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RAIN BIRD 製品を選択してくだっさて
ありがとうございます
たくさんの製品の中から Rain Bird をお選びいただき、誠にありが
とうございました。
Rain Bird ゴルフ場向けローターは、多くの機能を備えている上、
メンテナンスも簡単です。
この説明書には、一般的な取り付け方法およびメンテナンス手順が
記載されています。ご意見・ご質問などございましたら、お近くの
Rain Bird 販売店までお問合せください。

取り付けおよびメンテナンスに関する大切なヒント
メンテナンスに必要な工具
アークの調整
および

の全円 扇形調整

圧力調整装置の調節
手動操作
内部装置の取り外し
内部装置の取り付け
ノズルの交換
ステーターの交換
セレクター軸の交換
バルブ部の取り外し
トップからのメンテナンスが可能な
能なバルブシートの取り外し 取り付け

と交換可

バルブ部の取り付け
緑のソレノイド部の交換
業務用

製品のお客満足度について

付録 ローター トラブル対応ガイド (英語)
付録 ローター トラブル対応ガイド
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取り付けおよびメンテナンスに関する
大切なヒント




異物によるトラブルを防ぐため、ローターを旋回継手 (または
ライザー管) に取り付ける前に、システムを洗い流してくださ
い。異物が配管内に入った場合は配管を洗い流してください。





NPT および BSP ネジを使用する場合 :『Handbook of Design
Guidelines and Precautions』 (Biesner 著 1987 年) では、
十分にテープを使用し(テープの厚さに応じて 25 周 )、その構
成でネジが固まるのを防ぐよう推奨されてます。パイプドープ
は使用しないでください。



アクメネジを使用する場合は、アクメネジ用継手部品を使用し
てください。配管用テープやパイプドープは使用しないでくだ
さい。旋回継手へ、完全に締め付けないで下さい。(完全に締ま
っている位置から、反時計周りに 4 分の 1 周程度、ローター
を戻します。)



その他のネジ配置に関しては、ローターはネジ接続部へ取り付
け、手でしっかりと締めて、ローター上部が水平になっている
ようにしてください。





Rain Bird ローターには、金属製の継手はなるべくお使いにな
らないでください。金属製の継手を使用しなければならない場
合は、必ず手で締め付けてください。





Rain Bird ローターは、すべてのタイプの土壌において地面と
同じ高さに設置することができます。





SAM/水圧式ローターを使用した水圧式システムの場合、水圧チ
ューブを接続する前に、必ず水圧調整部のチューブから空気を
抜いてください。





電動式製品の場合、バルブのメンテナンスや、セレクター軸の
取替え時に、圧力調整システムから異物が入らないよう、注意
してください。





扇形散水をする場合は、ノズル台を反時計回りに回転させな
がら、固定側になる左端アークの位置を確認します。





パイプ
ドープ

RAIN BIRD 700/751 ローター

ネジ型入口サイズ1 ¼" - ACME
ネジにはテフロンテープを使用しないで下さい。
パイプドープを使用しないで下さい。
必要に応じて取り付け
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コントローラーのワイヤ
拡張コイル

RAIN BIRD 一体型 swing hoint
衝撃を十分に吸収できるよう、旋回継手のアー
ムを30°から45°に調節して下さい。

メンテナンスに必要な工具
Rain Bird シリーズのローターの保守を行う際は、次の工具が必要
です:





1&2

3



Phillipsヘッド・スクリュードライバー



マイナスドライバー (# 2 サイズが求め
られる)



スナップリング プライヤー- ローターのケー
スからスナップリングを脱着するのに使用。
Rain Bird パーツ番号:
900/950 用パーツ NO. D02203、モデル: SRP
700/750/751、500/550 用パーツ No. D02236、
モデル: SR-700



4



セレクターバルブ用キー 電動ローターを手
動で操作および修理する際に使用。
Rain Bird パーツ番号:

2

900/950、700/750/751、500/550 用パーツ
No. B41720、モデル: EGL-SVK
7 インチ セレクターバルブ用キー - パーツ
No. D02215、モデル: DR-SVK-7
18 インチ セレクターバルブ用キー パーツ
No. D02221、モデル: DR-SVK-18




