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2 基本的な安全指導 

2.1 使用目的 

2.1.1 適用 

本機は、次の加工の目的のために設計・製造されたものです。 

• 自動送りによる、長手方向の４面削り加工およびプロファイル加工 

 

2.1.2 加工できる材料 

テクニカルデータに基づいた寸法（長x 幅x 高）の範囲内で、かつ市場に流通している木材および木質材を加工できま

す。 

 

2.1.3 使用できる刃物 

使用する刃物は、テクニカルデータの記載に適合する必要があります。EN 847-1に指定された刃物のみを使用してくだ

さい。 

 

2.1.4 作業場所 

作業に必要なスペースに関しては、据付図面に記されています。 

 

 

2.1.5 運転に関して 

使用目的にない他の用途は、すべて不適切な使用と見なされます。金属または金属に類する素材の加工や安全装置を正し

く取り付けずに行う操作は、すべて不適切な使用と見なされます。 

指定された動作条件を満たしているか、常に確認が必要です。使用目的には、取扱説明書に遵守することも含まれていま

す。 

 

2.1.6 メンテナンス 

修理やメンテナンスを説明書通りに実施してください。 
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2.1.7 責任の所在 

使用目的に反する取り扱いの結果、生じた損害や損失に関しては、ヴァイニッヒ社は、一切の責任を負いません。これら

の損害や損失に関しては、全て使用者側の責任となります。 

 

2.2 一般安全規則 

別冊の”安全運転指導要綱”に目を通して、完全に内容を理解してください。機械の使用目的や安全運転の詳細

な情報が記されております。取扱説明書に記されている情報や操作手順を正しく把握して下さい｡また、それ

ぞれの地域の安全基準を守ってください｡ 

 

事故防止に関してのさらに詳しい情報については、労働基準監督署にお問い合わせください。地域で定められ

た事故防止規則を遵守してください。 

 

この機械は、最新の技術水準に基づいて製造されておりますので、正しい操作をしていただければ、安全にご

使用いただけます。製造にあたっては、機械を操作する人の安全が第一に考えられています。しかしながら、

他の産業機械と同様に、無資格の人、訓練を受けてない人、不注意な人が誤った操作や取り扱いをしたり、使用目的以外

に使ったりすると非常に危険です。本機や周辺の設備に損害をもたらす、または最悪の場合はオペレーターや周辺の人の

ケガや死を招く危険性も潜んでいます。常に、本取扱説明書の内容に従って機械を運転し、安全や危険について配慮して

ください。特に、安全に関係する不具合・故障が発生した場合は、速やかに不具合の原因を取り除く、または修理を行っ

てください。 

 

ヴァイニッヒ社は、取扱説明書や安全規則の内容を守らずに使用した際に起こった人のケガ、あるいは他の設

備の傷害については一切の責任を負いかねます。そのような際に起こった事故、傷害については全て、機械の

所有者による事故、傷害だと判断されます。 

 

以下の一般安全規則を遵守してください。 

• 貴社工場にて弊社サービスマンから、あるいはヴァイニッヒトレーニングセンターで十分な指導を受けていない方は、

本機の使用に携わってはいけません。 

• 機械の運転、メンテナンス作業、修理作業については、正しい機械の取り扱い指導を受け、かつ安全に関する規則を十

分に把握している方のみが行ってください。また、危険を予測できる判断力を持った方が作業を実施してください。心身

ともに、健全で機敏な状態である人でなければ、機械を操作したり機械に近づいたりしないでください。 

• 機械の所有者は、セットアップ、刃物交換、操作、メンテナンスの責任者が誰であるか明確に決めておかなければなり

ません。機械が安全に稼働する状態のときしか機械を運転させてはいけません｡ 

• オペレーターは、安全に影響するような変化や欠陥に気づいた場合は、即刻、元の場所に戻すか、責任者に報告してく

ださい。 

• 安全のための警告表示類は定期的に掃除、点検をし、ある程度はなれたところから見て判別できない状態になった場合

は交換してください｡ 
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以下の一般安全規則を遵守してください。 

