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SafeZone 3 セーフティ・レーザ・スキャナの取付け
Cat. No. 442L-SZNMZCP、442L-SZNCPMOD

本書について
本書は、SafeZone™セーフティ・レーザ・スキャナと関連するシステ
ムプラグ(Cat.No. 442L-SZNMZCPおよび442L-SZNCPMOD)に適⽤さ
れます。

安全情報

セーフティ・レーザ・スキャナは、以下の⽤途には適していません。
特に、

• 屋外
• ⽔中
• 爆発性環境

SafeZone 3セーフティ・レーザ・スキャナの⽤途と構成については、
Pub.No. 442L-UM008を参照してください。

デバイスの概要

システムプラグの取付け
SafeZone 3セーフティ・レーザ・スキャナとシステムプラグは別個に
販売されており、システムプラグをSafeZone 3セーフティ・レーザ・
スキャナに取付ける必要があります。

SafeZone 3セーフティ・レーザ・スキャナの背面と底面の両⽅の取付
け⽳に保護カバーが付いています。セーフティ・レーザ・スキャナに
システムプラグを取付ける際は、環境が清潔であり、煙や⽔滴、埃がな
いようにしてください。以下の⼿順に従って、システムプラグを取付け
てください。

1. SafeZone 3セーフティ・レーザ・スキャナの⽤途に合った取付
け⽅法を決定します。

2. システムプラグを取付ける最適な場所(スキャナの背面または底
面のいずれか)を決定します。

3. T20トルクスドライバーを使⽤して、選択した取付け⽳から保
護カバーを取り外します。

4. システムプラグを開口部に慎重に挿⼊し、T20トルクスドライ
バーを使⽤して2つのねじを締めて、モジュールを固定します。
締付けトルクは、2.25〜2.75Nm (19.9〜24.3ポンドインチ)
です。

取付けたシステムプラグを別の取付け⽳に移す必要がある場合は、
「システムプラグの位置の変更」を参照してください。

システムプラグの位置の変更
T20トルクスドライバーが必要です。

1. システムプラグのねじを緩めます。
2. セーフティ・レーザ・スキャナの取付け⽳からシステムプラグ

を取り外します。
3. カバープレートのねじを緩めます。
4. セーフティ・レーザ・スキャナの新しい取付け⽳からカバープ

レートを取り外します。
5. システムプラグを開口部に慎重に挿⼊し、T20トルクスドライ

バーを使⽤して2つのねじを締めて、モジュールを固定します。
締付けトルクは、2.25〜2.75Nm (19.9〜24.3ポンドインチ)です。

6. セーフティ・レーザ・スキャナの空いた取付け⽳にカバー
プレートを取付け、ねじを締めます。締付けトルクは、2.25〜
2.75Nm (19.9〜24.3ポンドインチ)です。

項⽬ 参照ページ
本書について 1
安全情報 1
デバイスの概要 1
システムプラグの取付け 1
接続の概要 2
ピンの割付け 2
セーフティ・レーザ・スキャナの交換 3
システムプラグの交換 3

注意：SafeZone 3セーフティ・レーザ・スキャナの
有効性の⽋如による危険。順守しないと、機械の危険
な状態で停⽌しないか、タイムリーに停⽌しません。
記載されている安全情報に従ってください。

番号 説明 番号 説明
1 光学カバー 6 追加インジケータ
2 ディスプレイ 7 ネットワークインジケータ
3 キーパッド 8 M5取付けインサート(4つ)
4 USBポート(無効) 9 システムプラグ (背面に取付け)
5 ステータスインジケータ 10 システムプラグ(底面に取付け)
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重要 SafeZone 3セーフティ・レーザ・スキャナまたは本書で
説明したシステムプラグの変更/修正は、デバイスへの電
力が除去された後でのみ⾏なってください。

XD1のピンの割付けについては2 ページの表 2、XF1および
XF2の接続については2 ページの表 3を参照してください。

https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/442l-um008_-en-p.pdf


SafeZone 3 セーフティ・レーザ・スキャナの取付け インストレーションインストラクション
直接取付け
セーフティ・レーザ・スキャナの背面には、M5ねじ切りインサートが
4つあります。背面から取付け面に⽳を開けることができない場合は、
これらのねじ⽳を使⽤してセーフティ・レーザ・スキャナを直接取付
けることができます。

• 直接取付けるには、背面のM5ねじ⽳(1)または側面のM5ねじ
⽳(2)を使⽤します。

• 耐振性と耐衝撃性に関してデータシートの値に達するように、
4つの背面のM5ねじ⽳または4つの側面のM5ねじ⽳はすべて
使⽤します。

• ねじのかみ合いの最⼤深さは、7.5mm (0.29インチ)です。
• 締付けトルクは、4.5〜5.0Nm (39.8〜44.2ポンドインチ)です。

接続の概要

ピンの割付け
電源電圧(Pwr) - XD1
図 1 - M12 オスコネクタ、4 ピン、A コード

EtherNet/IP接続(E/IP) - XF1/XF2
図 2 - M12 メス型コネクタ、4 ピン、D コード

代替FE接続
代替FE接続のねじの接続

• ねじ：M5 x 12
• 締付けトルク：3.5〜5Nm

適切なケーブルラグ
• フォーク型ケーブルラグまたはリング・ケーブル・ラグ
• 幅：≤10mm (0.4インチ)
• ねじの⽳の直径：通常5.2mm (0.2インチ)