65

バルブ挿入工具-全モデルのバルブ部への挿入
に使用。
Rain Bird パーツ番号:
900/950 用パーツ NO. D41700、モデル: VTDR

700/750/751、500/550 用パーツ
No. D41710、モデル: VT-700
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76



上面からのメンテナンスが可能な Rock
Screen および取替え可能なバルブシート用
(ヘッド内蔵型バルブの全モデル) 取り付けソ
ケット。
Rain Bird パーツ番号:
パーツ No. D02237、モデル: IS-TSRS



87



3/8 インチ ソケットレンチ と エクステンシ
ョンバー または 3/8 インチ スピードレンチ
とエクステンションバー。
700 および 500 シリーズのケースには、
10 インチ (25.4 cm) 以上のエクステンショ
ンバーが また、900 シリーズには、12 イン
チ (30.5 cm) 以上のエクステンションバーが
必要です。

ローター取扱およびメンテナンス説明書

Rain Bird 751 ローター断面図
Full/Part-Circle Adjustment Screw
(全円/扇形調整ネジ)
Spreader Nozzle
(散布ノズル)

Arc Adjustement Screw
(アーク調整ネジ)

Nozzle Housing
(ノズルボックス)
Snap Cover
(Snap カバー)

Top Adjustable Pressure Regulator
(トップから調整が可能な圧力の調整装置)
PRS
Selector Valve Assembly
(セレクターバルブ部)

Range Nozzle
(噴射ノズル)
Internal Assembly
(内部装置)
Bearing Guide
(ベアリングガイド)

Retract Spring
(格納スプリング)

Motor Housing Assembly
(モーターボックス部)
Turbine (タービン)
Stator (ステーター)
Screen (スクリーン)
Solenoid Assembly
(ソレノイド部)

Lower Dual Snap Rings
(下部デュアル スナップリングス)

Valve Assembly
(バルブ部)

Thread of Top Serviceable Rock Screen
(トップ メンテナンス可能な
Rock Screen のネジ部分)
Top Serviceable Rock Screen
(トップからのメンテナンスが可能な Rock Screen
(小石フィルター))
)

Case Theads
(ケースのネジ部分)
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アークの調整
必要なツール マイナスのスクリュードライバー


1



550、750/751、950 シリーズの扇形散水ロー
ターは、スプリンクラー アークの左端が固定
側になります。工場からは、左端がケース側
面のマークに合った状態で出荷されます。
旋回継手にローター ケースを設置する際に、
希望の散水パターンに合わせて、左端の位置
を決めてください。



2



550、750/751、950 シリーズのローターは、
アークを右端で調整できます。工場出荷時は、
アーク右端が、固定される方の端からおよそ
180 度の位置に調整されています。



3



最適にご使用いただくため、ヘッドを作動
させ、両端の移動範囲を確認してください
(移動終端はローターが回転し、反対方向に回
り始める位置となります)。 手でノズルボッ
クスを進める場合は、現在動いている方向
にゆっくりと動かします。ヘッドの移動範
囲を確認したら、左の終端までヘッドを戻し
ます。



マイナスドライバーを使用して、ノズルボッ
クスの上にあるアーク調整ネジを回して、希
望のアークを設定します。反時計回りにネジ
を回すと、アーク範囲が広がり、時計回りに
回すと狭まります。ネジを一回転させると、
アークがおよそ 20 度変化します。



4

注意: 950 シリーズのローターの場合は、

調整方向が逆になります (アーク範囲を広げ
る場合は時計回り、狭める場合は反時計
回り)。40° から 345° まで調整するこ
とができます。ノズルボックス上部の矢
印でご確認ください。
注意: ストップ位置を超えてアークの調節を回す
と内部機構を損なうおそれがあります。

ローターをオンにして、前後のトリップポイントまで動かし、アー
クの設定を確認して下さい。必要に応じてステップ からステップ
までを繰り返して下さい。内部アセンブリをローテーターの外に引
き出して、アークを調節することもできます。その場合は内部アセ
ンブリをまた元に戻し、パフォーマンスをチェックして下さい。
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751の全円/扇形調整
必要なツール マイナスのスクリュードライバー