• 毎日、機械の運転を開始する前に、安全機構が適切に機能するかチェックを行ってください。 

• 機械のスイッチを入れる前に、セットアップや修理・メンテナンス作業を実施するために取り外した安全装置を、所定

の位置に取付けてください。 

• 本機の安全に関する部品や安全機構を取り外したり、改造したり、短絡させたり、機能を無効化したりしないでくださ

い。 

• セットアップ作業を行う前には、機械の中に材料が残っていないことを確かめてください。 

• モーターブレーキ（別オプション）を装備した機械では、停止して約１５秒経って、すべての刃物が停止した後にフー

ドカバーが開きます。メインスイッチをオフにすると、ブレーキの機能も無効となります。 

• 部材を投入したり、排出したりする際には、適切な投入テーブルや、送りコンベヤーを使用してください。 

• ヴァイニッヒ社の純正部品だけを使用してください｡弊社への相談なしに、純正部品以外の部品を使用したり改造を実

施したりしたために、機械が破損した場合、当社は一切の責任を負いかねます｡ 

• 機械周辺をいつもきれいに清掃、整頓しておいてください｡床の上が、油や木屑等で汚れていたり、障害物が置かれて

おいたりすると危険です｡機械のガイド部の上をきれいにしておいてください。機械の破損、または火事などの原因とな

りますので、注意してください。 

• 木屑を適正に集塵できるよう、集塵管直径と必要風速および風量を守ってください｡ (据付図面を参照) 集塵機に接続

し、必要な能力が得られた時に、本機の運転が可能です｡ 

• 機械の側を離れるときは、前面カバーを閉じて、メインスイッチをオフにし、機械が作動しないようにしておいてくだ

さい｡（メインスイッチに施錠をしたり、警標を掲げたりして、不意にスイッチが入らないようにしておいてください｡） 

• 各地域が規定した騒音レベルに従ってください｡特殊な作業状態（作業場所、被切削材、使用する刃物、送り速度等）

により、その地域の騒音規制の制限を超える事があります｡その場合、機械所有者は、新たな防音装置を設置するなどし

てください｡ 

• 修理が必要な際は、メーカーまたは販売代理店に問い合わせてください。 

• 長髪の作業者は、必ず髪をヘアバンドなどで束ねるようにしてください｡また、ネクタイ、スカーフ、ゆったりした上

着、シャツ、幅広の袖口の衣類、手袋など、機械に巻き込まれる恐れのある衣類を絶対に着用しないで下さい｡腕時計や

ネックレスなども、作業中は外しておいてください｡ 

• ゴーグルまたは顔全体を覆うマスクを着用し、防音具で耳を塞いでください｡ 
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2.3 機械的なエラーの原因に関する安全指導 

