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荷台が上昇中に止まる

できるだけゆっくり荷台を下げます。その後、以下の内容を確認してください。

• 過積載ではないこと。また、積荷が不均等になっていないこと。

• タンクのオイルがディップスティックに示すレベルまで入っていること
 （16ページ参照）。

昇降レバーをホールド位置にしたときに荷台が上昇状態を保持しない

昇降レバーを上昇位置に戻して荷台を上げ、以下の内容を実施してください。

• リリーフ（過負荷）バルブが開くまでエンジン回転を上げます。リリーフバル
ブが開くと昇降バルブ（3ページ）から高い音が出ます。

• そのままのエンジン回転を5秒間維持します。

• 昇降レバーをホールド位置にします。

それでもまだ荷台が上昇位置を保持しない場合は、荷台を下げてください。

騒音が大きい

• オイルレベルを確認してください。

• 配管にねじれや漏れがないか確認してださい。

トラブルシューティング 目次

必ずEdbroサービスディーラーから手配したEdbro純正部品を使用してください。
www.edbro.com に示すサービスディーラーおよび代理店の一覧検索を参照してくだ
さい。

部品の注文やご相談の際は、部品番号と製造番号を提示してください。

予備部品と点検修理

このホイストは、ばら荷運搬ダンプ車に組み込むことを目的としています。この説明
書は安全な荷台操作のための一般的な指針を示しています。より具体的な内容につい
ては、装置の性質に応じて車体製作会社が用意する安全指針をご覧ください。
ホイストの能力と道路交通規制を考慮した装置の最大荷重についても、車体製作会社
の提示に従ってください。

著作権
この説明書のいかなる部分もEdbro plc.の書面による許可なく複製または転用するこ
とを禁じます。

正しい使用
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このホイストは油圧ポート部にある銘板によって識別されます（次ページ参照）。

お問い合わせの際は必ず製造番号とモデルコードを連絡してください。

製造日は週番号／年の表記です。

EdbroのPTOおよびポンプの製造番号は、ケーシングまたは個別の銘板に刻印されて
います。

製品識別

以下の対策は特殊な工具を使用することなく行うことができます。うまくいかない場
合は最寄りのEdbroサービスディーラー（www.edbro.com参照）へご相談ください。

ホイストの動作がぎくしゃくする

システムにエアが混入している可能性があります。オイルレベルを確認し、ホイスト
をストローク端まで数回作動させてください。エアがタンクへ戻ります（18ページ参
照）。

