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2     Armor GuardLogix コントローラ
お客様へのご注意
本装置の設置、構成および操作について、本マニュアルおよび参考資料に記載された資料に目を通してから、本製品の設

置、構成、操作、メンテンナンスを行なってください。 ユーザは、適用されるすべての条例、法律、規格要件に加えて、

設置、配線指示に熟知している必要があります。

設置、調整、供用開始、使用、組立て、分解、メンテナンスを含めた作業は、適切な実施基準に従って適切な訓練を受け

た作業員しか実施しないでください。

本装置を製造メーカの指定した方法以外で使用した場合、装置の保護機能が低下する可能性があります。

Rockwell Automation, Inc. は、いかなる場合も、本機器の使用または適用により発生した間接的または派生的な損害につ

いて一切の責任を負いません。

本書で使用した図表やプログラム例は内容を理解しやすくするためのものであり、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ることが多いため、当社では図表やプログラム例に基づいて実

際に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発生しても、当社は一切責

任を負いません。

Rockwell Automation, Inc. の書面による許可なく本書の全部または一部を複製することは禁じられています。

本書全体を通して、必要に応じて、注を使用して安全上の注意事項を示します。

ラベルは特定の注意を促すために、装置の外部または内部にも貼ってあります。

警告：本書の「警告」は、人身傷害または死亡、物的損害、または経済的損失の原因となる可能性が

ある、危険な環境での爆発を引き起こす可能性のある操作や状況に関する情報を示します。

注意：本書の「注意」は、人身傷害または死亡、 物的損害、または経済的損失の原因となる可能性が

ある操作や状況に関する情報を示します。 危険を示し、危険を防止し、結果を認識する助けとなるよ

う注意を促します。

重要 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。

感電の危険：危険な電圧が生じる恐れがあることを警告するために、ドライブやモータなどの装置ま

たは装置の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達する恐れがあることを警告するために、ドライブやモータなど

の装置または装置の内部にラベルを貼っています。

アーク閃光の危険：ラベルは装置の外部もしくは内部に貼ってあります。例えば、モータ・コント

ロール・センタには、アーク閃光の恐れがあることを知らせるラベルが貼ってあります。 アーク閃光

は怪我や死亡事故を引き起こす恐れがあります。 適切な個人用保護具 (PPE) を装着してください。 作
業の安全と保護具 (PPE) に必要な規制要件を順守してください。
Rockwell Automation Publication 1756-IN060C-JA-P - June 2015
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Armor GuardLogix コントローラについて

Armor Guardlogix® コントローラ

は、マシンに取付けるために IP67
定格ハウジングに収納された

1756-L72S GuardLogix コントロー

ラと、2 つの Ethernet/IP DLR 対応

通信チャネルを装備した安全パー

トナを組み合わせています。 

Armor GuardLogix コントローラは、

オフ状態を安全状態とみなす安全

度水準 (SIL) 3 および安全遂行レベ

ル (e) 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。 
Armor GuardLogix コントローラの

安全機能は、エンクロージャ内の

すべてのコンポーネントの組み合

わせによって生まれます。

GuardLogix コントローラベースのシステムの動作方法、安全アプリケーションの要

件、および GuardLogix の証明書を入手できる場所に関する情報は、「参考資料 (23
ページ )」を参照してください。

静電防止対策

プログラマブル電子システム (PES)

注意：誤動作または損傷の場合、修理時に操作を行なってはなりません。 当該コントロー

ラは、修理のために製造メーカに返品する必要があります。 当該コントローラを分解して

はなりません。

注意：この機器は、静電気の影響を受けやすいため、静電気によって内部が損傷し、通常の

動作に影響が出ることがあります。 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。

• 認可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上のコネクタやピンに触れない。

• 装置内部の回路部品に触れないでください。

• 可能であれば、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：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担当者は、シ

ステムのアプリケーションにおける安全要件を把握するとともに、システムの使用に関

するトレーニングを受講しておく必要があります。

 

表示

ウィンドウ

アクセス

ドアの

ねじ
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環境およびエンクロージャ

電気安全に関する注意事項

お使いになる前に

お使いになる前に、計画したネットワークで必要なコンポーネントがすべて揃ってい

ることを確認してください。

システムコンポーネント

コントローラには、以下の部品が取付けられた状態で出荷されます。

• 1784-SD1 セキュアデジタル (SD) メモリカード (1GB)

• 1747-KY キー ( アクセスドア内側のキーホルダーに入れて出荷 )

制御電源およびイーサネット通信ケーブルは個別に使用可能です。

注意：この機器は、過電圧カテゴリ II のアプリケーション (IEC Pub.No. 60664-1 に

定義 )、高度 2000 m(6562 フィート ) までディレーティングなしでの使用を意図し

ています。

この装置は、居住環境での使用を目的として設計されていないため、居住環境内の

無線通信サービスに適切な保護を提供することはできません。

この機器は、「開放型」装置として出荷されています。 本書の「仕様」セクションに

記載されているエンクロージャ形式定格に適合する場所で使用するときは、追加シ

ステムエンクロージャは不要です。 以降のセクションには、この製品が提供するも

のを超えて、特定の製品の安全要件を満たすのに必要な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 :

• その他の取付け要件については、『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。

• エンクロージャの保護等級については、対応する NEMA 規格 250 および
IEC60529 を参照してください。

注意：CE 低電圧指令 (LVD) に準拠するには、以下に準拠する電源からこの機器へのす

べての接続に電力を供給する必要があります。

• 安全特別低電圧 (SELV) 電源

• 保護特別低電圧 (PELV) 電源

UL/C-UL 要件を満たすため、この機器は以下に準拠した電源から給電を行なう必要があ

ります。

• IEC 60950-1 Ed. 2.1, Clause 2.2 - SELV Circuits
Rockwell Automation Publication 1756-IN060C-JA-P - June 2015

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1770-in041_-en-p.pdf
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ネットワークの計画

