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1 はじめに
本取扱説明書について

本書には通常運転や小さな障害の解消、さらにレーザーシステムのメンテナンス
に必要なすべての情報が記載されています。各レーザーシステムには必ず CD 版
取扱説明書が付属されており、レーザーシステムの使用方法を心得た操作スタッ
フ向けに作成されています。

本取扱説明書には、製品の改善や技術の向上のために技術的変更が加えられる可
能性があります。当社では常に製品の改善を目指しております。このため、本書
に記載された仕様が予告なく変更されることがありますので、どうぞご了承くだ
さい。

作業開始前には、必ず『安全に関する注意事項』の章にしっかりと目を通してく
ださい。

注

レーザーシステムに添付されている安全に関する注意事項は操作スタッフがいつ
でも確認できるよう、レーザーシステム周辺に保管してください！

注意事項をすべて理解しているか、確認してください。不明な点がある場合には、
Videojet Technologies Inc. まで直接お問い合わせください。

必ず指示をしっかりと確認すること！

サポートが必要な場合のご連絡先

担当の Videojet Technologies 販売店、または Videojet Technologies 支店まで
ご連絡ください。

Videojet Technologies Inc.
1500 Mittel Boulevard
Wood Dale IL 60191-1073, USA
電話番号（米国専用）：1 800 843 3610
国際電話向けの電話番号：+1 630 860 7300

FAX（米国専用）：1 800 582 1343
FAX（国際電話向け）：+1 630 616 3629
ウェブサイト：www.videojet.com
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注意！ レーザー光線放出の恐れあり。

 

レーザ光線誘導システムが開いている場合、クラス 4の危険なレーザーが放出さ
れる恐れがあります。

眼や皮膚に当たると重度の火傷を生じたり、物に当たった場合には結果として物
的損傷をまねく可能性があります。

このため、必ず本取扱説明書にしっかりと目を通し、安全に関する注意事項を厳
守してください！
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2 安全に関する注意事項

2.1 本書で使用される表現

 危険

直接の脅威となる危険を表します。回避しない場合には、（身体障害につながる）
重度もしくは命にかかわる損傷を負う恐れがあります。

 警告

危険な状況を招く可能性があることを意味します。回避しない場合には、重度も
しくは命にかかわる損傷を負う恐れがあります。

 注意

危険な状況を招く可能性があることを意味します。回避しない場合には、軽傷も
しくは軽い損傷を負う恐れがあります。物的損傷に対する警告としても用いられ
ます。

注

使用に関するヒントやその他の便利な情報を含んでいます。損傷を招いたり、危
険な状況を示すものではありません。

 警告

レーザー光が放出されることにより、危険な状況を招く恐れがあることを示して
います。安全に関する注意事項に注意してください！この注意事項を無視する
と、眼や皮膚に軽度または重度の損傷（失明など）を負ったり物的損傷を引き起
こす恐れがあります。

2.2 レーザークラス

レーザーシステム全体

本レーザーシステムは、EN 60825 規格に準拠したクラス 4 のレーザー機器です。
レーザーシステムはレーザー光放出まで密閉されており、標準モード 1 にてクラ
ス 1 のレーザー機器として作動します。

マーキングを行う対象物も含めてレーザー光放出が適切に覆われた状態では、密
閉型レーザーシステム全体は標準モード 1 でクラス 1 のレーザー機器として保護
装置なしで作動させることができます。遮光することにより、レーザー光やその
反射光が漏れ出すことはありません。

注

遮光カバーは梱包内容に含まれていません！

 警告

本製品なしでもハウジングのレーザー遮光が維持される必要があります。本製品
はハウジングの一部ではありません。
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1 標準モードにはメンテナンス、修理、サービス作業は含まれていません。

レーザー光源

レーザー光源（本書では単にレーザーとも表現）としてイッテルビウム ファイバ
ーレーザーが搭載されており、パルスモードあるいは連続モードで作動します。
このレーザーはクラス 4 相当のレーザー機器です。このレーザーから、眼や皮膚
に当たると危険な非可視（赤外線）光線が放出されます。

パルス周波数は 2 ～ 200 kHz で調整可能。実際のパルス周波数は使用される用
途に応じて変化します。

大値は以下のようになります（仕様ではありません）。

W 平均 大出力密度 大エネルギー密度

レーザー光放射口 50 1.87 W/mm2 36 µJ/mm2

焦点 a 50 169×103 W/mm2 32 x 105 µJ/mm2

a 小焦点直径が 20 µm の場合。

 

 警告

遮光カバーおよび/もしくはレーザーハウジングが一部開かれると、それに伴って
レーザーシステム全体のレーザークラスが 4に変更されます。

この場合には、必ず対応の保護対策を実施してレーザーの周囲で作業を行うスタ
ッフを高度の照射線量から保護してください。対応する保護対策に関しては、『レ
ーザー光』に関する事故防止規則 46.0（BGV B2）に加えて本書の『メンテナンス
およびサービス』の節にも詳細が記載されています。

 注意

改造に関して...

EN 60825 第 1 部『レーザー機器の安全』の第 4.1.1 節：

すでにクラス分類されたレーザー機器にこの規格の枠組みにてデータや機器搭載
機能に関する何らかの改造が加えられる場合、この改造を加えた人物もしくは組
織が責任をもってレーザー機器の新たなクラス分類とその明記を行うものとしま
す。

2.3 適切な使用用途
このレーザーシステムは材質表面の加工専用となっています。材質表面にクラス
4 のレーザー光が集中的に当てられることにより、材質が局部的に加熱されて変
形します。主な用途としては製品表面のマーキング（日付、くじ番号、シリアル
ナンバーなど）が挙げられます。

 警告

レーザーからは強力なレーザー光が照射されるため、適切な取り扱いを怠ること
で人的および物的損傷につながる恐れがあります！

レーザー装置は、アクセスを制限した作業場に設置してください。

不適切な使用とそれに伴う危険を示す例

• 絶対に人や動物にレーザーを照射しないでください！
眼や皮膚に重度の損傷を負う恐れがあります。
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• 可燃性の材質にレーザーを照射しないでください！
レーザー光の照射を避けるため、常に対応の遮光カバーを使用してください。
可燃性の材質にマーキングを施す場合には（紙など）、一歩間違うと火災を引
き起こす恐れがあります。対応の安全措置を行い、住宅用火災警報器や火災報
知器、消火器などを取り付けてください！

• 反射面にレーザーを照射しないでください！
反射したレーザー光は元となるレーザー光と同等か、場合によっては元のレー
ザー光をはるかに上回る危険性をはらんでいます。これに関しては、『マーキ
ングを著しく反射する材質 [} 9]』の節も参照してください。

• 未知の材質にレーザーを照射しないでください！
材質の中には、見た目は不透明でもレーザー光が透過する場合があります。

• 爆発の恐れあり！
レーザー光の作動範囲内に爆発性のある材質や蒸気が入り込まないように注
意してください！

• 安全上の理由から、独断で改造や変更を加えることは禁止されています！
ユーザー/使用会社によって改造が加えられたためにクラス分類済みレーザー
機器の出力データおよび/もしくはその機能方式が変更された場合には、改造
を行った人物もしくは組織が責任をもってレーザー機器の新たなクラス分類
とその明記を行うものとします。この場合、該当する人物あるいは組織は『メ
ーカー』の立場をとります。
この場合、新たにリスク評価を作成してください。

2.3.1 マーキングを著しく反射する材質

マーキングを著しく反射する材質では、レーザー光がレーザーにはね返される場
合があります。こうなると、レーザーシステムが『重大なエラー』状態に切り替
わります。特に作業間隔が正しく設定されていない場合には、システムに修理不
可能な損傷が及ぶ可能性を完全に除外することはできません。

反射率が非常に高い材質にマーキングを行う場合には、以下の点に注意してくだ
さい。

• 反射率が非常に高い材質にマーキングを施す前には、作業間隔が正しく設定さ
れているか確認してください。コーティングが施された紙などの反射率が低
い材質を合わせて使用してください。

• 可能な場合には、マーキング領域の中央で反射率が高い材質のマーキングを行
わないようにしてください。マーキングがマーキング領域の縁にくるよう、加
工を行う製品を配置してください。

• 初はレーザー出力を 大値に設定して、好ましいマーキング結果が得られる
まで徐々に出力を下げてください。 大出力時にマーキングを行うことがで
きない場合には、その材質にマーキングを施すことはできません。

