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1.　序
　　DE212 は航空燃料給油車（リフュエラー）並びにディスペンサー（サービサー）用の無線デッド

　マン制禦装置です。

　　手持ちのデッドマン・スイッチは ATEX 注参照（5 頁） 規準による防爆認定品です。

　1.1   システムの特徴

　　◯受け持ちの給油車輛を 30 メーター内で操作。

　　◯安全なデッドマン操作のための全てを含む集積型。

　　◯複数のデルタ無線装置を同一区域内で相互干渉なしに使用可。

　　◯自由な行動の妨げとなるケーブルがないため、作業効率と安全性が向上。

　　◯各無線スイッチには独自コード番号が与えられているため、疑似信号による誤作動がない。

　　◯融通性の高いモジュール構成であるため扱いや保守営繕が容易。

　　◯タイマー警告灯と警告音用信号出力あり。

　　◯緊急停止機能を含む。

　　◯インターロック機能により作業の安全性確保。

　　◯フル充電で、送信機を最大 12 時間使用可。

　　◯送信機用充電器を受信機に装備。

　1.2   装置の構成

手持ち送信機

受信機

ホース・リール制禦

警告音出力

インターロック制禦

電源 12/24V

ヴァルヴ制禦

緊急停止

警告灯出力

2.　設　置
　2.1   受信機の設置

　　　アンテナ付き受信機は、通常の場合危険雰囲気外の車輛運転室内に設置します。そして 12V も

　　しくは 24VDC 電源に継ぎ、更に航空機への給油制禦弁と連繋します。受信機の前面には送信機

　　用バッテリーの充電機能が設けられています。送信機の使用後、その都度運転者が楽に充電器に

　　置けるよう、便利な場所を選んで受信機を設置して下さい。アンテナの向きは特に考慮する必要

　　がありません。たゞし、大量の金属類が近接していると無線信号が減衰して有効使用域が狭まり、

　　安定した働きが得られなくなります。もし、別途にアンテナを設ける必要がある場合は、受信機

　　から 1.5m 内とし、金属製のベースに垂直に設置し、接続には同軸ケーブルを用いて下さい。
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　　　複数のアンテナがトラック上にある場合、DE212 のアンテナはいずれのアンテナからも 1m 以

　　上離して下さい。

　　　注：　送信機に使われているバッテリー Ni-MH は周囲温度が 0 〜 +50℃の範囲外では充分な充

　　　　　　電効果が得られないため、受信機の設置に当って温度環境についても充分ご配慮下さい。

　　　　　　もし、この範囲を外れる場合は、別途 CH300 充電器をお使い下さい。

　2.2   受信機の接続配線

　　　デッドマン・システムとの電気接続は全て受信機で行われます。

　　◯入力電圧は 11 〜 35VDC。

　　○ 35VDC を超える入力電圧

　　　に対しては受信機が閉鎖さ

　　　れます。

　　○マイナス極とアース間の電

　　　位差は最大 50VDC/AC を超

　　　えないことゝします。

　　○タイマー警告用出力の働き

　　　：　デッドマン機能を働か

　　　せた時、タイマー警告用電

　　　力も働いて 12/24V を供給

　　　します。一区切り 3 分間を

　　　標準として、残り 30 秒で

　　　オン／オフ信号に出力が切り換り、警告灯を点灯します。オン／オフ灯が点滅して作業者に握

　　　り直しを知らせます。

　　○警告灯の点滅と共に、その間警告音のための信号も出力されます。

図 2.1　車輛運転室内に設置した受信機と受信機上の充電器に合体収納した送信機

ターミナル
番号

機　　能

1 タイマー警告音出力

2 タイマー警告灯出力

3 追加オプション：　ホース・リール又はポンプ制禦出力

4 デッドマン出力

5 「通常閉」＝起動出力中／停止ボタンで「開」

6
インターロック（送信機充電中）。送信機を収納して

車輛の移動。

7 入力電源用マイナス極

8 入力電源用プラス極

9 使用しない。

　　 10 使用しない。

ターミナルを含む受信機内概観図（次頁）をご覧下さい。
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アンテナ配線接続部
HF モジュール

