INSTRUCTION MANUAL

取扱説明書

Mechanical Interlock Unit

ｲﾝﾀｰﾛｯｸﾕﾆｯﾄ

可逆电线配件

Wiring Module For Reversing

可逆導体ｷｯﾄ

型号

Type

使用说明书
机械联锁单元
请注意此使用说明书必须送至最
终用户和维修责任者。
This manual should be given to
the person who actually uses
the products and is responsible
for their maintenance.
この取扱説明書は、最終使用保守責任
者のお手元に届くよう十分にご配慮く
ださい。

INA－F0210a－CEJ

形式

SZ-RM
SZ-RW21,SZ-RW23
SZ-ERW1J,EPRWW2,EPRWW3

适用交流接触器型号
SC-E02A
SC-E03A
SC-E04A
SC-E05A
SC-E02P
SC-E03P
SC-E04P
SC-E05P
SC-E1P
SC-E2P
SC-E2SP
SC-E3P
SC-E4P

Type of applicable magnetic contactor

適用電磁接触器形式

SC-E02A/G
SC-E03A/G
SC-E04A/G
SC-E05A/G
SC-E02P/G
SC-E03P/G
SC-E04P/G
SC-E05P/G
SC-E1P/G
SC-E2P/G
SC-E2SP/G
SC-E3P/G
SC-E4P/G

安全注意事项
在安装、运行、保养和维修前必须熟读使用说明书，以保证正确使用。
使用说明书中对安全注意事项区分为“危险”、“注意”两个等级。
危险 ：指在由于错误的使用而引发的危险情况下有可能导致死亡或重伤的场合 。
：指在由于错误的使用而引发的危险情况下，有可能导致中等的伤害或轻伤的场合，以及只会发生物体损坏的场合。
并且，即使在
中记载的事项根据情况也有可能导致发生重大事故，所以记载内容都很重要，请必须遵守。

1. 解开包装Ｕｎｐａｃｋｉｎｇ 荷ほどき
在安装前请确认产品与要求的规格是否一致。
请检查是否有由于运输等原因而引起的零部件脱落或破损现象。
First of all, check that the product matches your purchase order and that there are no damaged or missing parts.
取付けの前に、製品がご要求のものと一致しているか、輸送中の事故などにより、部品の脱落や破損がないかどうかを確かめて
ください。
2.

安装Ｉｎｓｔａｌｌａｔｉｏｎ 取付け
2.1 机械联锁单元（图１）
(1) 将机械联锁单元可动部的滑块（*1）卡入本体可动部的凹槽（*2），机械联锁单元的定位块（*3）和本体侧面的定位槽（*4）对准，
把机械联锁单元从两侧压入，与接触器联接在一起。
(2) 把连接块的导向块（*5）插入本体的导向槽（*6）中，把安装台的挂耳（*8）与机械联锁单元的卡块（*7）卡住。
2.1 Mechanical interlock Unit（Fig.1）
(1) Match the projecting part（*1）of the movable part of the mechanical interlock unit with the small square opening
part（*2）of the movable part of the contactor, and the round boss（*3）of the mechanical interlock unit with
the recessed part（*4）of the side of the contactor. Hold the mechanical interlock unit on the both sides by
the contactors.
(2)Insert the ribs（*5）of the joint block into the guides（*6）of the contactor and fit the window（*8）of the joint
block into the projecting part（*7）of the mechanical interlock unit.
2.1 インターロックユニット（図１）
(1) インターロックユニット可動部の突起（*1）と本体可動部の凹部（*2）、及びインターロックユニットの円ボス（*3）と本体側
面凹部（*4）が合うようにして、インターロックユニットを両側から押さえてください。
(2) ジョイントブロックのリブ（*5）を本体のガイド（*6）に挿入し、ジョイントブロックの窓部（*8）をインターロックユニット
の突起（*7）に引掛けてください。

