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2 1768 CompactLogix 電源装置
お客様へのご注意

ソリッドステート機器はエレクトロメカニカル機器とは動作特性が異なりま
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。詳しくは、パブリケーション・ナンバー SGI-1.1『ソリッド・ス
テート・コントロール　ソリッドステート装置のアプリケーション、設置、
および保守のための安全ガイドライン』( 当社の営業所または
http://www.literature.rockwellautomation.com からオンラインで入手可能 ) を
参照してください。さらにソリッドステート機器はいろいろな用途に使われ
ることからも、この機器の取扱責任者はその使用目的が適切であるかどうか
を十分確認してください。

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。

本書で示す図表やプログラム例は本文を容易に理解できるように用意されて
いるものであり、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ってくることが多いため、当社では
図表などで示したアプリケーションを実際の作業で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
て特許上の問題が生じても、当社は一切責任を負いません。

書面による当社の許可がない限り、本書に記載されている内容の全部または
一部を複製することは禁止されています。製品改良のため、仕様などを予告
なく変更することがあります。

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。

警告

本書内の「警告」は、人体に障害を加えうる事項、および装置の損
傷または経済的な損害を生じうる、危険な環境で爆発が発生する可
能性がある操作や事項を示します。

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。

注意 本書内の「注意」は正しい手順を行なわない場合に、人体に障害を
加えうる事項、および装置の損傷または経済的な損害を生じうる事
項を示します。「注意」によって、危険の認識、危険の回避、さら
に二次的に発生しうる損害の把握を促します。

感電の危険

危険な電圧が存在する恐れがあることを知らせるためにドライブや
モータなどの機器の上または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なっている恐れがあることを知らせるために、
ドライブやモータなどの機器の上または内部にラベルを貼っていま
す。
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1768 CompactLogix 電源装置 3
環境およびエンクロージャ

注意 この装置は、過電圧カテゴリ II アプリケーション (IEC Pub. 
No.66064-1 に定義するように )、高度 2000m までディレーティング
なしの、汚染度 2 の産業用環境で使用されることを意図していま
す。

この装置は、IEC/CISPR Pub. No.11 に従う、グループ 1, クラス A 産
業用装置と考えられます。適切な事前注意なしでは、伝導性と放射
性の外乱があるために、他の環境では、電磁波による障害を受けな
いようにするには困難です。

この装置は、「開放型」装置として出荷されています。存在する特
定の環境条件に適合するように設計され、帯電部に触れることに
よって人体に危険が及ぶことを防ぐように適切に設計された、エン
クロージャ内に取付ける必要があります。このエンクロージャは適
切な難燃性を持つもので、火炎の広がりを防ぐか最小限に抑えるも
ので、金属製でない場合の火炎伝播率は 5VA, V2, V1, V0 ( またはこ
れらと同等 ) であることを必要とします。エンクロージャの内部に
は、ツールを使用することによってのみアクセス可能でなければな
りません。本書の続くセクションには、特定の製品の安全要件を満
たすために必要となる、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：

その他の設置要件については、『配線および接地のガイドライン』
(Pub. No. 1770-4.1) を参照してください。

エンクロージャのタイプによって異なる保護レベルの説明について
は、対応する NEMA 規格 Pub. No. 250 および IEC Pub. No.60529 を
参照してください。
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4 1768 CompactLogix 電源装置
北米における危険な領域に関する規格

この装置を危険な場所で操作する場合
に、以下の情報が適用されます。

The following information applies when 
operating this equipment in hazardous 
locations:

「CL I, DIV 2, GP A, B, C, D」とマーク
されている製品は、クラス I ディビ
ジョン 2 グループ A, B, C, D の危険な
領域および危険でない領域での使用に
のみ適しています。各製品は、定格を
示す銘板にマーキングされたように出
荷されており、危険な場所の温度コー
ドを示しています。システム内で製品
を組み合わせる場合、最も厳しい温度
コード ( 最低の“T”番号 ) を使用す
ると、システム全体の温度コードを判
別する場合に役立ちます。システム内
での装置の組合せは、取付け時に各地
域の管轄機関による検査を受ける必要
があります。

Products marked "CL I, DIV 2, GP A, B, C, 
D" are suitable for use in Class I Division 2 
Groups A, B, C, D, Hazardous Locations and 
nonhazardous locations only. Each product is 
supplied with markings on the rating 
nameplate indicating the hazardous location 
temperature code. When combining products 
within a system, the most adverse 
temperature code (lowest "T" number) may 
be used to help determine the overall 
temperature code of the system. 
Combinations of equipment in your system 
are subject to investigation by the local 
Authority Having Jurisdiction at the time of 
installation.

警告 爆発の危険性

• 電源を切断するか、また
は領域が危険でないとわ
かるまでは、装置を切り
離さないでください。

• 電源を切断するか、また
は領域が危険でないとわ
かるまでは、コネクタを
外さないでください。こ
の製品に付属するねじ、
スライディングラッチ、
ねじ式のコネクタ、また
は他の方法を使用して、
この装置に一致するよう
に、確実に外部接続を行
なってください。

• コンポーネントを置き換
えると、クラス I, ディビ

ジョン 2 への適合性を損
ないます。

• 製品にバッテリが含まれ
ている場合は、領域が危
険でないとわかったとき
にのみバッテリを交換し
てください。

警告 EXPLOSION HAZARD
• Do not disconnect equipment 

unless power has been 
removed or the area is known 
to be nonhazardous. 

