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2 SmartGuard 600コントローラ
お客様へのご注意

ソリッドステート機器はエレクトロメカニカル機器とは動作特性が異なります。こ
の機器の使用によって何らかの損害が生じても当社は一切責任を負いません。詳し
くは、パブリケーション・ナンバー SGI-1.1 『ソリッド・ステート・コントロール
　ソリッドステート装置のアプリケーション、設置、および保守のための安全ガイ
ドライン』(当社の営業所または http://literature.rockwellautomation.com)からオンラ
インで入手可能 )を参照してください。さらにソリッドステート機器はいろいろな
用途に使われることからも、この機器の取扱責任者はその使用目的が適切であるか
どうかを十分確認してください。

この機器の使用によって何らかの損害が生じても当社は一切責任を負いません。

本書で示す図表やプログラム例は本文を容易に理解できるように用意されているも
のであり、その結果としての動作を保証するものではありません。個々の用途につ
いては数値や条件が変わってくることが多いため、当社では図表などで示したアプ
リケーションを実際の作業で使用した場合の結果については責任を負いません。

本書に記載されている情報、回路、機器、装置、ソフトウェアの利用に関して特許
上の問題が生じても、当社は一切責任を負いません。

書面による当社の許可がない限り、本書に記載されている内容の全部または一部を
複製することは禁止されています。製品改良のため、仕様などを予告なく変更する
ことがあります。

本書を通じて、特定の状況下で起こりうる人体または装置の損傷に対する警告およ
び注意を示します。

警告
本書内の「警告」は、人体に障害を加えうる事項、および装置の損傷また
は経済的な損害を生じうる、危険な環境で爆発が発生する可能性がある操
作や事項を示します。

重要 本書内の「重要」は、製品を正しく使用および理解するために特に重要な
事項を示します。

注意 本書内の「注意」は正しい手順を行なわない場合に、人体に障害を加えう
る事項、および装置の損傷または経済的な損害を生じうる事項を示しま
す。「注意」によって、危険の認識、危険の回避、さらに二次的に発生し
うる損害の把握を促します。

感電の危険

危険な電圧が存在する恐れがあることを知らせるためにドライブやモータ
などの機器の上または内部にラベルを貼っています。

やけどの危険

表面が危険な温度になっている恐れがあることを知らせるために、ドライ
ブやモータなどの機器の上または内部にラベルを貼っています。
Pub.No. 1752-IN001C-JA-P  - January 2009

http://literature.rockwellautomation.com
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/sgi-in001_-en-p.pdf


SmartGuard 600コントローラ 3
北米における危険な領域に関する規格

The following information applies when 
operating this equipment in hazardous 
locations.

この装置を危険な場所で操作する場合に、
以下の情報が適用されます。

Products marked "CL I, DIV 2, GP A, B, C, 
D" are suitable for use in Class I Division 2 
Groups A, B, C, D, Hazardous Locations 
and nonhazardous locations only. Each 
product is supplied with markings on the 
rating nameplate indicating the hazardous 
location temperature code. When 
combining products within a system, the 
most adverse temperature code (lowest 
"T" number) may be used to help 
determine the overall temperature code of 
the system. Combinations of equipment in 
your system are subject to investigation by 
the local Authority Having Jurisdiction at 
the time of installation.

「CL I, DIV 2, GP A, B, C, D」とマークされ
ている製品は、クラス Iディビジョン 2グ
ループ A, B, C, Dの危険な領域および危険
でない領域での使用にのみ適しています。
各製品は、定格を示す銘板にマーキング
されたように出荷されており、危険な場
所の温度コードを示しています。システ
ム内で製品を組み合わせる場合、最も厳
しい温度コード (最低の T番号 )を使用す
ると、システム全体の温度コードを判別
する場合に役立ちます。システム内での
装置の組合せは、取付け時に各地域の管
轄機関による検査を受ける必要がありま
す。

WARNING EXPLOSION HAZARD 
• Do not disconnect equipment 

unless power has been 
removed or the area is 
known to be nonhazardous. 

• Do not disconnect 
connections to this 
equipment unless power has 
been removed or the area is 
known to be nonhazardous. 
Secure any external 
connections that mate to this 
equipment by using screws, 
sliding latches, threaded 
connectors, or other means 
provided with this product.

• Substitution of components 
may impair suitability for 
Class I, Division 2.

• If this product contains 
batteries, they must only be 
changed in an area known to 
be nonhazardous.

警告 爆発の危険性：
• 電源を切断するか、または領
域が危険でないとわかるまで
は、装置を切り離さないでく
ださい。

• 電源を切断するか、または領
域が危険でないとわかるまで
は、コネクタを外さないでく
ださい。この製品に付属する
ねじ、スライディングラッ
チ、ねじ式のコネクタ、また
は他の方法を使用して、この
装置に一致するように、確実
に外部接続を行なってくださ
い。

• コンポーネントを置き換える
と、クラス I, ディビジョン 2
への適合性を損ないます。

• 製品にバッテリが含まれてい
る場合は、領域が危険でない
とわかったときにのみバッテ
リを交換してください。
Pub.No. 1752-IN001C-JA-P  - January 2009
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安全に関する一般的な注意事項

注意 セーフティプログラマブル電子システム (PES)

個人の責任において、安全関連のプログラマブル電子システム (PES)のア
プリケーションに関する、システムのアプリケーション内の安全要件の知
識を得たり、システムを使用するためのトレーニングを受けてください。

注意 環境およびエンクロージャ

この装置は、過電圧カテゴリ IIアプリケーション (IEC Pub. No. 60664-1
に定義するように )、高度 2000m (6562フィート )までディレーティング
なしの汚染度 2 の産業環境で使用されることを意図しています。

この装置は、IEC/CISPR Pub. No.11に従う、グループ 1, クラス A産業用
装置と考えられます。適切な事前注意なしでは、伝導性と放射性の外乱が
あるために、他の環境では、電磁波による障害を受けないようにするには
困難です。