ターミナル P1

SW2

受信機基盤

入力電源用 5A フューズ F1

タイマー警告音

タイマー警告灯

デッドマン出力

停止

追加オプション制禦出力

インターロック

入力マイナス極（ー）

入力プラス極（＋）

9 と 10 は使用しない

図 2.2　ターミナルを含む受信機内概観図

　2.3   ATEX 脚注参照  認定  

　　　手持ち装置 TX212 送信機は防爆認定品です。ハンドル下の名板でお確かめ下さい。尚、TX212

　　の修理が認可工場外で行われた場合、あるいは当説明書に反する扱い方がなされた場合、この保

　　証は失効しますのでご注意下さい。

［注］ATEX ＝フランス語による ATmosphere EXplosible のそれぞれ初めの 2 文字を合わせた語。「潜在的爆発危

険雰囲気内での使用を目的とする機器（Equipment intended for use  in Potentially Explosive Atmosphere)」

　〔名板の見方〕　
　　上部に製造者の名称と住所、下部に爆発危険場所

　での使用を認める防爆基準と ATEX による承認番号

　が記されています。

　　尚、CE マークは欧州統一規格を表し、同マークを

　付した製品について欧州連合加盟 15 ケ国に加え、　

　ノルウェー、アイスランド並びにリヒテンシュタイ

　ン各国内への持ち込みと、同各国内での使用を認め

　ること、加えて同行為を拒否又は妨害してはならな

　いことを取り決めています。　　　（次頁に続く）
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　　○ TYPE   :     当システム DE212 送信機の型式コード名。末尾 1N は停止の他に機能１つがあることを示します。