• Do not disconnect 
connections to this equipment 
unless power has been 
removed or the area is known 
to be nonhazardous. Secure 
any external connections that 
mate to this equipment by 
using screws, sliding latches, 
threaded connectors, or other 
means provided with this 
product.

• Substitution of components 
may impair suitability for 
Class I, Division 2.

• If this product contains 
batteries, they must only be 
changed in an area known to 
be nonhazardous.
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静電防止対策

安全回路

安全上の理由からマシンに取付けられた回路 ( オーバトラベル・リミット・

スイッチ、停止押しボタン、およびインターロックなど ) は、マスタ・コン

トロール・リレーに必ずハード配線する必要があります。これらのデバイス
は、直列に配線していずれかの 1 つのデバイスが開いたときにマスタ・コン

トロール・リレーがオフして、マシンへの電源が断たれるようにする必要が
あります。これらの回路には、機能が無効になるような変更を行なわないで
ください。人体に重大な危険を及ぼしたり、マシンに損傷を与える恐れがあ
ります。

配電

マスタ・コントロール・リレーは、リレーをオフした場合に、マシンの I/O
デバイスへの電力を除去することによってすべてのマシンの動きを禁止する
ことができるようにしなければなりません。マスタ・コントロール・リレー
がオフしても、コントローラの電源は投入された状態にしておくことをお奨
めします。

注意 この装置には、内部的に損傷し通常の動作に影響する恐れがある、
静電気 (ESD) に敏感な部品が含まれています。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のコネクタまたはピンに触れないこと。

• 装置内の回路に触れないこと。

• できれば、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。

警告

爆発の危険性：回路に通電している状態で、コネクタの接続や取り
外しを行なわないでください。
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6 1768 CompactLogix 電源装置
DC 電源を使用している場合は、AC ライン側ではなく負荷側で遮断します。

これによって、電源切断が余計に遅れることを防ぎます。DC 電源は、ヒュー

ズ保護された 2 次側のトランスから直接電力を供給する必要があります。DC
入力と出力回路への電力は、マスタ・コントロール・リレーのセットの接点
を介して接続する必要があります。

電源に関する注意事項

ここでは、Compact I/O システムにおいて注意すべき電源に関する注意事項に

ついて説明しています。

メイン電源の切断

メイン電源ディスコネクトスイッチは、オペレータと保守要員が素早く簡単
に操作できる場所に取付ける必要があります。コントローラに制御されるマ
シンまたはプロセスを動作する前に、電力を遮断するだけでなく、他のすべ
ての動力源 ( 空圧および油圧 ) をオフする必要があります。

絶縁トランス

AC ライン側に絶縁トランスを使用することをお奨めします。このタイプのト

ランスは、配電システムから絶縁して電気的なノイズを低減するため、多く
の場合、ライン電圧を下げるステップ・ダウン・トランスとして使用されま
す。Compact I/O システムに使用されるトランスには、負荷に対する適切な定

格電力が必要です。定格電力は、ボルトアンペア (VA) 単位で表します。

電源の突入電流

電源投入時、この電源は短時間の突入電流を内部コンデンサに充電すること
ができます。多くの電源ラインと制御トランスは、短時間突入電流を供給し
ます。電源が突入電流を供給できない場合、電源電圧が一瞬降下することが
あります。

突入電流の制限と電圧降下がシステムに与える唯一の影響は、電源コンデン
サの充電にさらに時間がかかるようになることです。ただし、電圧降下が他
の装置に与える影響も考慮する必要があります。例えば、極端な電圧降下に
よって同じ電源に接続されたコンピュータがリセットされることがあります。

以下の注意事項によって、電源で高突入電流を供給する必要があるかどうか
を判断してください。

警告

爆発の危険性：電源を切断するまでは、コンポーネントを交換した
り、装置を切り離さないでください。
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1768 CompactLogix 電源装置 7
• システム内のデバイスの電源投入シーケンス

• 突入電流が供給されない場合の電源電圧の降下量

• システム内の他の装置に与える電圧降下の影響

システム全体を同時に電源投入すると、電源電圧の短時間の降下は、通常、
装置には影響しません。

電源の損失

電源は、短時間の電源損失であれば、システムの動作に影響を与えることな
く耐えられるように設計されています。電源が断たれてもシステムが完全に
稼働し続けることができる時間を、「ライドスルー時間」と呼びます。電源の
ライドスルー時間は I/O のタイプと状態によって異なりますが、通常は

25msec です。ライドスルー時間が終わりに達すると、電源の PWR ステータ

スインジケータが切り換わります。

ライドスルー時間が終了してもまだ電源に電力が戻っていない場合、さらに
「ホールドアップ時間」という期間が開始します。ホールドアップ時間中、電
源からシステムの一部に給電が継続されます。この時間は通常、5msec です。

ホールドアップ時間を過ぎても電源損失状態が続く場合、電源はそれ以上十
分な DC 電源を供給できなくなります。この時点で、電源をシャットダウン

して、システムはコントローラに所定のシャットダウンを実行する必要があ
ります。コントローラの所定のシャットダウン中、「延長ホールドアップ時
間」と呼ぶ期間が発生します。延長ホールドアップ時間は、8 ～ 12sec ありま

