
インストレーションインストラクション
440G-EZ インターロック・セーフティ・スイッチ
Cat.No. 440G-EZS21STL05J、440G-EZS21STL05H

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。

設置
440G-EZセーフティスイッチの取付けは以下に⽰す⼿順と仕様に従っ
て、適した能力をもつ⼈員により実施してください。本ユニットを機械
的停⽌部として使⽤しないでください。ガードストップおよびガイド
を取付ける必要があります。

推奨する保守⼿順を守ることが、保証を受ける際に必要となります。

主な⽤途
440G電磁スイッチは、防御ドアの位置のモニタに適しています。プロ
セス保護専⽤の磁気ロックデバイスが付いています。

複数のセーフティスイッチの取付け

図 1 - 間隔要件 [mm ( インチ )]

取付け
センサは以下の⽅法で取付けることができます。

• 表面取付け — 保護装置の固定部(ドアフレームなど)にセンサ
を取付けます。

• 埋め込み型 — 保護装置の固定部(ドアフレームなど)の内部に
センサを取付けます。取付け面には適切な開口部がある必要が
あります。取付け面の厚さは1.5〜3mm (0.06〜0.12インチ)
必要です。

埋め込み型の開口部の⼨法については、 4ページの図 4を参照してくだ
さい。

注意：本書と、この装置の取付け、構成、および操作
に関する 4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 ページ
図 3の表を更新。 2
表 2を更新。 3
仕様の表のエンクロージャタイプ定格に「IP69K」を追加。 3

注意：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。

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。
この装置は、IEC 60364-4-41の414-3の要件に適合した
DC24V PELVまたはSELV電源から給電する必要がありま
す。この規定は、内部フォルトが存在する場合でも、出
力端⼦の電圧がDC60Vを超えないことを保証するために
適⽤されています。装置の選択または取付けが不適切で
ある場合、安全システムの整合性に影響を及ぼします。

注意：ロック力はモニタされません。ロック力は安全
関連機能ではありません。

重要 複数のセーフティスイッチを取付けるときは、
相互⼲渉を防ぐために個々のシステム間の最⼩間
隔要件に従う必要があります。

重要 操作動作に対する保護性能を⾼めるために、セー
フティスイッチは⽔平に取付けてください。
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440G-EZ インターロック・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
センサの取付け
1. 固定ねじ(六⾓⽳付き、2mm (0.08インチ))を緩め、カバー

プレートを取り外します。

2. 保護装置の固定部に4本のM4ねじでセンサを取付け、4個の
ナットで固定します。
• 表面取付けの場合：保護装置の固定部にセンサを取付けま

す。前面または背面にねじを固定できます。

• 埋め込み型の場合：保護装置の固定部の内部にセンサを取付
けます。

3. センサにカバープレートを取付けます。
4. 固定ねじを1Nm (8.9ポンドインチ)のトルクで締め付けます。

アクチュエータの取付け
1. 取付けたセンサにアクチュエータの位置を合わせます。
2. 保護装置の可動部(ドアなど)に4本のM4ねじでアクチュエータ

を取付けます。締付けトルクは1Nm (8.9ポンドインチ)です。
可能であれば、使い捨てねじを使⽤してください。
• 保護装置が閉じているときのセンサとアクチュエータの最大

⾓度：3°

3. アクチュエータのドリル⽳に保護キャップをかぶせます。

配線
図 2 - 装置接続ピンの割付け (M12 オスコネクタ、5 ピン、A コード )

図 3 - 装置接続ピンの割付け (M12 オスコネクタ、8 ピン、A コード )

締付けトルク：
1Nm (8.9 ポンドインチ )

締付けトルク：
1Nm (8.9 ポンドインチ )

ピン ワイヤの色(1)

(1) アクセサリとして推奨される延⻑ケーブルに適⽤されます。

指定 説明
1 茶⾊ DC+24V セーフティスイッチ電源電圧
2 白⾊ OSSD 1 安全出力
3 ⻘⾊ 0V DC0V 電源電圧
4 黒⾊ OSSD 2 安全出力
5 灰⾊ 磁石 磁石作動 DC24V