　　　　           　　末尾が 2N の場合は、停止の他に機能 2 つが含まれることを示します。

　　○ S/N      :      製品に個別に与えられた通し番号。

　　○ DATE  :      製品の製造日。

　　○ PROG :      送信機のプログラム（ソフトウェア）番号。

　　○ VOLT  :      バッテリーの呼び電圧。

手持ち送信機

図 3.1　送信機と受信機の外観図

アンテナ

充電器部分

ケーブル取入れ口

3.　使用方法　

　3.1   装置の概要

　　　装置は次の部品を含みます：

　○スイッチを兼ねる手持ち送信機。バッテリーとアンテナを内蔵。

　○据え置きの受信機。アンテナ接続器具と接続ケーブル用ケーブル・グランド付き。

　○受信機の先端に取り付ける約 14cm 長のアンテナ。オプションとして、外部設置用の長さ 1.5m ケー

　　ブル付き外付けアンテナ。

　○ DELTA CH300 充電器。115/230V 電源用。項目 5.2 参照。

　3.2   機能の説明

　   3.2.1　送信機：　小さなマイクロプロセッサーで制禦されます。常に待機電力モードにあり、この

　  状 態のまゝに置いた場合、充電状況により３ケ月から５ケ月でバッテリーが消耗します。フル充電

固定受信機

→

→
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　　で少なくとも 12 時間の連続使用が可能

　　です。このような長い使用時間は当デル

　　タ式に取入れて特徴の１つに数えられる

　　タイムシェア送信システムによリ可能と

　　なっています。

　　　送信機後部にあるステンレス・スティ

　　ール製の接点を通して充電します。充電

　　は受信機の前パネルに装備した充電器、

　　あるいは AC 電源用 CH300 充電器で行

　　います。

　　　ステンレス・スティール製ハンドルを

　　握るとボタンが押されてデッドマン・ス

　　イッチが入り、押されている間中働き続

　　けます。送信機からの無線信号が受信機

　　の出力回路を刺激してデッドマンなど制

　　禦機能への出力を行います。こゝでの場

ハンドル

LB( 赤色灯）

ストップ・ボタン

　　合、デッドマン・ボタンを押しての出力は給油を目的とします。ハンドルを緩めると、最大 1.5

　　秒後にデッドマン出力が切れます。

　　　ストップ（STOP）・ボタンを押すと、　全機能が即座に止まり、受信機内の「通常閉」リレーが

　　ボタンを押している間、開きます。

　　　TX212-2N 型には、エクストラの押しボタンが１つ設けてあって、普通はホース・リール制禦あ

　　るいはポンプの回転数制禦に使います。たゞし、この機能は標準仕様としてはデッドマン機能と

　　の同時使用ができません。同時使用をするには、受信機のプログラム変更が必要です。

　　　前パネルに光ダイオードによるライトが２つあり、“TX” そして “LB” と印されています。TX は

　　黄色ライトで、送信が行われている間中点滅します。押しボタンを解除すると、短い時間点滅を

　　続けますが、同時に受信機に停止信号が送られます。LB は２つの働きがあります。赤く点滅が始

　　まると、バッテリーの残量が少なくなったことを示します。点灯したまゝになってから、15 分間

　　は送信機が使えます。更に電圧が低くなると黄色 TX ライトが消えて送信不能を示します。

　　　送信が正常に行われている間 LB 灯が緑色に点滅しています。

　　　送信機が活性化している時にのみ LB は赤く点灯します。ストップ・ボタンを押して活性化して

　　いる間にバッテリーのテストが行えます。

　　　ストップ・ボタンで送信機内の機能が停止すると共に、受信機内の全機能も停止します。

　　　デッドマン・ボタンが効かなくなって、ストップ・ボタンが押されると、ボタンあるいはスイッ

　　チを修理交換するまで送信機は働きません。− 20℃以下の低温でも送信機の使用は可能ですが、

　　長くは続きません。使用してない状態で送信機を暖め、0℃以上の環境で充電して下さい。

　　3.2.2   受信機：　前面は送信機の充電器になっていて、LED 表示灯２つと CODE と印された押し

　　ボタンが１つ付いています。

　　　充電量は送信機が使われた時間に応じて決まりますので、過充電を避けながら、高い蓄電容量

　　の達成を可能にしています。

　　　送信機を充電器に設置した時、CH 表示灯には３つの表示段階があります；ー（次頁に続く）

TX( 黄色灯）

付加機能ボタン

デッドマン

　　　・ボタン

バッテリー

　・モジュール

図 3.2 − 1　送信機外観図
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　　1.　無表示（暗いまゝ）  ・・・アクションなし。

