
インストレーションインストラクション
440G-MZ Guardmaster セーフティスイッチ
Cat.No. 440G-MZS20SNRJ、440G-MZS20SNRJE、440G-MZS20UNRJ、440G-MZS20UNRJE、440G-MZS20SNLJ、
440G-MZS20SNLJE、440G-MZS20UNLJ、440G-MZS20UNLJE

変更内容
本書には、以下の表に⽰す新しい情報と更新情報が記載されています。この表に
は重要な更新情報だけが含まれており、すべての変更を反映するものではありま
せん。

はじめに

図 1 - アセンブリの概要

440G-MZ Guardmaster®ガード・ロック・スイッチは、ガードドアを閉じた位置
でロックし、ガードによって保護されている機械の危険な機能が安全状態になる
まで解除されません。安全制御システムを使⽤すると、ガードが閉じてロックさ
れているときにのみ、機械の危険な機能を動作させることができます。

スイッチの取付けは、有資格者が以下の⼿順に従って⾏なう必要があります。

取付け

注意：本書と、この装置の取付け、構成、および操作に関する
6 ページの「参考資料」に記載された資料に⽬を通してから、
本製品の取付け、構成、操作、および保守を⾏なってください。
ユーザは取付けと配線の⼿順、および適⽤されるすべての法令、
法律、および規格の要件について理解しておく必要があります。
取付け、調整、⽴上げ、使⽤、組⽴て、取り外し、保守などの作
業は、適切な訓練を受けた⼈員が適⽤される実施規則に従って⾏
なってください。
メーカの指⽰に従わずにこの装置を使⽤した場合、装置に備えら
れた保護機能が作動しないことがあります。

項⽬ 参照ページ
変更内容 1
はじめに 1
取付け 1
⽴上げ — 独⾃コーディングモデル 2
補助リリース 3
概算⼨法 4
ピンの割付け 4
GuardLinkシステムへの接続 4
仕様 5
ステータスインジケータ 5
ロックコマンド 6
カタログ番号の説明 6
アクセサリ 6
参考資料 6

項⽬ 参照ページ
カタログ番号のリストを更新。 1
図 1にエスケープ・リリース・モデルを追加。 1
図 4を更新。 2
「スイッチ間の最⼩距離」のセクションを更新。 2
図 9を追加。 3
「補助リリース」のセクションに「注意」を追加。 3
「エスケープリリース」のセクションを追加。 3
図 12を追加。 4
「仕様」のセクションを更新。 5
「カタログ番号の説明」のセクションを更新。 6
「アクセサリ」の表を更新。 6

注意：インストレーションインストラクションを確認および理解
した上で、本装置の取付けを⾏なってください。本書は通常の取
付け⽤のガイドとして⽤意されており、翻訳版も⼊⼿可能です
(rok.auto/literature)。ユーザーズマニュアルも⼊⼿できます
(6 ページの「参考資料」を参照)。

注意：この装置は機械の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、この装置の仕様がアプリケーションの予測可能なすべて
の動作および環境条件に適合しているかを判断してください。
認可情報と定格については、5 ページの「仕様」を参照してくだ
さい。
スイッチとアクチュエータを取付ける場合は、ツールに合ったね
じ、ボルト、またはナットを使⽤し、改造のリスクを回避します。
取付け具を締め過ぎないようにしてください。

注意：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。
スペアアクチュエータがあると、安全システムの整合性が損なわ
れ、⼈⾝傷害または死亡、物的損害、または経済的損失の原因と
なる可能性があります。アクチュエータの使⽤状況と可⽤性を制
御できるよう、適切な管理制御機能、作業⼿順、代替的な保護措
置を導⼊する必要があります。

アクチュエータ

スイッチボディ

リンクおよび
デバイス・

ステータス・
インジケータ

標準モデル エスケープ・
リリース・モデル

https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/support/documentation/literature-library.html


