
Allen-Bradley Guardmaster 442G
多機能アクセスボックス

柔軟で、セキュア、使いやすい安全ガードソリューション

Allen-Bradley® Guardmaster® 442G多機能アクセスボックスは、アクセ
ス制御とガードロック装置を統合して、全身がアクセスするアプリケ
ーションに完全な安全ガードソリューションを提供します。高い保持
力、ミスアライメント(±5mm)を防ぐための幅広い許容範囲、および
エスケープリリースのオプションによって、442Gは、安全ガードされ
ている領域に全身でのアクセスが必要なアプリケーションで使用され
る安全ガード用の大型のガードドアにとって最高の選択となります。

442Gは、インターロックとガード･ロック･モニタのためにPLeとカテ
ゴリ4の認証を受けており、最新の機能安全規格に準拠しています。
ハンドルアセンブリには、割付けられたロックモジュールによって
のみ認識される独自にコーディングされたボルトアクチュエータがあ
り、ISO 14119の要件に従う最高レベルの改ざん防止を確保していま
す。

442Gは、ヒンジ式またスライド式ガードのアルミ製のプロファイルや
金属製のフレーム上に簡単に取付けることができます。4つの明るい
LEDは通常の稼動中のシステムステータスを表示し、簡単にトラブルシ
ューティングできるように診断情報を提供します。4つの出力は、ドア
位置ステータス、ボルト位置ステータス、ロックステータスと診断情
報を制御システムに伝えます。

442Gは、現在、3つまで制御が可能で、そのうちの1つは非常停止押
しボタンにできます。各押しボタンの機能と色はユーザが割付けるこ
とができるため、アプリケーションごとにデバイスを簡単にカスタマ
イズできるようになります。オプションのエスケープリリースによっ
て、素早く簡単に出られるように安全ガードされたエリア内で作業員
がロックできます。さらに、安全ガードされた領域にアクセスする必
要があるときに、2つの手段でデバイスに南京錠を取付けることがで
きます。

ヒンジ式ガードドアに取付けられた右手用多機能アクセスボックス

特長と利点

•  幅広いガードアプリケーションに
対応できるように、2000Nの高い保
持力(FzhはISO 14119でテスト済み)

•  独自のRFIDコーディングを使用する
ボルトアクチュエータは、最高レ
ベルの改ざん防止を達成

•  2つのモデルが可能: 
電動解除または電動ロック

•  非常停止押しボタンを含む、3つま
での制御とインジケータを使用可
能(4つ目の制御は将来の構成で可
能)

•  オプションのエスケープリリース
によって、安全ガードされたエリ
ア内から、素早く簡単に出られる
ように作業員をロックできる

•  4つの明るいLEDがステータスと診
断を表示

•  ドア位置、ボルト位置、およびロ
ックステータス用の出力を、制御
システムに使用可能

•  南京錠を固定するために、2つの掛
け金を内蔵

•  スタンドアロンデバイスとして動
作したり、または他のデバイスと
直列につないで動作可能

アクセス制御とガード

ロックを統合すること

で、完全な安全ガード

ソリューションを提供



説明 * に置き換える

ブランクカバー C00

1つの照光式
押しボタン◊ C01

2つの照光式
押しボタン◊ C02

2つの照光式押しボタン
付き非常停止◊ C03

説明 Cat.No.

右ハンドル 442G-MABH-R

左ハンドル 442G-MABH-L
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Guardmaster 442G多機能アクセスボックス

ステップ1:  ハンドルアセンブリを選択

右手用ガードに取付け 左手用ガードに取付け

システムはハンドルアセンブリとロックモジュールから構成されています。エスケープリリースはオプションです。

説明 Cat.No.

エスケープ･リリー
ス･アセンブリ

標準アクチュエータ
シャフト付き

442G-MABE1

ステップ2:  ロックモジュールを選択
* を、選択したカバー制御用のコードに置き換えてください。

x = Rは右手用の442G-MABH-R、またはLは左手用の442G-MABH-L

説明 コネクタ Cat.No.

電動解除
M23 (19ピン) 442G-MABR-UxM-*

M20ケーブル入口 442G-MABR-UT-*

電動ロック
M23 (19ピン) 442G-MABL-UxM-*

M20ケーブル入口 442G-MABL-UT-*

◊ 押しボタンのカバーは、カラー･レンズ･キット(内容は、青、緑、赤、黄色が1つずつ
と、白色が2つ)に付属します。

アクセサリ

ステップ3:  (オプション) エスケープリリースを選択

注: 標準シャフト(115mm/4.53インチ)は、40mmと45mmのプロファイルで使用する
ように最適化されています。45mmよりも大きなプロファイル(または45mmプロフ
ァイル上で取付けプレートと使用するとき)には、延長シャフトを使用できます。
(「アクセサリ｣を参照してください。)

+  ハンドルとロックモジュールの取付けプレートは一緒に使用する必要があります。
• 他のコードセットの長さは、ab.comから使用できます。

説明 Cat.No.

エスケープリリースの
シャフト(250mm) 442G-MABASHFT

ハンドルアセンブリ
取付けプレート+ 442G-MABAMPH

ロックモジュール
取付けプレート+ 442G-MABAMPL

エスケープリリース
取付けプレート

442G-MABAMPE

19ピンM23
2mコードセット• 889M-F19RM-2

ガード･ロック･スイッチについて

お知りになりたい場合は、

コードをスキャンしてください。

注: 例えば、右手ハンドルアセンブリを選択して、(19ピン) M23コネクタと2つの照光
式押しボタン付きの電動解除ロックモジュールをお望みの場合は、
442G-MABR-URM-C02をご注文ください。

カバー制御
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