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仕様

取付要領

 センサーは縦揺れを
防ぐため、しっかり

と固定してください。

コンポーネント

説明 仕様
パワーサプライ 12～24 VAC ± 10% / 12～24 VDC + 10%    
消費電流: マスター: On = 最大60 mA/ マスター: Off = 最大30 mA             

コンパニオン: On = 最大40 mA.  /  コンパニオン: Off = 最大30 mA 
入力抑制 制御 12～24 VAC ± 10%:  /  12～24 VDC + 10%  /  電圧が供給されたときの制御 
SMR 入力データ 12-18 VDC: 電圧が供給されたときの制御  
出力インターフェイス; リレー リレー; 接続最大定格 1A @ 30v ( 抵抗) 
検知範囲 0mm～203mm
距離調整 51mm～203mm  /   Rotating cam with linear adjustment  
取付高さ・最大 203mm
検知時間 < 50 ms 
検知信号持続 人の存在検知の継続
出力保持時間 電位差計レンジ: 0.1～4.5秒 
LEDインジケーター マスター(主): 赤LED = 検知 

             緑LED = アクティブ出力 
コンパニオン(従):   赤LED = 検知 

使用温度幅　　　　　　　　　　 -34° C～60° C 
PCB(回路基板) 寸法 マスター(主)　　: 277mm x 38mm 

コンパニオン(従): 222mm x 38mm 
ドアコントローラーへの接続 マスター回路基板：8接続端子
接続: マスターからコンパニオンへ コネクターとキーロック付きフラットリボンケーブル
コンパニオン(従)最大数 標準 = 9  /  モニタリング機能付き = 最大8 
機能選択 検知モード - NO または NC 

ノーマルモードまたは背景分析モード

 センサーはドアの金物が干渉しない
場所に取り付けてください。
(フィンガーガード等)

 センサー付近に動く物や検知される
ものは置かないでください。

ドア取付
セーフティー

センサー

DMSS 
着脱コネクター
(8310-847) 

縦枠用タブキャップ(2) 

8310-804   ドア取付セーフティーセンサー 
ユーザーガイド

説明 ドアマウントセーフティーセンサー(DMSS. 8310-804)はドアに取り付けるタイプの感知システムでオート開きドアに使用されます。
他のドア取付型感知センサーと違いドア上部付近に取付け検出します。方向調整式カメラが内臓されているため検知範囲・角度を自由に調
整できます。検知幅のパターンはコンパニオン(従)モジュールをマスター(主)モジュールに追加することで変更が可能です。これらのコン
パニオンモジュールは単純にアルミの本体に挿入する事で追加可能です。そして付属のフラットリボンケーブルを追加するモジュールに繋
ぎます。この時他の電線に干渉しないよう注意してください。取付が完了したら検知範囲をマスターモジュールとは別に調整します。

各DMSSモジュールには２つの光学機械レンズ(検知発信レンズと検知受信レンズ)が2セット搭載されています。発信レンズからは正確な
赤外線が放射され(直径約10cmで約245cmの距離を検知)、受信レンズは床から反射される赤外線を検知します。この送受信により検出
三角形が形成され、正確な検出が可能となります(三角測距方式)。この三角形が遮断された時に検知をします。検出の精度はは赤外線の
強さに基づいたものではなく、背景や色によって多少異なることがあります。
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安全対策

機器の取り付け：
準備とセンサー

の取り付け

注意:  電動ドリル等を使用する際は必ずマスターおよびコンパニオン回路基板をアルミ本体から　
　　 　取り外してください。回路基板を戻す際は、ドリルから出たきり粉等を全て落としてから戻
　　　 してください。 

• ヘッダーへの結線や接続を行う前は必ず全ての電源を切ってください。
• 公共エリアでの作業の場合は、作業スペースを清潔に保ってください。
• ドア付近での作業のため、通行人には十分注意してください。
• ドアの通行口でテスト等を行う場合は、必ず通行人がいない時または通行人を止めてから行ってください。
•

• 取付完了時に適用されるすべての安全基準（i.e.c. ANSI A156.10/19）を満たしているか確認してください。

1. アシスト・スイングの押し型アームまたは引き型アームレールを取り付けます。

2. 箱から出し、センサーのエンドキャップビスを外します。 (写真1を参照)

3.

4.