1





2

3



751 シリーズの全円/扇形散水ローターは、ス
プリンクラー アークの左端が固定側になりま
す。工場からは、左端がケース側面のマーク
に合った状態で出荷されます。旋回継手にロ
ーテーター ケースを設置する際に、希望の散
水パターンに合わせて、左端の位置を決めて
ください。



751 シリーズのローターは、アークの範囲を
右端で調整できます。工場出荷時は、アーク
右端が、固定される方の端からおよそ 180 度
の位置に調整されています。



751 および 951 シリーズのローテーターは、
メインアーク (アーク A) およびサブアーク
(アーク B) の2 種類の扇形設定のいずれかで
散水をすることができます。

アークA

アークB



注意: 内部装置をケースから取り出す場合は、
ローターを必ずメインアークに設定し、内部
装置を全円 (図 6 参照) にセットして、ライ
ザー部とノズルベースの矢印を合わせてから、
扇形散水の設定に戻してください。その後、
内部装置をケースに戻します。


4

751シリーズのローテーターの場合、全円/扇
形の切り替えは、調整ネジの矢印を「半円」
(扇形散水) または「円」(全円散水) に回し
て行ないます。全円での回転方向は、現在の
ローテーターの作動状態で決まります。(ロー
テーターが時計回りで作動している場合、
ローテーターは、そのまま時計回りの方向で
全円散水を行ないます。) 白いネジが扇形の
位置に戻された際は、前回のアーク調整が維
持されています。
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3



5



この図では、ローターの回転調整ネジは扇形
作動の位置になっています。



6



この図では、ローターの回転調整ネジは全円
作動の位置になっています。

圧力調整装置の調節
注意 電気型

ローターのみ

必要なツール マイナスのスクリュードライバー

1

圧力調整装置は、ローター ヘッドの上にあるセレ
クター中央の、調整ネジをマイナスドライバーで
回して調節します。
時計回りにネジを回すと圧力が上がり、反時計回
りに回すと下がります。ネジを一回転させると、
およそ 10 psi (0.7バール) 変化します。

工場出荷時の設定は、黒い印が60 psi
(4.1バール)、ブルーの印が 70 psi (4.8 バール)、
白い印が80 psi (5.5 バール)、赤い印が、
100 psi (6.9 バール) を示しています。
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手動操作
注意 電気型

ローターのみ

取り付けに必要な工具 セレクターバルブ用キー

1

ローターを手動で操作する際は、セレクターバル
ブ用キーを使用して、ローターのケースに記され
た、希望の位置までセレクターを回します。
セレクターでは、3 種類の設定から選択できます:
反時計回り = 手動オン
時計回り = オート
中央 = オフ

ローターにあるメインノズルの
矢印を確認してください。作業時は、水が掛
からないように、矢印の左側に立ってくだ
さい。ローターが飛び出す際は、水が噴き
出す場合がありますので、腕の長さ程度離
れて、水が掛からないようにしてください。
重要な注意:

ローターの操作が終了したら、セレクターを
「オート」の位置に戻します。

内部装置の取り外し
重要な注意 内部アセンブリを取り外している時に、スプリンク
ラーが決して自動的に作動しないようにして下さい。電気型の場
合は、上記の「手動運転」で示すように、セレクターを
にして
下さい。
液圧型の場合は、水を
にして下さい。
警告 内部アセンブリを取り外す前は、必ずしっかりとノズルのハウ
ジングのネジを締めておいてください。ケースから内部アセンブリ
を取り外した状態でノズルのハウジングのネジを外さないでくださ
い。
内部を取り外した時にカスが中に入らないよう、ケースの上部を掃
除して下さい。
必要なツール マイナスのスクリュードライバー


