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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。『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』(Safety Guidelines for the Application, 
Installation and Maintenance of Solid State Controls (Pub.No. SGI-1.1) )( 当社の営業所

または http://www.rockwellautomation.com/literature/ からオンラインで入手可能 ) に、

ソリッドステート機器とハード配線エレクトロメカニカル機器との重要な相違点が記載
されています。この相違点、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充分確認し
てください。

いかなる場合でも、Rockwell Automation, Inc. は、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。

Rockwell Automation, Inc. の書面による許可なく本書の全部または一部の内容を複製す

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。

警告 本書内の「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、危険な環境で爆発が発生する可能性が
ある操作や状況に関する情報を示します。 

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、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
険を識別、回避し、起こりうる結果の認識を助けるための注意事項。

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
モータなどの装置の上または内部にラベルを貼っています。

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装置の上または内部にラベルを貼っています。

感電の危険

やけどの危険

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/sgi-in001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/sgi-in001_-en-p.pdf
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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. 
60664-1 に定義するように )、高度 2000m (6562 フィート ) 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

いようにするのは困難です。

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。
Publication  1768-IN004D-JA-P - December 2009

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1770-in041_-en-p.pdf
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欧州における危険な領域に関する規格

1768-L43S コントローラまたは 1768-L45S コントローラを欧州ゾーン 2
地域で取付ける場合は、以下を考慮してください。

1768-L43S コントローラおよび
1768-L45S コントローラに関する一般的な安全情報

欧州ゾーン 2 認可 ( 本製品に EX マークがある場合は、以下が適用されます )。

この装置は、欧州連合指令 94/9/EC により定義された爆発の危険がある大気

中での使用を意図しており、本指令の付属書類 II に記載された、ゾーン 2( 爆
発の危険がある大気中 ) での使用を意図する、カテゴリ 3 装置の設計および

構築に関する、重要な健康および安全の要件 (Essential Health and Safety 
Requirements) に適合することが判明しました。

重要な健康および安全の要件への適合は、EN 60079-15 および EN 60079-0
への適合により保証されました。

警告 • この装置は、ゾーン 2 環境で適用される場合、最低限 IP54 の保

護を提供するエンクロージャ内に取付ける必要があります。

• この装置は、アレン・ブラドリーにより定義された指定の定

格内で使用するものとします。

• ゾーン2環境で適用された場合、定格電圧が40%を超える過渡

外乱により超過しないよう防止処置を施すものとします。

• この装置は、日光またはその他の紫外線放射源に対する耐性

はありません。

• 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、外部接続を固定して

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、

装置を切り離さないでください。

注意 安全関連のプログラマブル・エレクトロニック・システム (PES) の
適用責任者は、このシステムの適用における安全要件を認識し、シ

ステムを使用してトレーニングを受けるものとします。
Publication 1768-IN004D-JA-P - December 2009
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北米における危険な領域に関する規格

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

Informations sur l’utilisation de cet 
équipement en environnements dangereux.

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.

Les produits marqués "CL I, DIV 2, GP A, B, C, D" ne 
conviennent qu'à une utilisation en environnements de 
Classe I Division 2 Groupes A, B, C, D dangereux et non 
dangereux. Chaque produit est livré avec des marquages sur 
sa plaque d'identification qui indiquent le code de 
température pour les environnements dangereux. Lorsque 
plusieurs produits sont combinés dans un système, le code de 
température le plus défavorable (code de température le plus 
faible) peut être utilisé pour déterminer le code de 
température global du système. Les combinaisons 
d'équipements dans le système sont sujettes à inspection par 
les autorités locales qualifiées au moment de l'installation.

Warning 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.

AVERTISSEMENT RISQUE D’EXPLOSION – 
• Couper le courant ou s'assurer 

que l'environnement est classé 
non dangereux avant de 
débrancher l'équipement.

• Couper le courant ou s'assurer 
que l'environnement est classé 
non dangereux avant de 
débrancher l'équipement.Fixer 
tous les connecteurs externes 
reliés à cet équipement à l'aide 
de vis, loquets coulissants, 
connecteurs filetés ou autres 
moyens fournis avec ce produit.

• La substitution de composants 
peut rendre cet équipement 
inadapté à une utilisation en 
environnement de Classe I, 
Division 2.

• S'assurer que l'environnement est 
classé non dangereux avant de 
changer les piles.
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静電防止対策

以下の情報は、危険な領域でこの装置を
動作する場合に適用します。

「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。

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、外部接続
を固定してください。

• 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。

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。
Publication 1768-IN004D-JA-P - December 2009
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CompactLogix コントローラについて

