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一般的な安全予防措置

注記 操作者が守るべき、特別な技術要件を示します。 

INFICON Protec P3000(XL) リークディテクタは、適切にまたこのテクニカルハン
ドブックに従って使用されるとき、安全で効率的な操作を行えるように設計されて
います。 本章およびこのテクニカルハンドブックを通して説明されたすべての安
全予防措置を注意深くお読みになり、それを厳守することはユーザーの責任です。
Protec P3000(XL) は適切な条件で、またこのテクニカルハンドブックで説明した
条件下でのみ運転する必要があります。 本装置の運転とメンテナンスは、訓練を受
けたスタッフしか行うことができません。 特定の規定および規制に関しては、地方
自治体または国の関係機関にお問い合わせください。 安全、運転、またはメンテナ
ンスに関するその他の質問は、 寄りの支店にお問い合わせください。

次の予防措置に従わなかった場合、重傷を負う結果になります。

警 告

オペレーターに対する危険を防止するために、厳格に遵守しなければならない操

作手順を説明します。

注 意
P3000(XL) リークディテクタの損傷や破壊を防ぐために、厳格に遵守しなければな

らない操作手順を説明します。 

警 告

大きなープ音による聴覚障害 

ビープ音の音量は85 dB（A）を超えることがあります。                                                                                                                                                                   

ボリュームを大きく設定した場合は、装置から離してください。

必要に応じて耳保護具を着用してください。

警 告

爆発の危険があります！

この機器は、爆発の危険がある区域で動作させると、爆発性混合物の発火につな
がるおそれがあります。

この機器は、必ず、爆発の危険がある区域外で使用してください。
6 一般的な安全予防措置
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次の予防措置に従わなかった場合、機器が損傷する結果を招きます。

警 告

Protec P3000(XL) は水中または水の流れる場所、水滴のある場所で操作しないで

ください。 水以外の液体についても同様の注意が必要です。

Protec P3000(XL) は室内運転専用です。

警 告

熱い表面の上で Protec P3000(XL) を使用しないで下さい。

警 告

グラウンド端子を持つ 3 端子の電源コードのみ使用可能です。 グラウンド端子の

接続を断って Protec P3000(XL) を運転しないでください。

警 告

感電気ショックの危険。

? スニファーチップの通電している部品に触れないようにしてください。

? テストサンプルは、リークテスト前に電気接続を切断する必要があります。

警 告

ヒューズを交換する場合は、まず電源コードを抜いてください。

注 意
酸や塩基、溶媒等が Protec P3000(XL) に触れないようにして下さい。 また、極

端な気候条件にさらさないようにして下さい。

注 意
接続ナットを緩める前に、まず Protec P3000(XL) のスイッチをオフにしてくだ

さい。  

スニファーチップを交換する場合、ちりやほこりの粒子が開口部に入らないよう

に注意してください。
一般的な安全予防措置 7
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注 意
まずスニファーラインを確実に接続してから、Protec P3000(XL) を運転してくだ

さい。

注 意
ウォームアップ中にスニファーチップをテストリークの開口部に挿入しないでく

ださい。 挿入すると、内部校正が無効になり、エラーメッセージが表示されます。

注 意
いかなる場合も、試験体の表面上にある液体を、絶対に吸引しないでください。

試験体に湿気がある場合は（結露など）、防水チップの使用を推奨します
（1.3.2 章を参照）。

注 意
いかなる場合も、新しい PIN を忘れないようにしてください！

PIN は INFICON のアフターサービスセンターでのみリセットできます。

注 意
スニファーラインのフィルタを交換する前に、Protec P3000(XL) のスイッチをオ

フにしてください。 

フィルタを交換する際に、粒子が吸気開口部に入らないように注意してください。
8 一般的な安全予防措置
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1 一般事項

Protec P3000 ヘリウムリークディテクターは、直ちに運転可能な状態で納入されま
す。ただし、 適な条件で運転を開始していただけるように「取扱説明書」を事前
に熟読されることをお勧めします。本書には、Protec P3000 の機能、設置、起動お
よび操作についての重要な情報が記載されています。

テクニカルハンドブックに記載されていない場合は、全てのタイプに適用します
（1.1.2 項を参照）。1 つのタイプに特定されるセクションは「… 専用」として明記
されています。「Protec P3000XL 専用」として明記された章に関しては、常に
SL3000XL スニファーライン（高流量モード可能）付きの Protec P3000XL に適用さ
れます。

1.1 はじめに

1.1.1 用途

Protec P3000 は、スニファー作業に使用することを目的としたヘリウムリークディ
テクターです。本装置は、ヘリウムを加圧封入された被検体のリーク部位の特定と
リーク量の定量を、被検体の外部からスニファープローブで探ること（スニファー
法）により行うことができます。本装置の適正な運転には、このスニファープロー
ブが必須です。プローブはアクセサリー（カタログ No. 525-001 ～ 525-003）とし
て入手することができます。

注 意
周囲が水に濡れた状態、または水滴がかかる状態で Protec P3000 を運転しないで

ください。水以外の液体についても同様の注意が必要です。

本装置は室内運転専用です。

注 意
酸や塩基、溶媒等が Protec P3000 に触れないようにしてください。また、極端な

気候条件に曝さないようにしてください。

注 意
装置が十分に空冷される条件で運転してください（1.1.2 項を参照）。

注 意
警告注記 : この装置は住宅区域での使用には適さず、無線受信の適度な保護はこ

うした環境においてはこの装置によって確保されません。
一般事項 9
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1.1.2 Protec P3000 の種類

Protec P3000 リークディテクターは、4種類のタイプからお客様の仕様にあったタ
イプをお選び頂けます。

Protec P3000

Protec P3000 は高感度アプリケーションに使用されるものです。これには、SL3000
スニファーラインが必要です。

Protec P3000, 
RC バージョン

Protec RC バージョンは標準の Protec P3000 であると同時に外部のディスプレイ
装置での操作が可能です。これには、SL3000 スニファーラインが必要です。

Protec P3000XL

Protec P3000XL は ProtecP3000 の高流量バージョンです。このタイプは、リークの
可能性のある場所を遠い距離から検出することができますが、通常の低流量の流れ
に戻すこともできます。高・低流量モードの使用にあたっては、SL3000XL スニファー
ラインが必要です。通常の SL3000 スニファーラインでも作動しますが、この場合、
高流量モードは無効になります。

Protec P3000XL,
RC バージョン

Protec RC バージョンは標準の Protec P3000XL であると同時に外部のディスプレ
イ装置での操作が可能です。これには、SL3000XL スニファーラインが必要です。
10 一般事項
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1.1.3 テクニカルデータ

物理的データ

電気的データ

その他のデータ

低検出可能リークレート

Protec P3000 1 x 10-7 mbar l/s,

1 x 10-8 Pam3/s

低流量モード時での Protec P3000XL 1 x 10-7 mbar l/s,

1 x 10-8 Pam3/s

高流量モード時での Protec P3000XL 1 x 10-6 mbar l/s,

1 x 10-7 Pam3/s

測定範囲

Protec P3000 5 桁

Protec P3000XL（高流量モード時）　 4 桁

ヘリウムセンサー Wise TechnologyTM センサー

センサー応答時間 450 ms

キャピラリーを通るガス流量

Protec P3000 225 - 375 sccm*

Protec P3000XL（高流量モード時）　 2600 - 3500 sccm*

操作準備完了までの時間 約 3 分

* 標準海抜上 1 気圧 (1013 ミリバール ) で測定。実際流量は高度の上昇ならびに大
気圧の低下により変動することがあります。

電源電圧／周波数（固定） 100 - 120 V, 50 / 60 Hz

207 - 236 V, 50 / 60 Hz

消費電力 200VA

保護タイプ IP20

過電圧カテゴリー II

ノイズレベル < 54dBA

外形寸法（W ´ H ´ D mm） 610 x 370 x 265

重量 27 kg

許容周囲温度（運転中） 10 ℃～ 45 ℃

許容保管温度 -40 ℃～ 60 ℃

汚染レベル 2

高海抜レベル 2000m
一般事項 11
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1.2 インフィコンのサポート体制

インフィコンによるサービス作業

Protec P3000 をインフィコンまたはインフィコンの正規代理店に返送する場合、
Protec P3000 が人体に有害な物質を含んでいないか、また汚染されていないか明示
してください。汚染されている場合には、危険性の性質を明示してください。装置
に「汚染状況申告書」が添付されていない場合、弊社はその装置を送り主の住所に
返送させていただきます。「汚染状況申告書」の書式を、以下に示します。

一般事項

本書に記載されているデザイン、データ等は変更されることがあります。

このため、挿入図と実際の製品に若干の相違が生じる場合があります。

図 1 「汚染状況申告書」

Declaration of Contamination

 Legally binding declaration:
 I/we hereby declare that the information on this form is complete and accurate and that I/we will assume any further costs that may
 arise. The contaminated product will be dispatched in accordance with the applicable regulations.

 Organization/company
 Address   Post code, place
 Phone   Fax
 Email
 Name

Date and legally binding signature   Company stamp

1) or not containing any amount
 of hazardous residues that
 exceed the permissible ex-
 posure limits

 Process related contamination of product:
 toxic no � 1) yes �

 caustic no� 1)           yes �

 biological hazard no�           yes � 2)
 explosive no�           yes � 2)
 radioactive no�           yes � 2)
 other harmful substances no� 1)           yes �

The service, repair, and/or disposal of vacuum equipment and components will only be carried out if a correctly completed declaration has 
been submitted. Non-completion will result in delay.
This declaration may only be completed (in block letters) and signed by authorized and qualified staff.

Copies:
Original for addressee - 1 copy for accompanying documents - 1 copy for file of sender

   Harmful substances, gases and/or by-products
    Please list all substances, gases, and by-products which the product may have come into contact with:

Trade/product name Chemical name
(or symbol)

Precautions associated
with substance

Action if human contact

Description of product
 Type
 Article Number
 Serial Number

 Reason for return

 Operating fluid(s) used (Must be drained before shipping.)

The product is free of any sub-
stances which are damaging to
health                                 yes �

This form can be downloaded 
from our website.

2)     Products thus contami-
 nated will not be ac-
 cepted without written
 evidence of decontami-
 nation!
12 一般事項
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1.3 開梱

すぐに運転しない場合であっても、Protec P3000 リークディテクターが納品された
ら直ちに開梱してください。搬送容器の外面に損傷がないことを確認してくださ
い。梱包材をすべて取り外してください。

注記 Protec P3000 に損傷が発見された場合に備えて、搬送容器や梱包材は捨てず

に保管しておいてください。

Protec P3000 リークディテクターの必要部品が全部揃っていることを確認し
（1.3.1 項を参照）、目視で慎重にチェックしてください。何らかの損傷が発見され
た場合は、直ちに輸送業者および保険会社に連絡してください。損傷部品の交換が
必要と判断される場合は、弊社受注担当部門（電話番号：045-471-3328）にご連絡
ください。

1.3.1 供給部品

Protec P3000 リークディテクターは、直ちに運転可能な状態で納入されています。
装置を設置する前に 1.5 節を参照してください。リークディテクターには、以下の
コンポーネントが含まれています。

･ Protec P3000（本体） 1台

･ 電源コード、 1本

･ ヒューズセット（10 本入り ´ 7 セット） 1セット

315mA、500mA、1A、2A、4A、5A

SMD2 ´ 7mm

･ 予備エアフィルター 1枚

･ 8mm 六角レンチ（カバーオープナー） 1本

･ マニュアル

- Protec P3000 和文取扱説明書 1冊

- Protec P3000 インターフェース説明書 1冊

注記 SL3000 及び SL3000XL スニファーラインは異なる形状でも利用可能で、ご希

望の長さを別途注文していただく必要があります。SL3000（XL）スニファー

ラインは、装置の納入時には同梱されていません。（1.3.2 項「アクセサリー」

を参照）

注記 PRO-Check 基準校正リークはアクセサリーです（1.3.2 項「アクセサリー」を

参照）。ご希望の場合は、別途ご注文ください。

注記 RC バージョンのディスプレイユニット及び接続ケーブルは、標準装備ではあ

りませんので、別途注文していただく必要があります。（1.3.2 項「アクセサ

リー」を参照）
一般事項 13
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1.3.2 アクセサリー

Protec P3000

Protec P3000XL 専用

RC バージョン専用

Protec P3000 用 SL3000 スニファーライン カタログ No. ／部品 No.

SL3000-3：長さ 3 m 525-001

SL3000-5：長さ 5 m 525-002

SL3000-10：長さ 10 m 525-003

SL3000-15：長さ 15 m 525-004

SL3000 用スニファーチップ

ST312：長さ 120 mm、ストレート 122 13

FT312：長さ 120 mm、フレキシブル 122 14

ST200：長さ 200 mm、ストレート 122 18

FT250：長さ 250 mm、フレキシブル 122 66

ST385：長さ 385 mm、ストレート 122 15

FT385：長さ 385 mm、フレキシブル 122 16

FT600：長さ 600 mm、フレキシブル 122 09

ST500：長さ 500 mm、ストレート、
角度（45°）

122 75

スニファー用防水チップ 122 46

Protec P3000XL 用 SL3000XL スニファーライン

SL3000XL-3：長さ 3 メートル 521-011

SL3000XL-5：長さ 5 メートル 521-012

SL3000XL-10：長さ 10 メートル 521-013

SL3000XL-15：長さ 15 メートル 521-014

SL3000XL 用スニファーチップ

ST 312XL： 長さ 120 mm ストレート 122 80

FT 312XL：長さ 120 mm フレキシブル 122 81

ST 385XL： 長さ 385 mm ストレート 122 82

FT 385XL： 長さ 385 mm フレキシブル 122 83

FT 250XL： 長さ 250 mm フレキシブル 122 85

Protec P3000RC 用内部ディスプレイユニット 

卓上用 551-100

ラック取り付け用 551-101

外部ディスプレイユニット用接続ケーブル

長さ 5 メートル 551-102

長さ 0.7 メートル 551-103
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全ての Protec P3000 タイプ用

SL3000(XL) 用フォルダー 525-006

ヘリウム用 PRO-Check 基準校正リーク 521-001

ヘリウム用スニファー外部校正リーク

S-TL 4：1.0 ... 1.2 x 10-4 mbar l/s 122 37

S-TL 5：2.0 ... 6.0 x 10-5 mbar l/s 範囲122 38

S-TL 6：6.0 ... 8.0 x 10-6 mbar l/s 範囲122 39
一般事項 15
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1.4 本書の使用法

操作上の安全性確保と装置保護に関する重要な記述は、以下のように強調して表記
されています。

注記 ユーザーが準拠すべき特別な要件を示します。

挿入図への参照は、（図 3-1/1）のような形式で表記され、前から順に、章番号、図
番号、および項目番号を表しています。例えば（図 2-1/6）は、第 2 章の第 1 図、
項目番号 6（本書では、「電源スイッチ」）を表します。

1.4.1 真空技術に関するマーク

本書で使用されている、真空技術に関する重要なマークを以下に説明します。

1.4.2 用語の定義

「Main Menu」
（メインメニュー）

メニューボタン を操作したときに、 初に現れるメニューです。

サブメニュー

「Main Menu」（メインメニュー）からアクセスできるすべての下位メニューを指し
ます。多くのサブメニュー項目では、不正なアクセスを防止するためにパスワード
が設けられています（12.2 を参照）。

警 告

人体に対する危険を防止するために、厳格に遵守しなければならない操作手順を

示します。

注 意
Protec P3000 リークディテクターの損傷や破壊を防ぐために、厳格に遵守しなけ

ればならない操作手順を示します。

ダイアフラムポンプ 真空計
16 一般事項



取
扱
説
明
書

メニュー項目

1 つのメニューを指します。

デフォルト条件

Protec P3000XL の工場出荷時における設定状態です。

サービスメニュー

「Service」（サービス）サブメニューに含まれる複数のメニュー項目を指します。
サービスメニューにアクセスするには、ナビゲーションボタンを使用して、基本メ
ニューをスクロールしてください（11.2 節を参照）。

オートゼロ（Autozero）

ヘリウムによるバックグラウンドを計測して、その影響を補正します。この機能に
より、リークレート信号の内部ゼロレベルが決定され、内部のヘリウムによるバッ
クグラウンドを読み取り、それを実際の測定値として読み違えることを防止するこ
とができます。バックグラウンド補正の結果として負のリークレートが得られた場
合は、得られた 小測定値がゼロになるように、保存されているオフセット値を書
き換えます。この方式により、測定値は減衰するバックグラウンドにも自動的に追
随して補正されます（適応型バックグラウンド補正）。

内部バックグラウンド

測定システム内に存在する部分圧です。内部バックグラウンドレベルは常に測定さ
れ、その値が測定信号から差し引かれます。

I・Guide モード

I・Guide モードでは、複数のテストプランをあらかじめプログラムすることができ
ます。テストの実施中、オペレーターに対して次に行う操作の指示が常に出され、
テストプランが終了するまで指示が続きます。（11.4.2 を参照）

被検体

リークを検査する必要のある試験体を指します。

表示限界

測定単位およびオペレーターによる設定に応じて、表示される測定データが制限さ
れます。
一般事項 17
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1.5 Protec P3000 の外観

図2　Protec P3000 の外観

Pos. 詳細 Pos. 詳細

1 メインディスプレイ 4 スニファーライン用Lemoコネクター

2 スピーカー 5 搬送用ハンドル

3 PRO-Check 基準校正リーク

1

2

3
45
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1.6 設置

1.6.1 セットアップ

輸送用ロックの取り外し：

輸送用ロックは、本体下面に取り付けられている黄色のネジです。Protec P3000 を
起動する前に、このネジを取り外してください。Protec P3000 は、直ちに運転可能
な状態で納品されます。 初の起動手順については、3.1 節を参照してください。

図 3　起動前に輸送用ロックを取り外す

注 意
設置作業前に、輸送用ロックを取り外してください。輸送時必ず取付けてくださ

い。

注 意
Protec P3000 の換気を十分に行うために、装置両側の少なくとも 20cm 以内には物

を置かないでください。背面側には 10cm 以上のスペースが必要です。また、Protec

P3000 の側面にある搬送用ハンドルは、空気の流入口／出口になっていますので、

決して塞がないでください。Protec P3000 の近傍には、発熱源を置かないでくだ

さい。

電源スイッチまたは電源プラグに常に手が届くように装置を置いてください。
一般事項 19
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1.6.2 機械接続

SL3000(XL)
スニファーライン

Protec P3000 を運転するには、スニファーラインを接続する必要があります。スニ
ファーラインの接続ポートは、装置の前部、PRO-Check 基準校正リークの左側にあ
ります。スニファーラインのプラグの赤い点とフロントカバーのスロットを合わせ
ながら、プラグを開口に挿入し、コネクターを結合させてください。プラグを外す
ときは、カップリングを引っぱりながら、プローブのプラグを外してください。

防水チップ（オプショナル）

部品が完全に乾いていない状態でリークテスト（例えば、性能試験後の凝結）を実
施する場合には、防水チップの使用を強くお勧めします。

防水チップを取り付けるには、 

1 スニファーチップの先端にあるメタルキャピラリーフィルターを回しながら取り
外します。

2 外した部分に防水チップを取り付けます。

注記 防水チップに取り換える際、小さいゴム製のシールを貼ることを忘れないよ
うにしてください。

PRO-Check 基準リーク（オ
プショナル）

PRO-Check 基準リークを本体の枠の穴に挿入し、D-Sub プラグが正しく PRO-Check
基準リークに接続されてるか確認してください。

注記 正しく挿入されている場合には、PRO-Check 基準リークは、約 10 ミリ突出
した形になります。

PRO-Check の使用にあたっては、まず Protec P3000 のソフトウェアを基準リーク使
用に初期設定する必要があります。

1 Protec P3000 の適切な開口部に PRO-Check を挿入してください。

図 4　防水チップの取り付け方
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2 ソフトウェアメニューの　「History & Maintenace」（リレキ＆メンテナンス）/ PRO-Check
交換　（コウカン）」に進んでください。

3 PRO-Check には証明書が同封されています。この証明書にはシリアル番号と 12 桁
のコードが記載されています。サブメニューを開き、 初の行にシリアル番号を、
2 番目行に 12 桁のコードを入力して、ＯＫ ボタンを押してください。

