
インスト レーシ ョ ンインス ト ラクシ ョ ン
Back EMF モニタ ・ リレー ・ モジュール
Cat. No. 440R-S35011、 440R-S35012、 440R-S35013、 440R-S35014、 440R-S35015、 440R-S35016

説明
Allen-Bradley の Guardmaster® MSR55P Back EMF モジュールは、惰性

停止しながら残留電圧を発生させるすべての電気モータの停止状態

をモニタするのに適しています。

MSR55P 停止モジュールはモータ端子に接続されており、 誘導され

た Back EMF ( 逆起電力 ) 電圧を測定します。 2 つの冗長測定チャネ

ルが使用されます (L2-L1 と L3-L1)。 両方のチャネルで Back EMF 電

圧が同時に 0V に降下する と、停止を示し、出力リ レーがオンになり

ます。

MSR55P モジュールの停止を示す電圧スレッシ ョルド ( 閾値 ) は調

整可能です。 この停止状態によ り、ユニッ トはさまざまなアプリ ケー

シ ョ ンの異なるタイプのモータを動作できます。 停止時間Ts (検出と

リ レーの作動との時間遅延 ) も調整可能です。

MSR55P 停止モジュールは、 測定入力 L1/L2/L3 の断線を検出しま

す。 断線が検出される と、リ レー出力は安全状態になり ます ( モータ

の回転と同様 )。

特長
• 3 相および単相モータでの安全停止検出

• 安全遂行レベルは PLe

• EN ISO13849-1: 2008 のカテゴ リ 4

• IEC/EN 62061 に準拠した SIL 要求レベル (SIL CL) 3

• IEC/EN 61508 および IEC/EN 61511 に準拠した安全度水準

(SIL) 3

• 外部センサは不要

• 方向に依存しない停止検出

• 断線検知

• 最大 AC250V に対応する 3 つの N.O. 接点、1 つの N.C. 接点

• 2 つの半導体モニタ出力

• 1 つのモニタ出力 (N.O. 接点 )