エンクロージャ内の 2 つの EtherNet/IP ネットワークにより、Armor GuardLogix コン

トローラをリングノードまたはリングスーパーバイザとして、リニア、スター、およ

びデバイス・レベル・リング (DLR) などのさまざまな EtherNet/IP ネットワークトポ

ロジで使用することができます。 

EtherNet/IP ネットワークの詳細は、「参考資料 (23 ページ )」に記載されている資料を

参照してください。

コードセット

ピン番号 アセンブリ定格 ストレート メス 直角メス

4 600V, 10A 889N-F4AFC-(1) F

(1) 標準的なケーブル長の場合は、(1) を 6 (6 フィート )、12 (12 フィート )、または 20 (20 フィート ) に置き
換えます。

889N-R4AFC-(1)F

パッチコード

ピン

番号

アセンブ

リ定格

ストレート メス

ストレートオス

ストレート メス、

直角オス

直角メス、

ストレートオス

直角メス、

直角オス

4 600V, 10A 889N-F4AFNM-(1)

(1) 標準的なケーブル長の場合は、(1) を 1 (1m)、2 (2m)、5 (5m)、または 10 (10m) に置き換えます。

889N-F4AFNE-(1) 889N-R4AFNM-(1) 889N-R4AFNE-(1)

産業用イーサネットメディア

パッチコードおよびコードセッ ト IP67
M12 Dコード コネクタのタイプ Cat.No.非シールド

スト レートオス

から

スト レートオス

1585D-M4TBDM-(1)

(1) 0.3m、0.6m、1m、2m、5m、10m、 15m、さらに 5m ずつ延びて 75m までの長さのケーブルを利用できます。

スト レートオス

から

直角オス

1585D-M4TBDE-(1)

直角オス

から

直角オス

1585D-E4TBDE-(1)

スト レートオス

から

スト レート メス

1585D-M4TBDF-(1)

ヒント 産業用イーサネットメディアについては、

http://ab.rockwellautomation.com/Connection-Devices/EtherNet-Media を参照してください。
Rockwell Automation Publication 1756-IN060C-JA-P - June 2015

http://ab.rockwellautomation.com/Connection-Devices/EtherNet-Media


6     Armor GuardLogix コントローラ
Armor GuardLogix コントローラの接地

コントローラは、エンクロージャ内で電源スイッチがオンに設定され、コントローラが

リモート・プログラム・モード設定された状態で出荷されます。 エンクロージャのアク

セスドアを開くことなく電源を接続し、EtherNet/IP ネットワークを接続することができ

ます。 ただし、電源スイッチや USB ポート、メモリカード、またはキーにアクセスする

必要がある場合は、エンクロージャ・アクセス・ドアを開く必要があります。

本書に説明されている以下の手順に従って、コントローラを設置してください。

1. コントローラの取付け

2. コントローラの接地

3. アクセスドアを開く ( オプション )

4. メモリカードの取り外しと取付け ( オプション )

5. USB ポートへの接続 ( オプション )

6. ネットワークの接続

7. 電源の接続

8. EtherNet/IP モジュールのネットワーク IP アドレスの設定

9. コントローラの更新

コントローラの取付け

エンクロージャ周りの以下の最小限のスペー

ス指定要件に従います。 

取付け足は、「製品寸法 (7 ページ )」に示すよ

うに水平または垂直いずれの方向にも取付け

ることができます。 取付け足は、取付け足に

同梱されている 4 個の平頭ねじを使用してエ

ンクロージャに取付けます。 8.5Nm (75.2 ポン

ドインチ ) のトルクでねじを締め付けます。

4 個の取付け穴を使用してモジュールを直接

マシンに取付けます。 エンクロージャを含む

取付け足の取付け穴の直径は、6.8mm (0.27 イ

ンチ ) です。 4 個の M6 ねじを使用し、6.6Nm 
(58 ポンドインチ ) のトルクでねじを締め付け

ます。 「製品寸法 (7 ページ )」を参照してください。

注意：接続部に漏れがないように適切に密閉され、IP67 の要件を満たすために、すべ

てのコネクタとキャップは必ずしっかりと締めてください。

30mm (1.18 インチ )

30mm (1.18 インチ )

30
m

m
 (1

.1
8
イ
ン
チ

)

30
mm

 (1
.18

イ
ン
チ

)

Rockwell Automation Publication 1756-IN060C-JA-P - June 2015
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製品寸法

240 mm
(9.4 in.)

292 mm
(11.5 in. )

298 mm
(11.7 in.)

215 mm
(8.5 in.)

172 mm
(6.8 in.)

245 mm
(10 in.)

165mm
(6.5 in.)

265 mm
(10.4 in.)

327 mm
(12.9  in.)

550 mm
21.7 in. 32.25 mm

1.3 in.

86.55 mm
3.4  in.

265 mm
10  in.

550 mm
21.7  in.

198.9 mm
7.8  in.

225.75 mm
8.9 in.

水平方向の取付け足 垂直方向の取付け足

アクセスドア開口部の間隔
Rockwell Automation Publication 1756-IN060C-JA-P - June 2015
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コントローラの接地

エンクロージャ底部の接地ねじを使用して適切な接地パスを確保します。 接地ワイヤ
を取付けるには、ねじを取り外し、リングラグを取付けるか、またはコネクタの下に
あるフォークをスライドさせます。 ねじを締め付けます。

産業用制御システムの設置方法に関するガイドラインは、『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。