注記 ＯＫ ボタンを押す時に、Protec P3000 に PRO-Check 標準リークを取り付け
てください。

注記 PRO-Check 警告時間の有効期限（7.7.5 節を参照）。

RC バーション専用

Protec P3000RC には内臓型ディスプレイユニットはありませんが、その代わりに、
コネクター基板が取り付けられています。5 メートルの接続テーブル（カタログ番
号 551-002）を使用して外部ディスプレイに接続し、ネジを締めてください。

図 5　PRO-Check 基準リークの初期設定

図 6　外部ディスプレイ付き Protec P3000XL（: (a) ベンチトップ用途 ( 左側 )、(b) ラッ
ク取り付け (右側 ) 用）

(a) (b)
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SL3000 用ホルダー

SL3000 スニファーライン用のオプションホルダーは、カタログ No. 525-006 で入手
可能です。図 8に示すように、ホルダーはメインユニットの左右どちらかに設置し
ます（右もしくは左利きオペレーター用）。

取り付けは図 8 に記載されています。メインユニットのフロントパネルの上部に 2
つの小さなスロットがあります。 ホルダーを水平に維持し、次にホルダーの 2 つの
小さなフックを 2 つのスロット（左右両方のサイド）の中に挿入します。 フックが
挿入されている状態で、ホルダーを下げます。 ホルダーの裏側にあるマグネットに
より金属前部に自動的に結合します。スニファープローブグリップをホルダーの開
口部に挿入して下げ、ホルダー内に置きます。

図 7 スニファーラインホルダーの取り扱い

図 8 スニファーラインホルダーの取り付け
22 一般事項
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1.6.3 電気接続

注記 電気接続については、装置を使用する国（地域）の規制に従ってください。

Protec P3000 の定格電圧は、電源スイッチ左側の銘板に記されています。

Protec P3000 の電源電圧は固定されており、変更することはできません。電

源ラインには導線ごとにヒューズが設けられており、電源ソケットに組み込

まれています（図 4/6）。

Protec P3000 への電源供給には、同梱されている脱着式の電源ケーブルを使用しま
す。電源ケーブルを接続するソケットは、本体背面に設けられています。

1.6.4 RS232 インターフェース

Protec P3000 には、背面の右側に RS232 インターフェースポートが備えられていま
す。このインターフェースは DCE（データ通信機器）タイプであり、PC を接続する
ことにより、モニタリングおよびデータロギングが可能となります。接続には、市
販の D-Sub プラグを使用します。詳細については、「Protec P3000 インターフェー
ス説明書」を参照してください。

図 9　電気接続

Pos. 詳細 Pos.詳細

1 ヘッドフォンポート 4 銘板シリアル番号

2 I/O ポート 5 電源スイッチ

3 RS232 インターフェース 6 電源コネクター

注 意
Protec P3000 を主電源に接続する前に、Protec P3000 の電圧定格が使用地域の電

源電圧と一致していることを確認してください。

警 告

電源の供給には、必ず保護接地導線付き 3 芯ケーブルを使用してください。接地

導線が接続されていない状態では、絶対にProtec P3000を運転しないでください。

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6
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1.6.5 I/O ポート

I/O ポートを使用することにより、外部機器との PLC でアナログデータ通信ならび
に外部機器によるコントロールを行うことができます。詳細については、14.1 節を
参照してください。

I/O ポートを使用することにより、Protec P3000 の機能の一部を外部からコント
ロールしたり、測定データや装置のステータスを外部機器へ伝送したりできます。

リレー切換接点を介して、トリガーレベルおよび Protec P3000 の動作モード
（Ready）をモニターすることができます。
24 一般事項
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2 Protec P3000 の働き

2.1 機能の説明

Protec P3000 は、スニファーラインを通してヘリウムを吸い込み、ヘリウム感知セ
ンサーを使用してヘリウム量を検出し、そのセンサー信号を定量的なリークレート
に変換します。

Protec P3000 は、以下の主要なサブアセンブリーから構成されています。

･ ヘリウムディテクタとして機能する Wise Technology センサー

･ 様々な動作状態をコントロールするバルブホルダ

･ ガスをセンサーにポンピングするダイアフラムポンプ

･ ガス流の吸入（インレット）システム

･ 上記それぞれのシステムに対して、電源の供給と信号処理を行う電気ならびに電子サブ

アセンブリー

ディテクターは、高真空状態でのみ機能します。すなわち、ディテクターの動作圧
力は数万 Pa に保たれている必要があります。高真空は、ダイアフラムポンプによ
り実現されます。センサー前部の圧力は、ピエゾ抵抗測定システムにより測定され、
通常の動作状態では約 25000Pa になります。

2.2 サブアセンブリーの説明

2.2.1 補助ポンプ

Protec P3000 のダイアフラムポンプは、補助ポンプとして機能します。このポンプ
についてのデータおよび詳細はすべて、操作マニュアルに記載されています。補助
ポンプは、スニファーラインにガス流を作り出します。

2.2.2 Wise TechnologyTM センサー

ヘリウムディテクタ（Wise TechnologyTM センサー）は、密閉型のガラスハウジン
グから構成され、ガラスハウジングには、ハウジング内部の圧力を正確に検出する
測定装置、および多数の小さな石英窓を持つ膜チップが備えられています。この膜
はヘリウムのみを透過し、その他の空気成分は膜により阻止され、ガラスハウジン
グ内に入ることができません。十分な量のヘリウムが迅速に透過するように、石英
膜は加熱されます。

ガラスハウジング内部では、全体圧力が正確に測定されます。ヘリウムのみがガラ
スハウジング内に入ることができるので、全体圧力は、ヘリウムの分圧と等しくな
ります。従って、ハウジング内で検出される全体圧力は、センサー外部のヘリウム
の分圧に比例します。
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2.2.3 バルブホルダ

バルブホルダーには、Wise Technology センサーへのガス流量をコントロールする
バルブが収容されています。これらのバルブを使用して、システムの感度を選択し、
ヘリウムによる汚染度が高い場合にはプロテクションモードを起動し、また、シス
テムをスタンバイモードに設定します。Protec P3000 のソフトウェアは、装置の状
態を継続的に分析し、コントロールユニットを介してバルブ位置を正しく設定しま
す。

2.2.4 コントロール

コントロールアセンブリ（マイクロプロセッサ）は、Protec P3000 電子回路の中心
となるアセンブリーです。コントロールアセンブリは、他のすべてのサブアセンブ
リをコントロールし、モニターします。Protec P3000 全体の動作状態がこのアセン
ブリのマイクロプロセッサに通知され、マイクロプロセッサは適切に対応します。
オペレータが発するコマンドを受信して、測定値やメッセージを発信するために、
コントロールサブアセンブリーはディスプレイユニットとリンクしています。
26 Protec P3000 の働き
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2.3 ディスプレイおよびユーザーインターフェースの説明 

2.3.1 本体ディスプレイ

オペレーターは、本体のディスプレイを介して Protec P3000 の操作を行います。
Protec P3000 は、ディスプレイの両側にある 8 個のボタンからコマンドを受け、
ディスプレイを介して測定結果とメッセージを出力します。

RC バージョン専用

RC バージョンには内臓ディスプレイユニットはありませんが、その代わりに、コネ
クター基板が取り付けられています。外部ディスプレイが接続されていない時も、
プラグの左側にある２つの LED によって Protec P3000 の状態を知ることができま
す。

･ グリーンの LED は、Protec P3000 が作動中であることを示します（スイッチがオンの状
態）グリーンの LED が点灯している時は、外部ディスプレイに接続されている状態で
す。外部ディスプレイが検出していない時は、点滅します。

･ 赤の LED の点滅は、エラーメッセージです。これが連続で点滅すると、警告を意味しま
す。

ディスプレイユニットが接続されていない場合には、エラーメッセージあるいは警
告が SL3000 スニファーラインの両方のボタンを同時に押すことで、認識される場
合もあります。

外部ディスプレイユニットには他に 4つのボタンがあります。

･ スタート /ストップボタンには機能はありません（他のこれらのボタンが必要な
INFICON リークディテクターによって外部ディスプレイユニットが使用される場合もあ
ります）

･ メニューボタンでソフトウェアを開きます。

図 10　本体ディスプレイ

Pos.詳細 Pos. 詳細

1 メニューボタン 1 ～ 4 2 メニューボタン 5 ～ 8
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･ ゼロボタンを押すと、現在のバックグラウンドを読み込みゼロに設定します。（詳細に
ついては 4.4.1「ゼロ機能」を参照）

2.3.2 SL3000(XL) プローブディスプレイ付きスニファーライン

プローブハンドルには、リークディテクターをリモート操作するための小型のディ
スプレイが備えられています。これにより、通常のリーク検出時には、本体を操作
する必要がありません。

ディスプレイに加え、スニファープローブには 2 つのボタンが備えられています。
左ボタンは、すべての動作モードにおいて「ZERO」ボタンとして機能します。左ボ
タンを押すことにより、現在のバックグラウンド値がゼロに設定されます。ゼロ機
能についての詳細は、12.4.1 を参照してください。

右プローブボタンは、Protec P3000 が設定されている動作モードに応じて様々な働
きをします。

• 標準操作モード：

- Protec P3000 用の機能なし

- Protec P3000XL 用：高流量と低流量で切り替え

･ I・Guide モード：

- I・Guide プログラムによるナビゲーション（すべてのコンフィグレーションに有効）

図 11　LED 付きコネクター基板

1

2

3

プローブディスプレイ

スタートボタン

 「ZERO」ボタン

図 12　プローブディスプレイ付き SL3000(XL) スニファーライン
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また、プローブハンドルには、スニファーチップのフランジ部に複数の LED が備え
られ、リークテストが実施されている箇所を明るく照らします。

この LED は、強い照明を提供します。直視していると、瞬きをせず視線が固定され
るため、網膜が過熱状態になる可能性があります。

LED を「偶然に」直視してしまうような場合は、瞬きをして目を保護してください。
また、視線を常に動かすことにより、網膜の過熱、ひいては損傷を防ぐことができ
ます。

2.3.3 内蔵 PRO-Check 基準校正リーク

Protec P3000 では、内蔵の PRO-Check 基準校正リークを使用することができます。
PRO-Check 基準校正リークを使用することにより、校正の正確さを含め、Protec
P3000が正しく機能しているか確認することができます。また、必要に応じてProtec
P3000 を再校正することができます。

PRO-Check 基準校正リークは、ハウジングの前部に埋め込まれています。PRO-Check
基準校正リークの円錐形の開口にスニファーチップが挿入されると、光センサーに
より自動的に検出されます。

図 13 　プローブハンドル

警 告

長時間または近くで LED を直視しないでください。目に損傷を与える恐れがあり

ます。
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アクセスが困難な場所に本体が位置している場合、内蔵のPRO-Check基準校正リー
クを本体から取り外すことにより操作がしやすくなります。この場合、市販の延
長コードを使用し、D-Sub コネクターを介して本体に接続することができます。こ
のようにすれば、PRO-Check 基準校正リークを、オペレーターがアクセスしやす
い場所に配置することができます。

図 14　 内蔵 PRO-Check 基準校正リーク

図 15　 離れた場所で使用するために、PRO-Check 基準校正リークを本体から取り外した
　　　　状態

J060-030P

J060-030P
30 Protec P3000 の働き



取
扱
説
明
書

注記 PRO-Check 基準校正リークは、Protec P3000 の納入時には同梱されていませ

ん。別途、部品番号により注文してください（1.3.2項「アクセサリー」を参照）。

注記 PRO-Check 参照リークを購入されなかった場合、警告 71（「テストリークと

の非コミュニケーション」）が 初のスタートアップに際して発生します。

Settings / Interfaces / PRO-Check （セッティング / インターフェー

ス / PRO-Check）を選択し、今後の警告を防ぐために PRO-Check を disable

( ムコウ )  に設定して下さい（12.5.6 の項を参照）。

注記 PRO-Check 警告時間の有効期限（7.7.5 節を参照）。

図 16　 離れた場所で使用するための接続

1 内蔵校正リークのコネクター 2 Protec P3000ハウジングのコネクター

1

2
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3 Protec P3000 の起動操作

3.1 起動

Protec P3000 を設置します（1.5 節を参照）。電源コードとスニファーラインを接
続してから装置の電源スイッチを入れます。電源スイッチは装置の背面にありま
す。

Protec P3000 は、オペレーターの操作なしで自動的に起動します。電源が入ると、
「Wait for heater」（ヒーター　マチ）というメッセージが表示され、この時点で
は、ポンプは起動していません。このとき、予備ライン圧力およびスニファーライ
ンの流量が表示されます。

ポンプが起動すると、自己診断が実行され、すべてのハードウェアがチェックされ
ます。続いて、「Wait for sensor current」（センサーカレント）というメッセー
ジが表示されます。このとき、バーグラフによりウォームアップの経過が表示され
ます。バーグラフの下には、ウォームアップの残り時間が表示されます。

注記 起動手順は、通常 2 ～ 3 分程度で終了します。ただし、長時間にわたり電源

を切っていた後では、装置の起動に 大で 20 分を要します。（1 日電源を入

れないと1.5分立上り時間が延長します。） パワーオフの延長時間後における

Protec P3000 のスタートアップ作動の改善には、3.8 章を参照。

輸送用ロックを取り外さないと「センサーカレントマチ」から装置が立ち上がらな
い場合があります。
スニファーがしっかりと差込口にささっているか確認して下さい。

電源が投入され、起動手順が完了すると、Protec P3000 は測定可能な状態になりま
す。装置をスタートさせるための特別な機能はありません。スニファーラインの吸
入口（インレット圧）は、Protec P3000 が測定を実施できるように十分低く設定さ
れます。

注記 スニファーラインを取り付けないと、Protec P3000 は動作しません。

装置に電源を投入した後 20 分以上経過してから（ウォームアップ時間）、3.5 節に
従って校正を実行することをお勧めします。

図 17　電源コードの接続

Pos.詳細 Pos. 詳細

1 電源スイッチ 2 電源コードの接続部
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注記 Pro-Check 検出リークをご購入されていない場合は、起動時に、警告 71（リー

クテストのみでは対応していません）が出ます。Pro-Check の設定・接続へ

進み、今後この警告を出さないために Pro-Check を " 使用不可 " に設定して

ください。（12.5.6 項をご覧ください）

3.2 メインディスプレイのコントロールボタン

セットアップおよびコントロール機能はすべて、メインディスプレイにメニューと
して統合されています。この LCD ディスプレイには、8 個のコントロールボタンの
機能が表示されます。ただし、測定中は、メインインターフェースはプローブハン
ドルのディスプレイとなり、そこに正確なリークテストを実施するために必要なす
べての情報が表示されます。

起動後、Protec P3000 は自動的に測定モードになります。

バーグラフディスプレイ

現在検出されているリークレートが、バーグラフで対数表示されます。バーグラフ
の上部右側には、選択したガス種が表示されます。現在選択されているトリガーレ
ベルが黒い線で、現在選択されているサーチレベルが点線で表示されます。サーチ
レベルを超えると、画面上部にベルのマークが表示され、トリガーレベルを超える
と、ベルのマークが点滅し（鳴り）始めます。

図 18　 測定画面

Pos. 詳細

1 メインディスプレイでは使用しません

2、3 音量ボタン：音量の調整を行います。（ ）

4 メニューボタン：メインメニュー画面へ進むボタンです。

5 校正（ ）ボタン：外部校正画面へ進むボタンです。

6 ゼロ（ ）ボタン：ZERO 機能を使用するボタンです。

7 ガスパラメータリストボタン：ガスパラメータ画面へ進むボタンです。

8 インフォボタン（ ）：一般情報画面へ進むボタンです。

1

2

3

4

5

6

7

8
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ガスタイプ （冷媒等価）

現在選択されているガスタイプ（ヘリウムまたは冷媒等価）はディスプレイの左上
に示されます。

Protec SL3000XL 専用
高流量モードで Protec P3000XL を操作する場合、ガスタイプはスニファーディス
プレイ上と同様にメインディスプレイに液晶が反転されて表示されます。

音量ボタン 

ディスプレイ左側中段の 2 つのボタンにより、アラームの音量をいつでも調整する
ことができます。2 つのボタンのいずれかを押すと、現在選択されている音量がス
ピーカーから流れ、同時にステータス行にバーグラフとして表示されます。また、
ディスプレイの一番下、ステータス行の 初の入力部分にも選択した値が表示され
ます。この値は、本体のスピーカーにのみ適用されます。異なるタイプのアラーム
を選択するには、12.4.2 を参照してください。

メニューボタン 

ディスプレイ左側下の 2 ボタンを押すと、いつでも「Main Menu」（メインメニュー）
が開きます。「Main Menu」（メインメニュー）から、ユーザーは、Protec P3000 の
様々な設定や特別機能の入力をすることができます。

「CAL」ボタン 

ディスプレイ右側上のボタンを押すと、いつでも Protec P3000 を外部校正するこ
とができます。外部校正の実施方法については、3.5.3 項を参照してください。

図 19　 リークがある場合の測定画面

Pos. 詳細

1 選択されたガスタイプ（冷媒等価またはヘリウム）

2 サーチレベルを超えているという表示

3 警告が発生しているという表示

4 音量レベル

5 リークレートの棒グラフ表示
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「ZERO」ボタン 

「ZERO」ボタンを軽く押すと、ゼロレベルが更新されます。ゼロ機能についての詳
細は、12.4.1 を参照してください。

ガスパラメーター・リスト  

ボタン  

Protec P3000 には、 大 4種類のガスパラメーターを保存させることができます。
複数のガスパラメーターセットをアップすると、メニューディスプレイの右側にリ
ストボタンが現れます。このボタンを押すと、新しいガスパラメーター（異なる等
価な冷媒、異なるトリガーレベルなど）を選択することができます。様々なガスパ
ラメーターのセットアップの詳細については、12.3.1 を参照してください。

インフォボタン 

i インフォボタン（ディスプレイ右側下）を押すと、Protec P3000 のステータス
情報が表示されます。詳細については、3.4.3 項を参照してください。

ステータス行

メインディスプレイの一番下の行に、ステータス情報が表示されます。 初に、現
在選択されているアラーム音量が表示されます。次に、「！」の付いた小さな黒い
三角が、現在警告が発生していることを示します。

3.3 プローブディスプレイのコントロールボタン

プローブハンドルのディスプレイには、メインディスプレイと同様の情報が表示さ
れます。

現在検出されているリークレートが、バーグラフで表示されます。2 番目の行には、
リークレートが数値で表示されます（メインディスプレイと同じ測定の単位）。3 列
目の行には、等価なガス種（例：He または R134）が表示されます。

!

