をタップします。
3. [削除] をタップしてプログラムを削除し、モード選択画面に戻るか、[キャンセル] をタップして前の画面に

戻ります。
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第4章：点検とメンテナンス
! 注意： 電源コードを交換する場合は、必ず種類と定格が同じものと交換してくだ

さい。

ファームウェアのアップデート
REGLOがインターネットに接続されている場合は、アップデートをポンプドライブに直接ダウンロードできま
す。 注意： お使いのデバイスで新しいアップデートが利用できる場合は、設定メニュー画面の最上部に「アップ
デート利用可能」  アイコンが表示されます。

REGLOをアップデートする方法:
1. いずれかのモード画面で [設定]  をタップします。 設定画面が表示されます。
2. [デバイス情報] が表示されるまで、設定画面のページをスクロール します。
3. [デバイス情報] をタップします。 デバイス情報画面が表示されます。
4. [アップデートを確認] をタップし、画面に表示される指示に従います。

REGLOがインターネットに接続されていない場合、アップデートをポンプドライブにインストールするには、ま
ずアップデートをUSBドライブにダウンロードする必要があります。 www.masterflex.comにアクセスし、お使い
のデバイス用の最新のアップデートをダウンロードしてください。 

USBドライブからアップデートをインストールする方法:
1. アップデートが含まれているUSBドライブをポンプドライブのUSBポートに挿入します。
2. いずれかのモード画面で [設定]  をタップします。 設定画面が表示されます。
3. [デバイス情報] が表示されるまで、設定画面のページをスクロール します。
4. [デバイス情報] をタップします。
5. [アップデートを確認] をタップし、画面に表示される指示に従います。

工場出荷時設定の復元
注意：工場リセットを行うと、カスタムプログラムを含むすべての設定が消去されます。

ポンプの工場出荷時設定を復元する方法:
1. いずれかのモード画面で [設定]  をタップします。 設定画面が表示されます。
2. [デバイス情報] が表示されるまで、設定画面のページをスクロール します。
3. [デバイス情報] をタップします。
4. [工場リセット] をタップし、画面に表示される指示に従います。

http://www.masterflex.com
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ポンプヘッドの洗浄
残留粒子によるピストンの固着を防ぐために、圧送の後で毎回ポンプヘッドを十分に洗浄することをお勧めし
ます。 摩耗を引き起こす固体を含む液体の圧送は避けてください。

ポンプドライブの清掃
必要に応じて、イソプロピルアルコールまたはエチルアルコールを軽く含ませた柔らかい布でポンプドライブ
を清拭してください。

注意：
• 水、塩素、香料入りまたは芳香性の洗浄剤をポンプドライブに使用しないでください。
• ポンプドライブのタッチスクリーン表面に引っかき傷などの損傷が生じないように注意を払ってください。 

乾いた布や研磨材で拭かないでください。
• ポンプドライブは、タッチスクリーンの表面に水滴がある状態で操作しないでください。
• 不適切な清掃により生じた損傷は、ユーザーが全責任を負うこととなります。

付属品
付属品の購入や詳細情報については、www.masterflex.comにアクセスしてください。 REGLOデジタルポンプ
ドライブには、以下の付属品が用意されています。

詳細 部品番号
フットスイッチ、6フィート（1.8m）のケーブルとDB-25オスコネクター付
き

07523-92

DB-25オスコネクター（コネクターのみ、ケーブルなし） 07523-94
ケーブルアセンブリ（DB-25オスコネクターおよび先端被膜なしの25フ
ィート（7.9m）のケーブル）

07523-95

分注ワンド、6フィート（1.8m）のケーブルとDB-25オスコネクター付き 07523-97
電源 116065

利用可能なすべての付属品や備品のリストについては、www.masterflex.comにアクセスしてください。

http://www.masterflex.com
http://www.masterflex.com
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DB-25電気接続

! 注意： ドライブの損傷を防ぐために、外部アナログコントロールケーブルを接続する前に電源
をオフにする必要があります。

接点構成
ピン番号  

DB-25
詳細 ピン番号  

DB-25
詳細

1 回転数制御電圧入力（0～10V） 14 回転数信号電圧出力（0～10V）
2 回転数制御電流入力（0～20mA） 15 スタート/ストップ入力
3 回転数制御入力リファレンス 16 CW/CCW入力
4 回転数信号電流出力（0～20mA） 17 スタート/ストップ、CW/CCW、呼び水リファレン

