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安全に関するお願い

この取扱説明書は、渦巻ポンプを正しく安全に使用いただく為のものですので、作業担当

者は作業前に熟読していただけますようお願いいたします。

なお実際の作業において、ご不明な点が生じました場合には、表紙の弊社連絡先までお問

い合わせください。

・ポンプの点検や交換、電動機の結線等の作業は、元電源をOFF にして行ってください。

・配線工事は、規定に従って安全、確実に行ってください。

・電気系統に水滴、ほこり等がつかない様に注意してください。

・運転中はカップリングカバーに触れないでください。

・異常発生の場合は、直ちに電源スイッチを切ってから点検を行ってください。

・ポンプ故障が原因で発生した二次的損害、損失についての補償はご容赦願います。

保証期間について

製品の保証期間は、弊社出荷後１年間とさせていただいておりますので御了承ください。
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１．はじめに

この度は、スギウラ式渦巻ポンプをお買い上げいただきましてありがとうございます。

弊社の渦巻ポンプは、独自のインペラー開発によって高効率、高サクションヘッド等多くの

技術的革新を実現した小型ポンプです。

しかし、その取扱いを誤りますと期待通りの性能が得られないばかりか、思わぬ故障の原因

となりますので、本説明書を熟読の上ご使用くださるようお願い申し上げます。

２．据付および配管工事に関するご注意

渦巻ポンプを現場に据え付ける際の注意点です。

2-ａ：据付前点検

ポンプを据え付ける前に、以下の点の確認をお願いします。

・梱包材に損傷がないか確認してください。傷があった場合は、梱包材を破棄せずに弊社へ

連絡してください。

・開梱時にポンプ、モーターに損傷がないか確認してください。

・銘板記載仕様が打合せ内容通りか、確認してください。

・予備品、付属品がある場合は品目、個数を確認してください。

・輸送中の衝撃や長期間未使用等によるボルトの緩みがないか、点検してください。

・カップリングカバーを外し、手回しでカップリングが軽く回ることを確認してください。

※保管状態によって、メカニカルシールの摺動面が乾燥で密着し、手で回らないことがあり

ますので、その場合はポンプ内に注水してやり直してください。それでも回らない場合は

弊社までご連絡ください。

2-ｂ：据付

・ポンプは、できるだけ吸入側タンクの近くに設置してください。

・ポンプ周辺には、保守点検作業ができるスペースを、必ず確保してください。

・電動機、ポンプに雨水、粉塵等がかからないようにしてください。

・コンクリート基礎は、できるだけ水平にしてください。

※ポンプが傾いていると、ベアリングの破損や、ベアリング部の潤滑方式がオイルバス式の

場合にラビリンスシール、オイルシールからのオイル漏れの原因となるため、必ず水平器

にて水平であることを確認してください。

また、ベースの歪みはカップリングの芯ずれの原因となりますのでご注意ください。
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2-ｃ：配管

