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本製品の修理部品表は、エナパックのウェブサイト、www.enerpac.
com、最寄りの正規エナパックサービスセンターまたはエナパック営
業所で入手することができます。

1.0 納品時の重要指示
全ての部品に運送中の損傷がないか目視で確かめてください。運送
中の損傷は保証されません。運送中の損傷が見つかった場合、すぐに
運送業者に連絡してください。運送中に生じた損傷については、運送
業者が修理費や交換費を全て負担します。

安全第一
2.0  安全事項

指示、警告、注意は必ずよくお読みください。安全注意
事項に従って、システム操作中に人身事故や器物破損
が起こらないようにしてください。エナパックは、不安

全な製品の使用、保守の不足、製品及び/又はシステムの不正な操作
から生じる損傷や怪我には責任を負いません。安全注意事項及び操
作に関して疑問点があれば、エナパックまでお間い合わせください。
高圧油圧の安全に関する訓練を受けたことがない場合、無料のエナ
パックハイドロリック安全コースについて、担当の販売店又はサービ
スセンターにお問い合わせください。 
以下の注意及び警告に従わない場合、装置破損や人身事故の原因と
なる恐れがあります。  
注意は、装置やその他器物の破損を防止するための、適正な操作や
保守手順を示す場合に使われます。  
警告は、人身事故を予防するために適正な手順や心得が必要な潜在
的な危険性を示します。 
危険は、重傷や死亡事故の原因となる恐れがある禁止行為又は必須
行為を示します。

警告：油圧機器を取り扱う際は、適切な保護用具を装着して
ください。

警告：油圧によって支える荷物はきれいにしておいてくださ
い。シリンダを荷揚げのために利用する場合、絶対に荷重保
持には使用しないでください。荷物を揚げ降ろした後は、必

ず機械的なブロック（固定）を施してください。

危険：操作中は、人身事故を防止するため、シリンダ
や作業物から手足を離してください。

警告：装置の定格を超えないようにしてください。シリンダ
の能力を超える重量の荷揚げは絶対に行わないでくださ
い。過荷重は、装置の故障や場合によっては人身事故の原

因となります。シリンダに設計されている最大圧力は、70 Mpa （10,000 
psi）です。ジャッキやシリンダは、定格を超える圧力のポンプには接続
しないでください。

リリーフバルブは、ポンプの最大定格圧力以上の高圧に設
定しないでください。高圧に設定すると、装置の破損及び/
又は人身事故の原因となる恐れがあります。

警告：システムの使用圧力は、システム内の最低定格部品の
圧力定格を超えないようにしてください。圧力計をシステムに
取リ付けて、使用圧力をモニターしてください。システムの監

視は、各自が行ってください。

注意：油圧ホースを損傷させないでください。油圧ホース
は、敷設時に折り曲げたりねじったりしないでください。折

れ曲がったりねじれたホースを使用すると、大きな逆圧が発生しま
す。ホースを折れ曲がったりねじれたままにしておくと、ホースの内部
が損傷して、早期故障を引き起こします。 

ホースの上に重いものを落とさないでください。強い衝
撃によって、ホース内部のワイヤストランドが損傷する恐
れがあります。損傷しているホースに圧力をかけると、破

裂する恐れがあります。

重要：油圧装置は、ホースやスイベルカブラを使って持ち上
げないでください。安全に移動させるために、キャリングハ
ンドルやその他の手段を用いてください。
注意：油圧装置は、火気や熱源から離してください。過熱
によって、パッキンやシールが柔らかくなり、液漏れが生
じます。また、熱によって.ホース材やパッキンが劣化しま

す。最適な性能を保つには、装置を65℃（150°F）以上の温度にさらさ
ないでください。ホースやシリンダに対する溶接スバッタは避けてく
ださい。

危険：加圧されているホースには.触れないでください。加圧
状態のオイルが漏れて皮膚に浸透すると、重大な人身事故
の原因となります。オイルが皮膚下にしみ込んだ場合,すぐ

に医師の診断を受けてください。
警告：油圧シリンダは、必ず連結システムで使用してください。
カプラを接続していないシリンダは使用しないでください。シ
リンダは、極度な過荷重を受けると部品が破壊されて重大な

人身事故の原因となります。

重要：資格を持った油圧技術者以外は、ポンプあるいはシス
テム構成品の点検修理を行わないでください。点検修理に
ついてはお近くの正規エナパックサービスセンターにご連
絡ください。保証を受けるためには、必ずエナパックオイル