システムが『重大なエラー』状態に切り替わった場合は、リセットを行う必要が
あります。システムの電源を一度オフにしてから再びオンにし、上記の注意事項
に従ってください。

2.4 メンテナンスおよびサービス
本取扱説明書に記載されたメンテナンス作業は、必ず特別教育を受けたスタッフ
によって実施してください。

サービス作業は必ず Videojet Technologies Inc. 、またはその代理店のサービ
ススタッフが実施するようにしてください。これらの作業中はレーザーシステム
をクラス 4で作動させることができます。『レーザー光』に関する DGUV 規則 11
には、クラス 3R、3B、4 のレーザー機器は初めて使用する前に管轄の労働組合、
また労災防止のために管轄の役所（営業監督局）に報告する義務があると記載さ
れています。また、労働組合では書面にてレーザー保護依頼人を指名する必要が
あります。
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注

レーザー機器を初めてご使用になる前には、管轄の労働組合と営業監督局にて報
告を行ってください。

メンテナンスのためシステムをクラス 4 で作動させる場合には、レーザーの安全
性に対して責任を持つ人物にレーザー保護依頼人として必要な教育を施し、労働
組合に依頼人として届けを出してください。

すべてのメンテナンスおよびサービス作業を自ら安全に実施し、操作スタッフや
メンテナンススタッフの安全性を確実に保証するため、当社では特別講習会を開
催しています。

• 技術講習会：
この講習会に参加することで、各自で安全かつ本格的にレーザーシステムのメ
ンテナンスおよびサービス作業を行えるようになります。

• 合同講習会：
技術講習会の内容に加え、レーザー保護依頼人に欠かせない知識を習得するこ
とができます。技術講習会で得られる専門知識のほか、レーザー保護依頼人と
しての作業に欠かせない専門情報の入手が可能です。このレーザー保護依頼
人教育システムは労働組合から公認されています（上記も参照のこと）。

今すぐ関連資料（無料）をお求めください！

 

2.5 保護装置と警告装置
人的および物的損傷を避けるため、レーザーシステムには一連の保護および警告
装置が取り付けられています。これらの保護および警告装置には決して変更を加
えないでください（『レーザークラス』の節を参照）！

保護装置

キースイッチ キースイッチにより、レーザーシステムが勝手に起動
されないようになっています。キーが抜かれ、有資格
スタッフのみがシステムにアクセスできる状態である
ことを確認してください！

レーザーシャッター レーザーシステムのレーザー光経路にはレーザーシャ
ッターが設けられており、レーザー光が漏れ出さない
ようになっています。

レーザー安全回路 
（略称：ドア回路）

ドア回路はシステムの安全囲いを監視します。ドア回
路が開くと、レーザーシャッターが制御されます。

安全スイッチによってレーザーシャッターが監視され
ます。シャッターが閉じない場合には、レーザー光源
がオフになります。このため、ハウジングが開いた状
態でもシステムにはクラス 1が適用されます。

非常停止回路
（インターロック回路）

非常停止回路はレーザー電力源を直接切ることによっ
て危険を回避します。

 

04/17 - Index: AE [JA] 10Videojet 7510/2 安全に関する注意事項



警告装置

シグナルランプ 赤
「レーザー光線」

レーザー光線の生成が可能になると、マーキングユニ
ットおよび供給ユニットに取付けられた赤いシグナル
ランプが、点灯します。このランプの機能が、監視さ
れます。機能異常発生時には、システムのレーザーを
起動することはできません。

その他のシグナルランプ システムにはさらに外部放射線量計を接続することが
できますが、この外部放射線量計の接続方法は設備に
応じて異なります。

注

システム取り付け時には、少なくともシグナルランプのうちのひとつを目で確認
できるか確かめてください。

2.6 眼および皮膚に対する危険
本レーザーシステムではクラス 4 のレーザー光が生成されます。放射されるレ
ーザー光は赤外線範囲になっているため、人間の目には見えません。

高度の照射線量を浴びると、局部的な加熱によって組織の火傷を招きます。特に
レーザー光が眼に当たると視力の低下や喪失を招く恐れがあるため、非常に危険
です！

 警告

レーザーおよび/もしくはレーザーガイドシステムが開いた状態でメンテナンス、
調整、サービス作業を行う際には、必ずレーザー作動範囲内のスタッフ全員が対
応のレーザー保護メガネを着用するようにしてください！

レーザー光は絶対に直接のぞき込まないでください！

対応のレーザー保護メガネを着用することで、直接照射されるレーザー光だけで
なくその反射光や拡散光からも眼を保護することができます。対応の保護メガネ
とは以下を指しています。

• ファイバーレーザーの波長領域に合わせて設計されたもの。ファイバーレー
ザーの波長は 1055～1075 nm となっています。詳細は定格銘板を確認してく
ださい。

 取り違えに関する注意!
別のレーザー形式（CO2 レーザーなど）に対応した保護メガネでは、ファイバ
ーのレーザー光に対する保護が不十分となります！

• レーザーの 出力範囲に合わせて設計されたもの。 大出力は以下のようにな
ります。

 : 50 W

• 連続モードだけでなくパルスモードにも合わせて設計されたもの。パルス周
波数は 2 ～ 200 kHz で調整可能。実際のパルス周波数は使用される用途に
よって変化します。

眼に比べて皮膚はより高い照射線量にも耐えられるようになっていますが、ここ
でも照射時間と照射線量によっては火傷を起こして組織が破壊される場合があり
ます。このため、皮膚を保護するために対応の防護服を着用してください。また、
絶対にレーザー光が皮膚や衣服に当たらないようにしてください！
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2.7 マーキング領域の設定/変更
レーザーのマーキング領域は、必要に応じてレーザー光を遮光カバーやその他の
コンポーネント、または部品に反射できるようにソフトウェア内で変更すること
ができます。この際、照射表面に損傷が及んだり破損する恐れがあります。

 警告

ここでレーザー光にアクセスできるようにすると、レーザーシステム全体のレー
ザークラスが 4 に変更されます（『レーザークラス』の節を参照）。

 警告

可燃性の物質、または爆発性雰囲気が含まれている場合には、火災や爆発が起こ
る恐れがあります。

爆発性雰囲気におけるレーザーの作動は、対応の保護対策が設けられている場合
のみ許可されています。

マーキング領域の変更にはパスワードが必要となります（ソフトウェア内でパス
ワード機能が有効にされている場合）。このパスワードは対応のアクセスレベル
によって後から変更することができます。

マーキング領域の変更を行った人物は、その結果として損傷や問題が発生した場
合に全責任を負うこととなるのでご注意ください。

2.8 騒音による危険性

注

耳を保護し、適切な聴力保護具を着用してください。

2.9 火災および爆発の恐れ

 警告

クラス 4 の高出力レーザーは、ほとんどの材質に火をつける能力を備えていま
す。このため、レーザーハウジングおよび/もしくはレーザーガイドシステムが開
いた状態でメンテナンスおよびサービス作業を行う際には、火災予防対策も実施
してください。

紙（配線図、ちらし、壁掛けポスターなど）や燃焼抑制剤をしみ込ませていない
布製カーテン、木製プレートといった可燃性の材質は、レーザー光を当てるか反
射させることで簡単に発火する恐れがあります。

レーザーシステムの作動範囲内には、絶対に爆発もしくはすぐに発火する溶剤、
洗剤が入った容器を置かないよう注意してください！誤って容器にレーザー光を
当てると、集中的なレーザーの非可視光線によって容器が火元に変わったり、爆
発が引き起こされる恐れがあります。

2.10 電気的安全性
本レーザーマーキングシステムは、一般的に公認された技術規格に基づいて設計
されています。この規格には、EN 60950-1、EN 62368-1、EN 60204-1、EN 60825-1
等が含まれます。
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 危険

開かれた状態のレーザーマーキングシステムもしくはシステムコンポーネントで
作業を行う場合には、電源電圧が通っているコンポーネントにアクセスすること
ができます。

この際は電圧が通った設備での作業に関する規則に注意してください！

開かれた状態のレーザー、特に電気コンポーネントにおける作業はすべて特別教
育を受けたスタッフによって実施してください！

2.11 分解生成物

 警告

レーザー光で材質加工を行う際には、健康に害を及ぼす恐れのある分解生成物が
発生する可能性があります！

材質が気化することによって、細かい粉じんや蒸気が発生します。材質のタイプ
と組み合わせによっては、この粉じんや蒸気に健康に害を及ぼす恐れのある分解
生成物が含まれている場合があります。