CompactLogix 1768-L43 および 1768-L45 コントローラは、中規模アプ

リケーションの Logix ソリューションを提供するよう設計されていま

す。Compact GuardLogix コントローラのカタログ番号は「S」で終わり

ます。これらの安全コントローラは、対応する標準コントローラより

も幅が広くなっています。

互換性の確認

以下の表に、互換性のある RSLogix 5000 ソフトウェアバージョンとコ

ントローラのファームウェアリビジョンを示します。

重要
コントローラを互換性のないソフトウェアやファームウェアで使

用すると、以下の現象が発生する可能性があります。

• RSLogix 5000 ソフトウェアでシリーズ B コントローラに接

続できなくなる。

• ControlFlashまたはAutoFlashユーティリティによるファー

ムウェアアップグレードに失敗する。

コントローラ RSLogix 5000 ソフト

ウェアのバージョン

コントローラのファー

ムウェアリビジョン

1768-L43 および

1768-L45、シリーズ B
16.03 16.23 

1768-L43S および

1768-L45S、シリーズ B
18 18

1768-L43、1768-L45 1768-L43S、1768-L45S
Publication  1768-IN004D-JA-P - December 2009
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必要なシステムコンポーネント

コントローラの取付けには、以下の 3 つの部品が必要です。

• 1768-L43、1768-L43S、1768-L45、または 1768-L45S 
CompactLogix コントローラ

• 1768-PA3 または 1768-PB3 電源

• 1769-ECR エンドキャップ

• 取付けねじ (M4 または #8 平頭ねじ )、または

以下の EN 50 022 DIN レールのいずれか :

– 35 x 7.5mm (1.38 x 0.30 インチ )

– 35 x 15mm (1.38 x 0.59 インチ )

• 1756-CP3 シリアルケーブル ( または自作ケーブル )

最小取付け間隔の要件

エンクロージャの壁、電線管、その他の装置から以下のように間隔を

あけてください。

重要 上記の間隔を取ることにより、ほとんどの状況でモジュールの過

熱を防止できます。

受入れ可能な温度範囲については、 33 ページの「仕様」を参照し

てください。

      31609-M

Power
OUT

L1

L2/N

90mm
(3.54

インチ )

105mm (4.13 インチ )

90mm
(3.54

インチ )

105mm (4.13 インチ )
Publication 1768-IN004D-JA-P - December 2009
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モジュールの配置

1768 コントローラ、電源、1768 I/O モジュール、1769 I/O モジュール

の適切な配置を決定するには、以下の要件に従います。

• 1768-L4xxコントローラを、1768 バックプレーンで最後のモ

ジュール ( 電源から最も遠い位置 ) になるように配置します。

• 1768 CompactLogix 電源は、電源装置の右側から電源を分配し、

システム内の最も左にあるモジュールにします。

• 最大 8 つの 1769 I/O モジュールを、ローカルバンクに配置

できます。

• ローカルバンクは 1768 電源で給電されます。

• 1769 I/O モジュールの最大 2 つのバンクを、1769-CRLx延長ケー

ブルを使用して接続できます。

• リモートバンクは、標準 1769 電源で給電されます。

重要 CompactLogix システム距離定格

1768 CompactLogix 電源はコントローラと連動して 1768 システム

に電源を供給するので、1768 CompactLogix システムでの距離定格

は、1769 CompactLogix システムでの距離定格と異なります。

1768 システムの場合、距離定格は 1769 I/O モジュールとコントロー

ラ間の距離です。1769 システムの場合、距離定格は 1769 I/O モ

ジュールと電源間の距離です。

1768 バックプレーン ( ローカル ) 
1768 コントローラ、電源、

および I/O モジュール
リモートバンク

1769 電源および

I/O モジュール

1769 バックプレーン
Publication  1768-IN004D-JA-P - December 2009
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• 最大 8 つの 1769 Compact I/O モジュールを、 リモートバンクの

1769 電源の両側に配置できます。距離定格については、モ

ジュールの仕様を参照してください。

• コントローラのタイプにより、ローカルバンクに配置できる

1768 モジュールの最大数、および最大 2 つのリモートバンクに

配置できる 1769 I/O モジュールの最大数が決まります。

コントローラの取付け

以下の手順に従って、コントローラを取付けてください。

1. コントローラをパネルまたは DIN レールに取付けます。

2. 取付けを確認します。

3. コントローラを接続します。

4. シリアルまたは Ethernet ドライバを構成します。

5. CompactFlash カードを取付けます ( オプション )。

6. コントローラファームウェアをダウンロードしてインストール

します。

重要
絶対に 1769 電源を、ローカルバンクに 1768 コントロー

ラと共に配置しないでください。メジャーフォルトが発

生します。

コントローラ ローカル 1768
モジュールの最大数

1769 I/O モジュール

の最大数

( ローカルおよび

リモート )