を使用してください。
警告：摩耗したり損傷した部品は、直ちにエナパックの純正部
品と交換してください。市販の標準部品は、破損して人身事故
や器物破損の原因となる場合があります。エナパック製の部品

は、高荷重に適合および耐えるように設計製造されています。

L2532 Ｊ  修正 1 04/19

70ＭＰa ターボ Ⅱ エアポンプ

取扱説明書

1



2

2  2.4L 2.1Ｌ

5 4.2 L 3.8 L

 

 PATG1102N 8,2 Kg 
 PATG1105S 16,5 Kg  
 PAMG1402N 11,5 Kg  
 PAMG1405S 19,5 Kg  
 PARG1102N 10,0 Kg  
 PARG1105N 11,8 Kg   

     

 PATG,  100:1 3/8-18 NPTF 0.65 l/min 90
 PAMG 0.08 l/min.  0.3-0.7MPa 400L/ 分

 PARG 
100:1 3/8-18 NPTF 0.65 l/min. 0.08 l/min.  0.3-0.7MPa 90400L/ 分

3.0  説明 
このポンプは、工場メンテナンス、製造、生産、ボルト締め、車両修
理等をはじめ、空気入口から油圧を必要とする用途に適していま
す。
4.0  仕様
以下の表を参照してください 

5.0  設置 
5.1  空気供給

ポンプは、0.3-0.7MPa の空気圧で作動します。Enerpac 
RFL-102 (レギュレータ/フィルター/ルブリケータ)をポンプの上
流に取り付け、汚れがなく潤滑された空気を供給するとともに圧
力を調節できるようにします。 
5.2  空気配管
図 1 を参照してください。空気配管を、ポンプの端の 1/4 NPTス
イベルコネクターに接続します。テフロンテープまたは同等のネ
ジ用密封素材を使用してください。27-34 Nm トルクで締めま
す。
PARG モデル：図 2 と図 3 を参照してください。空気配管をハン
ドル後方の上部にある 1/4 NPT接続またはエアペンダントの底
部にある 1/4 NPT 接続に取り付けます。使用しないポートはプ
ラグで塞がれていることを確認します。
5.3 油圧接続

トルク仕様

モデル番号 油圧ポート 継手トルク
末尾文字
N または NB 3/8 NPTF 88‒102 Nm

P または PB 1/4 BSPP 19 ‒ 24 Nm

注意:テフロンテープはNPTFホース継手にのみ使用し、11/2 巻き
し、1つ目のネジ山をすべて露出させ、テープの一部がちぎれてシ
ステム内に混入しないようにします。BSPP 継手には、テープシー
ラントを使用しないでください。

PAMG、PARG、PATG モデル:図4を参照してください。ホースを
ポンプ（A）の出口ポートにねじ込みます。ホースの継手を締め
付けます。トルク仕様表を参照してください。ペダル付きホース 
(PATG) には出口ポートが1つ、4方弁 (PAMG) 付きポンプには出
口ポートが2つあります。出口ポートは、空気入口接続とは反対側
のポンプの端にあります。

注意:継手をトルク締めする際は、バルブブロックまたはペダルは
固定しておきます。継手の取り付けトルクを吸収できるよう、タン
クベースの固定ボルトは緩めた状態で作業してください。

PAQG モデル: 

警告: PAQG および PANG モデルでは、直列方向弁を接
続して、システムの圧力を解放してオイルをタンクに戻す
ことができるようにしてください。加圧ラインの接続を外
して圧力を解放しないでください。加圧中の油圧ライン
から加圧中のオイルが急激に解放されると、重大な人身
事故の原因となります。

図 5 を参照してください。このモデルに使用する工具には、システ
ム圧力をタンクに解放するための弁が付いていなければなりませ
ん。工具に制御弁が付いていない場合、遠隔方向弁を取り付けてく
ださい。

工具にバルブが付いている場合、ホースをポンプの圧力ポート (A) 
にねじ込み、ホースを工具の圧力ポートに接続します。バルブから
タンクポート (B) への戻りラインホースを接続します。

バルブを取り付ける必要がある場合、ポンプの圧力ポート (A) から
遠隔弁の圧力ポートへのホースを接続します。バルブからタンクポ 
ート (B) へ戻す、戻りラインホースを接続します。バルブから工具へ
のホースを接続します。(推奨バルブ:Enerpac VC シリーズ手動ま
たは VS/VEシリーズ電動制御弁)