荷台が上昇しない

以下の内容を確認してください。

• 車両のエア圧力が十分に上昇している（車両の取扱説明書を参照）。

• タンク内のオイルがディップスティックに示すレベルまで入っている
 （17ページ参照）。

• PTOスイッチが作動位置にあり、PTOが作動している（オイルが循環している）。

• 昇降レバーが上昇位置にある。

• オイル配管にねじれがない。

• トレーラーヘッドとトレーラーのクイック着脱カップリングがきれいな状態で
確実にねじこまれている（装備されている場合）。

• エア配管からのエア漏れがない。

荷台が下がらない

PTOが停止され、警告灯が消えていることを確認してください。

昇降レバーを上昇位置にして、以下の内容を実施してください。

• リリーフ（過負荷）バルブが開くまでエンジン回転を上げます。リリーフバル
ブが開くと昇降バルブ（3ページ）から高い音が出ます。

• そのままのエンジン回転を5秒間維持します。

• 荷台を下げます（11ページ）。

それでもまだ荷台が下がらない場合は、昇降レバーをホールド位置にして、荷台に支
持器具をセットし、PTOを停止に切り替えてエンジンを止めてください。

トラブルシューティング

この装置を使用する前に、次ページの主な構成を理解しておいてください。
油圧部品の場所は仕様によって異なる可能性があります。

稼働前に装置の確実な作動を確認してください。

以下の内容を確認してください。

• ホースとフィッティングに摩耗や漏れがないこと

• ホイストとヒンジの固定が確実であること

• オイルレベル

• クイック着脱カップリングが確実に接続されていること（装備されている場合）

• PTO警告灯が作動していること

製品習熟

http://www.edbro.com


18 3

• シリンダーのホース接続を緩めます。

• ポンプを低回転で作動させた状態でコントローラーを上昇位置に動かします。
数秒後、エアが排出されたらホース接続を締め込んでください。

 警告：高圧オイルが噴出しないよう注意してください。

• ホイストをストローク端まで上昇させ、約5分間、コントローラーを上昇位置
にしたままエンジンを低回転で維持してポンプを動かし続けます。これにより、
シリンダーのエアがオイルを通ってタンクからフィラー／ブリーザーへ排出さ
れます。

• 上記を行ってもまだホイストにエア混入の兆候が見られる場合は、荷台を上昇
端まで上げてさらにコントローラーを上昇位置で約30秒保持してから荷台を
下げる操作を10回繰り返してください。

• 最後に、再度オイルレベルを確認します。

ブリードスクリューを備える後期のシリンダー（目安として製造番号がLG017000／
LH002100よりも後のもの）については、以下のようにエア抜きを行ってください。

• 荷台をシャーシから約300mm（12インチ）上昇させます。

• 昇降レバーをホールド位置にします。

• ブリードスクリューを約1回転緩めます。

• 荷台がゆっくりと下がり、エアをシステムから排出します。

• オイルが流れ出るようになったらブリードスクリューを締め込みます。

• それでもまだホイストの動作がぎくしゃくする場合は、上記の手順を繰り返し
てください。

• 荷台を下げてタンクにきれいなオイルを補充します。

• アウターカバー上部のプラスチックキャップを取り付けます。

システムのエア抜き 製品習熟

アウターカバー型ホイストのエア抜き アイエンド型ホイストのエア抜き

3/8"六角レンチ

クロスヘッドマウントの場合

カバーチューブマウントのホイスト

クロスヘッドおよびピン

ラムトラニオンアーム

アウターカバートラニオンアーム

リフティングブラケット

ベアリングヒンジブラケット

ホイスト銘板

プラスチックキャップ

アウターカバー

ラムチューブ

エア配管

ベース
チューブ

オイル
タンク オイルフィラー

キャップ

昇降バルブ

フレキシブル配管

ポンプPTO

クイック着脱
カップリング

後部あおりヒンジ

コントローラーとPTO警告灯
（運転室内）
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正しいオイルレベル
-  ディップスティックの緑色のマークよりも下
-  ディップスティックの赤色のマークよりも上

上限
レベル緑

Edbroの一体型フィラー／ブリーザーアッセンブリ

赤
下限
レベル

荷台の昇降には常に危険が伴い、死亡やけがにつながる場合もあります。

積荷の引っ掛かり、軟弱な地面、強い横風、傾斜地での使用といった悪条件により、車
両が横転する場合があります。そのため、以下の内容を守ってください。

• この説明書を読み、理解するまでは昇降作業を行わないでください。

• このホイスト（昇降装置）は昇降を目的とするものであり、安定装置ではあり
ません。

• 車両が横転した場合、ホイストのいかなる損傷も横転の結果であり、原因では
ありません。

• 6～7ページの安全規定に従って、事故が起こらないようにしてください。

• 運転者がこの装置を使用するための適切な訓練を受けていることを確認するこ
とは、運営者の責任です。

安全

オイルの汚れは油圧システムの大敵です。オイルがきれいであればあるほど、ホイス
トの動作効率が上がり、寿命が延びます。よって、タンク内のオイルを補充または交換
する際は常にきれいな油圧オイルを使用してください。

温度環境が–20～+30℃の場合はISO6734/4 HM32準拠のオイルを使用してくださ
い。適合する一般市販製品は以下のとおりです。

その他の気候条件の場合は、近隣の販売店またはEdbroへ直接お問い合わせください。

絶対に使用済みのオイルをタンクに入れないでください。ブリーザーの近辺を高圧洗
浄しないでください。必ず布を使って清掃してください。

オイルレベルを点検するには、フィラーキャップを取り外してオイルレベルが図のよ
うに上限マークと下限マークの間にあることを確認してください。

オイル

降下時にホイストのジャダーが出る、またはチューブが順番通りに動かない場合は、
システムにエアが混入している可能性があります。ブリードスクリューを持たない初
期のシリンダー（目安として製造番号がLG017000／LH002100よりも前のもの）に
ついては、以下のようにエア抜きを行ってください。