1768-L43、1768-L43S 2 16

1768-L45、1768-L45S 4 30

重要 DIN レールを使用してコントローラを取付ける場合は、ね

じを使用しないでください。コントローラを DIN レールに

載せてパネルにねじ留めすると、取付けタブを破損するこ

とがあります。
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コントローラのパネル取付け

平ねじを使用してコントローラを取付けるには、以下の手順に従って

ください。

1. 11 ページの「DIN レールへのコントローラの取付け」に示すよ

うに、CompactLogix モジュールを相互に接続します。

2. コントローラをテンプレートとして使用して、パネルにパイ

ロット穴の印を付けます。

3. M4 または #8 ねじ用にパイロット穴を開けます。

4. M4 または #8 ねじを 1.16Nm (10 ポンドインチ ) のトルクで締め

て、コントローラをパネルに取付けます。

5. 専用アースグラウンド杭を使用して、モジュールを接地バスに

接地します。

6. 接地バスを、パネルまたは DIN レールの機能しているアースグ

ラウンドに接続します。

DIN レールへのコントローラの取付け

注意 全装置の取付け中、金属チップやワイヤの切れ端などの

破片が、コントローラや I/O モジュールの内部に入り込

まないようにしてください。 コントローラやモジュールに

破片が入り込むと、コントローラが通電中に損傷する原

因になります。

注意 この製品は DIN レールからシャーシグラウンドに接地されます。

適切に接地するには、亜鉛めっきされた黄色酸化鉄黄の DIN レー

ルを使用してください。腐食、酸化の可能性がある他の DIN レー

ル材料 ( アルミニウムやプラスチックなど )、または劣悪な導線を

使用すると、接地が不適切または断続的になる可能性があります。

DIN レールを取付け表面に約 200mm (7.87 インチ ) 間隔で固定し、

エンドアンカーを適切に使用します。
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1768 コンポーネントの取付け

以下の手順に従って、コントローラを取付けてください。

1. コントローラを DIN レールに取付けます。

2. 追加の 1768 モジュールを、コントローラの左側に取付けます。

3. 1768 電源および他の 1768 モジュールを取付けます。

31595-M

a.

    31596 -M

b.

31597-M

    31598 -M

b
c

c

a

a

    31599-M
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1769 I/O モジュールの取付け

以下の手順に従って、1769 I/O モジュールをコントローラの右側に取

付けてください。

1. 上下のさね継ぎスロットを合わせて、モジュールを DIN レール

の方にスライドさせ、バスレバーが一列に並ぶようにします。

2. DIN レールのラッチを閉じます。

3. バスレバーを左にスライドさせて、モジュールを相互に接続し

ます。

注意 I/O モジュールを取付ける際、バスコネクタ同士を

しっかりとロックして、確実に電気接続されるように

します。
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4. さね継ぎスロット (a) を使用しバスレバー (b) をロックして、エ

ンドキャップを取付けます。

取付けの確認

コントローラを取付けて通電した後、PWR および I/O PWR ステータス

インジケータが点灯することを確認します。

インジケータがこれ以外の状態である場合は、29 ページの「システム

電源のトラブルシューティング」を参照してください。

a.

b.

a.

Power
OUT

L1

L2/N
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コントローラへの接続

1756-CP3 シリアルケーブルをコントローラのシリアルポートとワーク

ステーションに接続します。

独自のケーブルを作成するときは、以下のガイドラインに従ってくだ

さい。

• 図に示すようにコネク

タを配線します。

• ケーブルの長さを15.2m 
(50 フィート ) に制限し

ます。

• 両方のコネクタにシー

ルドを接続します。

通信ドライバの構成

コントローラのファームウェアを更新、またはコントローラをネット

ワークで使用する前に、ネットワーク固有の通信ドライバを構成する

必要があります。

16 ページの「シリアルドライバの構成」 または 18 ページの

「EtherNet/IP ドライバの構成」を参照してください。

警告 このモジュールまたはケーブルの反対側のシリアルデバイスに電源

が投入されている状態でシリアルケーブルを接続または切り離すと、

電気的なアークが起こることがあります。これによって、危険な領

域での取付けでは爆発が起こる可能性があります。

処置する前に、電力を除去するかまたは領域が危険ではなくなって

いることを確認します。

ワークステーション コントローラ

1 DCD
2 RDX
3 TXD
4 DTR

COMMON
6 DSR
7 RTS
8 CTS
9

1 DCD
2 RDX
3 TXD
4 DTR

COMMON
6 DSR
7 RTS
8 CTS
9

Publication  1768-IN004D-JA-P - December 2009



16    CompactLogix コントローラ 
シリアルドライバの構成

RSLinx ソフトウェアを使用して、ドライバをシリアル通信用に構成し

ます。 

1. Communication メニューから、Configure Drivers を選択します。

2. Available Driver Types プルダウンメニューから、RS-232 DF1 デ

バイスドライバを選択します。

3. Add New をクリックします。

4. ドライバの名前を入力し、OK をクリックします。
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5. Configure Devices ダイアログの Comm Port プルダウンメニュー