この装置は、「開放型」装置として出荷されています。存在する特定の環
境条件に適合するように設計され、帯電部に触れることによって人体に危
険が及ぶことを防ぐように適切に設計された、エンクロージャ内に取付け
る必要があります。このエンクロージャは適切な難燃性を持つもので、火
炎の広がりを防ぐか最小限に抑えるもので、金属製でない場合の火炎伝播
率は 5VA, V2, V1, V0 (またはこれらと同等 )であることを必要とします。
エンクロージャの内部には、ツールを使用することによってのみアクセス
可能でなければなりません。本書の続くセクションには、特定の製品の安
全要件を満たすために必要となる、特定のエンクロージャタイプの定格に
関する追加情報が記載されています。

他の参考文献：

• 『配線および接地に関するガイドライン』(Pub.No.  1770-4.1)
• エンクロージャのタイプによって異なる保護レベルの説明については、
対応する NEMA規格 Pub. No. 250および IEC Pub. No.60529を参照し
てください。
Pub.No. 1752-IN001C-JA-P  - January 2009

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1770-in041_-en-p.pdf
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注意 静電防止対策

この装置には、内部的に損傷し通常の動作に影響する恐れがある、静電気
(ESD)に敏感な部品が含まれています。この装置を取り扱う場合は、以下
の静電防止対策が必要になります。

• 接地されたものに触れて、静電気を放電すること。
• 承認された接地用リストストラップを着用すること。
• コンポーネントボードのコネクタまたはピンに触れないこと。
• 装置内の回路に触れないこと。
• できれば、静電防止ワークステーションを使用する。
• 使用しないときは、装置を適切な静電防止袋に入れて保管してくださ
い。

注意

T

保護用のごみよけカバー

コントローラとコントローラ付近にあるすべてのデバイスの取付けと配線
が完了するまでは、保護用のゴミよけカバーを外さないでください。

配線の完了後に、保護用のゴミよけカバーを外します。稼動する前にカ
バーを外さないと、過熱が起こることがあります。

注意 必要な安全機能が欠けていると、人体に重大な傷害が発生する可能性があ
ります。

• テスト出力を安全出力として使用しないでください。
• DeviceNet標準 I/Oデータや明示的なメッセージデータを安全データと
して使用しないでください。

• LEDインジケータを安全動作用に使用しないでください。

• 定格値を超える負荷を安全出力またはテスト出力に接続しないでくださ
い。

• DC24V線が偶発的に出力に触れないようにコントローラを適切に配線
してください。

• 安全出力線またはテスト出力線を接地したときにデバイスがオンになら
ないように、外部出力デバイスの電源の 0V線を接地してください。

• コントローラを解体、修理、改造しないでください。これを行なうと、
安全機能が損なわれる可能性があります。
Pub.No. 1752-IN001C-JA-P  - January 2009
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SmartGuard 600コントローラ
SmartGuard 600コントローラ (Cat.No.1752-L24BBBと 1752-L24BBBE)はプログラマ
ブル電子システムで、16のデジタル入力、8つのデジタル出力、4つのテスト・パル
ス・ソース、および USBと DeviceNet Safety通信への接続を装備しています。さら
に、1752-L24BBBEコントローラには EtherNet/IP接続もあります。

SmartGuard 600コントローラ は、IEC 61508に従う安全度水準 (SIL) 3と、ISO 
13849-1に従う安全遂行レベル PL(e)および EN 954-1に従うカテゴリ (CAT) 4までの
安全アプリケーションでの使用が認可されています。

1752-L24BBBコントローラ

1752-L24BBBEコントローラ

番号 機能
1 モジュール・ステータス・インジケータ
2 英数字ディスプレイ
3 ノード・アドレス・スイッチ
4 通信速度スイッチ
5 USBポート
6 DeviceNet通信コネクタ
7 端子コネクタ
8 入力ステータスインジケータ
9 出力ステータスインジケータ
10 サービススイッチ

番号 機能
1 モジュール・ステータス・イン

ジケータ
2 英数字ディスプレイ
3 ノード・アドレス・スイッチ
4 通信速度スイッチ
5 USBポート
6 DeviceNet通信コネクタ
7 端子コネクタ
8 入力ステータスインジケータ
9 出力ステータスインジケータ
10 IPアドレス表示スイッチ
11 Ethernetコネクタ
12 サービススイッチ

1
3

4

6

10

5

2 7

8

9

7

3

46

10
5

2 7

8

9

712

11

1

Pub.No. 1752-IN001C-JA-P  - January 2009
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作業を開始する前に
コントローラを取付ける前に、その DeviceNetノードアドレスと通信速度を設定して
ください。

ノードアドレスの設定 
小型のマイナスドライバーを使用して、コントローラのフロントパネル上にある 2
つのロータリスイッチを使用して DeviceNet ノードアドレスを設定してください。ス
イッチが損傷しないように注意してください。00～ 63の値が有効です。デフォルト
設定は 63です。

以下の手順に従って、ノードアドレスを設定してください。

1. 左のロータリスイッチをまわしてノードアドレスの 10桁 (10進数 )を設定します。

2. 右のロータリスイッチをまわして 1桁を設定します。

3. RSNetworx for DeviceNetソフトウェアを使用してノードアドレスを設定できるよ
うにするには、ロータリスイッチを 64～ 99の値に設定します。

通信速度の設定
DeviceNetネットワークのデフォルトの通信速度は、125Kbpsです。

異なる通信速度を使用するときは、トランクラインの長さとケーブルのタイプに
よってアプリケーションがサポートできる通信速度が決まります。

重要 スイッチを使用してノードアドレスまたは通信速度を設定する前に、コン
トローラの電源を切断します。

電源投入状態ではスイッチ設定を変更しないでください。コントローラが
構成の変更を検出すると、アボートモードに切り換わります。

重要 複数のノードに同じノードアドレスを設定したときは、ノードアドレス重
複エラーが発生します。

DeviceNet通信速度およびケーブル長

通信速度
最大距離 ドロップライン

の総延長フラットケーブル 太線ケーブル 細線ケーブル
125Kbps 420m

(1378フィート )
500m
(1640フィート )

100m
(328フィート )

156m
(512フィート )

250Kbps 200m
(656フィート )

250m
(820フィート )

