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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

置や配線の手順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。

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。

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。

ラベルは特定の注意を促すために、装置の外部もしく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：人員の傷害や死亡、財産の損害、あるいは経済的損失につながる可能性のある操作また

は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 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。

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：モータ・コントロール・センタなどの装置上、または装置内にあるラベルは、

アーク閃光などが発生する可能性があることを警告します。 アーク閃光は重傷または死亡にいたる恐

れがあります。 適切な保護具 (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-IN061A-JA-P – June 2015
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Armor ControlLogix コントローラについて

Armor™ ControlLogix® コントローラは、マシンに取付けるための IP67 定格ハウジン

グに収納された 2 つの EtherNet/IP の DLR 対応通信チャネルを装備した 1756-L72 
ControlLogix コントローラと組み合わせます。 

静電防止対策

電気安全に関する注意事項

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。 この機器を取り扱う場合は、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、静電気を放電してください。

• 認可された接地用リストストラップを着用してください。

• コンポーネントボード上のコネクタやピンに触れないでください。

• 装置内部の回路部品に触れないでください。

• 用意できれば、静電防止ワークステーションを使用します。

• 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：CE 低電圧指示 (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

 

表示ウィンドウ

アクセスドアのねじ
Rockwell Automation Publication 1756-IN061A-JA-P – June 2015
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環境およびエンクロージャ

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 2000m(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：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。

コードセット

ピン番号 アセンブリ定格 ストレート メス型 直角メス型

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
Rockwell Automation Publication 1756-IN061A-JA-P – June 2015
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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 ControlLogix 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。

パッチコード

ピン

番号

アセンブ

リ定格

ストレート

メス型、

ストレート

オス型

ストレート

メス型、

直角オス型

直角メス型、

ストレート

オス型

直角メス型、

直角オス型

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 レートオス型
から

スト レートオス型

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 レートオス型
から

直角オス型

1585D-M4TBDE-(1)

直角オス型
から

直角オス型

1585D-E4TBDE-(1)

スト レートオス型
から

スト レート メス型

1585D-M4TBDF-(1)

ヒント 産業用イーサネットメディアについては、以下の Web サイトを参照してください。
http://ab.rockwellautomation.com/Connection-Devices/EtherNet-Media
Rockwell Automation Publication 1756-IN061A-JA-P – June 2015

http://ab.rockwellautomation.com/Connection-Devices/EtherNet-Media
http://ab.rockwellautomation.com/Connection-Devices/EtherNet-Media
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Armor ControlLogix コントローラの取付け

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・モードに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。

本書で説明す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

エンクロージャの周辺について、以下

に示す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
m

m
 (1

.1
8
イ
ン
チ

)
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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-IN061A-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にある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、『配線と接地に関するガイ

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

クロージャの扉を開きます。 

1. エンクロージャ前部の 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. エンクロージャの扉を開き、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。

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 ControlLogix 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

していて、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 ControlLogix コントローラ     9
Rockwell Automation Publication 1756-IN061A-JA-P – June 2015

5. エンクロージャのアクセスドアを閉じます。

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、コントローラのファームウェアを直接

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直接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 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。常時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
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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。 USB ドライバを構成するには、以下の手
順を行ないます。 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
プションの 1 つをクリックしてから、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の 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、他のデバイスとのデバ

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

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

型アンシールド ) 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 ControlLogix 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 ワイヤの色 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 ControlLogix 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 1- 赤色 [V+]    2- 緑色 [E+]  3- 白色 [E-]   4- 黒色 
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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が起こったりプロセス制御が失われ

たりする可能性があります。

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-IN061A-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常に割付けるには、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-IN061A-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. Communications 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て、Module Configuration を選択します。

重要 Disable BOOTP/DHCP をクリックしない場合、電源投入時にホストコン

トローラが現在の 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経
由して通信するコン ト ローラととも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-IN061A-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常
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、電源切断後の再投入時にコントローラ