　　2.　連続して輝く・・・・・・電流値 100％で充電。

　　3.　点滅する・・・・・・・・残量に応じ細流充電。

　　　On と記された緑色ライトの点灯は、供給電圧が

　　正常であることゝ、受信機が待機状態にあることを

　　示します。送信機と受信機相互の符号化に

　　於いて、コードが合致して受信機に記

　　憶されると、緑色のライトが３回点滅

　　します。待機中の受信機が送信機から

　　の信号を受けると、黄色の CH ライト

　　が素早く輝きます。

　　3.2.3　デッドマン運転の時限式から

　　　　　　　　非時限式への切り換え：　受信機は

　　標準として時限デッドマン運転に設定の上お届け

　　しています。時限運転が必要でない場合は、受信

　　機をタイマーなし運転にプログラムし直すことが

　　できます。方法は次の通りです；ー　

充電用電極

充電器部分 コード

　・ボタン

CH ＝充電表示灯ON ＝通電表示灯

図 3.2 − 2　受信機外観図

　　1)　受信機内のプリント回路板にある SW2 と記されたスライド式の小さなスイッチを OFF 位置

　　　にします（工場出荷時 ON に入っています）。

　　2)　一旦フューズ F1 を取り出し、CODE ボタンを押しながらフューズをはめ直します。

　　3)　約３秒後、CODE ボタンから指を離します。これで、時限デッドマン運転から非時限デッドマ

　　　ン運転に切り換り、デッドマン・ハンドルを握ってから時間の制限なしに運転が続けられます。

　　4)　時限運転に戻すには、先ずフューズを外した上で、SW2 を ON にし、そして CODE ボタンを

　　　押しながらフューズを付け直します。

　3.3   送信機と受信機の識別コード合わせ

　　　受信機がその機能を働かせるためには、手持ち装置である送信機の信号コードと受信機の信号

　　コードが一致しなければなりません。DE212 システムは 65,536 種類のコードを持っています。各

　　コードとシリアル番号は工場に於いて記録保存され、重複使用はありません。

　　　工場でのコード付与は送信機についてのみなされますので、受信機については、ご使用者側で

　　コード合わせを行って下さい。方法は次の通りです；ー

　　1)　受信機のフロント・パネル上にある黄色の CODE ボタンを押す、と同時に・・・

　　2)　送信機の赤い STOP ボタンを押す。すると・・・

　　　約３秒後に、送信機の LB ライトが緑色に３回発光してコードが送信記憶されたことを示します。

　　　これでシステムの使用が可能です。電源を切っても受信機内のコードは消えません。

　3.4　保守営繕

　　　 装置はできるだけ清潔な状態に保って下さい。送信機 TX212 は危険区域内での使用が可能な　

　　ATEX 認定品です、この認定分類では、同品の所有者及び使用者による特別な配慮も求められてい
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　　　ます。TX212 は、電気部品と機械部品のいずれに於いても、ATEX の要求事項に合致した設計並