機械的なエラーの原因を取り除くため、次の指示に従ってください。 

• 機械の荷卸し/設置作業を行う際は、本機の重量を十分に支えることができる耐荷重能力のある重機/道具を使用してく

ださい。 

• 刃物やローラー、その駆動部は、スイッチを切っても惰性で回り続けます。そのため、カバーが開いている時は細心の

注意を払ってください。注意!  完全に停止するまで刃物やローラー、そしてその駆動部の近くには手を近づけないでく

ださい。 

• 機械の前面カバーが開いている状態で行う寸動送りでの作業は、機械に巻き込まれる危険がありますので、細心の注意

を払って作業を行ってください。 

• 材料の投入口、排出口の中に手を入れないでください。刃物や反発防止装置、鉄ローラーなど鋭利な部品により大けが

をする恐れがあります。 

• 機械の動作中は、材料の投入口を覗き込まないでください。 

跳ね返ってきた材料はその破片により大けがをする恐れがあります。 

• 機械を運転中に、切削エリアから材料または材料の一部を取り除かないでください。 

• 不適切な位置決めデータを登録すると、刃物の位置決め中に、刃物が機械のその他の部品に衝突してしまう原因となり

ます。可能な限り、刃物を外した状態で刃物の位置決めを実行してください。 

• 次の条件がそろわない状態で、前面カバーや安全フェンス、カバー類を開いたり、メンテナンス作業を開始したりしな

いでください。 

– 全ての回転部品（刃物、送りローラー）が、完全に停止になる。 

– 機械の電源をオフにし、メインスイッチに施錠または警標を掲げるなどして、不意に電源が入らないよう状態を確保す

る。 

• 材料の跳ね返りを防ぐため、次のポイントに留意してください。 

– 材料幅に合わせて、適切な幅のローラーを使用してください。 

– 適切な押え圧を確保するために、材料の高さに合わせて、送りの高さを調節してください。 

• プッシュバーまたはそれに類似するもので、材料を投入することは危険ですし、禁じられています。 

• 機械に投入される材料の真後ろに絶対に立ち入らないでください。 
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機械的なエラーの原因を取り除くため、次の指示に従ってください。 

• 機械の中に材料が残っており、刃物が回転している時は、送り装置を上昇させないでください。さもないと、材料が投

入口に向かっていきおいよく跳ね返ってくる恐れがあります。 

• 材料の送りが詰まったときに、むやみに材料を追加で投入しないでください。まず、機械の電源を落とし、不意に電源

が入らないよう警標を掲げ、刃物の回転や可動部の動きが完全に停止してから、エラーの原因を確認してください。 

• 短尺材など、短すぎて自動で送り出せなくなり、機械の中に残ってしまった場合、同じ断面をした欠けのない長い材料

を追加投入して、残材を押し出してください。 

• 両受け装置を装備した機械では、次の点に留意してください。 

– ハイドロブロックを使用するときは、必ず両受け装置を使用してください。 

– 軸ナットで固定するノーマルブロックを使用するときは、両受け装置は使用しないでください。 

– 両受け装置なしでノーマルブロックを使用する際は、4.3.6の表に記載の使用可能なクランピング長さを守ってくださ

い。 

– 両受け装置なしで使用する場合は、安全カバーを必ず装着してください。 

 

  



基本的な安全指導      

2-6 ユニマート 200-800 

 

2.4 刃物に関する安全指導 

軸や送りの惰性運転の時間を短縮させるブレーキモーター（オプション）の装着をおすすめします｡ブレーキモ

ーターを装着すると、刃物やローラーの惰性運転中のケガ等の危険性を大幅に減らすことができます｡ 

 

刃物メーカーの取扱説明書（使用方法、調節方法、修理・メンテナンス）に従ってください。 

 

刃物に関する取扱説明書の、安全に関する注意事項に必ず従ってください。 

 

事故防止に関してのさらに詳しい情報については、労働基準監督署にお問い合わせください。 

 