中心吊りピボットヒンジのドアに対して、ドアの端に近づけないよう注意してください。センサーのエンドキャップが
フィンガーガードやドアに干渉し動き自体に影響が出る恐れがありますので特に安全サイド側のドアには注意をしてくだ
さい(写真5を参照)。丁番吊りドアに関しては中心吊り程ドアの端からの距離は必要ありません(写真6を参照)。戸先のセ
ンサー取り付け位置にはドアの動きに干渉しない程度に戸先側に寄せて取り付けてください。 

1 2 

3 4 

5 6 

!
注意

結線を行う場合やその他接続をする場合は、誤った接続により本体へのダメージが起こり得ます
ので必ず最終確認をした上で電源を入れてください。

アルミ本体から黒いレンズカバーを下向きに引き、外してください。(上部写真2を参照)
ドライバーを使用しこじ開けないでください。亀裂が入る恐れがあります。

写真3はアルミ本体内部にあるレンズの角度を調整するクリップです(回路基板は外してあり、クリップは見やすくするた
めに本体端に取り付けてあります)。クリップを取り外すには矢印の方向につまみを矢印の方向に引き本体の下方向に向
かって下ろしてください。そしてモジュールを回転させ本体から外します(写真4を参照)。取り付け直す際は、まず回路
基板をクリップに留め、後は取り外しの際のプロセスを逆に行います。

重要注意事項：
タブつまみ
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セーフティーセンサー
の取付前の準備 

5. ドア取付セーフティーセンサー本体をドア上部に上向きに押さえます。その際しっかりとドアに取り付くか
確認してください。

6. 取付場所に本体を当て、印をつけドリルで本体の両端に穴を開けます(写真8,9,10を参照)。この際、配線用の穴を開ける
ためのスペースも確保してください。配線用の穴は約8mm程度です。取り付け易くするために同梱のセルフタッピングビ
ス用の呼び穴(3mm)を先に開けておいてください。

7. ドア取付セーフティーセンサー本体を先ほど開けておいた穴に合わせ同梱のビスでドアにしっかりと固定します
(写真11を参照) 。

8. ドア取付セーフティーセンサーをドアの両側に取付る場合、配線用の穴はアプローチ側からセーフティー側まで
しっかりと貫通させてください(写真13を参照)。再度確認ですが、穴を開ける際、ドアの内側のつなぎ目や裏板に干渉しな
いよう注意してください。写真12と14は大体の配線用の穴の位置を示しています。ドア両面の端子へとつなぐ延長つなぎ用
ケーブル(13)はおおよそ450mmですが、必要に応じて切断してください。

背面部

上部

注意：穴を開ける際、ドアの内側のつなぎ目や裏板に干渉しないよう注意してください。

7 

8 9 10 11 

12 13 14 

ドア取付セーフティーセンサーをド
ア両側に取付る際、ドアの正反対に
取り付けます。

配線用の穴をドアの両側の同じ位
置に開けます。 ドアセーフティーセンサーのカバーとコンポーネント

(コネクターを除く)は示していません。

このドア図は切り取り図です。

ヘッダー内のコントロールボックスにこ
のケーブルの端を持って行きます。

本体内のコネクター

ケーブル (8310-847)

本体内
コネクター

ドア 

フレキシブルチューブはドアの内側(安全側)
に取り付けてください。

アシスト・スイングのアーム用レールは
当たらないように必ずセンサーの取り付け
前に行ってください。
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9. 次に、配線用の穴はドアヘッダーにも必要です(写真15を参照)。また、縦枠にはセーフティーセンサーを取り付ける
高さに通電金具用の穴を開けます(写真16を参照)。通線用の穴は部屋内側のドアに開けてください(一般的には内部
に取り付けます)。線を縦枠から入れ、ヘッダーに通してください。センサー本体内部の端子に繋げる為、電線の長
さは余裕を持ってください。

 

10. 全ての配線が完了したら、縦枠から出ている電線を同梱のチューブに通し、プラスチックキャップを取り付けます。こ
の作業は全ての結線を完了する前に行ってください。チューブは適度な長さでカットをしてください。全ての配線が完
了したらプラスチックキャップを縦枠に取り付けてください。

1. 全ての配線が完了したら端子コネクターをセーフティーセンサーに結線し、マスター(主)モジュールが完成します
(写真20を参照)。配線はその時の仕様により異なります。下記は端子コネクターの結線図です。