図 20 　標準動作モードにおけるスニファー表示

Pos.詳細 Pos. 詳細

1 リークレートを表示するバーグラフ 3 等価なガス種

2 絶対リークレート

1

3

2
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Protec SL3000XL 専用
高流量モードで Protec P3000XL を操作する場合、ガス同等物は逆さ文字（暗い背
景色上）に表示されます。

スニファープローブには2つの押しボタンが備えられています。左ボタンを押すと、
現在のバックグラウンド値がゼロに設定されます。ゼロ機能についての詳細は、
12.3.1「ゼロ」を参照してください。

右プローブボタンは、I・Guide モード（3.4.2 項を参照）を利用する際のナビゲー
ション、あるいは、内部校正（3.5.2 項を参照）の起動に使用します。

3.4 測定の実施

Protec P3000 には、2 種類の操作モードがあります。

･ 標準操作モード（Protec モードと互換）

･ I・Guide 操作モード

スタンバイ機能

Protec P3000 にはスタンバイモードが備えられており、使用停止時におけるスニ
ファープローブへの汚染物質の不必要な流入を防止し、フィルターおよびセンサー
の耐用年数を延ばします。

Protec P3000 は、設定された一定時間プローブを動かさないと、自動的にスタンバ
イモードになり（設定方法の詳細については、12.3.1 を参照）、再びプローブに触
れると自動的に動作を回復します。

リークディテクターは、左プローブボタンを 2 秒間押すことにより手動でスタンバ
イモードにすることもできます。手動でスタンバイモードに設定した場合、解除す
るには 2 つのボタンのいずれかを押してください。

湿潤環境での操作

ウォータープロテクションチップが利用可能です。（Cat.No.12246）は、必要に応
じて液体の取入口から器具を保護してくれます。ウォータープロテクションチップ
の設置方法の詳細については、1.6.2 をご覧ください。

保護モード及びヘリウム
バックグラウンド

Protec P3000 は多量のヘリウム汚染に対して保護モードを備えています。この汚染
モードは、リークディテクターがグロスリーク検出後より速くきれいにしてくれま
す。

警 告

感電の危険があります。

スニファーチップで、電圧の高い部分に触れないようにしてください。リークテ
ストを実施する前に、被検体を電源から切り離してください。

注 意
いかなる液体も吸引しないようにしてください。
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膨大な量のヘリウムが検出された場合には、Protec P3000 は、ヘリウム汚染のメッ
セージを示すことがあります。きれいにした後、ユニットは自動的に測定モードへ
戻ります。

注記 ヘリウム汚染という文字が表示されている間は、電源を切ったり、スタンバ

イモードに切り替えたりしないでください。センサー内にヘリウムを閉じ込

めてしまい、ユニットから送り出せなくなる恐れがあります。多量のヘリウ

ムで汚染されている Protec P3000 を切り替えると、その後の立ち上げに相当

な時間がかかってしまいます。もしも知らないうちにこのような状況になっ

た場合には、Protec P3000 のスイッチを入れて、測定モードになるまで「起

動待機時間」のままにしておいてください。

詳しくは、 12.4.1 項の汚染の制限の設定方法を参照してください。

3.4.1 標準操作モード

Protec P3000 が、特定用途に対して正しくセットアップされ、校正が完了している
場合（3.5 節を参照）、測定は以下のように実施されます。

初に、スニファープローブの「ZERO」ボタンを軽く押します。これにより、ゼロ
レベル（つまり、1 ´ 10-8Pam3/s の検出限界）に干渉する恐れのある要素がすべ
て排除されます。次に、リークの疑われる箇所のできる限り近くにスニファーチッ
プを保持します。このとき、必要に応じて被検体にチップが接触してもかまいませ
ん。溶接部などをテストする場合は、溶接部に沿ってチップを動かす速度を、13cm/
s 以下にしてください。チップと被検体間の距離は、できる限り近くしてください。

リークを検出すると、バーが伸長します。Protec P3000 は、測定されたリークレー
トとプログラムされているトリガーレベルを継続的に比較します。トリガーレベル
を超えると、プローブディスプレイの背景色が緑から赤に変化します。同時に、プ
ローブハンドルのスピーカーからアラーム音が鳴り、プローブハンドルがわずかに
振動します。さらに、スニファーチップのフランジ部に備えられている 3 個の白色
LED が点滅を開始します。

アラーム音が鳴ったら、直ちにチップをテスト箇所から離してください。リーク
レートが安定表示された後、「ZERO」ボタンを再び押してテストを繰り返してくだ
さい。このようにすると測定エラーを防ぐことができ、リーク箇所を特定すること
ができます。

図 21 　リークを検出した場合の画面表示
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Protec SL3000XL 専用

Protec P3000XL は高流量モード（SL3000XL スニファーラインを使用する必要あり）
で使用できます。高流量モードに設定すると、リークしている可能性のある場所を
離れた場所で検出する事ができます。高流量モードは背面色（メインディスプレイ
上と同様にプローブディスプレイ上においても）で表示されるガスタイプによって
示されます。ジョイントのテストの際には、スニファーチップはジョイントから
10mm 以上離してはいけません。溶接の継ぎ目（同様のもの）をテストする場合に
は、スニファーチップは、溶接の継ぎ目から 大 10mm 以上で、4cm/s より速く動か
してはいけません。

リークが検出された場合には（アクセスが許可されれば）、より簡単に特定するた
めに、Protec P3000XL を低流量モード変更下さい。そして、再度、スニファーチッ
プをできるだけリークしている可能性のある場所に近づけてください。スニファー
チップを動かしながらリークの疑いのある場所を何回か前後して、リークしている
場所を特定してください。リークレート信号が 大リークレートを示す場所がリー
ク検出の場所になります。

3.4.2 I・Guide 操作モード

I・Guide 操作モードは、オペレーターが正しくスニファーリーク検出を実行できる
ようにサポートします。

I・Guide オペレーター・ガイドモードを利用すると、テストに使用するそれぞれの
被検体について、あらかじめプログラムされたパラメーターを保存することができ
ます。1 つの被検体におけるテストの実施箇所数、各箇所におけるテスト時間、お
よび、次のテスト箇所に移動するまでの時間をプログラムすることができます。さ
らに、被検体において許容される 大総リークレートを保存することができます。
I・Guide モードでは、 大 10 種類のテスト手順をあらかじめプログラムして保存
することができます。

注記 テスト箇所の数をゼロに設定すると、Protec P3000 は、総リークレートを

チェックすることなく連続モードで動作しますが、その場合も、テストを正

しく実行するためのタイマー信号は発生します。

3.4.2.1 I・Guide モードの起動

I・Guide モードを起動するには、「Main Menu」（メインメニュー） から「Setup
I・GUIDE」（セットアップ I ガイド）を選択します。 初のメニュー画面において、
一番上の行に進み、左側の押しボタンを使って「ON」に設定し、「OK」ボタンを押
してください。Protec P3000 は、リスト内で 初に有効になっている I・Guide プ
ログラムを自動的に選択します。メッセージ画面が現れ、I・Guide の起動が完了し
たこと（I・Guide プログラムにおいてユーザーが選択したガス）をオペレーターに
通知します。

セットアップ方法、および I・Guide プログラムについては、12.4.4 を参照してく
ださい。

標準操作モードに戻るには、「OFF」を選択し、「OK」ボタンを押してください。
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「オン / オフボタン」ボタンで検出器ライン SL3000(XL) 上の継続切換機能を中断さ
せられます。

3.4.2.2 I・Guide プログラムの選択

「SELECT I・GUIDE」（セレクト I・GUIDE）メニューを開くには、ディスプレイ右側の
「プログラムリスト」ボタンを押してください。

「Select I・GUIDE」（センタク I・GUIDE）メニューにおいて、使用するプログラム
番号をハイライト表示させ、「OK」ボタンを押してください。新しいプログラムが
呼び出されます。

図 22　 I・Guide モードへの切替

図 23　 I・Guide モードの測定画面

Pos. 詳細

1 プログラムリストボタン
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3.4.2.3 I・Guide プログラムの使用

I・Guide 操作モードの測定画面には、選択したプログラム、そのプログラムに保存
されているガスタイプ、そして、総リークレートが表示されます。

Protec SL3000XL 専用

Protec SL3000XL が高流量モードで作動している場合には、ガスタイプは、スニ
ファープローブディスプレイと同様にメインディスプレイに逆さ文字（暗い背景色
上）に表示されます。

図 24　 I・Guide プログラムの選択
40 Protec P3000 の起動操作



取
扱
説
明
書

全ての Protec P3000 用

I・Guide　メッセージ行には、ユーザーの操作を促すメッセージが表示されます。
まず、 初のテスト箇所へ移動するか尋ねられます。そして、「ポジション１でよ
ろしいですか？」というメッセージがプローブディスプレイ上に表示されます。ス
ニファーチップが正しい場所に位置づけたら、右プローブボタンにより確定してく
ださい。

初のテスト箇所が確定すると、本体ディスプレイに「Leak check point 1」とい
うメッセージが表示され、メニュー画面の下部分に測定経過時間（テストプログラ
ムに保存）が表示されます。測定時間中は、スニファーチップをテスト箇所に正し
く保持してください。このとき、本体から「カチカチ」という音が発生し、ビープ
音により測定時間の終了が通知されたら、スニファーチップを動かすことができま
す。

測定時間が終了すると、本体ディスプレイに「Move to point 2」というメッセー
ジが表示されます。プローブディスプレイには、「tip to pos. 2」というメッセー
ジが表示されます。スニファーチップを次のテスト箇所まで動かし、ディスプレイ
に表示された待機時間が経過したら、次の測定を開始できます。待機時間が経過す
る前にオペレーターが測定を開始しようとすると、次の測定が可能になるまで
「please wait」というメッセージがメッセージ行に表示されます。スニファーチッ
プを正しい位置に確実にセットしたら、右プローブボタンを押してください。次の
測定を開始することができます。

図 25　 測定中の I・Guide 画面

Pos. 詳細 Pos. 詳細 Pos.詳細

1 選択したプログラム 4 測定時間 6 「ZERO」ボタン

2 保存されているガス種 5 総リークレート 7 I・Guide ボタン

（選択したプログラム） （被検体当たり）

3 I・Guide メッセージ

3

4

5

21

3

76
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あらかじめプログラムされている数のテスト箇所のチェックが終了すると、以下の
写真のように、被検体全体のテスト結果が表示されます。選択したテストプログラ
ムとプログラムに保存されているガス種が再び表示され、その後に、総リークレー
トが表示されます。総リークレートが総トリガー値より低い場合は、「Global leak
check okay!」というメッセージが表示され、続いて、各テスト箇所のテスト結果
が表示されます。

注記 リークが全く検出されない場所に関しては、現在選択されている下側のディ

スプレイ制限に、まだ各場所で起こっている可能性のある 大のリークレー

トである総リークレートを追加します。（ 悪の場合のアプローチの方法とし

て）

総リークレートが総トリガー値を超えている場合は、「Global trigger exceeded !」
というメッセージが表示されます。

図 26　 次のテスト箇所への移動を要求する I・Guide 画面

図 27　 I・Guide プログラムの結果：被検体が合格の場合

Pos. 詳細 Pos. 詳細

1 プログラム名 3 各テスト箇所の結果

2 ガス種

2

3

1
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右プローブボタンを押すことにより、次のテストサイクルを開始することができま
す。

注記 I・Guide モードは、タイマー信号だけにも使用可能です。ポイント数が０に

セットされている場合、ProtecP3000 はグローバル･リークレート機能を使用

することなしに、テストの継続のために次のロケーションへ移行します。

注記 I・Guide モードは、要求に応じてリークレートの要約にも使用されます。

ポイント数が 99 にセットされている場合、右ボタンを 2秒間押し続けた後に (ある
いは 98 番目のポイントの後は自動的に )グローバル･リークレートの要約をともな
う結果スクリーンが表示されます。

3.4.3 インフォページ

メインディスプレイのインフォボタンを押すと、「General info」（イッパンジョウ
ホウ）のページが開きます。画面には、使用しているソフトウェアのバージョン、
日付と時刻の情報、現在設定されている音量、および 小音量が表示されます。

現在警告が発生している場合は、以下のように、ガスの情報を表示するエリアに警
告が表示されます。

図 28　 I・Guide プログラムの結果：被検体が不合格の場合

図 29　 エラーまたは警告のないインフォページ
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I・Guide モードで作動する際に、現在選択されたプログラムに関する情報が流れま
す。その情報とは、グローバルトリガーと同様に選択されたプログラム名、このプ
ログラムに使用されるガス、このプログラムで点検されるポイント数、選択測定、
および待ち時間などです。

3.5 校正および自己診断

Protec P3000 は、内蔵の PRO-Check 基準校正リークにより、または外部校正リーク
（カタログ No. 122 37-122 39）により校正することができます。

注記 測定は、電源を入れてから 初の 20 分間に開始され、その後、警告が出ます。

開始から 初の 20 分間はプロテック P3000 の調整をしないでください。ま

た、測定検証は、開始後 初の 20 分間では誤った結果につながります。

起動時間が十分である場合にのみ調整を確認し、検証してください。（例：

注記 PRO-Check 検出リークは、温度センサー付きです。これは、本体に電源を入

れている時、または端子に差し込んでいる時、あるいは D-Sub 延長コードを

通して本体に接続している時にのみ使用できます。リークレートは、PRO-

Check 本体に印刷され、温度が 20 度（華氏 68 度）の場合のみ有効であり、温

度によって変化します。

PRO-Check 検出リークを補正するために、この装置には温度センサー及び補
正係数が装備されており、本体と接続している際、温度変更時におけるテス
トリークレートを補正するために、自動的に補助するソフトウェアを格納し
ています。

PRO-Check 検出リークを用いたキャリブレーションまたは検証は、本体と接続して
いない場合、誤ったリーク検出を引き起こしたり、間違ったテスト結果につながり
ます。

図 30　 警告が表示されたインフォページ
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3.5.1 校正の検証（プルーフ機能）

注記 検査は、ユニットが２つの測定モードのどちらかにあるときだけ実行可能で

す : 標準操作モードあるいは I・Guide 操作モード。 メインメニューが開い

ているときには、検査が開始できません。

スニファーチップを、PRO-Check 基準校正リークの開口部に挿入する測定の時と、
校正の検証（プルーフ機能）が自動的に開始されます。スニファーチップを開口部
内に保持すると、Protec P3000 が PRO-Check の値をチェックします。しばらくする
と、スニファーチップを開口部から外すように指示するメッセージが表示されま
す。

注記 検証プロセスの実施中、右プローブボタン、またはメインディスプレイの

「CAL」ボタンを押すと、いつでも内部校正を開始できます。

検証の結果は、概要スクリーンに表示されます。検証プロセスが順調に終了すると、
｢感度チェック OK ｣のメッセージが表示されます。

 

PRO-Check の測定値が範囲外である場合は、｢再校正 要求 ! ｣のメッセージが反転表
示されます。

測定モードに戻るには、右プローブボタンまたは、メインディスプレイの「OK」ボ
タンを押します。

Protec P3000ＸＬ 専用

Protec P3000XL には、HIGH FLOW ( 高流量 ) と LOW FLOW ( 低流量 )モードの両校
正係数が検証されます ( 図 3-16 参照 )。選択された流量モードの検証結果のみ合格
あるいは不合格と表示されます。選択されていない流量モードは測定値が範囲外で
あるときのみ参照コメントが表示されます。

図 31 　Protec P3000 へのプルーフ機能の結果表示
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3.5.2 内部校正    

注記 校正は、本体が２つの測定モードのどちらかにあるときだけ実行可能です :

標準操作モードあるいは I・Guide 操作モード。 メインメニューが開いている

ときには、校正が開始できません。

右プローブボタンを押した状態で、スニファーチップを PRO-Check 基準校正リーク
の開口部に挿入すると、校正が自動的に開始されます。スニファーチップを開口部
内に保持すると、Protec P3000 は校正リークを測定します。しばらくすると、スニ
ファーチップを開口部から外し校正が完了すると、校正結果の概要スクリーンが表
示されます。旧校正係数と新校正係数の両方が表示されます。警告がアクティブで、
校正プロセス中に通告されている場合、メッセージには｢アクティブ警告中｣の情報
が添えられます。

 

過去の（より高精度な）外部校正値を誤って上書きしないように、オペレーターは、
新規の値を受け入れるが新規の値を受け入れるか選択します。

図 32

図 33  内部校正の結果
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3.5.3 外部校正

外部校正の場合、Protec P3000 を校正する際に、5 ´ 10-7Pam3/s を超えるリーク
レートを使用することをお勧めします。

注記 測定は、電源を入れてから 初の 20 分間に調整され、その後、警告が出ます。

開始から 初の 20 分間は Protec P3000 の調整をしないでください。また、

測定検証は、開始後 初の 20 分間では誤った結果につながります。

起動時間が十分である場合にのみ調整を確認し、検証してください。（例：

リーク検出の迅速な起動）

外部校正は半自動のプロセスであり、その間、ユーザーはいくつかの指示に従う必
要があります。校正プロセスは、測定モードから「CAL」ボタンを押すことにより
いつでも開始できます（メニューが開いている場合、あるいは、機能がロックされ
ている場合を除く）。実行中の校正プロセスは、「Esc」ボタンによりキャンセルで
きます。

「CAL」ボタンを押した後、表示されているリークレートが、外部校正を実施しよう
としているリークレートと同じであることを確認してください。リークレートが異
なる場合は、「Edit leak rate」（リークリョウヘンシュウ）ボタンを押し、正しい
リークレート値を入力してください。その後で「Start」（スタート）ボタンを押し、
校正プロセスを開始してください。

スニファーチップを、外部校正リークの吐出口に保持してください。スニファー
チップを開口部にできる限り近づけてしっかり保持しますが、開口部を塞がないよ
うに注意してください。スニファーチップには、外部校正リークからのヘリウムに
加え、いくらか空気を取り入れる必要があります。バーグラフにより示されるリー
クレート信号が安定したら、「OK」ボタンを押してください。Protec P3000 が校正
リークのリークレートを読み取っている間、スニファーチップを開口部の前部に
しっかりと保持してください。この間、「Please wait...」というメッセージが表
示されます。

図 34　 外部校正リークのリークレートの設定
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校正リークの信号の解析が完了すると、「Sniff air!」（エアー　ヲ　スイコム）と
いうメッセージが表示されます。 校正リークの開口部からスニファーチップを離
し、すべてのヘリウム源からできる限りスニファーチップを遠ざけて空中に保持し
てください。バーグラフが再び安定した信号を表示したら、もう一度「OK」ボタン
を押してください。

校正が完了するまで、「Please wait...」というメッセージが表示されます。

外部校正が完了すると、校正結果の概要スクリーンが表示されます。旧校正係数と
新校正係数の両方が表示されます。警告がアクティブで、校正プロセス中に通告さ
れている場合、メッセージには｢アクティブ警告中｣の情報が添えられます。

図 35 　外部校正中の画面表示

図 36 　外部校正中の「Sniff air!」（エアー　ヲ　スイコム）メッセージ
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3.6 スタンバイ

使用していない時、Protec P3000 はあらかじめ定められた時間が経過すると自動的
にスタンバイモードになり、部品の消耗を防ぐようになっています。スタンバイ
モードの時、スニファーラインのガス流は停止し、スニファーラインのフィルター
が保護されるとともに、センサーの耐用年数が延びます。

オペレーターがスニファーラインを動かすと、この動きがセンサーにより検出さ
れ、Protec P3000 が通常動作に戻ります。約 5 秒後に、Protec P3000 は再び測定
を開始することができます。

Protec P3000 がスタンバイモードに入るまでの時間の設定方法については、12.3.1
（真空アクセス、スタンバイ遅延）を参照してください。

3.7 シャットダウン

Protec P3000 の運転を停止するには、Protec P3000 の現在の動作モードに関係な
く、ON/OFF 電源スイッチ（図 17/6）を「0」位置に切り替えます。その他に必要な
操作はありません。入力したパラメーターは、Protec P3000 の内部に保存されま
す。スイッチを ON にすると、装置は前回スイッチを OFF にしたときと同じ状態で
復帰します。

図 37 　外部校正の結果表示
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3.8 バックアップ装置として直ぐにご使用いただくため
の保管方法

保管中のセンサー内のヘリウムの蓄積（空気から）により、Protec P3000 の起動時
間は、 大起動時間の約 1 時間で保管した場合、1 日当たり約 1.5 分になります。

生産ラインが中断しないようにするため、Protec P3000 をバックアップ装置として
使用する場合は、下記のように保管します。

1 Protec P3000 を電源に接続したまま停止します。

2 Protec P3000 と電源の間にタイマーを取り付けます。

3 週 2 回（少なくとも 4 日おき）Protec P3000 のスイッチが 1 時間オンになるよう
にタイマーをセットします。

注記 工場が停電になったときタイマーの電源オン・プログラムウィンドウがなく

ならないようにするため、タイマーをバッテリーで緩衝させます。

この方法で 大起動時間は約 7 分になります。
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4 Protec P3000 の設定

4.1 メニュー構造

メニューボタンを押すと、「Main Menu」（メインメニュー） のページが開きます。
以下のようなオプションが表示されます。
図 38

続くサブメニューでは、頻繁に使用する以下のような機能が表示されます。

参照用に、「Main Menu」（メインメニュー）の構造を以下に示します。

図 39　「Main Menu」（メインメニュー）画面

 ¯ 「上矢印」と「下矢印」ボタンにより、表示されているメニュー項目をス
クロールすることができます。現在選択されているメニュー項目は、反転
表示されます。「上矢印」と「下矢印」ボタンを使用して、数値を新しい
設定に変えることもできます。

? ヘルプ機能－このボタンを押すと、表示中されているページの使用方法に
関する追加情報が表示されます。

Esc 変更した内容を反映することなく、前のページに戻ります。

Back メニュー構造上の、1 つ上位の階層に戻ります。

OK リストから選択した項目を確定するか、新しく入力した値を確定します。

すべてのメニューから抜け、メイン画面に戻ります。後で再びメニューボ
タンを押すと、画面は  ボタンにより終了したメニューページにジャン
プします。「Back」（モドル）ボタンを押すと、画面は 1 つ上位の階層に戻
り、 終的には測定画面に戻ります。
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図 40　 メニュー構造
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4.2 サービスメニュー