440G-MZ Guardmaster セーフティスイッチ インストレーションインストラクション
図 2 - スイッチとアクチュエータに必要な取付け具

図 3 - アクチュエータの機能

フレキシブルアクチュエータは、ガードドアのずれに合わせて屈曲、回転、およ
びスライドできます(図 3)。最適な性能を得るために、固定⽤ボルトをタングア
クチュエータにスムーズに挿⼊し、引き抜くことができることを確認してくださ
い。ドアのずれを防ぐために、ドアラッチを別途取付けることをお奨めします。

図 4 - 組⽴てられたスイッチの⽅向

スイッチ間の最⼩距離
正常に動作させるため、図 5に⽰すように、スイッチのペアを最低でも100mm
(3.94インチ)離す必要があります。

この制限は、440N-Z SensaGuard™インターロックや、TLS-Zおよび440G-LZ
ガード・ロック・スイッチなど、RFID検知技術を使⽤するGuardmasterセーフ
ティスイッチのペアに適⽤されます。

図 5 - スイッチ間の最⼩距離 [mm ( インチ )]

図 6 - 3 ⽅向から設定

⽴上げ — 独⾃コーディングモデル
アクチュエータのティーチ処理は⼯場出荷時に⾏なわれないため、スイッチを初
めて使⽤するときに⾏なう必要があります。初回登録後は、独⾃コーディングの
交換⽤アクチュエータを使⽤してこの処理を7回まで繰り返すことができます。

⽴上げ時は、図 7のようにスイッチを接続してください。

図 7 - 配線

初回登録
アクチュエータがない状態でスイッチに電源を投⼊します。スイッチの電源投⼊
シーケンスが完了したら(約8秒後)、ステータスインジケータが緑⾊に8回点
滅します。これは、新しいアクチュエータの登録可能回数を⽰しています。
スイッチにアクチュエータが差し込まれるまで(ガードを閉じた位置で)、この
ステータス・インジケータ・シーケンスが繰り返されます。

追加の交換用アクチュエータの登録
独⾃コーティングの交換⽤アクチュエータをスイッチに差し込むと(ガードを閉
じた位置で)、スイッチは⾃動的に新しいティーチ処理(表 1)を開始します。

重要 スイッチボディのベースのねじにワッシャを使⽤しないでくだ
さい。ワッシャを使⽤すると、プラスチックがひび割れします。
Loctite 242ねじロック剤は、440G-MZセーフティスイッチの
プラスチック製ハウジングに応力⻲裂を引き起こすため、使⽤
しないでください。シアノアクリレート接着剤のLoctite 425で
はひび割れが発⽣しないことがラボテストによって確認されて
おり、硬化時間が短くてもアプリケーションで使⽤できるかど
うかを検討することができます。

重要 最⼩距離が確保されていない場合、電磁界の相互作⽤によって
クロストークが発⽣します。クロストークが発⽣すると、厄介な
エラーや誤動作が発⽣する可能性があります。

3 x M5 

2 x M5 

ねじの最⼤トルク
2Nm (17.7 ポンドインチ )

100 
(3.94)

100 
(3.94)

表 1 - 独⾃コーディングスイッチの⽴上げ処理
ステップ 状態 概算時間 ステータスインジケータ

1 アクチュエータが
存在 15sec

• 緑⾊に 8 回点滅を繰り返す(1)

• 赤⾊に点灯 ( 交換⽤アクチュエータ
の登録 )

(1) 初期状態のみ。

2 アクチュエータの
検証 15sec 赤⾊ / 緑⾊に低速点滅

3 スイッチの設定中 15sec 赤⾊ / 緑⾊に高速点滅

4 プログラムの完了 15sec 緑⾊に点滅 ( 新しいアクチュエータの
登録可能回数 )

5 ランモード(2)

(2) アクチュエータ側のティーチ時には、アクチュエータを差し込むためにスイッチをロッ
ク解除する必要があります。プログラムが完了すると、スイッチはロック解除されたまま
安全状態になります。