机械联锁单元
Mechanical interlock unit

危险
● 不要触摸和靠近通电中的产品,因有触电、灼伤的危险。
● 保养和维修请在切断电源后进行,因有触电的危险。

インターロック
*4
*2

注意
● 不要在切断电源后立即触摸产品,因为余热可能导致烫伤。
● 产品废弃时需按产业废弃物处理。

*2

*1
*3

Safety Precautions
To ensure proper use of the product, be sure to read this manual and the other attached documents carefully before starting
installation, operation, maintenance, and inspection. Within this instruction manual, safety precautions are ranked, in order
of importance, as either“Warning”or“Caution”.
Warning ：An operator may be killed or seriously injured by a hazardous condition resulting from improper operation.
Caution ：An operator may be damaged by a hazardous condition resulting from improper operation.
Under certain conditions, improper operation may result in serious injury and/or damage even if it is labeled only as “Caution”.
Every item indicated by either “Warning” or“Caution” should be considered significant. Be sure to give particular care to
those items.

WARNING
●Do not touch the product or approach it. Electrical shock or burning may result.
●Turn off the power before starting maintenance or inspection. Failure to turn off power may result in electrical shock or
burning.

CAUTION
●Do not touch the product immediately after the power is turned off. As it may still be hot, burning may result.
●Treat the product as industrial waste when discarding.

安全上のご注意
取付け、運転、保守・点検の前に、必ずこの取扱説明書をすべて熟読し、正しくお使いください。
この取扱説明書では、安全注意事項のランクを「危険」「注意」として区分しております。
：取り扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡または重傷を受ける可能性が想定される場合。
：取り扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の障害や軽傷を受ける可能性が想定される場合および物的損害だけ
の発生が想定される場合。
なお、
に記載した事項でも状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載しておりますので
必ず守ってください。
●通電中は、製品に触れたり近づいたりしないでください。感電、火傷のおそれがあります。
●保守・点検は電源を切って行ってください。感電のおそれがあります。
●電源を切った直後の製品には触らないでください。熱くなっていますので火傷のおそれがあります。
●製品を廃棄する場合は、産業廃棄物として扱ってください。

请注意不要把机械联锁单元
可动部的滑块（*1）安装到
此部位。
な
注意
だ
Be sure that the projecting
part (*1) of the movable
part of the mechanical
interlock unit does not fit
into this portion.

*7
*8
*5

*6

安装台
Joint block

この部分にインターロック
可動部の突起（*1）が取付
かないよう注意してください。

ジョイントブロック

图1

Fig.1

図1

适用表 APPLICATION TABLE 適用表
型号
TYPE
形式
SC-E02A,E03A,SC-E02A/G,E03A/G
SC-E04A,E05A,SC-E04A/G,E05A/G
SC-E02P～E05P, SC-E02P/G～E05P/G
SC-E1P～E2SP, SC-E1P/G～E2SP/G
SC-E3P,E4P, SC-E3P/G,E4P/G

可逆电线配件
Wiring Module For Reversing
可逆導体キット
SZ-RW21
SZ-RW23
SZ-ERW1J
SZ-EPRWW2
SZ-EPRWW3