• ポンプからの圧力出口ホースを少し緩めます。

システムのエア抜き

カストロール
エッソ
ガルフ
モービル
シェル

AWS32
VG32
HYDRASIL32
DTE24
TELLUS32
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メンテナンス

通常、このホイストは銘板に記載の最大定格圧力内で使用しなければなりません。最
大定格圧力は一般的に175barですが、技術的制約がある場合はさらに低くなる可能
性があります。

一方で、車体製作会社との具体的な合意がある場合は、より高い圧力でシリンダーを
使用することができる場合もあります。そのような場合は、車体製作会社が最大圧力
を表示する責任を負います。

このホイストは、適合するEdbroの油圧機器（PTO、ポンプ、バルブ、オイルタンク、
配管、コントローラー）が車両に備えられている場合に最高の性能を発揮します。

車両にEdbroの油圧機器が備えられている場合、リリーフ（過負荷）バルブの圧力設定
を絶対に変えないでください。バルブは工場で設定されています。

車両にEdbro以外の油圧機器が備えられている場合、必ず以下のような圧力リリーフ
（過負荷）バルブを使用してください。

• ポンプからの最大流量を許容する

• このホイストに使用する適切な圧力に設定されている

これは非常に重要です。適切な圧力リリーフ（過負荷）バルブがないと、非常に危険
です。

作動圧力
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常時

• タイヤの適正空気圧を維持してくだ
さい。

• 車体の荷重を均等に分散させてくだ
さい。

• トレーラータイプの場合、必ず車体
がトレーラーヘッドに連結され、直
線的な状態になっているようにして
ください。

• 危険領域に人やものがないようにし
てください（次ページ参照）。

• 荷台昇降中は運転室内のコントロー
ラーから離れないでください。危険
な兆候が示された場合（荷台が横方
向に傾き始めた、積荷が引っ掛かっ
たなど）、すぐに荷台を下げてくださ
い。

• 排出する積荷が後部あおりに溜まっ
たり詰まったりしないよう、車両を
ゆっくりと一度に1メートル以下の
範囲で前進させてください。

• 積荷を載せるときは、コントロール
レバーを下に動かしてシリンダー内
にオイルが残っていないようにし、
すべての荷重がシャーシにかかるよ
うにしてください。

特別な注意

寒冷時には特別な注意が必要です。濡れ
た積荷が凍結により固着し、均一に排出
されない場合があります。

禁止事項

• 過積載

• リリーフ（過負荷）バルブの圧力設
定変更

• 実際に荷台を上昇させる必要なくレ
バーを上昇位置にすること

• トレーラーヘッドと連結されていな
い荷台の上昇

• 強風時の荷台上昇

• 横方向に傾斜した状態での荷台上昇

• 上方5メートル以内に送電線がある
状態での荷台上昇

• 積荷の揺動

• 荷台上昇状態またはPTO作動状態で
の車両走行。装置を損傷する可能性
があります。

• 荷台上昇状態での夜間放置

• イグニッションキーを差し込んだま
まの車両放置

• 積荷を上昇させている荷台の下に入
ること

• 上昇させた空の荷台の下に入ること
（支持器具をセットしてある場合を
除く）

• 荷台を下げてPTOを停止せずにト
レーラーヘッドを切り離すこと

• シリンダーチューブが露見している
状態でのスチーム洗浄。さびの原因
となります。

• 車体製作会社が用意した方法以外の
手段で装置に登ること

安全規定 メンテナンス
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アウターカバーアッセンブリの1年点検