から、ケーブルを接続するワークステーションのシリアルポー

トを選択します。

6. Device プルダウンメニューから、Logix5550/CompactLogix を選

択します。

7. Auto-Configure をクリックします。

a. Auto Configuration Successful ダイアログが表示されたら、OK
をクリックします。

b. このダイアログが表示されない場合は、ステップ 5 に戻り、

正しい通信ポートを選択していることを確認します。

8. Close をクリックします。
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EtherNet/IP ドライバの構成

EtherNet/IP 通信用に、1768-ENBT または 1768-EWEB モジュールを使

用する必要があります。コントローラが 1768-L4xS の場合、シリーズ

B 1768-ENBT または 1768-EWEB モジュールを使用する必要がありま

す。これらのモジュールを、1768 バックプレーンのコントローラ左側

に 2 つまで取付けることができます。EtherNet/IP ネットワーク経由で

コントローラのファームウェアをロードするには、まず EtherNet/IP モ

ジュールの IP アドレスを設定する必要があります。IP アドレスは、

RSLogix 5000 ソフトウェアの Tools メニューにある BootP-DHCP ユー

ティリティを使用して設定します。

詳細は、『Logix5000 制御システム内の EtherNet/IP モジュール　ユー

ザーズマニュアル』(Pub.No. ENET-UM001) を参照してください。

コントローラの通信パスの設定

1. コントローラの RSLogix 5000 プロジェクトを開きます。

2. Communication メニューから、Who Active を選択します。

3. 通信ドライバをコントローラのレベルまで展開します。

4. コントローラを選択します。

5. 必要な操作を終了します。

操作 クリックするボタン

コントローラのプロジェクトをモニタする。 Go Online( オンラインにする )

プロジェクトのコピーをコントローラから

RSLogix 5000 ソフトウェアに転送する。

Upload( アップロード )

開いているプロジェクトをコントローラに転送

する。

Download( ダウンロード )
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CompactFlash カードの挿入または取り外し

以下の手順に従って、CompactFlash カードの挿入ま

たは取り外しを行なってください。

1. コントローラのフロントパネルにあるメモリ

カードのドアラッチを押して、ドアを手前側

に起こします。

2. カードをスロットから挿入または取り外し

ます。

3. メモリ・カード・ドアを閉じます。

制御ファームウェアのインストール

コントローラは機能するファームウェアなしで出荷されるため、コン

トローラを使用するにはまずファームウェアを入手してインストール

する必要があります。

ファームウェアリビジョンは RSLogix 5000 プログラミングソフトウェ

アから入手可能です。また、サポート Web サイト

http://support.rockwellautomation.com からもダウンロードできます。

RSLogix 5000 ソフトウェアのシリアルナンバーの入力が必要となりま

すのでご用意ください。

警告 電源が投入された状態で CompactFlash カードを挿入または取り外

すと、電気的なアークが発生することがあります。これによって、

危険な領域での取付けでは爆発が起こる可能性があります。

処置する前に、電力を除去するかまたは領域が危険ではなくなって

いることを確認します。

重要 コントローラファームウェアのインストールまたは更新時には、

更新プロセスをどのような形でも中断しないでください。ファー

ムウェア更新を中断すると、コントローラが動作不能になる可能

性があります。

動作不能なコントローラは、ロックウェル・オートメーションに

返品しなければなりません。
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ファームウェアをインストールするには、以下のいずれかの方法を使

用できます。

コントローラファームウェアを ControlFlash または AutoFlash ソフト

ウェアで更新するには、コントローラへのシリアルまたは他の接続が

必要です。

Ethernet 接続による更新は高速ですが、まず 1768-ENBT Ethernet モ
ジュールを取付けてから、Ethernet ネットワーク経由でコントローラに

接続する必要があります。

1768-ENBT モジュールの取付け、構成、および操作の詳細は、

『Logix5000 制御システム内の EtherNet/IP モジュール　ユーザーズマ

ニュアル』(Pub.No. ENET-UM001) を参照してください。

ControlFlash ソフトウェアによるファームウェアのインストール

1. ネットワークが接続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. Welcome ダイアログが表示されたら、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。

方法 参照ページ

RSLogix 5000 と共に出荷される ControlFlash、
Ver.8 以降のソフトウェア

20

RSLogix 5000 ソフトウェア内部で実行される

AutoFlash ソフトウェア

21

有効なファームウェアがロード済みの 1784-CF64 または

1784-CF128 CompactFlash カード

22

TIP 必要なネットワークを表示したら、まず RSLinx ソフト

ウェアでドライバをそのネットワーク向けに構成します。
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6. コントローラを選択し、OK をクリックします。

7. 必要なリビジョンレベルを選択し、Next をクリックします。

8. 更新を開始するには、Finish、Yes の順にクリックします。

OK ステータスインジケータが赤色に点滅し、更新が進行中で

あることを示します。更新が完了するとステータスボックスに

表示され、OK ステータスインジケータが緑色に点灯します。

9. OK をクリックします。

10. Cancel、Yes の順にクリックして ControlFlash ソフトウェアを終

了します。

AutoFlash ソフトウェアによるファームウェアのインストール

1. ネットワークが接続されていることを確認します。

2. RSLogix 5000 ソフトウェアを使用して、コントローラプロジェ

クトへのダウンロードを試みます。

必要なソフトウェアがコントローラにロードされない場合、

AutoFlash ソフトウェアが起動します。

3. 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。

4. ネットワークを展開して、コントローラを表示します。

5. コントローラを選択し、OK をクリックします。

6. 必要なリビジョンレベルを選択し、Next をクリックします。

7. 更新を開始するには、Finish、Yes の順にクリックします。

OK ステータスインジケータが赤色に点滅し、更新が進行中で

あることを示します。更新が完了するとステータスボックスに

表示され、OK ステータスインジケータが緑色に点灯します。

8. OK をクリックします。

9. Cancel、Yes の順にクリックして AutoFlash ソフトウェアを終了

します。

TIP 必要なネットワークを表示したら、まず RSLinx ソフト

ウェアでドライバをそのネットワーク向けに構成します。
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CompactFlash カードによるファームウェアのインストール