・吸入管に空気が漏入しないように継手、

パッキン等に充分注意してください。

・バルブ、ストレーナー、流量計などは、

できるだけ抵抗の少ないものを付けてく

ださい。

・吸入、吐出ともに配管内に空気溜まりが

でき難い設計としてください。

・吸入配管の先端部分は、水面付近を避け、

水面から管径の2倍以上の深さまで沈めて

ください。また底部からは管径の1～1.5

倍以上離してください。

・吸入側水平配管は、水面からポンプへ向

かって 1／100 以上の上り勾配になるよ

うに敷設してください。

・配管口径はポンプ口径より小口径にしな

いでください。

・配管サポートやフレキシブル配管を使用

して、配管の荷重、応力が直接ポンプに

かからないようにしてください。

・1カ所の水源に対して、2台以上のポンプ

を設置する際は、1本の吸入配管から各ポ

ンプへ分岐させるのではなく、ポンプ1台

につき1本ずつの配管としてください。

・自吸式ポンプの場合、吸入側水平配管が

長い場合は配管立上り部にチャッキ弁、

フード弁を設置し、自吸時間が短くなる

ようにしてください。

・吸入側に真空計または連成計、吐出側に

圧力計をできるだけポンプに近いところ

に設置してください。ポンプの能力確認

が容易になると同時に、移送不良などの

不具合が発生した際の原因がわかりやす

くなります。

空気溜り

吸入配管は1台に
つき1本ずつ

＝管径の2倍以上

＝管径の1～1.5倍以上
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３.運転に関するご注意

3-ａ：運転前準備

・再度カップリングの芯出しと、ポンプの水平度の確認をしてください。

・カップリングを手回しして、回転が円滑かどうか確認してください。

・メカニカルシール保護のため、ポンプ内に呼び水を注入し満水にしてください。注入時は

カップリングを手で回し、ケーシング上部の呼水プラグまたは呼水ジョーゴからポンプ内に

残った空気を抜きながら行ってください。

※回転方向を確認するためのインチング運転も、必ず満水状態で行ってください。

・自吸式で、吸入側の水平配管の距離が長い場合は、配管内にも注水してポンプと逆止弁の間

を満水としてください。

・配管上のバルブを吸入側、吐出側ともに全開にしてください。特に、吐出側バルブを全閉に

して運転すると、ウォーターハンマーによりポンプが破損する場合があります。

（吐出バルブを全開にしても電流オーバーは発生しません）

・運転を開始する前に、1～2 回インチング運転を行い、回転方向を確認してください。

（モーター側よりみて右回転が正回転です）

2-ｄ：芯出し

輸送及び据付、配管工事の際に、軸芯に狂いが発生することがありますので据付、配管工事

完了後および試運転前に、必ずカップリングの芯出し確認を行ってください。
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3-ｂ：試運転

試運転を開始された後は、以下の点をご確認ください。

・真空計、圧力計の数値および流量が見積時の設定通りである。

・ポンプ各部からの液漏れがない。

・異音、振動が無い。

・ポンプが熱くならない。

・電流値が定格内である。



3-ｃ：通常運転

通常運転開始後のご注意です。

・定期的に真空計および圧力計の数値、モーター電流値、流量を記録して運転管理を行って

ください。（数値が変化した場合はポンプ、配管、モーター等の異常が考えられます）

・長時間（15分以上）ポンプの締切運転を続けられると、ポンプ内の温度が上昇しメカニカ

ルシール、ベアリング等の焼付きや、液漏れの原因となりますのでご注意ください。

また、ガソリンや溶剤等の低沸点、低引火点の揚液の場合は、気化することで運転不能に

なるばかりか、爆発の危険性もありますので締切運転は行わないでください。

４．保守点検

一般的な保守点検についてご説明します。

・ポンプ回転に伴う多少の振動により、各部のネジの緩みの発生が考えられますので、定期

的に点検をしてください。増締め時は、片締めにならないようご注意ください。

・固形物等がストレーナーやインペラー内に詰まると、圧力計、真空計(連成計)の針が異常

に振れ、吐出量の急減や異常振動を発生させますので、そのような状態になった場合には

ストレーナーとポンプ内の点検を行ってください。なお圧力計、真空計(連成計)のコック

は通常時は閉じておき、点検時のみ開けてください。

・メカニカルシールの漏水が発生しますと、ポンプ場の汚れだけでなく揚液不能となる場合

がありますので、保守部品として予備品を必ず用意しておいてください。

・軸受温度はケース外側で室温＋40℃以下の場合は問題ありません（ケース外側に手をあて

触っていられる状態を目安にしてください）。なお、揚液が高温度（80℃以上）の場合は

お問い合わせください。

・オイルバス式の場合は、6ケ月に1回程度を目安にオイルを交換してください。なお運転開

始初期には、オイルが汚れやすいことがありますので、状況に応じて早めに交換してくだ

さい。油量はポンプ停止時に油面計中央になるように管理してください。

（常温仕様では、使用油はVG68相当タービン油です）

・冬季ポンプが凍結する恐れがある場合は、ドレンプラグ又は、コックよりポンプ内部の水

を完全に抜いてください。この場合、再始動時に必ず呼び水を行ってください。

・ポンプが停止した場合、緊急対応が必要な現場では、予備ポンプの並列設置を行い、交互

切換運転を行う事をお勧めいたします。
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現 象 考えられる原因 対 策

