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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。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
充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。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。

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。

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。

重要：ソフトウェアをご利用の場合は、データの消失が考えられますので、適当な媒体にアプリケーション
プログラムのバックアップをとることをお奨めします。

重要：本製品を日本国外に輸出する際、日本国政府の許可が必要な場合がありますので、事前に当社までご
相談ください。

Allen-Bradley, Rockwell Automation, SmartGuard, Logix, ControlLogix, Guard I/O, POINT I/O, RSLogix 5000, RSNetWorx for DeviceNet, RSLinx, 
および TechConnectは、Rockwell Automation, Inc.の商標です。

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。

本版は、1752-RM001C-EN-P - April, 2009の和訳です。1752-RM001D-EN-Pを正文といたします。

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。

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装置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装置の上または内部にラベル
を貼っています。

http://literature.rockwellautomation.com
http://literature.rockwellautomation.com


EC (欧州連合 )の規格への準拠

本製品に CEマークがある場合は、欧州連合 (EU)および EFA地域内での使用が承認されています。以下の
規則に適用するように設計されテストされています。

EMC指令

この製品は、理事会規制 89/336「電磁適合性 (EMC)」および以下の規格の、技術解説ファイルに記載された
内容に完全にまたは部分的に準拠することをテストで確認済みです。

• EN 50081-2 EMC：一般的な放射規格、パート 2 - 産業環境

• EN 50082-2 EMC：一般的なイミュニティ規格、パート 2 - 産業環境

この製品は、産業環境での使用を目的としています。

低電圧指令

この製品は、EN 61131-2「プログラマブルコントローラ、パート 2：機器の必要条件およびテスト」の安全
事項を適用することによって、理事会規制 73/23/EEC「低電圧」に準拠することをテストで確認済みです。
EN 61131-2に要求される特定の情報については、このマニュアルの対応する項を参照するか、ノイズ防止に
ついては『配線および接地のガイドライン』 (Pub. No. 1770-4.1)を参照してください。

この装置は開放型の装置と分類されており、安全保護の手段として、動作時は筐体内に設置 (取付け )しな
ければなりません。





変更内容

以下に、前回のマニュアル以降からの本マニュアルでの主な変更内容をまと
めて示します。

新情報と改訂情報の検索を簡単に行なうことができるように、本マニュアル
の中にこのパラグラフの右のような改訂バー (変更箇所表示線 )を入れてい
ます。

項目 参照ページ

認可情報の更新 P-1および 1-1

EtherNet/IPネットワークへの参照の追加 1-6

SmartGuard 600コントローラ機能の更新 2-1

通信機能への EtherNet/IPの追加 2-2

EtherNet/IP標準ターゲットへの参照の追加 2-2

1752-L24BBBEコントローラ用のステータス表示の更新 2-3

動作の流れおよびサイクルタイムへの EtherNet/IPの参照の追加 4-1
Pub.No. 1752-RM001C-JA-P - April 2009 SOC-1
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Notes:
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はじめに

本マニュアルについて

本マニュアルでは、IEC 61508に従う安全度水準 (SIL) 3,  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で
SmartGuard 600コントローラを使用する方法を説明しています。SmartGuard 
600固有の安全要件と、PFDと PFH値、セーフティネットワーク番号
(SNN), 構成署名、安全ロック、およびプロジェクトの検証を含むコント
ローラ機能についてを説明します。

対象読者

本マニュアルは、SmartGuard 600コントローラを使用して制御システムを
設計、取付け、プログラミング、またはトラブルシューティングするかたを
対象としています。

電気回路についての基本的な理解があり、リレーロジックに精通している
ことが必要です。また、安全システムの作成、操作、または保守についての
トレーニングと経験も必要です。

用語

以下の表に、本マニュアルに使用する用語を定義します。

重要 安全システムで SmartGuard 600コントローラを動作する前に、
本マニュアルに記載している安全概念と要件についてをお読み
になって理解しておく必要があります。

略語 全文字 定義

1oo2 One Out of Two マルチプロセッサのセーフティシステムの動作設計を参照
CIP Common Industrial Protocol

(共通の産業プロトコル )
産業用自動化アプリケーション用に設計された通信プロトコル

PC Personal Computer
(パーソナルコンピュータ )

プログラミングソフトウェアを使用して、制御システムとインターフェイス
するために使用するコンピュータ

PFD Probability of Failure on Demand 動作システムでの、作動要求当たりの設計上の機能失敗平均確率
PFH Probability of Failure per Hour 動作システムでの、単位時間当たりの危険故障確率 (失敗確率 )

RPI Requested Packet Interval
(要求パケット間隔 )

ネットワークで通信しているときは、これはデータを生成するためにかかる
予想時間です。

SNN Safety Network Number
(セーフティネットワーク番号 )

安全 (セーフティ )ネットワークのセクションを識別する、固有の番号

— Standard (標準 ) 安全に関連しない項目である、プロジェクト内のオブジェクト、タスク、タ
グ、プログラム、またはコンポーネントなど (つまり、標準コントローラと
は一般的に ControlLogixコントローラを参照する )。
Pub.No. 1752-RM001C-JA-P－ April 2009 P-1



はじめに
表記規則

本マニュアルを通じて、以下の表記規則を使用しています。

• 黒丸付きのリストは、情報を提供するもので、操作手順を示すもので
はありません。

• 番号付きのリストは、操作手順または階層化された情報を示します。

• ボールド体は、強調のために使用しています。

参考資料

以下の表に、SmartGuard 600コントローラシステムに関連する参考資料を示
します。

以下のWebサイトから表示するか、またはダウンロードしてください：
http://literature.rockwellautomation.com
印刷された技術資料を購入するには、当社または代理店にお問い合わせくだ
さい。

マニュアル名 説明

SmartGuard 600 Controller Installation Instructions (SmartGuard 600コントローラ 
インストレーションインストラクション ) (Pub.No. 1752-IN001)

SmartGuard 600コントローラの取付けに
ついての情報

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

SmartGuardコントローラの使用について
の情報

DeviceNet Safety I/O Installation Instructions (DeviceNet Safety I/Oモジュール　
インストレーションインストラクション ) (Pub.No. 1791DS-IN001)

Guard I/O DeviceNet Safetyモジュールの
取付けについての情報

Guard I/O DeviceNet Safety Modules User Manual (Guard I/O DeviceNet Safety モ
ジュール　ユーザーズマニュアル ) (Pub.No. 1791DS-UM001)

Guard I/O DeviceNet Safetyモジュールの
使用についての情報
P-2 Pub.No. 1752-RM001C-JA-P－ April 2009

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1752-um001_-en-p.pdf
http://www.literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1752-in001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1791ds-in001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1791ds-um001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com


第 1章

SmartGuard 600コントローラの安全概念

1.1 はじめに

この章には、安全要件と、SmartGuard 600コントローラの機能を説明しま
す。

1.2 認可

Certificate No. 968/EZ238.00/06
TÜV Rheinland Group
TÜV Industrie Service GmbH
Automation, Software, and Informationstechnologie

本マニュアルには、安全に関する制限を記載しています。

TÜV-認可製品およびソフトウェアのバージョンのリストについては、以下
を参照してください。
http://www.rockwellautomation.com/products/certification/safety/index.html

1.3 安全について

SmartGuard 600コントローラは型式認証を受けており、IEC 61508に従う安
全度水準 (SIL) 3, ISO 13849-1に従う安全遂行レベル PL(e), および EN954-1
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。SILの要件は、認証時点の規格に基づいています。

SmartGuard 600コントローラは、TÜVラインランドグループによって、電
源が投入されていない状態を安全状態とみなす安全アプリケーションに使用
することが認められています。

項目 参照ページ

認可 1-1

安全について 1-1

PFD および PFHの計算された値 1-2

追加の安全データ 1-3

セーフティネットワーク番号 1-3

構成署名 1-4

パスワード保護による安全ロック 1-5

構成およびプログラミング 1-6

システム応答時間 1-8

エラー診断 1-8

参考資料 1-8
Pub.No. 1752-RM001C-JA-P－ April 2009 1-1
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第 1章 SmartGuard 600コントローラの安全概念
ハードウェアモジュールおよびソフトウェアコンポーネントがフェイルセー
フではないが有害反応を引き起こさないのであれば、標準信号の処理に使用
することができます。ただし、安全タスクには使用できません。

1.4 PFD および PFHの計算された値

IEC 61508では、システムで使用される装置に対してさまざまな機能検証
(証明 )テストを実行することを要求します。安全システム内の他のコン
ポーネントの機能検証テストには、このコントローラを含む必要がありま
す。

安全機能作動の要求があったときに安全機能が十分作動しない平均確率は、
作動要求当たりの機能失敗平均確率 (PFD：Probability of Failure on Demand)
と呼ばれ、1時間当たりのシステムに危険な故障が発生する確率は、単位時
間当たりの危険故障確率 (PFH：Probability of Failure per Hour)と呼ばれてい
ます。