アクセスドアを開く

電源スイッチやコントローラの USB ポート、
メモリカード、キーにアクセスするには、エン
クロージャのドアを開きます。 

1. エンクロージャ前部にある 4 個の ( 固定
用 ) ねじを緩めます。 

2. ドアを静かに持ち上げ、左下隅のピ
ボットから反時計回りに回します。 

ドアはエンクロージャに取付けられた
ままの状態です。

3. エンクロージャのアクセスドアを閉じ、4 個のねじを 3.8Nm (33.5 ポンドイン
チ ) のトルクで締め付けます。

メモリカードの取り外しと取付け

以下の手順に従って、メモリカードを取り外してください。 

1. エンクロージャのドアを開き、コントローラにア
クセスします。

2. キースイッチを PROG の位置に回します。

3. メモリカードを押してから放してカードをイジェ
クトします。

4. メモリカードを取り外します。

5. エンクロージャのアクセスドアを閉じます。

PEグラウンド
ワイヤサイズ トルク

1.3～5.2mm2 (#16～#10 AWG) 2Nm (17.7ポンドインチ)

重要 アクセスドアが開いている場合は、Armor GuardLogix コントローラの定格はタイプ 1 に
なります。

重要 メモリカードのステータスインジケータが消灯
しており、カードが使用中でないことを確認し
てから取り外してください。

ピボットポイント

http://www.literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1770-in041_-en-p.pdf


Armor GuardLogix コントローラ     9
以下の手順に従って、メモリカードを取付けてください。

1. エンクロージャのアクセスドアを開きます。

2. 設定によりメモリカードがロックされているか、またはロック解除されてい

るかを確認します。

3. メモリ・カード・スロットにメモリカードを挿

入します。

4. カードはカチッと音がするまでしっかりと押し

込みます。

5. エンクロージャのアクセスドアを閉じます。

USB ポートへの接続

このコントローラには、タイプ B リセプタクルを使用する USB ポートがあります。 
ポートは USB 2.0 と互換性があり、通信速度は 12Mbps です。 コントローラの USB
ポートを使用するには、RSLinx® ソフトウェア (Ver. .2.59.02 以降 ) をワークステー

ションにインストールする必要があります。 

エンクロージャのドアを開いて、USB ポートにアクセスします。

ワークステーションと USB ポートの接続には USB ケーブルを使用します。 USB ポー

トに接続すると、ワークステーションから直接、コントローラのファームウェアを

アップグレードすることや、プログラムをコントローラにダウンロードすることが可

能になります。

注意：メモリカードの内容が不明な場合は、カードを取付ける前に、コントローラ

のキースイッチを PROG の位置に回します。 カードの内容に応じて電源を切断後再

投入します。これを行なわないと、別のプロジェクトやオペレーティングシステム

をコントローラにロードするときにカードに故障が発生することがあります。

注意：USB ポートは一時的なローカルでのプログラミングのみを目的としていま

す。永続的な接続には使用しないでください。

USB ケーブルの長さは 3.0m 未満で、ハブを含めません。

ロックを
解除した状態 ロックした

状態
Rockwell Automation Publication 1756-IN060C-JA-P - June 2015
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USB ポートを使用するように RSLinx ソフトウェアを構成するには、最初に USB ド
ライバをセットアップする必要があります。 以下の手順に従って、USB ドライバを構
成してください。 Windows 7 オペレーティングシステムを使用している場合、ドライ
バは自動的にインストールされるため、ステップ 5 に進んでください。

1. USB ケーブルを使用して、コントローラとワークステーションを接続します。

2. Found New Hardware Wizard ダイアログボックスで、Windows Update の接続オ
プションを選択し、Next をクリックします。

3. Install the software automatically (Recommended) ( ソフトウェアを自動的にイン
ストール ( 推奨 )) をクリックしてから、Next をクリックします。

4. Finish をクリックします。

5. RSLinx ソフトウェアでコントローラを確認するには、RSWho をクリッ
クします。

RSLinx Workstation オーガナイザでは、コントローラは仮想シャーシドライバと USB
ポートドライバの 2 つのドライバの下にそれぞれ表示されます。 いずれかのドライバ
を使用して、コントローラを表示できます。

ネットワークの接続

1. ダストキャップをエンクロージャ底部にある 4 個のイーサネットコネクタか
ら取り外します。

2. 選択したコードセットをエンクロージャ底部のイーサネット通信ポートに接

続し、1Nm (9 ポンドインチ ) のトルクで締め付けます。

ヒント USB ドライバのソフトウェアが見つからずにインストールがキャンセルされた場合
は、RSLinx Classic ソフトウェア (Ver. 2.59.02 以降 ) がインストールされているこ
とを確認してください。

重要 ネットワーク接続をこれらのポートから外す場合は、ダストキャップを再び
取付け、指で締め付けます。

仮想シャーシドライバ

USB ポートドライバ

4 3

21

5

D コード M12 メス・ネットワーク・コネクタ

44236

(コネクタ内部図)
ピン1 – M12_Tx+
ピン2 – M12_Rx+
ピン3 – M12_Tx-
ピン4 – M12_Rx-
ピン5 – コネクタ・シェル・シールドGND
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電源の接続

エンクロージャ底部には、相互に並列で動作することによりデバイス電源の他のデバ

イスとのデイジーチェーンが可能な密閉型のミニサイズ電源コネクタがあります。 ユ
ニットは、オス型コネクタを通じて必要な電力を受取ります。 メス型コネクタによ

り、電源を他の ArmorStart® や Armor ControlLogix®、Armor GuardLogix、
On-Machine™ I/O 製品にデイジーチェーンすることができます。