古いシリンダーについては、トラニオンリング後方部分のアウターカバーチューブに
さびがないか確認することが重要です。装置が沿岸域の塩分の多い環境で使用される
場合や定期的に高圧洗浄が行われる場合は特に重要となります。

メンテナンス 安全規定

手順

1. びびり止めラバーリングを上部リテイニングリングの方向に取り外します。

2. チューブ露出部を目視点検し、過度な腐食の兆候がないか確認します。

3. 重大なスケーリングや貫通がある場合はカバーを交換する必要があります。

4. 点検後、ラバークッションリングを元の位置に戻します。

お使いの装置の仕様により、他の点検が必要となる場合があります。そのような点検
は車体製作会社や設置会社によって通知されます。

リテイニングリング

危険領域

荷台
長さ

クッションリング

リングをこの方向に
取り外す

荷台上昇時は
人、動物、その他の
機器がこの領域に
入らないように
してください
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Edbroのホイストは、適合するEdbroの油圧機器（PTO、ポンプ、バルブ、オイルタンク、
配管、コントローラー）が車両に備えられている場合に最高の性能を発揮します。

PTOと昇降コントローラーは1つのユニットに一体化されており、車両のエアシステ
ムを制御します（図a）。

PTO制御スイッチにはPTO警告灯が備えられています。

昇降コントローラーは、以下の4つの安全機能を備えるレバーです。

• スプリングを内蔵し、レバーが不慮に上昇または下降の位置へ動かないように
なっています。

• 上昇位置からホールド位置へのスプリングリターン機構、いわゆるデッドマン
ハンドル機能により、荷台上昇中は運転者が常に昇降コントローラーに手を掛
けている必要があります。

• レバーをホールド位置から下降位置に動かすとPTOが自動的に停止されます*。
この内部機構により、走行前にPTO停止を忘れた場合のPTO、ポンプ、ギヤボッ
クスの損傷を防ぎます。

• 下降制限（フェザリング）機能により、積載状態または部分積載状態の荷台の
下降速度を制限します

欧州基準への適合にはこのタイプのコントローラーが推奨されます。独立型コント
ローラー（図b）など、他のコントローラーもありますが、使用する場合はすべての基
本安全要件が他の方法で満たされることを車体製作者が保証する必要が生じます。

* 自動PTO停止機能を持たない一体型コントローラー（展開または静止排出用途向け）
もあります。

コントローラー

1週間毎

荷台を下げ、ハンドブレーキをかけ、エンジンを止めます。ディップスティックのレベ
ルまでタンクに新しい油圧オイルを補充してください（17ページ参照）。
グリスガンを使って15～16ページの図に示す箇所に、良質で多用途のグリスを差し
てください。

1か月毎

後部あおりのヒンジおよびロック機構にグリスを塗布してください。
必要に応じて、クイック着脱カップリングが解放時にシールされることを確認してく
ださい。
摩耗または損傷したフレキシブル配管を交換してください。
すべてのフレキシブル配管がシャーシに固定されており、ぶら下がった状態になって
いないことを確認してください。
アウターカバーの固定スタッドがM16ボルト（二面幅22mm）の場合は
240Nm、M12ボルト（二面幅17mm）の場合は150Nmに締められていることを確認
ください。
配管接続部に緩みがある場合は締め込んでください。
以下の場合はEdbroのサービスディーラーへご相談ください。

• アウターカバー（該当する場合）が緩んでいる（横方向または回転方向）

• ラムチューブに損傷がある

• ラムトラニオンアーム、アウターカバートラニオンアーム、後部ヒンジブラケッ
トが摩耗している

• ラムチューブ、昇降装置バルブ、PTO、ポンプ、フレキシブル配管からオイルが
漏れている

• エア配管から空気が漏れている

• コントローラーから空気が連続的に漏れている

3か月毎

スパナを使って昇降バルブ、PTO、ブラケットの固定ボルトが緩んでいないか確認し
てください。

1年毎（ほこりや汚れの多い条件の場合はより高い頻度で）

タンクの中身を排出し、新しい油圧オイルを注入してください（17ページ参照）。環境
保護のため、排出時にオイルをこぼさないようにし、排出したオイルは適切に処理し
てください。