す。この期間中、電源からの電力供給はコントローラに対してのみとなり、
システム内の他の装置へは一切供給されません。

電源切断時の入力の状態

前述の電源ホールドアップ時間は、入力のオンとオフの時間より長いのが一
般的です。このため、電源が断たれたときの「オン」から「オフ」への入力
状態の変化は、電源がシステムをシャットダウンする前に、プロセッサに
よって記録されます。この概念を理解していることは重要です。ユーザプロ
グラムは、この事実を考慮して作成する必要があります。

その他の電源の状態

場合によっては、システムへの電源が一時的に遮断されることがあります。
また、電圧レベルが一定期間、通常のライン電圧範囲より大幅に低下する可
能性もあります。どちらの状況も、システムの電源損失と考えられます。
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マスタ・コントロール・リレー

ハード配線されたマスタ・コントロール・リレー (MCR) は、非常時にマシン

をシャットダウンするための確実な方法です。マスタ・コントロール・リ
レーを使用すると非常停止スイッチをさまざまな場所に配置することができ
るので、安全性の観点から、マスタ・コントロール・リレーの設置が重要に
なります。オーバトラベル・リミット・スイッチまたはマッシュルーム型押
しボタンを直列に配線し、いずれかが開いた場合に、マスタ・コントロー
ル・リレーがオフするように配線します。これによって、入力と出力デバイ
スの回路への電力が断たれます。

• 外部 DC 電源を使用している場合は、AC ライン側ではなく DC 出力側で

遮断します。これによって、電源切断が余計に遅れることを防ぎます。

• DC 出力電源の AC ラインは、ヒューズ保護する必要があります。

• マスタ・コントロール・リレーのセットを、DC 電力を供給する入力と出

力回路に直列に接続します。

メイン電源ディスコネクトスイッチは、オペレータと保守要員が素早く簡単
に操作できる場所に取付けます。エンクロージャ内にディスコネクトスイッ
チを取付ける場合は、エンクロージャの外にスイッチ操作ハンドルを取付け
て、エンクロージャをあけなくても電力を遮断できるようにします。

非常停止スイッチのいずれかが開いたときは、入力と出力デバイスへの電力
を遮断する必要があります。

外部 I/O 回路から電力を遮断するのにマスタ・コントロール・リレーを使用

している場合は、システムの電源に電力が供給され続けるので、プロセッサ
の診断インジケータは引き続き観察できます。

マスタ・コントロール・リレーには、システムのディスコネクトとしての機
能はありません。このリレーの目的は、オペレータが I/O デバイスのみをす

ぐにオフする必要がある状況に対応することです。端子接続の検査または取
付け、出力ヒューズの交換、またはエンクロージャ内の装置に関する作業を
行なうときには、ディスコネクトを使用してシステムの他の部分の電力を
シャットオフできます。

Compact I/O システムで、マスタ・コントロール・リレーを制御しないでくだ

さい。オペレータが非常停止スイッチとマスタ・コントロール・リレー間の
直接接続を安全に行なえるようにしてください。

注意
人体に重大な危険を及ぼしたり、マシンに損傷を与える恐れがある
ため、これらの回路に機能が無効になるような変更を行なわないで
ください。
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マスタ・コントロール・リレー回路の定期テスト

マスタ・コントロール・リレー回路内の各スイッチを含め、どの部分にも故
障発生の可能性があります。これらのスイッチの 1 つでも故障すると、回路

が開き、安全のための電源オフ機能に支障をきたす可能性が極めて高くなり
ます。さらに、これらのスイッチのいずれかが短絡した場合は、安全保護の
機能はまったく果たされなくなります。したがってこれらのスイッチは定期
的にテストを行ない、必要のときにマシンの動作を確実に停止できるように
しておく必要があります。

電源装置について

CompactLogix 電源装置は、CompactLogix バックプレーンに電力を供給しま

す。この電源装置は、以下の通り複数範囲で作動するデュアル入力供給式に
なっています。

• AC86 ～ 265V

• DC108 ～ 132V

この電源装置は、DC24V の外部電源も提供します。

CompactLogix 電源装置には、システムの給電のために 1768 CompactLogix コ

ントローラの設置が必要です。

• 電源装置は、スロット 0 にあるコントローラに対して DC24V を給電しま

す。

• コントローラはこの DC24V を DC5V に変換して、必要に応じて以下のよ

うに DC5V と DC24V の電力を分配します。

- コントローラ右側の 1769 I/O モジュールへの 5V/24V 電力

- コントローラ左側の通信モジュールまたはモーションモジュールへの
5V 電力

1768 CompactLogix システム

電源装置からコントローラに DC24V を供給

コントローラは、以下の
電力を供給します。
- 1768 通信モジュール

またはモーションモ
ジュールに DC5V

- 1769 I/O モジュール
に DC5V/DC24V

電源装置 1769 I/O通信または 
モーション
Pub.No. 1768-IN001A-JA-P - December 2005    



10 1768 CompactLogix 電源装置
CompactLogix 電源装置は、他の Logix 電源とは異なり、システムに給電する

前にコントローラの設置を必要とします。この要件により、この電源装置を
使用するときはいくつか心得ておくべき注意事項があります。

• システムの電源投入時および電源切断時に、動作が通常より長くなる場合
があります。

電源投入してから完全に立上がるまでは数秒かかるはずです。しかし、電
源切断時はかなり時間がかかるようになります。電源を切断すると、
CompactLogix コントローラはそのプログラムを内部メモリに書込むため、