1. ダストキャップをエンクロージャ底部のメス型電源コネクタから取り外します。

2. 電源を接続し、手で締め付けてからさらに 1/2 回転締め込みます。

重要 D コード M12 メス・ネットワーク・コネクタには、1585D–M4DC–H( ポリアミド小

型非シールド ) または 1585D–M4DC–SH( 亜鉛ダイキャスト大型シールド ) の対応す

るコネクタを使用してください。

重要 2 本のツイストペア CAT5E UTP または STP ケーブルを使用してください。

オス型コネクタ (入力電源) メス型コネクタ (出力電源) ピン 信号

1 V+ スイッチ付き

2 V+ スイッチなし

3 V- スイッチなし、 コモン

4 V- スイッチ付き、 コモン

重要 Armor GuardLogix コントローラなどのマシン・エンド・デバイスでは EN-50044 配線規

格を使用し、フライングリード付き On-Machine コードセットでは SAE-J-1738A 配線規

格を使用します。 ユニットに電源を投入する前に、以下に示すピン番号規則に注意して

従ってください。 

重要 電源接続をこれらのポートから外す場合は、ダストキャップを再び取付け、

指で締め付けます。

DコードM12ピン 配線色 信号 モジュール式8極8芯RJ45ピン

1 白色 / オレンジ Tx+ 1

2 白色 / 緑色 Rx+ 3

3 オレンジ Tx- 2

4 緑色 Rx- 6

フライングリード付きコードセット (SAE-J-1738A 準拠 ) Armor GuardLogix コントローラ (EN 50044 準拠 )

メス メスオス オス

1- 黒色 [V-]   2- 白色 [E-]   3- 赤色 [V+]   4- 緑色 [E+] 1- 赤色 [V+]    2- 緑色 [E+]  3- 白色 [E-]   4- 黒色 [V-] 
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EtherNet/IP モジュールのネットワーク IP アドレス
の設定

EtherNet/IP 通信モジュールは、エンクロージャ内の ControlLogix シャーシのスロット

2 および 3 に取付けられています。 モジュールは、ブート・ストラップ・プロトコル

(BOOTP)/ 動的ホスト構成プロトコル (DHCP) が有効にされ、ロータリスイッチが 999
に設定された状態で出荷されます。 以下の方法を使用して、各モジュールの IP アドレ

スを設定する l ことができます。

• BOOTP-DHCP サーバ

• RSLinx Classic ソフトウェア

• Studio 5000 Logix Designer® アプリケーション

IP アドレス設定の詳細は、「参考資料 (23 ページ )」に記載されている EtherNet/IP の

資料を参照してください。

BOOTP/DHCP サーバの使用

BOOTP/DHCP サーバは、ユーザが IP アドレスの設定に使用できるスタンドアロンの

サーバです。 BOOTP/DHCP サーバを使用すると、BOOTP/DHCP サーバが IP アドレス

やその他の伝送制御プロトコル (TCP) のパラメータを設定します。 

BOOTP/DHCP サーバに以下の場所のいずれかからアクセスします。

• Programs → Rockwell Software → BOOTP-DHCP Server

サーバをインストールしていない場合は、

http://www.ab.com/networks/ethernet/bootp.html からサーバをダウンロードしイ

ンストールすることができます。

• Studio 5000® 環境インストール CD の Tools ディレクトリ

以下の手順に従って、BOOTP/DHCP サーバを使用してモジュールの IP アドレスを設

定してください。

1. BOOTP/DHCP ソフトウェアを起動します。

注意：EtherNet/IP 通信モジュールには固定ネットワークアドレスを割付ける必要があり

ます。 このモジュールの IP アドレスは動的に割当てないでください。

この注意事項を守らないと、マシンに予期せぬ動作やプロセス制御の喪失を引き起こす

可能性があります。

重要 BOOTP/DHCP サーバを起動する前に、モジュールのハードウェア (MAC)
アドレスを確認してください。 ハードウェアアドレスはエンクロージャ底部

のラベルに記載されています。 
Rockwell Automation Publication 1756-IN060C-JA-P - June 2015

http://www.ab.com/networks/ethernet/bootp.html
http://www.ab.com/networks/ethernet/bootp.html
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2. Tools メニューから、Network Settings を選択します。

3. ネットワークのサブネットマスクを入力します。 

ゲートウェイアドレス、プライマリ / セカンダリ DNS アドレス、およびド

メイン名フィールドはオプションです。 

4. OK をクリックします。

Request History パネルに BOOTP 要求を発行するすべてのモジュールのハード

ウェアアドレスが表示されます。 

5. 適切なモジュールを選択し、Add to Relation List をクリックします。

6. New Entry ダイアログボックスで、IP アドレス、ホスト名、およびモジュール

の説明を入力します。

7. OK をクリックします。

8. この構成をモジュールに恒久的に割付けるには、モジュールが Relation List パ
ネルに表示されるのを待って選択します。
Rockwell Automation Publication 1756-IN060C-JA-P - June 2015
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9. Disable BOOTP/DHCP をクリックします。 

RSLinx または Logix Designer アプリケーションの使用

以下の表では、ネットワーク IP アドレスを RSLinx ソフトウェアまたは Logix 
Designer アプリケーションを使用していつ設定するかを説明しています。

RSLinx ソフトウェアを使用したネットワーク IP アドレスの設定

以下の手順に従って、RSLinx ソフトウェアを使用して通信モジュールの IP アドレス

を設定してください。

1. 通信メニューから RSWho を選択します。

2. RSWho ダイアログボックスから、イーサネットネットワークに移動します。

3. EtherNet/IP モジュールを右クリックし、Module Configuration を選択します。

重要 Disable BOOTP/DHCP をクリックしない場合は、電源が投入されるたび

にホストコントローラは現在の IP 構成をクリアし、BOOTP 要求の送信を

再開します。

条件 使用 参照ページ

BOOTPサーバは使用できません。

EtherNet/IP通信モジュールは別のNetLinx ネッ トワークに接続されています。

RSLinxソフ トウェア 14

Logix Designerプロジェク トは、 EtherNet/IP通信モジュールとまたはこれを介
して通信するコン ト ローラと共にオンラインになります。

Logix Designer
アプリケーショ ン

16
Rockwell Automation Publication 1756-IN060C-JA-P - June 2015
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4. Module Configuration ダイアログボックスで、Port Configuration タブをクリッ
クします。

5. ネットワーク構成タイプでは、Static をクリックして、この構成をポートに恒
久的に割付けます。

.

