
700-HPS 2極プラグイン式セーフティ制御リレー
機械的にリンクされた接点付き

この例では、DOはデバイスを制御するために使用されています。デジタル入力(DI)は、 この場合の出力またはデバイス
が安全な電力が印加されていないまたはオフ状態にあるかをモニタするために使用されています。DOがオフのとき
は、DIはDC24Vで、制御装置への電力がオフであることを表します。DOが有効またはオンであるときに、 制御装置への電
力がアクティブでDIモニタ入力に電圧が存在しないときを、安全状態とみなしています。制御装置が作動していて、注意
を払う必要があります。これを安全ではない状態とみなしています。Bulletin 700-HPSを使用することで、安全状態である
かを知るために制御装置を直接モニタする必要性がなくなります。モータから電力が除去されたか、または電力が制御
回路にまだ存在するかをモニタするための2番目の回路を作成する必要がなくなります。

DC24V

DC24V - ソレノイドオフ
N/C - ソレノイドオン

 ソレノイド、
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アクチュエータなど

Bulletin 700-HPSプラグイン式セーフティ制御リレーの新しいファミリーは、既存のBulletin 700S-CF, 700S-P, および700S-
PK機械的にリンクされたリレーの製品を補完します。Bulletin 700-HPSは非常に小型で接点定格が小さく、ソケットが必
要なプラグイン式デバイスです。Bulletin 700-HPSは、チェンジオーバ(CO)接点付きの2 極の構成です。14のカタログ番号
に、7種類のDCコイル電圧があります。これらは標準と金めっきされた接点で使用できます。

Bulletin 700-HPSは、適切な動作を保証するために、EN 50205-タイプBに従って特定の方法で使用する必要があります。
通常は、1つの極の通常開(N.O.)接点 は負荷を制御するために使用されます。このN.O.接点は、モニタするために使用さ
れる2番目の極の通常閉(N.C.)接点と共に使用する必要があります。リレーでよく見られる故障に接点の溶着があります。 
これによって、ユーザが負荷をオフにできなくなります。負荷制御接点が互いに溶着している場合は、負荷へのデジタル
出力(DO)がオフしたときに、機械的な連結によってモニタ極が安全状態に移行できなくするため、問題をすぐに検出でき
ます。極がCOされるため、ユーザは極がN.O.またはN.C.であるかを判断できます。

Bulletin 700-HPSリレーの新しいラインの重要な使用方法の1つは、干渉デバイスとしてです。通常は、安全出力はDC24V 
と1Aに制限されています。さらに高い電流が必要にな場合、または出力を駆動するために異なる電圧(例：AC120V)が必
要な場合に、このリレーはインターフェイスを提供できます。Bulletin 700-HPSは、機能安全と非安全の両方のシステムで
使用できます。

例1

例1に、多くの制御アプリケーションに役立つ可能性があるフィードバックアプリケーションを示します。これが機能安全
アプリケーションとみなされない主な理由は、制御に冗長性がないためです。制御のためにリレーを使用するための要
件があります。Bulletin 700-HPSを使用して 、制御電源が存在しないとき、つまり安全位置にあることを確実に識別するた
めにフィードバック信号を提供できます。



例2 

例2は似ていますが、これには冗長性があります。冗長性は、機能安全回路として使用するために必須です。

2つのDO (DO1とDO2)があります。デバイスをオンするためには、DO1とDO2の両方が同時に有効になる必要があります
(接点が直列に接続されている)。PLCが損傷しているかまたはPLCソフトウェアが破壊されているときに1つのDOのみが
有効であると、ソレノイドはオンすることができず、 システムが安全で電力が印加されていない状態のままになります。
この場合、フィードバックDIはこれは有効な動作モードではないとして安全ではない動作状態を示すため、問題があるこ
とを示します。両方のリレーのモニタ極として1つのDIのみがあり、直列に接続されています。制御リレー接点のいずれ
か1つが溶着しているときは、モニタ極のDC24Vフィードバック信号はDIで見られず、安全ではないエラー状態がis 判定
されます。このステップの利点は、モニタされる接点が安全な状態を示していなくても、適切な機能のリレーはまだデバ
イスへの電力を除去でき、接点が溶着していても安全動作状態を提供できることです。これを使用すると、単一フォルト
トレランスのあるシステムを作成します。  
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例3 

次のアプローチをACアプリケーションに適用できます。この場合、1つの制御ラインで冗長性を使用するのではなく、電
源の両側は例3に示すように制御されます。これは例2の原理と非常に似ていますが、 確かに異なります。   

例3では、1つの制御ライン(例：DC24V)に冗長性があるのではなく、AC入力の両側が制御されます(L/NまたはL1/L2)。
2つのDO (DO1, DO2)が再度使用されると、この場合は、DO1はライン側(LまたはL1)を制御して、DO2は 2番目の入力(Nま
たはL2)を制御するために使用されます。例2と同様に、デバイスをオンするために、DO1と DO2の両方を同時に有効にす
る必要があります(接点が直列に接続されている)。PLCが損傷しているかまたはPLCソフトウェアが破壊されているときに
1つのDOのみが有効であると、ソレノイドはオンできなくなり、システムは安全で電力が印加されていない状態のままに
なります。再度、フィードバックDIはこれは有効な動作モードではないとして安全ではない動作状態を示すため、問題が
あることを示します。両方のリレーのモニタ極として1つのDIのみがあり、直列に接続されています。制御リレー接点の一
方の側は溶着しているときは、モニタ極のDC24Vフィードバック信号はDIで見られず、安全ではないエラー状態と判定さ
れます。さらに、モニタされる接点が安全状態を示していなくても、適切な機能のリレーはまだデバイスから電力を除去
でき、接点が溶着していても安全動作状態を提供できます。この設計は、真の冗長性がなくても単一フォルトの故障トレ
ランスがあるシステムをまだ作成します。  
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