100m
(328フィート )

78m
(256フィート )

500Kbps 75m
(246フィート )

100m
(328フィート )

100m
 (328フィート )

39m
(128フィート )
Pub.No. 1752-IN001C-JA-P  - January 2009
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コントローラの前面にある DIPスイッチを使用して、通信速度を設定してください。

Ethernet通信用の IPアドレスの設定
1752-L24BBBEコントローラは、衝突と損失パケットを減らして、バンド幅を増加
できる 100Mbps Ethernet スイッチを介してネットワークに接続してください。

1752-L24BBBEコントローラは、IPアドレスを設定するために BOOTPが有効な状態
で出荷されています。市販の BOOTPサーバを使用できます。ネットワークに
BOOTPサーバ機能がないときは、http://www.ab.com/networks/bootp.htmlからフリー
のロックウェル・オートメーションの BOOTPサーバをダウンロードしてください。

以下の手順に従って、ロックウェル・オートメーションの BOOTP ユーティリティを
使用して IPアドレスを設定してください。

1. BOOTPユーティリティを起動します。

2. 構成したいデバイスのハードウェアアドレスをダブルクリックします。

DIPスイッチの設定

DIPスイッチ
のピン

1 2 3 4 通信速度

OFF OFF OFF OFF 125Kbps
ON OFF OFF OFF 250Kbps
OFF ON OFF  OFF 500Kbps
ON ON OFF OFF ソフトウェアによる設定

ON /OFF ON/OFF ON OFF ソフトウェアによる設定
ON /OFF ON/OFF ON/OFF ON 自動通信速度検出

重要 ネットワークの通信速度を変更するときは、必ずすべてのデバイスを新し
い通信速度に変更してください。通信速度が混在すると、通信エラーが発
生します。
Pub.No. 1752-IN001C-JA-P  - January 2009

www.ab.com/networks/bootp.html
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3. New Entryポップアップ・ダイアログ・ボックスで、デバイスに割付けたい IPア
ドレスを入力してから、OKをクリックします。

コントローラが Relation Listに表示されます。

EtherNet/IP通信の詳細は、『EtherNet/IP Performance and Application Solution』(Pub.No. 
ENET-AP001)を参照してください。

SmartGuard 600コントローラの設置
SmartGuard 600コントローラを設置するには、DINレールに取付けて、端子を配線
してから、通信を接続する必要があります。

SmartGuard 600コントローラの取付け

コントローラは DINレールにのみ取付けてください。以下の手順に従って、コント
ローラを EN50022-35x7.5または EN50022-35x15 DINレールに取付けてください。

1. 上部スロットを DINレールに引っ掛けます。

重要 効果的な冷却のために、以下を行なってください。

• コントローラ は、DINレールに水平に取付けます。コントローラ を垂
直に取付けてはなりません。

• 少なくとも、コントローラの上下 50mm (2.0インチ ) と、各サイドに
5mm (0.20インチ )の間を空けます。

• 空気の流れを妨げるものがない場所を選択します。そうでなければファ
ンを追加します。

• コントローラは、加熱装置の上に取付けないでください。
Pub.No. 1752-IN001C-JA-P  - January 2009

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ap/enet-ap001_-en-p.pdf
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2. レールの上部に対してコントローラを押し下げながらコントローラの下部を所定
の位置にはめ込みます。

3. エンドプレートを DINレールの両端に取付けます。

コントローラを DINレールから外すには、ドライバーを使用してラッチを引き下げ
て、コントローラを持ち上げてレールから取り外します。コントローラの底面に、
1752-L24BBBコントローラには 1つのラッチがあり、1752-L24BBBEコントローラ
には 2つのラッチがあります。

SmartGuard 600コントローラの接地

アプリケーションの各デバイスに対して適切な接地経路を確保する必要があります。
V0/G0電源接続を介してコントローラを機能的に接地します。

さらに、1752-L24BBBEコントローラを使用している場合は、Ethernetグラウンド端
子を使用可能なグラウンドに使用する必要があります。

注意 この製品は DINレールを介してシャーシグラウンドに接地します。接地
を正しく行なうには、亜鉛めっきの黄色クロム酸化スチール製の DIN
レールを使用する必要があります。腐食または酸化する恐れがあり、伝導
性に劣る他の材料 (アルミ製、プラスチック製など )による DINレールを
使用すると、不適切または断続的な接地の原因になります。DINレールを
取付け面に約 200mm (7.8インチ )ごとに固定して、エンドアンカーを適
切に使用してください。

ラッチ

トップスロット

DINレール
Pub.No. 1752-IN001C-JA-P  - January 2009
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Ethernet の接地

詳細は、『配線および接地に関するガイドライン』 (Pub.No.  1770-4.1)を参照してくだ
さい。

電源装置の接続
コントローラの電力は、外部 DC24V電源から給電されます。出力ホールド時間を
20msec以上にする必要があります。

CE低電圧指令 (LVD)に適合するには、DeviceNet接続および I/Oには、安全特別低
電圧 (SELV)または保護特別低電圧 (PELV)に準拠した DC電源から給電する必要が
あります。

UL規制に適合するには、DeviceNet接続および I/Oは二重絶縁または強化絶縁に
よって 2次回路が 1次回路から絶縁された DC電源から給電する必要があります。
DC電源は、UL 508で定義されたクラス 2回路または制限電圧 /電流回路の要件を満
たす必要があります。

SmartGuardコントローラには、電源接続に必要な 3つの V/G端子ペアがあります。
V0/G0ペアは 2つがありますが、内部的に接続されているため接続する必要がある
のは 1つの V0/G0ペアのみです。もう 1つのペアを使用して、他のデバイスに電力
を配電することができます。

ヒント
R

以下のロックウェル・オートメーションの 1606電源は、クラス 2, SELV
と PELVに準拠しており、SmartGuard 600コントローラの絶縁と出力ホー
ルドオフ時間の要件を満たしています。
• 1606-XLP30E
• 1606-XLP50E
• 1606-XLP50EZ

• 1606-XLP72E
• 1606-XLP95E
• 1606-XLDNET4

• 1606-XL60DR
• 1606-XLSDNET4
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12 SmartGuard 600コントローラ
電源の接続

