
フィールドバス機器
■AIDA※仕様準拠
■プッシュ/プルコネクタ対応

IP65対応

■対応プロトコル

■フレキシブルにモジュールの組合せが可能

マニホールド電磁弁

デジタル入力モジュール

デジタル出力モジュール

入出
力モ
ジュー

ル

SIユニ
ット

プッシュ/プルコネクタ対応

プッシュ/プルコネクタ

※Automation Initiative of German (Deutschland) Automobile Manufacturers.
　（ドイツ自動車メーカーのオートメーション化 イニシアティブ）の略称

◦ バルブ／デジタル入出力点数
ソレノイドバルブ 最大32点
デジタル入力 最大128点
デジタル出力 最大64点

◦ 入力／出力モジュールは、1連ずつ増減連作業が可能。
◦ 各モジュールは最大8連まで、順不同で連結可能。

SY3000/5000/7000 VQC1000/2000/4000/5000 SV1000/2000/3000

●ワンタッチで離脱着可能
●配線工数削減

●光ケーブル
　（SCRJコネクタ）対応

INFORMATION

EX245 Series
’16-680



電源用コネクタ／通信用コネクタをそれぞれ2つ（計4つ）搭載しているので、
渡り配線（ディジーチェーン）が可能です。

外付けの分岐コネクタが不要。配線スペースを削減。
さらに、ワンタッチで離脱着できるプッシュ/プルコネクタ（AIDA仕様準拠）を採用しており、配線工数を削減できます。

電源ケーブル、光通信ケーブルの渡り配線可能

電源ケーブル

電源へ

光通信ケーブル

PLC

破損／劣化

光ケーブルの光の強度を測定し、PLCに伝達。ケーブルの破損や劣化の度合いがわかるため、
通信ができなくなる前にメンテナンス（ケーブル交換）可能。

PLC
光の強度情報入手

光通信ケーブル

通信用光ケーブルのメンテナンス診断機能
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❶ ❷ ❸ ❹Client Client Client Client ❶ ❷ ❸ ❹Client Client Client Client

Fast Start Up機能

PLC

通常時のデータの流れ 通信ケーブル断線時のデータの流れ
断線箇所

PLC

MRP機能（Media Redundancy Protocol）：
1箇所の通信ケーブルが断線しても、通信の継続が可能です。
さらに断線箇所を特定することができます。

MRP機能を使用するためには、PLCが
MRP機能に対応している必要があります。

MRP機能（リング配線）

ツールチェンジャーの場合、一般的な製品はツール上に設置したデバイスの電源がONしてから、通信が接続するまでに10秒程度の
時間がかかります。Fast Start Up機能に対応した製品は、より早く通信に接続できます。

約10秒 約0.5秒

ロボットアーム

ツール1

ツール2 ツール3

PROFINETへの
通信接続時間を大幅に短縮

※：Fast Start Up機能を使用するため
には、PLCがFast Start Up機能に
対応している必要があります。

Fast Start Up機能の場合
電源ONから通信接続まで

Redundancy manager Redundancy manager
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SIユニット

マニホールドバルブ

デジタル入力モジュール

デジタル出力モジュール

エンドプレート

ブラケット

構成図

フィールドバス機器
入力／出力対応

EX245 Series

型式表示方法

SIユニット仕様

型式 プロトコル モジュール
最大数

デジタル
入力
最大数

デジタル
出力
最大数

通信コネクタ 電源コネクタ

SPN1 PROFINET 8 128 64 プッシュ/プルコネクタ
（SCRJ）：2個

プッシュ/プルコネクタ
（24V）：2個

EX245

EX245 EX245 EA2 1

EX245

SPN1

DX1

DY1

SIユニット

デジタル入力モジュール

デジタル出力モジュール

エンドプレート

デジタル入力モジュール仕様
DX1 デジタル入力（16点）

デジタル出力モジュール仕様
DY1 デジタル出力（8点）

ブラケット
1 ブラケットあり
2 ブラケットなし

※マニホールドバルブ品番につきましては、別途お問合せください。
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全ユニット／モジュール共通仕様
項目 仕様

使用温度範囲 使用時：−10〜50℃、保存時：−20〜60℃（結露なきこと）
使用湿度範囲 使用時・保存時：35〜85％RH（結露なきこと）
耐電圧 AC500V、1分、外部端子一括とFE間
絶縁抵抗 DC500V、10MΩ以上、外部端子一括とFE間
保護構造 IP65（マニホールド結合時、防水キャップ使用時）
規格 CEマーキング、RoHS対応