このため、必要条件を満たしサイズの合った吸引システム（特殊ダストフィルタ
ーおよび活性炭フィルターを搭載したもの）を取り付ける必要があります。分解
生成物が発生と同時にその場で吸引システムに吸い込まれるようにしてくださ
い。

レーザー光線で素材を加工する際は、国内で適用される、該当する労働環境にお
ける空気汚染防止規定を、必ず守ってください。作業場に装備する吸引器や空気
循環器の詳細要件を、規定する必要があります。

POM（ポリアセタール）、ABS（アクリル ブタン スチロール）SAN （スチロール
アクリルトリル コポリマー）、HDPE、LDPE（ポリエチレン）PAN（ポリアクリルト
リル）、PBT（ポリブチレンテレフタラート）の樹脂、様々な種類のツールスチー
ル（例：クロム）等が、記載されている場合です。

これらの素材が表記されている場合、発ガン性物質の発生の危険があります。そ
のため、作業場への空気循環の接続を、禁止する必要があります。つまり、吸引
器で吸引された空気は、必ず外部に放出されるようにする必要があります。

規定の順守は、レーザーを使用して素材を加工している作業者が、責任を持って
実施する必要があります。また、取扱説明書に記載されている安全に関する注意
事項にも、注意してください。

健康に害を及ぼす恐れのある分解生成物から、ご自身やその他のスタッフをしっ
かりと保護してください！

吸引システムを取り付けることで、発生した粉じん粒子によるレーザーガイドシ
ステムの光学エレメントの汚れ、さらにはそれに伴う破損も予防することができ
ます。当社ではさまざまな吸引システムをアクセサリーとして取り揃えておりま
す。
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2.12 警告および注意マーク
内容/マーク ポジション

マーキングヘッド上（前部）

マーキングヘッド上（後部）およびマーキング
ユニットのコリメーターハウジング上

供給ユニットの裏側 (出力データはモデルによ
って異なります。定格銘板を参照してくださ
い。)

供給ユニットのカバー上

供給ユニットの裏側およびマーキングユニット
上（供給ケーブル横）

接続ユニット（上）
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内容/マーク ポジション

IMP アーム上

ファン上

供給ユニットの裏側

供給ユニット上
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3 初めて本製品をご利用になる場合

3.1 設置および運転の開始
レーザーシステムを設置し、初めて運転を開始するためには、広範囲に及ぶ専門
知識と経験が必要となります。このため、必ず Videojet Technologies Inc.また
はその代理店のスタッフに作業実施を依頼してください。

速やかに問題なく設置を行えるよう、設置場所の準備を行ってください。

•『製品の取り出し [} 16]』の節に記載されたステップに従ってください。

•「設置条件」の節だけでなく、製品発注時にお届けした寸法図およびデータシ
ートに指示されている接続口をすべて事前にご用意ください。

不明な点がある場合には、Videojet Technologies Inc. までお問い合わせくださ
い。

注

使用会社には、レーザーシステムを安全に使用する責任があります。特にレーザ
ーシステム（放射線防護、吸引、冷却コンポーネントなどを含む）の運転に関す
る地方条例、現地規則の遵守を保証する必要があります。

Videojet Technologies Inc. は製品の不適切な使用、操作ミスや不注意に起因す
る損傷については、いかなる場合においても一切責任を負わないものとします。

3.2 輸送および保管
本レーザーシステムは、レーザー光学精密機器です。レーザーシステムへの損傷
を防ぐため、機器に強い作用（衝撃、振動など）を加えないでください！輸送や
保管に関して不明な点がある場合には、Videojet Technologies Inc.までお問い
合わせください。

輸送

 注意

輸送前にはレーザーシステムの電源を切り、電源プラグを抜いてください！

供給ユニットとマーキングユニット間の供給ケーブルが折れ曲がらないようにし
てください！

レーザーシステムは供給ケーブルを接続したまま持ち運ばないでください！

安全靴を着用してください！

保管

レーザーシステムは寝かせた状態で保管し、ほこりや湿気から保護してください。
保管温度は -10 ℃～+60 ℃ です。さらに、湿度は 10％～90％の範囲となるよう
にしてください。

3.3 製品の取り出し
1. パッケージを開き、充填材を取り除きます。
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2. 個別包装されたコンポーネントを取り出します。

3. 輸送による損傷がないか、すべての部品を点検してください。
損傷が見つかった場合には、直ちに運送業者や Videojet Technologies Inc.、
または代理店まで書面によるお届けをお願いします。梱包材は保管し、内部だ
けでなく外部の損傷もメモしてください。可能であれば写真で記録

4. 各コンポーネントを設置場所まで運搬します。

5. 初めて運転を開始するまで、各コンポーネントをほこりや湿気から保護してく
ださい。

 

環境保護にご協力を！

梱包材は個別に資材の再利用へと回してください。

3.4 設置条件

必要スペース

レーザーシステムの標準寸法は「付録」の章の図面を参照してください。

お客様の特殊な要望に応じて製造された設備では、これらのデータが設置図もし
くは製品発注時にお届けした寸法図およびデータシートに記載されています。

接続口

レーザーシステムを運転するためには、電源コンセントが必要となります。関連
データについては、製品発注時にお届けしたデータシートをご確認ください。

 警告

梱包内容に含まれている電源ケーブル以外は使用しないでください！

定期的にケーブルに損傷がないか点検してください。損傷のあるケーブルを交換
してください。

電源コンセントの取り付け、設置場所の選択時にはレーザーシステムのケーブル
長が約 2 m であることに注意してください。

環境条件

温度範囲： 10 ～ 40℃

相対湿度： 10 ～ 90％（結露なし）

注

周辺温度が低い場所から周辺温度が比較的高い場所へとシステムを動かす場合に
は、結露水を防ぐためシステムの電源を入れるまで 低でも 1 時間待ってくださ
い。

また、システム内に結露がないことを確認してください。

供給ユニットとマーキングユニットの換気スリットは絶対に覆ってはなりませ
ん。吸気が十分に行われていることを確認してください（『冷却』の節も参照のこ
と）。

保護等級 IP21 はハウジングが水平に設置されている場合にのみ適用されます。

固定

マーキングヘッドを正しく固定するため、接続ユニットの裏面には固定ボルトが
取り付けられています。
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図に示されている標準固定用端子は、Videojet Technologies Inc. からお求めい
ただけます。

3.5 冷却
本レーザーシステムは空冷システムとなっています。内部冷却システムは、いか
なる運転状態においてもレーザーシステムが十分冷却されるように設計されてい
ます。

冷気の吸気、排気が滞りなく行われるように注意し、取り付け場所の空気の入れ
替えが熱交換に十分であることを確認してください。

3.6 吸引システム
レーザー加工時に発生する健康に影響を及ぼす可能性のあるマーキングの残りを
取り除くため、当社では吸引システムの設置を推奨しています。

素材の残りができるだけ発生と同時に吸引されるように、吸引システムを取り付
けてください。また、こうすることでレーザーシステムの光学コンポーネントが
ほこりの粒子によって汚され、後に破損することがなくなります。

当社ではさまざまな吸引システムをアクセサリーとして取り揃えております。梱
包内容への吸引システム追加をご希望される場合には、メーカーの取扱説明書も
セットとなります。

3.7 レーザーシステムのインターフェ

ース
ネットワークインターフェー
ス

マーキングソフトウェアによる制御のためのコン
ピュータ接続口です。

ユーザーインターフェース ユーザーインターフェースの標準割当てについて
は、「付録」の章をご覧ください。

お客様独自のユーザーインターフェースの使用に
関しては、製品発注時にお届けした寸法図および
データシートを参照してください。

注：システムに使用されているケーブルには、全
て保護装備を施してください。

3.8 IP アドレスの確定
レーザーシステムの納品の際、次の IP アドレスが設定されています：
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スタンダード IP：192.168.1.1