端子番号 各コネクターの説明
1   TST テストデータ - SMRシステムのみに使用可能  
2   GND アース -  抑制入力を使用する場合、マイナスターミナル 
3   INH 抑制入力 - 全ての検知を無視。赤外線放射は停止されます。ターミナル2と3の間で

12～24 VAC ± 10% または12～24 VDC ± 10%が加えられた場合、抑制されます。

4   NO リレーモードではJ2のポジションにより、このターミナルはN.O.またはN.C.コンタクト
を与えます。(J2の工場出荷時の設定はターミナル4にN.C.です)

5   NC このリレーモードは、J2のポジションによりこのターミナルはN.O.またはN.C.コンタクト
を与えます。(J2の工場出荷時の設定はターミナル5にN.O.です)

6   COM コモン - リレーへの接続  
7   - マイナス電源 - このターミナルはは電源入力に使用します。

電圧：12～24 VAC ± 10%または12～24 VDC±10%を供給してください。
8   + プラス電源 - このターミナルはは電源入力に使用します。

電圧：12～24 VAC ± 10%または12～24 VDC±10%を供給してください。

備考:  電線の長さは本体を取り回しできるくらいの余裕を持たせてください。

プラスチックチューブ

J2

J1 J4J3

P1
1

15 16 

17 18 19 

 20 

セーフティーセンサー
の取付前の準備 

電気的な取り付けと
配線＋結線

裏面 表面
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技術的調整：
モジュールの角度、

配置の調整

2. 全ての配線が完了したら、センサー本体のエンドキャップとレンズを取り付けます。電線の端部には端子コネクターの結線や
その他電線を取り回しできるくらいの余裕を持たせてください(写真23を参照)。セーフティーセンサーの吊り元側のエンド
キャップを取り付けます。その際、プラスチックチューブを通すためにエンドキャップ下部のタブキャップを外してください
(写真21を参照)。プラスチックチューブをエンドキャップに取り付け、本体に取り付けます(写真22を参照)。
その後、レンズカバーを本体、エンドキャップ、プラスチックチューブにしっかりと固定し取り付けます(写真24を参照)。も
う片方のエンドキャップは全ての機器の調整が終わってから取り付けてください。

* 結線回路図は本ガイドの最後をご覧ください。

1. アルミ本体内部のモジュールの配置は下記の図の通りです。モジュールの配置は常にトランスミッター(TX)が戸先側にく
るようにします。モジュールはドアの左右勝手により、180度回します。

アプローチ側(外)

セーフティー側(内)

吊り元側戸先側

コンパニオン(従)モジュール

マスター(主)モジュール

ドア外部ケーブル 
(必ずドアのセーフティー側(内)に取り付けます。)

TX RX TX RX 

マスター(主)モジュールコンパニオン(従)モジュール
O 
U 
T 
P 
U 
T 

I 
N 
P 
U 
T 

リボンケーブル

リボンケーブル 

21 22 23 24 

電気的な取り付け
と配線＋結線

(続き)
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電源投入後の調整：
モジュールの角度、

配置の調整 

2. 各モジュールの角度の調整はそれぞれ行うことができます。下記のチャートを参考に角度の調整を行います。起動後
の動作確認の際に角度の微調整が必要になる場合もあります。

セーフティー
センサー

R

ボール紙

立面図見下げ図 
ドア 

セーフティーセンサー 

ボール紙

IR

3. 次の手順は各モジュールの電源投入時の検知範囲を調整する際のもので、その時のジャンパーの設定です。
また技術者による"ノーマルモード＂のジャンバーセッティングが必要です。

12～24 VAC ± 10% または 12～24 VDC + 10%の電源を入れます。 
LEDの状態は、リレーからの出力情報を反映する必要があります。

白、グレーまたは黒色の200mm x 280mm程度のボール紙を使用し上記の位置にセットします。 

ボール紙を床から徐々にセンサーが検知をするまで上げて行きます。検知まで高さは上記(B)の距離となり、
検知不可能な距離となります。

床から検知されるまでの距離を測ります。

もしこの検知不可能な距離が床面から305mm～405mmよりも大きい場合、検知範囲を規定の距離まで
調整する必要があります。

床からの
検知不可能な距離 　 
(B) 

ドア取付セーフティーセンサー　角度　　　　　
0° 5° 10° 15° 20° 25°

203mm 0 150mm 320mm 490mm 660mm 850mm
305mm 0 300mm 460mm 620mm 800mm
406mm 0 140mm 290mm 425mm 590mm 750mm
508mm 0 130mm 265mm 400mm 550mm 700mm