以下の手順に従って、RSLogix 5000 ソフトウェアを使用し、構成済み

のコントローラのプログラムとファームウェアを CompactFlash カード

に保存してください。ファームウェアは、構成済みのプログラムを保

存すると、CompactFlash カードに自動的に保存されます。

1. CompactFlash カードを構成済みのコントローラに取付けた状態

で、Controller Properties ダイアログの Nonvolatile Memory タブを

クリックします。

2. Load Image On Powerup をクリックして、カードに保存します。

3. カードを取り外し、ファームウェアとユーザプログラムをロー

ドするコントローラに挿入します。

4. 新しいコントローラを起動すると、CompactFlash カードに保存

されたイメージがロードされます。

DIN レールからの 1768 または 1769 モジュールの取り外し

モジュールを DIN レールから取り外す必要がある場合は、以下の手順

に従ってください。

1. コントローラの電源を切断し、電源とコントローラのすべての

ステータスインジケータが消灯するまで待ちます。

重要 コントローラがまだメモリにプログラムを書込み中にシステムの

一部を切断すると、プログラムは失われます。

Power
OUT

L1

L2/N

消灯
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2. 1768 モジュールを取り外します。

3. バスレバー (a) と DIN レールラッチ (b) のロックを解除して、

1769 モジュールを取り外します。

4. さね継ぎスロットに沿ってモジュールをスライドさせ、DIN
レールから外します。

Power
OUT

L1

L2/N

a. b.

a.

31607-M

Power
O U T

L 1

L 2 /N

c. d.

c.

Power
OUT

L1

L2/N

b. a.

b.
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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

インジ

ケータ

状態 説明

PWR

緑色 コントローラはシステム内の 1768 モジュールに給電し

ている。

消灯または

赤色

29 ページの「システム電源のトラブルシューティング」

を参照してください。

I/O PWR

消灯 コントローラを交換してください。

緑色 コントローラは正しく動作している。

赤色 / 緑色に

点滅、または

赤色に点灯

29 ページの「システム電源のトラブルシューティング」

を参照してください。

RUN 消灯 コントローラはプログラムまたはテストモードです。

緑色 コントローラはランモードです。

FORCE

消灯 タグに I/O 強制値が含まれていないか、I/O 強制が無効

です。

アンバー I/O 強制が有効。I/O 強制値が存在するかしないかはわ

からない。

アンバーに

点滅

1 つまたは複数の入力または出力アドレスが、オンまたは

オフ状態に強制されたが、強制は有効にされなかった。強

制を有効にするか、個々の I/O から強制を削除する。

MEM 
SAVE

消灯 ユーザプログラムおよび構成データがフラッシュメモ

リに実際に保存されていない。

緑色 ユーザプログラムおよび構成データがフラッシュメモ

リに保存されている。

I/O 消灯 コントローラの I/O 構成にデバイスが存在しないか、コ

ントローラにプロジェクトがない。

緑色 コントローラは、I/O 構成のすべてのデバイスと通信し

ている。

緑色に点滅 コントローラの I/O 構成内の 1 つまたは複数のデバイス

が応答していない。

28 ページの「応答しないモジュールのトラブルシュー

ティング」を参照してください。

赤色に点滅 コントローラは、I/O 構成のどのデバイスとも通信して

いない。

28 ページの「応答しないモジュールのトラブルシュー

ティング」を参照してください。
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OK 消灯 電源が投入されていない。MEM SAVE インジケータが

緑色の場合、ユーザプログラムおよび構成データがフ

ラッシュメモリに保存されていない。

赤色に点滅 • コントローラにファームウェア更新が必要か、

ファームウェアの更新中です。

• 回復可能なメジャーフォルトがコントローラで発

生した。

• 回復不能なメジャーフォルトがコントローラで発

生した。

• 27 ページの「メジャーフォルトのクリア」を参照

してください。

赤色 コントローラは回復不能なメジャーフォルトを検出し、

メモリからこのプロジェクトをクリアした。

28 ページの「回復不能なフォルトのクリア」を参照し

てください。

緑色 コントローラ OK

緑色に点滅 コントローラがプロジェクトを不揮発性メモリとの間

で保存またはロード中です。

CF 消灯 CompactFlash カードアクティビティがない。

緑色に点滅 コントローラは CompactFlash カードと読み書き中。

重要 : コントローラがカードと読み書き中に

CompactFlash カードを取り外さないでください。読み

書き中にカードを取り外すと、カード上のデータ、コン

トローラ内のデータ、コントローラにインストールされ

ているファームウェアを破損する可能性があります。

赤色に点滅 CompactFlash カードに有効なファイルシステムが存在

しない。カードを交換してください。

DCH0 消灯 チャネル 0 がデフォルトのシリアル構成と異なる構成

がされている。

緑色 チャネル 0 はデフォルトのシリアル構成です。

CH0 消灯 RS-232 アクティビティがない。

緑色 RS-232 アクティビティ

コントローラのステータスインジケータ

インジ

ケータ

状態 説明
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安全ステータスインジケータ (1768-L43S および
1768-L45S コントローラのみ )