ある程度の電力を使用します。このプログラムの書込み中、コントローラ
のステータスインジケータに状態が示されます。

• システムに電力供給が受けられない問題がある場合、その原因は電源にあ
る場合もそうでない場合も考えられます。

例えば、ローカルシャーシの 1769 I/O 部に 5V 短絡が存在する場合、コン

トローラはフォルト状態となり、1769 I/O への電力供給は短絡状態が解消

されるまで停止します。この場合、電源装置は正常動作を続け、コント
ローラに対する DC24V 供給も継続されます。

電源装置の問題に対するトラブルシューティングを行なうときは、18 ペー

ジを参照してください。

• ローカルシャーシ内の 1769 CompactLogix I/O モジュールは、1768 電源装

置から電力供給を受けます。ただし、1769 I/O モジュールに他のバンクが

ある場合、各バンクについて個別に 1769 電源装置を取付ける必要があり

ます。

• 1768 電源装置の距離定格は、1769 電源装置とは異なります。詳細は、16
ページを参照してください。

重要 システムから部品を取り外すときは、CompactLogix 電源を切断
して必ず電源とコントローラ上のステータスインジケータがす
べて消灯するのを待ってから行ないます。

コントローラがまだプログラムをメモリに書込んでいる最中に 
CompactLogix システムを取り外すと、書込みが完了していない
ため、ユーザプログラムを失うことになります。

重要 ローカルの 1768 CompactLogix バックプレーンに、1769 電源装置
を取付けないでください。
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1768 CompactLogix 電源装置 11
電源装置のヒューズの使用

CompactLogix 電源装置には、内部の適切な位置に交換不能なヒューズがはん

だ付けされています。このヒューズは、回路の短絡状態による火災の危険か
ら守ることを目的とするものです。入力電力と電源装置の端子台との間に
ユーザが交換可能なヒューズを取付けることをお奨めします。

電源装置の取付け

電源装置の取付けには、いくつかのステップを完了させる必要があります。

• 電源の取付け

• 電源の配線

• 電源の接地

1768 CompactLogix 電源装置は、その右側から電力を分配するため、システム

内の最も左側のモジュールとする必要があります。システムがバックプレー
ンでサポートできる電流の最大容量は、DC24V のときに 3.5A です。システ

ムが外部にサポートできる電流の最大容量は、DC24V のときに 0.25A です。

電源の切断

警告 1768 CompactLogix システムからこの電源を取り外したり挿入する
前に、電源を切断してください。電源投入状態で電源を取り外した
り挿入すると、アーク放電が発生することがあります。アーク放電
によって以下のことが発生して、人体に危険を及ぼしたり、装置が
損傷する恐れがあります。

• 誤った信号をシステムのフィールドデバイスに送信して、マシ
ンが予期しない動作を行なう。

• 危険な環境では爆発が発生する。

アーク放電が発生すると、電源とその対応コネクタの両方の接点が
極端に磨耗します。磨耗した接点によって、電気抵抗が発生するこ
とがあります。
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12 1768 CompactLogix 電源装置
電源の取付け

電源を取付けるときは、周囲との間隔と冷却作用について考慮してください。

最小間隔

エンクロージャの壁、ワイヤウェイ、隣接する装置などから間を空けてくだ
さい。適切な換気のために、以下のようにスペースを空けます。

• 装置の左右に 90mm (3.54 インチ ) の間隔をあける。

• 装置の上下に 105mm (4 インチ ) の間隔をあける。

過剰な放熱の抑制

ほとんどのアプリケーションでは、通常の対流冷却でシステムを指定された
動作範囲内に保持します。必ず指定された温度範囲を保持してください。通
常はエンクロージャ内のコンポーネント間に適切な間隔をあけることで、十
分に熱放散が行なわれます。

外気の取り入れには必ずフィルタを使用してください。CompactLogix システ

ムは、腐食性のある大気から保護するためにエンクロージャに入れてくださ
い。有害な汚染物質やほこりは、誤動作やコンポーネントの故障の原因にな
ります。極端な場合、エンクロージャ内に蓄積される熱から保護するために、
空調設備が必要になる可能性もあります。

注意 すべてのデバイスのパネルまたは DIN レール取付け中は、あらゆ
るゴミ ( 金属片、配線くずなど ) がモジュール内に混入しないよう
に注意してください。このようなゴミがモジュールに混入すると電
源投入時に損傷する可能性があります。
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1768 CompactLogix 電源装置 13
電源のパネルへの取付け

モジュールごとに 4 個のねじを使用して、電源をパネルに取付けます。M4 ま

たは #8 の平頭ねじを使用します。取付けねじは電源パネルの取付けタブごと

に必要です。

1. パネルにドリルでパイロットホールを開けます。

2. M4 または #8 ねじを使用して電源装置をパネルに取付けます。1.16Nm (10
インチポンド ) のトルクで締めます。

3. システム全体をパネルに取付ける場合、システム内の DIN レールのラッチ

がすべて閉じられていることを確認します。

DIN レールのラッチを閉じると、各モジュールが互いにロックされます。

電源の DINレールへの取付け

電源は、以下の DIN レールを使用して取付けることができます。

• 35 x 7.5mm (EN 50 022 - 35 x 7.5)

または

• 35 x 15mm (EN 50 022 - 35 x 15)

1. DIN レールのラッチを閉じます。

2. 電源装置の DIN レールの取付け部を DIN レールに押込みます。

一時的にラッチが開いて適切な位置でロックされます。
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14 1768 CompactLogix 電源装置
電源の配線

