
インスト レーシ ョ ンインスト ラクシ ョ ン
ソレノイ ド ・ キー ・ リ リース ・ ユニッ ト  - SRUE 
Cat. No. 440T-MSRUE10x、 440T-MSRUE11x、 440T-MSRUE12x、 440T-MSRUE13x、 440T-MSRUE14x、 440T-MSRUE20x、
440T-MSRUE22x、 440T-MSRUE23x、 440T-MSRUE24x、 440T-MSRUE30x、 440T-MSRUE33x、 440T-MSRUE34x、
440T-MSRUE35x、 440T-MSRUE40x、 440T-MSRUE44x、 440T-MSRUE46x 

はじめに
取付けは以下に示す手順と仕様に従った うえで、適切な能力をもつ

人員が実施する必要があ り ます。 この装置は安全に関する制御シス

テムの一部をなすよ うに意図されています。

取付ける前に、 リ スクアセス メン ト を実施し、 この装置の仕様が取

付け先機械のすべての動作および環境条件に適合しているか確認

してください。

ユニッ トの耐用期間中は、前述の条件が有効なままかど うかを定期

的に調べ、装置の摩耗の加速や材質の劣化、不正変更の証拠がない

こ とを確認し、 必要な場合は、 装置を交換して ください。 適切な手

順が実施されなかった場合や、本紙に示される推奨仕様の範囲外で

この装置が使用された場合、製造メーカは装置の不具合について責

任を取りかねます。

保障のためには、推奨される保守手順に準拠しているこ とが必要と

な り ます。

取付け直後
軽油またはスプレー (例えば、 WD-40®または用途に適した代替製品)
で、 コード ・ バレル ・ アセンブ リに潤滑油をさします。 正し く動作

するこ とを確認します。

メンテナンス

毎週

スイ ッチング回路が正常に動作するこ とを確認します。 不正使用や

不正操作の兆候がないかど うかも確認します。 ユニッ トが破損して

いないかど うか調べます。 破損が明らかな場合はユニッ ト を交換し

て ください。

少な く とも 6 か月に一度

全電源を絶縁します。 カムアセンブリの摩耗や接点の酸化などの摩

耗または破損の兆候がないかど うか調べて、摩耗や破損が明らかな

場合は交換します。 微細なゴ ミなどがたまっている場合は取り除き

ます。 軽油またはスプレー (例えば、 WD-40または用途に適した代

替製品)で、 コード ・ バレル ・ アセンブリに潤滑油をさします。

動作環境を評価結果によっては、 さ らに頻繁にユニッ トに潤滑油を

さすこ とが必要になる可能性があ り ます。 電源を回復して、 正し く

動作するこ とを確認します。

修理
誤動作や破損がある場合は、 修理を試みないでください。 機器の操

作を許可する前にユニッ ト を交換しておきます。

ユニッ ト を分解してはなり ません。

適合宣言
この適合宣言は、本書に示す製品が欧州機械指令(2006/42/EC)の必

須健康安全要求事項(EHSR)および低電圧指令(93/68/EECで修正さ

れた2014/35/EU)の関連要求事項に適合しているこ とを宣言するも

のです。 これらの製品は、 EN 60947-5-1、 EN 14119、 EN 60204-1に
も適合しており、 第三者組織であるTÜVからの承認を得ています。

認定については、 http://www.rockwellautomation.com/global/
certification/overview.pageをご覧ください。

仕様

警告： 本ユニッ ト を破壊、 不正変更、 取り外し、 バ

イパスしないで ください。 重大な人身傷害の原因と

なる可能性があります。

項目 値

キーフリー
SRUE10、 SRUE20およびSRUE30、 SRUE40
SRUE11、 SRUE22およびSRUE33、 SRUE44
SRUE12、 SRUE23およびSRUE34 
SRUE13、 SRUE14およびSRUE46 
SRUE24およびSRUE35

接点
4 N.O. (20A)
2 N.O. / 2 N.C.
4 N.O. (32A)
3 N.O. / 3 N.C. (20A)
4 N.O. (63A)

ソレノイ ド電圧オプシ ョ ン
DC24V (11W)
AC110VおよびAC230V (17VA)

ソレノイ ドモニタ スイッチ2個、 1 N.O.および1 N.C.

機械的な寿命 100,000 (標準値)

キーに対するせん断力 最大15.1kN (3398ポンド )

キーに対する トルク 最大14Nm (123.91ポンドインチ)

http://www.rockwellautomation.com/global/certification/overview.page
http://www.rockwellautomation.com/global/certification/overview.page


ソレノ イ ド ・ キー ・ リ リース ・ ユニッ ト  - SRUE
ロックウェル ・ オート メーシ ョ ンは、 以下の Web サイ トで最新の製品環境情報を公開しています。

http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page

寸法[mm (インチ)]

設置

図 1 - 取付け

図 2 - 組立

図 3 - 動作

図 4 - 信号入力

図 5 - キーフリー状態の図
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Allen-Bradley、 Guardmaster、 Rockwell Automation、 および Rockwell Software は、 Rockwell Automation, Inc. の商標です。

WD-40 は WD-40 Company の商標です。 Rockwell Automation に属していない商標は、 それぞれの企業に所有されています。
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