サブネットマスク：255.255.255.0

ソフトウェアにて他の IP アドレスを設定することも、可能です。

3.9 システムの運転を中止する場合

3.9.1 一時的な運転の中止

レーザーシステムの運転を一時的に中止（連休など）する際には、以下の作業を
実施してください。

1. レーザーシステムの電源を切る前に、コンピュータにデータを保存します。こ
れに関する詳細は、マーキングソフトウェアの手引きを参照してください。

2. データが正常に保存されたことを確認してから、レーザーシステムの電源を切
ります（『レーザーシステムの操作』の章を参照）。

3. キー（キースイッチ）を抜き、レーザーシステムの電源が勝手に入らないよう
にしてください。

4. 焦点レンズのクリーニングを行ってください（『焦点レンズのクリーニング
[} 30]』の節を参照）。

3.9.2 システムの使用を完全に中止

 警告

作業開始前には必ず可動部を無電圧状態にし、作業中もその状態を保ったままに
してください。

レーザーシステムの使用を完全に中止（売却や廃棄など）する際には、以下の作
業を実施してください。

1.『一時的な運転の中止』の節に記載されている作業をすべて実施します。

2. レーザーシステムを電力供給源から切り離します。

売却とそれに伴う輸送

レーザーシステムを『輸送および保管』の節で指定されている通りに包装してく
ださい。

廃棄について

レーザーシステムのコンポーネントは、安全かつ環境に影響を与えないように廃
棄してください。詳細については、現地の法規定をご確認ください。

 

また、レーザーシステムのコンポーネントは材質ごとに分別して資材の再利用へ
と回してください。
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4 システムの説明

4.1 ベクトル走査方式レーザーシステ

ムの機能原理
パルスモード、または連続モードでは、レーザー（2）から小さな光径の目に見え
ないレーザー光が生成されます。そして、レーザー光の焦点を合わせやすくする
ため、まずテレスコープ（3）によってレーザー光が拡張されます。

拡張されたレーザー光がマーキングヘッド（4）内に配置された 2 枚の可動式ミ
ラー（反射鏡）に当たることで、レーザー光が屈折して選択されたテンプレート
のポリラインが描画されます。ポリラインは各ベクトルに分割されており（Xお
よび Y座標）、隣り合わせに並んだベクトルから製品の表面にマーキングが施され
ます。この際、レーザー光が移動することによって製品の表面が『マーキング』
されます。

ベクトルの計算とレーザーの制御は供給ユニット（1）内の制御基板によって行わ
れます。

反射したレーザー光が製品の表面（7）に当たる前に焦点レンズ（5）によって焦
点が合わせられ、一般的にこのレーザー光の焦点（6）でマーキングが行われま
す。

4.2 レーザー光源
レーザー光を生成するため、イッテルビウム（Yb）添加ガラスファイバーが 50 W
までの出力範囲で使用されます。ガラスファイバーの励起はポンプダイオードに
よって行われます。
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4.3 マーキングヘッド
マーキングヘッドの中には 2 枚の反射鏡が設けられており、開かれているテンプ
レートに応じてこの反射鏡でレーザー光が X方向および Y方向へと反射されま
す。

マーキング領域におけるレーザー座標システムの Xおよび Y方向は、マーキング
ヘッドの配置によって決定されます。マーキングヘッドを回転させるか動かす
と、マーキング領域もまた回転あるいは移動するようになっています。Xおよび
Y方向の確定は以下の図のようにして行われます。

4.4 製品表面のマーキング
製品表面のマーキングは、レーザー光が集中的に製品の材質へと照射されること
によって行われます。

この際、レーザー光の焦点が材質表面上に合わされて製品の 上層が加熱されま
す。これによって、カラーコーティングの乾燥や材質のカラーコーディングなど
が可能です。

製品にマーキングするフォントやマークは単体のベクトル線図（1）に分解されま
す。そして、このベクトル線図がさらに各ベクトルに分解されます。

ベクトル線図間をジャンプ（2）する際には、レーザー光がオフにされるため材質
がマーキングされません。

4.5 レーザーパラメーター
様々な材質に合わせてレーザーシステムを調整するには、パラメーターを使用し
ます。マーキングの品質をできるだけ高めるために、レーザーパラメーターは毎
回システムを使用する度に算出し、設定して保存してください。

使用するレーザーパラメーターは材質と用途に応じて大きく異なるため、適切な
値を求めるためにはレーザーシステムおける経験が必要となります。ご不明な点
については、当社の代理店までお問い合わせください。

各パラメーターは対象の材質ごとにパラメータセットにまとめられます。このパ
ラメータセットはソフトウェアで作成、または変更することができます。各パラ
メーターの説明は、マーキングソフトウェアののマニュアルを参照してください。
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4.6 レーザーシステムの構造
レーザーシステムは供給ユニット（1）とマーキングユニットによって構成されて
います。 マーキングユニットは接続ユニット（2）とマーキングヘッド（3）から
構成されています。供給ユニットは、コンピューターのマーキングソフトウェア
によって制御されます。

4.7 テクニカルデータ
ユニット Videojet 7510

レーザー形式 イッテルビウム ファイバーレーザー

波長 nm 1064

レーザークラス 4

レーザー動作モード パルスモード

大パルスエネルギー mJ 1

パルス周波数 kHz 2 ～ 200

大レーザー出力 W 50

大消費電力 VA 500

ヒューズ  T8A×2

供給電圧 VAC 100 ～ 240（オートレンジ）、単相

電源周波数 Hz 50 ～ 60

周辺温度 ℃ 10 ～ 40

（代表値、動作モードによって変化）

相対湿度 ％ 10 ～ 90（結露なし）

寸法

• 供給ユニット

• マーキングユニット

mm  

545×436×133

558×107×144
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ユニット Videojet 7510

重量（代表値）

• 供給ユニット

• マーキングユニット

kg  

19

8

保護等級

• 供給ユニット

• マーキングユニット

 

IP 21

IP 54

マーキング速度 a mm/s 1 ～ 6000

ライン速度 m/s 0 ～ 10

フォント/秒 a 700

焦点レンズの焦点距離 mm  

100、160、163、254、420

焦点直径 µm 15

（使用するレンズによって変化）

ライン幅 材質とレーザーパラメータによって変
化

フォントセット 標準フォントすべて使用可（特殊記号を
お求めの場合はお問い合わせください）

冷却方式 空冷システム内蔵

マーキングユニットと供給ユ
ニット間の 大間隔

m 3

供給ケーブルの 小許容曲げ
半径

mm 60

操作/制御 Windows 用マーキングソフトウェア搭
載の Windows 互換のコンピューター

インターフェース ネットワークインターフェース

a. マーキングされたフォントや具体的なマーキングに関するデータにはすべて代
表値が使用されています。これらのデータは材質によって大きく変化するため、
基準値として解釈してください。仕様を反映したものではありません！

Videojet Technologies Inc. は製品改良と技術開発の枠組みにおいて、事前に報
告することなくテクニカルデータを変更する権利を有するものとします。

4.8 作業間隔とマーキング領域

注

実際に使用可能なマーキング領域はシステム構成により異なります。

マーキングヘッド CP10 (すべての値は mm で表示)
焦点レンズ：
焦点距離 f

100 163 254 420

作業間隔（幅） 129 219 350 543

大幅（A） 84,65 142,24 221,66 366,52

大高さ（B） 107,40 181,86 267,81 498,47

下の図を参照してください。
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5 レーザーシステムの操作

5.1 レーザーシステムの操作
レーザーシステムはマーキングソフトウェアによって制御されます。

このソフトウェアは、Windows を搭載したコンピュータで使用します。このソフ
トウェアにより、レイアウト作成のためのすべての範囲のフォントセット、ロゴ
およびツールが使用でき、マーキングのプレビューを表示させることもできます。
さらに、すべてのレーザーパラメータとシステム設定にアクセスできます。

これに関する詳細は、マーキングソフトウェアの手引きまたはオンラインヘルプ
を参照してください。 

5.2 供給ユニットの操作エレメント
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番号 タイプ 機能

S1 パワー/スタンバイ
ボタン

ボタンを押すと、供給ユニットの電源が入
ります。

 

供給ユニットがオンになっている場合、こ
のボタンで放射光源と制御電子回路をオフ
にすることができます。

注意：

装置が完全に電力源から切り離されるわけ
ではありません。そのためには、メインス
イッチを操作する必要があります。

S2 キースイッチ このスイッチを操作することで、放射光源
に供給電圧がかかります（ポジション
『I』）。その後、マーキングプロセスを開始
することができます。

注：

電源がオフにされた状態（ポジション『0』）
では、無断で使用されないようにキーを抜
き取ってください！

S3 スタート
ボタン

『スタート』で現在読み込まれているテンプ
レートのマーキングが実施されます。

レーザー光線に注意！

安全に関する注意事項にご注意ください。

S4 ストップ
ボタン

『ストップ』で実行中のマーキングを停止す
ることができます。

 