SmartGuard 600コントローラの PFDおよび PFHの計算は、IEC 61508に
従って行なわれます。この 2つの値は、システム内のすべてのデバイスにつ
いて計算して、計算結果がアプリケーションに要求されている SILの要件を
満たす必要があります。

注意 アプリケーションに標準デバイスを使用する場合は、標準の重
要なコンポーネントの用途に使用を限定してください。標準デ
バイスを安全性を最優先する状態で使用する場合は、SIL 3の
要件を満たすシステム設計にする必要があります。

重要 ユーザは、以下の作業に対して責任を負います。

• システムに接続されたセンサまたはアクチュエータのセッ
トアップ、SILの評価、妥当性確認を行なう。

• プロジェクト管理および機能テスト

• パスワード処理を含む、安全システムへのアクセス制御。
機能安全を実施する際は、訓練を受け、経験を積んだ有資
格者にのみアクセスを制限するようにしてください。

• このセーフティ・リファレンス・マニュアルと
『SmartGuard 600コントローラ　ユーザーズマニュアル』

(Pub.No. 1752-UM001)に記載された情報に従って、アプリ
ケーションソフトウェアのプログラミングおよびデバイス
構成を行なう。

表 1.1 SmartGuard 600コントローラ用の PFDおよび PFHの計算

機能検証テストの期間 (年 ) PFD PFH

0.25 4.30E-07 3.93E-10

0.5 8.56E-07 3.91E-10

1 1.71E-06 3.90E-10

2 3.41E-06 3.89E-10

5 8.53E-06 3.89E-10

10 1.71E-05 3.89E-10
1-2 Pub.No. 1752-RM001C-JA-P－ April 2009
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SmartGuard 600コントローラの安全概念 第 1章
1.5 追加の安全データ

以下の追加のデータを、SmartGuard 600コントローラの SILの計算に使用し
ます。

• Safe failure fraction (安全側故障割合 )：99.94%

• Diagnostic coverage (自己診断率 )： 90%を超える

1.6 セーフティネットワーク番号

セーフティネットワーク番号 (SNN)は、安全ネットワークのサブネットを
識別するための固有の番号です。SNNはターゲットのノードアドレスと共
に使用することによって、受信する安全コネクション要求が正しい宛先に達
したかに関係なく、ターゲットが高い整合性で判断できるようにします。

DeviceNet Safety制御システム上のエンドデバイスごとに、固有のノード識
別子が必要です。DeviceNet Safetyノードに対する固有のノード参照は、
ネットワークデバイスの SNNとノードアドレスの組合せたものです。これ
は、構成および I/Oコネクションの確立中に、目的のターゲットデバイスを
正確に識別するために使用されます。

他の安全デバイスへの安全コネクションを起動するデバイスは、ターゲット
デバイスの SNNで構成する必要があります。

構成ソフトウェアは、新しいネットワーク構成ファイルが作成されると、日
付と時刻に基づいて自動的に SNNを割付けます。

通常は、自動的に割付けられる SNNで十分ですが、SNNを手動で割付ける
こともできます。

重要 SNNを手動で割付けるときには、システムを拡張する際に
SNNとノードアドレスの組合せに重複が発生しないように注
意してください。

重要 他の場所で使用されていたデバイスを使用するときは、デバイ
スを右クリックしてから、Reset Safety Deviceを選択してデバ
イスを初期状態の構成にリセットします。Safety Network 
Numberチェックボックスをチェックしてから、OKをクリッ
クします。

安全リセットについては、『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。

注意 安全プロジェクトをを異なるハードウェア設置用の別のプロ
ジェクトにコピーする場合、この装置が転送可能な同一安全シ
ステム中に存在するときは重複が発生しないように SSNを変
更する必要があります。
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第 1章 SmartGuard 600コントローラの安全概念
1.7 構成署名

構成署名には、コントローラの構成が定義されます。これは読取りおよびモ
ニタでき、複数の動作中にコントローラの構成を独自に識別するために使用
されます。

• 構成ソフトウェアからのダウンロード中に、構成署名を使用してダウン
ロードされる情報がデバイスと構成ツール間で一致しているかをチェッ
クすることができます。

• デバイス交換時、構成署名を使用してソフトウェア内の構成が正しいか
を確認できます。発信者を使用してデバイスを自動的に構成していると
きは、構成署名によって再構成の必要性が示され、動作の整合性を保つ
ことができます。

• コネクションの確立時、発信者とターゲットデバイスが構成署名を使用
して、両方のデバイスの構成が一致しているかを確認します。

• 構成署名は、SmartGuard 600コントローラがプロジェクトに追加された
ときに構成ソフトウェアによって自動的に生成されます。

図 1.1 構成署名
1-4 Pub.No. 1752-RM001C-JA-P－ April 2009



SmartGuard 600コントローラの安全概念 第 1章
1.8 パスワード保護による安全ロック

コントローラの構成は、オプションのパスワードを使用して保護することが
できます。パスワードによって、ダウンロード、安全リセット、および安全
ロックとロック解除が保護されています。また、デバイスが安全ロックされ
ているときは、現在のパスワードを最初に入力しないと、パスワードを変更
することも、デバイスのステータスを変更することもできません。

構成データがダウンロードされて検証できたら、コントローラ内の構成デー
タを RSNetWorx for DeviceNetソフトウェアを使用して保護できます。Safety 
Device Verification Wizard を実行して、コントローラをロックします。

機能安全を実施する際は、訓練を受け、経験を積んだ有資格者だけにアクセ
スを制限します。パスワードによる安全ロック機能は、RSNetWorx for 
DeviceNet ソフトウェアの Safety Device Verification Wizardによって行なわれ
ます。パスワードの使用と管理を含む、安全システムへのアクセスの制御
は、ユーザの責任によって行ないます。

図 1.2 確認ウィザード

パスワードを忘れたときは、ベンダーパスワードを使用してパスワードをリ
セットできます。ロックウェル・オートメーションのテクニカルサポートに
連絡して、デバイスのシリアルナンバーとセキュリティコードを知らせて、
ベンダーパスワードを入手してください。
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第 1章 SmartGuard 600コントローラの安全概念
1.9 構成およびプログラミング

RSNetWorx for DeviceNetソフトウェア Ver. 8.0 (最低 )以降 (Ver. 9.1を推奨 )
を使用して、1752-L24BBBコントローラのステータスを構成、プログラム、
およびモニタできます。RSNetWorx for DeviceNet ソフトウェア Ver. 9.1以降
を使用して、1752-L24BBBEコントローラのステータスを構成、プログラ
ム、およびモニタできます。RSNetWorx for DeviceNetソフトウェアでは、
SmartGuardコントローラの USBポートを使用して、または DeviceNetネッ
トワークまたは EtherNet/IPネットワークを介してコントローラを構成でき
ます。ロジックエディタは、RSNetWorx for DeviceNetソフトウェア内から起
動されます。

また、EtherNet/IP上の 1752-L24BBBEコントローラを構成するには RSLinx
ソフトウェア Ver. 2.55以降も必要です。

さまざまな SIL 3対応アプリケーションは、コントローラにサポートされる
論理関数とファンクションブロックを使用してプログラムできます。最大
254の論理関数とファンクションブロックを、最大 32のプログラミング
ページに使用できます。構成データとプロジェクトファイルの両方を、パス
ワード保護できます。

コントローラは、以下の論理関数をサポートしています。
• NOT
• AND
• OR
• 排他的 OR
• 排他的 NOR
• ルーティング
• RSフリップフラップ
• マルチコネクタ
• コンパレータ

コントローラは、以下ファンクションブロックをサポートしています。
• リセット
• 再始動
• 非常停止押しボタンモニタ

• ライト・カーテン・モニタ

• セーフティ・ゲート・モニタ

• 両手制御用コントローラ

• オフ・ディレイ・タイマ

• オン・ディレイ・タイマ

• ユーザモード切換え

• 外部デバイスモニタ

• ミューティング

• イネーブルスイッチ

• パルスジェネレータ

• カウンタ
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プログラムは、データ入力ソースを示す入力タグから、およびデータ出力宛
先を示す出力タグからのコマンドを示す、論理関数とファンクションブロッ
クから作成されます。

入力タグは、以下の I/O領域からの入力のステータスを反映します。

• コントローラのローカル端子の入力領域

• 通信パートナとして登録された安全スレーブの入力領域

• 安全マスタデータから反映される I/O領域

• 標準マスタデータから反映される I/O領域

• ローカル入力ステータス

• ローカル出力ステータス

• ユニット全般ステータス

• テスト出力ステータス

• ミューティング・ランプ・ステータス

出力タグは、以下の I/O領域からの出力のステータスを反映します。

• コントローラのローカル端子の出力領域

• 通信パートナとして登録された安全スレーブの出力領域

• 安全マスタデータから反映される I/O領域

• 標準マスタデータから反映される I/O領域

注意 安全関連ロジックで使用される安全関連信号が、適合する規格
と規制に準拠していることを必ず確認してください。また、
ファンクションブロックには安全入力信号のみを使用するよう
にします。ユーザには、ファンクションブロックに使用されて
いる信号のソースおよび安全ロジックの実装全体が関連する安
全規格と規制に準拠していることを確認する責任があります。