インジ

ケータ

状態 説明

SAFE 
RUN

消灯 ユーザ安全タスクまたは安全出力が無効。コントローラ

がプログラムモードであるか、テストモードであるか、

または安全タスクにフォルトが発生している。

緑色 ユーザ安全タスクと安全出力が有効。安全タスクが実行

中。安全署名がある。

緑色に点滅 ユーザ安全タスクと安全出力が有効。安全タスクが実行

中。安全署名がない。

安全

タスク

消灯 パートナシップが確立されていない。

緑色 セーフティコントローラのステータスが OK。調整シ

ステム時間 (CST) が同期して、セーフティ I/O コネク

ションが確立されている。

緑色に点滅 セーフティコントローラのステータスが OK。調整シ

ステム時間 (CST) が同期されていない。

赤色 セーフティパートナシップが失われた。

赤色に点滅 安全タスクが動作不能です。

SAFETY 
LOCK

消灯 安全タスクがロックされていない。

緑色 安全タスクがロックされている。

SAFETY 
OK

消灯 電源が投入されていない。

緑色 セーフティパートナ OK

緑色に点滅 セーフティパートナがプロジェクトを不揮発性メモリ

との間で保存またはロード中です。

赤色 セーフティパートナは回復不能なメジャーフォルトを検

出し、メモリからこのプロジェクトをクリアした。

赤色に点滅 • 内部セーフティパートナにファームウェア更新が

必要か、ファームウェアの更新中です。

• 回復可能なメジャーフォルトがセーフティパート

ナで発生した。

• 回復不能なメジャーフォルトがセーフティパート

ナで発生した。
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メジャーフォルトのクリア

回復可能なメジャーフォルトが原因で OK ステータスインジケータが
赤色に点滅する場合は、以下の手順に従ってフォルトをクリアしてく
ださい。

1. コントローラキースイッチを PROG ( プログラム ) から

RUN ( ラン ) にし、その後 PROG ( プログラム ) に戻します。

2. RSLogix 5000 ソフトウェアでオンラインにします。

3. Controller Properties ダイアログで、Major Faults タブをクリック

してフォルトに関する情報を表示します。

OK ステータスインジケータが、回復不能なメジャーフォルトが原因で
赤色に点滅する場合、コントローラは以下の状態でした。

• 最初は OK インジケータが赤色に点灯していた。

• 自身をリセットした。

• メモリからプロジェクトをクリアした。

• OK インジケータが赤色に点滅していた。

• 回復可能なメジャーフォルトが発生し、RSLogix 5000 プロジェ

クトで対応するフォルトコードを生成した。

– フォルトコード 60 は、CompactFlash カードが取付けられて

いないことを示します。

– フォルトコード 61 は、CompactFlash カードが取付けられて

いることを示します。

以下の手順に従って、フォルトコード 60 または 61 から回復してくだ
さい。

1. コントローラキースイッチを PROG ( プログラム ) から

RUN ( ラン ) にし、その後 PROG ( プログラム ) に戻します。

2. RSLogix 5000 でオンラインにし、プロジェクトをダウンロード

します。

3. REM RUN または RUN モードに変更します。

問題が解決しない場合は、OK および RS-232 インジケータのステータ
スを記録してから、電源を切断後再投入し、ロックウェル・オート
メーションのサポートにお問い合わせください。
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回復不能なフォルトのクリア

OK ステータスインジケータが赤色に点灯している場合は、以下の手順

に従ってフォルトをクリアしてください。

1. 電源を切断後再投入します。

2. プロジェクトをダウンロードします。

3. REM RUN ( リモートラン ) または RUN ( ラン ) モードに変更し

ます。

問題が解決しない場合は、OK および RS-232 インジケータのステータ

スを記録してから、電源を切断後再投入し、ロックウェル・オート

メーションのサポートにお問い合わせください。

応答しないモジュールのトラブルシューティング

以下の手順に従って、装置が応答しない理由を特定してください。

1. プロジェクトのすべての I/O が、同じ順序で取付けられている

ことを確認します。

2. すべての装置が、最新のメジャーおよびマイナーファームウェ

アリビジョンに更新されていることを確認します。

3. RSLogix 5000 ソフトウェアのオンラインヘルプを使用して、応

答のないモジュールを特定します。
Publication 1768-IN004D-JA-P - December 2009
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システム電源のトラブルシューティング