— 赤⾊に点灯

重要 新しいアクチュエータのティーチ後は、処理を完了するために電源切
断後に再投⼊する必要があります。

重要 スイッチが新しいアクチュエータを登録すると、以前登録したアク
チュエータは認識されなくなります。

1

2

3

D
EV

IC
E

LI
N
K

茶⾊

白⾊

黒⾊
灰⾊

⻘⾊

DC+24V

NC

NC

NC

Gnd 0V

889D-F5NC-x
または 889D-F5BC-x
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440G-MZ Guardmaster セーフティスイッチ インストレーションインストラクション
アクチュエータコードのロック
スイッチからアクチュエータを取り外した後に、15秒間のプログラム完了段階中
にスイッチを再び差し込むと(表 1の⼿順 4を参照)、スイッチによってアクチュ
エータコードがロックされます。この動作は、独⾃コーディングのアクチュエー
タを登録する8回のいずれかのサイクル中に発⽣する場合があります。

エラーコード
インジケータは、電源切断後に再投⼊が完了するまで、次のパターンを繰り返し
ます。

補助リリース
補助リリースを操作するとフォルト状態が発⽣します。

スイッチをリセットするには、電源切断後に再投⼊するか、またはGuardLink®
安全システムでリンク経由でリセットコマンドを発⾏してください。

図 8 - 補助リリース操作 — 標準モデル [mm ( インチ )]

図 9 - 補助リリース操作 — エスケープ・リリース・モデル
[mm ( インチ )]

エスケープリリース
エスケープリリースは、⼯具を使⽤せずに保護領域内から、ロックされた安全
ガードを開くためのものです。

図 10 - エスケープリリースの作動

エスケープリリースを操作するとフォルト状態が発⽣します。スイッチをリセッ
トするには、電源切断後に再投⼊するか、またはGuardLink安全システムでリン
ク経由でリセットコマンドを発⾏してください。

重要 独⾃コーディングのアクチュエータがこの⽅法でロックされた後
は、スイッチの寿命が残っていても、追加の交換⽤アクチュエータ
を登録できません。アクチュエータを紛失したり損傷した場合は、
スイッチを交換する必要があります。

ステータス/診断インジケータ エラーコード
赤⾊-赤⾊-赤⾊-緑⾊ 標準アクチュエータを登録できない
赤⾊-赤⾊-赤⾊-緑⾊-緑⾊ アクチュエータが既に学習済みです。

赤⾊-赤⾊-赤⾊-緑⾊-緑⾊-緑⾊ RFID不良：アクチュエータが範囲外に
移動した

赤⾊-赤⾊-赤⾊-緑⾊-緑⾊-緑⾊-緑⾊ アクチュエータの上限登録数8を超過
した

赤⾊-赤⾊-赤⾊-緑⾊-緑⾊-緑⾊-緑⾊-緑⾊ ユニットがロックされており、別の
アクチュエータを登録できない

注意：
• 低頻度の使⽤専⽤です。補助リリースは通常の使⽤やメンテ

ナンス⽤ではありません。電力が失われた場合や緊急リリー
スが使⽤できない場合など、例外的な場合にのみ使⽤して
ください。

• スイッチに補助⼯具を取付けている間は、機械を操作しない
でください。

• スイッチ内にゴミがたまるのを防ぐために、補助リリース
⼯具を使⽤したらすぐに、⼿順 1で取り外したねじを0.56Nm
(5ポンドインチ)のトルクで締めます。

5 (0.2)

上面図

ステップ 説明
1 ねじを取り外します。
2 補助リリース⼯具の⻭の2〜3列をリリースキーにかみ合わせます。
3 ⼯具を使⽤してリリースを⼿前に引いてロックボルトを引っ込めます。