6. IP アドレスフィールドに IP アドレスを入力し、必要に応じてその他のフィー
ルドにも入力します。

7. ポート設定を構成します。

8. OK をクリックします。

重要 Dynamic をクリックした場合は、電源の切断後再投入時に、コントロー
ラは現在の IP 構成をクリアし、BOOTP 要求の送信を再開します。

機能 処置

デフォルトのポート速度
と二重性の設定を使用し
ます。

ポート速度および二重性のオートネゴシエーションをチェックしたままにします。

この設定は実速度と二重性の設定を決定します。

ポートの速度と二重性の設
定を手作業で構成します。

以下の手順を実行して ください。
1. オートネゴシエーショ ンのポート速度および二重性のチェ ックボックスを

クリアします。
2. Current Port Speedプルダウンメニューから、 ポート速度を選択します。
3. Current Duplexプルダウンメニューから、 適切な二重性の値(半二重または

全二重)を選択します。

重要 ポート設定を構成する場合は、以下のことを考慮してください。

• モジュールが非管理型スイッチに接続されている場合は、ポート速度
および二重性のオートネゴシエーションをチェックしたままにします。
そうしないと通信障害が発生する可能性があります。

• 管理型スイッチを使用してポート速度と二重性を強制する場合は、管
理型スイッチの対応するポートに対しても同じ設定を強制する必要が
あります。そうしないとモジュールに問題が発生します。
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Logix Designer アプリケーションを使用したネットワーク
IP アドレスの設定
以下の手順に従って、Logix Designer アプリケーションを使用してモジュールの IP ア
ドレスを設定してください。

1. コントローラオーガナイザで、EtherNet/IP モジュールを右クリックしてから
Properties を選択します。

2. Module Properties ダイアログボックスで、 Port Configurationタブをクリックします。 

3. IP アドレスフィールドに IP アドレスを入力します。 

4. 必要に応じて、その他のフィールドにその他のネットワークパラメータを入
力します。

5. Set をクリックします。

6. OK をクリックします。

重要 表示されるフィールドは、EtherNet/IP モジュールによって異なります。
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コントローラの更新

コントローラには出荷時にファームウェアはインストールされていません。 コント
ローラのファームウェアは、Studio 5000 環境パッケージに付属します。 また、コント
ローラのファームウェアは、ロックウェル・オートメーションのテクニカルサポート
の Web サイト (http://www.rockwellautomation.com/support/) からダウンロードすること
もできます。

ファームウェアをアップグレードするには、ControlFLASH™ ソフトウェアまたは
Logix Designer アプリケーションの AutoFlash 機能を使用します。

ControlFLASH ソフトウェアを使用したファームウェアの更新

プライマリコントローラを更新すると、自動的に安全パートナも更新されます。

1. 適切なネットワークコネクションが確立され、RSLinx ソフトウェアでネット
ワークドライバが構成されていることを確認します。

2. ControlFlash ソフトウェアを起動します。

3. Next をクリックします。

4. コントローラのカタログ番号を選択し、Next をクリックします。

5. ネットワークを展開して、コントローラを表示します。

6. コントローラを選択し、Next をクリックします。

7. 更新するリビジョンレベルを選択し、Next をクリックします。

8. コントローラの更新を開始するには、Finish をクリックしてから Yes をクリッ
クします。

コントローラを更新すると、ステータス・ダイアログ・ボックスに Update 
complete ( 更新完了 ) と表示されます。

9. OK をクリックします。

10. ControlFLASH ソフトウェアを閉じます。

重要 メモリカードをロックし、保存するプロジェクトの Load Image オプションを On 
Power Up に設定している場合、以下の手順を実行しても、コントローラのファー
ムウェアは更新されません。 以前に保存したファームウェアとプロジェクトがある
場合は、かわりにそれらがロードされます。

重要 ファームウェア更新が完了してから制御電源を切断後再投入してくださ
い。そうしないと更新が中断されます。 コントローラの ControlFLASH 更
新が中断された場合、コントローラはブートファームウェア ( リビジョン
1.xxx) に戻り、更新プロセスを初めからやり直す必要があります。

http://www.rockwellautomation.com/support/
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AutoFlash を使用したファームウェアの更新

以下の手順に従って、AutoFlash 機能を使用してコントローラのファームウェアを更

新してください。

1. 適切なネットワークコネクションが確立され、RSLinx ソフトウェアでネット

ワークドライバが構成されていることを確認します。

2. Logix Designer アプリケーションを使用して、必要なバージョンのコントロー

ラプロジェクトを作成します。

3. RSWho をクリックし、コントローラのパスを指定します。

4. コントローラを選択し、Update Firmware をクリックします。

5. 目的のファームウェアリビジョンを選択します。

6. Update をクリックします。

7. Yes をクリックします。

ファームウェアの更新が完了するまでは割込み操作を行なわないでください。 ファー

ムウェアのアップグレードが完了すると、Who Active ダイアログボックスが表示され

ます。 その他のタスクを Logix Designer アプリケーションで実行することができます。

コントローラプロジェクトの作成

Studio 5000 Logix Designer アプリケーションで Armor GuardLogix コントローラプロ

ジェクトを作成するには、エンクロージャ内の各コンポーネントを下図のように

Controller Organizer に追加します。

ステータスインジケータ

ステータスインジケータは、エンクロージャ前部の窓を通して見ることができます。
Rockwell Automation Publication 1756-IN060C-JA-P - June 2015
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コントローラのステータスインジケータ