安全アプリケーションのロジックで安全データとして使用でき
るのは、安全コネクションを介して送信された安全データだけ
です。

表 1.2 安全および標準データに可能な使用

エンドデバイスの信号定義 コネクションタイプ アプリケーションで可能な使用

安全 安全 安全

標準 標準

標準 安全 標準

標準 標準
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第 1章 SmartGuard 600コントローラの安全概念
1.10 システム応答時間

システム応答時間は、安全関連イベントがシステムに入力されてからシステ
ムが安全状態に入るまでの時間です。システム応答時間は、安全チェーンの
各要素の応答時間を合計したもので、この中には安全チェーン内で発生する
フォルトまたはエラーも計算に含まれています。システム応答時間は、要求
された安全システムの仕様を満たす必要があります。

標準的な安全チェーンとシステム応答時間の計算の例については、「第 4章
　システム性能および応答時間」を参照してください。

1.11 エラー診断

ステータスインジケータと英数字ディスプレイに、SmartGuard 600コント
ローラについてのステータスとエラー情報が表示されます。また、
RSNetWorx for DeviceNetソフトウェアを使用して、エラーログのステータス
およびエラーメッセージを見ることもできます。

コントローラエラーは、3つのカテゴリ (致命的ではないエラー、アボード
エラー、および致命的なエラー )に分類されています。

1.12 参考資料

以下については、『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。

• 論理関数とファンクションブロックの動作のプログラミングおよび詳細

• コントローラのエラー処置およびエラーログの説明

• 安全リセット

本マニュアルの「第 2章　コントローラの概要」にも、I/Oエラー処置につ
いて説明しています。

表 1.3 コントローラのエラーカテゴリ

エラータイプ コントローラの応答

致命的ではない 致命的ではないエラーが発生すると、コントローラはエラーが発
生した場所のローカル I/O端子または安全 I/Oコネクションを安
全状態にする。コントローラはランモードで動作を継続する。

アボート アボートエラーが発生すると、コントローラは安全機能を完全に
停止して、安全状態にする。エラー状態をチェックできるよう
に、明示的メッセージ通信がサポートされている。

致命的 致命的なエラーが発生すると、すべてのコントローラ機能が停止
する。エラーログは不揮発性メモリに保存される。
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第 2章

コントローラの概要

2.1 はじめに

2.2 コントローラについて

SmartGuard 600コントローラ (Cat.No. 1752-L24BBBおよび 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通信用
のコネクションを装備しています。さらに、1752-L24BBBEコントローラは
EtherNet/IP接続を提供します。

2.2.1 電源要件

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
時間は、20msec以上にする必要があります。

CE低電圧指令 (LVD)に適合するためには、DeviceNetコネクションおよび 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規制に適合するためには、DeviceNetコネクションおよび I/Oには、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。

項目 参照ページ

コントローラについて 2-1

安全入力について 2-4

安全出力について 2-7

パルス・テスト・ソースについて 2-9

エラーラッチ時間 2-9

リモート I/Oについて 2-10

重要 SmartGuardコントローラを、外からの侵入を保護していない
ネットワークに直接接続してはなりません。例えば、
SmartGuard 600コントローラは、ファイヤウォールなどのセ
キュリティ手段で保護されていない Ethernetネットワークに接
続しません。
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第 2章 コントローラの概要
2.2.2 通信機能

コントローラは、DeviceNet Safetyマスタまたはスレーブとして、DeviceNet 
標準スレーブとして、EtherNet/IP標準ターゲット、または DeviceNet通信が
無効なときはスタンドアロンのコントローラとして動作できます。

明示的メッセージは、コントローラステータス情報を読取るために使用でき
ます。RSNetWorx for DeviceNetソフトウェアから構成された明示的メッセー
ジは、ユーザプログラムから送信できます。メッセージは、DeviceNetと
EtherNet/IPネットワーク間を渡ることができます。

USBポートは、SmartGuardコントローラをプログラムして、DeviceNetネッ
トワークのデバイスを構成するために使用できます。SmartGuardは、プロ
グラミングと構成のために USBから DeviceNetに制限されたパススルー機
能を提供します。スタンドアロンモードで使用しているときは、コントロー
ラは USB通信を介して構成ソフトウェと通信します。

1台のコントローラは、DeviceNet安全マスタ、DeviceNet安全スレーブ、
DeviceNet標準スレーブ、および EtherNet/IP標準ターゲットとして同時に機
能できます。

DeviceNet安全マスタ

安全マスタとして、コントローラは最大 32のコネクションのある安全 I/O
通信を実行でき、コネクション当たり最大 16バイトを使用します。
DeviceNet標準ネットワークのマスタ /スレーブ通信とは別に、DeviceNet 
Safetyネットワーク上にマスタ /スレーブの関係がコネクションごとに確立
されます。これによって、コントローラを安全マスタにして、コネクション
を制御することができます。

DeviceNet安全スレーブ

安全スレーブとして、コントローラは最大 4つのコネクションのある安全
I/O通信を実行でき、コネクション当たり最大 16バイトを使用します。コ
ントローラの内部ステータス情報および I/Oの指定領域は、安全マスタに割
当てることができます。

DeviceNet標準スレーブまたは EtherNet/IP 標準ターゲット

標準スレーブとして、コントローラは DeviceNetまたは EtherNet/IPネット
ワーク上で最大 2つのコネクションの 1つの標準マスタのある標準 I/O通信
を実行でき、コネクション当たり最大 16バイト (EtherNet/IP通信の入力
データに 128バイト )を使用します。コントローラの内部ステータス情報お
よび I/Oの指定領域は、標準マスタに割当てることができます。

重要 標準 I/O通信と明示的メッセージ通信によって処理されるデー
タ属性は、非安全データです。これは、標準または明示的メッ
セージデータの生成中には、安全データに必要な処理が行なわ
れないためです。このようなデータを安全制御システムの動作
に使用しないでください。
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2.2.3 ステータス表示

コントローラの内部ステータス情報と I/Oデータを、USBまたは DeviceNet
ネットワークコネクションまたは EtherNet/IPコネクションのいずれかを介
して RSNetWorx for DeviceNetソフトウェアを使用してオンラインでモニタ
できます。

コントローラのステータスインジケータと英数字ディスプレイに、ステータ
スとエラー情報が表示されます。

コントローラの前面にあるサービススイッチを押すと、英数字ディスプレイ
はコントローラの安全構成署名を合計 10組の数字を一度に 2桁ずつ示しま
す。

コントローラで検出されたエラーは、エラーが検出された時点の合計の稼動
時間 (コントローラが実行モードになったときから開始する )と共にエラー
履歴ログに記録されます。

2.2.4 停電時の動作

電圧が定格電圧の 85%未満に降下したときにはコントローラは以下のよう
に対処しますが、電源電圧が定格電圧の 85%以上に戻ると復旧します。

電圧降下

内部回路 (V0, G0)用の電源電圧が定格電圧の 85%未満に降下したときには、
コントローラは出力をオフします。

内部回路の電源が正常な場合に入力 (V1, G1)用の電源電圧が定格電圧の
85%未満に降下したときは、コントローラは動作を継続しますが、入力を
リフレッシュできなくなります。同様に、出力 (V2, G2)用の電源電圧が定
格電圧の 85%未満に降下したときは、コントローラは動作を継続しますが、
出力のリフレッシュを停止します。

自動回復

電源降下が電源電圧の変動によって引き起こされたもので、電源が定格電圧
の 85%以上に戻ると以下のようになります。

• 動作が自動的に再開します。これは、電圧が定格電圧の 85%未満に降下
したことによってコントローラへの電力供給が完全に停止したときに発
生します。

• 動作を復旧するために、電源の切断後再投入が必要となる致命的なエ
ラーが発生します。これは、電源が内部電力 /電圧検出回路の動作下限
値周辺で変動する場合に発生します。

電源が定格電圧の 85%以上に回復すると、I/Oリフレッシュが自動的に再開
します。I/O電力モニタエラーも自動的にキャンセルされます。

重要 ステータスインジケータは、安全機能用の信頼できるインジ
ケータではありません。これらは、立上げおよびトラブル
シューティング時の一般的な診断に使用するものです。ステー
タスインジケータを動作インジケータとして使用しないでくだ
さい。
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2.2.5 動作モードのまとめ

コントローラは、以下の動作モードをサポートしています。

2.3 安全入力について

コントローラには、以下をサポートする 16のローカル安全入力があります。

• 入力回路診断：テスト・パルス・ソースを使用して、内部回路、外部デ
バイス、および外部配線をモニタできます。

• 入力オンディレイと入力オフディレイ：コントローラのサイクルタイム
の倍数の、0～ 126msecの範囲で入力時間の制限を設定できます。入力
オンディレイと入力オフディレイの設定によって、チャタリングと外部
ノイズの変動を低減できます。