4

キーを元の位置に押し込んでエスケープリリースをリセットします。
これで、スイッチからアクチュエータを取り外すことができます。

5 防御ドアを開けます。防御ドアが開かない場合は、ステップ3〜4を
繰返します。

6 補助リリース⼯具を取り外し、ステップ1で取り外したねじを元どおり
に取付けます。ねじを0.56Nm (5ポンドインチ)のトルクで締めます。

注意：スイッチ上部の開口部を密閉しているM4ねじは取り外さ
ないでください。

ステップ 説明

1
赤⾊のボタンをエンドストップまで押して、エスケープリリースを
作動させます。これにより安全出力がオフになり、フォルト状態が
発⽣します。

2

赤⾊のボタンを元の位置まで引き出して、エスケープリリースを
リセットします。これで、スイッチからアクチュエータを取り外す
ことができます。

3 防御ドアを開けます。防御ドアが開かない場合は、ステップ1〜2を
繰返します。

重要 • エスケープリリースは、EN ISO 13849に基づくカテゴリBの要件
を満たしています。

• エスケープリリースへのアクセスは、保護領域内からのみに制限
する必要があります。保護領域外からエスケープリリースにアク
セスできないように取付けてください。

• 取付け後、およびコンポーネントの保守または変更後には、エス
ケープリリースの⼿動機能テストが必要です。

1 2 3 〜 5

内蔵スプリングがエスケープリリースのリセットを容易
にします。

1

2

3

内蔵スプリングがエスケープリリースのリセットを容易に
します。
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440G-MZ Guardmaster セーフティスイッチ インストレーションインストラクション
概算⼨法
図 11 - スイッチボディ — 標準モデル [mm ( インチ )]

図 12 - スイッチボディ — エスケープ・リリース・モデル
[mm ( インチ )]

図 13 - アクチュエータ [mm ( インチ )]

ピンの割付け

GuardLinkシステムへの接続
440G-MZセーフティスイッチは、パッシブタップ(図 14に⽰されているCat. No.
440S-PF5D)またはパッシブ電源タップ(Cat.No. 440S-PF5D4)経由でGuardLink
システムに接続できます。

図 14 - パッシブタップによる GuardLink システムへの
440G-MZ スイッチの接続

(1) 最⼤⻑ 10m (32.8 フィート )
(2) 標準ケーブル⻑を⽰す番号である x を、0M3 (300mm [0.98 フィート ])、

0M6 (600mm [1.97 フィート ])、1 (1m [3.3 フィート ])、2 (2m [6.6 フィート ])、
5 (5m [16.4 フィート ])、または 10 (10m [32.8 フィート ]) に置き換えます。

(3) 標準ケーブル⻑を⽰す番号である y を、2 (2m [6.6 フィート ])、5 (5m [16.4 フィート ])、
10 (10m [32.8 フィート ])、15 (15m [49.2 フィート ])、20 (2m [65.6 フィート ])、または
30 (30m [98.4 フィート ]) に置き換えます。

(4) 最⼤⻑ 30m (98.4 フィート )

2 x Ø5.5
(0.22)

33
(1.3)

6
(0.24)

153 (6.02)
134.5 (5.3)

33 (1.3)

14.9 (0.59)

22.5
(0.89)

176.8 (6.96)

15 (0.59) 5.9
(0.23)

15
(0.59)

Ø5.1
(0.2)

22.6
(0.89)

25.3
(1)

50
(1.97) 47.5

(1.87)

39.5
(1.56)

0.3
(0.01) 153 (6.02)

134.5 (5.3)

182.7 (7.19)

45.2
(1.78)

25.7
(1.01)

111.1 (4.37)

2 x 32 (1.26)

Ø31
(1.22)

Ø20
(0.79)

2 x
32 (1.26)

45.2 (1.78)

3.2 (0.13) REF

68.3
(2.69)

4 x
12.8 (0.5)

46.6 (1.83)
60.6 (2.39)
79.6 (3.13)

53.1
(2.09)

197.1
(7.76)

9.9
(0.39)

12.5
(0.49)

4
(0.16)

59.3
(2.33)

4 x Ø6.5
(0.26)

6 x Ø6.3 (0.25)

30
(1.18)

15
(0.59)

65 (2.56)

30
(1.18)

Ø32.9 (1.3)

50 (1.97)

7.5
(0.3)

7.3 (0.28)
25.6 (1.01)

12.8 (0.5)

10
(0.39)

14
(0.55)

14
(0.55)

20
(0.79) 10

(0.39)

23.7
(0.93)

Ø12.4
(0.49)

3 (0.12)

40
(1.57)

23.8
(0.94)

32.5
(1.28)

表 2 - 5 ピンマイクロ (M12)(1)