プライマリコントローラのステータスは、4 つのステータスインジケータによって表

示されます。

安全パートナは、OK ステータスインジケータを備えています。 

プライマリコントローラのステータスインジケータの説明

インジケータ ステータス 説明

RUN 消灯 ユーザタスクが実行していない。 コン トローラはプログラムモード。

緑色 コン ト ローラはランモード

FORCE 消灯 強制なし、 標準または安全がコン ト ローラで有効になっている。

アンバー 標準強制か安全強制または両方が有効になっている。

強制をインストール(追加)する場合は、 慎重に行なって ください。 強制をインストール
すると、 すぐに有効になります。

アンバーが
点滅

1つまたは複数のI/Oアドレス、 標準または安全がオンまたはオフの状態に強制されてい
るが、 強制が有効になっていない。

I/O強制を有効にする場合は、 慎重に行なって ください。 I/O強制を有効にすると、 既存
のすべてのI/O強制が有効になります。

SD 消灯 メモリカードを使用するアクティビテ ィが発生していない。

緑色が点滅 コン ト ローラがメモリカードの読取り /書込み処理を実行している。 読取り /書込み処理
中にメモリカードを取り外さないで ください。

緑色

赤色が点滅 メモリカードに有効なファイルシステムが存在しない。

赤色 メモリカードがコン ト ローラによって認識されていない。

OK 消灯 電源が投入されていない。

緑色 コン ト ローラはフォルトなしで動作している。

赤色が点滅 回復不能フォルトまたは回復可能フォルトはフォルトハンドラで処理されていない。 
すべてのユーザタスク (標準と安全の両方)が停止している。

未使用の新規コン ト ローラであり、 ファームウェアの更新が必要である。 ステータス表
示はファームウェアインストールが必要であることを示す。

赤色 コン ト ローラが電源投入時の診断を実行しています。

回復不能なメジャーフォルトが発生し、 プログラムがメモリから消去されました。

電源切断時にエネルギー貯蔵モジュール(ESM)のコンデンサが放電している。

コン ト ローラの電源は投入されているが動作不能である。

コン ト ローラがプロジェク ト を不揮発性メモリにロード している。

安全パートナ・ステータス・インジケータ

インジケータ ステータス 説明

OK 消灯 電源が投入されていません。

緑色 安全パートナはフォルトなしで動作している。

赤色 電源投入中、 または回復不能なコン トローラフォルト。
Rockwell Automation Publication 1756-IN060C-JA-P - June 2015
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コントローラのステータス表示

コントローラのステータス表示では、メッセージがスクロールして、コントローラの

ファームウェアリビジョン、エネルギー貯蔵モジュール (ESM) のステータス、プロ

ジェクトステータス、およびメジャーフォルトに関する情報を表示します。 

ステータスメッセージの詳細は、『GuardLogix 5570 コントローラ　ユーザーズマニュ

アル』(Pub.No. 1756-UM022) を参照してください。 

EtherNet/IP モジュール・ステータス・インジケータ

EtherNet/IP 通信モジュールは、以下のステータスインジケータをサポートしています。

インジケータ ステータス 説明

LINK 1, 
LINK 2

消灯 以下のいずれか状況が発生しています。
• モジュールは給電されていない。

– シャーシ電力が存在することを確認します。
– モジュールがシャーシとバックプレーンに完全に挿入されていることを確認

します。
– モジュールが構成されていることを確認します。

• ポートにリンクが存在しない。
• ポートは管理者によって無効になっています(LNK2)。
• ポートは高速リングフォルトにより無効になっています(LNK2)。

緑色に点滅 ポートはアクティブな状態です。

緑色 以下のいずれか状況が発生しています。
• ポートにリンクが存在する。
• リングネッ トワークは、 アクテ ィブなリングスーパバイザで正常に動作してい

る (LNK2)。
• リング ・パーシャル ・ ネッ トワーク ・ フォルトがアクティブなリングスーパバ

イザで検出された(LNK2)。

OK

消灯 モジュールは給電されていません。
• シャーシ電力が存在することを確認します。
• モジュールがシャーシとバックプレーンに完全に挿入されていることを確認します。
• モジュールが構成されていることを確認します。

緑色に点滅 モジュールは構成されていません。 
モジュール ・ ステータス ・ ディスプレイがBOOTPまたは
DHCP<Mac_address_of_module>をスクロール表示

例えば: BOOTP 00:0b:db:14:55:35
モジュールを構成します。

緑色 モジュールは正常に動作しています。 
モジュール ・ ステータス ・ ディスプレイがOK <IP_address_of_this_module>をスク
ロール表示

例えば: OK 10.88.60.160

赤色に点滅 モジュールで回復可能なマイナーフォルトが検出された。 モジュール構成を確認し
て ください。 必要に応じて、 モジュールを再構成します。

赤色 モジュールで回復不能なメジャーフォルトが検出された。 モジュールの電源を切断
してから再投入します。 モジュールの電源を切断してから再投入してもフォルトが
解消しない場合、 モジュールを交換して ください。

赤色および
モジュール ・
ステータス ・ ディス
プレイが 「Image 
Update Needed」 を
スクロール表示

以下の手順を行ないます。
1. ファームウェアイメージを更新します。
2. モジュールの電源を切断してから再投入します。
3. ステータスインジケータが同じ状態(赤色およびモジュール ・ ステータス ・ ディ

スプレイが 「Image Update Needed」 をスクロール表示)の場合は、 モジュール
を交換します。

赤色と緑色に点滅 モジュールは電源投入時のテスト を実行しています。

message URL http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1756-um022_-en-p.pdf
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メモリカードを使用したコントローラの復元