　　　びに管理を施して居ります。この認定された資格と安全を持続するため、TX212 の定期的な点

　　　検を必要とします。

　　　　TX212 が損傷した場合は、デルタ RCS 又は指定工場へ至急お送り下さい。各装置について、

　　　その修理等の記録がサーヴィス工場に保存されますので、これまでの経歴も把握できます。

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　TX212 は、 筐
きょうたい

体に破損が認められた場合、直ちに

　　　　　　　　　　　使用を停止して修理のため、工場にお送り下さい。

　　　　　　  　   筐体の樹脂製部分あるいはゴム製部分のひゞ割れや穴は危険です。

　　　　　　　　　　　　　　　　必ず修理の上お使い下さい。

　3.5　バッテリーの充電

　　1)　送信機の使い始めに当っては、前もって 3 時間充電して下さい。受信機にある充電器に送信

　　　機をはめ込みます。30 秒経つと CH ランプが光り始めますので、そうしたら受信機の CODE ボ

　　　タンを数秒間押します。これで CH ランプが連続発光してバッテリーが最大電流で充電されるこ

　　   とを示します。その状態で充電が続行されるとして、3 時間で完了します。

　　　  残量全く無しでなければ、普通 2 時間の充電で充分使用に供せます。送信機の赤い LB ランプ

　　　が発光しない限り、完全３時間充電は繰り返さないで下さい。

　　2)　受信機上の充電器に送信機を接続すると、送信機が使用された時間に応じての充電が施され

　　　ます。すなわち、使用による消費エネルギー分だけの充電です。この充電方式によって、バッ

　　　テリーが持っている容量と耐用時間を最大限に生かすことが可能となるわけです。

　　　　送信機が充電器に接続される都度、先ず最大電流での充電が 30 秒間行われ、続いて電流値が

　　　メンテナンス充電に下がって CH ランプが発光し始めます。

　　　　5 分間以上使われた送信機では CH ランプが連続点灯して最大電流での充電が行われているこ

　　　とを示します。蓄電量が回復するとメンテナンス充電に切り換り、送信機が充電器に装着され

　　　ている間中その状態が続きます。受信機の電気を切った場合、送信機の使用時間についての情

　　　報は消去されます。

　　3)　バッテリーの充電は受信機内のソフトウェアーで制禦されます。従って、送信機は、使って

　　　ない時には常に充電状態にしておくことをお勧めします。

　　　　充電時の電流値は最大で 50mA を超えず、充電時間の長さは受信機のソフトウェアーで制禦

　　　されます。バッテリー温度は、＋ 50℃を超えないので、爆発危険ふんい気での危険因子とはな

　　　りません。バッテリーの接続配線が短絡した場合に於いても、バッテリー内の温度は爆発危険

　　　雰囲気での許容範囲が確保されます。

　　　　フル充電で 12 時間の使用が可能です。すなわち、送信機のデッドマン・ボタンを押したまゝ

　　　で、送信できなくなるまで 12 時間働ける、ということを意味します。低温で送信機を使用した

　　　場合、バッテリーの働きは、室温での通常の 30％にまで低下します。− 20℃以下では、バッテ   

　　　リーが凍結して働きが全く失われます。

　　4)　注：　充電の環境温度は 0 から＋ 50℃内にして下さい。これ以外の温度では充分な電流が得

　　　られないか、あるいは全く充電されないこともあります。0℃以下で使用する際に、寒い運転室
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　　　内に１晩中などの長時間に亘って送信機を放置しないで下さい。送信機を暖かい場所に取込ん

　　　で下さい。受信機の環境温度がしばしば推奨温度を外れる場合は、AC 電源充電器（CH300 - 　

　　　230/115 V）をお使い下さい。

　　　　　　　充電には必ずデルタ充電器をご使用下さい。他の充電器ではバッテリー

　　　　　　　の過負荷を招く恐れがあり、ATEX 認定に抵触する結果となります。

　　5)　使用バッテリーは 3.6V Ni-MH 170mAh です。バッテリー・モジュールは送信機の筐体中で組

　　　込み最終段階の部品です。プリント基盤に小さな接続部品で継がっています。

　　　注：　2003 年 7 月１日を以て ATEX 基準が新しくなりました。DE212 システムについて、バッ

　　　　　　テリーと送信機回路盤を同基準に基づいて製造された部品との交換が求められています。

　　　　　　デルタ RCS あるいは認定工場にて TX212 の交換修理をお受け下さい。この措置がなされ

　　　　　　ることによって ATEX 承認が継続します。

4.　バッテリー交換
　注：　バッテリー・モジュール 01416B 又は 01867 及び送信機中その他交換品全てはデルタ RCS AS

　　　　の純正品をお使い下さい。それ以外は ATEX 認定に抵触すると共に、全てご使用者側の責任

　　　　となります。バッテリーの交換以外はご使用者側で行わないで下さい。

　　　　　　　　　バッテリー交換は、必ず爆発危険雰囲気外で実施して下さい。

　4.1　交換方法

　　バッテリー交換は以下の手順で実施して下さい：

　1.　先ず、新しいバッテリーの型式 01416B 又は 01867 とシリアル番号をラベル上で確認します。

　2.　古いバッテリーを筐体から取り出します。

　　2-1.　送信機のグリップ・エンドを開けます　＝　（手首側に向いた）グリップ・エンドの上下に

　　　　ある２つのロック（大と小）を押し込んで外します。

　　2-2.　外れたロックの部分をゆっくり手前に引き抜いてくると・・・、バッテリー・モジュール、

　　　　続いて接続端子のある基盤が現れます。

　3.　3 の記号のある端子にバッテリー・モジュールが配線接続されていますので、モジュール側の端

　　   子を上に持ち上げると、バッテリー・モジュールが外れます。

　4.　新しいバッテリー・モジュールの “O” リングに薄くワセリンを塗布します。

　5.　新しいバッテリーの配線を端子で接続し、筐体に押し込んでいきます。

　　　〔ご注意〕　“O” リングが外れたり、配線の巻き込みがないようご留意下さい。

　6.　交換が完了したら、３時間充電の上、全ての機能試験を行います。

DE212グローバル・ワイヤレス・デッドマン・システム取扱説明書
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5.　選択品目、補充品目及び予備部品
　5.1   選択品目