• デュアル・チャネル・モード：ペアになった関連するローカル入力に対
して、デュアル・チャネル・ モードを設定できます。デュアル・チャネ
ル・ モードを設定すると、データの変更時、またはペアになった 2つの
ローカル入力間の入力信号の時間のディスクレパンシ (不一致 )が発生
してないかを評価することができます。

表 2.1 SmartGuard 600コントローラの動作モード

動作モード 説明
モジュールステータ
ス (MS)インジケータ

自己診断モー
ド

コントローラは、内部自己診断を実行して、
安全機能の整合性を確認する。

赤色 /緑色に点滅

構成モード RSNetWorx for DeviceNetソフトウェアでの構
成の完了を待つ間、コントローラは構成モー
ドになる。コントローラ初期化の完了後、ま
だ構成していないとき、または構成データに
エラーがあるときに、コントローラは構成
モードに切り換わる。

赤色 /緑色に点滅

アイドルモー
ド

初期化の完了後にランモードになるのを待つ
間、コントローラはアイドルモードになる。
標準 I/Oとメッセージ通信などの非安全関連
制御がサポートされている。

緑色に点滅

ランモード 安全および非安全制御がサポートされている 緑色に点灯

アボートモー
ド

構成の完了後にコントローラのノードアドレ
スのスイッチ設定を変更すると、コントロー
ラはアボードモードに変わる。コントローラ
はメッセージ通信を除くすべての機能を停止
して、安全状態になる。

赤色に点滅

致命的なエ
ラーモード

致命的なエラーが発生すると、コントローラ
はこのモードになって、すべての安全機能を
安全状態にする。

赤色に点灯

重要 入力オンディレイと入力オフディレイを、I/O応答時間に追
加する必要があります。これは、システム応答時間の計算
に影響を及ぼします。

応答時間の計算については、「第 4章　システム性能および
応答時間」を参照してください。
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コントローラの概要 第 2章
2.3.1 入力チャネルモードの設定

ローカル安全入力の入力チャネルモードは、接続したい外部デバイスのタイ
プに基づいて設定できます。

2.3.2 デュアル・チャネル・モードの設定

ローカル安全入力チャネルは、デュアル・チャネル・モードに設定できま
す。デュアル・チャネル・モードを設定すると、2つの入力のステータスを
評価して、I/Oタグに反映できるようになります。また、2つの入力のス
テータス間で生じるディスクレパンシ時間も評価できます。

コントローラは、デュアル・チャネル・モードと同じ診断機能のあるファン
クションブロックをサポートしています。SmartGuardハードウェアではな
くファンクションブロックをフォルトの検出に使用すると、多くの場合で、
システムフォルトの通知とトラブルシューティングがより簡単になります。
システムフォルトを検出するためにファンクションブロックを使用したいと
きは、安全入力はシングルチャネルに構成する必要があります。

表 2.2 チャネルモードの説明

チャネルモード 説明

Not used 入力チャネルは外部デバイスに接続されていない。
Test pulse from test output このモードは、回路のパルステストを実行する入力に接点

タイプ安全入力デバイス (非常停止またはゲートインター
ロックなど )を接続するときに使用する。テスト出力端子
をテストソースとして使用することを選択し、テスト出力
モードを Pulse Test Outputに設定する。これによって、電
源ライン (プラス側 )の短絡、地絡、および他の入力信号
ラインでの短絡の検出が可能になる。

Used as a safety input このモードは、ライトカーテンなどの半導体出力付きの安
全デバイスに接続するときに使用する。

Used as a standard input このモードは、標準 (非安全 )デバイスに接続するときに
使用する。

表 2.3 デュアル・チャネル・モード入力の設定

チャネルモード 説明

Single Channel 安全入力端子は、個別に使用される。
Dual Channel Equivalent 安全入力端子は、ペアになった安全入力端子がある

Dual Channel Equivalentとして使用される。

Dual Channel Complementary 安全入力端子は、ペアになった安全入力端子がある
Dual Channel Complementとして使用される。
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第 2章 コントローラの概要
2.3.3 エラー処理

エラーが検出されたときのコントローラの対処は、チャネルモードの設定が
シングルまたはデュアルチャネルであるかによって異なります。

シングル・チャネル・モードでは、自己診断中にエラーが検出されると以下
のようになります。

• エラーが発生している安全入力端子に対応する I/Oタグがアクティブで
はなくなる。

• エラーが発生している安全入力端子のステータスインジケータが赤色に
点灯する。

• エラーがエラー履歴に書込まれる。

• コントローラは動作を継続する。

デュアル・チャネル・モードでは、ディスクレパンシエラーが検出されると
以下のようになります。

• エラーが発生している安全入力ペアに対応する I/Oタグがアクティブで
はなくなる。

• ペアになった両方の入力のステータスインジケータが赤色に点灯する。

• エラーはエラー履歴に書込まれる。

• コントローラは動作を継続する。

デュアル・チャネル・モードでは、2つの入力のいずれかでエラーが検出さ
れると以下のようになります。

• エラー発生している安全入力ペア に対応する I/Oタグがアクティブでは
なくなる。

• エラー発生している安全入力のステータスインジケータが赤色に点灯す
る。ペアになった入力のステータスインジケータが赤色に点滅する。

• エラーがエラー履歴に表示される。

• コントローラは動作を継続する。

安全入力のエラーから回復するには、以下を行ないます。

• エラーの原因を取り除く必要がある。

• エラーラッチ時間が経過する必要がある。

• 入力信号を、例えば、非常停止ボタンを押すかまたはドアをあけること
で、エラー状態が検出されない非アクティブステータスに戻す必要があ
る。
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コントローラの概要 第 2章
2.4 安全出力について

コントローラには、以下をサポートする 8つのローカル安全出力がありま
す。

• 出力回路診断：テストパルスを使用して、コントローラの内部回路、外
部デバイス、および外部配線を診断できます。

• 過電流検出および保護：回路を保護するには、過電流が検出されたとき
に出力をブロックします。

• デュアル・チャネル・モード：ペアになった 2つのローカル出力のいず
れかにエラーが発生したときに、ユーザプログラムを使用しなくてもペ
アになった 2つの出力の両方を安全状態に設定できます。

2.4.1 出力チャネルモードの設定

出力チャネルモードは、接続したい外部デバイスのタイプに基づいて設定で
きます。

2.4.2 デュアル・チャネル・モードの設定

ローカル安全出力端子は、デュアル・チャネル・モードに設定することもで
きます。デュアル・チャネル・モードに設定すると、ユーザプログラムから
の 2つの出力が同じではないときにエラーとして検出できるようになりま
す。2つの出力回路のいずれかでエラーが検出されると、デバイスへの両方
の出力がアクティブではなくなります。

表 2.4 出力チャネルモードの説明

チャネルモード 説明

Not used 出力端子は、出力デバイスに接続されていない。
Safety 出力がオンのときは、テストパルスが出力しない。出力が

オフのときは、電源線との短絡を検出できる。また、地絡
も検出できる。

Safety Pulse Output 出力がオンのときは、テストパルスが出力する。これに
よって、出力がオンまたはオフであるかに関係なく電源線
(プラス側 )の短絡が検出できる。また、地絡および出力
信号間の短絡を検出できる。

重要 安全パルス出力が設定されているときは、安全出力がオンした
ときに、出力回路を診断するオフパルス信号 (パルス幅は
580μsec)が出力されます。制御装置の入力応答時間をチェッ
クして、この出力パルスが誤動作を引き起こさないことを確認
してください。

表 2.5 デュアル・チャネル・モード出力の設定

チャネルモード 説明

Single Channel 安全出力端子は、個別に使用される。
Dual Channel 安全出力端子は、他の出力端子とペアになっている。出力

とペアになった安全出力の両方が同じ状態に設定される
と、出力はオンになる。
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2.4.3 エラー処理