SIユニット仕様
型式 EX245-SPN1

通信仕様

プロトコル名 PROFINET
デバイスタイプ PROFINET IO
通信速度 100Mbps full duplex
設定ファイル注） GSDファイル
対応機能 光ケーブルメンテナンス診断機能、MRP機能、Fast Start Up機能

電気仕様

内部消費電流（US1） 300mA以下
電源コネクタ間最大渡し電流 10A
使用電圧／
最大電流

US1 DC24V＋20%, −15% / 6A
US2 DC24V＋20%, −15% / 4A

出力仕様

出力形式 ソース／PNP（マイナスコモン）
出力点数 32点
接続負荷 DC24V  1W以下のサージ電圧保護回路付ソレノイドバルブ（当社製）
供給電源 DC24V, 2A
保護機能 短絡保護回路内蔵

一般仕様

最大モジュール数 8
最大デジタル入力数 128
最大デジタル出力数 64
質量 1000g

注）設定ファイルは当社ホームページからダウンロードできます。http://www.smcworld.com

仕様

デジタル入力モジュール
型式 EX245-DX1

入力仕様

入力形式 PNP
入力コネクタ M12（5ピン）ソケット注）

入力点数 16点
供給電圧 DC24V
最大供給電流 0.5A／コネクタ、2A／モジュール
保護機能 短絡保護回路内蔵
入力電流（DC24V時） Typ. 4.5mA
ON電圧 11〜30V
OFF電圧 −3〜5V

内部消費電流 50mA以下
質量 280g

注）M12コネクタ（4ピン）の接続も可能です。

デジタル出力モジュール
型式 EX245-DY1

出力仕様

出力形式 PNP
出力コネクタ M12（5ピン）ソケット注）

出力点数 8点
供給電圧 DC24V
最大負荷電流 0.5A／出力、2A／モジュール
保護機能 短絡保護回路内蔵

消費電流 50mA以下
質量 280g

注）M12コネクタ（4ピン）の接続も可能です。

EX245-DX1

EX245-SPN1

EX245-DY1

エンドプレート
型式 EX245-EA2-1 EX245-EA2-2

ブラケット あり なし
質量 200g 150g

EX245-EA2-□
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外形寸法図

EX245-SPN1

SIユニット

EX245-DY1EX245-DX1

デジタル入力モジュール デジタル出力モジュール

エンドプレート

EX245-EA2-1

EX245-EA2-2

5

EX245 Series



ジョイント※2

モジュラアダプタ※2

SIユニット

デジタル入力モジュール

デジタル出力モジュール

エンドプレート（ブラケット付）

マニホールドバルブ

六角レンチ（2.5mm）※1

六角レンチ（2.5mm）※1

SIユニット

マニホールドバルブ

組付け例

マニホールドバルブ	 手配品番につきましては別途お問合せください。
SIユニット	 EX245-SPN1
デジタルモジュール（入力）	 EX245-DX1
デジタルモジュール（出力）	 EX245-DY1
エンドプレート	 EX245-EA2-1

※1：六角レンチは付属されません。お客様にてご用意ください。
※2：ジョイントとモジュラアダプタは、同梱出荷となります。

各モジュールおよびマニホールドバルブは、組付け状態で出荷されません。SIユニットとマニホールドバルブを
組付け後、各モジュールを組付けてください。
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設計・選定上のご注意