ス
5 回転数信号出力リファレンス 18 タコ出力リファレンス
6 モーター作動リレー出力（ノーマルオープン） 19 タコ出力（オープンコレクター）
7 モーター作動リレー出力共通 20 呼び水入力
8 オープンヘッドセンサーリレー出力（ノーマル

オープン）
21 一般アラームリレー出力共通

9 未使用 22 未使用
10 オープンヘッドセンサーリレー出力共通 23 一般アラームリレー出力（ノーマルオープン）

11–13 未使用 24–25 未使用

配線方式
A スタート/ストップ G タコ出力
B CW/CCW H 呼び水
C 出力（0～20mA、4～20mA） I モーター作動（ノーマルオープン）
D 入力（0～20mA、4～20mA） J オープンヘッドセンサー（ノーマルオープン）
E 入力（0～10V） K 一般アラーム
F 出力（0～10V）

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14

F

HK

I E

A
G

D
C

B

J
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ポンプヘッドの交換
利用可能なAマウントギヤポンプヘッド
吸引シューポンプヘッド

部品番号 フローレート（ml/rev） 本体 ギヤ シール
07002-14 0.092 316 SS PPS PTFE
07002-25 0.017 316 SS グラファイト PTFE
07002-26 0.042 316 SS グラファイト PTFE
07002-27 0.084 316 SS グラファイト PTFE
07003-02 0.58 316 SS PPS Viton®、内部バイパス付き
07003-04 1.17 316 SS PPS Viton®、内部バイパス付き
73003-14 0.092 316 SS PEEK PTFE
73004-00 0.261 316 SS PEEK Viton®、内部バイパス付き
73004-02 0.58 316 SS PEEK Viton®、内部バイパス付き
73004-04 1.17 316 SS PEEK Viton®、内部バイパス付き
73004-19 0.58 316 SS PPS Viton®

73004-21 1.17 316 SS PPS Viton®

73004-77 0.58 316 SS PEEK Viton®

空洞型ポンプヘッド

モデル番号 フローレート（ml/rev） 本体 ギヤ シール
07001-40 0.91 316 SS PTFE PTFE、内部バイパス付き
07001-80 0.64 316 SS PPS PTFE、内部バイパス付き
07002-17 0.32 316 SS PTFE PTFE、内部バイパス付き
07002-23 0.64 316 SS PTFE PTFE、内部バイパス付き
73011-00 0.32 316 SS PEEK PTFE
73011-02 0.32 316 SS PEEK PTFE、内部バイパス付き
73011-08 0.64 316 SS PEEK PTFE
73011-16 0.91 316 SS PEEK PTFE
73011-18 0.91 316 SS PEEK PTFE、内部バイパス付き
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利用可能なピストンポンプヘッド
部品番号 注入管接続 最大フローレート（ml/分） 接液面の材質
07117-33 1/4" ODチューブ 18.75 316 SS、PVDF、カーボン
07117-35 1/4" ODチューブ 18.75 316 SS、ETFE、カーボン
07117-41 1/4 -28メス 18.75 316 SS、ETFE、カーボン
07117-53 1/4" ODチューブ 37.5 セラミック、ETFE
07117-55 1/4" ODチューブ 37.5 セラミック、PVDF
07117-59 1/4 -28メス 37.5 セラミック、PVDF
07117-61 1/4 -28メス 37.5 セラミック、ETFE
07117-63 1/4" ODチューブ 75 セラミック、ETFE
07117-65 1/4" ODチューブ 75 セラミック、PVDF
07117-69 1/4 -28メス 75 セラミック、PVDF
07117-71 1/4 -28メス 75 セラミック、ETFE
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セラミックピストンポンプの取り付け
一般的な準備および必要な器具:
• 適切な交換用ポンプヘッドがあることを確認します
• ポンプヘッドを開梱し、目に見える損傷がないか調べます
• プラスドライバー（サイズ0）

1. カプリングを取り付けます
a. カプリングをポンプヘッドのシャフトに合わせ、止まるまで押し込みます。 注意： アレンスクリューをポ

ンプヘッドシャフトの平らな部分に合わせる必要があります。
b. カプリング（2）を2.5mmの六角レンチ（D）で固定します。

ポンプドライブ
1. REGLOポンプドライブ
2. カプリング

ポンプヘッドの部品
A. ポンプドライブ（RH00、RH0、RH1）
B. 取り付けプレート
C. 十字穴付き皿小ねじ（4本）
D. アレンスクリュー2.5mm（3/32"）
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2. ポンプヘッドを取り付けます（注意： 赤色のフロー制御リングのメモリが上向きになっている必要がありま
す）。
a. ねじ穴が上部と下部に来るように、取り付けプレート（B）を持ちます。
b. カプリングの位置を合わせてポンプヘッドアセンブリを挿入します。 止まるまで押し込みます。
c. 皿小ねじ（4 本）を取り付けます。
d. 2.5mmの六角レンチ（D）を使ってアレンスクリューを締めます。