機能接地の接続は、1つだけの代替FE接続経由で⾏なう必要があり
ます。

• M12プラグコネクタのピン
• M12プラグコネクタのねじ
• 代替FE接続

機能接地の接続は、低インダクタンスかつ⼗分に広い断面で⾏ない、
ケーブル⻑をできるだけ短くする必要があります。機能接地と保護接
地は、絶縁する必要があります。

表 1 - 接続ケーブル
説明 Cat. No.

電源接続ケーブル
4ピン、フライングリード付きM12 QDストレートメス端⼦、
⻩⾊のPVC被膜、22 AWG、250V、4A 889D-F4AC-x (1)

(1) * を、標準的なケーブルの⻑さを表す 2 (2m)、5 (5m)、または 10 (10m) と置き換えてく
ださい。
詳細は、rockwellautomation.com/ja-jp/products/hardware/allen-bradley/
connection-devices/cables-and-cordsets/dc-micro--m12-/dc-micro-cordsets-and-
patchcords.html を参照してください。

4ピン、フライングリード付きM12 QD直⾓メス端⼦、⻩⾊の
PVC被膜、22 AWG、250V、4A 889D-R4AC-x (1)

イーサネットケーブル
M12-フライングリード
1585イーサネットケーブル、4導線、M12、ストレートオス
端⼦、標準、フライングリード、⻘緑⾊のPUR、シールド、
100BASE-TX、100Mbps、⾼フレックス、PUR、ハロゲン
フリー、1,000万回のサイクル

1585D-M4UB-x (2)

(2) * を、標準的なケーブルの⻑さを表す 2 (2m)、5 (5m)、または 10 (10m) と置き換えてく
ださい。
詳細は、rockwellautomation.com/ja-jp/products/hardware/allen-bradley/
connection-devices/network-media/ethernet/1585-m12-and-variant-1.html を参照し
てください。

M12-M12
1585イーサネットケーブル、4導線、M12、ストレートオス
端⼦、標準、M12、⻘緑⾊のPUR、シールド、100BASE-TX、
100Mbps、⾼フレックス、PUR、ハロゲンフリー、1,000万回
のサイクル

1585D-M4UBDM-x (2)

M12-M12
1585イーサネットケーブル、4導線、M12、ストレートオス
端⼦、標準、M12、直⾓オス端⼦、⻘緑⾊のPUR、シールド、
100BASE-TX、100Mbps、⾼フレックス、PUR、ハロゲン
フリー、1,000万回のサイクル

1585D-M4UBDW-x (2)

M12-RJ45
1585イーサネットケーブル、4導線、M12、ストレートオス
端⼦、標準、RJ45、ストレートオス端⼦、⻘緑⾊のPUR、
シールド、100BASE-TX、100Mbps、⾼フレックス、PUR、
ハロゲンフリー、1,000万回のサイクル

1585D-M4UBJM-x (2)
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表 2 - 電源電圧のピンの割付け
ピン 指定 機能 ワイヤの⾊(1)

(1) 推奨接続ケーブルに適⽤されます ( 表 1 を参照 )。

1 DC+24V 電源電圧DC+24V 茶⾊
2 NC 未接続 白⾊
3 DC0V 電源電圧DC0V ⻘⾊
4 FE 機能接地/シールド 黒

表 3 - EtherNet/IP ™のピンの割付け
ピン 指定 機能 ワイヤの⾊(1)

(1) 推奨接続ケーブルに適⽤されます ( 表 1 を参照 )。

1 TX+ 送信データ+ 白⾊/オレンジ
2 RX+ 受信データ+ 白⾊/緑⾊
3 TX- 送信データ- 緑⾊
4 RX- 受信データ- オレンジ
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セーフティ・レーザ・スキャナの交換
セーフティ・レーザ・スキャナが損傷したか正常に機能しない場合
は、スキャナを交換する必要があります。

T20トルクスドライバーが必要です。

セーフティ・レーザ・スキャナの交換
(システムプラグなし)

