
安全について

装置のコンポーネント

部品 Cat. No. 

本書について

ステータスインジケータ 
ステータスLED 意味

赤色 OSSDが消灯（例: 保護フィールドに何か物があるか「ロックアウト」状態）

緑色 OSSDがアクティブ状態。保護フィールドが空いている

黄色 有効な構成のティーチなし（デフォルトの送信ステータス）

ティーチ手順を実行します（操作説明書を参照）。

規則正しい点滅: リセットが必要 

リセットボタンを押します。

警告

フォルト診断を実行します。

エラー 

フォルト診断を実行します。

診断LED 意味

保護フィールドセクタがフリー   

割当てられた保護フィールドセクタ内の保護フィールドの割込み。

1つの保護フィールドセクタは、 SC300のビューの4分の1を表します。 

ティーチモード（操作説明書を参照）

警告（「フォルト診断」を参照）

エラー（「フォルト診断」を参照）

フォルト診断

診断LED 意味 エラーの解消    

1 2 3 4 
  = LEDが消灯、  = LEDがゆっくりと点滅;   = LEDが短いデューティ

サイクルで点滅

エラー

システムデータ
適用上限 SC300 

3/PL d 

3 

SIL2/SILCL2 

電気的接続 ピン 色 信号

1 白色 RESTART 

ピンの割付け 2 茶色 +24 V1)

3 緑色 TEACH/SYNC 

4 黄色 EDM 

5 灰色 OSSD1 

6 ピンク OSSD2 

7 青色 GND 

8 – FE 

カメラの取付け

テストロッド

モニタされない領域

R

R

SC300

R

SC300



SC300

R

警告

エラー

警告

エラー

警告

エラー

エラー

警告


















カテゴリ/安全遂行レベル（EN ISO 13849-1）

タイプ（EN 61 496-1、IEC/TR 61 496-4）

安全度水準（IEC 61 508/EN 62 061）









3

1 反射テープの取付け2



ティーチとテスト4
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クイックスタート

本書は、対応するSC300 安全カメラ（以降、短縮して

SC300と呼ぶ）のオリジナルの操作説明書（ロックウェ

ル・オートメーション 10000202762 Ver 00）と共に使

用する場合のみ有効とします。

安全に関する注意

安全カメラシステムは、特に保護領域のアスペク

ト量とサイズに関して、技術仕様の最大データ

を超えない適切なアプリケーションでのみ使用

してください。

本装置マニュアルは、対応する SC300 のオリジ

ナルの操作説明書と共に装置のオペレータに提

供してください。

SC300 安全カメラシステムは、資格のある担当

者だけが使用し、資格のある安全担当者が操

作説明書に従ってそれを設置および初期化した

マシン上でのみ使用してください。ll 安全カメラ

システムによって危険な状態をただちに停止で

き、かつ動作状態に入るのを防止できるマシン、

またはそのいずれかが可能なマシン上でのみ使

用できます。

当社はここに、SC300製品が関連するEC指令の規定に準拠
し、関連する規格が適用されていることをここに宣言します。
採用されている規格の EC 適合宣言は、 
www.rockwellautomation.comを参照してください。

注：安全カメラシステムの他に、以下の分解能セットのいず
れかが必要です。

カメラ、ティーチピン、

および資料

SC300安全カメラの

資料

分解能キット

（反射テープおよび

テストロッド）

分解能20 mm

（0.4～1.0m）

分解能24 mm

（0.4～1.2m）

分解能30 mm

（0.6～1.5m）

フレーム内に取付けないでください！

モニタされない領域は、機械的な防護策を使用して保護してください。

フレーム内に取付けると、カメラの動作原理によりモニタされない領域が発生し、それによってオペレー

タが危険な地点に立ち入る可能性が生じます（操作説明書を参照）。

警告　　　とエラー　　　のトラブルシューティングの手順は、最後のステップだけが異なります。エラーの場

合は、解消した後でSC300を再起動してください。

OSSDの
短絡または
過電流 

コンタクタを点検します。必要に応じて交換します。

配線に短絡またはクロス回路がないか点検します。

コンタクタとその配線をチェックし、必要に応じて配
線エラーを解消します。

装置の電源を切断してからもう一度電源を投入します。
外部装置のモニタの設定を確認します。

リセットボタンが正しく機能しているかどうか点検しま
す。ボタンが無効になっているか、スタックしている
可能性があります。

リセットボタンの配線が 24V に短絡していないかどう
かを確認します。

外部のキー操作押しボタンの接続がティーチされて
いるかどうか確認します。

SC300への電源電圧を最低3秒間切断します。

それでも問題が解消されない場合は、装置を交換し
ます。

外部装置のモ
ニタ 

リセット
ボタン

システム
エラー

ティーチ入力

例：外部装置のモニタ（EDM）、内部再起動インターロック、およびティーチ用外部キー操作押しボタンを備えた SC300（詳

細な例は操作説明書を参照）

1） 関連する製品の規格（EN 61496-1など）の要件を満たすために、装置の外部電源電圧はEN 60204-1に

準拠した電源を使用して給電してください。

ティーチとテスト：資格を有し、認可された安全

担当者のみが行なってください！：

操作説明書を読んで、その内容に従ってくだ

さい！   

ティーチ手順：







約5秒間作動させます（4        が 5回点滅）。

約2秒間離します（4        が2回点滅）。

約5秒間作動させます（4        が 5回点滅)。 

保護装置の点検：

「重要事項」ラベル（手元に貼られている）または操作

説明書に記載された指示に従って、保護装置をテストし

ます。      
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