3. 付属のデスクトップ電源を接続します。
4. ドライブの電源スイッチをオンにします。
5. [連続モード]、[時間モード] または [量モード] の画面に移動します。
6. [ヘッドオプション] をタップします。 ヘッドオプション画面が表示されます。

a. 選択可能なオプションのリストで、ポンプヘッドのサイズを選択します。
b. [確認]  をタップして保存するか、[キャンセル]  をタップして変更を破棄し、前の画面に戻りま

す。
7. ポンプヘッドのゼロポイントを調節します（詳細はポンプヘッドのユーザーマニュアルをご覧ください）。
8. 新しいポンプヘッドに呼び水を注入します（詳細は"ピストンポンプの呼び水注入" 3-11ページを参照）。
9. 新しいポンプヘッドの校正を行います（詳細は"ピストンポンプの校正" 3-14ページを参照）。

新しいポンプヘッドが作動可能な状態になりました。
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ギヤポンプの取り付け

! 注意： 新しいポンプヘッドを取り付ける前に、マグネットがドライブにしっかりと取り付けられ
ていることを確認してください。

一般的な準備および必要な器具:
• 適切な交換用ポンプヘッドがあることを確認します
• ポンプヘッドを開梱し、目に見える損傷がないか調べます
• プラスドライバー（サイズ0）

注意：
• 固定ケースの縁とマグネットの間に約3mmの隙間があること

を確認してください。
• 作動中にカプリングマグネットの背面がポンプドライブのハウ

ジングに触れてはなりません。

ポンプドライブ
1. REGLOポンプドライブ
2. カプリングマグネット

ポンプヘッドの部品
A. ポンプヘッド
B. 十字穴付き皿小ねじ（4本）
C. バーブチューブアダプター（2個）
D. アレンスクリュー2.5mm（3/32"）

アレンスクリュー
2.5mm（3/32"）

3mm

ケース

カプリング
マグネット
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1. 2つのチューブアダプターをポンプヘッドにねじこみます。 注意： 2つのチューブアダプターをポンプヘッド
にねじ込む前に、アダプターのねじ山を保護し、最適な密封を実現するために、PTFEテープをねじ山に巻
き付けることをお勧めします。

2. ドライブの固定ケースにポンプヘッドを回し入れます。 
注意：
• モデル番号が刻印されている、ポンプヘッドの前面が必ず手前に来るようにしてください。 刻印されて

いる矢印は、流れ方向を示します。
• ギヤポンプは一方向のみに圧送が可能です。 ポンプヘッドの前面に刻印されている矢印は、正しい流

れ方向を示します。

3. 付属のデスクトップ電源を接続します。
4. ドライブの電源スイッチをオンにします。
5. [連続モード]、[時間モード] または [量モード] の画面に移動します。
6. [ヘッドオプション] をタップします。 ヘッドオプション画面が表示されます。

a. 選択可能なオプションのリストで、ポンプヘッドのサイズを選択します。
b. [確認]  をタップして保存するか、[キャンセル]  をタップして変更を破棄し、前の画面に戻りま

す。
7. 新しいポンプヘッドに呼び水を注入します（詳細は"ギヤポンプの呼び水注入" 3-11ページを参照）。
8. 新しいポンプヘッドの校正を行います（詳細は"ギヤポンプの校正" 3-12ページを参照）。

新しいポンプヘッドが作動可能な状態になりました。

! 注意： ポンプを操作する前に、ポンプヘッドに液体を充填することをお勧めします。 ポンプヘ
ッドが空の状態で作動させないでください。
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トラブルシューティング
さらにサポートが必要な場合、または問題が解消しない場合は、"テクニカルサポート" 3-55ページを参照して
ください。