(1) 推奨コードセットは、Cat.No. 889D-F5AC-2 (2m [6.5 フィート ]) です。その他の⻑さに
ついては、標準ケーブル⻑を⽰す番号である 2 を、5 [5m (16.4 フィート )] または
10 [10m (32.8 フィート )] に置き換えます。
ArmorBlock® Guard 安全 I/O ⽤の推奨パッチコードは、2m (6.5 フィート ) の
Cat.No. 889D-F5NCDM-2 です。標準ケーブル⻑を⽰す番号である 2 を、
0M3 [0M3 (0.98 フィート )]、1 [1m (3.28 フィート )]、5 [5 m (16.4 フィート )]、
または 10 [10m (32.8 フィート )] に置き換えます。

ピン ⾊
機能

OSSDモード GuardLinkモード
1 茶⾊ +24V +24V
2 白⾊ 安全 A 安全⼊力
3 ⻘⾊ 0V 0V
4 黒⾊ 安全 B 安全出力

5 灰⾊ ロックコマンド コマンド、ロック、
およびロック解除 (CLU)

5

4
3

1

2

440G-MZ

5 線式パッチコード (1)、(2)

889D-F5NCDM-x
コードセット (3)

889D-F4NE-y

4 線式パッチコード (2)、(4)

889D-F4NEDM-x 

440S-PF5D

茶⾊

⻘⾊
DC+24V

0V

440R-ENETR 440R-DG2R2T

白⾊ (S12) 黒⾊ (S22)

OSSDロック解除
リセット
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440G-MZ Guardmaster セーフティスイッチ インストレーションインストラクション
仕様

ステータスインジケータ

項⽬ 値

規格 IEC 60947-5-3、IEC 61508、ISO 13849-1、
IEC 62061、ISO 14119、UL 508

安全分類

ISO 14119 に準拠したタイプ 4 のガードロック付き
インターロック装置、ISO 14119 に従って低 ( 標準 )
および高 ( 独⾃ ) のコーディングを使⽤
ISO 13849-1 に従う PLe カテゴリ 4、IEC 62061 に
従う SIL CL 3、および IEC 61508 に従う SIL 3 まで
のアプリケーションに適合

機能安全データ

OSSD モード(1)

(1) このデータは、440G-MZ セーフティスイッチを OSSD モードで使⽤する ( 安全 I/O また
は安全ロジックデバイスに接続する ) 場合のものです。

• プルーフテスト間隔 = 20 年
• PFHd = 3.17E-09
• PFD = 3.67E-04

GuardLink®
モード(2)

(2) このデータは、440G-MZ セーフティスイッチを GuardLink 安全システムで使⽤する場合
のものです。

• プルーフテスト間隔 = 20 年
• PFHd = 2.93E-09
• PFD = 3.59E-04

認定 すべての該当する EU 指令に対して CE マーク、
c-UL-us、および TÜV

動作特性
項⽬ 値
スイッチとアクチュエータ取付け
ブラケットの M5 取付け⽤トルク 最⼤ 2Nm (17.7 ポンドインチ )

トルク、補助リリースアクセスねじ
( エスケープ・リリース・モデル ) 0.56Nm (5 ポンドインチ )

固定⽤ボルトのアラインメント許容値 X、
Y、Z 最⼤ ±5mm (0.2 インチ )

最⼩ドア半径 457.2mm (18 インチ )
保持力 (Fmax) 
(ISO 14119)

3250N

保持力 (Fzh) 
(ISO 14119) 

2500N

最⼤出力電流 ( 各出力 ) 200mA
静⽌状態の電力消費、ロックまたは
ロック解除 1.5W

ロック信号電流 1mA
ピーク電流と期間 ( 電源投⼊時または
ロック / ロック解除操作の後 )

ロック / ロック解除操作後、
約 800msec 間に 150mA

定常状態最⼤電流 • OSSD モード：40mA
• GL モード：50mA

動作電圧 Ue DC24V +10% / -15% クラス 2 PELV
動作サイクル最⼤周波数 0.2Hz
後続のロック / ロック解除間のドウェル
タイム 2.5sec