サービスメニューは、パスワードにより保護されています。サービスメニューに入
るには、PIN（個人識別番号）の入力が必要です。サービスメニューは、必ずトレー
ニングを受けたサービス技術者のみが操作するようにしてください。サービスメ
ニューを開くための PIN は、サービストレーニング時に割り当てられます。サービ
スメニューのサブメニューおよび機能については、サービスマニュアルを参照して
ください。

4.3 等価なガス種の選択およびトリガー値の設定

Protec P3000 は、ヘリウムリークレートまたは冷却時における同等のリークレート
を検出することができます。Protec P3000 は、異なる 大 4 セットのパラメータを
保存することができます。１種類の漏出速度が、同等のヘリウムリークレートに加
えて任意のディスプレイに表示されます。ガス / トリガーメニューでは、現在のト
リガー値と選択されたガスの相当値を表示されます。

デフォルト設定では、 初のパラメーターセットとしてヘリウムのみが設定されて
います。残りの 3 種類は空白（「<----->」）になっています。すでに設定済みのパ
ラメーターセットのみが、ガスパラメーターリストに表示され、リストボタンによ
り測定画面から直接呼び出されます。

4.3.1 ガスパラメーターの編集

「GAS 1」（ガス 1）から「GAS 4」（ガス 4）のボタンのいずれかを押すと、対応する
パラメーターセットのインフォページが開きます。使用していないパラメーター
セットは、空白（「<----->」）になっています。
現在の設定を変更するには、↑上矢印／↓下矢印ボタンで変更したい項目までスク
ロールし、「Edit」（ヘンシュウ）ボタンを使用して選択します。

インフォページには、等価なガス種の名前（またはヘリウム）、測定モード、およ
び現在選択されているトリガー値が表示されます。続いて、表示下限値が表示され
ます。さらに、校正係数、使用するヘリウム濃度、ヘリウムの充填圧力、続いて、
冷媒の充填圧力が表示されます。

図 41　Gas 1 の編集
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名前 （ナマエ）

等価な冷媒のリークレートとしてリークレートを表示するには、「Edit Gas」（ガス
ノヘンシュウ）のサブメニューを開き、「Name」（ナマエ）の項目を選択してくださ
い。「Edit」（ヘンシュウ）ボタンを押すと、「Gas Selection」（ガスセンタク）の
サブメニューが開きますので、「Gas Library」（ガスライブラリー）から等価な冷
媒を選択してください。ガスパラメーターを完全に削除するには、ガスの名前を空
白（「<----->」）に戻します。

注記 複数のパラメーターセットが設定されている場合（2 つ以上のガス名が「<--

--->」になっていない場合）、測定画面の右側にリストボタンが表示されま

す。リストボタンを押すと、別のパラメーターセットを選択するショートカッ

トを使用することができます。

付加ヘリウム

このサブメニューは、ガス同等物が作用している際のみ利用できます。この場合、
Protec P 3000 に は主測定スクリーンでは、冷媒等価リークレートに付加されたヘ
リウムリークレートが表示されます。この機能は、選択される場合とされない場合
があります。

ディフォルト値：センタクシテイナイ

注記 「ヘリウムを追加する」というオプションは、少なくとも１つのパラメータ
セットが（ガス１、ガス４）がヘリウムに設定されている場合のみ利用
できます。

追加ヘリウムは、ヘリウムが 低ガス数に設定された時に測定ユニットに表示さ
れます。

図 42　付加ヘリウムの選択
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ガス同等物の編集
パラメータ

「Edit Gas」（ガスノヘンシュウ）のサブメニューに戻り、「He-Percentage」（ヘリ
ウムパーセント）の項目までスクロールし、「Edit」（ヘンシュウ）ボタンを押します。

サブメニュー「ヘリウム充填圧」では、ガス冷媒等価の充填圧の前に、使用するヘ
リウムの濃度を先に設定してください。画面の下部右側に、（ヘリウムから冷媒へ
の）校正係数が表示されます。Protec P3000 の限界を超えたパラメーターセットが
入力されると、校正係数は反転色で表示されます。この場合、校正係数が通常の色
で表示されるようになるまで、パラメーターを調整してください。必要なすべての
パラメーターを入力したら、OK ボタンを押してください。 

注記 このメニューは、希釈ヘリウム用ではありますが、ヘリウムリークレートと
しても表示されるように使用してください。

図 43　ガスライブラリーからのガスの選択

図 44 　ガスライブラリから来るガスの場合の冷媒補正係数を設定します
Protec P3000 の設定 55



取
扱
説
明
書

注記 このメニューは、正しいリークレート値を表示した後、プレテストでヘリウ
ム充てん圧力が冷却剤の充てん圧力と異なる時はいつでも使用するよう
にしてください。

ユーザー定義ガス場合追加的に分子量ならびに動的粘度（単位 Pa · s) の入力が必
要です。

「Edit Gas」（ガスノヘンシュウ）サブメニューにおいて、トリガー値を等価な冷媒
の値として入力することができます。

また、パラメーターセット（冷媒タイプ、充填圧力、およびヘリウム濃度）を、ユー
ザーガスとして保存できます。

測定画面には、等価な冷媒のリークレートとしてガス種（冷媒タイプ）が表示され
ます（R134a <- He など）。

トリガーと測定ユニット

インフォページの「Edit Gas X」（ガス X ノヘンシュウ）メニューにおいて、対応
する項目を選択すると、「Trigger & Unit」（トリガーレベル & ソクテイタンイ）サ
ブメニューが開きます。左側の↑上矢印／↓下矢印ボタンを使用して、トリガーレ

図 45 ユーザー定義ガス場合の冷媒補正係数を設定します　

図 46 　等価な冷媒のリークレートのパラメーター編集
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ベルの設定を変えることができます。正しく設定し、「OK」ボタンにより確定して
ください。「Esc」ボタンを使用すると、内容を変更することなくサブメニューから
抜けることができます。

以下の表に、設定可能なトリガーレンジを示します。

リークレートの単位は、右側の↑上矢印／↓下矢印ボタンを使用して変更できま
す。利用可能なリークレートの単位は、mbar l/s、Pam3/s、Torr l/s、atm cc/s、
g/a、oz/yr、lb/yr、ppm です。

デフォルト値：2 ´ 10-5mbar l/s、2 ´ 10-6Pam3/s

単位 トリガー下限 トリガー上限

g/a 0.01 999.99

oz/yr 0.001 99.999

ppm 0.01 99999.0

mbar l/s 1x10-7 9.9x10-2

Pa m3/s 1x10-8 9.9x10-3

atm cc/s 1x10-7 9.9x10-2

Torr l/s 1x10-7 9.9x10-2

図 47 　トリガーレベルおよび測定単位の設定

Pos. 詳細 Pos. 詳細

1 トリガー値の増加 3 測定単位の変換

2 トリガー値の減少 4 測定単位の変換
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表示制限

各ガスについて、画面に表示する下限値を設定することができます。表示下限を変
更するには、「Edit Gas」（ガスノヘンシュウ）サブメニューで、「Display limit」
（ヒョウジハンイ）の項目を選択して「Edit」（ヘンシュウ）ボタンを押します。表
示下限は、 も低い表示限界の係数単位で増分することができます。係数表示の下
に、絶対表示下限が現在選択されている測定単位で表示されます。利用可能な係数
は、1、2、5、10、20、50、100 です。

1 x 10-7 Pm3/s という Protec P3000XL の 低下限値は、機能 1 に相当します。他
の機能においての同等な絶対下限値は、5 x 10-8 Pm3/s を倍数化したものです。同
等な原理で低流量モードにおける表示下限はファクター 10 となります。

図 48 　表示下限の編集
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注記 Protec SL3000XL 専用

低流量から高流量へ切り替える時（逆の場合も同様）、下限値は変化せず
そのままの状態です。例えば、下限値が２に設定されると、低流量から
高流量へ切り替える際、自動的に下限値が 2x10-8 Pam3/s から 1x10-7 
Pam3/s になります。

デフォルト値：2

サーチレベル

トリガーレベルの割合として追加サーチレベルを入れることができます。警告は、
トリガーレベル以下のリークに発行されますが、微量のリークも逃さないよう検出
レベル以上にも対応しています。　検索レベルは 5% ～ 100% の間で設定してくださ
い。デフォルト値：90%

4.3.2 ガスパラメーターセットの選択

ガスパラメーターセットは、「Edit Gas」（ガスノヘンシュウ）サブメニューで、
「Mode」（モード）の項目を「enabled」（ユウコウ）に設定することで選択可能です。
1 つのパラメーターセットを有効にすると、他の 3 種類のパラメーターセットは自
動的に無効になるため、同時に使用できるのは 1 つのパラメーターセットのみとな
ります。

4.4 設定のサブメニュー

「Vacuum & Access」 （シンクウアクセス）サブメニューでは、流量限界値やゼロ機
能などの設定をすることができます。

4.4.1 真空アクセス

「Vacuum & Access」（シンクウ＆アクセス）サブメニューでは、流量限界値やゼロ
機能などの設定をすることができます。

Zero time（ゼロタイム）

負の値が表示されることがないように、バックグラウンド値が低減するとゼロ機能
は自動的に更新されます。これにより、リークの検出漏れを防止することができま
す。「Zero time」は、Protec P3000 がバックグラウンドレベルを更新するために、
リークレートの負の値をどのくらいの頻度で検査するかを定義します。「Zero
time」は、1.0 ～ 9.9 秒の範囲で設定できます。

デフォルト値：5.0 秒

Contamination Limit （コ
ンタミネーション リミッ
ト）

Protec P3000 は、高濃度のヘリウム（ヘリウムによる汚染）に対するプロテクショ
ンモードを備えています。
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この機能は、高い濃度のヘリウムに頻繁にさらされることにより、センサーの劣化
が促進されることを防止するためのものです。汚染限界値は「low」（低）、「normal」

（正常）、「high」（高）レベルにセットすることができます。汚染限界値機能は、
後の数秒間に吸引されたヘリウムの蓄積量を追跡します。このヘリウムの蓄積量が
プリセットレベル（「low」（低）、「normal」（正常）、「high」（高））を超えると、系
内のヘリウム量が十分下がるまで、「汚染」メッセージが表示されます。ただし、汚
染限界値の設定値が低いほど、 大検出可能リーク値が小さくなります。

注記 汚染限界値の設定は「low」（低）から開始します。「汚染」メッセージが頻繁

に表示される場合は、「汚染限界値」を 1 回に 1 レベル上げます（Wise

Technology センサーを 善状態で使用します）。

デフォルト：「normal」（正常）

汚染限界値を低めに設定すると、Protec P3000 の Wise Technology センサーの耐用
年数が延びます。

注記 ヘリウム汚染という文字が表示されている間は、電源を切ったり、スタンバ
イモードに切り替えたりしないでください。センサー内にヘリウムを閉じ
込めてしまい、ユニットから送り出せなくなる恐れがあります。多量のヘ
リウムで汚染されている Protec P3000 を切り替えると、その後の立ち上げ
に相当な時間がかかってしまいます。もしも知らないうちにこのような状
況になった場合には、Protec P3000 のスイッチを入れて、測定モードにな
るまで「起動待機時間」のままにしておいてください。

Flow limits 　フローリ
ミット (Protec P3000 用 )

このサブメニューでは、キャピラリーを流れるガスの 小流量および 大流量を入
力します。実際の流量がこの限界値を下回るか（キャピラリーの一部が詰まるな
ど）、超えると（スニファーラインが破損して周囲の空気が流入するなど）、アラー
ムが発生します。下限流量値を実際の流量に近い値に設定すると、Protec P3000
は、フィルターおよびスニファーラインの詰まりに対して、より敏感に反応します。
上限流量値を実際の流量に近い値に設定すると、Protec P3000 は、スニファーライ
ンの損傷に対して、より敏感に反応します。

図 49 　汚染限界値の設定
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注記 スニファーラインの流量は大気圧に依存します。標高が高い所で操作される
場合に、スニファーを通る流量は著しく低下する場合があります（標高
1000m あたり約 20%）。この場合、流量限界にしたがって調整してくださ
い。

Protec P3000

下限流量値は、150 と 240scc の間で設定することができます。デフォルト値は 180
です。上限流量値は、350 の工場出荷時設定値に従って、300 と 650 の間で変える
ことができます。

Flow settings( リュウ
リョウセッテイ ) (Protec 
P3000ＸＬ 専用 )

Protec P3000XL は、低流量 ﾐモードにも、また高流量 - モードにも使用することが
できます。両フローモードに関するすべての設定は、FLOW SETTINGS　( リュウリョ
ウセッテイ ) のサブメニューにて設定することができます。

FLOW SETTINGS　( リュウリョウセッテイ ) のサブメニューに進むと、さらに図４ー
１２のサブメニューが表示されます。

デフオルト値： １８０ ｓｃｃｍ 下限流量値

３９５ ｓｃｃｍ 上限流量値

設定可能範囲 ５０   ｓｃｃｍ ～２４０ ｓｃｃｍ 下限流量値

３００ ｓｃｃｍ ～６５０ ｓｃｃｍ 上限流量値

図 50 　Protec P3000　の流量制限設定画面
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低流量のフローリミット

このサブメニューでは、低流量モードの上限流量値および下限流量値を設定するこ
とができます。下限流量値には、150 ～ 240sccm 間の値を選択することができます。
デフォルト値 : 180 

上限流量値には、300 ～ 650sccm 間で選択することができます。デフォルト値 : 395

高流量のフローリミット

このサブメニューでは、高流量 - モードの上限流量値および下限流量値を設定する
ことができます。下限流量値には、1500 ～ 2400sccm 間の値を選択することができ
ます。デフォルト値 : 1800

上限流量値には、2700 ～ 3990sccm 間で選択することができます。

デフォルト値 : 3950

図 51 

図 52
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注記 高流量と低流量モードでの測定を可能にするために、SL3000XL は 2 つのキャ
ピラリーを備えています (~300sccm ならびに ~2700 sccm)。 低流量モードで
は小さな方のキャピラリーだけが使用され、高流量モードでは両方が使用さ
れますが、小さな方のキャピラリーからのガスだけが Wise Technology セン
サーに導かれます。

高流量モードで小さな方のキャピラリーを通した正常な流れを監視するため
に ( 詰まっている場合は、リークが検出されません )、高流量モードでのフ
ローリミットは Wise Technology センサーにより該当する制限圧に変換され
ます。 制限圧が上限を上回るあるいは下限を下回る場合は、小さい方のキャ
ピラリーの流量が通常範囲外であることを示し、警告メッセージが発します
(W41 あるいは W42)。

ADDITIONAL LOW FLOW ERROR

注記 このサブメニューは、SL3000XL が P3000XL 本体に接続されている場合のみ利

用できます。

このサブメニューでは、ADDITIONAL LOW FLOW ERROR　( リュウリョウテイカエラー
ノツイカ ) を ENABLED（ユウコウ）あるいは DISABLED（ムコウ）に設定できます。
ENABLED（ユウコウ）の場合には、補足流量エラー (E55 / E56) が標準低流量警告
に追加されて発信されます。 ADDITIONAL LOW FLOW ERROR( 補足低流量エラー ) が
ENABLED（ユウコウ）のときだけ、LIMITS LOW FLOW ERROR　( リュウリョウセッ
ティエラーチニュウリョウ ) のボタンが使用できます。

LOW FLOW ERROR ( リュウリョウテイカエラー）がが発生した場合、Protec P3000XL
は測定を停止します。 低流量の問題が解決され、流量が LIMITS LOW FLOW ERROR
（リュウリョウセッテイエラーチニュウリョウ)値を再び上回ったときだけ、Protec
P3000XL は測定モードに復帰します。

LOW FLOW ERROR ( 低流量エラー)の限界値は、LIMITS LOW FLOW ERROR( リュウリョ
ウセッテイエラーチニュウリョウ)のサブメニューで設定可能です(下記を参照)。

リュウリョウモード(SL3000XLスニファープローブが接続されているときだけに有
効 )

このサブメニューにて、Protec P3000XL は低流量モードと高流量モード間を切り替
えることができます。

デフォルトの設定 : 高流量モード

LIMITS LOW FLOW ERROR ( リュウリョウセッテイエラーチニュウリョウ )

注意： このサブメニューは、SL3000 スニファーラインが Protec P3000XL のメイン
ユニットに接続されている場合には使用できません。 

デフォルトの設定 : 高流量モード

このサブメニューは、ADDITIONAL LOW FLOW ERROR ( リュウリョウテイカエラーノ
ツイカ ) が ENABLED にセットされているときだけ使用できます。また、ADDITIONAL
LOW FLOW ( リュウリョウテイカエラーノツイカ ) の限界値が設定できます。 スニ
ファーラインを通した実際流量が LIMITS LOW FLOW ERROR ( 下限流量エラー) を下
回る場合、Protec P3000XL は測定を停止します。 低流量の問題が解決され、流量が
LIMITS LOW FLOW ERROR ( 下限流量エラー ) 値を再び上回ったときだけ、Protec
P3000XL は測定モードに復帰します。
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高流量ならびに低 流量モードの２つの別々な値を設定することができます。 高流
量モード用の値は、対応する LOWER PRESSURE LIMIT( 下限圧 ) 値に変換されます。
対応する LOWER PRESSURE LIMIT( 下限圧 ) 値を下回る場合、これは小さい方のキャ
ピラリーの流量がSL3000XLスニファーライン内でブロックされていることを示し、
E55 / E56 が検知され、Protec P3000XL は測定を停止します。

低 流量モードのエラーリミットは 150 ～ 240 sccm 間で、高流量モードには 1500
～ 2400 sccm 間でセットすることができます。

スニファーボタン

このサブメニューにおける漏れ試験中での低 流量と高流量モード間の切り替え用
右スニファーボタンの使用は (I・Guide モード時を除いて )、ENABLED( 可 ) あるい
は DISABLED( 不可 ) です。SNIFFER BUTTON( スニファーボタン ) が DISABLED の場
合、P3000XL は FLOW MODE のサブメニューあるいは RS232 を通した場合しか高 流
量から低 流量モードへの ( あるいはその逆だけ ) 切り替えはできません。 

デフォルトの設定 : 可

Standby Delay （スタンバ
イオクレ）

Protec P3000 は使用されていないときに、スタンバイモードになることで、フィル
ターおよびセンサーの耐用年数を延ばしています。スタンバイモードになると、ス
ニファーラインのガス流が停止し、フィルターを介して汚染物質がポンピングされ
ないため、テスト環境に存在するヘリウムバックグラウンドにセンサーがさらされ
ることがありません。

Protec P3000 がスタンバイモードになるまでの時間は、「Standby Delay」（スタン
バイオクレ）により決定することができます。この時間は、10 秒～ 1時間の範囲で
選択可能です。設定された「Standby Delay」（スタンバイオクレ）時間までプロー
ブを動かさないと、自動的にスタンバイモードになります。この間にプローブを動
かすと、カウンターがゼロに戻り、再びカウントが始まります。

図 53 リュウリョウセッテイエラーチニュウリョウ

デフォルト値 :低 流量 モード 150 sccm

高流量モード 1500 sccm
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Protec P3000 がすでにスタンバイモードのときにプローブを動かすと、Protec
P3000 は自動的に動作を開始し、約 5秒後に測定可能になります。

デフォルト値：10 分

注記 システムの消耗を 小限に抑えるために、操作を頻繁に中断させない程度に、

「Standby Delay」（スタンバイオクレ）時間を 小限に設定することをお勧め

します。

CAL（コウセイ）

「CAL」（コウセイ）サブメニューでは、内部校正を有効化または無効化することが
できます。「disabled」（ムコウ）に設定すると、内蔵の PRO-Check 基準校正リーク
によるプルーフ機能のみを実施できます。

デフォルト値：enabled（ユウコウ）

Change Menu-PIN （メ
ニュー PIN ノヘンコウ）

現在の設定に対する変更は、パスワードにより保護することができます。メニュー
PIN は、「Change Menu-PIN」（メニューPIN ノヘンコウ）サブメニューにより変更可
能です。

新しい PIN（個人識別番号）を入力すると、Protec P3000 のソフトウェアは、入力
エラーを防止する目的で PIN の再入力を求めます。この後、メニュー PIN が新しい
数値に変更されます。

注記 この変更を直ちに有効にするためには、オペレーターは「Main Menu」（メイ

ンメニュー）に戻る必要があります。これを実施しない場合、新しい PIN は

5 分経過した後に有効となります。

メニュー PIN「0000」は、パスワードによる保護が提供されていないことを意味し
ます。この場合、すべてのメニューに、自由にアクセスすることができます。

デフォルト設定：0000 

図 54 　パラメーター保護のためのメニュー PIN の設定
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4.4.2 オーディオ機能