1



ノズルボックスの中心を押し下げながら、
ネジ回しをスナップリングの溝に差し込み、
スナップリングをテコの要領で、ローターの
ケースから取り出します。

注意: スナップリングを取り出す際は、

必ずノズルボックスを押し下げる必要が
あります。
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2

3



マイナスドライバーを、ベアリングガイドの
外側エッジにある溝 (または小さいタブの下)
に差し込み、ドライバーで内部装置を丁寧に
引き上げます。



内部装置を引き上げ、ケースから取り出し
ます。

旧型 900 モデルの場合、赤またはブラックの U
カップパッキンがケースの中に滑り落ちることが
ありますが、その場合は取り出していただけば大
丈夫です。

ベアリングガイドのオーリングが変形
していないことを確認してください。変形し
ている (または伸びている) 場合は、完全に
乾燥させるか、新しいものと交換してくださ
い。
注意:

内部装置の取り付け


1



扇形ローター: 左側のストップ点を確認する
ため、ノズルボックスを終端まで右方向に回
します。それからノズルボックスを左側の終
端まで再び戻します。ノズルボックスの上に
ある矢印は、ノズルの方向を示しています。
ノズルボックスの矢印を、草地が終わる左側
のライン (設定する散水パターンの左端) に
合わせてから、 7ページに示すように、散水
アークの右端を調整します。



2
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内部装置をケース内に戻し、ケース内できち
んと水平に収まるまで、しっかりと押し下げ
ます。

内部装置の取り付け


3



スナップリングを底面が下向きになるように
して、ローター ケースの上にある溝の位置に
合わせます。
スナップリングの端を押して、ネジ回しは使
用せず、溝に押し込みます。スナップリング
を、全体の 3 分の 2 の位置まで、円を描く
ように、ねじりながら押し入れます。
スナップリングの上を踏むか、叩いて (手や
ネジ回しのグリップ部分を使用)、残り 3 分
の 1 を最後まで差し込みます。スナップリン
グがしっかりと適切な位置で固定されている
ことと、ローター ケースの上面と同一平面に
なっていることを確認します。
全円モデル: 全円用内部装置の取り付けも扇
形ローターと同様ですが、アークを調整する
必要はありません。

ノズルの交換
重要な注意 ノズルを交換している時に、スプリンクラーが決して自
動的に作動しないようにして下さい。電気型の場合は、 ページの「
手動運転」で示すように、セレクターを
にして下さい。
液
圧型の場合は、水を
にして下さい。
注意 ノズルのハウジングのネジを外す前には、スナップリングは確
実に取り付けられていることを確認して下さい。
ノズルのハウジングを取り外した時に、カスが中に入らないよう、
ケース・アセンブリの上部を掃除して下さい。
必要なツール
ヘッドのスクリュードライバー、マイナスのス
クリュードライバー




1

3

プラスドライバーでノズルボックスのネジを
緩めます。



3
2






マイナスドライバーでノズルボックスをロー
ター ケースから引き出します。古いノズルを
押して、ノズルボックスから取り出します。

900/950 シリーズでは、ノズルのハウ
ジングのネジとカバーのみ取り外して下
さい。
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ノズルの交換


4a



交換用ノズル部をノズルボックスに押し入れ、
ノズルのフロント部分が、ボックス外側と同
一平面になっていることを確認します。すべ
てのノズルに、オーリング シールが必要です。
警告: ノズルが同一平面になっていない、ま
たはノズルボックスに正しく設置されていな
い場合、ローターが正しく作動しない恐れが
あります。
注意: 異なるサイズのノズルに交換する場合
は、均一な回転を維持するため、ステーター
の交換が必要な場合があります。以下のステ
ーターの交換の項を参照して下さい。

4b

ステーターの交換
重要な注意 ステーターを交換している時に、スプリンクラーが決し
て自動的に作動しないようにして下さい。電気型の場合は、 ページ
の「手動運転」で示すように、セレクターを
にして下さい。
液圧型の場合は、水を
にして下さい。
必要なツール マイナスのスクリュードライバー
注意: ステーターを交換する前に、10ページを参照して、内部装置
を取り出してください。
注意: ステーターはローターの速度をコントロールするために設置
されています。ステーターを交換する際は、必ずステーターおよび
ポペット弁が正しい構成になるようにしてください。


1



2
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500/550、700/750/751、900/950シリーズの
ローターの場合、マイナスドライバーを使用
して、ステーターおよび/または内部フィルタ
ーを内部装置から引き出します。