エラーが検出されたときのコントローラの対処は、チャネルモードの設定が
シングルまたはデュアルチャネルであるかによって異なります。

シングル・チャネル・モードでは、自己診断中にエラーが検出されると以下
のようになります。

• ユーザプログラムを使用しなくても、エラーが発生している安全出力が
アクティブではなくなる。

• エラーが発生している安全出力のステータスインジケータが赤色に点灯
する。

• エラーがエラー履歴に書込まれる。

• コントローラは動作を継続する。

デュアル・チャネル・モードでは、ペアになった 2つの出力のいずれかでエ
ラーが検出されると以下のようになります。

• ユーザプログラムを使用しなくても、両方の出力がアクティブではなく
なる。

• エラーがあるときは出力のステータスインジケータが赤色に点灯する。
ペアになった出力のステータスインジケータが赤色に点滅する。

• エラーがエラー履歴に書込まれる。

• コントローラは動作を継続する。

 ユーザプログラムから出力 I/Oタグへの 2つの出力が同じではないときは、
以下のようになります。

• ユーザプログラムを使用しなくても、外部デバイスへの両方の出力がア
クティブではなくなる。

• ペアになった出力のステータスインジケータが赤色に点滅する。

• エラーがエラー履歴に書込まれる。

• コントローラは動作を継続する。

安全出力のエラーから回復するには、以下を行ないます。

• エラーの原因を取り除く必要がある。

• エラーラッチ時間が経過する必要がある。

• 安全出力端子に対応するアプリケーションから出力 I/Oタグへの出力信
号をアクティブではなくす必要がある。

重要 2つの出力をデュアル・チャネル・モードに設定して、冗長回
路を実装している場合は、2つの出力のいずれかでエラーが検
出されたときに、ユーザプログラムを使用しなくても他の出力
をアクティではなくすことができます。シングル・チャネル・
モードで 2つの出力を使用して冗長回路を実装している場合
は、外部デバイス・モニタ・ファンクション・ブロックを使用
してエラーを検出するユーザ・プログラム・ロジックを作成す
る必要があります。
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コントローラの概要 第 2章
2.5 パルス・テスト・ソースについて

以下の 4つの独立したテスト出力は、通常、安全入力と組合せて使用されま
す。このテスト出力は、信号 (標準 )出力端子として使用することもできま
す。テストパルス出力には以下の機能があります。

• ミューティングランプ用の電流モニタ：切り離しは、T3端子でのみ検出
できます。

• 過電流検出および保護：回路を保護するには、過電流が検出されたとき
に、出力をブロックします。

2.5.1 エラー処理

自己診断中にエラーが検出されると、コントローラは以下を実行します。

• ユーザプログラムを使用しなくても、エラーが検出された出力端子がア
クティブではなくなる。

• エラーがエラー履歴に書込まれる。

• コントローラは動作を継続する。

2.6 エラーラッチ時間

安全入力端子、安全出力端子、またはテスト出力端子でエラーが発生したと
きに、エラー状態をラッチ (保持 )する時間を設定できます。エラーの原因
がすぐに解消されたとしても、エラー状態はエラーラッチ時間が経過するま
で続きます。モニタシステムからエラーをモニタしているときは、モニタ間
隔を考慮に入れてエラーラッチ時間を設定してください。

エラーラッチ時間は、0～ 65,530msec範囲で 10msec単位で設定できます。
デフォルト設定は、1000msecです。

注意 パルステスト出力は、安全関連出力 (例えば、安全関連アク
チュエータの制御用 )として使用してはなりません。

重要 テスト出力端子で検出されたエラーは、エラーラッチ時間後に
自動的にリセットされます。短絡状態をそのままにしておく
と、温度の上昇によって故障が起こることがあります。外部負
荷による短絡が発生したときは、すぐに原因を取り除いてくだ
さい。
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第 2章 コントローラの概要
2.7 リモート I/Oについて

安全マスタまたはスレーブ、および標準マスタまたはスレーブに使用される
リモート I/O領域は、RSNetWorx for DeviceNetソフトウェアで行なわれた設
定に従ってコントローラの I/Oメモリ内に自動的に割当てられます。

2.7.1 Remote I/O Area属性

コントローラのリモート I/O領域には、モード変更、通信エラー、および電
源投入の属性があります。動作モードを変更すると、安全リモート I/O領域
のすべての値がクリアされます。通信エラーが発生すると、エラーのあるコ
ネクション用のすべてのデータがクリアされます。

標準スレーブ I/O領域の保持設定は、動作モードを変更するかまたは通信エ
ラーが発生したときに標準スレーブ I/O領域内のデータをクリアするか保持
するかを指定します。デフォルト設定ではクリアされます。両方の設定は、
電源を切断後再投入したときに有効になります。

表 2.6 Remote I/O Area属性

リモート I/O領域の
タイプ

モード変更

通信エラー 電源投入時ランからアイドルへ
ランまたはアイドルか

ら構成へ

DeviceNet Safety remote 
I/O area

クリアされる。
(安全状態 )

クリアされる。
(安全状態 )

コネクション用にクリ
アされる (安全状態 )

クリアされる。
(安全状態 )

DeviceNet standard 
remote I/O area

スレーブ I/O領域の保
持設定によって異なる。

クリアされる。 スレーブ I/O領域の保
持設定によって異なる。

クリアされる。

表 2.7 スレーブ I/O領域の保持設定

設定 説明

Clear 通信 (コネクション )エラーが発生すると、標準スレーブ出力領域
(SmartGuardアプリケーションプログラムへの入力 )がクリアされる。

標準スレーブ入力領域 (標準マスタへの出力 )がクリアされる when動作
モードをアイドルに帰ると。

Hold 通信 (コネクション )エラーが発生すると、標準スレーブ出力領域
(SmartGuardアプリケーションプログラムへの入力 )の最後のデータが保
持される。

動作モードがアイドルに変更されると、標準スレーブ入力領域 (標準マ
スタへの出力 )の最後のデータが保持される。

致命的なエラーまたはアボードが発生するか、または電源を再度投入し
たときに、値がクリアされる。
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コントローラの概要 第 2章
2.7.2 ステータス領域

コントローラが入力安全スレーブまたは標準スレーブとして動作していると
きは、ステータス情報を送信データの最初の行に追加できます。この情報は
プログラマブルコントローラに格納され、モニタシステムを確立するために
使用されます。

表 2.8 ステータス情報

タグ名 データサイズ 属性タイプ

General Status バイト 非安全

Local Input Status ワード 安全

Local Output Status バイト 安全

Test Output/Muting Lamp Status バイト 非安全

注意 非安全属性のデータの場合は、データ生成時に安全データとな
るために必要な処理が行なわれません。このようなデータは安
全制御システムの動作には使用しないでください。

また、安全属性データでも、標準通信や標準デバイスに接続さ
れた I/Oタグを使用して入力した場合には非安全になります。
そのため、こうしたデータは安全制御システムの動作には使用
しないでください。
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Notes:
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第 3章

安全アプリケーションの開発

3.1 はじめに

3.2 安全概念の前提条件

安全概念は、以下のことを前提としています。

• アプリケーションの作成、操作、保守を行なう責任者は、安全システム
について特別に訓練を受け、経験があり、十分な資格を有していること。

• ロジックを正しく適用している、つまりプログラミングエラーを検出で
きる状態にある。プログラミングエラーは、仕様、プログラミング、お
よび命名規則に厳密に準拠することによって検出できるようになる。

• アプリケーションの厳密な分析を行ない、障害を検出するために可能な
措置をすべて講じている。

• 構成署名を手動でチェックして、アプリケーションのダウンロードをす
べて確認する。

• 安全関連システムを初めてスタートアップする前に、システム全体の網
羅的な機能テストを実行する。

3.3 アプリケーション開発およびテストの基本

SIL 3システム向けのアプリケーションプログラムは、安全アプリケーショ
ンについてのトレーニングを受けて経験があるシステムインテグレータまた
はユーザが開発する必要があります。開発者は、適正な設計基準に従う必要
があります。

• 以下を含む機能仕様を使用します。

- フローチャート

- タイミングチャート

- シーケンスチャート

• プログラムのレビューを実行します。

• プログラムの妥当性確認を実行します。

項目 参照ページ

安全概念の前提条件 3-1

アプリケーション開発およびテストの基本 3-1

新しい安全ネットワークの確立 3-2

アプリケーションプログラムの変更 3-6
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第 3章 安全アプリケーションの開発
3.4 新しい安全ネットワークの確立

以下のフローチャートに、新しい SmartGuard 600コントローラシステムの
立上げに必要となるステップを示します。ボールド体で示す項目について
は、以降に説明します。

応答時間の計算については、「第 4章　システム性能および応答時間」を参
照してください。

制御機能を指定する。

 ネットワークのデバイスを構成する。

アプリケーションをプログラムする。

最大応答時間を計算する。

ネットワーク構成ファイルを保存
する。

ネットワークに接続してダウンロー
ドする。

デバイス構成を検証する。

構成が一致しているか ?

アプリケーションをテストする。

テストをパスしたか ?