応答時間 ( オフ )
(IEC 60947-5-3) 275msec

⽴上げ時間 ( 可⽤性 ) 8sec
利⽤カテゴリ
(IEC 60947-5-2) DC-13 24V 200mA

絶縁電圧 Ui 
(IEC 60947-5-1)

75V

インパルス耐電圧 Uimp 
(IEC 60947-5-1)

1kV

汚染度 
(IEC 60947-5-1) 3

補助リリース 内蔵
エスケープリリース 内蔵 ( ⼀部のモデル )
保護クラス 
(IEC 61140) クラス II

機械的な寿命 500,000 回の操作

出力 ( ガードドアが閉じたロック状態 )
項⽬ 値
安全出力 2 x PNP、最⼤ 0.2A/ オン (DC+24V)

環境条件
項⽬ 値
動作温度 0 〜 55°C (32 〜 131°F)
保管温度 -25 〜 +75ºC (-13 〜 +167ºF)
動作湿度 5 〜 95% ( 結露なきこと )

エンクロージャタイプ定格 

• IP65
• IP66
• IP67
• IP69
• IP69K

衝撃および振動 • IEC 60068-2-27、30g (1.1 オンス )、11msec
• IEC 60068-2-6、10 〜 55Hz、1mm (0.4 インチ )

無線周波数 /EMC IEC 60947-5-3、FCC-1 ( パート 18 および 15)、RED

全般
項⽬ 値

材質

スイッチ
• ハウジング：ABS
• フロントブレースおよびエスケープリリース：

SS304 ( 機械加⼯ )、SS316 ( 鋳造 )

アクチュエータ

• ハウジングおよびハウジングカバー：SS304
• スプリング：SS302
• グロメット：ニトリルゴム
• ねじ：ステンレススチール
• タング：SS410

ブラケット 高張力低合⾦鋼

アクセサリ

• 南京錠：SS410
• ボタン：アルミニウム、粉体塗装
• 補助リリース⼯具：SS304、SS201 キーリング付き
• ねじ：スチール

重量 kg
( ポンド )

• スイッチ：0.75 (1.7)
• エスケープリリース付きスイッチ：1.59 (3.5)
• アクチュエータ：0.27 (0.6)
• アクチュエータ L 型取付けブラケット：0.27 (0.6)
• アクチュエータ Z 型ブラケット：0.54 (1.2)
• スイッチ L 型ブラケット：1 (2.2)
• ボタン：0.025 (0.06)
• 補助リリース⼯具：0.018 (0.04)
• ねじ：0.014 (0.03)

保護タイプ

• 短絡
• 電流制限
• 過負荷
• 逆極性
• 過電圧 ( 最⼤ 60V)
• サーマルシャットダウン / 再始動

表 3 - 出力ステータスと LED 表示

ガード
ステータス

ロック
コマンド

ロック
ステータス

デバイス
インジ

ケータ(1)

(1) リンク・ステータス・スインジケータは OSSD モードでは消灯し、GuardLink モードで
は他のデバイスのステータスによって異なります。GuardLink 安全システムの動作につ
いては、6 ページの 「参考資料」の Pub.No. 440R-UM015 を参照してください。

出力ステータス

状態
OSSD

モード(
安全A

およびB)

Guardlink
モード

(安全出力)

開いている
か閉じて

いる
ロック

解除
ロックを
解除した

状態
赤⾊に点灯 消灯 消灯 安全

開 ロック
ロックを
解除した

状態
アンバーに

点滅 消灯 消灯
レディ。

ガードドアを
閉じてロック

閉 ロック ロックした
状態 緑⾊に点灯 点灯 点灯 動作時

開いている
か閉じて

いる

ロック
または
ロック

解除

ロックした
状態または
ロック解除

した状態
赤⾊に点滅 消灯 消灯

フォルトが存在。
電源を切断後

再投⼊するか、
または GuardLink
システムでリンク

経由でリセット
コマンドを発⾏(2)

(2) 診断とフォルトコードについては、6 ページの 「参考資料」の Pub.No. 440G-UM004 を
参照してください。
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https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/440g-um004_-en-p.pdf


ロックコマンド

カタログ番号の説明

アクセサリ

参考資料
資料をダウンロードするには、rok.auto/literatureにアクセスして以下のパブリ
ケーション番号(Pub.No.)を検索してください。

表 4 - ロックコマンド機能 (OSSD モード )
ロックタイプ OSSDモード Cat.No.