　　　送信機と受信機の制禦はマイクロプロセッサーにより行われ、そして使用者のご要求に応じて

　　若干の機能選択が可能です：

部品番号 型式番号 機　能

01835 TX212-2S １種類の追加機能付き送信機。　2..4GHz。　ATEX 防爆認定品。

01836 RXA-6NL  2.4GHz 用受信機。　標準仕様。

　　〔注〕　受信機の標準仕様は次の通りです：ー

　　○時限式デッドマン給油＝３分間の連続運転制禦。３分終了 30 秒前に警告灯又は警告音機能→

　　　ハンドルの握り直し操作＝デッドマン・スイッチの押し直し→次の３分間時限運転継続。

　　○送信機を受信機上の充電器に挿入した時点でインターロックの信号出力。

　　○緊急停止機能。電源 ON の間信号出力。送信機の停止ボタンが押されると信号出力停止。　

部品番号 型式番号 部　品　名

01780 CH300-AC 110/230AC 用充電器。

01823 ー 受信アンテナ。　ベース及び５m ケーブル付き。

01828 ー 受信機用ソフトウェアー。デッドマン及び追加機能の同時操作可。　

　5.2   補充品目

　　　標準構成の場合、送信機と受信機が各１つに 14.5cm のアンテナ付きですが、次表の部品もお

　　選びいたゞけます：

　5.3   予備部品

部品番号 型式番号 部　品　名

01416-B ー 送信機バッテリー・モジュール。3.6V/170mAh。ATEX 認定品。

01867 ー 送信機バッテリー・モジュール。3.6V/200mAh。ATEX 認定品。

10203 ー 受信機アンテナ。14.5cm 長。

01855 TX PCB 2.4GHz 追加機能用。ATEX 認定品。

01853 ー
受信機用メイン・ボード。RF モジュール 01854 は含まず。
ホース・リール制禦用。　　

01854 ー 受信機用 RF モジュール。2.4GHz.

01772 ー 送信機用筐体。ステンレス・スティール製ハンドルを含む。

01752 ー 受信機上充電用接点。

01760 ー 受信機上充電用ホールダー。充電用接点を含まず。

01775 ー 受信機アンテナ用ケーブル。
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　　5.3.1　受信機内の部分概観　

　　5.3.2　送信機バッテリー・モジュール部概観　
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6.　保証条件
　6.1   受領時の点検