CompactLogix 電源は、CompactLogix コントローラと連動してシステム

に電力を供給します。システム電源のトラブルシューティングでは、

両方の装置を考慮に入れる必要があります。

システム電源の問題をトラブルシューティングするには、

CompactLogix 電源の PWR ステータスインジケータ、CompactLogix コ

ントローラの PWR および I/O PWR インジケータを使用します。電源

が正しく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。

まず電源に関する問題を診断、修正してから、コントローラのトラブ

ルシューティングを行なってください。

1. 電源の PWR ステータスインジケータを調査します。

2. 電源が正しく動作している場合、電源の PWR ステータスイン

ジケータは緑色です。コントローラの PWR インジケータを調

査します。

3. コントローラの PWR ステータスインジケータが緑の場合は、

I/O PWR ステータスインジケータを調査します。

重要
コンポーネントを切断、再接続、または交換する前に、必ず電源

を切り、すべてのシステムインジケータが消灯していることを確

認します。
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電源の PWR ステータスインジケータの調査

1. 電源を切断して、すべてのステータスインジケータが消灯する
のを待ちます。

2. コントローラを含むすべてのモジュールを、システムから切断
します。

3. 電源を再度投入します。

4. 電源の PWR ステータスインジケータを調査します。

a. ステータスインジケータが赤色のままの場合は、電源を交換
してください。

b. ステータスインジケータが緑色の場合は、システム内の他の
モジュールのいずれかが赤色のインジケータの原因です。

5. 電源を切り、すべてのステータスインジケータが消灯するのを
待ちます。

6. コントローラを再度取付けて、電源の PWR インジケータを確

認します。

a. 緑色の場合は、電源を切断して、すべてのステータスインジ
ケータが消灯するまで待ってから、一度に 1 つずつ 1768 モ

ジュールを取付けて、赤色のインジケータの原因になってい
るモジュールを特定します。

b. 赤色の場合は、コントローラを交換します。

電源の PWR
インジケータの

ステータス

推奨する処置

消灯 電源が投入されており、十分な入力電力が正しく接続さ

れていることを確認する。

電源を交換してください。

緑色 コントローラは正しく動作中です。

コントローラの PWR および I/O PWR ステータスイン

ジケータを調査して、システム全体が正しく動作してい

ることを確認する。

赤色 電源が 1768 モジュールに有効な 24V 電力を供給してい

ない。以下の修正処置に従ってください。
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コントローラの PWR インジケータの調査

このタスクでは、電源の PWR インジケータは緑色と想定しています。

1. 電源を切断して、すべてのステータスインジケータが消灯する

のを待ちます。

2. コントローラを除きすべての 1768 モジュールを、システムから

切断します。

3. 電源を再度投入します。

4. コントローラの PWR インジケータを確認します。

a. ステータスインジケータが赤色のままの場合は、コントロー

ラを交換してください。

b. ステータスインジケータが緑色の場合は、1768 モジュール

のいずれかが赤色のインジケータの原因です。

5. 電源を切ります。

6. 一度に 1 つずつ 1768 モジュールを再度取付けて、電源を切断後

に再度通電して、その都度コントローラの PWR インジケータ

を確認します。

7. コントローラの PWR インジケータが赤色になる場合は、最後

に取付けたモジュールが赤色のインジケータの原因です。

1768 モジュールのトラブルシューティングを行なうには、それ

ぞれの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。

コントローラの

PWR インジケータ

のステータス

推奨する処置

消灯 システム内のすべてのモジュールが正しく取付けられ、完全に

相互接続されていることを確認する。インジケータがオフのま

まの場合は、以下の修正処置を行なってください。

緑色 コントローラはシステム内の 1768 モジュールに給電している。

コントローラの I/O PWR ステータスインジケータを調査して、

システム全体が正しく動作していることを確認する。

赤色 コントローラまたはシステム内の 1768 モジュールを交換する

必要があります。以下の修正処置を従ってください。
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I/O PWR インジケータの調査

このタスクでは、電源およびコントローラの PWR インジケータは緑色

で、システムに 1769 I/O モジュールがあることを想定しています。

1. 1769 電源がローカルバンクに取付けられている場合は、取り外

してから、再度通電してください。

I/O PWR インジケータが赤色のままの場合は、次の手順に進み

ます。

2. 電源を切り、すべてのステータスインジケータがオフになるの

を待ちます。

3. 1769 I/O モジュールをシステムから切断します。

4. 電源を再度投入します。

5. コントローラの I/O PWR インジケータを確認します。

a. インジケータが赤色の場合は、コントローラを交換します。

b. インジケータが緑色の場合は、1769 I/O モジュールのいずれ

かが赤色のインジケータの原因です。

1769 I/O モジュールのトラブルシューティングを行なうに

は、それぞれの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。

コントローラの
I/O PWR インジケータ

のステータス(1)