重要 プラグコネクタが確実に接続されていることを
確認してください。

ピン ワイヤの色(1)

(1) アクセサリとして推奨される延⻑ケーブルに適⽤されます。

指定 説明

1 白⾊ 補助 アプリケーション診断出力
( 安全ではない )

2 茶⾊ DC+24V セーフティスイッチ電源電圧
3 緑⾊ 磁石 磁石作動 DC24V
4 ⻩⾊ OSSD IN2 安全⼊力(2)

(2) 単一のセーフティスイッチとして、またはカスケードの最初のセーフティスイッチとして
使⽤する場合は、DC24V を印加します。

5 灰⾊ OSSD 1 安全出力
6 ピンク OSSD 2 安全出力
7 ⻘⾊ 0V DC0V 電源電圧
8 赤⾊ OSSD IN1 安全⼊力 (2)

重要 プラグコネクタが確実に接続されていることを確
認してください。

≤3°
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440G-EZ インターロック・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
ステータスインジケータ
スイッチには2つのステータスインジケータがあります。

メンテナンス

修理
誤動作や損傷がある場合は、修理しようとしないでください。機器の運
転が可能になる前に交換してください。

仕様

表 1 - ステータスインジケータの状態

番号 名称 色 説明

1 OSSD 緑 / 赤 • OSSD ペアがオン状態のときは緑⾊。
• OSSD ペアがオフ状態のときは赤⾊。(1)

(1) アプリケーション診断出力に負荷がかかりすぎると、赤⾊の OSSD ステータスインジ
ケータが点灯したままになります。セーフティスイッチの実際の切換え動作には影響し
ません。

2 LOCK ⻩⾊ 磁石に電圧が印加されるとオンになります。

表 2 - 通常動作時のスイッチのステータス

ピン ドア / ガード
のステータス

OSSD
⼊力(1)

(1) OSSD ⼊力は、8 ピンバージョンでのみ使⽤できます。

OSSD
インジケータ

補助
ステータス OSSD 出力

8 ピン

開 オンまたは
オフ 赤⾊ オフ オフ

閉 オン 緑⾊ オン(2)

(2) デバイスがフォルト状態になると、補助出力と OSSD 出力はオフになります。

オン (2)

開 オフ 赤⾊ オフ オフ
閉 オフ 赤⾊ オフ オフ

5 ピン
開 — 赤⾊ — オフ
閉 — 緑⾊ — オン (2)

頻度 説明

毎週

• アクチュエータとスイッチの位置合わせ、および切換え回
路の動作が適切であることを確認します。

• 誤った使⽤や⼲渉の形跡がないかどうかを確認します。
• スイッチケーシングとアクチュエータに損傷がないかどう

かを点検し、必要に応じて交換します。

少なくとも
6 か⽉に一度

• 全電源を絶縁します。
• 蓋とエンドカバーを取り外します。
• すべての端⼦が確実に固定されているかどうか点検します。
• 微細なゴミがたまっている場合は取り除きます。
• アクチュエータの摩耗、カムアセンブリの摩耗、接点の酸

化などの摩耗や損傷の形跡がないかどうか点検し、必要に
応じて交換します。

• カバーを元通りに取付け、指定された設定値までねじを締
め付けます。

• 電源を接続して、正しく動作することを確認します。
• 不正開封防⽌のために取付け具にワニスなどの塗料を塗布

します。

重要 ユニットを分解しないでください。

1 2

項⽬ 440G-EZS21STL05J、440G-EZS21STL05H

機能安全データ
( 防御ドア検知 )

• PFHd= 40°C (104°F) および海抜 1000m 
(3280.8 フィート ) のとき 1.5 x 10-8

• ミッション時間 /PTI：20 年
動作特性
安全なスイッチオン距離 4mm (0.16 インチ )
標準のスイッチオン距離 15mm (0.59 インチ )
安全なスイッチオフ距離 45mm (1.77 インチ )
保持力 500N
固定力 25N
最大作動周波数 0.5Hz
ロックデバイスのアライメン
ト ( ずれ ) 許容値