入力端子の配線

#14 AWG 75 °C 銅線を使用して、入力側を接続します。

1. 図に示すように、電源装置の端子台に入力電力を接続します。

a. ねじを反時計方向に回して、端子を開きます。

b. 端子に裸線を差し込みます。

c. ねじを時計方向に回して、ワイヤを付けた端子を締めます。

2. 電源装置の接地ねじを接続します。

この シンボルは、安全性を考慮して電気回路とアースの間に低インピー

ダンスパスを提供し、ノイズイミュニティを向上した保護アースグラウン
ド端子であることを示します。安全対策として、この接続は必ず行なって
ください。

警告 フィールド側を通電状態にしたまま配線の接続や切断を行なうと、
アーク放電が発生することがあります。危険な領域での取付けは爆
発を起こす原因ともなります。電源が切断されていること、または
危険な領域でないことを確認してから作業を進めてください。

保護アースグラウンド

L2 (–)

L1 (+)
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1768 CompactLogix 電源装置 15
オプションの出力端子の配線

#14 ～ 22 AWG 75 °C 銅線を使用して、DC24V 外部電源を接続します。

1. 図に示すように、電源装置の端子台に電力を接続します。

a. ねじを反時計方向に回して、端子を開きます。

b. 端子に裸線を挿入します。

c. ねじを時計方向に回して、ワイヤを付けた端子を締めます。

電源の接地

注意 この製品は DIN レールを介してシャーシグラウンドに接地されて
います。適切な接地を行なうために、亜鉛めっきされた黄色酸化鉄
の DIN レールを使用してください。腐食し、酸化する他の DIN
レールの材質 ( アルミニウム、プラスチックなど ) を使用するか、
または劣悪な配線管によって、接地が不適切または断続的になるこ
とがあります。DIN レールは取付け面に対して約 200mm (7.87 イン
チ ) ごとに固定し、終端にはエンドアンカーを適切に取付けます。

–

+
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16 1768 CompactLogix 電源装置
電源装置の接地は専用の接地棒を使用して接地バスに接続します。接地バス
はまた、DIN レールかパネル上で機能している接地にも接続する必要があり

ます。接地として機能するタブは、電源装置の左上にあります。

その他の詳細は、『配線および接地のガイドライン』(Pub. No. 1770-4.1) を参

照してください。

1769 I/O モジュールの 1768 CompactLogix システム内への取
付け

1769 Compact I/O モジュールを、1768 CompactLogix システム内で使用するこ

とができます。このモジュールは、コントローラの右側に取付ける必要があ
ります。1768 CompactLogix システム内では 1769 I/O モジュールの距離定格は

8 で、ローカルシャーシ内に 1769 I/O モジュールを 8 台まで取付け可能であ

ることを意味します。

1768 CompactLogix システムにおける I/O モジュール配置の詳細は、『1768 
CompactLogix コントローラ　ユーザーズマニュアル』(Pub. No. 1768-UM001)
を参照してください。

重要 1768 CompactLogix 電源は、1768 システムに電力を供給するコント
ローラと共に動作するため、1768 CompactLogix システムの距離定
格は 1769 CompactLogix システムとは異なります。

1768 システムでは、1769 I/O モジュールとこのコントローラとの間
隔が距離定格となります。1769 システムでは、1769 I/O モジュール
と電源との間隔が距離定格となります。

保護アースグラウンド

機能している接地

専用の接地棒

接地バス
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1768 CompactLogix 電源装置 17
熱放散

入力電力要件

25W

20W
15W

10W
5W

0W 90W45W 60W 75W15W 30W6W

熱放散 (W)

出力電力 (W)
44027

12W

30W

90W

75W
60W

45W
30W
15W
6W
0W 120W60W 80W 100W

118W

20W 40W

18W

バックプレーン
および補助電力
(W)

入力電力 (W)
44026
Pub.No. 1768-IN001A-JA-P - December 2005    



18 1768 CompactLogix 電源装置
LED インジケータの解釈

CompactLogix 電源は、システムに給電するために CompactLogix コントロー

ラと共に動作します。電源とコントローラの両方を必要とするため、システ
ムにおける電力の問題をトラブルシューティングする際は、この両方を考慮
する必要があります。

システム電源の問題をトラブルシューティングするときは、CompactLogix 電

源の PWR ステータスインジケータと CompactLogix コントローラの PWR お

よび BUS PWR ステータスインジケータを利用します。電源とコントローラ

のステータスインジケータのトラブルシューティングは、一定の順序で行な
う必要があります。

1. 電源の PWR ステータスインジケータのトラブルシューティングを行ない

ます。

電源が正常に動作していない場合、コントローラも正しく動作しません。
まず電源に問題がないか診断を行ない、それらを解決した後に、コント
ローラのトラブルシューティングを開始する必要があります。

重要 ここでは全体を通じて多くの例を紹介し、1768 CompactLogix シス
テムのコンポーネントについての接続、再接続、交換を推奨してい
きます。コンポーネントの接続、再接続、交換を行なう際は、必ず
その前に電源を切断して、システムのステータスインジケータがす
べて消灯していることを確認します。

電源の PWR
ステータスイン
ジケータの表示 意味 処置

消灯 以下のいずれかです。
• 電源が切断されてい

るか、電力が十分で
はない。

• 1768 システムに短
絡 / 過負荷状態が存
在する。

• 電源の交換が必要で
す。

　
• 電源装置が投入されていること、および

十分な入力電力のために正しく接続され
ていることを確認する。

• システム内の部品の接続をすべて切断し
て、電源装置を孤立させてから、電源を
投入する。インジケータ

• 電源装置を交換する。

緑色 電源装置は正常に動作
している。

電源装置に対してとるべき処置は何もない。
コントローラの PWR と BUS PWR ステータ
スインジケータをチェックして、システム全
体が正常に動作していることを確認する。
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1768 CompactLogix 電源装置 19
赤色 電源装置が 1768 モ
ジュールに対する有効
な 24V 電力を生成で
きない。