問題 原因 解決策
モーターが回転しない。
ディスプレイがオンにな
らない。

電源供給がありませ
ん。

1. 電源コードがドライブにしっかりと接続されていることを確
認します。

2. 電源コードが主電源のコンセントに接続されており、電源ス
イッチがオンになっていることを確認します。 

3. 電源コードに目に見える損傷がないか確認し、不具合があ
る場合は交換します。

アナログ入力での操作中
にポンプが回転しない。
アナログ入力での操作中
にディスプレイがオンに
ならない。

アナログ制御の不具
合または設定エラー
です。

1. ポンプドライブの電源スイッチをオフにします。

2. DB-25接続ケーブルがドライブのポートにしっかりと挿入さ
れていることを確認します。

3. ポンプドライブの電源スイッチをオンにします。

4. 依然としてモーターが回転しない場合は、モード選択画面お
よび/または設定画面で ［アナログ入力] を選択し、設定が正し
いことを確認します。

5. 詳細は"アナログ入力モード" 3-31ページを参照してくださ
い。

校正強度バーに校正強度
が弱いと表示された。

校正量および/または
フローレートが不十分
です。 

校正の精度は、校正量を増やすことおよび/またはフローレー
トを変えることにより改善できます。

タッチスクリーンが反応
しない。

厚いゴム手袋をしてい
ると、画面の反応が悪
くなることがあります。

手袋を外してからタッチスクリーン操作を行ってください。 注
意： 個人用保護具を体から外す前に、貴社または実験室の安
全指針を確認してください。
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エラーに関する説明
エラーNo.2：エンコーダーパルスなし
説明 予期されるエンコーダーフィードバックがドライブのプロセッサに届いていません。 
対処法 ドライブは即座に停止します。 負荷が正しいことを確認し、電源スイッチを切ってすぐに入れなおします。 エラー

が解消されない場合は、"テクニカルサポート" 3-55ページを参照してください。
エラーNo.3：平均モーター電流の上限超過
説明 一定の時間内にモーターに流れる電流の平均値が高すぎます。 
対処法 ドライブは即座に停止します。 ポンプヘッドが固着していないこと、および負荷が最大推奨負荷を超えていないこ

とを確認します。 エラーが解消されない場合は、"テクニカルサポート" 3-55ページを参照してください。
エラーNo.4：モーター最大電流超過
説明 短時間のうちにモーターに流れる電流が多すぎます。
対処法 ドライブは即座に停止します。 ポンプヘッドが固着していないこと、および負荷が最大推奨負荷を超えていないこ

とを確認します。 エラーが解消されない場合は、"テクニカルサポート" 3-55ページを参照してください。
エラーNo.5：通信監視タイムアウト
説明 内部通信が許容される制限時間を超過しました。
対処法 ドライブは即座に停止します。 ポンプドライブの電源スイッチを切ってすぐに入れなおします。 エラーが解消され

ない場合は、"テクニカルサポート" 3-55ページを参照してください。
エラーNo.6：校正中にポンプヘッドが開いた 
説明 ポンプの閉鎖盤が閉じられた位置にない、または内部接続が緩んでいるか壊れています。
対処法 ドライブは即座に停止します。 ポンプヘッドを閉じます。 必要な場合は、ポンプドライブの電源スイッチを切ってす

ぐに入れなおします。 エラーが解消されない場合は、"テクニカルサポート" 3-55ページを参照してください。
エラーNo.7：モーターの温度制限超過
説明 ポンプの温度センサーが故障しているか、内部温度が上限を超えています。
対処法 ドライブは即座に停止します。 必要な場合は、周囲温度が高い場所からドライブを移動させ、負荷を減らし、ドライ

ブ周囲の通気に障害がないことを確認します。 エラーが解消されない場合は、"テクニカルサポート" 3-55ページ
を参照してください。

エラーNo.8：モーターの回転方向 – リードが不正確
説明 モーターの配線が逆になっています。
対処法 ドライブは即座に停止します。 ポンプドライブの電源スイッチを切ってすぐに入れなおします。 エラーが解消され

ない場合は、"テクニカルサポート" 3-55ページを参照してください。
エラーNo.9：回転数超過
説明 ドライブの回転数が指定された値を超過しました。
対処法 ドライブは即座に停止します。 負荷が正しいことを確認し、ドライブの電源スイッチを切ってすぐに入れなおしま

す。 エラーが解消されない場合は、"テクニカルサポート" 3-55ページを参照してください。
エラーNo.10：エンコーダーの清流
説明 ドライブの内部回転数センサーからの出力が一定していません。
対処法 ドライブは即座に停止します。 負荷が正しいことを確認し、ドライブの電源スイッチを切ってすぐに入れなおしま

す。 エラーが解消されない場合は、"テクニカルサポート" 3-55ページを参照してください。
エラーNo.11：校正：EEPROMのチェックサム不良
説明 工場校正のEEPROMチェックサムが不良です。
対処法 エラーは10秒後にクリアされ、パラメータはデフォルト値にリセットされます。 エラーが解消されない場合は、"テ

クニカルサポート" 3-55ページを参照してください。
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仕様

出力
回転数： ギヤポンプモデル 100～4000RPM

ピストンポンプモデ
ル

1～1800RPM

トルク出力、 
最大連続：

ギヤポンプモデル 14オンスインチ
ピストンポンプモデ
ル

17オンスインチ

回転数調整： 全モデル ライン±0.1% F.S.
負荷±0.1% F.S.
ドリフト±0.1% F.S.