L1

LED ステータス表示

レーザーシャッターが開い
ている（赤）

 

レーザーシャッターが開いていると点灯し
ます。

L2 放出（赤） キースイッチがポジション『I』にあり、レ
ーザー放射光源に電圧が供給されていると
点灯します。

同時にマーキングヘッドのシグナルランプ
が点灯します。

L3 エラー（黄） エラーが発生すると点滅します。

 

L4

LED システム表示

システム（緑）

 

このシステム表示は、次の経過とステータ
スを表す５つの LED 表示から構成されてい
ます：

• レーザーシステムの初期化状態

• マーキングプロセス

I1 ブッシュ USB ポート

I2 ブッシュ USB ポート
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供給ユニットの裏側

 

番号 タイプ 機能

S5 メインスイッチ このスイッチでレーザーシステムの電源をオ
ン/オフにします。

I3 ブッシュ 電源ケーブルの接続

I4 ヒューズ ヒューズ（T8A×2）

5.3 供給ユニットのオン/オフ

5.3.1 電源を入れる

1 安全規則の遵守を確認してください。

2 吸引システムの電源をオンにする、またはレーザーシステムを通し
て、吸引システムの電源を入れてください ( ガルバニック絶縁され
た入力および出力を参照)。

3 キースイッチが縦のポジション»0« になっていることを確
認してください。

供給ユニットの裏側のメインスイッチ (S5) をポジション
『I』にします。

『パワー/スタンバイ』ボタン(S1) の上の青い LED が点灯し
ます。

4 『パワー/スタンバイ』ボタン(S1) を押します。

 約 10 秒後に、ボタンの上の白い LED が点滅し始め
ます。LED は次第に早く、より明るく点滅するよ
うになります。
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LED システム表示 (L4) が次々と点灯するとき、
レーザーシステムは初期状態にあります。この
後、白い LED が点灯しすべての LED システム表示
が点灯すると、システムは動作可能です。

5 キースイッチを横のポジション »I« にすることによって、
オンにします。

すべての LED システム表示が消灯します。

  供給ユニットの赤い LED『放出』(L2) とマーキン
グユニットの赤い LED が点灯します。レーザーの
準備ができました。

6 マーキングプロセスは『スタート』ボタン (S3) または、ソ
フトウェアのユーザーインターフェースによって開始する
ことができます。

   LED システム表示は、マーキングプロセスの経過
とステータスを表示します。

5.3.2 電源を切る

1 マーキングプロセスを終了します。

2 キースイッチを縦のポジション»0«にすることによって、オ
フにします。

供給ユニットの赤い LED『放出』(L2) とマーキ
ングヘッドの赤い LED が消灯します。

 『パワー/スタンバイ』ボタン(S1) の上の白い
LED が点灯します。

3 『パワー/スタンバイ』ボタン(S1) を押します。

黄色い LED『エラー』(L3) が点滅します。

   その後、『パワー/スタンバイ』ボタンの上の青
い LED が点灯します。

4 供給ユニットの裏側のメインスイッチ (S5) をポジション
『0』にします。

5 吸引システムの電源を切ります。
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6 メンテナンス

6.1 メンテナンスに関する注意
メンテナンスにはほとんど時間を要しません。指定されたメンテナンス間隔に従
い、定期的にメンテナンス作業を行ってください。

レーザーシステムはメンテナンス作業を安全かつ簡単に行えるように設計されて
います。

 注意

メンテナンス作業はすべて、指示を受けた操作およびメンテナンススタッフが実
行してください！

メンテナンス作業はすべて、キースイッチと電源プラグを抜いた状態で行ってく
ださい！

レーザーシステムとその周辺のクリーニング作業を開始する前には、レーザーシ
ステムを必ず無電圧状態に切り替えてください。

定期メンテナンスの情報を書き留めるため、本章にはメンテナンス記録用紙が閉
じ込まれています！指定されているメンテナンススケジュールを無視すると、
Videojet Technologies Inc. によって保証制限がかけられます。

 

注

焦点レンズのメンテナンス作業を開始する前には、以下に注意してください。

アセトンは梱包内容には含まれていません。他社製品を使用してください。アセ
トンはインターネットから簡単にお求めいただくことができます：www.vwr.com/
index.htm

アセトン購入時には、分析ごとにアセトン 1パック（p.a. = 高純度）を注文す
るよう注意してください。

6.2 メンテナンススケジュール
レーザーシステムのメンテナンス間隔はシステムを毎日約 10 時間し、作動環境
の汚れが中程度であることを前提に定められています。

毎日の作動時間がこれを大きく上回るか作動環境の汚れがひどい場合には、それ
に伴ってメンテナンス間隔を短縮してください。メンテナンス間隔について不明
な点がある場合には、Videojet Technologies Inc. またはその代理店までご連絡
ください。

メンテナンス間隔は以下の節に記載されています。

メンテナンス間隔 措置

毎月実施
(汚れがひどい場合には頻繁
に実施)

焦点レンズの汚れを点検します。焦点レンズが汚
れている場合には、レンズをクリーニングしてくだ
さい。

供給ユニットのフィルターマットを点検してくだ
さい。必要に応じて、交換してください。

毎月、または表示灯点灯時に
実施

吸引システムが取り付けられている場合には、フィ
ルターバッグを交換してください（メーカの取扱説
明書を参照のこと）。
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メンテナンス間隔 措置

３ヶ月ごとに実施
(汚れがひどい場合には頻繁
に実施)

レーザーシステムの目視点検を行ってください。
必要に応じて、洗浄してください。警告ラベルも確
認してください。警告ラベルは、読みやすく正しい
位置になくてはなりません。

製品登録を点検してください (光バリア)。必要な
場合には、クリーニングまたは再調整を実施してく
ださい。

吸引システムに漏れがないか点検してください。

半年ごとに実施 吸引システムが取り付けられている場合には、活性
炭フィルターを交換してください（メーカの取扱説
明書を参照のこと）。

注

このため、当社では当社のサービス技術者による本格的な点検を毎年行うよう推
奨しています（粉じんによる影響が大きい場合には頻繁に実施）。

当社では操作スタッフやメンテナンススタッフを対象とした集中講習会を開催し
ています。ご不明な点については、Videojet Technologies Inc. か代理店までお
問い合わせください。

6.3 焦点レンズのクリーニング
焦点レンズはマーキングヘッドに取り付けられており、空気中の粉じん粒子や浮
遊物が付着して汚れる可能性があります。この汚れによって焦点レンズに損傷が
及び、マーキングに影響が出る恐れがあります。これを避けるため、定期的に焦
点レンズのクリーニングを行ってください。

通常は焦点レンズの外側をクリーニングするだけで十分ですが、マーキングヘッ
ド方向を向いた焦点レンズでも汚れの有無を点検し、必要に応じてクリーニング
を行ってください。

 注意

光学コンポーネントすべてには、超高精度の精密加工部品が使用されています。

表面にわずかな損傷が及んだだけで（長期的に見た場合）、修繕不可能なコンポー
ネントの機能不良もしくはマーキング品質の低下を招く恐れがあります。固着し
た汚れは、必ずアセトンを染み込ませたレンズクリーニングペーパーで落として
ください。

マーキングヘッド内に汚れが入り込まないよう注意してください！

焦点レンズのクリーニングに使用するもの：

• レンズクリーニングペーパー

• アセトン

• 保護手袋

注

いかなる作業を行う場合も保護手袋を着用してください！
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6.3.1 焦点レンズの取り外し

 危険

作業を開始する前には、必ずレーザーシステムを無電圧状態に切り替えてくださ
い。

1. キースイッチをポジション『0』まで回します。レーザーシステムの電源が入
らないようにするため、キーを抜いてください。

2. レーザーシステムの電源を切ります（『スタンバイ』スイッチ）。

3. 電源プラグを引き抜きます。

4. 焦点レンズを両手でしっかりとつかみ、レンズがネジ部から外れるようになる
まで注意深く回転させてください。
レンズ表面は決して指で触れないでください！

5. 焦点レンズをマーキングヘッドから取り外し、清潔な敷物の上にのせてくださ
い。

注

焦点レンズを外すためには、細目ネジ部を何度も回転させる必要があります。焦
点レンズを取り外す際には、必ず手でレンズをしっかりと保持してください。

 