A.システムから全モジュールを切り離す。

B.電源を再投入する。

C. PWR ステータスインジケータをチェック
する。

• ステータスインジケータが赤色のまま
のときは、電源装置を交換する。

• ステータスインジケータが緑色のとき
は、システム内の他のモジュールのい
ずれかが赤色に点灯する原因です。次
のステップに進む。

D.1768 モーションモジュールまたは通信モ
ジュールのいずれかを再度取付ける。

E. 電源を再投入する。

• ステータスインジケータが緑色のとき
は、1768 コントローラまたは 1769 I/O
モジュールのいずれかが赤色に点灯す
る原因です。

コントローラおよび 1769 I/O モジュー
ルをトラブルシューティングするとき
は、20 ページを参照してください。

• ステータスインジケータが赤色のまま
のときは、1768 通信モジュールまたは
モーションモジュールのいずれかが赤
色に点灯する原因です。次のステップ
に進む。

F. 1768 通信モジュールまたはモーションモ
ジュールを 1 台ずつシステムから切り離
す。

G. 各モジュールをシステムから取り外した
ら、取り外すたびに電源装置を再投入し
て、PWR ステータスインジケータを
チェックする。

• ステータスインジケータが緑色のとき
は、その直前に切り離した 1768 モ
ジュールが赤色に点灯する原因で、交
換が必要です。

• ステータスインジケータが赤色のまま
のときは、PWR ステータスインジケー
タが緑色に変わるまで 1768 モジュール
の切り離し作業を続ける。

電源の PWR
ステータスイン
ジケータの表示 意味 処置
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20 1768 CompactLogix 電源装置
2. 電源が正常に動作している場合は、コントローラの PWR ステータスイン

ジケータのトラブルシューティングを行ないます。

重要 このステップでは、システムの組立てが完了済みで、電源の PWR
ステータスインジケータは緑色であることを前提としています。

コントローラの
PWR ステータス

インジケータの表示 意味 処置

消灯 コントローラまたは電
源装置のいずれかが正
常に動作していない。
この場合、コントロー
ラの PWR ステータス
インジケータは緑色
で、コントローラの方
に問題があるのが最も
ありうるケースです。

A.システム内のモジュールがすべて正
しく取付けられ、互いに確実に接続
されていることを確認する。

コントローラの PWR ステータスイン
ジケータが消灯したままのときは、
次のステップに進む。

B. 1768 通信モジュールまたはモーショ
ンモジュールのいずれかを切り離す。

C.電源装置のすぐ隣にコントローラを
取付け直してから、電源を再投入す
る。

D.コントローラの PWR ステータスイン
ジケータが消灯したままのときは、
コントローラを交換する。

E. コントローラを新しくしても PWR ス
テータスインジケータが消灯したま
まのときは、電源装置を交換する。

緑色 コントローラによる
1768 モジュールへの
電力供給は正常に動作
している。

コントローラの BUS PWR ステータスイ
ンジケータをチェックして、システム
全体が正常に動作していることを確認
する。

赤色 以下のいずれかです。
• コントローラの交換

が必要です。

• システムに 1768 通
信モジュールまたは
モーションモジュー
ルを取付けている場
合、1768 モジュー
ルのうちいずれかの
交換が必要です。

A.システムから 1768 通信モジュールま
たはモーションモジュールのすべて
の接続を切り離す。

B.電源を再投入する。

C.コントローラの PWR ステータスイン
ジケータをチェックする。

• ステータスインジケータが緑色の
ときはコントローラは正常に動作
しているが、他の 1768 モジュール
のいずれかの交換が必要です。

1768 モジュールをトラブルシュー
ティングするときは、それぞれの
該当するインストレーションイン
ストラクションを参照してくださ
い。参考資料については、26 ペー
ジを参照してください。

• ステータスインジケータが赤色の
ままのときは、コントローラを交
換する。
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1768 CompactLogix 電源装置 21
3. コントローラの PWR ステータスインジケータが緑色のときは、コント

ローラの BUS PWR ステータスインジケータのトラブルシューティングを

行ないます。

重要 このステップでは、電源装置とコントローラの両方の PWR ステー
タスインジケータが緑色であることを前提としています。

コントローラのBUS 
PWR ステータス

インジケータの表示 意味 処置

消灯 コントローラの交換が
必要です。

コントローラを交換する。

緑色 コントローラは正常に
動作している。

なし

赤色(1)