警告
q仕様範囲を超えて使用しないでください。
仕様範囲を超えて使用すると、火災・誤動作・システム破損
の原因となります。
仕様をご確認のうえ、ご使用ください。

wインターロック回路に使用する場合は
¡別系統による（機械式の保護機能など）多重のインタ
ーロックを設けてください。

¡正常に動作していることの点検を実施してください。
誤動作による、事故の恐れがあります。

注意
q規定の電圧でご使用ください。
規定以外の電圧で使用すると、故障・誤動作の恐れがあります。

w足場になる箇所には取付けないでください。
誤って乗ったり、足を掛けたりしたことにより過大な荷重が
加わると、破損することがあります。

e保守スペースを確保してください。
保守点検に必要なスペースを確保してください。

r銘板を取外さないでください。
保守点検時の誤りや取扱説明書の誤使用により、故障・誤動作
の恐れがあります。
また、安全規格不適合の恐れがあります。

t電源投入時の突入電流にご注意ください。
接続される負荷によっては、初期充電電流により過電流保護
機能がはたらき、モジュールが誤動作する可能性があります。

取付

注意
qSIユニットやモジュール取扱い時や組付け時には、

¡SIユニットやモジュールを取外すとき、勢いあまっ
て手をぶつけないようにしてください。
モジュール結合部はパッキンで固く結合されています。

¡モジュールを結合するとき、モジュールの間に指を
挟まれないようにしてください。
けがの恐れがあります。

w落としたり、打ち当てたり、過度の衝撃を加えないで
ください。
破損し、故障・誤動作の原因となります。

取付

注意
e締付トルクを守ってください。
締付トルク範囲を超えて締付けると、ねじを破損する可能性
があります。
指定の締付トルクと異なるトルクで締付けた場合、IP65が達
成されません。

r大型のマニホールド電磁弁ユニットを持ち運ぶ際には、
接続部に応力がかからないように持ち上げてください。
大型のマニホールド電磁弁の場合には、SIユニットやモジュ
ールとの接続部が破損する可能性があります。
また重量物となる場合もありますので、持ち運ぶ際には無理
をせず、複数の作業者にて運搬／設置作業を行ってください。

tマニホールドを設置する際には、平らな面に取付けて
ください。
マニホールド全体にねじれが発生すると、エア漏れもしくは接
触不良などの原因になります。

配線

注意
qフィールドバス機器の耐ノイズ性を向上するために、
接地を施してください。
接地は駆動系インバータ等とは別の専用接地とし、モジュー
ルからの接地距離を短くしてください。

wケーブルに繰返しの曲げや引っ張り、重い物を載せたり、
力が加わったりしないようにしてください。
ケーブルに繰返し曲げ応力や引張力が加わるような配線は、
断線の原因となります。

e誤配線をしないでください。
誤配線の内容によっては、フィールドバス機器が破壊したり、
誤動作したりする可能性があります。

r配線作業を通電中に行わないでください。
フィールドバス機器や入出力機器が破損したり、誤動作した
りする可能性があります。

t動力線や高圧線と同一配線経路で使用しないでくださ
い。
動力線・高圧線からの電源ラインのノイズ・サージの混入に
より誤動作の恐れがあります。
フィールドバス機器や入出力機器の配線と動力線・高圧線は、
別配線（別配管）にしてください。

y配線の絶縁性をご確認ください。
絶縁不良（他の回路と混触、端子間の絶縁不良など）があると、
フィールドバス機器、各入出力機器への過大な電圧の印加ま
たは電流の流れ込みにより、フィールドバス機器や各入出力
機器が破壊する可能性があります。

EX245 Series／製品個別注意事項q
ご使用の前に必ずお読みください。安全上のご注意につきましては当社ホームページの
「SMC製品取扱い注意事項」および「取扱説明書」をご確認ください。
http://www.smcworld.com
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配線

注意
uフィールドバス機器を機器・装置に組込む場合は、ノ
イズフィルタなどを設置し十分なノイズ対策を実施し
てください。
ノイズの混入により、誤動作の恐れがあります。

iコネクタ部に応力が加わらないように配線をしてくだ
さい。
接触不良の原因となり、故障・誤動作の要因となります。

使用環境

警告
q可燃性ガス・爆発性ガスの雰囲気では使用しないでく
ださい。
火災・爆発の恐れがあります。
このシステムは、防爆構造ではありません。

注意
q保護構造により、使用環境を考慮してください。
保護構造がIP65の場合、下記条件が実施されることで達成で
きます。
1）電源配線用ケーブル、通信線コネクタおよびM12コネク
タ付ケーブルを適正に配線処理する。

2）SIユニット、各モジュールとマニホールドバルブは適正な
取付けを行う。

3）未使用のコネクタには、防水キャップを必ず取付ける。
なお、常時水の掛かる環境での使用は、カバーなどで対策し
てください。

w次のような場所で使用する場合は、遮蔽対策を十分に
実施してください。
対策が不十分の場合は、誤動作・故障の原因となります。
対策効果の確認は、個々の機器・装置に組込んで実施してく
ださい。
1）静電気などによるノイズが発生する場所
2）電界強度が強い場所
3）放射能により被曝する恐れのある場所
4）電源線が近くを通る場所

e油分・薬品環境下では、使用しないでください。
クーラント液や洗浄液など、種々の油並びに薬品の環境下で
のご使用につきましては、短期間でも製品が悪影響（故障、誤
動作など）を受ける場合があります。