プログラムの破損やその他問題が発生したためにコントローラを復元する必要がある

場合は、復元用メモリカードを作成しておくと良いでしょう。 この手順では、2 つ目

のユーザ供給による 1784-SD1 メモリカードを使用する必要があります。 この手順は、

ロックされておらず、破損していない別個のコントローラで実行するか、または

Armor GuardLogix コントローラにプロジェクトをダウンロードする前に手順を実行し

ます。

以下の手順に従って、復元用メモリカードを作成してください。

1. 「コントローラの更新 (17 ページ )」の手順を行なって、Armor GuardLogix コン

トローラを必要なファームウェアのリビジョンに更新します。

2. 「メモリカードの取り外しと取付け (8 ページ )」の手順を行なって、出荷時に

コントローラに取付けられているメモリカードを取り外します。

3. 新しい 1784-SD1 カードを挿入します。

4. 空のプロジェクトをコントローラにロードし、「プロジェクトをメモリカード

に保存し、電源投入時にプロジェクトをロードする」チェックボックスを

チェックしていることを確認してください。

5. 「復元用」メモリカードを取り外し、安全な場所に保管します。

6. 「メモリカードの取り外しと取付け (8 ページ )」の手順を行なって、出荷時に

Armor GuardLogix コントローラに取付けられていたメモリカードを再び挿入

します。

以下の手順に従って、復元用メモリカードを使用してコントローラを復元してください。

1. 出荷時にコントローラに取付けられているメモリカードを取り外します。

2. 復元用メモリカードを挿入します。

3. コントローラの電源を切断してから再投入します。

復元用メモリカードの空のプロジェクトによってコントローラのプロジェク

トが上書きされます。

モジュール ・ ステータス ・ ディ
スプレイ

メ ッセージをスクロール表示する英数字ディスプレイです。 例えば、 モジュールが
正常に動作している場合は、 ディスプレイにはモジュールのIPアドレスがスクロー
ル表示されます。

重要 アプリケーションプログラムの意図しない上書きを避けるために、Armor 
GuardLogix コントローラに取付けられて出荷されている 1784-SD1 メモリカードを

使用しないでください。

ヒント このメモリカードに「復元用」のラベルを貼り、コントローラに付属しているメモリ

カードと混同しないようにしてください。

インジケータ ステータス 説明
Rockwell Automation Publication 1756-IN060C-JA-P - June 2015
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仕様

ここには、エンクロージャ固有の一般的な仕様について記載します。 Armor 
GuardLogix コントローラ用エンクロージャ内のコンポーネントの仕様は、「参考資料 
(23 ページ )」に記載されている各コンポーネントのテクニカルデータを参照してく

ださい。

機械指令

コントローラは、製品のマニュアルに記載されている手順に従って設置された場合、

機械指令 (2006/42/EC) の必須条件を満たしています。 該当する規格、および技術仕様

の適用範囲は以下の通りです。

項目 1756-L72EROMS

システム入力電源 - スイッチなし (ピン2および3) 8AのときにDC18～32V

パススルー入力電源 - スイッチ付き
(ピン1および4)

8AのときにDC18～32V(安全特別低電圧)

外部出力電源 - スイッチなし (ピン2および3) 6AのときにDC18～32V

パススルー出力電源 - スイッチ付き
(ピン1および4)(1)

(1) パススルー出力電源は、その他の On-Machine デバイスにのみ給電を行なうためのものです。

8AのときにDC18～32V(安全特別低電圧)

エンクロージャタイプ定格 タイプ4/4x
リセプタクル ・ ダスト ・ キャップまたはケーブル終端を使用し
て IP67 (マーク付きのとき )に適合

絶縁電圧 30V (連続)、 基本絶縁タイプ、 エンクロージャへの給電、 電源
へのイーサネッ トチャネル、 および非冗長イーサネッ トチャネ
ルから非冗長イーサネッ トチャネルへの接続。

冗長イーサネッ トチャネル間の絶縁なし

DC707Vで60秒間型式テスト済み

動作温度 0～+60°C (32～+140°F)

概算重量(取付け足を除く ) 7.15kg (15.725オンス )

概算寸法(HxWxD) 240 x 292 x 164.52cm (9.4 x 11.5 x 6.5インチ)

注意：この機器は、0 ～ +60 °C (32 ～ +140° F) の周囲温度範囲内での使用に限り認可

されています。 機器をこの範囲外で使用しないでください。 

規格/技術仕様

EN 60204-1 機械の電気機器

EN ISO 13849-1 制御システムの安全関連部品

EN 62061 安全関連制御システムの機能安全
Rockwell Automation Publication 1756-IN060C-JA-P - June 2015
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参考資料

以下の資料には、ロックウェル・オートメーションが提供する関連製品の使用時に役

立つ情報が記載されています。

これらの資料は、http://www.rockwellautomation.com/literature/ で参照またはダウン

ロードできます。 印刷版マニュアルを購入される場合は、当社または当社代理店まで

ご連絡ください。

マニュアル名 説明

セーフテ ィ
コン ト ローラ

GuardLogix 5570 Controllers User 
Manual (GuardLogix 5570コン トローラ
　ユーザーズマニュアル)
 (Pub.No. 1756-UM022)

Studio 5000 Logix Designerプロジェク トでGuardLogix 
5570コン トローラを取付け、 構成、 プログラ ミングおよ
び使用する方法に関する説明

GuardLogix 5570 Controller Systems 
Safety Reference Manual (GuardLogix 
5570コン トローラシステム　セーフ
ティ ・ リファレンス ・ マニュアル) 
(Pub.No. 1756-RM099 )

Studio 5000 Logix Designer プロジェク トの GuardLogix 
5570コン トローラに対する安全アプリケーシ ョ ン要件に
関する情報を提供します。

「製品の認定」 のWebサイ ト ：
http://www.ab.com

適合宣言書、 認可、 およびその他証明の詳細を記載してい
ます。

EtherNet/IP
ネッ トワーク

Ethernet Design Considerations 
Reference Manual (Pub. No. 
ENET-RM002)

EtherNet/IP通信モジュールをLogix5000™コン トローラと
使用する方法、 およびEtherNet/IPネッ トワーク上のその
他のデバイスと通信する方法に関する詳細を記載する。

EtherNet/IP Network Configuration User 
Manual (EtherNet/IPネッ トワーク構成　
ユーザーズマニュアル) (Pub.No. 
ENET-UM001)

EtherNet/IP通信モジュールをLogix5000コン ト ローラと使
用する方法、 およびイーサネッ トネッ トワーク上のさまざ
まなデバイスと通信する方法を説明する。

EtherNet/IP Embedded Switch 
Technology Application Guide 
(EtherNet/IP内蔵スイッチテク ノロジ　
アプリケーショ ンガイド ) (Pub.No. 
ENET-AP005)