注意:ホースの継手を締め付けてください。左のトルク仕様表を参
照してください。

PANG モデル:マニホールドは特注バルブ用に設計されていま
す。PANG モデルには、マニホールドブロックにボルト留めできる
カバーとガスケットが付属しています。ボルト 4 本、カバーおよび
ガスケットを外します。マニホールドのバルブをマニホールドブロ
ックの4つの穴 (C) にボルトを使って取り付けます。取り付け穴は
M12 x 1.75 のネジ式で、長さは 15,2mm です。ホースをバルブ出
口ポートに接続します。

5.4  空気抜き

ポンプのタンクは、使用前に必ず空気抜きしてください。「空気抜
きネジ」または「空気抜き/充填アセンブリ」のいずれかを使用し
てください。

a) 空気抜きネジ：図 7Aの項目1を参照してください。空気抜きネ
ジは、タンクの空気抜きの主な手段です。空気抜きネジは、タンク
上部の油圧出力ポートの近くにあります。空気を抜くには、ネジを

仕様表
モデル 
番号 

重量 - ブラケット
は0.5 kg 増   タンク 公称  タンク 封入油量 有効油量

モデル 油圧 油圧 無負荷吐出量  吐出量70ＭＰa時　
入力エア圧力範囲 

動作
タイプ 空気比 出口ポート  空気消費量  0.7ＭＰa時 騒音

エア圧力0.7MPa エア圧力0.7MPa レベル（dBA）
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半開から全開の範囲で開きます。空気抜きネジを閉めるときにネ
ジに傷が付かないように、ネジ頭がOリングにわずかに押し付け
られるまで締めてください。使用するトルクは、必ず約1 Nmとし
てください。

b) 空気抜き/充填アセンブリ：図７Bの項目2を参照してください。
空気抜き/充填アセンブリは、空気抜きネジの反対側のポンプの
空気入口端にあります。このアセンブリは、空気抜き、ポート充填、
タンク戻りポートの3つの機能を備えています。

空気抜きとして使用する場合、空気抜き/充填アセンブリを最初の
戻り止めまで引き上げます（図8参照）。これは、空気抜きの位置
です。

ポート充填に使用する場合、空気抜き/充填アセンブリを最初の戻
り止めを越えて引き上げます。次に、アセンブリをポンプから完全
に取り外します。オイルレベルが低下している場合、セクション5.6
の説明に従って、オイルを補充します。

タンク戻りポートとして使用する場合、空気抜き/充填アセンブリ
から六角プラグを取り外して、戻りラインを取り付けます。空気抜
き/充填接続部で戻りラインの継手を 20-27 Nm トルクで締め付
けます。 

 注意:ポンプのタンクは、2 種類の空気抜き方法のいず
れかを使用して空気抜きしてください。これに従わない
場合、キャビテーションやポンプが損傷する原因となり
ます。 

5.5  ポンプの取り付け

ポンプは、水平に配置して取り付けてください。

注意:垂直に配置すると、油圧オイルが漏れる原因となります。

a) 取付けブラケットがない場合 : 油タンク底部の 4つの穴は、取
付板を貫通して油タンクにボルト止めしなければなりません。ポ
ンプに付属する #10X 5/8” 取付けタッピングビスを使うか、首
下 19 mm 以下のビスで油タンクに取り付けることができます。

注意 : 取付けブラケットキット MＴＢ1は工ナパックに注文すること
ができます。 

b)取付けブラケット付きの場合 : ブラケット付きモデルのモデル
番号は、[ B] で終わります。 取付けブラケットはポンプに取り付
け済みの形か、 あるいは別に出荷されます。 ポンプにブラケット
を取り付けるには、 ポンプに付属する #10 X 5/8”タッピングビ
スを使うか、 首下 19 mm  以下のビスで油タンクに取り付ける
ことができます。 ポンプを取り付け面に取り付けます。取り付けブ
ラケットの4つのスロットを使用します。

5.6  オイルレベル

オイルレベルは、必ずすべてのシリンダまたは工具を完全に元の
位置に戻した (後退) 状態で点検してください。シリンダなどを伸
張させた状態 (前進位置 ) でポンプに注入すると、元の位置に戻
したときにタンクが容量超過になります。 

オイルレベルの点検には、ポンプの端にあるサイトガラスを使
用します。ポンプを水平に配置している場合、オイルレベルがサ
イトガラスの一番上に達したら満杯の状態です。オイルレベルが
低下している場合、空気抜き/充填アセンブリを取り外し(セクショ
ン5.4b参照)、必要に応じてオイルを補充します。