刃物の取り扱い時には、次の危険要因に注意する必要があります。 

• EN 847-1に適合した刃物のみをご使用ください。 

• 付属の固定部品またはノコ割り用スリーブのみを使用してください。径の調節用に、公差の大きいスリーブを使用しな

いでください。 

• 使用する刃物の先端は常に鋭利な状態を保ってください。 

• 軸の回転数に適合した刃物を使用する必要があります。刃物に制限された回転数を越える回転数で刃物を回さないで下

さい。 

• 全ての軸ナットが、刃物メーカーの推奨する軸ナットであるかどうかを確認してください。 

• 刃物の刃先は、非常に鋭利なため、刃物が停止している時でも、ケガをしてしまう危険性があります｡刃物の取り扱い

には十分注意を払ってください｡回転中の刃物には、近づかないようにしてください｡ 

• 重量のある刃物を運んだり持ち上げたりすることで、体を痛めたり健康障害を引き起こしたりする可能性があります。

適切な運搬用の装置を使ってください。 

• 重量のある刃物を取り扱うときに、鋭いナイフで大けがを負う恐れがあります。適切な防護手袋を着用ください。 

• 平刃を研磨して使う場合、ナイフの高さが刃物メーカーの指定する制限を下回る状態の平刃を使用しないで下さい。カ

ッターブロックのボス面（側面）よりナイフが飛び出ないようにしてください。傷や変形のある刃物は使用しないで下さ

い。 

• 刃物を取り付ける前に、軸やボス面および間座の表面をきれいに掃除してください｡刃物をセットする際は、必ずセー

フティリングをご使用ください｡

• ノコはできるだけ下軸に取り付けてください｡切削圧力によって、材料を定盤に押さえつけることができ、効果的な加

工ができます｡刃物が正しく取り付けられているかどうか確かめてください｡ 

• 適切な締め付けトルクで軸ナットを締め付けて、緩まないようにする必要があります。 

• 軸を回転させる前に、刃物が他の装置類にぶつからないかどうか、手で軽く回して確かめてください。 

• 左軸の半径方向調節時には、正面の送りローラーの幅と衝突しないよう注意を払ってください。 

• 本機での使用が許可された刃物のみをご使用ください。9章の注意事項を必ず守ってください。 

  



  基本的な安全指導      

ユニマート 200-800 2-7 

 

刃物の取り扱い時には、次の危険要因に注意する必要があります。 

• アルミ製の刃物を使う時は、次の点に留意してください。 

– 加工中または清掃時に、刃物温度が１２０℃以上になるアルミ製の刃物の使用は禁止します。 

– アルミニウムを腐食させない溶剤で、アルミ製の刃物を清掃してください。 

– 刃物洗浄機での洗浄やその他の方法で熱を持ってしまった刃物は、機械に装着する前に、十分な冷却を施し

てください。冷却されると刃物は縮みますので、その分刃物のクランプ力が減ったり、クランプが解除された

りする恐れがあります。 

 

 

2.5 電気に関する安全指導 

電気回路または配電盤内の作業を行う際は、危険を引き起こす原因になりうる次の安全規則に従う必要があります。 

• 必ずメインスイッチをオフにし、電源を切って、不意にスイッチが入らないように安全を確かめてから、電気系統の作

業をおこなってください｡ 

• 電気系統の作業は、必ず専門の知識を持った人がおこなってください｡ 

• 電気部品の交換や修理を行った後は、必ず全ての安全装置をテストしてください｡ 

• 安全装置の機能を果たすリミットスイッチやその他の安全装置を取り外したり、短絡させたり、無効にしたりすること

は、事故につながる恐れがありますので、絶対におやめください｡ 
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2.6 ノコ割りや複数取り時の安全指導 

 

危険  

 

材料が送り方向または送りと反対方向にいきおいよく飛び出します 

機械の投入口から、または排出部からいきおいよく飛び出した材料にぶつかって致死の傷害を招く恐れがあります。 

ノコや複数取りの装置を使用して、複数の製品を削りだす加工では、反発防止装置を機械の投入側に装備して、材や

端材の跳ね返りを防ぐ必要があります（ガラス押え切り取り用軸は除きます）。 

ガラス押え切り取り用軸を使用する場合、専用の材料ガイドや反発防止装置が必要で、EN規格12750(部分項目

5.3.5.3)に準拠した設計/設置が必要です。 

反発防止装置のフィンガーの先端から定盤面までの距離は１mm以内としてください。 

反発防止装置のフィンガーは、スムーズに軽く動く必要があり、材料が通り過ぎたらすぐに元の位置に下がって投入

口を塞ぐ必要があります。 

ノコ割り用クサビや送り出しに関する専用の装備を使うことで加工は向上し、補助治具としての使用は望ましいです

が、それ自体で安全装置の役割を果たすことはありません。 
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2.7 ダウンカットを行う際の安全指導(オプション) 

 

危険  

 