「Audio」（オンセイ）サブメニューでは、Protec P3000 の様々な音声アラームを設
定することができます。

Beep sound （ビープオン
キョウ）

ビープ音は、校正プロセスの完了など、所定の機能の確認を目的として発生します。
この確認音は、「Beep sound」（ビープオンキョウ）サブメニューにより有効化また
は無効化することができます。

デフォルト値：enabled（ユウコウ）

Audio Intern （オンリョ
ウナイブ）

本体に内蔵されているスピーカーのオン／オフを切り替えることができます。これ
は、ヘッドフォンの出力には影響しません。

デフォルト値：enabled（ユウコウ）

Audio sniffer （スニ
ファーノオンセイ）

トリガーレベルを越えた時は、プローブハンドルのスピーカを停止するように設定
され、サーチレベルを超えた時は、鳴らなくなる様に設定できます。

デフォルト値：トリガー

Alarm type （アラームタ
イプ）

本体のスピーカーの様々な音声アラームを選択できます。オプションとして、
「Setpoint」（セットポイント）、「Pinpoint」（ピンポイント）、および「Trigger
Alarm」（トリガーアラーム）があります。

Setpoint　
（セット
ポイント）

音周波数は、トリガーレベルが超えると変化します。 トリガーレベ
ル以下では、スピーカーはオフ状態にあります。

Trigger Alarm
　（トリガー
アラム）

サーチレベルを超えると同時に、継続低音による音響警告が発生し
ます。 音程の違う２つの音による音響警告が、トリガーレベルを超
えると同時に発生します。 トリガーレベル以下では、スピーカーは
オフ状態にあります。

Protec P3000 がアラームタイプとして Trigger Alarm にセットされ
ている場合、TONE 1,2,3 と名付けられる補足のボタンがスクリーン
の右下に表示されます。これらのボタンで、トリガーアラームを他
のリークディテクターから明確に区別することのできる別々の警
告音が選択できます。
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デフォルト値：Trigger Alarm（トリガーアラーム）

Volume（ボリューム）

本体のスピーカーの、「Minimum Volume」（ 小音量）および現在の「Volume」（音
量）を設定できます。「Minimum Volume」は、スピーカーに設定可能な も低い音
量であり、これにより、本体のアラーム音を不意に消してしまうことを回避できま
す。両方の値ともに、ヘッドフォンの出力に対しても有効です。両方の音量（ 小
および現在）ともに、0 ～ 15 の範囲で設定することができます。

小音量のデフォルト値：2

現在の音量のデフォルト値：2

4.4.3 ディスプレイ設定

「Display」（ヒョウジ）サブメニューでは、表示のコントラストおよびピークホー
ルド機能を設定できます。

Contrast（コントラスト）

「Contrast」（コントラスト）サブメニューでは、本体ディスプレイのコントラスト
を調整できます。入力できる値は、0～ 99 です。また、画面の色を反転させること
ができます。

デフォルト値：反転なし、レベル 30

注記 ディスプレイのコントラストが高すぎる値または低すぎる値に設定され、画

面が見えない場合は、以下の手順で調整してください。Protec P3000 を停止

し、再び電源を投入します。起動プロセスにおいて、両側の 3 番目のボタン

を同時に通常画面に戻るまで押してください。この設定は、EEPROM に保存さ

Pinpoint 外部スピーカーは常時オンになっています。リークレートの範囲が
トリガーレベルの ±1 桁以内の場合、リークレートに応じて周波数
が変化します。この範囲外では、トーンは常に低いか高くなります。
トリガーレベルより依然として低いリークをピンポイントで特定
したい場合、または、予想されるリークレートがトリガーレベルの
範囲内の場合、この設定をお勧めします。

Protec P3000 がアラームタイプとしてトリガーアラームに設定さ
れると、タイプ 1、2、3 と呼ばれる追加ボタンが右下に表示されま
す。近くにあるリークディテクタと明確に区別するために、異なる
アラーム音のボタンを選択することができます。

警 告

大きなープ音による聴覚障害 

ビープ音の音量は85 dB（A）を超えることがあります。                                                                                                                                                                   

ボリュームを大きく設定した場合は、装置から離してください。

必要に応じて耳保護具を着用してください。
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れないため、「Contrast」（コントラスト）サブメニューから手動で確認する

必要があります。このようにしないと、次の起動時に、Protec P3000 は調整

前の設定に戻ってしまいます。

Peak hold （ピークホール
ド）

このサブメニューでは、ピークホールド機能の有効化または無効化ができます。
ピークホールド機能が有効な場合、現在測定されている値に加え、あらかじめ設定
された時間だけ、 大リークレートがメインディスプレイに表示されます。この機
能が無効な場合、時間設定は影響も与えません。

デフォルト値：Disabled（ムコウ）、5 秒

図 55 　メインディスプレイのコントラスト設定

図 56 　ピークホールド機能の設定

p
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フローディスプレイ

FLOW DISPLAY( フローディスプレイ ) のサブメニューでは、測定中におけるスニ
ファーラインを通した流量の継続表示の ENABLED（ユウコウ）あるいは DISABLED
（ムコウ）を選択することができます。 ENABLED を選択した場合、流量は STANDARD
OPERATION MODE( 標準操作モード ) においてリークレートのバーグラフの下に整数
で表示されます。

注記 フロー・モードを切り替える場合として警告の様な色々打つ手を認めた後に、

フロー・モニタリングは短期間の間無効になます。一方、フローは再度安定

します。また、新しい警告は出されません。この間、メッセージ「Flow control

inactive」は流量の代わりに表示されます。

デフォルトの設定 : DISABLED( 不可 )

4.4.4 I・Guide プログラムの設定および編集

「Setup Program」（プログラムノセッテイ）ボタンを選択すると、サブメニューペー
ジが開き、あらかじめプログラム可能な 10 種類の I・Guide プログラムとプログラ
ムの現在のステータス（有効／無効）が表示されます。プログラムが有効な場合、
そのプログラムは、I・Guide モードにおいて、選択するプログラムのリストとして
表示されます。プログラムのステータスを変更するには、ディスプレイ左側の「On/
Off」ボタンを使用します。

プログラムのパラメーターを編集するには、対応するメニュー項目をスクロールし
てそのプログラムを選択し、「Edit」（ヘンシュウ）ボタンを押してプログラムを開
いてください。

図 57　 I・Guide モードの設定
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「Edit Program」（プログラムノヘンシュウ）サブメニューでは、プログラムの名前、
そのプログラムで選択されているガス種、リークテスト実施箇所の数、各箇所の
小測定時間、そして、スニファーを次のテスト箇所に移動させるまでのリークテス
ト間の待機時間が表示されます。さらに、被検体全体に許容されるリークレートに
対応した総トリガー値が保存されます。

パラメーターを編集するには、適切な項目までスクロールし、ハイライト表示され
ている項目を「Edit」（ヘンシュウ）ボタンを押して選択してください。

Name（ナマエ）

各プログラムには、 大 6 文字まで自由に名前をつけることができます。また、名
前を編集するには、該当する名前の行をハイライト表示させて「Edit」（ヘンシュ
ウ）ボタンを押します。この場合、英数字を入力する画面が表示されます。必要な
名前を入力し、「OK」ボタンを押してください。

Gas（ガス）

等価なガス種を編集するには、「Gas」の項目まで進んで「Edit」（ヘンシュウ）ボ
タンを押してください。「Gas/Trigger」（ガス／トリガー）サブメニュー（Gas 1 ～
Gas 4）に表示されている等価なガス種のみ選択することができます。等価なガス
種は、（　）内にテキスト表示されます。↑上矢印／↓下矢印ボタンにより、 大
4種類の利用可能な等価なガス種をスクロールすることができます。

注記 I・Guide モードは、「Gas/Trigger」（ガス／トリガー）サブメニューで選択

された等価なガス種を参照します。「GAS」（ガス）サブメニューにおいて等価

なガス種を変更すると、I・Guide プログラムのために選択した等価なガス種

も自動的に変わります。

図 58　 I・Guide プログラムの編集
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No. of Points （ポイント
ノカズ）

リークチェックを行うテスト箇所の数は、1.0 ～ 20 の範囲で変更することができ、
↑上矢印／↓下矢印ボタンにより編集することができます。

デフォルト値：4

注記 注意： I・Guide ドモードは、タイマー信号だけにも使用可能です。ポイント

数が０にセットされている場合、プロテック P3000 はグローバル･リークレー

ト機能を使用することなしに、テストの継続のために次のロケーションへ移

行します。

注記 注意： I・Guide モードは、要求に応じてリークレートの要約にも使用されま

す。 ポイント数が 99 にセットされている場合、右ボタンを 2 秒間押し続けた

後に ( あるいは 98 番目のポイントの後は自動的に ) グローバル･リークレー

トの要約をともなう結果スクリーンが表示されます。

Measuring time （ソクテ
イジカン）

測定においてスニファーチップを適切な位置に保持する時間は、0.7 ～ 25.0 秒の範
囲でプログラムすることができます。測定時間は、Protec P3000 の応答時間より短
くしないでください。以下のような 小測定時間の設定をお勧めします。

このパラメーターを編集するには、↑上矢印／↓下矢印ボタンを使用してくださ
い。

デフォルト値：1.0 秒

Wait time（マチジカン）

1 つのリークチェックから次のリークチェックにおいて、スニファーチップを次の
リーク検出箇所に移動させるまでの待機時間は、0.1 ～ 25.0 秒の範囲で、0.1 秒間
隔で設定することができます。このパラメーターを編集するには、↑上矢印／↓下
矢印ボタンを使用してください。

デフォルト値：3.0 秒

Global Trigger （グロー
バルトリガー）

「Global Trigger」（グローバルトリガー）サブメニューでは、被検体全体に対して
許容される 大リークレートを編集することができます。許容されるリークレート
は、単一のトリガー値に対するものと同じレンジです。総トリガーの測定単位は、
「Edit Gas」（ガスノヘンシュウ）サブメニューにおいて同じガス種に選択されてい
るものと同じになります。

スニファーラインの長さ 小測定時間

3m 0.7 s

5m 0.9 s

10m 1.4 s

15m 3.0 s
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デフォルト値：2 x 10- ４ Pam ３ /s（あるいは、その他の測定単位における等価値）

4.4.5 その他の設定

Language（ゲンゴ）

ソフトウェアを操作するにあたり、異なる言語を選択することができます。現段階
では、英語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、フランス語、ポルトガル語、日
本語（カタカナ）、そして中国語（北京語）から選択可能です。

デフォルト値：英語

注記 理解できない言語がリークディテクターの言語に設定されている場合は、電
源を落とし両側のディスプレーの上から 2 番目のボタンを起動中押し続けま
す。リークディテクターのメニュー言語が英語にリセットされます。この設
定は自動的に保存されません。後で「Language」（ゲンゴ）サブメニューを表
示して、適切な言語を選択します。

Date & Time （ジカン & ヒ
ヅケ）

このサブメニューでは、Protec P3000 の内蔵クロックを設定することができます。
初の画面において、日付を DD.MM.YYYY（日／月／年）フォーマットで入力してく

ださい。続いて、右下のボタン（®）で次の画面を開き、時刻を HH.MM（時／分）
フォーマットで入力してください。

Sniffer light （スニ
ファーノライト）

スニファーライトの明るさを、必要なレベルに調整することができます。明るさは、
1 ～ 6 の範囲で選択できます。また、「Disable/Enable」（ムコウ／ユウコウ）ボタ
ンにより、ライトのオン／オフを行うことができます。新しい設定は、「OK」ボタ
ンで確定してください。

デフォルト値：オン、レベル 4

Pressure unit （アツリョ
クタンイ）

Protec P3000 において表示できる圧力単位は、Pa、Torr、atm、および mbar です。

デフォルト値：mbar

Leak rate filter （リー
クレートフィルター）

通常操作においては、「I・Filter」を選択してください。I・Filter は、ノイズレ
ベルおよびリークレート値の安定について 高の結果を実現するインテリジェン
ト・フィルタリング・アルゴリズムとして、Protec P3000 リークディテクターのた
めに特別に開発されたものです。

旧バージョンの Protec モデルを Protec P3000 に交換し、すでに確立されているテ
ストシステムで使用している場合、Protec モデルで使用していた「固定」フィル
ターを使用することが必要になることもあります。
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デフォルト値：I・Filter

Alarm delay  （アラーム
チエン）

バックグラウンドの状態が非常に不安定な場合、直ちにアラームを発生させずに、
トリガーレベルを超えてから一定時間経過した後に音声アラームを発生させるこ
とが望ましい場合もあります。このようなアラーム遅延は、0.1 秒単位で入力でき
ます。設定可能範囲は、 
0 ～ 9.9 秒です。デフォルト値：0.0 秒（disabled）（無効）

4.5 インターフェース

「Interfaces」（インターフェース）サブメニューでは、コントロール元、レコー
ダー出力　PLC 入力の選択、RS232 プロトコル、およびボーレート／終了記号を変
更できます。

4.5.1 コントロール方法の選択

「Control location」（コントロールロケーション）では、「Local」、「RS232」、また
は「Local and RS232」を選択できます。「Local」モードでは、RS232 インターフェー
スのみを使用してデータを読み取り、コントロールは行いません。「RS232」モード
では、インターフェースによってのみ「Zero」および「Cal」機能をコントロール
します。「Local and RS232」モードの場合、装置は、インターフェースを介しての
コントロールに加え、メインディスプレイからの入力によるコントロールも可能で
す。

デフォルト設定：Local および RS232

注記 コントロール元が RS232 に設定されていても、本体のソフトウェアメニュー

により変更できるパラメーターがあります。意図しない変更を防ぐため、メ

ニュー PIN を有効にしてこれらのパラメーターをロックします。

4.5.2 レコーダー出力

「Recorder output scale」（レコーダーシュツリョクスケール）では、リニアまた
は対数を選択できます。リニア出力信号は、チャンネル 1（I/O ポートのピン 1）を
介して供給されます。対数出力は、チャンネル 2 
（I/O ポートのピン 14）を介して供給されます（14.1 節を参照）。

対数出力スケールでは、電圧の範囲は 0V ～ 10V です。1V から始まり、各リークレー
トは、1 桁ごとに 2 ボルト間隔で増分します。

1 ﾉ 3V: 1 桁目
3 ﾉ 5V: 2 桁目
5 ﾉ 7V: 3 桁目
7 ﾉ 9V: 4 桁目

4 桁のリークレート範囲が、アナログ信号として出力されます。4 桁は、トリガー
レベルの値と測定単位により設定されます。標準のソフトウェアでは、トリガーレ
ベル自体が常に 2 桁の間（3 ～ 5V の範囲）に設定される方法に従い、出力電圧を設
定します。
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例：

以下に、出力電圧とリークレートの対応を明確にした表を示します。

出力電圧の、リークレート
への変換

記録器が特定の電圧を出力し、これをリークレートに変換する場合は、以下の公式
を適用してください：

(2 は、ひとつのデケイドが 2 ボルトを超える場合に使用されます。3 は、トリガー
レベルが常に 3 ～ 5V 間にあるために使用されます )。

計算例：

トリガーレベル 対応する出力電圧（1 ～ 9V）

3 g/a 0.1 ～ 1000g/a

0.2 oz/yr 0.01 ～ 100 oz/yr

5 ´ 10-4mbar l/s 1 ´ 10-5 to 1 ´ 10-1 mbar l/s

トリガー  
トリガー指
数

出力電圧 リークレート

2.83 oz/yr 0 5.35V

3 g/a 0 5.60V

6.4V

10
0

5 35 3–
2

---------------------+

15oz yr=

10
0

5 6 3–
2

------------------+

20g a=

10
0

6 4, 3–
2

----------------+

50g a=
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トリガーリークレートの、
トリガー出力電圧への変換

特殊トリガーリークレートの対応電圧を知るためには、以下の公式を適用してくだ
さい：

U = 3 + 2² ログ ( トリガー値の科学的算出仮数 ) 

( 係数 2 は、ひとつのデケイドが 2 ボルトを超える場合に使用されます。被加数 3

は、トリガーレベルが常に 3 ～ 5V 間にあるために使用されます )。

例：

レコーダ出力

リニア出力スケールでは、「Recorder output」（レコーダーシュツリョク）サブメ
ニューから様々な設定を選択することができます。電圧の範囲は 0V ～ 10V です。

レコーダー出力は、 大 10V が、1 x 10-4 mbar l/s、1 x 10-3 mbar l/s、1 x 10-
2 mbar l/s、1 x 10-4 Torr l/s、1 x 10-3 Torr l/s、1 x 10-2 Torr l/s に対応す
るように設定できます。あるいは、レコーダー出力を、10V が 10 x トリガーレベ
ルに対応するように、つまり、1V が選択したトリガーレベルに対応するように設定
することもできます。

エラーモード、測定準備モード、およびスタンバイモードでは、U = 10 V の電圧
が、チャンネル 1 および 2 を通じて出力されます。

デフォルト設定：Auto

5 x 10-4 
mbar l/s 

-4 2.8V mbar l/s

6.556V mbar l/s

10
4–

2 8 3–
2

------------------+

8 xx10 5–
=

10
4–

6 55 3–
2

---------------------+

6 xx10 3–
=

トリガーリーク
レート

科学的記数法 仮数 トリガー電圧

2*10-5 mbarl/s 2*10-5 2 3+2·log(2) = 3.6 V

5 g/a 5*100 5 3+2·log(5) = 4.4 V

0.4 oz/yr 4*10-1 4 3+2·log(-1) = 4.2 V
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4.5.3 RS232 プロトコル

RS232 プロトコルは「ASCII」、「Diagnostics」、「Printer auto」、「Printer manual」
に設定することができます。ASCII プロトコルは、測定機器で広く使用されている
標準プロトコルの SCPI と類似しています。このプロトコルの詳細については、「イ
ンターフェース説明書」（kins26e1）を参照してください。

ディフォルト設定：ASCII

自己診断

自己診断プロトコルは、INFICON の製造及びサービス中に、品質管理とトラブル
シューティングに関する分析に使用されるバイナリープロトコルです。

プリンターマニュアル

プリンターマニュアルは、 右のスニファープローブボタンを押すことによりリー
クレートが送信できます。

注記 2 種類のプリンターモードになっている場合には、プリンタモードを中断し
てしまうため、ASCII コマンドを Protec P3000 に送信しないようにして
ください。

I・Guide モードに設定されると、プリンターモードは機能しません。

自動プリンター

自動プリンターではリークレートは、セットトリガーレベルを越える時に送信され
ます。この場合、信号が 大検出トリガーレベルより下のリークレートを送信しま
す。

I・Guide モードに設定されると、リークレートの結果は、テスト箇所番号と一緒
に各テスト箇所後に送信されます。全てのテストが完了した後に、総リークレート
が送信されます。

初期化

日 時間 ガス同等物 リークレート 単位

例

03.05.2005 12:31 ヘリウム 6x10-4 mbar l/s

初期化

日 時間 ガス同等物 リークレート 単位

例

03.05.2005 12:31 R134a 2.34 g/a

例

ポイント番号 日 時間 リークレート 単位

ポイント 01 8.3 E-6 mbar l/s

ポイント 02 2.0 E-6 mbar l/s

ポイント 03 8.4 E-6 mbar l/s

ポイント 04 1.2 E-6 mbar l/s

総 13.04.2007 11:57:03 1.8 E-6 mbar l/s
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4.5.4 PLC 入力の選択

「Select PLC inputs」（Select PLC Input）サブメニューで、（PLC 入力に適した）
I/O ポートのどのピンがどのコマンドを表すかを選択することができます。デフォ
ルト設定は次のとおりです。

これらの設定を変更するには、ディスプレイの左側の上向き矢印と下向き矢印で該
当するピンを選択し、ディスプレイの右側の上向きボタンと下向きボタンでコマン
ドリストから目的のコマンドを選択します。OK を押して設定を保存します。

4.5.5 ボーレートおよびエンドサイン

「Baud rate」（ボーレート）は、1200 ～ 19200 の範囲で設定することができます。
デフォルト設定：9600 

「End signs」（エンドサイン）では、「Carriage Return」（CR：復帰）、「Line Feed」
（LF：改行）、または「CR + LF」を設定できます。

デフォルト設定：CR + LF

4.5.6 PRO-Check

PRO-Checkが搭載されているProtec P3000で基準リークとの接続がチェックされな
いようにし、かつ、エラーメッセージが出されないようにするため、このサブメ
ニューで PRO-Check 基準リークを完全に無効にすることができます。

ピン デフォルトコマンド

7 スタンバイ

8 エラー消去

9 校正中止

13 校正

20 ゼロ

25 不使用

図 59　PLC 入力の調整
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デフォルト値：Enable（ユウコウ）

4.6 インフォメニュー

「Info」（インフォ）メニューには、Protec P3000 のトラブルシューティングに役立
つすべての内部データが表示されます。「Info」（インフォ）メニューは、10 ページ
から構成されています。各ページともに、左上の「Back」（モドル）ボタンにより

「Info」（インフォ）メニューから抜けることができます。左下のボタンを押すと 1
ページ前に戻り、右下のボタンを押すと次のページに進みます。ページ番号は、右
上に表示されます。
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メニュー項目 フォーマット 説明

1 ページ：General Data（一般データ）

Foreline pressure Pa

Flow sccm スニファーラインの流量

Time since power on 分

Operation hours 時間

Serial number 11 桁の数

Wise Serial number

Software version x.xx.xx

Circuit temperature °C メイン基板の温度

Test leak temperature °C 

Sensor block Protec P3000 1 / 2

1 = Protec P3000
2 = 拡張測定範囲付き　　
Protec P3000
3 = Protec P3000XL

真空系ダイアグラム 真空系ダイアグラムでは、センサー流量、バルブ構成、圧

力、流量の各現在値を監視できます。

2 ページ：Sensor Info Global（一般的なセンサー情報）

I akt. A

B-Filter A

I-Filter A

Q-Filter A

Leak rate mbar l/s ヘリウムリークレート

PWM-Membrane 整数

Heater Voltage V

High Voltage V

Wise-State 整数

バックグラウンド測定 ボタンを押してください。

バックグラウンド測定ボタンを押すと、ユニットは、特別な

測定モードに入り、現在環境で一般的なヘリウムのバックグ

ラウンド濃度を決定します。この過程には 2、3 秒間要しま

す。これは、連続した信号表示ではありませんが、トラブル

シューティングの目的のみに使用するものです。
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3 ページ：Sensor Info Errors（エラーに関するセンサー情報）

Sensor Error 16 進コード

Sensor Warning 16 進コード

Adjust Error 16 進コード

４ページ：PRO-Check data（Pro-Check データ）

Gas Helium 内部リークのガスタイプ

Leak rate nom. / at T mbar l/s   mbar l/s

Version / Checksum 16 進法コード

Serial no.