適切なステーター部と交換します。ローター
のステーターの説明シートに示されるように
、ポペット弁を適切な位置に設置します (必
要に応じて)。新しいステーター/内部フィル
ターをローターにはめ込み、内部装置をケー
スに戻します 11 ページの「内部装置の取り
付け」参照)。

セレクター軸の交換
重要な注意 電気型

ローターのみ。

セレクター軸の交換をする場合は、事前にスプリンクラーへの給水
を停止します。必ず遮断バルブまたはメインバルブを閉じ、ロータ
ーの圧力を逃がしてください。
取り付けに必要な工具 セレクターバルブ用キー






1

2

3



セレクターバルブ用キーの 6 角形ヘッドを、
ローターの上にあるセレクターキャップに差
し込みます。キーを反時計回りに回し、セレ
クターキャップを緩めます。



ケースからセレクターキャップを取り
外します。



セレクター軸カートリッジをケースから取り
出します。セレクターカートリッジを交換す
る場合は、事前に、セレクターのパッキンが
水平で、セレクターハウジングの下部に設置
されていることを確認してください。また、
ハウジングの中にカスが入っていないことを
確認して下さい。



セレクター軸カートリッジをセレクターボッ
クスに入れます、その際、軸がオフの位置に
向いていることを確認します。セレクターバ
ルブ用キーの 6 角ヘッドで、セレクターキャ
ップを締めます。締めている間は、強く押し
下げてください。



注意: 異物が圧力調整システムに入った

場合、分解せずに異物を洗い流すことができ
ます。前述ステップ 1 で示すように、キャ
ップから水が流れ始めるまで、セレクターキ
ャップをわずかに緩めます。
警告: ローターが作動する可能性がありますの

で、数秒以内にキャップを戻してください。
注意: 可能な場合、この作業中はライン圧力

を最低限 (20～30 psi または 1.4 ～
2.1 バール) まで下げてください。
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バルブ部の取り外し
重要な注意 ローターのバルブを取り換える前には、スプリンクラー
へ行く横方向主要ラインのバルブを
にしておいて下さい。
必要なツール マイナスのスクリュードライバー、スナップリング用
プライヤー
注意:バルブを取り外す前に、10ページを参照して、内部装置を取り
出し、ケースに残った水をすべて取り除いてください。




ハンマーやネジ回しの平らな面を使用して、
バルブの上部を押し下げ、バルブの圧力を逃
がします。
スナップリング プライヤーをケースに入れ、
一番上のスナップリングをはさみます。スナ
ップリングを引き上げて、ケースから取り出
します。次のスナップリングも同様に取り外
します。
スナップリング プライヤーで、バルブを引き
上げて、取り出します。

トップからのメンテナンスが可能な
ROCK SCREEN と交換可能なバルブシー
トの取り外し/取り付け
必要なツール 取り付けソケット
インチ、 ソケッ
ト用ドライブ又は インチのスピードレンチ、エクステンションバ
ー


1
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取り付けソケットをソケット レンチ/エクス
テンション バーに装着します。取り付けソケ
ットとソケット レンチ/エクステンション バ
ーをケース内に入れます。取り付けソケットを
Rock screen (小石フィルター) 上にある溝に
合わせます。エクステンション バーを反時計
方向に回すと Rock screen を取り外すことが
でき、時計方向に回すと取り付けることがで
きます。

バルブ部の取り付け
必要なツール バルブ挿入用ツール






1

2



バルブ部を取り付けるには、まず 2 つのスナ
ップリングを、エッジが丸い方を下にし、輪
が途切れている部分をそれぞれ 180 度ずら
して、スナップリングのバルブ挿入工具に装
着します。