構成されたデバイスをすべて
ロックする。

ネットワーク構成ファイルを保存し
て、アプリケーションを実行する。

デバイスをリセット
する。

デバイスを再構成する。

Yes

Yes

No

No

アプリケーションロジッ
クを修正する。
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安全アプリケーションの開発 第 3章
3.4.1 制御機能の仕様

制御機能に対して仕様を作成する必要があります。この仕様を使用して、プ
ログラムロジックがアプリケーションを制御する機能上および安全上の制御
要件に正しく完全に対応しているかを検証します。仕様は、アプリケーショ
ンによってさまざまな形式で提供されます。ただし、仕様には以下の事項を
盛り込み、詳細に説明する必要があります (該当する場合 )。

• 動作のシーケンス

• フローおよびタイミングチャート

• シーケンスチャート

• プログラムの説明

• プログラムのプリントアウト

• ステップ条件付きのステップおよび制御対象のアクチュエータのことば
による説明 (以下を含む )

- 入力定義

- 出力定義

- I/O配線図およびリファレンス

- 動作のセオリー

• ステップ条件および制御対象のアクチュエータのマトリックスまたは表
(シーケンスおよびタイミングチャートを含む )

• 限界条件 (例えば、動作モードまたは非常停止 )の定義

I/Oの仕様には、フィールド回路の解析としてセンサやアクチュエータのタ
イプも含む必要があります。

• センサ (デジタルまたはアナログ )

- 標準動作で使用する信号 (デジタルセンサの待機電流の原理。センサ
がオフのときには信号がないことを意味する。)

- SILレベルで要求される冗長性の判断

- ディスクレパンシ のモニタおよび視覚化 (診断ロジックを含む )

• アクチュエータ

- 標準の動作での位置およびアクティブ化 (通常オフ )

- オフに切換えたか、または電源異常時の安全対処 /位置決め

- ディスクレパンシモニタおよび視覚化 (診断ロジックを含む )

3.4.2 安全ネットワーク上のデバイスの構成

安全ネットワークに取付ける前に、すべてのデバイスにノードアドレス、
セーフティネットワーク番号 (SNN), および通信速度 (必要な場合 )を設定
する必要があります。デバイスは、RSNetWorx for DeviceNetソフトウェア
Ver. 8以降を使用して SNNの割付けと構成を行ないます。

重要 ユーザテストを実行して、システムのバンド帯域幅に問題がな
いことを確認してください。
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3.4.3 アプリケーションのプログラミング

アプリケーションのプログラミングに使用されるロジックと命令は、以下の
条件を満たす必要があります。

• 理解しやすい

• 追跡しやすい

• 変更しやすい

• テストしやすい

すべてのロジックについて、レビューとテストを行なう必要があります。安
全に関連するロジックと安全に関連しないロジックは分けておいてくださ
い。

プログラムのラベル

アプリケーションプログラムは、以下のいずれかによって明確に識別できる
ようにします。

• 名前

• 日付

• リビジョン

• その他のユーザ識別情報

3.4.4 デバイス構成の検証

RSNetWorx for DeviceNetソフトウェアは SIL 3準拠のアプリケーションでは
ないため、ユーザの操作とソフトウェアの計算で生成された構成値は、ダウ
ンロード、リードバック、ユーザテストを完了するまで整合性の高いものと
は見なされません。

構成をデバイスにダウンロードした後に、以下の手順を実行してデバイス構
成を検証してください。

1. デバイスから構成をリードバックして印刷します。

2. この印刷した構成と、RSNetWorx for DeviceNetソフトウェアの構成を比
較します。

3. 印刷した構成がアプリケーションの仕様要件に対応していることを確認
します。

4. 構成が一致していないか、またはアプリケーション要件が満たされてい
ないときは、影響のあるデバイスをリセットして再構成します。

重要 安全アプリケーションを動作する前に、すべての安全デバイス
構成を調べて、構成署名を記録しておく必要があります。
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3.4.5 デバイスのリセット

検証またはユーザテスト結果に基づいて構成を変更するときは、新しいパラ
メータをダウンロードする前に以前の構成をクリアする必要があります。リ
セットタイプを Return to out-of-box configuration and emulate cycling power (製
品出荷時の設定に戻し、電源の切断後再投入をエミュレート )設定して、デ
バイスをリセットします。

詳細は、『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。

3.4.6 アプリケーションのテスト

アプリケーションプログラム仕様に従っているかをチェックするには、アプ
リケーション全体をカバーするテストケースを生成する必要があります。テ
ストケースはテストの仕様書としてファイルして、保存しておく必要があり
ます。

テストケースには、アプリケーションロジックで使用されている計算式の妥
当性を証明する一連のテストを使用する必要があります。この際、範囲テス
トを使用することができます。範囲テストは、定義された値の範囲、制限
値、無効な値の範囲を基準に対してテストを行なうものです。必要なテスト
ケースの数は使用されている式によって変わり、臨界値のペアで設定する必
要があります。

ソース (フィールドデバイス )を使ったアクティブシミュレーションも含め
る必要があります。これがシステムのセンサおよびアクチュエータが正しく
配線されていることを確認する唯一の方法だからです。センサとアクチュ
エータを手動で操作して、プログラムされた機能の動作を検証してくださ
い。

また、配線エラーおよびネットワーク通信障害に対する反応を検証するテス
トも行なう必要があります。

これには、要求されたフォルトルーチンの機能検証テストが含まれます。こ
れは、セーフティシステムが正しく動作することを確認するための入力およ
び出力チャネルで構成されます。

コントローラで機能検証テストを実行するには、アプリケーションの全テス
トを実行する必要があります。どの安全機能についても、関係するセンサと
アクチュエータのオンとオフの切換えを行なう必要があります。コントロー
ラの観点から見ると、これは実際のアクチュエータに限らず、コントローラ
に入る I/Oポイントのオンとオフの切換えを行なうことを意味します。一般
的に、通常の動作時にはこれらの機能が実行されることはないため、シャッ
トダウン機能はすべてテストしてください。

また、機能検証テストが有効なのはテストを行なった特定のアプリケーショ
ンだけであることに注意してください。コントローラを別のアプリケーショ
ンに移すと、新しいアプリケーションのコンテクストでコントローラの起動
および機能検証テストを実行する必要があります。

システム稼働の承認を受ける前に、独立した第三者機関によるセーフティシ
ステムのレビューを受ける必要がある場合があります。
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3.4.7 構成されたデバイスをすべてロック

デバイスの構成をすべてロックすることによって、検証が完了していること
を示し、パラメータが誤って修正されることを防ぐことができます

RSNetWorx for DeviceNetソフトウェアで Safety Device Verification Wizardを
実行して、デバイスを安全ロックできます。

3.5 アプリケーションプログラムの変更

アプリケーションプログラムの修正時は、以下の規定に従ってください。

• 特別な訓練を受けた担当者だけがプログラムを編集することができます。
ソフトウェアのパスワード保護など、担当者は利用できるすべての管理
方法を使用するようにします。

• 認定され、特別な訓練を受けた担当者は、プログラム編集中の安全を確
保する中心的な役割を担います。また、担当者は安全アプリケーション
の動作をそのまま保つ必要があります。

• プログラム編集作業では、以下のような情報を文書化しておく必要があ
ります。

- 認証

- 影響の解析

- 実行

- テスト情報

- リビジョン情報

• デバイスをネットワークに接続する前に、以前の構成をクリアする必要
があります。

• セーフティネットワーク上に取付ける前に、すべてのデバイスにノード
アドレス、セーフティネットワーク番号 (SNN), および通信速度 (必要な
場合 )を設定する必要があります。

重要 安全デバイス構成をロックする前に、アプリケーションに必要
とされるすべての検証手順を実行する必要があります。
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3.5.1 プロジェクトの編集

以下のフローチャートに、既存のネットワークとユーザプログラムを修正す
るために必要な手順を説明します。

 制御機能を指定する。

ネットワークに接続して、既存の構成
をアップロードする。

デバイス構成のロックを解除する。

最大応答時間を計算する。

ネットワークを変更する、デバイス
パラメータを変更する、または指定
された変更に従ってアプリケーショ

ンプログラムを編集する。

ネットワークに接続して、ダウン
ロードする。

デバイス構成を検証する。

構成が一致しているか ?

アプリケーションをテストする。

テストをパスしたか ?

構成されたデバイスをすべて
ロックする。

ネットワーク構成ファイルを保存し
て、アプリケーションを実行する。

デバイスをリセット
する。

デバイスを再構成する。

Yes

Yes

No

No

アプリケーションロジッ
クを修正する。

デバイスをリセットする。

ネットワーク構成ファイルを保存
する。
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Notes:
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第 4章

システム性能および応答時間

4.1 はじめに

4.2 前提条件

ここに示す計算は、以下のことを前提としています。

• 構成が正しい。

• 電源が投入され、自己診断機能が完了して、コントローラがランモード
である。

• 必要な安全スレーブがシステムに追加されている。

4.3 動作の流れおよびサイクルタイム

コントローラの動作概要を、フローチャート説明します。電源が投入される
と、コントローラは内部的に初期化されます。エラーがなければ、コント
ローラは DeviceNet, EtherNet/IP, および USB通信、I/Oリフレッシュ、およ
びユーザ・プログラム・ロジックなどのシステム処理を周期的に実行しま
す。スタンドアロン・コントローラ・モードでは、コントローラは
DeviceNetと EtherNet/IP通信以外のすべてのプロセスを実行します。サイク
ルタイムは、ユーザプログラムの規模と DeviceNetリモート I/O通信の構成
によって異なります。

項目 参照ページ

前提条件 4-1

動作の流れおよびサイクルタイム 4-1

I/Oリフレッシュ・サイクル・タイムおよびネットワークの応答時間 4-3

システム応答時間 4-4

重要 初期化を完了するのに、電源を投入してから約 6secが必要で
す。初期化処理には、安全機能を実行するためにコントローラ
に必要な自己診断が含まれます。
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図 4.1 動作の流れ