1. 環境が清潔であり、煙や⽔滴、埃がないことを確
認します。

2. システムプラグのねじを取り外し、機能していな
いセーフティ・レーザ・スキャナからシステムプ
ラグを取り外します。

3. 取付けねじを取り外し、機能していないセーフ
ティ・レーザ・スキャナを取り外します。

4. 「システムプラグの交換」を参照して、新しいセーフティ・レー
ザ・スキャナにシステムプラグを取付けます。

5. 新しいセーフティ・レーザ・スキャナを取付け、2 ページの直
接取付けを参照します。

6. SafeZone 3セーフティ・レーザ・スキャナの有効性を確認しま
す。詳細は、Pub.No. 442L-UM008を参照してください。

セーフティ・レーザ・スキャナ全体の交換
1. システムプラグから接続ケーブルを外します。
2. 取付けねじを取り外し、機能していないセーフ

ティ・レーザ・スキャナを取り外します。
3. 2 ページの直接取付けを参照して、新しいセーフ

ティ・レーザ・スキャナを取付けます。
4. 接続ケーブルをシステムプラグに再度接続

します。
5. セーフティ・レーザ・スキャナを構成します。
6. 試運転を再度実⾏します。細心の注意を払いながら、記載され

ている項⽬をすべてチェックします。詳細は、
Pub.No. 442L-UM008を参照してください。

システムプラグの交換
T20トルクスドライバが必要です。

1. 環境が清潔であり、煙や⽔滴、埃がないことを確認
します。

2. システムプラグから接続ケーブルを外します。
3. 必要に応じて、セーフティ・レーザ・スキャナを

清潔な場所に移動します。
4. システムプラグのねじを取り外し、セーフティ・レーザ・スキ

ャナからシステムプラグを取り外します。
5. 新しいシステムプラグをセーフティ・レーザ・スキャナの適切

な取付け⽳に慎重に挿⼊します。
6. 固定⽤のねじを使⽤して、システムプラグを固定します。締付

けトルクは、2.25〜2.75Nm (19.9〜24.3ポンドインチ)です。
7. 接続ケーブルをシステムプラグに再度接続します。
8. 試運転を再度実⾏します。細心の注意を払いながら、記載され

ている項⽬をすべてチェックします。詳細は、
Pub.No. 442L-UM008を参照してください。

注意：保護装置の有効性の⽋如による危険。
順守しないと、保護すべき⼈や⾝体の部位を認識できま
せん。
システムプラグに不適切な構成データが保存されている
と、危険な状態で停⽌しないか、タイムリーに停⽌しま
せん。
交換後：
• 同じシステムプラグまたは同じ構成データが保存され

ているシステムプラグが使⽤されていることを確認し
ます。

• セーフティ・レーザ・スキャナが正しく位置合わせさ
れていることを確認します。

重要 エンクロージャのIP65保護等級が適⽤されるのは、セー
フティ・レーザ・スキャナが閉じられ、システムプラグ
が取付けられている場合に限られます。
• システムプラグとカバープレートを取付けます。
• オス型ケーブルコネクタまたは保護キャップを使⽤し

て、セーフティ・レーザ・スキャナのM12コネクタを
すべて閉じます。
- 締付けトルク(接続⽤)：

0.4〜0.6Nm (3.54〜5.31ポンドインチ)
- 締付けトルク(保護キャップ⽤)：

0.6〜0.7Nm (5.31〜6.19ポンドインチ)
• 光学カバーを取付けます。

重要 システムプラグを慎重に挿⼊します。無理やり挿⼊しな
いでください。無理やり挿⼊すると、接点が折れるか曲
がる可能性があります。

重要 エンクロージャのIP65保護等級が適⽤されるのは、
セーフティ・レーザ・スキャナが閉じられ、システム
プラグが取付けられている場合に限られます。
• システムプラグとカバープレートを取付けます。
• オス型ケーブルコネクタまたは保護キャップを使⽤

して、セーフティ・レーザ・スキャナのM12コネク
タをすべて閉じます。
- 締付けトルク(接続⽤)：

0.4〜0.6Nm (3.54〜5.31ポンドインチ)
- 締付けトルク(保護キャップ⽤)：

0.6〜0.7Nm (5.31〜6.19ポンドインチ)
• 光学カバーを取付けます。

重要 システムプラグを慎重に挿⼊します。無理やり挿⼊し
ないでください。無理やり挿⼊すると、接点が折れるか
曲がる可能性があります。
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Allen-Bradley、expanding human possibility、Guardmaster、Rockwell Automation、および SafeZone は、Rockwell Automation, 
Inc. の商標です。
EtherNet/IP は、ODVA, Inc. の商標です。
Rockwell Automation に属していない商標は、それぞれの企業に所有されています。

Connect with us.

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。

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、この装置は分別されていない都市廃棄物とは別に回収する必要があります。

当社のサポートサービス
このリソースを使⽤してサポート情報にアクセスしてください。

マニュアルに関するご意⾒やご要望
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・センター ハウツービデオ、FAQ、チャット、ユーザフォーラム、製品更新通知。 rok.auto/support
ナレッジベース ナレッジベース記事にアクセスできます。 rok.auto/knowledgebase
地域のテクニカルサポートの電話番号 お住まいの国の電話番号を検索できます。 rok.auto/phonesupport

⽂書ライブラリ インストレーションインストラクション、マニュアル、カタログ、テクニカル
データ資料。 rok.auto/literature

製品の互換性およびダウンロードセンター
(PCDC)

ファームウェア、関連ファイル(AOP、EDS、DTMなど)をダウンロードし、
製品リリースノートにアクセスできます。 rok.auto/pcdc
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