材料が送り方向にいきおいよく飛び出します 

機械の排出部からいきおいよく飛び出した材料にぶつかって致死の傷害を招く恐れがあります。 

最後から1番目、2番目の加工軸でダウンカットを行う場合、または送りと同じ方向でノコ割り・複数取りを行う場

合、機械の排出側には、トンネルタイプの防護壁を設置する必要があります。 



2.7.1 トンネルタイプの防護壁 

トンネルタイプの防護壁は、次の水準を満たすものを設置/装備する必要があります。 

• 先端は閉じられていて、側面から材を取り出せるタイプのトンネルタイプの防護壁(EN 953: 1997の3.2.2を参照)。 

• 危険エリアへの進入が制限されていること(ISO 13857: 2008の4.2.4.1と4.2.2.1を参照)。 

• 送りと同じ方向で加工可能な一番長い材料を完全にガードできる、十分な長さのトンネルタイプの防護壁を設置する必

要があります。 

• 次の2つのタイプの構造が使用可能です。 

1. バリアとしての役目を果たす固定式保護ガード(EN 953: 1997の3.2を参照) 

2. トンネルタイプの防護壁の危険な部品にアクセスする必要がある場合、インターロック式または遅延解除式の調節式

保護ガード(EN 953: 1997の3.6を参照) 
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2.8 安全装置 

本機には安全装置が備わっています。 

安全装置の構成は次の通りです: 

• 保護カバー 

• 安全機能 

• 緊急停止機能 

 

2.8.1 保護カバー 

• インターロック式の前面カバーで覆われています。前面カバーを開いている時は、自動操作はできません。 

• ブレーキモーター (CE基準ではブレーキモーター仕様、納品地域によってはブレーキモーターなしの仕様もございま

す。) ブレーキが掛かって刃物が完全に停止し、ブレーキが解除されると、インターロックが解除され、前面カバーを

開くことができるようになります。 

• 遅延式のインターロック式前面カバーをオプション選択した場合、刃物が完全に停止して、約180秒後に前面カバーが

開くことができるようになります。 

• インターロック機構付き配電盤ドア 、メインスイッチがオンの時、ドアが施錠されます(オプション、納品地域によっ

てはこの仕様がついていない場合もあります)。 

• 安全カバー付きフードカバー 

• 下軸上の安全カバー 

• 送り出し部安全カバー 

• 投入口フラップ(リミットスイッチ付き保護カバー) 

• ノコ割り用反発防止装置(オプション) 
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2.8.2 安全機能 

• 自動運転モードでは、前面カバーはインターロック機構により施錠されています。 

• ブレーキモーター(オプション)を搭載している機械では、モーターの電源をオフにすると、約15秒以内に軸は完全に停

止します。 

• 軸が回転している時は、送りの後退スイッチや送りの上昇側のスイッチは入りません。 

• 投入口フラップが作動したら、連続送りは止まります。 

• HSKツールクランプ機構(オプション)はセンサーにより監視されています。 

• EN規格 12750に準拠した運転モード切替スイッチにより、次の運転モードを選択できます。 

– セットアップモード 

– 手動モード 

– 自動モード 

前面カバーの開閉状況により機能が変わりますので、2.9.1の表を参照ください。 

 

2.8.3 緊急停止の機能 

• 緊急停止スイッチを押すと、緊急停止機能が働きます。 

• 緊急停止機能が働くと、すぐに全ての軸と送りの電源がオフになります。 

• 軸ブレーキ(オプション) 

 

警告 

 

刃物はスイッチを切っても惰性で回転し続けます! 

機械に掴まれたり巻き込まれたりして、死に至る危険性があります。 

 電気ブレーキ搭載の機械では、刃物が完全に静止するまでメインスイッチをオフにしないでください。(約15秒間掛

かります)メインスイッチをオフにすると、電気ブレーキの機能が無効になり、軸の制動が効かなくなります。 
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2.9 運転モード切替スイッチ 

キー操作スイッチ(1)でセットアップモード/手動モード/自動モードを切り替えます。 

前面カバー用開閉用ランプ(2) 

 

手動モードで前面カバーが開いた状態の時: 

機械が運転状態にある場合、先に前面カバーを閉じてから、自動モードに切り替え

てください。そうしないと機械が緊急停止してしまいます。 

 

 

 

 