サイクルタイムは、以下の式で計算されます。。

コントローラのサイクルイタイム = 
システム処理時間 + DeviceNetまたは USB通信時間 + I/Oリフレッシュ時間 
+ユーザアプリケーションの実行時間

コントローラのサイクルタイムは、構成に基づいて 1msec単位で設定され
ます。RSNetWorx for DeviceNetソフトウェアでサイクルタイムを見ることが
できます。

図 4.2 RSNetWorx for DeviceNetソフトウェアのMode/Cycleタブ

コントローラが動作を開始すると、DeviceNetコネクションが確立され、
DeviceNetセーフティ I/O通信を始動するためにデバイスが検証されます。
このプロセスを完了するには、コントローラの構成によって異なりますが、
最大 2secかかります。

コネクションが確立された後に、コネクションを使用して安全 I/Oデータが
送受信されるまでの処理時間は、要求パケット間隔 (RPI)設定× 3 + コント
ローラのサイクルタイム× 6になります。

初期化

システム処理

通信処理

I/Oリフレッシュ

ユーザアプリケーションの計算

サイクルタイム

電源投入
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コントローラが初期化され、DeviceNetネットワーク上にノードアドレスの
重複がないことを確認した後に、コントローラが DeviceNetネットワークに
追加されます。このプロセスには、約 2secかかります。コントローラが起
動時に自動実行するように構成されているときは、このプロセスはコント
ローラ動作が開始するまでは完了しません。DeviceNet I/O通信データが有
効になるまでの時間を評価するときには、この時間を考慮に入れる必要があ
ります。

4.4 I/Oリフレッシュ・サイクル・タイムおよびネットワークの応答時間

I/Oリフレッシュ・サイクル・タイムおよびネットワークの応答時間パラ
メータは、コントローラのローカル I/O応答と I/O通信性能を評価するため
に必要です。

4.4.1 I/Oリフレッシュ・サイクル・タイム

コントローラの I/O応答時間は、ローカル I/O応答時間の計算に使用されま
す。I/Oリフレッシュ・サイクル・タイムは、以下の設定の中から構成に最
適な値を設定します。

• 3.5msec

• 4.0msec

• 4.5msec

• 5.0msec

• 5.5msec

• 6.0msec

• 6.5msec

RSNetWorx for DeviceNetソフトウェアで、I/Oリフレッシュ・サイクル・タ
イムを見ることができます。

図 4.3 RSNetWorx for DeviceNetソフトウェアのMode/Cycleタブ
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4.4.2 ネットワークの応答時間

コントローラのネットワークの応答時間は、リモート I/O応答時間の計算に
使用されます。RSNetWorx for DeviceNetソフトウェアでコネクションの応答
時間を見ることができます。

図 4.4 RSNetWorx for DeviceNetソフトウェアの Safety Connectionタブ

4.5 システム応答時間

システム応答時間とは、安全関連イベントがシステムに入力されてからシス
テムが安全状態になるまでの時間です。応答時間は、DeviceNet Safety I/Oモ
ジュールのタイプやアプリケーションプログラムに使用される命令といった
さまざまな要因によって変わります。また、システム内のフォルトもシステ
ムの応答時間に影響を与えることがあります。

応答時間は、安全チェーンごとに計算されます。すべての安全チェーンの応
答時間がアプリケーション要件の仕様を満たしていることを確認する必要が
あります。

以下の図に、標準的な安全チェーンをいくつか示します。

図 4.5 ローカル出力を介するローカル入力の安全チェーン

図 4.6 ローカル出力を介するリモート入力の安全チェーン

図 4.7 リモート出力を介するローカル入力の安全チェーン

図 4.8 リモート出力を介するリモート入力の安全チェーン

I/O応答時間は、動作が正常なときは応答時間の計算には必要ありません。
応答時間では、デバイスまたはネットワークにフォルトまたは故障が発生し
ても、出力シャットアウト時間は変わりません。

セーフティ
センサまたは
スイッチ

コントローラ アクチュエータ

セーフティ
センサまたは
スイッチ

コントローラ アクチュエータネット
ワーク

安全入力
モジュール

セーフティ
センサまたは
スイッチ

コントローラ アクチュエータネット
ワーク

安全出力
モジュール

セーフティ
センサまたは
スイッチ

コントローラ アクチュエータネット
ワーク

安全入力
モジュール

ネット
ワーク

安全出力
モジュール
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4.5.1 応答時間の計算

応答時間の式の要素を、安全チェーンごとに以下に示します。

図 4.9 ローカル出力を介するローカル入力の安全チェーンの応答時間

図 4.10 ローカル出力を介するリモート入力の安全チェーンの応答時間

図 4.11 リモート出力を介するローカル入力の安全チェーンの応答時間

図 4.12 リモート出力を介するリモート入力の安全チェーンの応答時間

表 4.1 応答時間の式

安全チェーンの要素 式

コントローラでのローカル I/O応答時
間 (msec)

= オンディレイ /オフディレイ時間 + I/Oリ
フレッシュサイクル + コントローラのサ
イクルイタイム× 2 + 2.5

コントローラでのリモート入力 /ロー
カル出力の応答時間 (msec)

= コントローラのサイクルイタイム + 2.5

コントローラでのローカル入力 /リ
モート出力の応答時間 (msec)

= オンディレイ /オフディレイ時間 + I/Oリ
フレッシュサイクル + コントローラのサ
イクルイタイム× 2

コントローラでのリモート入力 /リ
モート出力の応答時間 (msec)

= コントローラのサイクルイタイム

入力モジュールでの入力の応答時間
(msec)

= オンディレイ /オフディレイ時間 +入力
の応答時間

出力モジュールでの出力の応答時間
(msec)

= 出力の応答時間

ネットワークの応答時間 (msec) = RSNetWorx for DeviceNetソフトウェアか
らの読取り

セーフティ
センサまたは
スイッチ

コントローラ アクチュエータ

センサの
応答時間

ローカル I/O
の応答時間

アクチュエー
タの応答時間

セーフティ
センサまたは
スイッチ

コントローラ
アクチュエータ

センサの
応答時間

リモート入力
/ローカル出
力の応答時間

アクチュエー
タの応答時間

安全入力モジュール

ネット
ワークの
応答時間

入力の応答
時間

セーフティ
センサまたは
スイッチ

コントローラ アクチュエータ

センサの
応答時間

ローカル入力
/リモート出
力の応答時間

アクチュエー
タの応答時間

安全出力モジュール

ネット
ワークの
応答時間

出力の応答
時間

セーフティ
センサまたは
スイッチ

センサの
応答時間

安全入力モジュール

入力の応答
時間

ネット
ワークの
応答時間

コントローラ

リモート入力
/リモート出
力の応答時間

ネット
ワークの
応答時間

安全出力モジュール

出力の応答
時間

アクチュエータ

アクチュエー
タの応答時間
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コントローラのサイクルタイムおよび I/Oリフレッシュ・サイクル・タイム
は、RSNetWorx for DeviceNetソフトウェアの Propertiesダイアログの
Mode/Cycle Timeタブに表示されます。同じダイアログの Safety Connection
タブに、Connection Reaction Time Limit (コネクションの応答時間制限 )が表
示されます。

図 4.13  RSNetWorx for DeviceNetソフトウェアの Safety Connectionタブ

4.5.2 応答時間の例

以下の例に、さまざまなタイプの安全チェーンごとのシステム応答時間を計
算する方法を示します。

例 1：ローカル入力からローカル出力の応答時間

応答時間 (msec) = 
スイッチの応答時間 +コントローラのローカル入力 /ローカル出力の応答時
間 +アクチュエータの応答時間

したがって、システム応答時間 = 
スイッチの応答時間
+ [オンディレイ /オフディレイ時間 + I/Oリフレッシュサイクル + (コント
ローラのサイクルイタイム× 2) +2.5] +アクチュエータの応答時間

例 1からの値を使用すると、システム応答時間 = 
スイッチの応答時間
+ [オンディレイ /オフディレイ時間 + 4 + (4× 2) + 2.5] 
+アクチュエータの応答時間

重要 ファンクションブロックからの出力が同じファンクションブ
ロックの入力側ににフィードバックされるときは、コントロー
ラのサイクルタイムを安全チェーンの応答時間に追加する必要
があります。

DeviceNetネットワーク

サイクルタイム = 4msec
I/Oリフレッシュサイク
ル = 4msec

コントローラ

スイッチ アクチュエータ
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システム性能および応答時間 第 4章
例 2：リモート入力からローカル出力の応答時間

応答時間 (msec) = 
スイッチの応答時間
+安全入力モジュールの入力の応答時間
+ネットワークの応答時間
+コントローラのリモート入力からローカル出力の応答時間
+アクチュエータの応答時間

したがって、システム応答時間 = 
スイッチの応答時間
+入力モジュールのオンディレイ /オフディレイ時間
+入力モジュールの応答時間 ]
+ネットワークの応答時間
+ [コントローラのサイクルイタイム + 2.5]
+アクチュエータの応答時間

例 2からの値を使用すると、システム応答時間 = 
スイッチの応答時間
+ [入力モジュールのオンディレイ /オフディレイ時間 + 16.2] 
+ 24 
+ [6 + 2.5] 
+アクチュエータの応答時間 .