6.3.2 焦点レンズのクリーニング

 注意

研磨剤は絶対に使用しないでください！焦点レンズが破損します！

汚れたレンズクリーニングペーパーは絶対に使用しないでください！

レンズクリーニングペーパーは清潔な状態で保管してください。

1. 焦点レンズを清潔な敷物の上にのせます。レンズクリーニングペーパーを（
低 5回）折りたたみ、平らなクッション状にします。

2. レンズクリーニングペーパーを親指と人差し指で挟み、紙の端に数滴アセトン
を垂らします。

3. レンズクリーニングペーパーを注意深く動かしながら、クリーニング対象面を
ゆっくりとふき取ってください。この際、保護手袋で表面に触れないようにし
てください！クリーニングペーパーを使用してクリーニングを行う際には、ほ
とんど力を入れないようにしてください！

4. 必要に応じて、新しいレンズクリーニングペーパーを用いてこのプロセスを繰
り返します。

5. マーキングヘッド内の焦点レンズ側表面に汚れがないか点検してください。
汚れが確認される場合には、上記のステップに従いクリーニングを行います。

上記のクリーニング方法でも汚れが落ちないか、焦点レンズの表面がひどく傷つ
いている場合には、新しい焦点レンズを装着してください。

6.3.3 焦点レンズの取り付け

1. 焦点レンズのネジ部をマーキングヘッドのレーザー光放射口にまっすぐに装
着します。

2. 細目ネジ部と噛み合うまで焦点レンズを注意深くねじ込み、しっかりと締め付
けます。この際、工具は一切使用しないでください！

 

細目ネジ部とうまく噛み合わない場合には、以下の手順に従ってください。
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1. 焦点レンズをまっすぐに装着し、ネジ山との「引っ掛かりが外れる」カチッと
いう音がはっきり聞こえるまでレンズを反対方向に回します。

2. その後、焦点レンズをまっすぐに保ちながらゆっくりと正しい方向に締め付け
ます。

6.4 メンテナンス、修理および交換の記

録
当社では実施したメンテナンス、修理、交換に関するすべての情報を以下の記録
用紙にメモするよう推奨しています。

メンテナンス記録には実施する作業とその実施間隔が記載されています。メンテ
ナンス作業を適切なタイミングで正しく実施することにより、レーザーシステム
の障害を 小限に抑えることができます。

また、さらに修理や交換の記録を付けることで、メンテナンス作業に役立てるこ
とができます。記録用紙はコピーして使用することができ、レーザーシステムの
耐用年数に達するまですべての作業内容を記録できるようになっています。

 

04/17 - Index: AE [JA] 32Videojet 7510/6 メンテナンス



焦点レンズの点検およびクリーニング

メンテナンス間隔：毎月実施

実施日：
日付

実行者：
名前
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フィルターマットの点検および交換

メンテナンス間隔：毎月実施

実施日：
日付

実行者：
名前

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04/17 - Index: AE [JA] 34Videojet 7510/6 メンテナンス



吸引システムのフィルターバッグ交換

（取り付けられている場合）

メンテナンス間隔：毎月、または表示灯点灯時に実施

実施日：
日付

実行者：
名前
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吸引システムの活性炭フィルター交換

（取り付けられている場合）

メンテナンス間隔：半年ごと

実施日：
日付

実行者：
名前
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目視点検

メンテナンス間隔：3ヶ月ごとに実施

実施日：
日付

実行者：
名前
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CMark ソフトウェアのアップデート

バージョン： 実施日：

日付

実施者：

名前
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修理および交換記録

レーザーモデル： シリアルナンバー：

日付：

実施者：

 

 

 

 

 

修理もしくは交換した部
品

コメント
（障害など）

日付：

実施者：

 

 

 

 

 

修理もしくは交換した部
品

コメント
（障害など）

日付：

実施者：

 

 

 

 

 

修理もしくは交換した部
品

コメント
（障害など）

日付：

実施者：

 

 

 

 

 

修理もしくは交換した部
品

コメント
（障害など）
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7 障害

7.1 注
本章には発生する可能性のある障害とその原因、さらには障害解消のための措置
が記載されています。ここに指示された対策は、指示を受けた操作スタッフおよ
びメンテナンススタッフが実施できるようになっています。

 注意

ここに記載されている作業の枠組みを超える障害解消作業は、必ず特別教育を受
けた専門スタッフが実施してください！また、必ず安全規定に従ってください！

7.2 障害の説明
症状 原因/措置

レーザーシステムの電源が入ら
ない

• 電源プラグを点検

• 電源スイッチを点検

• 電圧供給を点検（FI など）

• ヒューズを点検（このためには供給ユニッ
ト裏側の IP 保護を取り外す必要がありま
す：『供給ユニットのエレメント』の節を参
照）。

システムが起動しないか、プロセ
スに時間がかかりすぎる

• ブートプロセスには数分かかる場合があり
ます

• ブート時間を左右するデータバンクのサイ
ズを点検してください

• ブート時間をメモしてサービスホットライ
ンまでお問い合わせください

レーザーを起動できない • 安全回路を点検（閉状態になっているか）

• エラーメッセージを点検

• キースイッチを点検（閉状態になっている
か）

• 外部ストップ信号を点検
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症状 原因/措置

スタートを押してもマーキング
が開始されない

• エンコーダーを点検

• 光バリアを点検

• 作業間隔を点検

• レンズを点検して、必要な場合にはクリー
ニングを実施

• パラメータセットの出力設定を点検

• 製品登録を点検

• 放射光源の稼働時間カウンターを点検

• 外部ストップ信号を点検（存在する場合）

•「レーザーシャッターの故障」というエラー
メッセージが表示される場合には、レーザ
ーシャッターを交換

マーキングが歪む • レーザーの調整具合を点検

• テンプレートを点検

マーキングがずれる • センサーポジションを点検

• 製品検出の精度を点検

マーキングがばらばらになる/入
れ替わる

• エンコーダーの設定を点検

マーキング強度が不十分 • 製品が変更（形状、材質など）されたか確
認

• レンズを点検して、必要な場合にはクリー
ニングを実施

• 作業間隔を点検

• パラメータセットを点検（出力不足、速度
超過の可能性あり）

• 製品を点検（汚れ、水分、ほこり、油分な
どが付いていないこと）

• 吸引システムを点検（用途に適切かどうか）

マーキングが不完全になります。 • 製品の速度を点検

• レンズを点検して、必要な場合にはクリー
ニングを実施するか交換

• 製品を点検（汚れ、水分、ほこり、油分な
どが付いていないこと）

• エンコーダーを点検すべるようであれば、
ローラーの接触面圧を増加
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症状 原因/措置

マーキング品質不良 • 製品およびレーザーで振動を点検

• 製品が変更（形状、材質など）されたか確
認

• レンズを点検して、必要な場合にはクリー
ニングを実施

• 作業間隔を点検

• パラメータセットを点検（出力不足、速度
超過の可能性あり）

• 製品を点検（汚れ、水分、ほこり、油分な
どが付いていないこと）

• 吸引システムを点検（用途に適切かどうか）

• エンコーダーを点検すべるようであれば、
ローラーの接触面圧を増加

過熱によってレーザーが停止 • フィルターとシステムのクリーニングを実
施

• 周辺温度が仕様書で指定された範囲内にな
っているか確認（製品の資料を参照）

• 空気吸引のためのスペースが十分か確認

• 冷却システムを点検（取り付けられている
場合）
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8 付録

8.1 レーザーシステムの安全スイッチ
安全スイッチは CPD 基板のコネクター X9 から作動します。

レーザーシステムのプラチナの位置：

ポジション X9:

レーザーシステムは次の 2種類からご注文いただけます：

1. EN 13849-1 に準拠した安全スイッチ付き（ドア回路のパフォーマンスレベル
『ｄ』および非常停止回路のパフォーマンスレベル『e』まで）

2. 安全スイッチなし（パフォーマンスレベル明記のないシステムとして：EU 以
外）

端子の割当て（タイプ 1）

注

安全スイッチ使用時には、ドア回路と非常停止回路が共に 2極重複して切り替え
られるということに注意してください。
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端子 信号 入力 / 出力 説明