SmartGuard 600コントローラの配線
適切なワイヤサイズとトルクの仕様については、24ページの「仕様」を参照してく
ださい。

コントローラの端子の説明

端子 説明
V0 内部回路 (論理 )用の電源端
G0 内部回路 (論理 )用の電源端子
V1 入力回路とテスト出力用の電源端子
G1 入力回路とテスト出力用の電源端子
V2 安全出力用の電源端子
G2 安全出力用の電源端子
IN0～ IN15 安全入力用の端子

T0～ T3 これらは、安全入力 IN0～ IN15用にパルス・テスト・ソースを
提供できるテスト出力端子です。また、T3は、ワイヤオフ検出
と、ミューティングランプなどの負荷用のバルブ焼き切れ検出も
サポートしている。

OUT0～ OUT7 安全出力用の端子

警告 フィールド側の電源が投入された状態で配線の接続や切り離しを行なう
と、アーク放電が発生することがあります。危険な領域での取付けでこれ
を行なうと、爆発が起こる原因にもなります。作業を行なう前に、電源が
切断されていること、または危険な領域でないことを確認してください。

+ -

+ -
+ -
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SmartGuard 600コントローラ 13
入力デバイスの配線

非常停止ボタンやセーフティ・リミット・スイッチなどの機械的な接点出力がある
入力デバイスは、安全入力端子とテスト出力端子の両方を使用します。これによっ
て、回路がカテゴリ 4定格を満たすようにできます。

テスト出力を介して安全デバイスを SmartGuardコントローラの入力回路に接続する
ときは、ワイヤの長さを 30m (98.4フィート ) 未満にすることをお奨めします。

機械的な接点出力のある入力デバイス

警告 フィールド側の電源が投入された状態で脱着式端子台 (RTB)の接続や切り
離しを行なうと、アーク放電が発生することがあります。危険な領域での
取付けでこれを行なうと、爆発が起こる原因にもなります。作業を行なう
前に、電源が切断されていること、または危険な領域でないことを確認し
てください。

重要 プラスチック製の絶縁カバー付きの圧着端子 (DIN 46228-4規格に準拠 )を
取付けて、より線ワイヤを準備してください。外見は同じでも準拠してい
ない圧着端子では、コントローラの端子台に対応しない場合があります。

注意
不適切な DCまたは AC電圧を印加すると、安全機能が失われて、製品が
損傷したり、人体に重大な障害を及ぼす恐れがあります。指定された電圧
のみをコントローラ入力に適切に印加してください。

 

SmartGuard 600
コントローラ

V1

Tx

INx

G1
DC24V

標準 4.5mA
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14 SmartGuard 600コントローラ
電流ソース PNP半導体出力付きのライトカーテンなどのデバイスは、信号を
SmartGuard 600コントローラの安全入力端子に送信して、テスト出力は使用しませ
ん。

PNP半導体出力付きの入力デバイス

出力デバイスの配線

注意 必要な安全機能が欠けていると、人体に重大な傷害が発生する可能性があ
ります。

• 安全またはテスト出力の定格値を超える負荷を接続しないでください。
• テスト出力を安全出力として使用しないでください。
• DC24V線が偶発的に出力に触れないようにコントローラを適切に配線
してください。

• 電源をテスト出力端子に印加しないでください。
• 安全出力線またはテスト出力線を接地したときにデバイスがオンにな
らないように、外部出力デバイスの電源の 0V線を接地してください。

• I/Oケーブルを、高電圧または高電流ラインから分けてください。

 

 
SmartGuard 600
コントローラ

V1

Tx

INx

G1
DC24V

DC24V

OSSDx

GND

標準 4.5mA
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出力デバイスの配線

通信の接続

パーソナルコンピュータ内の 1784-PCDカードと RSNetWorx for DeviceNetソフト
ウェアを使用して、DeviceNetネットワーク上のネットワークとコントローラを構成
できます。また、コントローラの USBポートと RSNetWorx for DeviceNetソフトウェ
アを使用してネットワークとコントローラを構成することもできます。

さらに、EtherNet/IPネットワークを介して通信することができます。EtherNet/IPア
ドレスとサブネットマスクは RSLinxモジュール構成で構成されます。
1752-L24BBBEコントローラは、IPアドレスを設定するために BOOTPが有効な状態
で出荷されています。詳細は、8ページの「Ethernet通信用の IPアドレスの設定」を
参照してください。

警告 ネットワーク上のこのコントローラまたは任意のデバイスに電源を投入し
た状態で、通信ケーブルの接続または切り離しを行なうと、アーク放電が
発生することがあります。危険な領域での取付けでこれを行なうと、爆発
が起こる原因にもなります。作業を行なう前に、電源が切断されているこ
と、または危険な領域でないことを確認してください。

SmartGuard 600 
コントローラ

V2

G2

最大 0.5A

OUTx DC24V

負荷
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16 SmartGuard 600コントローラ
DeviceNetポートへの接続

以下の手順に従って、DeviceNetポートに接続してください。

1. コネクタの色に従ってコネクタを配線します。

2. コネクタを DeviceNetポートに接続しま
す。

3. ねじを 0.25～ 0.3Nm (2.21～ 2.65ポンドインチ )のトルクで締めます。

DeviceNet接続については、『DeviceNet Media Design Installation Guide』(Pub.No. 
DNET-UM072)を参照してください。また、『配線および接地に関するガイドライン』
(Pub.No.  1770-4.1)も参照してください。

USBポートへの接続

RSNetWorx for DeviceNetソフトウェアを使用してネットワークとコントローラを構
成したいときは、USB通信コネクタをパーソナルコンピュータに接続してください。
市販の USB-Aから USB-Bオス /オスケーブルを使用して、この接続を行ないます。