机械联锁单元
Mechanical Interlock Unit
インターロックユニット

SZ-RM

2.2 可逆电线配件
(1) 在安装前请先完成线圈端子的接线。
(2) 将可逆电线配件安装在主回路端子上。可逆电线配件有电源侧用和负载侧用两种，在连接时请不要混淆。
(3) 使用 SZ－RW21、SZ－RW23、SZ－RW1J 的负载侧部件，若与热过载继电器同时使用时，使可逆电线配件扎带面向接触器正面，插入
端子螺钉的左侧进行紧固；若不与热过载继电器同时使用时，则使可逆电线配件扎带背向接触器正面，插入端子螺钉的右侧进行紧固。
（图 2）
(4) 使用 EPRWW2 的负载侧部件，若与热过载继电器同时使用时，使可逆电线配件扎带面向接触器正面，进行紧固；若不与热过载继电器同
时使用时，则使可逆电线配件扎带背向接触器正面，进行紧固。（图３）
(5) 使用 EPRWW3 的负载侧部件，若与热过载继电器同时使用时，将该部件弯曲面面向接触器正面，插入端子的下侧进行紧固；若不与热过
载继电器同时使用时，则将其弯曲面背向接触器正面，插入端子的上侧进行紧固。（图３）
2.2 Wiring module for Reversing (Fig.2)
(1) Perform wiring to coil terminals before attaching wiring module.
(2) Connect the kit to main circuit terminals. The kits are available for only the line or load sides. Be sure to wire carefully.
(3) In case of using load side part of“SZ-RW21”“SZ-RW23”“SZ-ERW1J”with thermal overload relay, insert and connect this
part to the left side of the terminal screw after turning tied band side to the direction of front side of the contactor.
In case of without thermal overload relay, it is also available turning tied band side to the direction of back side of
the contactor and connecting to the right side of the terminal screw. (Fig.2)
(4) In case of using load side part of “SZ-EPRWW2”with thermal overload relay, the tied band side is made into the front
side terminals. When not using it combining a thermal relay, use is possible, even if it makes the tied band side into
a back side and wires. (Fig. 3)
(5) In case of using load side part of“SZ-EPRWW3”with thermal overload, it is also available turning the bent side to the
direction of back side of the contactor and connecting to the front side of the contactor. (Fig.3)
2.2 可逆導体キット
(1)取付ける前にコイル端子の配線を行ってください。
(2)主回路端子に取付けてください。電源側用と負荷側用がありますので、配線を間違わないようにしてください。
(3) ＳＺ－ＲＷ２１、ＳＺ－ＲＷ２３、ＳＺ－ＥＲＷ１Ｊの負荷側用をサーマルリレーに組合せて使用する場合は、束線バンド側を手前
にして、端子ねじの左側に挿入し配線してください。サーマルリレーを組合せて使用しない場合は束線バンド側を底面側にしたり、
端子ねじの右側に挿入しても使用可能です。（図２）
(4)ＥＰＲＷＷ２の負荷側用は、サーマルリレーと組合せて使用する場合は、束線バンド側を手前にして、配線してください。サーマル
リレーを組合せて使用しない場合は束線バンド側を底面側にして、配線しても使用可能です。（図３）
(5)ＥＰＲＷＷ３の負荷側用は、サーマルリレーと組合せて使用する場合は、接続板の曲げの向きを上面側にして配線してください。
サーマルリレーを組合せて使用しない場合は接続板の曲げの向きを底面側にして、配線しても使用可能です。（図３）
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SC-E02A,E03A
SC-E02A/G,E03A/G
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3. 注意事项
(1) 接线完成后，分别按下正向、反向接触器的可动部分，确认其能顺利动作。。
(2) 为防止正向、反向接触器同时吸合，要组合辅助触头 1NC 或者辅助触头单元(SZ-A□)，在控制回路中应有电气联锁。（图４）
(3) 在快速切换的场合，为防止短路事故的发生，应使用延时继电器，确保切换时间大于 15ms。
3.Ｎｏｔｅｓ
(1) After connection, push and release the movable parts(contact supports) of the forwarding and reversing contactors one turn
at a time to see that they move smoothly.
(2) To prevent simultaneous engagement of forward and reverse contactors, be sure to electrically interlock with each
other.(Fig.4)
(3) In case of rapid switching use, please keep over 15ms interval by using delay relay and so on for prevention of short circuit
accident.
3. 注意事項
(1)取付け後、左右の電磁接触器の可動部を前面から片方ずつ押してスムーズに動くことを確認してください。
(2)左右の電磁接触器が同時投入しないよう、補助接点 1NC 又は補助接点ユニット(SZ-A□)を組合せて、制御回路に電気的インターロックをとってくだ
さい。（図４）
(3)急速切換回路で使用する場合には、短絡事故を防止するために、遅延リレー等を組合せて、切換時間を１５ｍｓ以上確保して下さい。
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SC-E□A 辅助触头 1NCX2 场合的例子
ex). Aux.(1NC)X2
SC-E□A 補助接点 1NCX2 の場合の例

使用顶装辅助触头单元 (1NO1NC)×2 场合的例子

ex). Aux. Front mounting 2P(1NO1NC)
ﾍｯﾄﾞｵﾝﾀｲﾌﾟの補助接点ﾕﾆｯﾄ (1NO1NC)×2 を使用した場合の例
图４ Fig.4

図４
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