2.9.1 運転モードの説明 

 
セットアップモード 手動モード 自動モード 

前面カバー 閉(施錠なし) 開 閉(施錠なし) 開 閉(施錠あり) 開 

軸モーター オン   x x x  

連続送り(すくなくとも1つ

の刃物の回転が必要) 

    x  

寸動送り/後退 

(刃物が停止時に限る) 

x x x x x  

送り高さ調節 上昇 

(刃物が停止時に限る) 

x x x x x  

寸動送り/前進 x x x x x  

送り高さ調節 下降 x x x x x  

電動軸調節 x x x x x  

カリブレーション半径方向 

        軸方向 

x x x  

x 

 x  

x 

 

位置決め    半径方向 

        軸方向 

x x x  

x 

 x  

x 

 

反復位置決め  半径方向 

        軸方向 

x x x  

x 

 x  

x 
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2.10 ユーザープロファイル 

 

ユーザーグループ 

 

仕事 必要な資格 ユーザーの権限 

一般のオペレーターや

ソフトウェアの責任も

担う資格のある操作責

任者 

機械操作 

機械メンテナンス 

プログラムの記述 

プログラムの開始 

移設 

ユーザー権限の付与 

ヴァイニッヒ社トレー

ニングセンターでの訓

練、 

ソフトウェアの専用訓

練 

管理者 

一般のオペレーターの

責任も担う資格のある

操作担当者 

機械操作 

機械メンテナンス 

ヴァイニッヒ社トレー

ニングセンターでの訓

練 

メインオペレーター 

熟練していない操作担

当者 

材料の投入 

材料の取り除き 

加工プログラムの開始 

操作責任者により運転

指導を受けた、本機に

関する危険性を理解し

ている者 

オペレーター 

一般人 どのような場合でも、機械の運転に携わってはいけません 

18歳以上の研修生 機械操作 

機械メンテナンス 

プログラムの記述 

プログラムの開始 

移設 

ヴァイニッヒ社トレー

ニングセンターでの訓

練、 

ソフトウェアの専用訓

練 

メインオペレーター 

18歳未満の研修生 

（操作責任者/訓練者

の監督下に限る） 

材料の投入 

材料の取り除き 

加工プログラムの開始 

操作責任者により運転

指導を受けた、本機に

関する危険性を理解し

ている者 

オペレーター 

あらゆる年齢の子供た

ち 

本機の作業に携わらせてはいけません。 

本機の作業エリアに立ち入ることも許可されていません。 

精神的/肉体的な障害

を抱えた方 

本機の作業に携わらせてはいけません。 

本機の作業エリアに立ち入ることも許可されていません。 

高齢者 67歳以上の方 本機の作業に携わらせてはいけません。 
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2.11 安全標示シール 

以下に示す安全標示シールは、機械や配電盤内の各部に貼られています。 

 

この表示シールの示す内容に必ず従ってください。またこのシールを判読できる状態に保ち、決してはがした

りしないでください。 

 

2.11.1 全ての機械に適用される安全標示シール 

 

1.  

取扱説明書や安全標示シールが指示する内容を必ず遵守してください。 

 

警告 

取扱説明書や安全標示シールの指示する内容を読み間違えたり、誤って理解

をしたりすると、深刻なケガを招く恐れがあります。本取扱説明書は、本機

の近くに保管し、いつでも参照できるようにしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

耳栓の着用の義務 

危険 

機械の騒音による聴力障害の恐れ 
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3.  

ゴーグルの着用の義務 

 

危険 

ゴミや飛散物が目に入り、目の障害を招く恐れ 

 

 

 

 

4.  

刃物 

 

危険 

鋭利な刃物は事故の危険性をはらんでいます。 

 

 

 

 

 

5.  

回転する刃物や部品 

 

危険 

鋭利な刃物は事故の危険性をはらんでいます。 

 

機械に掴まれたり巻き込まれたりして、死に至る危険性があります。 

 

 

6. 

回転部品の危険性 

安全装置やカバーを開けたり取り外したりすると、圧迫・切断・衝

撃・巻き込まれ・摩耗の危険性があります。 
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7.  

安全装置について 

 

注意 

機械の安全装置を取り外さないでください。 

 

 

 

 

8. メインスイッチ 

エア供給回路について 

 

注意 

メインスイッチをオフにしても、エア圧は下がりません。 

 

 

 

9. 