ワイヤ番号 ワイヤの色 接続先
1 赤色 V+
2 白色 CAN H
3 — ドレイン
4 青色 CAN L
5 黒色 V-

注意 USBケーブルの長さは、3m (10フィート )未満にする必要があります。

USBポートは、一時的なプログラミングのために使用することのみを想
定しており、恒久的な接続での使用を意図していません。

警告 USBネットワーク上のこのモジュールまたはデバイスに電源を投入した
状態で USBケーブルを接続や切り離しを行なうと、アーク放電が発生す
ることがあります。危険な領域での取付けでこれを行なうと、爆発が起こ
る原因にもなります。作業を行なう前に、電源が切断されていること、ま
たは危険な領域でないことを確認してください。

D
D
D
D
D

1

2

3
4
5
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SmartGuard 600コントローラ 17
Ethernetポートへの接続

RJ45コネクタを使用して、コントローラを EtherNet/IPネットワークに接続できま
す。

ステータスインジケータの解釈
SmartGuard 600コントローラには、モジュール、DeviceNetと EtherNet/IPネットワー
クステータス、ロック、USBと EtherNet/IP通信、および個別の入力と出力ステータ
ス用のステータスインジケータと、DeviceNetエラーコードと DeviceNetノードアド
レス、および EtherNet/IPアドレス情報を表示する英数字 LEDディスプレイが装備さ
れています。

注意

ハブとノード間のケーブル長は 100m (328フィート )未満でなければなり
ません。

警告 ネットワーク上のこのコントローラまたは任意のデバイスに電源を投入し
た状態で、Ethernetケーブルの接続または切り離しを行なうと、アーク放
電が発生することがあります。危険な領域での取付けでこれを行なうと、
爆発が起こる原因にもなります。作業を行なう前に、電源が切断されてい
ること、または危険な領域でないことを確認してください。

Ethernet ピンの割付け

ピン番号 ピンの名称 ピンの配列
8 未使用
7 未使用
6 RD-
5 未使用
4 未使用
3 RD+
2 TD-
1 TD+

8

1 
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18 SmartGuard 600コントローラ
英数字ステータスディスプレイ
コントローラの英数字ディスプレイでは、モジュールのステータス情報を表示しま
す。通常の動作状態では、ディスプレイにはモジュールのノードアドレス 00～ 63
が 10進数フォーマットで表示されます。コントローラがスタンドアロン構成 (ネッ
トワーク接続ではなく )で動作しているときは、ディスプレイには ‘nd’が表示されま
す。コントローラが自己テスト中、構成中、またはアイドルモードのときはディス
プレイは点滅します。フォルトが存在するときは、ディスプレイはエラーコードと
エラーが発生した場所のノードアドレスを交互に表示します。致命的なエラーが起
こった場合は、ディスプレイはエラーコードのみを表示します。

サービススイッチを押すと、ディスプレイにはコントローラの安全構成署名が同時
に 2桁表示されます。構成署名は、RSNetWorx for DeviceNet ソフトウェアの
Controller Properties ダイアログボックスの Safetyタブからも見ることができます。構
成署名を使用して、コントローラのプログラムと構成が変更されていないことを確
認できます。

IPアドレス・ディスプレイ・スイッチを 1sec以上の間押すと、ディスプレイに設定
された EtherNet/IPアドレスが表示されます。EtherNet/IP構成にエラーが起こった場
合は、エラーコード ‘n4’が表示されます。

ステータスインジケータ
以下の表を使用して、ステータスインジケータの色とステータスの組合せを解釈し
て、適切な処置を行なってください。

モジュール・ステータス・インジケータが消灯しているときは、以下を行なってく
ださい。

1. 電源を切断後再投入します。

2. ノイズ対策のために適切な処置を行ないます。

モジュールステータス (MS)インジケータの説明

モジュールステータス
(MS)ンジケータの状態 意味 処置

消灯 電力が存在しない。 この表に続く処置を参照
してください。

緑色が点灯 コントローラはランモードと通常の状態
で動作している。

処置は必要ない。

緑色が点滅 コントローラはアイドル状態です。
赤色が点滅 回復可能なフォルトが存在する。 この表に続く処置を参照

してください。赤色が点灯 回復不能なフォルトが存在する。
赤色 /緑色が点滅 自己テスト中。または、コントローラの

構成をダウンロード中であるか、または
完了していないか、誤っている。
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3. 当社までご連絡ください。

モジュール・ステータス・インジケータが赤色に点滅しているときは、以下を行
なってください。

1. スイッチを適切に構成します。

2. 構成データをリセットします。

モジュール・ステータス・インジケータが赤色に点灯しているときは、以下を行
なってください。

1. 電源を切断後再投入します。

2. 外部配線をチェックします。

3. ノイズ対策のために適切な処置を行ないます。

4. 当社までご連絡ください。

モジュール・ステータス・インジケータが緑色と赤色に点滅しているときは、以下
を行なってください。

1. スイッチを適切に構成します。

2. セーフティネットワーク番号を設定します。

3. デバイスを再構成します。

DeviceNetネットワークステータス (NS D)インジケータの説明

DeviceNetネットワー
クステータス (NS D)
インジケータの状態

意味 処置

消灯 コントローラがオンラインではないか、
または DeviceNetネットワークから給電さ
れていない。

この表に続く処置を参照
してください。

緑色が点灯 コントローラがオンラインで、コネク
ションが確立されている。

処置は必要ない。

緑色が点滅 コントローラがオンラインで、コネク
ションが確立されていない。

赤色が点灯 重複MAC ID (エラーコード F0)またはバ
スオフ (エラーコード F1)による、通信エ
ラー

この表に続く処置を参照
してください。

赤色が点滅 通信タイムアウト
赤色 /緑色が点滅 セーフティネットワーク番号 (SNN)が設

定されている。
処置は必要ない。
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20 SmartGuard 600コントローラ
ネットワーク・ステータス・インジケータが消灯しているときは、以下を行なって
ください。