6.0  操作 

6.1  オイルレベル

ポンプのオイルレベルを点検して、必要に応じてオイルを追加し
ます （セクション5.6を参照）。

6.2  ポンプの空気抜き

ポンプのタンクが空気抜きされていることを確認してください（セ
クション 5.4 を参照）。 

6.3   ペダルの操作 (PATG モデルのみ): 
図 9 を参照してください。

a） シリンダを前進させる：ペダルの「PRESSURE」端を踏んでポン
プを始動させ、油圧オイルをシステムに送り込みます。

b） シリンダの位置を保持する：ペダルをフリー/ニュートラル位置
にすると、ポンプが停止して圧力が保持されます (「PRESSURE」
または「RELEASE」位置のいずれかの場合は ペダルを踏み込め
ません)。

c） シリンダを後退させる：ペダルの「RELEASE」端を踏むと、シリン
ダが後退します。シリンダの後退を停止させるには、ペダルを解除
して保持位置に戻します

6.4  4 方弁の操作: 

図 10 を参照してください。

a) バルブの位置と流れ方向は、以下のとおりです: 

1 ‒ ポート「B」へ流れ、ポート「A」からの流れはタンクへ戻る

2 ‒ ニュートラル、ポート「A」と「B」がブロックされる

3 - ポート「A」へ流れ、ポート「B」からの流れはタンクへ戻る

b) バルブを切り替えた後、ペダルを踏んでポンプを始動させま
す。これにより、ハンドルの一に応じて、ポート A または ポート B
に直接流れます。ペダルを解除すると、ポンプの流れが停止しま
す。

注意:ポンプおよびシリンダの寿命を延ばすには、シリンダを完全
に前進または後退させた後でポンプの作動を続けないでくださ
い。 

6.5  ペダルの操作 (PATG、PANG、PAQG デルのみ):

図 11 を参照してください。ペダルは、一時または連続モードで操
作できます。一時モードの操作では、ペダルを踏むとポンプが始
動し、ペダルを解除するとポンプが停止します。連続モードの操作
でペダルを押し下げたままにするには、ロッキングピン(A)を使用
します。ペダルをロックする：

a) ペダルを踏み込みます。

b) ロッキングピンを押して、ペダル解除中の作動を保持します。

c) ペダルを素早く踏んでロッキングピンを解除してポンプを停止
します。

6.6  ペンダントの操作 (PARG モデルのみ):

a） シリンダを前進させる：ペンダントの「ADV」ボタンを押してポ
ンプを始動させ、油圧オイルをシステムに送り込みます。

b） シリンダの位置を保持する：ポンプが停止して、どのボタンも押
し下げなければ、圧力が保持されます。

c） シリンダを後退させる：ペンダントの「RET」ボタンを押し下げま
す。ポンプの後退を停止するには、ボタンを解除します。
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6.7  プライミング

油圧ポンプには、通常はプライミング（「呼び水」の供給）は必要あ
りません。エアモーターが非常に速く回転しているにもかかわら
ず圧力が上がらない場合は、ポンプの呼び水がなくなっている可
能性があります。このポンプは、オイルが完全に抜けるかポンプ
室内に気泡が閉じこめられると、呼び水のない状態になる場合が
あります。気泡は、運搬時に発生したり、ポンプを垂直にした状態
（運送用プラグを上向きにした状態）で運送用プラグを取り外す
と発生する場合があります。

a) ポンプを平面上に水平に置きます。運送用プラグを外しま
す。承認された10,000 psi 定格の油圧ホースとシリンダアセ
ヱブリを油圧出口 3/8” NPT ポートに取り付けます。継手を
88 ‒ 102 Nm トルクで締め付けます。

b) 供給空気を 1/4” NPT スイベル接続に取り付けます。27 - 34 
Nm トルクで締めます。

c) Enerpac Hydraulic Oil, 32 cSt 油圧オイルをポンプに注入
します。

d) 空気圧を 0.3～0.35MPa  に設定して、ポンプのプライミング
を行います。空気圧が 0.3～0.35MPa  以外の場合は、以下
の手順に従ってください：

e) ペダル付きモデルの場合：ペダルを確実に「RELEASE」位置
に踏み込んだ状態のまま、ペダルの爪先部分の下の空気供
給継手の近くにある「PRESSUREボタン」をゆっくりと押し下
げます。エアモーターを 1 度に 1～2 サイクルだけ動かしま
す。「PRESSURE」 ボタンをゆっくりと押し下げると、供給空気
圧を増加できます。