定盤面を清掃してください。 

テーブル面を清掃するには、ロックタイト7063をご使用ください。 

 

 

10. 

圧縮エアの作動圧 

圧縮エアの作動圧は6バールです。 

 

 

 

 

11. 

油圧機構の作動圧 

油圧機構の作動圧は90バールです。 
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12. 

毎日、定盤内ローラーを清掃してください。 

 

 

 

13.  

電動軸調節仕様のみに適用: 

電動軸調節を開始する前に、ローラー幅や刃物外径を確認してくださ

い。 

 

14.  

クイッククランプ軸ナット仕様のみに適用: 

毎日、クイッククランプ軸ナットの押さえシリンダーの状態を確認して

ください。 

 

15.  

軸回転数の説明 (例) 

機械の仕様や装備品に応じて、各軸上に軸回転数の記載があります。 

 

 

 

16.  

アルミ製刃物(オプション)の情報 

加工幅230mmを超える場合、アルミ製の刃物のみを使用してください。 

 

 

 

 

17.  

手動投入時の注意事項 

手動投入の際には、短尺装置を使用しないでください。 
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18. 

ノコ割り用単体機での反発防止装置 

注意 

いかなる時も反発防止装置を取り外さないでください。本取扱説明

書内の説明や注意事項に従ってください。 

 

 

 

 

 

19. 

反発防止装置はすべての機械に適用できます。 

送りと反対方向でノコ割り・複数取りを行う場合、反発防止装置を必

ず装備する必要があります。 

最後から1番目、2番目の加工軸でダウンカットを行う場合、または送

りと同じ方向でノコ割り・複数取りを行う場合、次の条件が揃ってい

なければ実施することは禁止されています。 

危険エリアに近づくのを防ぐために、機械の排出側には、トンネルタ

イプの防護壁を設置する必要があります。 

 

取扱説明書に記載の警告や危険に関する注意事項には必ず従ってください。 

 

20. 

ノコ割り仕様の機械のみに適用:  

このシールは、刃物の回転方向と、最小/最大の刃物外径、そして軸回転

数を示します。 

 

 

 

 

 

  

 



  基本的な安全指導      

ユニマート 200-800 2-19 

 

21. 

警告 

各種の一般的な安全規則指導を説明しています。 

イギリス向けの機械にのみ貼付されます。 
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2.11.2 安全標示シール - 電気回路 

 

22. 

高電圧の危険 

危険 

感電死の恐れがあります。 

 

 

 

 

23. 電圧について 

  

 

 

 

 

 

 

24. 

注意 

メインスイッチをオフにした状態（スイッチが０を指している時）にしてか

ら、配電盤のドアを開けてください。 

 

 

 

 

25. 

注意 

機械の納品時に、必ずすべての接点部分のネジを増し締めしてください。  



  基本的な安全指導      

ユニマート 200-800 2-21 

 

26. 

確認 

保護回路のテストは、VDE 0100 の610部に従って実施されています。 

誘電・機能のテストは、EN 60 204-1の19部に従って実施されていま

す。 

 

 

27. 

注意 

インバーター制御の機械は、コンデンサ放電に5分ほど時間が掛かりま

すので、注意が必要です。 

 

 

 

28.  

注意 

コンデンサ放電に5分ほど時間が掛かります。 

唯一の保護手段として、漏電遮断器を使用することは許されていませ

ん。 

 

 

29. 

吊り上げる時は、必ず2つのアイボルトを使ってください。 

 

 

 

 

 

 

30. 

ハウジングを開ける前に、メインプラグを取り外してください。 
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2.11.3 北米向け安全標示シール 

次のエリアに納品される機械のみ、下記の安全標示シールが貼られます。 

• アメリカ 

• カナダ 

• ヴァイニッヒUSA管轄エリア 

 

シールのデザインとテキストで安全標示の内容が一目でわかるため、ここでの説明は割愛します。 

 

 

31.      32.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.      34. 
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35.      36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. 
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メモ 
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