　　　製品受領時、直ちに点検の上、明らかな欠陥もしくは欠品が認められた場合は、受領日を含む

　　８日以内に、その旨お申し出下さい。これ以外のお申し出についてはお受け致しかねますので、　

　　ご了承下さいますようお願い申し上げます。製品設置後の初試験に於いて欠陥が発見された場合、

　　直ちにその旨お申し出下さい。

　6.2　保証と修理

　　　損害に対する保証は、使用材に起因する場合あるいは製作上の瑕疵による場合のみ有効としま

　　す。

　　　保証期限は、出荷の日から 12 ケ月とします。

　　　製品の修理及び同製品中の部品交換については、デルタ RCS AS あるいはその認可工場が通常の

　　各営業時間内に於いて無償で実施致します。荷造り及び運賃、通行料、保険料並びにその他付帯

　　諸費用については購入者側でご負担をお願いします。

　　　ご使用者側への出張修理の場合は、保証期間内にあっても、旅費、宿泊費及び食費を条例の範

　　囲内においてご請求させて頂いて居ります。尚、旅程所要時間の 50％を追加出張費用相当分とし

　　て現行の修理規定によりお願いして居ります。

　　　次の場合は保証外とします：

　　a)　デルタ RCS AS の文書による同意なく改造されるか、又は改造が試みられた場合。

　　b)　製品の誤った使用あるいは不適切な営繕があった場合。

　　c)　支払い条件が満たされなかった場合。

　6.3　その他

　　〔注〕　2003 年 7 月 1 日以降、DE212 送信機は ATEX 防爆認定品となっています。

　　　送信機の修理は、デルタ RCS AS あるいはデルタ RCS AS が認める工場に於いてお受け下さい。

　　ATEX 認定品が非認可工場に於いて修理された場合、当該品の認定は取り消されて全ての責任はお

　　客様側が負うこととなりますので、何卒この点ご注意下さいますようお願い申し上げます。TX212

　　送信機に関し、そのバッテリーについてのみお客様側で交換して頂けます。手順は項目４の通り

　　です。

　　　保証期限後の修理につきましては、当該費用の全額がお客様のご負担となります。

　　　修理後 3 ケ月を超える保証は、修理を施した部分に対してのみとさせて頂きます。修理後新規

　　の欠陥が認められた場合はその都度お申し出下さい。
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7.　技術資料
　7.1　適合規格等
　　○欧州　ERC 70-03、EN300-400

　　○米国　FCC 15. 249

　　○日本　STD-T66

　　○ CE 証票貼付のための EU 要求事項に合致

　　○ EN50 014:1997+A1+A2 並びに EN50 020:2002 に基づく ATEX 認定

　7.2　装置全般仕様
　　○周波数：　　　　2.4GHz

　　○変　調：　　　　GFSK

　　○送信コード：　　ディジタル信号 65536 種類。メーカー設定

　　○機　能：　　　　３機能　（デッドマン、停止及びオプション１つ）

　　○温度範囲：　　　使用時／− 20℃〜＋ 50℃、（より低い温度でのご使用にはご相談下さい）　　　　　　　　　

　　　　保管時／ー 40℃〜＋ 65℃、　充電時／０℃〜＋ 50℃

　　○耐衝撃性：　　　1 メートルの高所からコンクリート床に自由落下

　7.3　受信機
　　○アンテナ：　　　標準外部アンテナ、長さ 14.5cm

　　○電　源：　　　　11 〜 27VDC、30VDC を超えると自動遮断

　　○消費電力：　　　待機／ 62mA、フル充電中／ 112mA

　　○出　力：　　　　各リレー接点で 2A。12/24VDC.

　　　　　　　　　　　＊デッドマン出力

　　　　　　　　　　　＊送信機が充電器にある場合のインターロック出力

　　　　　　　　　　　＊時限警告灯用出力

　　　　　　　　　　　＊時限警告音用出力

　　　　　　　　　　　＊「通常閉」、停止で「開」　

　　○充　電：　　　　受信機上に送信機用充電器装備。50mA 最大

　　○端子部配線：　　PCB コネクターにネジ留め

　　○操作機能：　　　CODE（コード）押しボタン 1 ケ。送信機とのコード合わせ用

　　○表示灯：　　　　緑色ダイオード／通電表示、　黄色ダイオード／充電及び作動時表示

　　○筐　体：　　　　ABS ポリカーボネイト、IP52

　　○寸　法：　　　　長さ 160 x 幅 80 x 奥行き 60（mm）〔寸法図参照 - 次頁〕

　　○重　量：　　　　0.7kg

　7.4　送信機
　　○出　力：　　　　1mW 最大

　　○アンテナ：　　　内蔵アンテナ

　　○電　源：　　　　3.6V  NiMH バッテリー、200mAh、充電式

　　○充　電：　　　　50mA 一定、短絡防止接点、0 〜＋ 50℃内で充電

　　○操作機能：　　　押しボタン 3 ケ／デッドマン給油用、停止用及び追加機能用；デッドマン用は SUS 製ハンドル

　　　　　　　　　　　で操作。

　　○表示灯：　　　　TX マーク（黄色 LED）／送信表示；　LB マーク（２色 LED）／緑色の場合 - 受信機との連絡

　　　　　　　　　　　良好；赤色の場合 - 蓄電量小で要充電

　　○筐　体：　　　　ポリアミド 6、IP65.

　　○寸　法：　　　　長さ 170 x 径 40 （mm）〔寸法図参照 - 次頁〕

　　○重　量：　　　　0.3kg  バッテリーを含む
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　7.5　寸法図　　

　　　　　　　　　（単位 mm）
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