Serial no reservoir

Manufacturing date DD.MM.YYYY

Expiry Date DD.MM.YYYY

Gain / Offset

Test leak temperature °C / °F

State

5 ページ：Sniffer data（スニファーデータ）

Type
SL3000 / SL3000XL / 
system

Software version x.x

Length 3m / 5m / 10m / 15m

Serial no. 9000 xxx xxxx

Switch left オン／オフ

Switch right オン／オフ

Color グリーン／赤

Bar graph

Acceleration x / y

Flow at calibration sccm / sccm Protec P3000 の 2 つの値

Pressure at calibration Pa / Pa Protec P3000 の 2 つの値

メニュー項目 フォーマット 説明
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6 ページ：I/O Port data（ I/O ポートデータ）

これは現在の PIN 割当です。デフォルト設定が図に表示されています。

7 ページ：Analog data（アナログデータ）

AIN3 Sniffer length V

AIN4 +5V II Leak V

AIN5 +24V III ext V

AIN6 +5V I Sniffer V

AIN8 -15V MC50 V

AIN9 +15V MC50 V

AIN10 +24V MC50 V

AIN11 +24V I QMS V

AIN12 +24V II V

8 ページ：Analog data（アナログデータ）

AIN0 V

AIN0 offset V

Foreline pressure Pa

AIN1  V

Flow sccm

AIN2 V

メニュー項目 フォーマット 説明
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9 ページ：Info valves（バルブ情報）

V1: bypass 開／閉

V2: measure 開／閉

V3: purge inlet 開／閉

V4: purge sniffer 開／閉

V5: sniffer 開／閉

V6 / V7: HIGH FLOW
開 ／閉 ／ インストールさ
れていない

P3000XL 専用

Air pressure Pa

Normal mode Pa

Gross mode Pa

Zero pressure Pa

10 ページ：RS232 Info（RS232 情報）

Protec P3000 ® sniffer ASCII 文字列
コマンドはメインユニット
からスニファーに送信

Sniffer ® Protec P3000 ASCII 文字列
コマンドはメインユニット
からスニファーに送信

Host ® Protec P3000 ASCII 文字列
コマンドはホストから
Protec P3000 に送信

Protec P3000 ® Host ASCII 文字列
コマンドは Protec P3000 か
らホストに送信

メニュー項目 フォーマット 説明
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4.7 履歴と保守

履歴と保守には、Protec P3000 の運転中に収集された履歴データと、リークディテ
クターの保守の状態に関する情報を表示することができます。 

View Error list （エラー
リストノエツラン）

エラーリストでは、リークディテクターの運転中に発生したすべてのエラー（およ
び警告）が概説されます。リストには、エラーが発生した日付と時刻、続いてエ
ラーまたは警告番号（Exx はエラー、Wxx は警告を意味します）が、短い説明とと
もに表示されます。　該当する行項目をスクロールしたり拡大鏡ボタンを押したり
すると、エラーメッセージあるいは警告がフルスクリーンで表示されます。

図 60 　Protec P3000 のエラーリストの例
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Calibration history （コ
ウセイリレキ）

このリストには、Protec P3000 の運転中に実施されたすべての校正の履歴が一覧で
きます。校正が実施された日付と時刻、校正の種類（ナイブ／ガイブ）、および校
正係数が表示されます。

スニファーチップフィルター（標準ユーザーモード専用）

スニファーチップフィルターの保守間隔は作動環境に依存し、10 時間から 999 時
間の間の値に設定することができます。 ¥ に設定されると、スニファーチップフィ
ルター用の注意喚起メッセージが無効化されます。

デフォルト値： 100 時間

保守作業実施方法に関する詳細は、16 章 保守を参照して下さい。

保守間隔を変更せずにフィルタが交換された事を確認できたら「ＯＫ」ボタンを押
して下さい。カウンターが再スタートします。

図 61 　Protec P3000 の校正履歴の例

図 62 スニファーチップフィルターの保守間隔設定およびその交換の確認
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Maintenance interval 
（メンテナンスシュウキ）

「Maintenance interval」（メンテナンスシュウキ）サブメニューには、本体の合計
運転時間のほか、ダイアフラムポンプ、ワイズセイテキカ、本体エアフィルターの
次回の保守までの時間と、Wise Technology センサーの 適化が表示されます。

運転時間の期限が切れると、作業を適切に行うための注意喚起の警告が出されま
す。注意喚起が出されるのは、ダイアフラムポンプと本体エアフィルターです。13.1
節（エラーメッセージと警告）を参照してください。

Maintenance history （メ
ンテナンスリレキ）

保守履歴リストには、行われたすべての保守作業が表示されます。表示されるのは、
守作業が行われた日付と時刻、そのときまでの装置の運転時間、行われた保守の種
類です。各保守作業の詳細を表示するには、該当する項目を選択し、「View」（ヒョ
ウジ）ボタンを押します。

図 63 　保守間隔メニューページの例

図 64 　保守履歴リストの例
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Confirm maintenance （メ
ンテナンスノカクニン）　

このサブメニューでは、本体エアフィルターの交換を確認することができ、保守作
業が行われた日付とそのときまでの運転時間がソフトウェアに保存されます。

注記 ダイアフラムポンプのメンテナンスは、パスワードで保護されたサービスメ

ニューにおいて、訓練を受けたサービスマンだけが行ってください。

保守作業の実施方法については、15 章「保守」を参照してください。

PRO-Check ヲ コウカンシ
テクダサイ

PRO-Check 基準リークのガスリザーバーを交換するときは、新しい交換用ガスリ
ザーバーのシリアル番号とコード（校正データを含む）を、このサブメニューに入
力する必要があります。PRO-Check 基準リークのガスリザーバーの交換方法につい
ては、15.7 節を参照してください。

注記 PRO-Check 警告時間の有効期限（7.7.5 節を参照）。

図 65 　保守作業の確認

図 66 　新しい PRO-Check ガスリザーバーの起動
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5 Protec P3000 のメッセージ

リーク検出の作業中、Protec P3000 の LCD ディスプレイには、オペレーターの作業
に役立つ様々なメッセージが表示されます。測定データ以外にも、装置の現在の状
態や作業上のヒントが表示されるほか、警告やエラーメッセージも表示されます。

5.1 エラーメッセージおよび警告

Protec P3000 は、統合的な自己診断機能を備えています。コントロール基板がエ
ラー状態を検出すると、表示可能な内容について、LCD ディスプレイに故障の内容
を表示することで、オペレーターにこれを通知します。

エラーメッセージ

エラーが発生すると測定が途中で中断され、Protec P3000 は自身で復帰できない状
態となります。エラーは、エラー番号とともに文章で LCD ディスプレイに表示され
ます。

Protec P3000 は、エラー状態に留まります。エラーの原因を排除してから、リス
タートのボタンを押して装置に通知してください。これで、Protec P3000 は測定
モードに戻ります。

測定の精度に影響を与える可能性があるものの、測定を完全に中断させるほどでは
ない異常状態が検出された場合は、警告メッセージが表示されます。

以下の表

以下の表は、ディスプレイに表示されるすべてのエラーメッセージと、そのエラー
について考えられる原因（または対処法）を示したものです。原因（または対処法）
が記載されていない項目につきましては、お近くのインフィコンサービスセンター
までご連絡ください（項を参照）。

以下の表には、起こり得るトラブルに関するすべてのエラーメッセージ、考えられ
る原因ならびに推薦するトラブルシューティングが列記されています。トラブル
シューティングが記載されていない場合(あるいはトラブルシューティングの実行
後にも問題が解決されない場合 ) は、 寄の INFICON サービスセンターにご連絡く
ださい (www.inficon.com)。

注記 弊社へのお問い合わせの際は、Protec P3000 のシリアル番号とソフトウェア

のバージョン番号をお手元にご用意ください。

エラーメッセージの表示には、以下のような略語が使用されます。

MC50 = CPU 基板

エラー番

号

通知 表示内容 考えられる原因（対処法）

E1 24V of the MC50 too low
（MC50 の 24V が低すぎます。）

マザーボード上のフューズ F1 が切れ

ています

マザーボード上のフューズ F1 を

交換する *

E2 24V of sensor heating too low
（センサー加熱用の 24V が低すぎま

す。）

マザーボード上のフューズ F2 が切れ

ています

マザーボード上のフューズ F2 を

交換する *
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E3 24V II too low
（24V II が低すぎます。）

マザーボード上のフューズ F3 が切れ

ています

マザーボード上のフューズ F3 を

交換する *

W4 24V of the OPTION socket  too 
low

（OPTION ソケットの 24V が低すぎ

ます。）

マザーボード上のフューズ F4 が切れ

ています

マザーボード上のフューズ F4 を

交換する *

W5 5V of the Sniffer is too low
（スニファーの 5V が低すぎます。）

マザーボード上のフューズ F5 が切れ

ています

マザーボード上のフューズ F5 を

交換する * 

W6 5V of the internal Leak  too 
low

（内部校正リークの 5V が低すぎま

す。）

PRO-Check のエレクトロニクスが故障 

しています

PRO-Check 基準校正リークを交換

する、あるいは 寄の INFICON

サービスセンターにご連絡くだ

さい

E7 -15V of the MC50 is too low
（MC50 の -15V が低すぎます。）

マザーボードが故障 しています 寄の INFICON サービスセン

ターにご連絡ください

E8 15V of the MC50 is too low
（MC50 の 15V が低すぎます。）

マザーボードが故障 しています 寄の INFICON サービスセン

ターにご連絡ください

E9 High Voltage error
（高電圧エラーが発生しています。）

センサーエレクトロニクスに問題あり 寄の INFICON サービスセン

ターにご連絡ください

W11 Wise current unstable

（ワイズ電流が不安定。）

Wise Technology センサーからの電流

がスタートアップ後 20 分以内に安定

しない。Protec P3000 が、数日間使用

されていなかったため。電流の安定に

は時間が必要です。 

Protec P3000 を再起動してみる。

それでも問題が解決されない場

合は、 寄の INFICON サービス

センターにご連絡ください 

E12 Wise Sensor not ignited
（Wise センサーが点火していませ

ん。）

Wise Technology センサーからの電流

が電源入電後 10 分以上経過しても低

過ぎる 

Protec P3000 を再起動してみる。

それでも問題が解決されない場

合は、 寄の INFICON サービス

センターにご連絡ください 

E13 Problem in Heater Control
（ヒーターコントロールに問題があ

ります。）

Wise Technology センサー用のヒー

ターコントロールが故障しています

寄の INFICON サービスセン

ターにご連絡ください 

W14 Discharge gone out
（排気が行われていません。）

Wise Technology センサーの感度に問

題あり、あるいは周囲にヘリウムがな

い ( 例えばスニファーが窒素で浄化さ

れている ) 

2 時間ごとの警告時間

警 告
校正および自己診断 してくださ
い。

スニファーラインを新鮮な空気

につないで再起動してみる。　

それでも問題が解決されない場

合は、 寄の INFICON サービス

センターにご連絡ください 

W17 Fore pump service interval 
expired!

（予備ポンプのサービス作業の時期

が過ぎています。）

後の補助ポンプの保守から、10,000

稼動時間以上経過している

ダイアフラムポンプのメンブラ

ンを交換する * 

W18 Air filter service interval 
expired!

（エアフィルターのサービス作業の

時期が過ぎています。）

後のメイン･エアフィルターの保守

から、10,000 稼動時間以上経過してい

る

メイン･エアフィルターを洗浄あ

るいは交換する。7.2 章を参照 

E19 No communication with Wise ADC
（Wise ADC との通信がありません。）

Wise Technology センサーが故障、あ

るいは CPU 基板が故障しています

寄の INFICON サービスセン

ターにご連絡ください 

エラー番

号

通知 表示内容 考えられる原因（対処法）
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E20 Temperature at electronic unit 
is too high (>60°)  
（電子ユニットの温度が高すぎます

（>60 ℃）。）

周囲温度が高過ぎる 周囲温度を下げる、あるいは

Protec P3000 を涼しい場所へ置

く。 

ベンチレーションに欠陥あり メインユニットの両サイドの

ファンが作動しているか、

チェックする ( メインユニット

ケースの両サイドのインレット

を通して通風があるかチェック) 

エアフィルターの汚れ メイン･エアフィルターを洗浄あ

るいは交換する、7.2 章を参照 

E22 Temperature at the electronics 

unit too low (<-21 °)

電子機器の温度が低すぎる（<-
21°未満）

周囲温度が低すぎる 環境を確認してください。

温度センサ不良 寄の INFICON サービスセン

ターにご連絡ください 

W24* 24V for the ext. control unit 
too low
（コントロールユニットへの２４ V

電圧が低すぎます。）

RC バージョンのみ :　RC- ドライバー

基板上のフューズが切れています。

RC- ドライバー基板上のフューズ

を交換する *

E25 Remove sniffer from CAL port
（CAL ポートからスニファーを外し

てください。）

スニファーがスタートアップ中に校正

ポートに挿入された、　あるいは内部

較正プロセス中にスニファーを取り外

す必要が発生した 

スニファーを PRO-Check の校正

ポートから外します

PRO-Check のライトバリアの汚れ プレスエアで洗浄そして / ある

いは清潔な布でふき取る 

W28 Real time clock reset! Please 
enter date and time! 
（リアルタイムクロックがリセット

されています。日付と時刻を入力

してください 。）

CPU 基板が交換されている 日付けと時間を設定する 4.4.5

章を参照 

CPU 基板上のバッテリーの故障 CPU 基板を交換する * 

W29 オーディオ出力の 24V が低すぎま

す

配線レベルにあるヒューズ F6 が故障

しています

メインボード上のヒューズ F6 を

交換してください

E32 Wise Technology current too 
high
（Wise Technology の電流が高すぎ

ます。）

Wise Technology センサーの電流が基

準値を超えている

Protec P3000(XL) の電源を切ら

ないでください !!!

急いでスニファーラインを通し

てフレッシュエアを供給し、

Protec P3000 を再起動する、そ

して Protec P3000 が正常作動す

るか、確認する！　それでも問

題が解決されない場合は、 寄

の INFICON サービスセンターに

ご連絡ください

W34 Flow has changed!
（流量が変わりました。）

後の校正以来、流量が 30% 以上変動

した ( 変動が再び 20% 以下に減少する

場合、警告は出ない )。 

インスツルメントを再校正する

（3.5 章を参照）、またはスニ

ファーラインのフィルターを交

換する

エラー番

号

通知 表示内容 考えられる原因（対処法）
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W35 Flow through sniffer is too 
low
( スニファーの流量が低すぎま

す。）

LOW FLOW モードにて実際流量が下限流

量よりも低い、

スニファーライン内のフィルターの詰

まり  

キャピラリーの詰まり 

メインユニットのフィルターの詰まり 

下限流量の設定が高過ぎる

スニファーチップフィルターを

交換する、7.4 章を参照 

スニファーラインのフィルター

を交換する ( フェルトフィル

ター、キャピラリーフィルター

そして / または SL3000XL スニ

ファーラインのフィルターパッ

ド )　7.4 章を参照、　

またはプローブケーブルを交換

する *、　内部フィルターを交換

する *、　

下限流量を下げる (4.4.1 章を参

照 )

E37 Flow through sniffer line too 
low

（スニファーを通した流量が高過ぎ

る。）

実際流量値が上限流量値よりも高い (

低流量と高流量モードで )、あるいは

実際圧値が上限圧値よりも高い ( 高流

量モードのみ ):

キャピラリーの破損あるいは漏れ

下限流量の設定が低過ぎる 

スニファーラインを交換する　

あるいは

プローブケーブルを交換する *、

下限流量値を上げる　　4.4.1 章

を参照　 

E38 Pump error
（ポンプ故障が発生しました。）

補助ポンプが故障 しています。 寄の INFICON サービスセン

ターにご連絡ください

W39 Valve block error!
（バルブ詰りが発生しました。）

セルフテスト中にバルブ詰まりのバー

ジョンが認識できない 

寄の INFICON サービスセン

ターにご連絡ください 

W40 Ratio of HIGH FLOW to LOW FLOW 

failed

( 高流量 から低流量 の比率が不合

格です。)

HIGH FLOW（高流量）での P3000XL の

み： 

HIGH FLOW モードでの流量が、LOW FLOW

モードでの流量の 5倍以下 

( スタートアップ中あるいは校正中のみ

) 

スニファーライン内フィルターの詰ま

り 

メインユニットの内部フィルターの詰

まり

低流量･キャピラリーで漏れあり内部

漏れ

スニファーチップフィルターを

交換して再校正 (7.4 章を参照 ) 

内部フィルターを交換 * して再

校正 

スニファーラインを交換して再

校正

それでも問題が解決されない場

合は、 寄の INFICON サービス

センターにご連絡ください！

エラー番

号

通知 表示内容 考えられる原因（対処法）
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W41 HIGH FLOW too low

( 高流量の流量が低い）

HIGH FLOW（高流量）での P3000XL の

み :

実際流量がハイフローモードで下限流

量よりも低い、あるいは Wise 

Technology センサーでの実際圧が制限

圧以下

スニファーライン内フィルターの詰ま

り 

メインユニットの内部フィルターの詰

まり 

ローフロー･キャピラリーで漏れあり

内部漏れ 

スニファーチップフィルターを

交換する (7.4 章を参照 ) 

内部フィルターを交換 * する

スニファーラインを交換する。

あるいは :　プローブケーブルを

交換する * 

7 章を参照 

W42 Pressure at calibration differs 

between HIGH and LOW FLOW

（HIGH FLOW と LOW FLOW の間の校正の

圧力差があります。）

( スタートアップ中あるいは校正中

のみ ) 

Wise Technology センサーでの圧力が

LOW FLOW モードと HIGH FLOW モード間

で異なる ( スタートアップ中あるいは

校正中のみ )

スニファーライン内のフィルターの詰

まり

メインユニットの内部フィルターの詰

まり 

キャピラリーの詰まり 

スニファーチップフィルターを

交換して再校正 (7.4 章を参照 ) 

内部フィルターを交換 * して再

校正 

スニファーラインを交換して再

校正。あるいは :　プローブケー

ブルを交換する * 

7 章を参照

エラー番

号

通知 表示内容 考えられる原因（対処法）
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W53 Flow at calibration out of 

limits.