A 

ゾーンA 

ゾーンB 

角度の調整：
モジュールの角度、

配置の調整

(続き)

150mm
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トラブル
シューティング

連絡先

電源投入後の調整：
モジュールの角度、

配置の調整 

(続き) 

角度調整等の場合、アジャスターの1ノッチは約102mmに相当します。

もしゾーンB(床からの距離)が大きすぎる場合：時計回しにアジャスターを回しゾーンBの範囲を小さくします。

もしゾーンBが小さすぎる場合：半時計回しにアジャスターを回しゾーンBの範囲を大きくします。

現在のANSI A156.10,基準によると、床からの検知範囲は711mm(28インチ)以下にならなければなりませ
ん。可能であれば初期調整時に床面から305mm～405mm以内で検知をされる様に調整をすることをおすす
めします。検知までの距離(ゾーンB)を305mm以下で設定をしようとすると、時にセンサーが検知をしない
場合があります。
全てのセンサーの調整が完了したらドアを何度か検知させず開閉させます。その後センサーの検知試験を
行ってください。この時、毎回必ず検知をすることを確認してください。また、障害物がない状態にも関
わらず勝手に検知し止まらないかも併せて確認してください。

安全規格のコンプライアンスを満たしていることを確認してください。 (i.e. ANSI A156.10 / 19). 

残りのエンドキャップやビスもしっかりと留めてください。

問題点 可能性のある原因 CORRECTIVE ACTION 

トラブルシューティングを行ってもなお問題が解決できなかった場合はゴールドマン株式会社にご連絡ください。

TEL: 045-567-4117

Email: info@goldman-inc.jp

セーフティーセンサーが全
く正常に動かない。LEDが
点灯しない

結線やパワーサプライからの
電源の欠陥(電圧の問題)

パワーサプライからの電圧が
12～24 VAC ± 10% または
12～24 VDC ± 10%になっているか
確認してください。
モジュールの端子の7と8を確認してください。

ドアセーフティーセンサー
からの出力が考えられる動
きと逆の動きをしている。

リレー出力が正しく設定されて
いない可能性があります。

リレーの配置付属書をご参照ください。
モジュールからのLEDの意味している内容
を確認してください。

ドアが開ききる前に勝手に止
まってしまう。

セーフティーサイドのドアが開く
途中、近くに壁やレール等の障害
物がある可能性がある。

セーフティーサイドのLEDの表示状態を確認してく
ださい。誤作動を起こしているセンサーモジュール
を見つけてください。チェック項目は以下です: 

 適切な検知角度 
 検出範囲の調整 

ドアに取り付けたセーフティーセンサーはセーフ
ティー側でドアの軌跡内で抑制される必要がある
かもしれません。

検知距離の調整

常時検知動作が継続されて
しまう。

セーフティーセンサーのの検知
モジュールがドア付近の床やそ
の他物体を検知している可能性
がある。

モジュール内の検出範囲を小さくしてください。
検出範囲が床面から305mm～405mmに設定を
してください。

ドアの開閉サイクル時に不意
な検出動作を起こしてしま
う。

電線の接続に何らかの欠陥、
または間違えている可能性が
あります。 

電線の接続性や結線部をマルチメーター等で
チェックしてください。テストの間、電線を
左右前後に動かしどこか破断等がないかを
チェックしてください。破れ等が見つかった
らやり直してください。

33 
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APPENDIX

結線図 

アクチュエーター

セーフティーサイド

アプローチサイド

8310-804 
ドア取付セーフティーセンサー、片開きドア用結線図

電気オートイコライザー

アクチュエーター

トランス

アプローチサイド

セーフティーサイド

空圧式オートイコライザー

アシスト・スイングM.D.(中型)
アシスト・スイングH.D. (大型)

内側起動スイッチ

外側起動スイッチ

黄色

グレー

P2: セーフティー側

P3: アプローチ側

セーフティー側

アプローチ側
ドア取付用
ハーネス
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APPENDIX

結線図 

セーフティー側

アプローチ側

マスター(主)ドア コンパニオン(従)ドア

アプローチ側

セーフティー側

アプローチ側

セーフティー側

アプローチ側

セーフティー側

コントローラー

※ DMSS = ドア取付セーフティーセンサー