• 垂直：5mm (0.2 インチ )
• ⽔平：5mm (0.2 インチ )

開口⾓ 3°
オフセット許容範囲 5mm (0.2 インチ )
定格電圧 DC24V
絶縁電圧 Ui 32V
定格耐インパルス電圧 Uimp 1.5kV
単一のセーフティスイッチが
接続されている場合の電源
電圧

DC24V (DC19.2 〜 28.8V) クラス 2 電源

カスケード接続されている
場合の電源電圧 UV

• センサ：DC24V (DC22.8 〜 28.8V) クラス 2
電源

• 磁石：DC24V (DC21.6 〜 28.8V) クラス 2 電源

消費電力 • ロック作動：350mA
• ロック解除：50mA 

切換え周波数 ≤ 0.5Hz
出力のタイプ OSSD
最大出力電流 ≤ 100mA
診断出力 ≤ 25mA、短絡保護
ケーブルの静電容量 400nF (OUT A および OUT B の場合 )
応答時間 50msec
イネーブル時間 100msec
リスク時間 100msec
電源投⼊時の遅延 2.5sec
電源電圧中断時の
ミューティング時間 4msec

環境条件
動作温度 -20 〜 +55°C (-4 〜 +131°F)
保管温度 -25 〜 +70°C (-13 〜 +158°F)
相対湿度 70°C (158°F) のとき 50% (IEC 60947-5-2)
エンクロージャタイプ定格 IP67、IP69K

EMC IEC EMC：EN IEC 61326-3-1、EN IEC 60947-5-2、
EN IEC 60947-5-3

耐振性 1mm/10 〜 55Hz (IEC 60068-2-6)
衝撃に対する抵抗 30g、11msec (IEC 60068-2-27)
出力

安全出力 2 x OSSD、2 x PNP、最大 100mA、
短絡保護と過負荷保護

補助出力 最大 25mA、短絡保護 ( 抵抗負荷 )

切換え電圧 • オン状態：DC19.2 〜 28.8V
• オフ状態：DC0 〜 2V

切換え電流 • オン状態：≤ 100mA
• オフ状態：≤ 500µA

テストパルス時間 300µsec
重量
センサ 510g (18 オンス )
アクチュエータ  210g (7.4 オンス )
材質
センサハウジング 陽極酸化アルミニウム
アクチュエータハウジング ガラス繊維強化 PVC
アンカープレート ニッケルめっきスチール
Rockwell Automation Publication 440G-IN019C-JA-P - November 2020 3



概算⼨法
図 4 - 埋め込み型 [mm ( インチ )]

図 5 - アクチュエータ [mm ( インチ )]

図 6 - センサ [mm ( インチ )]

(1) L = 150±2mm (5.91±0.79 インチ )

参考資料
以下の資料には、ロックウェル・オートメーションの製品に関連する
追加情報が記載されています。

これらの資料は、rok.auto/literatureで閲覧またはダウンロードでき
ます。
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マニュアル名 説明
440G-EZ Interlocking Safety 
Switch User Manual 
(Pub. No. 440G-UM003)

440G-EZセーフティスイッチの
ライフサイクル中に必要な情報を
提供する。

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
産業⽤システムの取付けに関する
一般的ガイドラインを提供する。

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
認証の詳細情報を記載している。
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Allen-Bradley、expanding human possibility、Guardmaster、および Rockwell Automation 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りましたら、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。

電気・電⼦機器の廃棄物(WEEE)

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-um003_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1770-in041_-ja-p.pdf
https://rok.auto/certifications
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/du/ra-du002_-en-e.pdf
https://rok.auto/docfeedback
https://rok.auto/support
https://rok.auto/pec
https://rok.auto/literature
https://www.rockwellautomation.com/
https://www.facebook.com/ROKAutomation
https://www.instagram.com/rokautomation/
https://www.linkedin.com/company/rockwell-automation
https://twitter.com/ROKAutomation
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