(1) コントローラに電源を投入すると、BUS PWR ステータスインジケータは一瞬赤色になり、問題

がなければ緑色に変わります。ただし、BUS PWR が赤色のままのときは、表を利用して診断を

行ない、すべての問題を解決する必要があります。

以下のいずれかです。
• コントローラの交換

が必要です。

• システムに 1769 I/O
モジュールを取付け
ている場合、このモ
ジュールのうちいず
れかの交換が必要で
す。

• ローカルの I/O バン
クに 1769 電源があ
る。

A.ローカルの I/O バンクに 1769 電源が
ある場合、それを切り離してから電
源を再投入する。

BUS PWR ステータスインジケータが
赤色のままのときは、次のステップ
に進む。

B.システムから 1769 I/O モジュールの
接続を切り離す。

C.電源を再投入する。

D.コントローラの BUS PWR ステータス
インジケータをチェックする。

• ステータスインジケータが緑色の
ときはコントローラは正常に動作
しているが、他の 1769 I/O モ
ジュールのいずれかの交換が必要
です。

1769 I/O モジュールをトラブル
シューティングするときは、それ
ぞれの該当するインストレーショ
ンインストラクションを参照して
ください。

• ステータスインジケータが赤色の
ままのときは、コントローラを交
換する。
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ユーザ電源の過電流状態

電源は、過電流状態になるとシャットダウンします。すべての出力はラッチ
オフし、過電流がなくなり、電源を切断後に再投入するまでその状態が続き
ます。電源シャットダウンの後に、ユーザプログラムを再ロードします。

仕様

注意

DC24V ユーザ電源シャットダウンによる予期しない動作を防ぐた
めに、DC24V 入力チャネルで DC24V ユーザ出力をモニタします。

CompactLogix 電源装置－ 1768-PA3

項目 説明

入力電圧範囲 AC85 ～ 265V
DC108 ～ 132V

入力周波数範囲 47 ～ 63Hz (AC85 ～ 265V)
最大入力電力 120VA/120W
公称突入電流 AC85 ～ 132V のとき 25A

AC195 ～ 265V のとき 50A
DC108 ～ 132V のとき 25A

最大突入電流 AC85 ～ 132V のとき 50A
AC195 ～ 265V のとき 80A

効率 通常 75%
北米温度コード T3
最大消費電力 118W(1)

最大熱放散 28W(2)

絶縁 ( 定格連続電圧 ) 250V,  強化絶縁タイプ、システムに対する AC 入力および
DC24V 補助

150V, 基礎絶縁タイプ、システムに対する DC24V 補助
DC4300V のとき 60sec 間をテスト済み、システムに対する AC

入力および DC24V 補助
DC2200V のとき 60sec 間をテスト済み、システムに対する

DC24V 補助

ヒューズ 適切な位置に交換不能なヒューズをはんだ付け(3)

推奨外部過電流保護 28.5 ～ 36.7A2 s のとき 4 ～ 6A
最大過電流保護 15A ( ユーザ供給 )
導線 ( ワイヤサイズ ) 14 ～ 22 AWG (2.5 ～ 0.25mm2) 銅製の単線またはより線で定格

75 ℃以上
1.2mm (3/64 インチ ) 絶縁最大

導線 ( カテゴリ ) 1(4)
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導線のねじ締付けトル
ク ( インチ単位 )

5 インチポンド

導線のねじ締付けトル
ク ( メートル単位 )

0.6Nm

概算寸法 (HxWxD) 131.25 x 132.75 x 105.50mm (5.17 x 5.23 x 4.15 インチ )
概算重量 0.98kg (2.15 ポンド )
連続出力 90W ( 最大 ) バックプレーン DC24V：3.5A

ユーザアクセス可能な端子台 DC24V：0.25A
連続出力 6W ( 最小 ) バックプレーン DC24V：0.25A

ユーザアクセス可能な端子台 DC24V：0.0 A
出力 #1：バックプレーン DC24V

ライドスルー時間
AC ( 最小 )

90W のとき 25msec

完全作動ホールド
アップ時間 ( 最小 )

90W のとき 5msec

延長ホールドアップ
時間 ( 最小 )

1.25W のとき 8 ～ 12sec

出力 #2：フロントパネルの端子台 DC24V
最大電圧 18 ～ 27.60V ( フロントパネルで )
出力無効 ホールドアップ時間中、出力は無効

(1) 消費電力の詳細は、17 ページを参照してください。

(2) 熱放散の詳細は、17 ページを参照してください。

(3) このヒューズは、回路の短絡状態による火災の危険から守ることを目的とするものです。
(4) 導線の敷設を計画する際にはこの導線カテゴリ情報を使用してください。『配線および接地のガ

イドライン』(Pub. No. 1770-4.1) を参照してください。

CompactLogix 電源装置－ 1768-PA3

項目 説明
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環境条件

項目 説明

動作温度 IEC 60068-2-1 ( テスト Ad, 動作時の耐寒性 )、
IEC 60068-2-2 ( テスト Bd, 動作時の耐乾熱性 )、
IEC 60068-2-14 ( テスト Nd, 動作時の耐熱衝撃性 )： 
0 ～ 60 ℃ (32 ～ 140°F)

非動作温度 IEC 60068-2-1 ( テスト Ad, 開梱状態で非動作時の耐寒性 )、
IEC 60068-2-2 ( テスト Bd, 開梱状態で非動作時の耐乾熱性 )、
IEC 60068-2-14 ( テスト Na, 開梱状態で非動作時の耐熱衝撃性 )： 
-40 ～ 85 ℃ (-40 ～ 185°F)

相対湿度 IEC 60068-2-30 ( テスト Db, 開梱状態の耐湿熱性 )： 
5 ～ 95% ( 結露なきこと )

振動 IEC 60068-2-6 ( テスト Fc, 動作時 )： 
5G (10 ～ 500Hz のとき )