が現在の 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。

以下の手順を行ないます。
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。
これを行なわ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。これを行なわ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てから、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。
これを行なわ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 ControlLogix 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コン

トローラオーガナイザに追加します。
Rockwell Automation Publication 1756-IN061A-JA-P – June 2015
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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にある窓を通して見ることができます。

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。

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、『ControlLogix システム　ユーザーズマニュアル』

(Pub.No. 1756-UM001) を参照してください。 

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 トローラがプログラムモードです。

緑色 コン ト ローラがランモード

FORCE 消灯 コン ト ローラで強制が有効になっていない。

アンバー 標準的な強制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ません。

緑色 コン ト ローラがフォルトなしで動作している。

赤色が点滅 回復不能なフォルトまたは回復可能なフォルトが、 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が停止している。

未使用の新しいコン ト ローラであれば、 ファームウェア更新が必要である。 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る。

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クリアされた。

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。
Rockwell Automation Publication 1756-IN061A-JA-P – June 2015

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1756-um001_-en-p.pdf
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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。
• モジュールが給電されていない。

– シャーシ電力があ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。
• ポートが管理者によって無効になっている (LNK2)。
• ポートが高速リングフォルトにより無効になっている (LNK2)。

緑色に点滅 ポートがアクティブな状態である。

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 トワークがアクティブ ・ 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 ・ リング ・ スーパバ

イザで検出された (LNK2)。

OK

消灯 モジュールが給電されていない。
• シャーシ電力があ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 モジュールが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

赤色が点滅 モジュールに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 モジュールに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
しない場合には、 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 ・
ディスプレイに
「Image Update 
Needed」 がス
クロール表示

以下の手順を実行して ください。
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

プレイに 「Image Update Needed」 がスクロール表示)の場合には、 モジュールを
交換します。

赤色と緑色に
点滅

モジュールが電源投入時のテストを実行している。

モジュールステータス表示
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。
Rockwell Automation Publication 1756-IN061A-JA-P – June 2015



Armor ControlLogix コントローラ     21
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、

ロックおよび破損していない個別のコントローラで実行するか、または Armor 
ControlLogix コントローラにプロジェクトをダウンロードする前に実行します。

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 ControlLogix 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て、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 )」の手順に従って、出荷時に

Armor ControlLogix 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ます。

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。

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 
ControlLogix 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。
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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を記載しています。 Armor ControlLogix
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。

項目 1756-L72EROM

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、その他の互換性のある 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

タイプはDC707Vで60秒間テスト済み

動作温度 0～+60°C (32～+140°F)

概算重量(取付け足を除く ) 7.04kg (15.50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。 
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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。 印刷されたマニュアルを購入するには、当社または代理店までご連

絡ください。

マニュアル名 説明

コントローラ

ControlLogix System User Manual 
(ControlLogixシステム　ユーザーズマ
ニュアル) (Pub.No.1756-UM001)

ControlLogixコン トローラを取付け、 構成、 プログラム、
および使用する方法に関する情報を説明します。

「製品の認定」 のWebサイ ト ：
http://www.ab.com

適合宣言書、証明書、およびその他証明の詳細を記載します。

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説明します。

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Ethernet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します。

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 ンのEtherNet/IPデバイスを使用するリニアネッ
トワークおよびデバイス ・ レベル ・ リング(DLR)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
説明します。

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
説明します。

Armor 
ControlLogix
コンポーネ
ン トの仕様

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

Armor ControlLogix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説明します。

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説明します。

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

1756-PB72電源の製品規格、 寸法、 環境データ、 および認
証に関する情報を説明します。

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
する情報を説明します。

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の設置
に関する一般的な指針を記載しています。
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ロックウェル・オートメーションでは、Web に製品の使用を支援するための技術情報を提供しています。

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

が機能せず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 
お客様のご意見は、より良いマニュアル作りに役立ちます。 マニュアルの改善に関するご提案があれば、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は、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。

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
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