r腐食性のあるガス、液体がかかる環境下には使用しな
いでください。
製品が破損し誤動作する可能性があります。

使用環境

注意
tサージ発生源がある場所では、使用しないでください。
フィールドバス機器周辺に、大きなサージを発生させる装置
機器（電磁式リフター・高周波誘導炉・溶接機・モータなど）
がある場合、フィールドバス機器内部回路素子の劣化または
破壊を招く恐れがありますので、発生源のサージ対策を考慮
いただくと共にラインの混触を避けてください。

yリレー・電磁弁・ランプなどサージ電圧を発生する負
荷を直接駆動する場合の負荷には、サージ吸収素子内
蔵タイプの製品をご使用ください。
サージ電圧が発生する負荷を直接駆動すると、フィールドバ
ス機器破損の恐れがあります。

uCEマーキングにおける雷サージに対する耐性は有して
いませんので、装置側で雷サージ対策を実施してくだ
さい。

i製品内部に、粉塵、配線クズなどの異物が入らないよ
うにしてください。
故障、誤動作の原因となります。

oフィールドバス機器は、過度な振動、衝撃のない場所
に取付けてください。
故障、誤動作の原因となります。

!0温度サイクルが掛かる環境下では、使用しないでくだ
さい。
通常の気温変化以外の温度サイクルが掛かるような場合は、
フィールドバス機器内部に悪影響を及ぼす可能性があります。

!1直射日光の当る場所では使用しないでください。
直射日光が当る場合は、日光を遮断してください。
故障、誤動作の原因となります。

!2周囲温度範囲を守ってご使用ください。
誤動作の恐れがあります。

!3周囲の熱源による、輻射熱を受ける場所での使用はし
ないでください。
動作不良の原因となります。

EX245 Series／製品個別注意事項w
ご使用の前に必ずお読みください。安全上のご注意につきましては当社ホームページの
「SMC製品取扱い注意事項」および「取扱説明書」をご確認ください。
http://www.smcworld.com
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調整・使用

警告
q濡れた手で操作・設定をしないでください。
感電の恐れがあります。

注意
qご使用状況に合せた、適切な設定を行ってください。
不適切な設定になっていますと、動作不良の原因となります。

wプログラミングおよびアドレスに関する詳細内容は、
PLCメーカのマニュアルをご参照ください。
プロトコルに関するプログラミングの内容は、ご使用のPLC
メーカにての対応となります。

保守点検

警告
q分解・改造（基板の組替え含む）・修理は行わないでく
ださい。
けが、故障の恐れがあります。

w保守点検をするときは、
¡供給電源をOFFにしてください。
¡供給しているエアを止めて、配管中の圧縮空気を排
気し、大気開放状態を確認してから実施してください。
システム構成機器の、意図しない誤動作の可能性があります。
また、けがの恐れがあります。

注意
qSIユニットやモジュール取扱い時や交換時には、

¡SIユニットやモジュールを取外すとき、勢いあまっ
て、手をぶつけないようにしてください。
モジュール結合部はパッキンで固く結合されています。

¡モジュールを結合するとき、モジュールの間に指を
挟まれないようにしてください。
けがの恐れがあります。

w保守点検を定期的に実施してください。
機器・装置の誤動作により、意図しないシステム構成機器の
誤動作の可能性があります。

e保守点検完了後に、適正な機能検査を実施してください。
正常に機器が動作しないなどの異常の場合は、運転を停止し
てください。
システム構成機器の、意図しない誤動作の可能性があります。

rモジュールの清掃は、ベンジンやシンナなどを使用し
ないでください。
表面に傷が付いたり、表示が消えたりする恐れがあります。
柔らかい布で拭き取ってください。
汚れがひどい時は、水で薄めた中性洗剤に浸した布をよく
絞ってから汚れを拭き取り、乾いた布で再度拭き取ってくだ
さい。

その他

注意
qマニホールド電磁弁の共通注意事項および製品個別注
意事項は、各製品シリーズの掲載されているカタログ
をご参照ください。

EX245 Series／製品個別注意事項e
ご使用の前に必ずお読みください。安全上のご注意につきましては当社ホームページの
「SMC製品取扱い注意事項」および「取扱説明書」をご確認ください。
http://www.smcworld.com
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安全に関するご注意 ご使用の際は「SMC製品取扱い注意事項」（M-03-3）および「取扱説明書」をご確認のうえ、正しくお使いください。


	フィールドバス機器 EX245 Series
	特長
	構成図、型式表示方法
	仕様
	外形寸法図
	組付け例
	製品個別注意事項