X9.1 24V_INT 出力 -

X9.2 GND_INT 出力 -

X9.3 - 入力 -

X9.4 GND_INT 出力 -

X9.5 24V_INT 出力 -

X9.6 RELEASE DOOR
RELAY 1

出力 ドア回路が開いた場合、補助リレー
をオフにするために拡張

X9.7 24V_INT 出力 -

X9.8 RELEASE DOOR
RELAY 2

出力 ドア回路が開いた場合、補助リレー
をオフにするために拡張

X9.9 GND_INT 出力 -

X9.10 DOOR FEEDBACK IN 入力 拡張リレー安全開離機能接点への
フィードバック入力

デフォルト：X9.12 までブリッジ

X9.11 GND_INT 出力

X9.12 DOOR FEEDBACK OUT 出力 拡張リレー安全開離機能接点のフ
ィードバック出力

X9.10 までブリッジ

X9.13 - 入力

X9.14 DOOR 1 IN 入力 いずれかのドア回路が開くと、レー
ザーのレーザーシャッターが直ち
に閉まります

ドア回路を閉じるには X9.7 と接続

デフォルト：X9.7 までブリッジ

X9.15 EMERGENCY 2

IN

入力 非常停止回路が開くと、レーザーの
電源が直ちにオフになります

非常停止回路を閉じるには X9.19
と接続、リセットパルスは X9.23

デフォルト：X9.19 までブリッジ

X9.16 DOOR 2 IN 入力 いずれかのドア回路が開くと、レー
ザーのレーザーシャッターが直ち
に閉まります

シャッターロックを閉じるには
X9.5 と接続

デフォルト：X9.5 までブリッジ

X9.17 EMERGENCY 1 IN 入力 非常停止回路が開くと、レーザーの
電源が直ちにオフになります

インターロックを閉じるには X9.21
と接続、リセットパルスは X9.23

デフォルト：X9.21 までブリッジ

X9.18 RELEASE EMERGENCY
RELAY 1

出力 ドア回路が開いた場合、補助リレー
をオフにするために拡張

X9.19 EMERGENCY 2 OUT 出力 非常停止回路を閉じるには X9.15
と接続

X9.20 RELEASE EMERGENCY
RELAY 2

出力 ドア回路が開いた場合、補助リレー
をオフにするために拡張

X9.21 EMERGENCY 1 OUT 出力 非常停止回路を閉じるには X9.17
と接続

X9.22 EMERGENCY
FEEDBACK IN

入力 拡張リレー安全開離機能接点への
フィードバック入力

デフォルト：X9.24 までブリッジ

04/17 - Index: AE [JA] 44Videojet 7510/8 付録



端子 信号 入力 / 出力 説明

X9.23 EMERGENCY RESET
IN

入力 安全な状態を復元した後の非常停
止リセット用外部リセット接続

X9.24 EMERGENCY
FEEDBACK OUT

出力 拡張リレー安全開離機能接点のフ
ィードバック出力

デフォルト：X9.22 までブリッジ

配線については、安全スイッチ [} 60]を参照してください。

 

端子の割当て（タイプ 2）
端子 信号 入力 / 出力 説明

X9.1 24V_INT 出力 -

X9.2 GND_INT 出力 -

X9.3 24V_LAS 入力 -

X9.4 GND_INT 出力 -

X9.5 24V_INT 出力 -

X9.6 - 出力 予約済み

X9.7 24V_INT 出力 -

X9.8 - 出力 予約済み

X9.9 GND_INT 出力 -

X9.10 - 入力 X9.12 までブリッジ

X9.11 GND_INT 出力

X9.12 - 出力 X9.10 までブリッジ

X9.13 GND_LAS 入力

X9.14 SHUTTERLOCK 1 入力 いずれかのシャッターロック回路が
開くと、レーザーのレーザーシャッ
ターが直ちに閉まります

シャッターロックを閉じるには
X9.7 と接続

デフォルト：X9.7 までブリッジ

X9.15 INTERLOCK 2 入力 いずれかのインターロック回路が開
くと、レーザーの電源が直ちにオフ
になります

インターロックを閉じるには X9.19
と接続

デフォルト：X9.19 までブリッジ

X9.16 SHUTTERLOCK 2 入力 いずれかのシャッターロック回路が
開くと、レーザーのレーザーシャッ
ターが直ちに閉まります

シャッターロックを閉じるには
X9.5 と接続

デフォルト：X9.5 までブリッジ

X9.17 INTERLOCK 1 入力 いずれかのインターロック回路が開
くと、レーザーの電源が直ちにオフ
になります

インターロックを閉じるには X9.21
と接続

デフォルト：X9.21 までブリッジ

X9.18 - 出力

X9.19 INTERLOCK 2 出力 インターロックを閉じるには X9.15
と接続
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端子 信号 入力 / 出力 説明

X9.20 - 出力

X9.21 INTERLOCK 1 出力 インターロックを閉じるには X9.17
と接続

X9.22 - 入力 X9.24 までブリッジ

X9.23 - 入力

X9.24 - 出力 X9.22 までブリッジ

配線については、安全スイッチなしの場合 [} 61]を参照してください。
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8.2 ユーザーインターフェース端子の

割当て

注

システムに使用されているケーブルには、全て保護装備を施してください。

保護装備は、規定のレールに設置してください。

ユーザーインターフェースの端子はレーザーシステムの供給ユニット内制御基板
に取り付けられています。

コネクターの説明

コネクター 説明

X28 給電端子

X21 吸引システム

X29 レーザーの制御
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コネクター 説明

X22 レーザーの制御

X33 内部信号

X25 エンコーダー / 製品検出器インターフェース

X30 外部順序選択用

X27 レーザーの制御

外部スイッチなしのシステムにおけるブリッジの説明

レーザーシステムを確実に作動させるためには、以下の端子を 24 V の電源に接続
してください。

ブリッジ 説明

X29.1-7 ユーザーのエラー入力

X27.7 - X33.3 内部で予約済み

X21.1-2 吸引システムのエラー

X21.3-5 フィルターがいっぱいの状態

X223-11 内部で予約済み

X227-9 マーキングの停止

X229-11 内部で予約済み

X33.1-8 外部キースイッチ

X33.2-6 内部で予約済み

X33.3-4 内部で予約済み

出力（12）の仕様：

定格電圧： 24 V/Push Pull

（プッシュプル、ハイおよびロー作動）

大出力電流： 大 50 mA（短絡保護）

入力（24）の仕様：

定格電圧： 24 V

電流入力： 2.5 mA

ロー範囲の電圧閾値： ≦8.4 V

ハイ範囲の電圧閾値： ≧9.4 V

大周波数： 200 Hz

（エンコーダー / 製品検出器インターフェース以
外）
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8.2.1 ユーザーインターフェースへの電圧接続（コネクター

X28）
ユーザーインターフェースにはユーザー（光学絶縁タイプの無電位接続）により、
または内部から 24V の電圧を供給することができます（電位接続）。

ジャンパー X19（黄）と X20（緑）は構成設定に使用されます。

無電圧状態の構成設定

無電圧状態の構成設定（ユーザーによるインターフェースへの電圧供給）では、
ジャンパーを以下のように設定してください。

X19 1 2 ～ 3

X20 1 2 ～ 3

外部給電（24 V ±10 ％、 大 50 W）を X28.7（＋）と X28.8（－）に接続しま
す。

電位接続時の構成設定

電位接続時の構成設定（自己給電）では、ジャンパーを以下のように設定してく
ださい。

X19 1 ～ 2 3

X20 1 ～ 2 3

X28.7 と X28.8 はこの場合使用されません。
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 注意

ユーザーインターフェースの自己給電が負荷 250 mA を上回らないようにしてく
ださい。

 

コネクター X28：給電端子

端子 信号 説明

X28.1 RESERVED 内部目的のため予約済み

X28.2 RESERVED 内部目的のため予約済み

X28.3 EXT_STARTUP X28.5（24V_STDBY）のパルスによって遠
隔操作でシステムを起動可能

24V_EXT（X28.7）との接続は許可されて
いません！

X28.3 と X28.5 が常に接続されている場
合、メインスイッチがオンになるとシス
テムが自動的に起動します

X28.4 GND GND

X28.5 24V_STDBY スタンバイ状態の電源の 24 V 出力

ユーザーインターフェースに無電圧状
態で電力を供給する場合には、X28.7
（24V_EXT）との接続は許可されていませ
ん。

X28.6 GND GND

X28.7 EXTERNAL_POWER_SUPPLY + 24 V ユーザー

X28.8 EXTERNAL_POWER_SUPPLY - GND ユーザー

X28.9 EXTERNAL_POWER_SUPPLY + 24 V

X28.10 EXTERNAL_POWER_SUPPLY - GND

X28.11 NC 割当てなし

X28.12 NC 割当てなし

X28.13 RESERVED 内部目的のため予約済み

X28.14 RESERVED 内部目的のため予約済み
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8.2.2 吸引システムコネクター X21 の端子の割当て

