
 POINT Guard I/O™プロダクトプロファイル

1つのコンパクトなI/Oプラットフォームで安全とオートメーションを制御する。 

 POINT Guard I/O

 POINT Guard I/Oは、標準的なPOINT I/Oシステムに適合するように設計さ

れた安全定格I/Oモジュールで、最大密度のI/Oソリューションでオートメ

ーションと安全機能を提供します。これは、安全とオートメーションの制

御が必要なアプリケーションで使用するのに適しています。GuardLogix
セーフティコントローラではEtherNet/IP上のCIP Safetyプロトコルで、 
SmartGuard600セーフティコントローラではDeviceNet上のCIP Safetyプロ

トコルで通信します。

• EtherNet/IPまたはDeviceNet上のCIP Safety

• パネルスペースが問題となるアプリケーションのために最大密度のI/O
ソリューション

• 1つのI/Oソリューションで安全とオートメーションを制御

CIP Safetyプロトコルのアプリケーションによって、1つのCIPネットワーク上

で安全とオートメーションの制御データや診断情報を同時に送信できま

す。

POINT I/OおよびPOINT Guard I/Oは、1つのノードから安全とオートメーシ

ョンの両方の制御のために1台のGuardLogixコントローラによって制御で

きます。個別の安全制御が必要なときは、GuardLogixコントローラは安全

制御用にPOINT Guard I/Oを、オートメーション制御用にPOINT I/O付きの

ControlLogixコントローラを使用できます。POINT I/Oシステムには変更は

不要です。

このソリューションは、最小のパネルスペースで最大のI/O密度を必要とす

るアプリケーションに適しています。高度なソリッドステート設計によっ

て、数分でモジュールを交換することができ、特別な保守やトレーニング

の必要性を減らすことができます。

POINT Guard I/Oは産業用機器と使用するように設計されており、ロボッ

ト、作業場所、ガードモニタ、および分散制御アプリケーションに特に適し

ています。

利点

 コストの最適化

安全入力と出力を標準のPOINT I/Oと組

み合わせ、1つのノードですべて

コンパクトなソリューション 
最小のパネルスペースで最大のI/O密度

改造が簡単 
POINT I/Oを使用して、既存のパネルに

追加

I/Oポイントレベルの診断およびLED
問題をすばやく見つけて、機械のダウン

タイムを削減できる。

TÜV認可

SIL3, PLe, およびカテゴリ4までの安全

アプリケーションで使用できる。

構成が簡単

IPアドレス指定を完全にサポートする

RSLogix™ 5000を使用して行なう。

柔軟性

入力と出力について、シングルチャネル

とデュアルチャネルの安全デバイス接

続をサポートする。

個別のテスト出力

各安全入力デバイスをアドレス指定で

き、ケーブル取付けを最適化できる。

ミューティングランプ制御

ランプ制御およびフォルトモニタのため

に、選択されたテストパルス出力で提供

できる。

 簡略化された制御システムを

安全に統合



製品仕様

 Cat. No.  1734-IB8S  1734-OB8S  1734-IE4S

説明 DC24V入力モジュール
DC24Vソリッドステート

出力モジュール
アナログ入力モジュール

 I/O チャネル絶縁 絶縁 絶縁 チャネルなし - チャネル絶縁

アナログ入力

入力の数 — — 4

入力タイプ — —
構成可能 

(電圧、電流、タコジェネレータ)

入力電圧範囲 — — ±5V, ±10V, 0～5V, 0～10V

入力電流範囲 — — 0～20mA, 4～20mA

入力タコジェネレータ範囲 — — 0～24V, 1V単位で構成

タコジェネレータ周波数範囲 — — 1～1000Hz

デジタル入力

入力の数(シングルチャネル) 8安全 — —

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 — —

デジタル出力

出力の数(シングルチャネル) — 8安全 —

出力タイプ — 電流ソース —

定格出力電流 — ポイント当たり最大1A —

短絡保護 — あり、電子 —

過電流検出 — あり —

標準パルステスト出力

パルス・テスト・ソースの数 4 — —

パルステスト出力電流 ポイント当たり0.7A — —

短絡保護 Yes — —

環境条件

動作温度 -20～+55°C -20～+55°C -20～+55°C

寸法：端子ベースなし(HxWxD) 77 x 25 x 55mm 77 x 25 x 55mm 77 x 25 x 55 mm

寸法：端子ベースなし(HxWxD) 3.03 x 0.98 x 2.17インチ 3.03 x 0.98 x 2.17インチ 3.03 x 0.98 x 2.17インチ

認可

 CE, C-Tick, CSA, ODVA適合、SIL 3, Cat. 4, PL e ULまでの機能安全についてTÜV認可、
および製品がマークされている場合はULクラスIディビジョン2危険な領域

 Publication 1734-PP002C-JA-P – September 2012 Copyright ©2012 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved. Printed in USA. 
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