f) この方法でボタンを操作すると、サクションからオイルを吸い
込みポンプ内をオイルで満たすことができます。空気を完全
に抜いてプライミングを完了させるために、ペダルを保持した
まま「PRESSURE」ボタンを数分間続けて連続作動をしてくだ
さい。 

g) 4 方弁付きモデルの場合：バルブをニュートラル位置に合わ
せてペダルを踏んで、ポンプの作動を数回繰り返します。

h) エアペンダント付きモデルの場合、「RET」ボタンを押し下げ
て保持したまま、「ADV」ボタンを押して放すサイクルを数回
繰り返します。

i) ポンプがプライミングされていることを確認するには、シリン
ダを取り付けて通常の方法で作動させます。シリンダが前進
しない場合は、6.7 g )または 6.4 h) の手順を繰り返します。

7.0  メンテナンス

7.1 適正なオイルレベルの維持

始動前にポンプのオイルレベルを点検し、必要に応じて、空気抜
き/充填アセンブリを外して、必ず ENERPAC 油圧オイルを補充し
てください （セクション5.6の説明を参照）。

7.2 マフラーのクリーニング

マフラーのクリーニングは、250 時間毎または清浄ではない環境
で使用している場合はこれよりも短い期間内に行います。PATG
モデルでは、最初にショルダーボルト （A） 2 本とペダル （B） を取
り外します。図 12 を参照してください。マフラーを取り出すには、
マフラープレートを保持しているネジ （C） 2 本を外します。図 13
を参照してください。マフラーエレメントを石鹸水で洗浄し、乾燥
させて再度組み立て、ネジを手締めします。

7.3 オイルの交換

オイルは、250時間毎に交換してください。空気抜き/充填アセ
ンブリは、オイル交換時にはドレンプラグの役割を果たしま
す。Enerpac 油圧オイルをポンプに補充してください。使用済み
オイルは、適用法および規則に従って、適切に廃棄してください。

7.4 エアフィルターのクリーニング

2 本のキャップネジを外し、エアフィルターをキャビティ内から引
き出して、スイベルエアコネクターを取り外します。エアーノズル
を使って、フィルターに付着したゴミを吹き飛ばします。（必ず眼
の保護具を着用してください）。フィルターとスイベルコネクタを
元の位置に取り付けます。1.8 ‒ 2.0 Nm トルクでキャップネジネ
ジを締め付けます。

8.0 トラブルシューティング

ポンプまたはシステム部品の整備は、必ず資格を持った油圧技術
者が行ってください。システムの障害は、ポンプの不調が原因の
場合とそれ以外の原因による場合があります。問題の原因を特定
するには、あらゆる点検手順でシステム全体を点検する必要があ
ります。以下の情報は、問題がある場合に、原因の特定を補助す
る目的でのみ使用してください。ポンプは分解しないでください。
修理サービスについては、最寄りの正規 ENERPAC サービスセン
ターにお問い合わせください。
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症状 原因

1） ポンプが始動しない 空気の供給が遮断されているか配管が詰まっている

2） 負荷がかかるとモーターが停止する 空気圧が低い*
入口フィルターが詰まっている、空気流量が不足している

3） ポンプを使用して圧力を上げることができない システムに漏れがある
ポンプ内部で漏れが発生している
システム部品内で漏れが発生している 
オイルのレベルが低い

4） ポンプの圧力が最高圧力に達しない 空気圧が低い* 
内部逃し弁の設定が低過ぎる 
外部システムで漏れが発生している
システム部品内で漏れが発生している

5） ポンプによって圧力は上がるが、負荷が動かない 最高圧力でのシリンダの能力よりも負荷が大きい
シリンダへの流れが妨げられている

6） シリンダが自然に逆戻りする 外部システムで漏れが発生している 
システム部品内で漏れが発生している

7） シリンダが戻らない A） 単動タイプ リターンの流れまたはカプラーが妨げられているか、遮断されている
負荷復帰シリンダに負荷がかかっていない。
シリンダのリターンスプリングが破損している  
リリースバルブの動作不良

B） 複動タイプ リターンの流れまたはカプラーが妨げられているか、遮断されている
バルブの動作不良が発生している

8） オイル流量が少ない タンクがエア抜きされていない
空気の供給量が不足している
エアフィルターが汚れている
入口フィルターが詰まっている

* 70MPa[10,000 PSI]の油圧を得るためには、0.6MPa以上のの空気圧が必要です。
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