重要 例 1に、SmartGuardコントローラの応答時間を最低限に抑える
構成を示します。応答時間を最低限にする目安は 15msecです。
15msecの応答時間をコントローラ自体に割付ける必要がある
場合は、スイッチやアクチュエータの応答時間も計算に入れる
必要があるため、コントローラを使用できません。

DeviceNetネットワーク

サイクルタイム = 6msec
I/Oリフレッシュサイク
ル = 6msec

安全コネクション
ネットワークの応答時間 = 24msec

コントローラ

安全入力モジュール
入力の応答時間 = 
16.2msec

スイッチ

アクチュエータ
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第 4章 システム性能および応答時間
例 3：ローカル入力からリモート出力の応答時間
コントローラとコントローラ間をインターロックする

応答時間 (msec) = 
スイッチの応答時間
+コントローラ 1のローカル入力 /リモート出力の応答時間
+ネットワークの応答時間
+コントローラ 2のリモート入力からローカル出力への応答時間
+アクチュエータの応答時間

応答時間の式を使用すると、システム応答時間 = 
スイッチの応答時間
+ [コントローラ 1のオンディレイ /オフディレイ時間
+ I/Oリフレッシュサイクル 
+ (コントローラ 1のサイクルタイム× 2)] 
+ネットワークの応答時間
+ [コントローラのサイクルイタイム + 2.5] 
+アクチュエータの応答時間

例 3からの値を使用すると、システム応答時間 = 
スイッチの応答時間
+ [コントローラ 1のオンディレイ /オフディレイ時間 + 6 + (6× 2)] 
+ 28 
+ [7 +2.5] 
+アクチュエータの応答時間

DeviceNetネットワーク

サイクルタイム = 6msec
I/Oリフレッシュサイク
ル = 6msec

安全コネクション     ネットワークの応答時間 = 28msec

コントローラ #1

スイッチ アクチュエータ
サイクルタイム = 7msec
I/Oリフレッシュサイク
ル = 3.5msec

コントローラ #2
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システム性能および応答時間 第 4章
例 4：リモート入力からリモート出力への応答時間

応答時間 (msec) =
スイッチの応答時間
+安全入力モジュールの応答時間
+ネットワークの応答時間 1
+リモート入力 /リモート出力の応答時間
+ネットワークの応答時間 2
+ 安全出力モジュールの応答時間
+アクチュエータの応答時間

応答時間の式を使用すると、システム応答時間 =
スイッチの応答時間
+ [オンディレイ /オフディレイ時間 +入力の応答時間 ]
+ネットワークの応答時間 1
+コントローラのサイクルタイム
+ネットワークの応答時間 2
+出力の応答時間
+アクチュエータの応答時間

例 4からの値を使用すると、システム応答時間 = 
スイッチの応答時間
+ [オンディレイ /オフディレイ時間 + 16.2]
+ 24
+ 6
+ 24
+ 6.2
+アクチュエータの応答時間

DeviceNetネットワーク

サイクルタイム = 6msec
I/Oリフレッシュサイク
ル = 6msec

安全コネクション #1
ネットワークの応答時間 = 24msec

安全コネクション #2
ネットワークの応答時間 = 24msec

コントローラ

安全入力モジュール
入力の応答時間 = 
16.2msec

安全出力モジュール
入力の応答時間 = 
16.2msec

スイッチ アクチュエータ
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第 4章 システム性能および応答時間
4.5.3 応答時間の検証

各安全チェーン に対して計算された応答時間が、必要な仕様を満たしてい
ることを常に確認してください。応答時間がアプリケーション要件を超えて
いる場合は、システム応答時間に影響を与える以下の要因を考慮してくださ
い。

• ネットワークの応答時間は、要求パケット間隔 (RPI)を短くすることに
よって短縮できます。ただし、RPIを短くすると、他のコネクションに
使用できるネットワークのバンド帯域幅を減らすことになります。

• コントローラのサイクルタイムは、アプリケーションプログラムのサイ
ズ、コネクションの数といった要因に基づいて自動的に計算されます。
高速の応答時間を必要とする安全チェーンには個別のコントローラを用
意することで、サイクルタイムを短縮することができます。
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付録 A

SmartGuard 600コントローラのチェック
リスト

A.1 概要

SmartGuard 600コントローラシステムのシステム構成、プログラミング、お
よび スタートアップには、このチェックリストを使用してください。シス
テム構成またはスタートアップ時に要件が完全に満たされていることを確認
するため、システム内の安全チャネルについて 1つ残らず要件が満たされて
いるかをチェックリストに記入して管理できます。このチェックリストは、
アプリケーションプログラムに接続されている外部配線に関する資料として
も使用できます。

このチェックリストは、安全上注意すべき事項のサンプルであり、検証すべ
き事項をすべて網羅したリストではありません。ご使用の安全アプリケー
ションに対して要件を追加する必要があるかもしれません。そのため、
チェックリストには余白欄を設けてあります。

表 A.1 SmartGuard 600コントローラシステムの構成、プログラミング、始動時のチェックリスト

会社名 :

住所 :

安全機能の定義 :

SmartGuard 600コントローラ

番号 要件

チェック

コメントYes No

1 各安全チェーンについて、システムの安全応答時間を
計算しましたか ?

2 システム応答時間がプロセスの許容時間に対して適切
に対応していますか ?

3 システムの構成要件に対応して、PFD/PFH値を評価し
ましたか ?

4 必要な機能検証テストをすべて実行しましたか ?

5 システムのフォルト処理方法を決定しましたか ?

6 安全システム内のネットワークごとに固有のセーフ
ティネットワーク番号 (SNN)を指定しましたか ?

7 各 DeviceNet Safetyノードには、ネットワーク全体で固
有なノードリファレンス (SNNとMAC IDの組合せ ) が
設定されていますか ?

8 各 DeviceNet Safetyターゲットが適切に構成されていま
すか ?

9 安全コネクションの計時パラメータが、すべての CIP 
Safetyリンクの容量に適していますか ?
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付録 A SmartGuard 600コントローラのチェックリスト
安全入力チャネル

番号 要件

チェック

コメントYes No

1 安全入力ですか ?

2 デジタル入力ですか ?

3 関連する安全規格に準拠するために、インストレー
ションインストラクションと注意事項に従っています
か ?

4 入力配線は、EN954-1のカテゴリ 4に従って行なわれ
ていますか ?

5 入力 がセンサの電子仕様に適合していることを確認し
ましたか ?

6 使用中の入力 チャネルに対するエラー・コード・シス
テム信号を、アプリケーション・プログラム・ロジッ
クで評価していますか ?

安全出力チャネル

番号 要件

チェック

コメントYes No

1 安全出力ですか ?

2 デジタル出力ですか ?

3 パルス・テスト・ソースですか ?

4 関連する安全規格に準拠するために、インストレー
ションインストラクションと注意事項に従っています
か ?

5 テスト出力を安全出力として使用していないことを確
認しましたか ?

6 出力配線は、EN954-1のカテゴリ 4に従って行なわれ
ていますか ?

7 アクチュエータが出力の電子仕様に適合していること
を確認しましたか ?

8 使用中の出力 チャネルに対するエラー・コード・シス
テム信号を、アプリケーション・プログラム・ロジッ
クで評価していますか ?

表 A.1 SmartGuard 600コントローラシステムの構成、プログラミング、始動時のチェックリスト
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SmartGuard 600コントローラのチェックリスト 付録 A
アプリケーションプログラム開発

番号 要件

チェック

コメントYes No

1 RSNetWorx for DeviceNet ソフトウェアの Ver. 8以降を
使用していますか ?

2 安全アプリケーションプログラムの作成時に、「第 3章
　安全アプリケーションの開発」 に説明するプログラミ
ングのガイドラインに従いましたか ?

3 安全アプリケーションプログラムで、標準コンポーネ
ントと安全コンポーンネントを明確に区別しています
か ?

4 明示的メッセージデータが安全データとして使用され
ていないことを確認しましたか ?

5 プログラムは、独立機関の安全レビューを受けていま
すか (必要な場合 )?

6 RSNetWorx for DeviceNetソフトウェアの Safety Device 
Verification Wizardを実行して、安全システム構成を安
全ロックしましたか ?

7 検証レポートを表示、印刷して、記録として残してあ
りますか ?

表 A.1 SmartGuard 600コントローラシステムの構成、プログラミング、始動時のチェックリスト
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付録 A SmartGuard 600コントローラのチェックリスト
Notes:
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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 1.440.646.3434

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。
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