バルブをバルブ挿入工具に挿入します。バル
ブの導水ポートを、バルブ工具の丸みがかっ
た大きな切り込みに合わせます。



バルブ挿入工具をローター ケースに入れ、ケ
ース内の突起と工具側面の切り込みを噛み合
わせます。バルブのパイロット用フローポー
トがケースのセレクター幹と同じ側にあるこ
とを確認します。工具の先端がケースの底に
届くまで、ハンドル部分を押し下げます。バ
ルブがはまるよう、工具をしっかりと押しま
す。それから、両方のスナップリングが正し
い位置に設置されたことを確認します。
内部装置と上部のスナップリングを再び元の
場所に戻します。給水を開始し、10 ページを
参照して手動でスプリンクラーを作動させ、
作動状況を確認します。
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緑のソレノイド部の交換
重要な注意 スプリンクラーへ行く水を
にして、セレクター部の
ブランジャー周囲がゴミがなく清潔であることを確認して下さい。
取り付けに必要な工具: セレクターバルブ用キー





オレンジのキャップを反時計回りに回し、
取り外します。U 字型フレームとコイル部を
ソレノイド チューブ (棒ピン) から取り外し
ます。



セレクターバルブ用キーを、ソレノイドのベ
ースナットの穴に合わせて入れます。キーを
しっかりと持ち、反時計回りに回して、ソレ
ノイド チューブ (棒ピン)/ベースナットとプ
ランジャー部を取り外します。



新しいソレノイド部を設置する前に、オーリ
ングが正しく取り付けられているか確認して
ください。ソレノイド チューブ (棒ピン)/べ
ースナットとプランジャー部をセレクターボ
ックスに入れ、手で締めます。セレクターバ
ルブ用キーで、ベースナットをしっかり締め
ます。



U 字型フレームとコイル部をソレノイド チュ
ーブ (棒ピン) に差し込み、オレンジのキャ
ップを取り付けます。

1



2



3
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業務用 RAIN BIRD
製品のお客満足度について
は、以下に述べる保証期間に、通常の使用状態で故
障した業務用
製品については、無料で修理又は交換を
行います。 その場合は、購入先のディーラーや代理店に製品を
返送して下さい。
修理または交換を保証する本保証が、唯一かつ全保証となります。
製品の商品性または特定目的適合性の黙示的な保証が適用される場
合、いかなる保証も購入日から 1 年間に限定します。
Rain Bird はいかなる偶発的、結果的損害も、その発生状況に関わ
らず、どのような場合も責を負わないものとします。

II. ゴルフ場製品 。
ゴルフ・ローター: EAGLE™ シリーズ、EAGLE IC™シリーズ;
Rain Birdシリーズ、Rain Bird IC™ ゴルフ・ローター- 3年保証。
上記に加え、Rain Bird Swing Jointと一緒に販売・設置された
EAGLE™ シリーズ、 EAGLE IC™ シリーズ、 Rain Bird シリーズ、
Rain Bird IC™、ゴルフ・ローター - 5 年保証。
同時に設置された製品であることを示す書類が必要です。
スイングジョイント - 5 年保証。
真ちゅう及びプラスチック製バルブ:EFB、PE-B リモコンバルブ、
真ちゅう製クイック接続バルブとキー – 3 年保証。
フィルターシステムのコントローラー - 3 年保証。
LINK™ラジオ– 3 年保証。
TSM-3 SDI12 ソイルセンサー(ISS) - 5年保証。
ホースリール - 2 年保証。
藻類コントロールシステム - 3年保証。
その他の全ゴルフ場製品 – 1 年保証。

追加事項
寒冷地でご使用になる場合は、凍結による破損をできるだけ避ける
ため、冬季の設置システム停止前に、適切な措置を行なう必要があ
ります。
Rain Bird は、雷や電力サージによる、機器の損傷は、保証いたし
かねます。
価格変更: 価格は通知なく変更される場合があります。
設計変更: Rain Bird Corp. は、当社製品ついて、いずれかの者が
保有する当該部品や当該製品の在庫が型落ちになる場合でも、いか
なる責任も負うことなく、設計変更、製品の改良・変更を行なう権
利を留保します。
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付録 2 ローター トラブル対応ガイド
問題