1. 電源を切断後再投入します。

2. 外部配線をチェックします。

3. ノイズ対策のために適切な処置を行ないます。

4. 当社までご連絡ください。

ネットワーク・ステータス・インジケータが赤色に点滅しているときは、以下を行
なってください。

1. 英数字ディスプレイを見て、エラーのノードアドレスとエラーコードを確認しま
す。

2. ノードアドレスが重複していないことをチェックします。

3. すべてのノードで通信速度が同じであることを確認します。

4. ケーブルが緩んでいないか、切断されていないか、または 長すぎないかを確認
します。

5. 終端抵抗がメインラインの両端にのみ取付けられていることを確認します。

6. ノイズ対策のために適切な処置を行ないます。

7. ターゲットデバイス が、構成され、検証され、通常の動作状態であることを確
認します。

ロック構成 (Lock)ステータスインジケータの説明

ロック構成 (Lock) ステー
タスインジケータの状態 意味 処置

黄色が点灯 ロックされた有効な構成が存在
する。

処置は必要ない。

黄色が点滅 ロックされていない有効な構成
が存在する。

安全システムを動作する前に、
構成をロックする。

消灯 構成が誤っている。 コントローラを再構成してくだ
さい。

USB通信 (COMM U)ステータスインジケータの説明

USB通信 (COMM U)ステー
タスインジケータの状態 意味 処置

黄色が点滅 コントローラが通信している。 処置は必要ない。
消灯 コントローラが通信していない。
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I/Oステータスインジケータが赤色に点滅しているときは、以下を行なってくださ
い。

1. 信号線をチェックします。

• 電源に触れていない (+側 )。

• 地絡がない。

• 切り離されていない。

2. 信号線の間に短絡がないことを確認します。

3. 出力に過電流がないことを確認します。

4. 接続されたデバイスに故障がないことを確認します。

5. ディスクレパンシ時間設定が有効であることを確認します。

I/Oステータスインジケータが消灯しているときは、以下を行なってください。

1. 電源電圧が指定の範囲内に設定されていることを確認します。

2. ケーブルまたはワイヤが切り離されていないことを確認します。

I/O (入力 0～ 15, 出力 0～ 7)ステータスインジケータの説明

I/Oステータスインジ
ケータの状態 意味 処置

赤色が点灯 入力または出力回路に故障が検出された
か、またはデュアル・チャネル・モード
に設定された I/Oでディスクレパンシ (不
一致 )エラーが発生した。

この表に続く処置を参照
してください。

赤色が点滅 対応する I/O回路のデュアルチャネル構成
で故障が検出された。

消灯 入力または出力信号がオフです。
黄色が点灯 入力または出力信号がオンです。 処置は必要ない。
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EtherNet/IPステータスインジケータが消灯しているときは、以下を行なってくださ
い。

1. コントローラに電源を投入します。

2. IPアドレスを設定します。

EtherNet/IPステータスインジケータが緑色に点滅しているときは、以下を行なって
ください。

1. コントローラへの配線をチェックします。

2. ターゲットに接続するオリジネータ (発信者 )を構成します。

EtherNet/IPステータスインジケータが赤色に点滅しているときは、以下を行なって
ください。

1. 外部配線をチェックします。

2. エンドポイントをチェックします。

3. スイッチをチェックします。

EtherNet/IPネットワークステータス (NS E)インジケータの説明

EtherNet/IPネットワー
クステータス (NS E)
インジケータの状態

意味 処置

消灯 コントローラに IP アドレスがないか、ま
たはオンしていない。

この表に続く処置を参照
してください。

緑色が点滅 コントローラにはコネクションが確立さ
れていないが、IPアドレスを取得した。

緑色が点灯 コントローラには少なくとも 1つのコネ
クションが確立されている (メッセージ
ルータであっても )。

処置は必要ない。

赤色が点滅 ターゲットであるこのデバイスの 1つま
たは複数のコネクションがタイムアウト
した。これによって、すべてのタイムア
ウトしたコネクションが再度確立される
か、または デバイスをリセットするま
で、そのままになる。

この表の次の処置を参照
してください。

赤色が点灯 コントローラはその IPアドレスをすでに
使用されていることを検出した。

IPアドレスをリセットす
る。
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I/Oエラーの情報と回復については、『SmartGuard 600コントローラ　ユーザーズマ
ニュアル』(Pub.No. 1752-UM001)を参照してください。

EtherNet/IP通信 (COMM E)ステータスインジケータの説明

EtherNet/IP通信 (COMM E)ス
テータスインジケータの状態 意味 処置

緑色が点灯 コントローラが Ethernetネット
ワークで通信していない。

処置は必要ない。

消灯 コントローラが Ethernetネット
ワークで通信していない。

Ethernetネットワーク速度 (100)ステータスインジケータの説明

Ethernetネットワーク
速度 (100)ステータスイ
ンジケータの状態

意味 処置

黄色が点灯 通信速度は 100Mbpsです。 処置は必要ない。

消灯(1)

(1)このインジケータがネットワーク速度 (10)インジケータと共に消灯しているときは、
Ethernetコネクションを確認してください。

通信速度は 10Mbpsです。 ネットワーク速度 (10)インジケータ
が点灯しているかチェックする。

Ethernetネットワーク速度 (10)ステータスインジケータの説明

Ethernetネットワーク
速度 (10)ステータスイ
ンジケータの状態

意味 処置

黄色が点灯 通信速度は 10Mbpsです。 処置は必要ない。

消灯(1)

(1)このインジケータがネットワーク速度 (100)インジケータと共に消灯しているときは、
Ethernet コネクションを確認してください。

通信速度は 100Mbpsです。 ネットワーク速度 (100)インジケー
タが点灯しているかチェックする。

注意 ステータスインジケータは、安全機能の信頼できるインジケータではあり
ません。これらは、立上げとトラブルシューティング時の一般的な診断に
のみ使用するものです。ステータスインジケータを動作用インジケータと
して使用しないでください。
Pub.No. 1752-IN001C-JA-P  - January 2009

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1752-um001_-en-p.pdf


24 SmartGuard 600コントローラ
仕様
SmartGuard 600コトローラ - 1752-L24BBB, 1752-L24BBBE

項目 1752-L24BBB 1752-L24BBBE

概算寸法 (HxWxD) 99.0(4) x 99.4 x 131.4 mm(5)

(3.90(4) x 3.91 x 5.18(5)インチ )
99.0(4) x 113.0 x 131.4(5)mm
(3.90(4) x 4.48 x 5.18(5)インチ )