動作時の衝撃 IEC 60068-2-27 ( テスト Ea, 開梱状態での衝撃 )： 
30G

非動作時の衝撃 IEC 60068-2-27 ( テスト Ea, 開梱状態での衝撃 )： 
50G

エミッション CISPR 11：
グループ 1, クラス A

静電放電 IEC 61000-4-2： 
4kV 接点放電
8kV 空中放電

電磁放電 IEC 61000-4-3：
10V/m (1kHz 正弦波 80%AM 30 ～ 2000MHz)
10V/m (200Hz 50% パルス、900MHz のとき 100%AM)
10V/m (200Hz 50% パルス、1890MHz のとき 100%AM)
1V/m (1kHz 正弦波 80%AM 2000 ～ 2700MHz)

高速過渡過電流 
イミュニティ

IEC 61000-4-4： 
電源ポートで 5kHz のとき± 4kV

サージ過渡イミュ
ニティ

IEC 61000-4-5：
電源ポートのライン間 (DM) ± 2kV およびライン - アース間 (CM) 
± 4kV 

伝導性放射イミュ
ニティ

IEC 61000-4-6： 
10V rms (1kHz 正弦波 80%AM 150kHz ～ 80MHz)

エンクロージャ 
タイプ定格

なし ( 開放型 )

電圧変動 IEC 61000-4-11： 
電源ポートで 0 ～ 180° のとき 1 期間につき 30% 低下
AC 電源ポートで 5 ～ 50 期間につき 60% 低下
AC 電源ポートで 15 分につき± 10% 変動
AC 電源ポートで 250 期間につき >95% 割込み
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認可

認可(1) ( 製品にマー
クがある場合 ) 説明

c-UL-us　 
　

c-UL-us　 
　 
　

CE　
　
　
　
　
　
　
　
　

C-Tick

UL リスト、産業用制御装置。米国とカナダに対する認可。 
『UL File E65584』を参照してください。

クラス I, ディビジョン 2 グループ A, B, C, D 危険な領域に対して
UL リスト、米国とカナダに対する認可。『UL File E194810』を参
照してください。

EU 89/336/EEC EMC 指令、以下に準拠する。
EN 50082-2; 産業イミュニティ
EN 61326; 測定 / 制御 / 試験場、産業要件
EN 61000-6-2; 産業イミュニティ
EN 61000-6-4; 産業エミッション
EN 61131-2; プログラマブルコントローラ (Clause 8, Zone A & B)

EU 73/23/EEC LVD, 以下に準拠する。 
EN 61010-1; 測定 / 制御 / 試験場

オーストラリア無線通信法、以下に準拠する。 
AS/NZS CISPR 11; 産業エミッション

(1) 適合宣言、認可、および他の承認の詳細は、www.ab.com の Product Certification リンクをご覧く

ださい。
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追加情報

ご使用の電源に関係する製品について、以下の資料も参照してください。

出版物を参照またはダウンロードする場合は、
http://www.literature.rockwellautomation.com から行なうことができます。技術

資料をハードコピーでお求めの場合は、お近くのロックウェル・オートメー
ション代理店か営業支店までお問い合わせください。

CompactLogix は、Rockwell Automation, Inc. の登録商標です。

内容 マニュアル名 Pub. No.
CompactLogix コントローラの
使用方法の説明

1768 CompactLogix コントローラ　イ
ンストレーションインストラクション

1768-IN004

1768 CompactLogix コントローラ　
ユーザーズマニュアル

1768-UM001

CompactLogix EtherNet/IP モ
ジュールの使用方法の説明

EtherNet/IP 通信モジュール　インスト
レーションインストラクション )

1768-IN002

Logix5000 制御システム内の
EtherNet/IP 通信モジュール　ユーザー
ズマニュアル

ENET-UM001

CompactLogix SERCOS イン
ターフェイスモジュールの使
用方法の説明

CompactLogix SERCOS インターフェ
イスモジュール　インストレーション
インストラクション

1768-IN005

Motion Modules in Logix5000 Control 
Systems User Manual

LOGIX-UM002

Compact I/O モジュールの説明 Compact I/O 選択ガイド 1769-SG002

配線と接地を適切に行なうた
めの技法に関する詳細情報

配線および接地のガイドライン 1770-4.1
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Notes:
Pub.No. 1768-IN001A-JA-P - December 2005    



当社のサポートサービス

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://support.rockwellautomation.com では、技術

資料、知識ベースの FAQ、テクニカルノートやアプリケーションノート、サ

ンプルコードやソフトウェア・サービス・パックへのリンク、およびこれら
のツールを最大限活用するようにカスタマイズできる MySupport 機能を探すこ

とができます。

設置、構成、およびトラブルシューティングのさらなるテクニカル電話サポー
トのために、TechConnect Support programs を提供しています。詳細は、代理

店またはロックウェル・オートメーションの支店に問い合わせるか、または
http://support.rockwellautomation.com をご覧ください。

設置支援

設置から 24 時間以内にハードウェアモジュールに問題が発生した場合は、ま

ず本書に記載された情報を検討してください。また、モジュールの起動と動
作を初期支援する特別な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、製造工場から出荷されるときに製品
について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。

米国 1.440.646.3223 月曜日～金曜日、AM8:00 ～ PM5:00 
( 東部標準時間 )

米国以外 テクニカルサポートについては、地域のロックウェル・オートメーション
の代理店に連絡してください。

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
番号に問い合わせる )。

米国以外 返品手続きについては、地域のロックウェル・オートメーションの支店に
お問い合わせください。
Publication Number 1768-IN001A-JA-P  -  December 2005 PN 953002-03
Copyright © 2005 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S.A.
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