考えられる原因

対応措置

1. ローター ケースに
ひびが入った

高い圧力

ウォーター ハンマー (水撃作用)/エアー ハンマーをできるだけ
小さくします。システムの圧力調整バルブも確認し、必要に応じ
てケースを交換してください。

正しく取り付けられていない

取り付ける際、きつく締めすぎていないか確認します。化学製品
による破損も確認し、必要に応じて交換してください。

凍結による破損

機器の凍結対策を正しく行なったか確認します。気温が氷点下に
なるような場合は、配管内の水を外に吹き飛ばします。
必要に応じて、ケースを交換してください。

砂や小石などの異物が、ベアリ
ングガイドとライザー管の間に
挟まっている

内部装置を引き出し、洗浄します。ローターのヘッドから、
小石や異物をブラシで取り除きます。

圧力が下がっている

トラブル No. 6 「圧力が下がっている」の項目をご覧下さい。

セレクター部に詰まりや異物が
ある

ポペット弁の詰まりを取り除くか洗浄する、もしくはセレクター
部を交換してください。

チューブが曲がっているかつぶ
れている、またはチューブが詰
まっている

チューブが曲がったり、つぶれていないか確認します。また、チュ
ーブに詰まりがないか確認し、必要に応じて、洗浄してください。

ソレノイドコイルが作動しない

ソレノイドが正しく作動しているか確認し、必要に応じて交換し
てください。

ソレノイドへ電力が供給されて
いない

ソレノイドに行く電力を確認して下さい。ワイヤのコントローラ/
デコーダーを確認して下さい。

セレクター/PRS が「オフ」に
セットされている

セレクターと PRS をチェックし、必要に応じて「オート」または
「オン」に設定します。

ソレノイド プランジャーが詰
まっている

プランジャーまわりの異物を洗浄します。必要に応じてプランジ
ャー部を交換してください。

セレクターボックスにひびが入
っている

セレクターボックスを検査して、交換してください。

セレクター/PRS が「オン」に
セットされている

必要に応じて「オート」または「オフ」に設定してください。

ダイヤフラムの故障

バルブ部を交換してください。

バルブボックスにヒビが入って
いる

バルブを交換してください。

ソレノイド プランジャーが詰
まっている

プランジャーまわりの異物を洗浄します。必要に応じてプランジ
ャー部を交換してください。

バルブフィルターが詰まっている

バルブを取り外し、フィルターを洗浄してから再度取り付けます。

プランジャーおよびセレクター
ボックスの (火山形) 排出口に
異物が詰まっている

セレクターの (火山形) 排出口およびプランジャ周辺を洗浄し
ます。

2. ノズルが正しく飛び
ださない、または、
きちんと密閉されて
いない

3. ローターが作動開始
しない

4. ローターが作動停止
しない
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問題

考えられる原因

対応措置

5. 凍結による破損
(水圧ローターが開
かないため、バルブ
を開こうとしても、
水がコントローラー
から排出され続けて
いる。)