概算重量 460g (1.23ポンド ) 575g (1.54ポンド )
DeviceNet最大負荷電流 DC24Vのとき 15mA

電源電圧(1) DC20.4～ 26.4V (DC24V, -15～ 10%)
突入電流 - ユニット電源 V0/G0のとき 600μsec間 4.8Aピーク
突入電流 -安全入力電源 V1/G1のとき 3msec間 2.6Aピーク
DeviceNet電圧範囲 DC11～ 25V
消費電力 (V0 - 内部ロジッ
ク回路 )

DC24Vのとき 230mA DC24Vのとき 280mA

過負荷保護 サイクリック再接続で影響する出力をシャットダウン
絶縁電圧 50V, 機能絶縁タイプ

すべてのグループ間を 60sec間 AC600Vをテスト済み
ワイヤタイプ 銅

配線カテゴリ(2) 2：電源オン、信号、通信ポート 2：電源オン、1：オン信号、
1：通信ポート

ワイヤサイズ 電源と I/O：0.2～ 2.5mm2 (12～ 24 AWG)ソリッドワイヤ、また
は 0.34～ 1.5mm2 (16～ 22 AWG)標準の柔軟なワイヤを使用する。
接続する前に、プラスチック製の絶縁カバー付きの圧着端子 (DIN 
46228-4規格に対応 )を取付けて標準ワイヤを準備する。
Ethernetコネクション：IEC 60603-7, 2 または 4 ペア、カテゴリ 5e
に従う RJ45コネクタ。最小ケーブルは TIA 569-B.1に従う、また
は ISO/IEC 24701に従うカテゴリ 5ケーブル

I/O端子ねじのトルク 0.56～ 0.79Nm (5～ 7ポンドインチ )
北米の温度コード T4A
入力タイプ 電流シンク
オン時最小入力電圧 DC11V
オフ時最大入力電圧 DC5V
オフ時最大入力電流 1mA
入力電流 4.5mA
入力インピーダンス 2.6kΩ
テスト出力タイプ 電流ソース

パルステスト出力電流(3) 0.7A

テスト出力サージ電流 0.7A
パルステストのオフ時最
大電圧

1.2V

パルステスト出力の最大
漏れ電流 

0.1mA
Pub.No. 1752-IN001C-JA-P  - January 2009
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ミューティングランプ出
力電流 (T3)
• 25mAを超える
　

• 5mA未満

• 通常の動作 (ミューティングランプ出力として使用されている
ときは、フォルトを防止する。)

• フォルト (ミューティングランプ出力として使用しているとき
はフォルト表示が行なわれる。)

出力タイプ 電流ソース
出力電流 0.5A
出力サージ電流 0.5A
オフ時最大出力電圧 1.2V
オフ時最大出力漏れ電流 0.1mA
熱放散 最大負荷のとき 9.3W
Ethernet通信

CIPコネクション 適応しない 2

自動ネゴシエーション 適応しない サポートされる
データレート 適応しない 10/100Mbps
二重 適応しない 全 /半
許容可能なユニットの
通信バンド幅

適応しない 3000pps(6)

明示的メッセージ通信 適応しない 502バイト(7)

(1) V0/G0：内部ロジック回路、V1/G1：外部入力デバイスとテスト出力、V2/G2：外部出力デ
バイス

(2) 導線の敷設を計画するときは、この導線カテゴリ情報を使用してください。詳細は、『配線
および接地に関するガイドライン』(Pub.No. 1770-4.1)を参照してください。

(3) 同時の T0～ T3の合計電流：1.4A
(4) 高さには、端子コネクタが含まれています。
(5) 奥行きには、DeviceNetコネクタが含まれています。
(6) PPSは 1sec当たりのパケット数です。これは、1sec間に処理できる送信または受信パケット
数を示します。

(7) クラス 3コネクションおよび UCMMコネクションの最大メッセージ 長です。

環境条件

項目 1752-L24BBB 1752-L24BBBE

保管温度 IEC 60068-2-1 (テスト Ab, 開梱状態で非動作時の耐寒性 )、
IEC 60068-2-2 (テスト Bb, 開梱状態で非動作時の耐乾熱性 )、
IEC 60068-2-14 (テスト Na, 開梱状態で非動作時の耐熱衝撃性 )：
-40～ 70℃ (-40～ 158°F)

動作温度 IEC 60068-2-1 (テスト Ad, 動作時の耐寒性 )、
IEC 60068-2-2 (テスト Bd, 動作時の耐乾熱性 )、
IEC 60068-2-14 (テスト Nb, 動作時の耐熱衝撃性 )：
-10～ 55℃ (14～ 13°F) (周囲温度 )

SmartGuard 600コトローラ - 1752-L24BBB, 1752-L24BBBE

項目 1752-L24BBB 1752-L24BBBE
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相対湿度 IEC 60068-2-30 (テスト Db, 開梱状態で非動作時の耐湿熱性 )：
10～ 95% (結露なきこと )

振動 IEC 60068-2-6 (テスト Fc,動作時 )：
10～ 57Hzのとき 0.35mm
57～ 150Hzのとき 5G

IEC 60068-2-6 (テスト Fc,動作時 )：
10～ 500Hzのとき 5G

衝撃 (動作時 ) IEC 60068-2-27 (テスト Ea, 開梱状態の衝撃 )：15G
衝撃 (非動作時 ) IEC 60068-2-27 (テスト Ea, 開梱状態の衝撃 )：30G
エンクロージャ
タイプ定格

IP20に適合

エミッション CISPR 11: グループ 1, クラス A
静電放電 IEC 61000-4-2:

• 4kV接点放電
• 8kV空中放電

IEC 61000-4-2:
• 6kV接点放電
• 8kV空中放電

電磁放電 IEC 61000-4-3:
• 10V/m (1kHz正弦波 80% AM  80
～ 1000MHz)

• 10V/m (1kHz正弦波 80% AM  1.4
～ 2.0 GHz)

• 10V/m (200 Hz 50%パルス、
900MHzのとき 100% AM)

• 10V/m (200 Hz 50% パルス、
1200MHzのとき 100% AM)