端子 信号 入力 / 出力 ハイ / ロ
ー

説明

X21.1 EXHAUST_ERROR 入力 ロー マーキングプロセス中に
吸引システムのエラーが
発生すると、システムが
直ちに停止します

X21.2 EXHAUST_ON 出力 ハイ 吸引システムの電源が入
れられる場合にはこの信
号が出力されます

X21.3 FILTER_FULL 入力 ロー マーキングプロセス中に
吸引システムのフィルタ
ーがいっぱいになると、
システムが直ちに停止し
ます

X21.4 GND_CI 出力

X21.5 24 V_CI 出力 電圧供給

X21.6 GND_CI 出力

8.2.3 レーザー制御コネクター X29 の端子の割当て
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端子 信号 入力 / 出力 ハイ / ロ
ー

説明

X29.1 ERROR_STATUS_
CUSTOMER

入力 ロー 24V と接続された状態、
この信号はエラーステー
タスの判定に使用されま
す

X29.2 ERROR 出力 ロー マーキング中にエラーが
発生すると、システムが
直ちに停止します

X29.3 ERROR_CONFIRM 入力 ハイ 外部エラー反応用入力

X29.4 予約済み 出力  

X29.5 予約済み 入力  

X29.6 ACK_JOB_SELEC
TION

出力 ハイ ハイ：順序選択の終了

ロー：順序選択が未完了

X29.7 +24V_CI 出力

X29.8 GND_CI 出力

X29.9 +24V_CI 出力

X29.10 GND_CI 出力

8.2.4 レーザー制御コネクター X22 の端子の割当て

端子 信号 入力 / 出力 ハイ / ロ
ー

説明

X22.1 予約済み 入力 内部目的のため予約済み

X22.2 LASER_READY 出力 ハイ キースイッチが閉じられ
ており、光源の初期化が
完了している場合のみ、
信号が出力されます。続
いて、マーキングを開始
するために、信号が開始
されます。

X22.3 予約済み 入力 立ち下が
りエッジ

内部目的のため予約済み

X22.4 MARKING 出力 ハイ この信号はマーキングプ
ロセス中に出力されます

X22.5 START_MARKING 入力 ハイ STOP_MARKING がまだ作
動していない場合、この
信号によってマーキング
プロセスが開始されます
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端子 信号 入力 / 出力 ハイ / ロ
ー

説明

X22.6 READY_TO_MARK 出力 ハイ システムのマーキング準
備が完了すると、この信
号が出力されます（トリ
ガー信号待ち）

X22.7 STOP_MARKING 入力 ロー この信号によってマーキ
ングプロセスが停止さ
れ、START_MARKING が作
動している場合にはこれ
が阻止されます

X22.8 SHUTTER_CLOSE
D

出力 ハイ レーザーシャッターが閉
じられている場合には、
この信号が出力されます

X22.9 予約済み 入力 内部目的のため予約済み

X22.10 GND_CI 出力

X22.11 +24V_CI 出力

X22.12 GND_CI 出力

8.2.5 内部信号コネクター X33 の端子の割当て

端子 信号 入力 / 出力 説明

X33.1 EXT_KEY 入力 キースイッチ用外部入力

X33.2 予約済み 出力  

X33.3 予約済み 出力  

X33.4 予約済み 入力  

X33.5 NC -

X33.6 予約済み 入力

X33.7 NC -

X33.8 EXT_KEY 出力 キースイッチ用外部出力

入力 X33.1 は出力 X33.8 によって無電圧状態で切り替えられる必要があります。
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8.2.6 エンコーダー / 製品検出器コネクター X25 の端子の割当

て

端子 信号 入力 / 出力 説明

X25.1 CHA 入力 エンコーダーのチャンネル 1 の
入力

X25.2 CI line supply 0 出力 24 V（エンコーダー用）

X25.3 CHB 入力 エンコーダーのチャンネル 2 の
入力

X25.4 CI line supply 1 出力 24 V（トリガー用）

X25.5 IN_ENC_IDX 入力 エンコーダー指数チャンネルの
入力

X25.6 GND_CI 出力 GND

X25.7 TRG 入力 トリガー入力（製品検出器）

X25.8 GND_CI 出力 GND

X25.9 CI line 4 出力 トリガー可能（X25.12 までブリ
ッジ）

X25.10 GND_CI 出力 GND

X25.11 予約済み 出力  

X25.12 24 V CI 出力 電源供給 24 V（X25.9 までブリ
ッジ）

エンコーダーと製品検出器の接続は下の図のように行ってください。

小パルス長 2 µs

小負荷 20 mA

注

エンコーダーの両チャンネルを使用する場合には、製品登録のパルス値 / 回転値
を 2倍にしてください。
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8.2.7 外部順序選択コネクター X30 の端子の割当て

端子 信号 入力 / 出力 ハイ / ロ
ー

説明

X30.1 JOB_SELECT_BI
T_0

入力 ハイ ビットマスク Bit 0 の
入力

X30.2 JOB_SELECT_BI
T_1

入力 ハイ ビットマスク Bit 1 の
入力

X30.3 JOB_SELECT_BI
T_2

入力 ハイ ビットマスク Bit 2 の
入力

X30.4 JOB_SELECT_BI
T_3

入力 ハイ ビットマスク Bit 3 の
入力

X30.5 JOB_SELECT_BI
T_4

入力 ハイ ビットマスク Bit 4 の
入力

X30.6 JOB_SELECT_BI
T_5

入力 ハイ ビットマスク Bit 5 の
入力

X30.7 JOB_SELECT_BI
T_6

入力 ハイ ビットマスク Bit 6 の
入力

X30.8 JOB_SELECT_BI
T_7

入力 ハイ ビットマスク Bit 7 の
入力

X30.9 JOB_SELECT_ST
ROBE

入力 立ち上が
りエッジ

「ビットマスクの読み取
り」取得信号

X30.10 GND_CI 出力

X30.11 24V_CI 出力

X30.12 GND_CI 出力
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8.2.8 レーザー制御コネクター X27 の端子の割当て

端子 信号 入力 / 出力 ハイ / ロ
ー

説明

X27.1 SHUTDOWN 入力 ハイ この入力が「ハイ」にな
ると、システムがシャッ
トダウンされます

X27.2 PC_CONNECTED 出力 ハイ コンピュータが接続され
ると設定されます

X27.3 予約済み 入力 ハイ  

X27.4 GOOD 出力 ハイ 前回のマーキングが警告
やエラーメッセージなし
に実施されたことを示
し、この出力は次回トリ
ガー信号によってリセッ
トされます

X27.5 予約済み 入力 ハイ  

X27.6 BAD 出力 ハイ 前回のマーキングが警告
やエラーメッセージのた
めに終了されたことを示
し、この出力は次回トリ
ガー信号によってリセッ
トされます

X27.7 予約済み 入力 ロー X33.3 と接続された状態

X27.8 予約済み 出力 ハイ  

X27.9 予約済み 入力 ハイ  

X27.10 GND_CI  

X27.11 24V_CI  

X27.12 GND_CI  
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8.3 配線例

8.3.1 レーザー制御 / 順序選択
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8.3.2 吸引システム / エンコーダー / トリガー 
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8.3.3 安全スイッチ

1. ドア回路のパフォーマンスレベル『ｄ』

 システム反応：シャッターロック開状態メッセージ：ドア回路が開状態

2. 非常停止回路のパフォーマンスレベル『e』

 システム反応：インターロック開状態メッセージ：非常停止回路が開状態

 安全な状態が復元されてから、非常停止回路を S02 でリセットしてください。
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8.3.4 安全スイッチなしの場合

システム反応：

1. シャッターロック開状態

2. インターロック開状態

 

04/17 - Index: AE [JA] 61Videojet 7510/8 付録



8.4 図面

供給ユニット
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マーキングヘッド付き接続ユニット
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