スイッチテク ノロジが内蔵されたロックウェル ・ オート
メーシ ョ ンEtherNet/IPデバイスを使用するリニアおよび
デバイス ・ レベル ・ リング(DLR)のネッ トワークを設置、
構成、 および維持する方法に関する詳細を記載する。

EtherNet/IP Media Planning and 
Installation Manual (EtherNet/IP メディア
計画および設置マニュアル)
このマニュアルは、 Open DeviceNet 
Vendor Association (ODVA): 
(http://www.odva.org)から入手できます。

必要なメディアコンポーネン ト を使用する方法および計
画、 接地、 検証、 ト ラブルシューティング、 および
EtherNet/IPネッ トワークを認証する方法に関する詳細を
記載する。

Armor 
GuardLogix
コンポーネ
ン トの仕様

1756 ControlLogix Controllers Technical 
Data (Pub.No. 1756-TD001)

Armor GuardLogixコン ト ローラの製品規格、 寸法、 環境
データ、 および認証に関する情報を記載する。

1756 ControlLogix Communication 
Modules Specifications Technical Data 
(Pub.No. 1756-TD003)

1756-EN3TRモジュールの製品規格、 寸法、 環境データ、
および認証に関する情報を記載する。

1756 ControlLogix Power Supplies 
Specifications Technical Data (Pub.No. 
1756-TD005)

製品規格、 寸法、 環境データ、 および1756-PB72電源の認
証に関する情報を記載する。

1756 ControlLogix Chassis Specifications 
Technical Data (Pub.No. 1756-TD006 )

シャーシの製品規格、 寸法、 環境データ、 および認証に関
する情報を記載する。

Industrial Automation Wiring and 
Grounding Guidelines ( 『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を取付
けるための一般的なガイドラインを提供する。
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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://www.rockwellautomation.com/support には、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、およ

びソフトウェア・サービス・パックへのリンクが用意されています。 また、当社のサポートセンター

(https://rockwellautomation.custhelp.com/ ) で、ソフトウェアの更新、サポートチャットおよびフォーラム、技術情報、

FAQ および製品更新通知の登録を利用することができます。

さらに、設置、構成、およびトラブルシューティングに関する複数のサポートプログラムも提供しております。 詳細は、

代理店またはロックウェル・オートメーションの担当者に問い合わせるか、または

http://www.rockwellautomation.com/services/online-phone をご覧ください。

設置支援

設置から 24 時間以内に問題を生じた場合には、まず本書に記載された情報を検討してください。 また、製品稼働の初期

支援に関しては、特別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、製造工場からの出荷時に製品が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。

マニュアルに関するご意見やご要望 
お客様からのコメントは、お客様のニーズに合ったマニュアルを提供するために役に立ちます。 マニュアルの改善につい

てご提案があれば、フォーム (Pub.No. RA-DU002(http://www.rockwellautomation.com/literature/ から入手可能 )) にご記入

後お送りください。

米国またはカナダ 1.440.646.3434

米国または

カナダ以外

http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/support/overview.page の Worldwide 
Locator をご利用いただくか、お近くのロックウェル・オートメーション代理店にご連絡ください。

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お問い合わせください )。

米国以外 返品手続きについて、お近くのロックウェル・オートメーション代理店にお問い合わせください。

Allen-Bradley, Armor, ArmorStart, ControlFLASH, ControlLogix, GuardLogix, Logix5000, On-Machine, Rockwell Automation, Rockwell Software, RSLinx, および
Studio 5000 Logix Designer は、Rockwell Automation, Inc. の商標です。

EtherNet/IP は、ODVA 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されています。

Rockwell Otomasyon Ticaret A.Ş., Kar Plaza İş Merkezi E Blok Kat:6 34752 İçerenköy, İstanbul, Tel: +90 (216) 5698400

ロックウェル・オートメーションでは、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

Power, Control and Information Solutions Headquarters
Americas: Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204-2496 USA, Tel: (1) 414.382.2000, Fax: (1) 414.382.4444
Europe/Middle East/Africa: Rockwell Automation NV, Pegasus Park, De Kleetlaan 12a, 1831 Diegem, Belgium, Tel: (32) 2 663 0600, Fax: (32) 2 663 0640
Asia Pacific: Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong, Tel: (852) 2887 4788, Fax: (852) 2508 1846
Copyright © 2015 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S.A.

裏表紙

http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/distributor-locator/sales-locator.page
http://www.rockwellautomation.com/support
https://rockwellautomation.custhelp.com/
http://www.rockwellautomation.com/services/online-phone
http://www.rockwellautomation.com/services/online-phone
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/du/ra-du002_-en-e.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/du/ra-du002_-en-e.pdf
http://www.rockwellautomation.com/literature/
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page

	Armor GuardLogixコントローラ
	お客様へのご注意
	Armor GuardLogixコントローラについて
	静電防止対策
	プログラマブル電子システム(PES)
	環境およびエンクロージャ
	電気安全に関する注意事項
	お使いになる前に
	システムコンポーネント
	ネットワークの計画

	Armor GuardLogixコントローラの接地
	コントローラの取付け
	コントローラの接地
	アクセスドアを開く
	メモリカードの取り外しと取付け
	USBポートへの接続
	ネットワークの接続
	電源の接続
	EtherNet/IPモジュールのネットワークIPアドレス の設定
	BOOTP/DHCPサーバの使用
	RSLinxまたはLogix Designerアプリケーションの使用

	コントローラの更新
	ControlFLASHソフトウェアを使用したファームウェアの更新
	AutoFlashを使用したファームウェアの更新

	コントローラプロジェクトの作成
	ステータスインジケータ
	コントローラのステータスインジケータ
	コントローラのステータス表示
	EtherNet/IPモジュール・ステータス・インジケータ

	メモリカードを使用したコントローラの復元
	仕様
	機械指令
	参考資料

	裏表紙


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