• 3V/m (1kHz正弦波 80% AM  2000
～ 2700MHz)

IEC 61000-4-3:
• 10V/m (1kHz正弦波 80% AM  80
～ 1000MHz)

• 10V/m (1kHz正弦波 80% AM  1.4
～ 2.0 GHz)

• 20V/m (200 Hz 50%パルス、800, 
900, 1200MHzのとき 100% AM)

• 3V/m (1kHz正弦波 80% AM  2000
～ 2700MHz)

高速過渡過電流
イミュニティ

IEC 61000-4-4:
• 電源ポート：5kHzのとき± 2kV
• 信号ポート：5kHzのとき± 2kV
• 通信ポート：5kHzのとき± 2kV

IEC 61000-4-4:
• 電源ポート：5kHzのとき± 2kV
• 信号ポート：5kHzのとき± 1kV
• 通信ポート：5kHzのとき± 1kV

サージ過渡
イミュニティ

IEC 61000-4-5:
• 電源ポート：± 1kVライン間

(DM)および± 2kVラインとアー
ス間 (CM)

• 信号ポート：± 1kVライン間
(DM) および± 2kVラインとアー
ス間 (CM)

• 通信ポート：± 1kVラインと
アース間 (CM)

IEC 61000-4-5:
• 電源ポート：± 500Vライン間

(DM)および± 1kVラインとアー
ス間 (CM)

• 信号ポート：± 1kVラインと
アース間 (CM)

• 通信ポート：± 1kVラインと
アース間 (CM)

伝導性放射
イミュニティ

IEC 61000-4-6: 
• 10V rms (1kHz正弦波 80% AM  150kHz～ 80MHz)

環境条件

項目 1752-L24BBB 1752-L24BBBE
Pub.No. 1752-IN001C-JA-P  - January 2009



SmartGuard 600コントローラ 27
参考資料
関連するロックウェル・オートメーションの製品については、以下の資料も参照し
てください。

出版物を参照またはダウンロードする場合は、http://literature.rockwellautomation.com
から行なうことができます。技術資料をハードコピーでお求めの場合は、お近くの
ロックウェル・オートメーション代理店か営業支店までお問い合わせください。

認可(1) (製品マークさ
れているとき ) 値

c-UL-us クラス I, ディビジョン 2グループ A,B,C,D危険な領域に対して ULリ
スト、米国とカナダに対する認可。UL File E194810を参照してくださ
い。

CE EU 89/336/EEC EMC指令、以下に準拠する。
• EN 61000-6-4;産業エミッション
• EN 61131-2 プログラマブルコントローラ (Clause 8, Zone A & B)
• EN 61326; 測定 /制御 /試験場、産業要件
• EN 61000-6-2;産業イミュニティ

C-Tick オーストラリア無線通信法、以下に準拠する。
AS/NZS CISPR 11; 産業エミッション

TUV 機能安全に対して TUV認可
機能安全：IEC 61508;に従う SIL 1～ 3, ISO 13849-1に従う安全遂行レ
ベル PL(e), EN954-1に従うカテゴリ 1～ 4,  NFPA79
『SmartGuardコントローラ　セーフティ・リファレンス・マニュアル』

(Pub.No. 1752-RM001)に説明するように使用しているときに。
UL 機能安全に対して UL認可。UL File E256621を参照してください。

(1) 適合宣言、認可、および他の承認の詳細は、http://ab.comの Product Certificationリンクをご
覧ください。

マニュアル名 説明

SmartGuard 600コントローラ　ユーザーズマ
ニュアル (Pub.No. 1752-UM001)

SmartGuard 600コントローラの配線、構成、
動作、およびトラブルシューティングの情報

SmartGuard 600コントローラ　セーフティ・
リファレンス・マニュアル (Pub.No. 
1752-RM001)

SmartGuard 600コントローラの安全概念、お
よび PFDと PFH値、応答時間の計算の説明

配線および接地に関するガイドライン
(Pub.No. 1770-4.1)

ロックウェル・オートメーションの産業用シ
ステムの取付け時の一般的なガイドライン

製品認可のWebサイト http://ab.com 適合宣言、認可、および他の承認の詳細
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当社のサポートサービス
ロックウェル・オートメーションは、製品の使用を支援するための技術情報をWeb
から提供しています。http://support.rockwellautomation.comでは、技術資料、知識
ベースの FAQ、テクニカルノートやアプリケーションノート、サンプルコードやソ
フトウェア・サービス・パックへのリンク、およびこれらのツールを最大限活用す
るようにカスタマイズできるMySupport機能を探すことができます。

設置、構成、およびトラブルシューティングのさらなるテクニカル電話サポートの
ために、TechConnect Support programsを提供しています。詳細は、代理店または
ロックウェル・オートメーションの支店に問い合わせるか、または
http://support.rockwellautomation.comをご覧ください。

設置支援
設置から 24時間以内にハードウェアモジュールに問題が発生した場合は、まず本書
に記載された情報を検討してください。また、モジュールの起動と動作を初期支援
する特別なカスタマサポート番号に連絡することもできます。

製品の返品
ロックウェル・オートメーションでは、製造工場から出荷されるときに製品につい
て完全に動作することをテストしていますが、製品が機能しない場合に返品する必
要があるときには、以下のように手続きを行なってください。

米国 1.440.646.3223 
月曜日～金曜日、AM8:00～ PM5:00 (東部標準時間 )

米国以外 テクニカルサポートについては、地域のロックウェル・オートメーションの
代理店に連絡してください。

米国 代理店に連絡してください。返品手続きを行なうには、代理店にカスタマサ
ポートのケース番号を知らせる必要があります (ケース番号は上記の電話番号
に問い合わせる )。

米国以外 返品手続きについては、地域のロックウェル・オートメーションの支店にお
問い合わせください。

Allen-Bradley, Rockwell Automation, SmartGuard, RSNetWorx for DeviceNet, および RSLinx は、Rockwell Automation, Inc.の商標です。
Publication Number 1752-IN001C-JA-P - January 2009
Copyright © 2009 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S.A.

Rockwell Automationに属さない商標は、それぞれの企業に所有権があります。
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