ポンプが回ら
ない

・モーターの故障。

・モーターの起動条件が揃っていない。

・カップリングの芯出し不良。

・ポンプ内の錆付き、カジリ。

・ベアリングの焼付き。

・液質による硬化や固着の影響。

・モーターを修理または交換する。

・スイッチ、ブレーカー等の点検を行う。

・芯出しをやり直す。

・専門工場で修理する。

・部品を交換する。

・分解清掃を行う。

液が吐出され
ない

・吸入揚程が高い。

・吐出揚程が高い。

・損失水頭が大きい。

・呼び水が入っていない。

・吐出バルブが閉じている。

・回転方向が逆。

・ストレーナー、吸入管、インペラーに異

物が詰まっている。

・吸入管より空気を吸っている。

・吸入タンクが空になっている。

・吸入配管の先端が完全に水面下に潜って

いない。

・メカニカルシールが破損している。

・真空計でチェックする。

・圧力計でチェックする。

・配管条件見直し。(曲管、弁類を減らす)

・呼び水を入れる。

・吐出バルブを全開にする。

・モーター側より見て右回りが正回転。

・分解清掃を行う。

・配管を点検する。

・液を補給する。

・管径の2倍以上の深さまで水面下に潜ら

せる。

・メカニカルシールを交換する。

吐出量不足
揚程不足

・回転数が電圧、周波数の変化により低下

・吸水面の低下。

・液温が高い。

・揮発性液である。

・回転計でチェックする。

・液を補給する。

・液温を測定し仕様を再検討する。

・液の蒸気圧を確認、液温を測定し仕様を

再検討する。

モーターが過
負荷になる

・揚程が低い。

・吐出量が多い。

・ベアリングの破損。

・インペラーがケーシングに接触している。

・ポンプ内部に異物が詰まっている。

・液の粘度が高いまたは比重が大きい。

・吐出バルブを絞る。

・吐出バルブを絞る。

・ベアリングを交換する。

・専門工場で修理する。

・分解清掃を行う。

・仕様を再検討する。
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５．故障の原因と対策

一般的なトラブルの対処方法です。

次項の吐出
量,揚程不足
の欄もご参
照ください



現 象 考えられる原因 対 策

異音、振動が
起こる

・カップリングの芯出し不良。

・ポンプ内、インペラーに異物混入。

・ベアリングの破損。

・インペラーがケーシングに接触している。

・ポンプの据付不良。

・キャビテーションの発生。

・芯出しをやり直す。

・分解点検を行う。

・ベアリングを交換する。

・専門工場で修理する。

・各部の緩み等を点検する。

・計画を再検討する。

軸受温度の上
昇

・ベアリングの破損。

・シャフトが曲がっている。

・潤滑油量が不適当。(オイルバス式)

・潤滑油の選定が不適当。(オイルバス式)

・液の温度が高い。

・ベアリングを交換する。

・専門工場で修理する。

・ポンプ停止時に油面計の中央まで油を

入れる。

・ISOVG68タービン油(常温時)に交換する。

・計画の再検討。（ご相談ください）

メカニカル
シールの早期
破損

・メカニカルシール選定ミス。

・キャビテーションや空運転が起きている。

・再検討する。

・計画の再検討。（ご相談ください）

ラビリンス
シール、オイ
ルシールから
の油漏れ

・ベース、ポンプが傾いている。

・試運転時、交換時にオイルを入れ過ぎた。

・ラビリンスシール、オイルシールの消耗。

・水平器を使用して水平にする。

・オイルのレベルが下がるまでそのまま

運転を続ける。

・ラビリンスシール、オイルシールを

交換する。
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