• 調整可能な電圧設定

•  調整可能な停止時間遅延

•  停止、 断線の発生、 動作電圧を示す LED インジケータ

• インバータ運転に最適

• 取り外し可能なねじ端子

図 1 - 主な機能の概要

DIN レール取付けおよび取り外し

MSR55P 停止モジュール式セーフティ リ レーは、 35mm DIN レール

に取付けます。

取付け間隔
MSR55P 停止モジュール式セーフティ リ レーは、 他の MSR および

GSR セーフティ リ レーのすぐ隣に取付けるこ とができます。

十分な換気を行な うために、 リ レーの上下と前面に 50.8mm (2 イン

チ ) のスペースを空けてください。

取り外し可能な端子
MSR55P 停止モジュール式セーフティ リ レーには、 取り外し可能な

端子があるため、 簡単に配線と交換を行な う こ とができます。

重要 これらのインス ト ラクシ ョ ン ( 手順書 ) は、 将来使用

するために保管しておいて ください。

1. 小型ド ラ イバーの先

端を端子ねじの近 く

のス ロ ッ ト に差し込

みます。

2. 端子台のロ ッ ク を解

除する には、 ド ラ イ

バーを回転させます。

ステータスと

診断を示す

3 つの

インジケータ

脱着式端子台

停止電圧の設定

停止時間遅延の設定



Back EMF モニタ ・ リレー ・ モジュール
過熱防止
多くのアプ リ ケーシ ョ ンでは、 通常の対流冷却でリ レーを指定動作

範囲内に保持できます。 指定された温度範囲が維持されている こ と

を確認して ください。 通常、エンクロージャ内のコンポーネン トに適

切な空間を設けるこ とで十分に熱が消散されます。

周囲温度が高い場合は、 機器を冷却するための追加の対策が必要で

す。 フ ィルタ されていない外気を取込まないで ください。 腐食性の

大気から保護するために、 MSR55P 停止モジュールをエンク ロー

ジャに収納してください。 有害な汚染物質や汚れは、コンポーネン ト

の損傷や不適切な動作を引き起こす可能性があ り ます。 極端なケー

スでは、 エンク ロージャ内に熱がこ も るのを防ぐために空調機が役

立ちます。

配線要件と推奨事項

• I/O 配線管または端子ス ト リ ップと リ レー間は、 最低でも

50mm (2 インチ ) 空けてください。

• 入力電力は、デバイスの配線とは別の経路でリ レーに配線し

て ください。 経路が交差する場合、 交差点は垂直でなければ

なり ません。

• 信号配線または通信配線と電源配線を同じ配線管に通さな

いでください。 信号特性の異なる配線は、 別の経路で敷設し

てください。

• 信号タイプごとに配線を分けてください。 同じ電気特性の配

線は一つに束ねてください。

• 入力配線と出力配線を分けてください。

• システム内のすべてのデバイスへの配線にラベル付けして

ください。 テープ、 シュ リ ンクチューブ、 その他の確実な方

法で配線にラベルを付けてください。 配線を信号特性別に識

別するために、色付きの絶縁体も使用してください。 例えば、

DC 配線には青色、 AC 配線には赤色を使用して ください。

図 2 - リレー面と端子の識別

表 1 - 端子の割付けと機能

電源の接続
MSR55P 停止モジュール式セーフテ ィ リ レーの電源は、 モデルに

よって異なり ます。 一次電源装置は、 端子 A1 および A2 に接続され

ます。 補助 (DC12 ～ 30V のみ ) 電源の電圧を端子 A3/A4 に接続する

と、 半導体の診断を行な う こ とができます。

モデルに応じて、一次電源は DC24V、 AC115V、 または AC230V に

なり ます。 AC 電源を使用する場合は、 50Hz と 60Hz の両方を使用

できます。

注意： デバイスを取付けて配 線する前に、システム

の電源を切断して ください。

それぞれの電源線と コモン線の許容可能な最大電

流を計算して ください。 個々のワイヤサイズの最大

許容電流を記述したすべての電気規約に従って く

ださい。 最大定格を超えた電流によってワイヤが過

熱して、 損傷の原因になる恐れがあります。

端子 機

A1(+)-A2(-) 電源装置

L1/L2/L3 モータ接続

11/12 無電圧冗長モニタ(非安全)接点(N.C.)

23/24, 33/34, 
43/44

無電圧冗長安全接点(N.O.)

53/54 無電圧モニタ(補助)接点(N.O.)

X1/X2 フィードバック回路用接続

X3/X2 フォルト状態の場合にリセットします。

A3(+)-A4(-) 半導体出力用の電源

ON 半導体出力は、安全出力がオンである

ことを示します。

ERR 半導体出力はフォルト状態を示します。

注意 ： 出力 53 ～ 54、 ON、 および ERR は、 モニタ出力

のみであり、安全回路で使用することはできません。

 53         54                      L1                        L2                      L3
 X1         X2        X3                        11         23        33        43

                                                          12        24        34         44
A3         A4        ON       ERR                     A1                      A2

OUT

ERR

PWR

 53         54                      L1                        L2                      L3
 X1         X2        X3                        11         23        33        43

                                                          12        24        34         44
A3         A4        ON       ERR                     A1                      A2
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ERR
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DC24V 電源を使用する場合は、 CE ( 欧州 ) 低電圧指令 (LVD) また

は米国電気工事規程 (NEC) に準拠する必要があ り ます。 欧州連合

(EU) では、DC24V 電源は安全超低電圧 (SELV) または保護超低電圧

(PELV) 定格電源でなければなり ません。 米国では、 PELV またはク

ラス 2 の電源を使用する必要があ り ます。 Bulletin 1606電源の多くは

SELV、 PELV、 およびク ラス 2 に準拠しています。

MSR55P 停止モジュール式セーフティ リ レーを動作させるには、

A1/A2 に電力を供給する必要があ り ます。 A3/A4 への電力供給は、

ソ リ ッ ド ステートの補助ステータス信号 (ON および ERR) が使用さ

れている場合にのみ必要です。

モータ巻線入力
モータ巻線は、 端子 L1、 L2、 および L3 に接続されます。 モータ と

MSR55P セーフティ リ レーの間に電気機器 ( ト ランスやコンタ クタ

など ) を使用せずに、モータに直接接続する必要があ り ます。 図 3 に、

単相、 DC、 および 3 相モータの配線を示します。

図 3 - モータ接続

サージサプレッサ
モータスタータやソレ ノ イ ドなどの誘導負荷デバイスを切換える と

きに高い電流サージが発生する可能性があるため、 リ レーの動作寿

命を保護および延長するために、 サージサプレッサを使用する必要

があ り ます。 誘導デバイスのコイル全体に直接、サプレッサを追加す

るこ とで、出力の寿命を延ばすこ とができます。 また、電圧過渡の影

響と隣接システムへの放射から生じる電気ノ イズを減らすこ とがで

きます。

DC24V を使用する出力では、サージサプレッサと して 1N4001 (50V
逆電圧 ) ～ 1N4007 (1000V 逆電圧 ) ダイオードを使用するこ とをお