（校正時の流量がリミットを超過し

ています。）

LOW FLOW（低流量）での、Protec 

P3000XL または Protec P3000 のどちら

か :

校正時の流量が上限流量値よりも高

い、あるいは下限流量値もしくは下限

流量エラー値 ( ユウコウの場合、どち

らか先に来たほう ) よりも低い

スニファーライン内のフィルターの詰

まり！

メインユニットの内部フィルターの詰

まり

( 低流量 ) キャピラリーからの漏れ

流量制限値あるいは下限流量エラー値

の不良設定 (LOW FLOW モード用 )

スニファーチップフィルターを

交換して再校正してください！ 

(7.4 章を参照 )

内部フィルター * を交換して再

校正してください

スニファーラインを交換する (

あるいは： プローブケーブル *

を交換する )、そして再校正して

ください

流量制限設定値および下限流量

エラー値をチェック (LOW FLOW

モード用 ) してください。 4.4.1

章を参照

W54 Flow at calibration out of 

limits.

( 校正時の流量がリミットを超過

しています。)

HIGH FLOW（高流量）での Protec 

P3000XL のみ：

校正時の流量が上限流量値よりも高

い、あるいは下限流量値もしくは下限

流量エラー値 ( ユウコウの場合、どち

らか先に来たほう ) よりも低い

スニファーライン内のフィルターの詰

まり

メインユニットの内部フィルターの詰

まり

プローブケーブル内のリーク

流量制限値あるいは下限流量エラー値

の不良設定 ( 高流量モード用 )

スニファーチップフィルターを

交換して再較正してください。 

(7.4 章を参照 )

内部フィルター * を交換して再

較正してください

スニファーラインを交換する (

あるいは： プローブケーブル *

を交換する )、そして再校正して

ください

流量制限値設定および下限流量

エラー値 ( 高流量モード用 ) を

チェックしてください。 4.4.1 章

を参照

エラー番

号

通知 表示内容 考えられる原因（対処法）
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E55 (Flow through sniffer below 

error limit.)

スニファーを通した流量がエラー

制限値を下回る

LOW FLOW（低流量）での、Protec 

P3000XL または Protec P3000 のどちら

か :

低流量モードで、スニファーラインを

通した流量が下限流量エラー値を下回

る

スニファーライン内のフィルターの詰

まり！

メインユニットの内部フィルターの詰

まり

低流量モードの下限流量エラー値が高

すぎる

スニファーチップフィルターを

交換して再校正してください 

(7.4 章を参照 )

内部フィルター * を交換して再

校正してください

低流量モードの下限流量エラー

値をチェックしてください！ 

4.4.1 章を参照

E56 (High Flow below error limit)

（高流量の設定エラー値をこえまし

た。） 

High Flow （高流量）での Protec 

P3000XL のみ：

高流量モードでのスニファーラインを

通した流量が下限流量エラー値以下、

あるいは Wise Technology センサーで

の圧力が対応する下限圧力値よりも低

い

スニファーライン内のフィルターの詰

まり！

メインユニットの内部フィルターの詰

まり

高流量モードの下限流量エラー値が高

すぎる

スニファーチップフィルターを

交換して再校正してください 

(7.4 章を参照 )

内部フィルター * を交換して再

校正してください

高流量モードの下限流量エラー

値をチェックしてください！ 

4.4.1 章を参照

W59 EEPROM parameter queue 
overflow! 
（EEPROM パラメーターキューが

オーバーフローしています。）

古いバージョンのソフトウェアから

アップデートされた場合、発生し得る 

Protec P3000 を再起動してみる。

それでも問題が解決されない場

合は、 寄の INFICON サービス

センターにご連絡ください

W60 All EEPROM parameter lost! 
（EEPROM のすべてのパラメーター

が失われています。）

新規の EEPROM がインストールされて

いる、マザーボードの EEPROM が空状

態 

ソフトウェア･メニュー内のすべ

ての設定はデフォルトにリセッ

トされている。再設定してくだ

さい。

スタートアップ中にメッセージが再度

表示される場合は、マザーボードの

EEPROM が故障 

EEPROM を交換する * 

W61 EEPROM parameter initialised!  
（EEPROM のパラメーターが初期化

されています。）

ソフトウェアのアップデートが実行さ

れ、新規パラメータが導入されました 

新規に導入されたパラメータは警告に

リストされる

警告にしたがう 

スタートアップ中にメッセージが再度

表示される場合は、マザーボードの

EEPROM が故障 しています

EEPROM を交換する * 

エラー番

号

通知 表示内容 考えられる原因（対処法）
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W62 EEPROM parameter lost! Please 
check your settings! 

（EEPROM のパラメーターが失われ

ています。設定をチェックしてく

ださい。）

パラメータがソフトウェアアップデー

ト中に変更され、デフォルト値にリ

セットされた。　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

影響を受けたパラメータは警告にリス

トされる 

変更されたパラメータの設定を、

該当するソフトウェア･メニュー

でチェックし、希望する値に

セットしてください

スタートアップ中にメッセージが再度

表示される場合は、マザーボードの

EEPROM が故障 

EEPROM を交換する * 

W64 There are outstanding 
warnings!

（解決されていない警告がありま

す。）

確認後にもいまだに 2 時間毎に、ある

いは電源を入れる度に警告が発生する 

警告を再度チェックしてくださ

い

W66 PRO-Check virgin!
（新品の PRO-Check！）

新 PRO-Check 基準校正リークがメイン

ユニットにインストールされた 

シリアル番号とコードを入力し

てください。 

4.7 章を参照、PRO-Check を交換

する 

W67 PRO-Check will be expired at 
DD.MM.YYYY

（この PRO-Check は～に期限切れに

なります。）

差し迫った期限切れに対する警告は、

実際の期限切れの 14、30、60、または

90 日前に調整して出されます。

新しい PRO-Check ガスリザーブ

を注文してください！ ( カタロ

グ番号： 521-010) 

W68 PRO-Check expired!
（PRO-Check の使用期限が切れまし

た。）

PRO-Check が 1 年以上に渡って使用さ

れた、あるいは 2 年以上前に製造され

た 

新しい PRO-Check ガスリザーブ

を交換してください！ 7.7 章を

参照 

W70 All EEPROM parameter of PRO-
Check lost! 

（PRO-Check の EEPROM のパラメー

ターがすべて失われています。）

PRO-Check の EEPROM が空、あるいは故

障 しています。

PRO-Check を交換してください

W71 No communication with PRO-
Check!  

（内部校正 PRO-Check との通信が

ありません。）

PRO-Check とメインユニット間に電気

的接続がない、あるいは故障 してい

ます。

PRO-Check とメインユニットの接

続をチェックする。それでも問

題が解決されない場合は、 寄

の INFICON サービスセンターに

ご連絡ください！ 

PRO-Check がメインユニットにインス

トールされていない 

PRO-Check をインストールしてく

ださい ! 

PRO-Check が使用できない ソフトウェア･メニューで PRO-

Check を無効にする。 12.5.6 章

を参照

W72 No communication with Sniffer!
（スニファーとの通信がありませ

ん。）

PRO-Check とメインユニット間に電気

的接続がない、あるいは故障 

スニファーラインとメインユ

ニット間の接続をチェックする (

一旦外して再度接続してみる、

可能なら他のスニファーライン

を接続してみる )、それでも問題

が解決されない場合は、 寄の

INFICON サービスセンターにご連

絡ください

エラー番

号

通知 表示内容 考えられる原因（対処法）
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* * 公認の INFICON サービスエンジニアだけが実行できます。

W78 Signal difference between 
calibrated leak and air too 
small!
（校正されたリークと空気の信号差

が小さすぎます。）

校正したリークが少な過ぎる / 校正中

あるいはテスト中に空になる 

検査リークのリークレートを

チェックする、あるいはより高

いリークレートのリークを使用

する 

校正中でのバックグラウンドが高過ぎ

る 

ヘリウムのバックグラウンドを

チェックする　　4.6 章インフォ

ページ 2 を参照 

エア信号が安定するまで十分な時間が

経っていない (「OK」ボタンを押すの

が早い。) 

校正を再実行し、エア信号が安

定するまで十分な時間を取る 

E81 Calibration factor too low!
（校正係数が低すぎます。）

校正中に、< 0.1 の校正係数が測定さ

れた 

検査リークのリークレートが正しくな

い ( 特に外部校正中 ) 

検査リーク値の正しい設定を

チェックしてください

E82 Calibration factor too high!
（校正係数が高すぎます。）

校正中に、> 10 の校正係数が測定され

た 

検査リークのリークレートが正しくな

い ( 特に外部校正中 ) 

検査リーク値の正しい設定を

チェックしてください

検査リークが正しく吸引されていない 

/ 吸引時間が短すぎる 

検査リークが正しく吸引される

ように十分な効果時間を取って、

較正を再実行する 

W86 Internal Calibration not 
possible
（内部校正が実施できません。）

校正の実行時に測定モードになってい

ない 

Protec P3000 が測定モードに切

り替わるまで待つ 

E87 Not supported gas in PRO-Check
（PRO-Check がサポートしていない

ガスです。）

内部校正時あるいはテスト機能の起動

中にだけ発生する 

ECO-Check が間違えてインストールさ

れた、　PRO-Check の EEPROM がプログ

ラムされていない 

ECO-Check を取り出し、PRO-

Check をインストールしてくださ

い ! PRO-Check 基準校正リークを

交換してください

W88 PRO-Check defekt
（PRO-Check に欠陥があります。）

内部校正時あるいはテスト機能の起動

中にだけ発生する：　温度センサーが

故障 

PRO-Check 基準校正リークを交換

してください ! 

W89 Overrange!
（範囲を超えています。）

Protec P3000 がヘリウムで汚染されて

いる 

Protec P3000(XL) の電源を切ら

ないで下さい !!! スニファーラ

インへのフレッシュエアの供給

中は Protec P3000 を作動させて

おくこと ( 警告が解除されるま

で )。この警告がたびたび発生す

る場合には、汚染リミット値を

上げてください 

ヘリウムのバックグラウンドを

チェックする　　4.6 章インフォ

ページ 2 を参照 

外部校正での検査リーク値が高過ぎる 外部校正用により低い検査リー

ク値を使用してください 

E90 Calibration conditions not 
maintained
（校正の条件が守ていません。）

内部校正中にスニファーを動かした /

内部校正が中断された

再度内部校正を行う

エラー番

号

通知 表示内容 考えられる原因（対処法）
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6 機器の接続

Protec P3000 には、2 つの電気調節コネクターが備えられています。さらに別の電
気接続部（ヘッドフォン、I/O ポート、および RS232 ポート）が、装置背面の電源
コードソケットのすぐ横にあります。

6.1 I/O ポート（コントロールの入出力）

I/O ポートを使用することにより、Protec P3000 の機能の一部を外部からコント
ロールしたり、測定データや装置のステータスを外部装置へ伝送したりできます。

リレー切換接点を介して、トリガーレベルおよび Protec P3000 の動作モード
（Ready）をモニターすることができます。

6.1.1 グラウンドコネクター

ピン 2、3、18、19、21 はグラウンドコネクターです。

警 告

大電圧が 60V DC あるいは 25V AC の 大電圧の入出力の全ての接触は、接地また

は接地装置導線を越えてはいけません。入出力の型式に準じて、低電圧にしなけれ

ばいけません。

図 67 　ピン割当
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6.1.2 24V 出力

ピン 6 は PLC 入出力を供給するための +24 V 出力で、内部がヒューズ F4 により保
護されています。

6.1.3 PLC 入力

これらの入力は、Protec P3000 をプログラマブルロジックコントロール (PLC) によ
り制御するために使用することができます。

技術データ

ピン割当（デフォルト）

PLC 入力は、すべてコマンドリストから定義することができます。コマンドは、
Settings（セッティング）/ Interfaces（インターフェイス）/ Select PLC inputs
（Select PLC Input）サブメニューで選択することができます。このサブメニュー
の詳細については、4.4.4 節を参照してください。選択しているコマンドは INFO
ページ #7 に表示することができます。

スタンバイ

スタンバイ機能を有効にするときは、「low」（低）から「high」（高）に切り替えます。

スタンバイ機能を無効（ウェイクアップ）にするときは、「high」（高）から「low」
（低）に切り替えます。

注 意
許容 大入力電圧は 28V です。

24V 公称入力

大 28V 設計

ローレベル：0 ﾉ 7 V

ハイレベル：13 ﾉ 28 V

ピン デフォルトコマンド

7 スタンバイ

8 エラー消去

9 校正中止

13 校正

20 ゼロ

25 不使用
98 機器の接続
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校正

校正リークからの信号が十分安定し、スニファーチップが校正リークから離れた
後、校正プロセスを開始し、校正の実行を確認します（下記の校正タイミングチャー
トを参照してください）。

校正中止

校正プロセスの途中で校正をいつでも中止します。

ゼロ

ゼロ機能を実行します（ゼロボタンを押すのと同じです）。

エラー消去

警告またはエラーメッセージを認識します。校正の継続中に使用すると、校正は中
止されます。

6.1.4 PLC 出力

これらの出力は、Protec P3000 をプログラマブルロジックコントロール (PLC) によ
り監視するために使用することができます。

PLC 出力は「オープンコレクター出力」またはリレー出力として設計されます。オー
プンコレクター出力の「エラー」については、下記に記載している例を参照してく
ださい。

図 68 　オープンコレクター出力の「エラー」回路

6

17

24 V

I/O Port (open collector output)

Error active    =   0 Volt
Error inactive = 24 Volt 

10 K

入出力ポート（オープンコレクター出力）

エラー稼働   ＝   0 V

エラー非稼働＝ 24 V
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技術データ

ピン割当

準備完了

Protec P3000 の測定準備が完了しているときは、信号が low（低）になります。

校正安定

校正中に検出された信号が十分安定すると、信号は low（低）になり、バックグラ
ウンド信号が十分安定した後、high（高）に戻ります。

リーク

プリセットトリガーレベルを超えると、信号は low（低）になります。

エラー

警告またはエラーメッセージが有効になると、信号は low（低）になります。

6.1.4.1 リレー出力

技術データ

注 意
許容 大入力電圧及びオープンコレクター出力回路は 28V;50ｍA です。

オープンコレクター出力

有効 = 低

ピン コマンド（変更不可）

4 準備完了

5 校正安定

16 リーク

17 エラー

注 意
大定格荷重出力は、60 V DC / 25 V AC で、１リレーあたり 1 A です。

リレー

アクティブ   ノーマルオープン（NO）
100 機器の接続
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ピン割当

リーク

リレーは、プリセットトリガーレベルが超えた場合にオンになります。

準備完了

リレーは、Protec P3000 の測定の準備ができているならば、作動中（開いている状
態）になります。

6.1.4.2 レコーダ出力

技術データ

ピン割当

詳細については、12.5.2（レコーダー出力）を参照してください。

ピン 接続タイプ コマンド（編集不可）

22,10 通常閉（NC） リーク

22, 23 通常開（NO）

11,24 通常閉（NC） 準備完了

11,12 常時開（NO）

アナログ出力 

0 ﾉ 10 V

大 1mA

ピン コマンド

1 リークレート、アナログ出力、均等目盛

14 リークレート、アナログ出力、対数目盛
機器の接続 101



102 6.1.5 校正の実行方法

前に置いた後、校正入力を HIGH（高）にセット
す。

エラー）出力信号が low（低）になり、Ready

合、校正は Clear Error（エラー消去）入力信

た後に開始します）。校正を中止するときは、

す。

出力信号が low（低）になります。その後、ス
します。

安定すると、high（高）に戻ります。このとき
ます。その後、メインディスプレイは測定モー

正プロセスは中止されます。

れるまで、準備完了出力信号は high（高）の
機
器
の
接
続

校正プロセスを開始するときは、スニファープローブチップを校正リークの
します。校正プロセスが開始すると、準備完了信号が high（高）になりま

注記 電源オンの後 20 分以内に校正が開始すると、警告が出ます。Error（

（準備完了）信号が high（高）（準備完了でない）になります。その場

号を high（高）にセットするまで開始しません（校正はセットし

Calibration Abort（校正中止）入力信号を high（高）にセットしま

校正プロセスが開始し、信号が十分安定すると、Protec P3000 の校正安定
ニファープローブチップを校正リークから離し、校正入力を low（低）に戻

校正安定出力信号は low（低）のままですが、バックグラウンド信号が十分
校正が終了し、校正プロセスの結果がメインディスプレイに 3 秒間表示され
ドに戻ります。そして、準備完了出力信号は low（低）に戻ります。

校正中、 後の校正信号の前に、中止またはエラー消去が送信されると、校

校正中にエラーが発生した場合、エラー消去入力信号によりエラーが消去さ
まま変わりません。

図 69　 

Leak rate

Cal (Input)

Ready (Output)

Cal stable (Output)

Measurement
helium

Measurement
air

リークレート

校正（入力）

準備完了（出力）

校正安定（出力）

ヘリウム測定 空気測定
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6.2 RS232 インターフェース

RS232 インターフェースを使用することにより、Protec P3000 の外部コントロール
だけでなく、テスト結果を記述するデータを送出することができます。

RS232 インターフェースの設定方法については、12.5 項を参照してください。

RS232 インターフェースとそのコマンドの詳細については、「Protec P3000 インター
フェース説明書」（kins26e1）を参照してください。
機器の接続 103
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7 保守

7.1 保守のスケジュール

必要なツール

･ ドライバー（サイズ 2）2 本

･ めがねレンチ（19 mm）1 本

･ 6 角ドライバー（8 mm）：Protec P3000 に同梱されています。

警 告

Protec P3000 の保守作業を実施する場合は、 初に電源を必ず切り離してくださ

い。
104 保守
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な保守
.000

フィルターのチ

の「流量が低すぎ

に応じて、内部

ださい。

アフラムポンプ

ーシ底部のエア

交換

リザーバーの交

ルターパッド交
保守スケジュールのポイント：

･ I 修理レベル I ユーザーが実施

･ II 修理レベル II インフィコンによるトレーニングを受けたユーザーが実

施

･ III修理レベル IIIINFICON の サービスエンジニアが実施

1) 使用環境により異なる

サブ

アセンブリー

部品

説明
部品 No.