メンテナンス
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Edbroは荷台の支持器具が安全上不可欠であると考えます。荷台を上げた状態でメン
テナンスを行う必要がある場合は、必ず支持器具を使用してください。

• 絶対に積荷を載せた荷台に支持器具をセットしないでください

• 荷台の下部フレームとシャーシの間に固定することを目的とした支持器具を使
用してください

• 支持器具は荷台とシャーシの間に使用するものであり、荷台と地面との間では
ありません

• 損傷がないよう、荷台は支持器具の上にゆっくりと下げてください

• 支持器具に荷台の重量を支えることができる十分な強度があることを確認して
ください

必ず完全な訓練を受けた者がこの装置の修理または点検を行うようにすること
は、運営者の責任です。必要に応じて近隣のサービスディーラーにご相談、ご
依頼ください。

メンテナンス時の安全 コントローラー

一般的な荷台支持器具の使用

PTO警告灯

PTOスイッチ

図a. 一体型PTO＆昇降エアコントローラー

図b. 独立型昇降エアコントローラー

スプリングリターン
安全機構付き
昇降レバー
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ハンドブレーキをかけ、ギヤレバーをニュートラルにします。昇降レバーがホールド
位置にあり、PTOスイッチが停止状態であることを確認してください。

次に

• 後部アウトリガーを下ろします（装備されている場合）。

• 後部あおりのロックを解除します（接触に注意）。

• 運転室に戻り、エンジンを始動し、空気圧力がメーカーの推奨レベルにあるこ
とを確認します。

• 上昇動作が完了するまで運転室を離れないでください。

• クラッチペダルを踏み*、4秒間待機します（後部取付型PTOを備えるギヤボッ
クスの場合は8秒間）。

• 安全ラッチを押し、PTOを始動位置にします（警告灯が点灯します）。

• クラッチペダルを離します。

• 危険領域に人がいないことを確認します（7ページ参照）。

• 昇降レバーを上昇位置に動かして保持します。レバーの保持をやめると荷台の
上昇は止まります（EC承認コントローラーのみ）。

• エンジン回転数を上げて荷台をスムーズに上昇させます。ただし、絶対に
1500rpmを超えないようにしてください。

• 排出する積荷が後部あおりに溜まったり詰まったりしないよう、車両をゆっく
りと一度に1メートル以下の範囲で前進させてください。

• 荷台が希望する角度まで上昇したら、昇降レバーを離してホールド位置にし
ます。

• おろした荷を展開する必要がある場合は、ハンドブレーキを解除してゆっくり
と車両を前進させます。

• アウトリガーを下ろした状態で車両を前進させないでください。

* オートマチックギヤボックス車の場合、PTO操作が異なります。
 具体的な説明はPTO取付業者にお問い合わせください。

荷台の上昇方法

危険領域（7ページ参照）に人がいないことを確認します。

次に

• 昇降レバーをゆっくりとホールド位置から下降位置に動かします。自動的に
PTOが停止され、警告灯が消えます。PTO自動停止機能が備わっていない場合
は、車両を動かす前にPTOスイッチを停止位置にしてください。

• 荷台の下降速度を制御します。レバーをホールド位置の方向に動かすと遅くな
り、下降位置の方向に動かすと速くなります。

• 荷台が下りたらレバーをホールド位置に戻します。

• 後部あおりをロックします。

• アウトリガーを上げます（装備されている場合）

 荷台が完全に下りていない状態で車両を動かさないでください。
 車両を動かす前にPTOが停止されていることを確認してください。

荷台の下降方法

走行時

ホールド

下降 > ホールド

空荷のときは運転室のコントローラーをホールド位置のままとして、荷台の上下動を
最小限に抑えてください。

積荷を載せているときは運転室のコントローラーを下降位置に動かしてシリンダー内
にオイルが残っていない状態とし、すべての荷重がシャーシにかかるようにしてくだ
さい。その後、コントローラーをホールド位置に戻して走行します。