凍結対策がされていない

機器の凍結対策を正しく行なったか確認します。必要に応じて、
破損した部品を修理または交換します。

6. 圧力が下がっている

ローターに正しいバルブが使用
されていない

正しいバルブ部が取り付けられているか確認し、必要に応じて交
換してください。

ノズルが詰まっているまたは破
損している

ノズルを洗浄または交換します。

PRS が調整できない

ネジ回しで調整ネジを回し、圧力を調整します。

PRS が圧力設定を維持し
ていない

セレクター内にある PRS カートリッジを交換します。

バルブのフィルターが壊れ
ている

スクリーンを交換し、バルブ部を洗浄します。

チューブまたはケースのインサ
ート管が詰まっている

詰まりを見つけて洗浄します。

チューブが曲がっているか、
つぶれている

チューブを修理または交換します。

異物が内部装置のスクリーンを
遮断している

内部装置のスクリーンを洗浄します。

取水側 Rock screen (小石スク
リーン) が詰まっている

ケースを取り外し、Rock screen を洗浄してから再度取り付けて
ください。

PRS 部に異物がある

ポペット弁と下部軸間の異物をすべて取り除きます。

格納スプリングの終端コイルが
絡まっていて、内部格納ができ
ない

分解せずに、内部装置を取り外し、スプリングを終端コイルが解放され
るまで縮めます。終端コイルを元の位置に戻し、再び内部装置を取り付け
ます。

砂や小石などの異物が、ベアリ
ングガイドとライザー管の間に
挟まっている

内部装置を引き出し、洗浄します。ローターのヘッドから、
小石や異物をブラシで取り除きます。

ステーターがない、または正し
いステーターが取り付けられて
いない

内部装置を取り外し、正しいステーターが取り付けられているか
確認します。

異物またはコケなどで内部フィ
ルターが詰まっている

内部スクリーンを洗浄します。

ノズルが詰まっている

ノズルを洗浄します。

取水側スクリーンが詰ま
っている

取水側スクリーンを洗浄します。異物が見えないところに落ちてい
るもありますので、十分にチェックおよび洗浄を行ってください。

7. 格納機能の故障

8. 回転しない/ 失速す
る / 左右に激しく
振れる
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問題

考えられる原因

対応措置

アークが正しく調整されてお
らず、ニュートラルの状態に
なっている

ノズルボックスを次の終端まで回します。

アークの設定が小さすぎる
9. スプリンクラーの回
転速度が遅すぎる

10. 散水半径が短い

11. 水漏れ

アークの設定を

度以上にリセットします。

水圧が足りない

トラブル No. 6 「圧力が下がっている」の項目をご覧下さい。

正しい組み合わせのノズルとス
テーターが使用されていない

ステーターの構成および、ノズルとステーターの組み合わせが正
しいことを確認します。必要に応じて洗浄してください。

スクリーンが詰まっている

必要に応じて洗浄してください。

スプリンクラーが正しい間隔で
設置されていない

必要な間隔を確認してください。

チューブに詰まりがある

詰まりを見つけて洗浄します。

ポペット弁が詰まっている

ポペット弁を洗浄するか、セレクター部を交換してます。

PRS の設定が低すぎる

PRS を設定し直します。

ソレノイドのブランジャーが固
着している

プランジャー回りの異物を洗浄し、スムーズに作動できるように
します。

セレクター/PRS が正しく設定
されていない

セレクターを「オート」または「オン」にセットします。

圧力が下がっている

トラブル No. 6 「圧力が下がっている」の項目をご覧下さい。

コース設計に適したように設置
されていない

散水能力に適したノズルのサイズが使用されているか、またヘッ
ドの数や設置間隔などを確認してください。

風

水圧を上げ、散水スケジュールを確認して、ノズルを交換します。

ステーターの構成が正しくない

正しい組み合わせのステーターとノズルが使用されていることを
確認します。

取水側パッキンとケースシート
の間に水漏れがある

ケースシートとパッキンの間に異物が詰まっていないことを確認
します。バルブの取水側パッキンが破損している場合は、交換ま
たは修理します。ケースシートが破損していたら、ケースを交換
してください。

ソレノイド プランジャーとセ
レクターボックスの (火山形)
排出口の間に水漏れがある

プランジャー下のゴムパッキンを洗浄し、プランジャーとセレク
ターの間にある異物をすべて取り除きます。
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付録 3 – ノズル/ステーターの設定
Rain Bird ゴルフ場向けローターのステーター構成

(圧力の設定)
(psi (バール))
(モデル)

(ノズル)
(ベージュ)
(グレー)
(レッド)
(ホワイト)
(ブルー)
(イエロー)
(オレンジ)
(グリーン)
(ブラック)
(ホワイト)
(ブルー)
(イエロー)
(オレンジ)
(グリーン)
(ブラック)
(ブルー)
(イエロー)
(オレンジ)
(グリーン)
(ブラック)
(ブラウン)
(ホワイト)
(グレー)
(ブルー)
(イエロー)
(オレンジ)
(グリーン)
(ブラック)
(ブラウン)

全 SAM/水圧式およ
びブロック)

(ポペット弁)

(ステーター)
SPC = ステーターのポペット弁が閉じている
SPO = ステーターのポペット弁が開いている
SNP = ステーターにポペット弁がない
SPR = スペーサー
SO = スクリーンのみ
S4 = 4 穴ステーター
S8 = 8 穴ステーター
N/R = 望ましくない圧力とノズルの組み合わせ
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(スクリーン)
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