ディスプレイ： 全モデル 800 x 480 LCD、LEDバックライト付き
出力： 全モデル 電圧回転数出力（0～10VDC @ 最小1kΩ）

電流回転数出力
（4～20mA @ 0～600Ω）
モーター作動リレー

（作動時閉、最大1A @ 24VDC）
一般アラームリレー

（エラー表示時閉、1A @ 24VDC）
ギヤポンプモデル タコアウトプット（1000～40 000Hz、50%デューテ

ィサイクル、10Hz/RPM）
ピストンポンプモデ
ル

タコアウトプット（10～18 000Hz、50%デューティ
サイクル、10Hz/RPM）

入力
供給電圧の制限： 全モデル 90～260Vrms @ 50/60Hz（汎用入力）
最大電流： 全モデル 1.3A @ 115VAC、0.6A @ 230VAC
入力： 全モデル スタート/ストップ、呼び水、CW/CCW

（接点閉鎖）
電流入力

（0～20mA @ 249Ω、± 50V 共通モード範囲）
電圧入力

（0～10VDC @ 10kΩ、± 50V 共通モード範囲）
RJ45イーサネット
USB、Type A

（5VDC @ 0.5A）
構造

寸法（長さ x 幅 x 高さ） ドライブのみ 7.62” x 5.75” x 6.31”
（194mm x 146mm x 160mm）
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重量： ドライブのみ 5.74 lbs. （2.60kg）
筐体の等級： 全モデル IP31、IEC 60529準拠

環境
作動温度： 全モデル 0℃～40℃（32 °F～104 °F）
保管温度： 全モデル -25℃～65℃（-13 °F～149 °F）
湿度（結露 
なし）：

全モデル 10％～90％

高度： 全モデル 2000m未満
汚染度： 全モデル 汚染度2（屋内使用、実験室、オフィス）
耐薬品性： 全モデル 露出している材料は塗装されたアルミニウムおよ

びABSプラスチック
適合性

全モデル UL 61010-1 US/CAN
CEマーク：
EN61010-1、低電圧指令
EN61326-1、EMC指令
EN50581、RoHS指令

ポンプヘッドモデル EN809、機械指令
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テクニカルサポート
本製品の使用についてのご不明点は、製造元または認定販売業者までお問い合わせください。

返品
すべてのポンプと同様、REGLOポンプドライブには時の経過と共に摩耗する部品が含まれています。 保証期
間内であるか否かにかかわらず、費用と遅延を抑えるために、製品を返品される際は、事前に販売業者または
製造元に連絡して了解を取り、返送に関する案内を受けてください。 返品の際は、その理由をお知らせくださ
い。 お客様の保護のために、製品は慎重に梱包し、起こり得る損傷や紛失に対する保険をかけてください。 不
適切な梱包により生じた損傷はお客様の責任となります。

保証
保証の詳細についてはwww.masterflex.comをご覧ください。

廃棄 
製品の保証期間が終了するまで、梱包材を保管してください。 その後、梱包材は国・地域の法規制に従い、環
境に配慮した方法で廃棄してください。

製品の耐用寿命が切れた後は、国・地域の法令に従って適切な廃棄を確実に行ってください。 プラスチックと
電子部品は再生利用施設で廃棄される必要があります。 適切な廃棄に関する国・地域の法規制を確認してく
ださい。

http://www.masterflex.com


米国およびカナダのみ
フリーダイヤル 1-800-MASTERFLEX | 1-800-637-3739
米国およびカナダ以外
1-847-549-7600 | 1-847-381-7050

*EN809製造元：
Cole-Parmer Instrument Company
28W092 Commercial Avenue, Barrington, IL 60010
techinfo@masterflex.com | www.masterflex.com

mailto:techinfo%40masterflex.com?subject=REGLO%20Pump%20Drive
http://www.masterflex.com
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