電動解除 24V = ロック解除 
0V = ロック 440G-MZS20*NR*

電動ロック 0V = ロック解除 
24V = ロック 440G-MZS20*NL*

重要 GuardLinkモードでは、ロックおよびロック解除コマンドは
GuardLink CLU信号によって送信されます。この機能は、電動解除
モデルと電動ロックモデルのどちらでも同じです。

440G-MZS 20 S N R J E
a b c d e f

a b c
出力(安全/補助) アクチュエータコード 補助タイプ

コード 説明 コード 説明 コード 説明

20 安全 x2/ 補助なし S 標準
コーディング N 補助なし

U 独⾃
コーディング

d e f
ロックタイプ 接続タイプ 特別な機能

コード 説明 コード 説明 コード 説明
R 電動解除 J M12 5 ピン 空白 なし

L 電動ロック E エスケープ
リリース

説明 Cat.No.
標準コーディングアクチュエータ (EN ISO 14119 の低レベル ) 440G-MZAS
独⾃コーディングアクチュエータ (EN ISO 14119 の高レベル ) 440G-MZAU

アクチュエータ取付け
ブラケット

L 型 440G-MZAM1

Z 型 440G-MZAM2

スイッチ取付けブラケット 440G-MZAM3

南京錠アクセサリ 440G-MZAL

補助リリース⼯具 440G-MZAT

交換⽤ねじ 440G-MZRSC

交換⽤ボタン 440G-MZRBU

マニュアル名 説明

440G-MZ Guard Locking Switch User 
Manual (Pub.No. 440G-UM004)

ロックウェル・オートメーションのガード・
ロック・スイッチを取付けるための⼀般的
なガイドラインが記載されている。

Guardmaster GuardLink 安全システム
ユーザーズマニュアル
(Pub.No. 440R-UM015)

ロックウェル・オートメーションの
GuardLink安全システムを構成するための
ガイドラインが記載されている。

配線と接地に関するガイドライン 
(Pub.No. 1770-4.1)

ロックウェル・オートメーションの産業⽤
システムを取付ける際の⼀般的ガイドライ
ンが記載されている。

製品認定に関するWebサイト：
rok.auto/certifications

適合宣⾔、認証、およびその他の認証の
詳細情報が記載されている。

説明 Cat.No.
Publication 440G-IN018C-JA-P - September 2021
Copyright © 2021 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S.A.

Allen-Bradley、ArmorBlock、expanding human possibility、GuardLink、Guardmaster、Rockwell Automation、および SensaGuard は、
Rockwell Automation, Inc. の商標です。
Rockwell Automation に属していない商標は、それぞれの企業が所有しています。

お客様のご意⾒はより良いマニュアル作りに役⽴ちます。マニュアルの改善についてご提案があれば、rok.auto/docfeedback にあるフォームに記⼊してお送りください。
テクニカルサポートについては、rok.auto/support をご覧ください。

PN-539600
10005220453 Ver 02

電気・電⼦機器の廃棄物(WEEE)

ロックウェル・オートメーションは、ウェブサイト rok.auto/pec で最新の製品環境情報を公開しています。

耐⽤年数の経過後、この装置は⾃治体が回収する混合ごみとは別に回収する必要があります。

Connect with us.

https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/440g-um004_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/440r-um015_-ja-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1770-in041_-ja-p.pdf
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/support/documentation/product-certifications.html
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https://rok.auto/docfeedback
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/support.html
https://ab.rockwellautomation.com/ja-jp/company/about-us/integrity-sustainability/product-environmental-compliance.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/support/documentation/literature-library.html
https://www.rockwellautomation.com/
https://www.facebook.com/ROKAutomation
https://www.instagram.com/rokautomation/
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