奨めします。 ダイオードはできるだけ負荷コイルの近くに接続して

ください。

AC120V または AC240V を使用する出力の場合、 金属酸化物バリ ス

タ (MOV) をお奨めします。

構成
MSR55P セーフティ リ レーの構成は、 前面の 2 つのスイ ッチを調整

して行ないます。 各スイ ッチのコン ト ロールノブは、 2 つのポテン

シ ョ メータを回転させます。 最初にスイ ッチを最小値に設定し、安全

な適用を維持しながら、 必要に応じて調整し、 厄介な ト リ ップを減

らすこ とをお奨めします。

Vm - モニタ電圧

Back EMF の ト リ ップ電圧は、10 ポジシ ョ ン Vm ポテンシ ョ メータに

よって調整されます。 Back EMF が電圧レベルを下回る と、 MSR55P
停止モジュール式セーフティ リ レーは、遅延タイマを開始させます。

電圧がその電圧設定を超える と、出力はオフにな り ます。 表 2 に、そ

れぞれのカタログ番号の設定を示します。

表 2 - Vm - モニタ電圧の設定

ts - 時間遅延

モータの Back EMF が Vm 電圧設定を下回る と、 停止遅延タイマが

開始します。 遅延時間は、 10 ポジシ ョ ン ts ポテンシ ョ メータによっ

て設定されます。 計時サイクル中は、 OUT インジケータが点滅しま

す。 4 ページの表 3 に、 設定ごとの遅延時間を示します。 遅延時間が

経過する と、 出力がオンになり ます。

重要 3 つの接続で 2 つの安全モニタチャネルを構成します。 
L1 は、 L2 と L3 の 2 つのチャネルに共通です。

L1 L2 L3

M

K1

K2

A2

X1 X2

1L 2L 3L

X3

34 44

A1 A311 32 33

21 42 ON ERR A454

43 53

3

L1 N

M

K1

K2

A2

X1 X2

1L 2L 3L

X3

34 44

A1 A311 32 33

21 42 ON ERR A454

43 53

位置
440R-S35014、 440R-S35015、 

440R-S35016 [V]
440R-S35011、 440R-S35012、 

440R-S35013 [x10mV]

1 0.2 2

2 0.3 3

3 0.4 4

4 0.5 5

5 0.7 7

6 1.0 10

7 1.5 15

8 2 20

9 3 30

10 4 40
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表 3 - Ts 遅延時間の設定

ステータスインジケータと診断
前面の 3つのインジケータは、MSR55P停止モジュール式セーフティ

リ レーの動作ステータスを示します。 表 4 では、各インジケータの状

態について説明します。

表 4 - ステータスインジケータ

MSR55P 停止モジュール式セーフティ リ レーには、 モジュールの安

全機能に影響を与える可能性のあるフォルト を検出するためのさま

ざまな機能が搭載されています。 確認はユニッ ト の電源投入時と通

常の動作中のサイ クルで行なわれます。 フ ォル ト が発生する と 、出力

リ レーがオフにな り ます。  フォル  ト  の状態は、  ERR イ  ンジケータ、

PWR イ ンジケータ、 および半導体出力 ERR で示されます。

安全に関連する フ ォル ト が発生した場合、 MSR55P 停止モジュール式

セーフテ ィ リ レーは、 外部フォル ト ( 断線 / オフセ ッ ト 、 同時故障、

またはフ ィードバッ ク回路故障 ) と内部フ ォル ト を区別し ます。

断線 / オフセッ  ト  のフォル  ト  と  フ  ィードバッ  ク回路のフォル  ト  は、手

動 リ セ ッ ト を使用し て修復でき ます。 また、  フォル  ト  を取  り  除いた

後、 端子 X2 から  X3 にジャ ンパを配置する こ と によ って、 それら を自

動的に リ セ ッ ト する こ と もでき ます。

ERR ステータ ス イ ンジケータが点滅する回数で診断が通知されます。

複数のフ ォル ト が同時に発生した場合は、 ERR インジケータに最優先

のものが示されます。 最優先のフ ォル ト が修正された ら、ERRには次に

優先する フォル ト が示されます。

図 4 - ERR 点滅コード

当社のサポートサービス
テクニカルサポートについては、

http://www.rockwellautomation.com/support/overview.pageでご確認

ください。

電気 ・電子機器の廃棄物 (WEEE)

位置 遅延時間 [ 単位 ： sec]

1 0.2

2 0.3

3 0.5

4 0.7

5 1.0

6 1.5

7 2.0

8 3.0

9 4.0

10 6.0

インジ

ケータ
状態 説明

PWR

消灯 A1 への電力がない

緑色 通常動作

赤色 内部フォルト

OUT

緑色 安全出力がオンになっている

緑色に点滅 計時サイクル中

オレンジ色に点滅
Vm ト リ ップポイン トの

断続的な交差

オレンジ 安全出力がオフになっている

消灯
コード 1 またはコード 5 の

エラーが発生している

ERR

消灯 フォルトなし、 通常動作

赤色に点滅

フォルトが発生している。 
ユーザーズマニュアル

(Pub.No. 440R-UM014) の
「ERR 点滅コード」 を参照。

本装置は、寿命がきたら、市町村の分別されない廃

棄物とは別に回収する必要があります。

t
2s0s

1) PWR

4) 
X1-X2

ERR

2) L1 L2

3) L3

5) L2/L3

6) Vm

7) ts
Allen-Bradley、 Guardmaster、 Rockwell Automation、 および Rockwell Software は、 Rockwell Automation, Inc. の商標です。

Rockwell Automation に属していない商標は、 それぞれの企業に所有されています。

ロッ クウェル ・ オート メーシ ョ ンは、 以下の Web サイ トで最新の製品環境情報を公開しています。
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page
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