稼働時間

2000 5000 10

ェックと必要な場合の交換 スニファーチップ
スニファーチップ用焼結フィルター

SL3xx、SL3000-x（5 個）
200 03 500 X

る」場合の交換 スニファーチップ
キャピラリーフィルター用フェルト：

SL3xx、SL3000-x（50 個）

200 001 116

（XL) 200 002 251
1)

フィルターを点検し、交換し
本体 内部フィルター（10 個）

200 001 680

（XL) 200 002 261
X

の保守
ダイアフラムポンプ

MVP015

ダイアフラムポンプ用消耗部品キッ

ト
200 03 504 X

フィルターのクリーニングま
本体

エアフィルター

（104x154 mm、5 枚）
200 001 552 X

換（1 年ごと） PRO-Check
交換用ガスリザーバー

PRO-Check 用
521-010 1)

換
スニファーチップ

フィルター
SL3000-XL 200 002 251
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7.2 エアフィルターの交換

エアフィルターを交換する場合は、Protec P3000 の前面を下に向けるか、頑丈な作
業台の端に載せてください。作業台の端に載せる場合は、重心の位置に注意してく
ださい。前面を下に向ける場合は、スニファーラインと内蔵の PRO-Check 基準校正
リークを 初に外してください。

注記 フロントカバーを傷つけないようにするため、柔らかな表面の台を使用する

ことをお勧めします。

1 エアーマットのネジは、Protec P3000 の底部にあります。

2 固定ネジを取り外してください。

3 エアーマットを引き出します。

注 意
少なくとも 6ヶ月ごとにエアフィルターの汚れをチェックし、2 年経過したら必ず

交換してください。

警 告

フィルターを交換する前に、Protec P3000 を電源から必ず切り離してください。

図 70 　Protec P3000 の底部にあるエアーマットのネジ
106 保守
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4 汚れの程度により、必要に応じて、エアフィルターのクリーニングまたは交換を
行ってください。

5 新しい（交換用）エアフィルターを、完全に奥に突き当たるように押し込んでく
ださい。

6 エアフィルターのネジを締めてください。

7 メインメニューから、履歴リスト / メンテナンス確認に進んでください。表示右
側の適切なボタンでエアフィルターを取り替えるか掃除をしてください。起動時
間の実数と同様に実際の日時が保存されます。再度、この保守作業が実行される
のは、起動後 10,000 時間後からとなります。

図 71 　エアーマットの取り出し

図 72　 エアーマットの挿入
保守 107
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7.3 外付けヒューズの交換

ドライバーを使用して、電源ソケットの蓋を右側から開けるようにします（電源ス
イッチに触れることなく作業できます）。

矢印マークの付いたヒューズボックスを引き出すことにより、ヒューズを取り出す
ことができます。ヒューズボックスを挿入するときは、矢印の先端を必ず下に向け
てください。

2 本のヒューズは、同一定格のヒューズ 2 本と交換してください。使用する電源
ヒューズは、カタログより入手できます。

ヒューズの交換が終了したら、電源ソケットの蓋をもとの位置にしっかりと戻しま
す。

電源コードを Protec P3000 の電源ソケットに挿入し、装置の電源を入れてくださ
い。

7.4 スニファーラインのフィルターの交換

スニファープローブが詰まっていると、「Flow through capillary too low（キャ
ピラリーの流量が低すぎます」（警告 35 か警告 41）というメッセージが表示され
ます。

スニファープローブの詰まりの原因として、以下のものが考えられます。

･ キャピラリーフィルターの詰まり：7.4.1 項を参照  (SL3000XL 専用 )

･ 焼結フィルターの詰まり：7.4.3 項を参照  (SL3000XL 専用 )

･ スニファーチップの詰まり (SL3000XL 専用 )

･ スニファープローブのキャピラリーの詰まり

･ スニファーチップの損傷

･ スニファーラインの詰まり／損傷

警 告

ヒューズを交換する前に、電源コードを必ず外してください。

図 73　 メインヒューズの交換
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7.4.1 キャピラリーフィルターのフェルトディスクの交換

1 リークディテクターのスイッチを切ってください。

2 キャピラリーフェルトフィルターを緩め、古いフェルトフィルタを後ろ側から押
し出す。

注 意
スニファーチップの保守を行った後は、必ず装置の再校正を行ってください。

図 74 　キャピラリーフィルターを緩める

図 75　 フィルターパッドを押し出す
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3 新しいフェルトフィルターを押し込む。

注記 スペアフェルトフィルターにはメタルグリッドが付いていません。メタルグ

リッドを丁寧にクリーニングし、再使用してください。

4 リークディテクターのスイッチを入れてください。

5 キャピラリーフィルターに指を当てます。
流れを感じることができます。

6 依然として「キャピラリーの流量が低すぎます」というメッセージが表示される
場合は、焼結フィルターを交換してください（7.2 項を参照）。

7 メインメニューで History & Maintenance / Confirm maintenance / Sniffer tip 
filter（リレキリスト / メンテナンスノカクニン / スニファーチップフィルター）
を選択し、スニファーチップフィルターの交換が終わっていることをディスプレ
イの右側の OK ボタンで確認します。実際の日付と時刻、稼働時間が保存され、設
定時間数が経過すると、保守の注意喚起が出されます。詳細については、12.7 章
を参照してください。

8 リークレートの正確な表示の為、再校正を行って下さい。

7.4.2 防水チップ使用時のフェルトディスクの交換

（SL3000 専用）

1 Protec P3000 のスイッチを切ってください。

2 防水チップを緩めます。

3 フィルターパッドとメタルグリッドを後ろ側から押し出します。

4 防水チップの底部にメタルグリッドを取り付けます。

5 2枚の新しいフィルターパッドを押し込みます（防水チップの底部全体に）。

6 Protec P3000 のスイッチを入れます。

注記 流量の変化が 30% を超えた場合は、装置の再校正が必要になり、それに対応

する警告が出されます。

図 76　 新旧のフェルトフィルター
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7 メインメニューで History & Maintenance / Confirm maintenance / Sniffer tip 
filter（リレキリスト / メンテナンスノカクニン / スニファーチップフィルター）
を選択し、スニファーチップフィルターの交換が終わっていることをディスプレ
イの右側の OK ボタンで確認します。実際の日付と時刻、稼働時間が保存され、設
定時間数が経過すると、保守の注意喚起が出されます。詳細については、12.7 章
を参照してください。

8 リークレートの正確な表示の為、再校正を行って下さい。

7.4.3 焼結フィルターのチェック /交換（SL3000 専用）

注記 流量の変化が 30% を超えた場合は、装置の再校正が必要になり、それに対応

する警告が出されます。

1 Protec P3000 のスイッチを切ってください。

2 プラスネジを 2 個外し、スニファーチップを取り出します。

3 O リングとともに焼結フィルターを外します。

4 フィルターの汚れを目視でチェックしてください。

5 新しい焼結フィルターを O リングとともにフィルターチップの底部に取り付けま
す。

図 77　 スニファーチップの取出し

図 78 　焼結フィルター
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6 スニファーチップを再度取り付けてください。

7 Protec P3000 のスイッチを入れてください。

8 キャピラリーフィルターに指を当てます。
発生する真空を感じることができます。

9 キャピラリーを通した流量が低過ぎるの警告が、キャピラリーフィルターから指
を除いても続く場合には、まずスニファーチップを交換してください。これでも
問題が解決しない場合は、スニファーラインのキャピラリーが詰まっています。
スニファーラインごと交換する必要があります。

10 リークレートの正確な表示の為、再校正を行って下さい。

7.5 フィルタープレートの交換 （SL3000XL 専用）

フィルター先端とグリップ間のフィルタープレートを交換するには、事前にフィル
ター先端を取り外す必要があります。

1 ユニオンナットを反時計方向に回して取り外します。

注記 ナットが硬く締まっている場合は、レンチの使用も可能です (SW21)。 

あるいは : レンチでユニオンナットを挟み、注意深く反時計方向に回しながらナッ
トを外します。

注記 注意：各フィルターパッド間にブルーペーパーパッドを使用しないでくださ

い。

図 79 ： グリップとフィルター先端を離す
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2 フィルタープレートを取り外します。

3 フィルターをユニオンナットに挿入し、注意深く均等に押し込みます。フィル
ターパッドはどちら方向でも使用できます。

4 フィルター先端をグリップに取り付け、ネジ固定します。

その後、Protec P3000XL をいつものように使用することができます。

5 取り付けチェック

図 80 フィルタープレートの取り外し

図 81　ユニオンナット内のフィルタープレート

図 82 取り付け後の外観
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注記 新しいフィルターシート(パッド)が正しく取り付けされたかどうかをチェッ

クをする場合は以下のように行ってください：

5a フィルターチップ末端のユニオンナット ( キャップ ) を取り外します。

5b この検知パイプ末端部を支えて、フィルターシート ( パッド ) を指でキャップ内
に均一に押し込んでください。

5c プロテック P3000XL には、フィルター設置 OK の確認通知機能 W41 があります　
（Protec P3000XL は W41、 LOW FLOW は W35）。確認通知 W41 がなければ、ユニオン
ナットを締め直して機能テストを行ってください。確認通知 W41 がいまだにない
場合には、もう一度ユニオンナットを取り外してフィルターシート ( パッド ) の
座り具合を正します。

5d 座り具合を正したら、検知パイプのプラスチックキャップを再取り付けします。

6 リークレートの正確な表示の為、再校正を行って下さい。

7.6 キャピラリーフィルターの交換 （SL3000 専用）

2 枚の異なるキャピラリーフィルターをスニファーチップの頭部に取り付けること
ができます。

7.6.1 メタルキャピラリーフィルターからプラスティックキャピ

ラリーフィルターへの切替

メタルキャピラリーフィルターからプラスティックキャピラリーフィルターへ切
り替えるときは、テーパーガスケットを取り外します。プラスティックキャピラ
リーフィルターは、取り付けられているテーパーガスケットに合いません。

1 スニファーチップのフランジのプラスネジを 2 個外し、スニファーチップを取り
出します。

2 小さなピンまたは針（約 0.5 mm）を使って、鋼キャピラリーを頭部のチップから
押し出します。

図 83 　

位置説明 位置説明

1 テーパーガスケット（黒または白） 3 プラスティックキャピラ
リーフィルター

2 メタルキャピラリーフィルター

1 2

3

114 保守



取
扱
説
明
書

このようにして、下記のスニファーチップの鋼キャピラリーを取り外すことができ
ます。

注記 鋼キャピラリーは圧縮空気または細い鋼針金でクリーニングすることができ

ます。

3 鋼キャピラリーを取り出し、スニファーチップ頭部のテーパーガスケットを取り
外します。

図 84  鋼キャピラリーを押し出す

図 85　 スニファーチップフランジから突き出ている鋼キャピラリー

カテゴリー番
号

長さ

122 09 FT600 600 mm フレキシブル

122 13 ST312 120 mm ストレート

122 14 FT312 120 mm フレキシブル

122 15 ST385 385 mm ストレート

122 16 FT385 385 mm フレキシブル

122 18 FT200 200 mm ストレート

122 66 FT250 250 mm フレキシブル

122 72 ST500 500 mm 角度 45 ℃
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4 スチールキャピラリーを再挿入してスニファーチップを入れなおしてください。

5 プラスチックキャピラリーフィルターをスニファーチップ上にネジ止めしてくだ
さい。

6 リークレートの正確な表示の為、再校正を行って下さい。

7.6.2 プラスティックキャピラリーフィルターからメタルキャピ

ラリーフィルターへの切替

注記 プラスティックキャピラリーフィルターからメタルキャピラリーフィルター

へ切り替えるときは、テーパーガスケットを取り付けるのを忘れないでくだ

さい。取り付けないと、スニファーラインが漏れます。

1 キャピラリーフィルターを緩めます。

2 テーパーガスケットを挿入します（図 83/1）

3 キャピラリーをスニファーチップに取り付けます。

4 スニファーチップをプローブハンドルに取り付けます。

5 プラスティックキャピラリーフィルターをスニファーチップの先にねじ込みます。

6 リークレートの正確な表示の為、再校正を行って下さい。

7.7 PRO-Check のガスリザーバーの交換

注記 取付けの 24 時間前に新しいガス貯蔵器からふたを取り外してください。格納

中、膜内にガスが蓄積するために、漏出速度は開口直後の認定値より高くな

ります。この間、キャリブレーションのために新しいガス貯蔵器を使用しな

いようにしてください

1 PRO-Check を抜き出します。PRO-Check 基準リークは磁気ホルダーで固定されてい
るので、簡単に抜き出すことができます。

2 ガスリザーバーを反時計方向に緩めます。

図 86　 PRO-Check 基準リークの本体からの取外し
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注記 ガラスチューブが汚れている場合は、慎重にクリーニングしてください。

3 新しいリザーバーをねじ込みます。

注 意
ホルダーの内部には、ガラスチューブとフォトセルを汚れないようにする O リン

グが入っています。このガラスチューブを緩めたり壊したりしないように注意し

てください。

図 87　 O リング

図 88　 ガスリザーバーの取付け
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注記 新しいリザーバーは六角ナットキーのみでねじ込みます。

4 PRO-Check を Standards に取り付けます。

注記 PRO-Check は Standards にぴったり合いません。Standards のフロントパネル

と PRO-Check の間には、わずかな隙間があります。

交換用ガスリザーバーと同梱される証明書には、新しいシリアル番号と12桁のコー
ド（新しいリークレートなどのリーク固有情報が含まれる）が記載されています。
ソフトウェアメニューで「History & Maintenance / Replace PRO-Check」（シンク
ウ & アクセス /PRO-Check ヲコウカンシテクダサイ）を表示します。オープニング
サブメニューフェーズの 1 行目に新しいシリアル番号、2 行目に 12 桁のコードを入
力し、OK を押します。

注記 OK を押すときには、PRO-Check 基準リークが Protec P3000 に取り付けられて

いなければなりません。

図 89　 PRO-Check とフロントパネルの間の隙間
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注記 新しいリーク関連コードの入力は重要です。これを入力しないと、内部校正

リークによる正確な校正と校正のトレーサビリティが保証されません。

注記 空の容器は再使用できませんので、自国の法規に基づいて廃棄処分してくだ

さい。

5 PRO-Check 警告時間の有効期限

PRO-Check の交換の警告時間は 14、30、60 または 90 日で調整できます。

[ メイン ] メニューで、以下に進みます :

設定 ® その他 ® PRO-Check 警告時間の有効期限 ® 14、30、60 または 90 日 ®  OK。

図 90　 PRO-Check の交換の入力画面
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7.8 ヒューズの交換

13.1 に記載されているエラーメッセージ E1 ～ W5 が表示された場合、ヒューズが切
れていますので交換してください。

1 リークディテクターの電源スイッチを切ってください。

2 6角ドライバーを使用し本体カバーを取り外します。

3 ヒューズは本体内部の背面にあるマザーボード部にあります。

下記の写真を参考に交換して下さい。

各ヒューズの定格、用途

図 91

ヒューズ 定格 用途 エラー番号

F1 2A MC50（コントロールボード）、スピーカー E1

F2 2A 各種バルブ、ファン E2

F3 5A TC100 E3

F4 0.5A 各種シグナル W4

F5 0.315A MC50、スニファー W5

F1

F2

F3

F4

F5
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8 ガスライブラリー

Protec P3000 の操作ソフトウェアには、冷媒メーカーに対応する約 100 種類の等価
なガスのリストが含まれています。これらの等価なガスのリストは ROM（Read Only
Memory）に保存されており、このメモリーのリストから、対応するサブメニューを
利用してガスおよびトリガーレベルを選択することができます。ROM に保存されて
いるデータは変更することができません。さらに、このプログラムは、自由に設定
可能な 40 のメモリーロケーション（ユーザーライブラリー EEPROM メモリー）を備
えています。これにより、ユーザーは、自分でパラメーターを定義したガスのデー
タを保存することができます（ユーザーライブラリーを参照）。また、あらかじめ
定義されているガスを選択することもできます。Protec P3000 のライブラリーに
は、デフォルトとして以下のガスが含まれています。

ガス名称 
（ 大 5 文字）

その他の名称 分子質量 (amu)

R11 CFCl3 137.4

R12 CF2Cl2 120.9

R12B1 CF2ClBr
Halon 1211

165.4

R13 CF3Cl 104.5

R13B1 CF3Br
Halon 1301

149

R14 CF4 80

R21 CHFCI2 102.9

R22 CHF2CI 86.5

R23 CHF3 70

R32 CH2F2 52

R41 CH3F 34

R50 CH4
メタン

16

R113 C2F3Cl3 187.4

R114 C2F4Cl2 170.9

R115 C2F5Cl 154.5

R116 C2F6 138

R123 C2HF3Cl2 152.9
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R124 C2HF4Cl 136.5

R125 C2HF5 120

R134a C2H2F4 102

R141b C2H3FCl2 117

R142b C2H3F2Cl 100.5

R143a C2H3F3 84

R152a C2H4F2 66.1

R170 C2H6
エタン 

30.1

R218 C3F8 188

R227ea C3HF7 170

R236fa C3H2F6 152

R245fa C3H3F5 134

R290 C3H8
プロパン 

44.1

R356 C4H5F5 166.1

R400 50% R12
50% R114 の混合ガス

141.6

R401A 53% R22
13% R152a
34% R124 の混合ガス

94.4

R401B 61% R22
11% R152a
28% R124 の混合ガス

92.8

R401C 33% R22
15% R152a
52% R124 の混合ガス

101

R402A 38% R22
60% R125
2% R290 の混合ガス

101.6

R402B 60% R22
38% R125
2% R290 の混合ガス

94.7

ガス名称 
（ 大 5 文字）

その他の名称 分子質量 (amu)
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R403A 75% R22
20% R218
5% R290 の混合ガス

92

R403B 56% R22
39% R218
5% R290 の混合ガス

103.3

R404A 44% R125 
52% R143a
4% R134a の混合ガス

97.6

R405A 45% R22
7% R152a
5.5% 142b
42.5% RC318 の混合ガス

111.9

R406A 55% R22
4% R600a
41% R142b の混合ガス

89.9

R407A 20% R32
40% R125
40% R134a の混合ガス

90.1

R407B 10% R32
70% R125
20% R134a の混合ガス

102.9

R407C 23% R32
25% R125
52% R134a の混合ガス

86.2

R407D 15% R32
15% R125
70% R134a の混合ガス

91

R407E 25% R32
15% R125
60% R134a の混合ガス

83.8

R407F 40% R134a
30% R125
30% R32 の混合ガス

82.1

R408A 7% R125
46% R143a
47% R22 の混合ガス

87

R409A 60% R22
25% R124
15% R142b の混合ガス

97.4

ガス名称 
（ 大 5 文字）

その他の名称 分子質量 (amu)
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R409B 65% R22
25% R124
10% R142b の混合ガス

96.7

R410A 50% R32
50% R125 の混合ガス

72.6

R410B 45% R32
55% R125 の混合ガス

75.6

R411A 1.5% R1270
87.5% R22
11% R152a の混合ガス

82.4

R411B 3% R1270
94% R22
3% R152a の混合ガス

83.1

R411C 3% R1270
95.5% R22
1.5% R152a の混合ガス

83.4

R412A 70% R22
5% R218
25% R142b の混合ガス

92.2

R413A 9% R218
88% R134a
3% R600 の混合ガス

104

R414A Blend of
51% R22
28.5% R124
4% R600a
16.5% R142 の混合ガス

96.9

R415A Blend of
82% R22
18% R152a の混合ガス

81.7

R416A Blend of
59% R134a
39.5% R124
1.5% R600 の混合ガス

111.9

R417A 50% R134a
46% R125
4% R600a の混合ガス

106.7

R422D 65.1% R125
31.5% R134a
3.4% R600a の混合ガス

112.2

ガス名称 
（ 大 5 文字）

その他の名称 分子質量 (amu)
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R438A 45% R125
44.2% R134a
8.5% R32
1.7% R600
0.6% R601a の混合ガス

104.9

R441A 54.8% R290
36.1% R600
6% R600a
3.1% R170 の混合ガス

49.6

R442A 31% R32
31% R125
30% R134a
5% R227ea
3% R152a の混合ガス

81.8

R448A 26% R32
26% R125
21% R134a
20% R1234yf
7 % R1234ze の混合ガス

99.3

R449A 25.7% R134a
25.3% R1234yf
24.7% R125
24.3% R32 の混合ガス

87.2

R450A 58% R1234ze
42% R134a の混合ガス

109

R452A 59% R125
30% R1234yf
11% R32 の混合ガス

103.5

R452B 67% R32
26% R1234yf
7% R125 の混合ガス

72.9

R500 74% R12
26% R152a の混合ガス

99.3

R501 75% R22
25% R12 の混合ガス

93.1

R502 49% R22
51% R115 の混合ガス

111.6

R503 40% R23
60% R13 の混合ガス

87.3

ガス名称 
（ 大 5 文字）

その他の名称 分子質量 (amu)
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R504 48% R32
52% R115 の混合ガス

79.3

R505 78% R12
22% R31 の混合ガス

103.5

R506 55% R31
45% R114 の混合ガス

93.7

R507 50% R125
50% R143a の混合ガス

98.9

R508A 39% R23
61% R116 の混合ガス

100.1

R508B 46% R23
54% R116 の混合ガス

95.4

R513A 44% R134a
56% R1234yf の混合ガス

108.7

R600 C4H10
ブタン

58.1

R600a C4H10
イソブタン

58.1

R601 C5H12
ペンタン

72.2

R601a C5H12
イソペンタン

72.2

R601b C5H12
ネオペンタン

72.2

R601c C5H12
シクロペンタン

70.1

R1233z C3H2ClF3 130.5

R1234y C3H2F4 114

R1234z C3H2F4 114

R1243z C3H3F3 96

Air 29

Ar アルゴン 40

CO2 R744 44

ガス名称 
（ 大 5 文字）

その他の名称 分子質量 (amu)
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H2 水素 2

H2O R718 18

He ヘリウム 4

HT135 Galden HT135 610

Kr クリプトン 84

N2 窒素 28

Ne ネオン 20.2

NH3 R717 17

O2 酸素 32

SF6 146.1

Xe キセノン 131.3

ZT130 Galden ZT130 497

ガス名称 
（ 大 5 文字）

その他の名称 分子質量 (amu)
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9 CE 適合宣言書

図 92
128 CE 適合宣言書
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