(1) 問題がない場合には、コントローラの電源投入時、I/O PWR ステータスインジケー

タが一瞬赤色になってから緑色に変わります。インジケータが赤色のままになる場合
は、上記の表を使用して問題をトラブルシューティングしてください。

推奨する処置

消灯 コントローラを交換してください。

緑色 コントローラは正しく動作中です。修正処置は不要です。

赤色と緑色に点滅 1769 I/O モジュールまたはエンドキャップが正しく取付け

られていることを確認し、電源を切断後再投入する。

赤色 1769 電源はローカルバンクに取付けることができる。ま

たはコントローラまたはシステム内の 1769 I/O に問題があ

る。以下の修正処置に従ってください。
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仕様

1768-L43、1768-L43S、1768-L45、1768-L45S コントローラ

項目 1768-L43 1768-L43S 1768-L45 1768-L45S

1768 バック

プレーン・
モジュール・
サポート

2 4

バックプレーン
電流

24V のとき
1.3A

24V のとき
1.4A

24V のとき
2.0A

24V のとき

2.1A

1769 バック

プレーン
電流出力

5.2V のとき 2.0A 5.2V のとき 2.0A

1768 バック

プレーン
電流出力

5.2V のとき 2.8A 5.2V のとき 5.6A 

1768 および

1769 のバック

プレーン
電流出力合計

5.2V のとき 4.8A 5.2V のとき 7.6A

消費電力 6.3W(2) 7.5W(2) 8.3W(2) 9.5W(2)

電力消費 31.3W 33.6W 48.0W 50.4W 

1769 シリーズ

I/O モジュールの

最大数

16 30

I/O バンクの

最大数

2 3

1768 モジュール

の最大利用
可能数

2(3) 4 (3)

絶縁電圧 30V ( 連続 )
機能絶縁タイプ
AC 500V のとき 60 秒間、RS-232 からシステムへのタイプをテ

スト済み

配線カテゴリ(1) 2 - 通信ポート

北米温度コード T4

IEC 温度コード 適用しない T4 適用しない T4

取付けねじの
締付けトルク

1.16Nm (10 ポンドインチ )、M4 または #8 ねじを使用
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1768-L43 および 1768-L43S のワット損

概算寸法
(HxWxD)

131.6 x 67.4 x 
121.8mm (5.18 
x 2.65 x 4.80
インチ )

131.6 x 90 x 
121.8 mm 
(5.18 x 3.55 x 
4.80 インチ )

131.6 x 67.4 x 
121.8mm (5.18 
x 2.65 x 4.80
インチ )

131.6 x 90 x 
121.8 mm 
(5.18 x 3.55 x 
4.80 インチ )

概算重量 0.34kg
(11.9 オンス )

0.45kg
 (15.9 オンス )

0.34kg 
(11.9 オンス )

0.45kg 
(15.9 オンス )

エンクロージャ
タイプ定格

なし ( 開放型 )

(1) 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ます。『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。

(2) 後の電力損失チャートを参照してください。
(3) 重要 : システムには、モーションモジュールとネットワークモジュールを任意に組

み合わせて取付けることができます。1 つのシステムに取付けることができるネッ

トワークモジュールの最大数は 2 です。ネットワークモジュールには 1768-ENBT、
1768-CNB、1768-CNBR、および 1768-EWEB が含まれます。

1768-L43、1768-L43S、1768-L45、1768-L45S コントローラ

項目 1768-L43 1768-L43S 1768-L45 1768-L45S

0 5 10 15 20 25

6

8

30

4

� 

� 

��2

6.3W

2.8W

消費電力 (W)

1768 および 1769 バス 5.2V 負荷 (W)

7.5W

4.0W

1768-L43S
1768-L43
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1768-L45 および 1768-L45S のワット損

環境条件

項目 値

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, 動作時の耐乾湿性 )、
IEC 60068-2-14 ( テスト Nb, 動作時の耐熱衝撃性 ):
0 ～ 60 °C (32 ～ 140 °F)

保管温度 IEC 60068-2-1 ( テスト Ab, 開梱状態で非動作時の耐寒性 )、
IEC 60068-2-2 ( テスト Bb, 開梱状態で非動作時の耐乾湿性 )、
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 °C (-40 ～ 185 °F)

相対湿度 IEC 60068-2-30 ( テスト Db, 開梱状態で非動作時の耐乾湿性 )
5 ～ 95% ( 結露なきこと )

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

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

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

エミッション CISPR 11: グループ 1, クラス A

静電放電

イミュニティ

IEC 61000-4-2: 6kV 接触放電

8 kV 空中放電

高速過渡過電流

イミュニティ

IEC 61000-4-4:
通信ポートで 5kHz のとき± 4kV

0 5 10 15 20 25

6

8

30

4

35

2

40

�

�

��
2.8W

8.3W

消費電力

(W)

1768 および 1769 バス 5.2V 負荷 (W)

9.5W

4.0W

1768-L45S
1768-L45
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電磁放電 IEC 61000-4-3:
10V/m (1kHz 正弦波 80% AM 80 ～ 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)
3V/m (1kHz 正弦波 80% AM 2000 ～ 2700MHz)

サージ過渡

イミュニティ

IEC 61000-4-5:
通信ポートで± 2 kV ラインアース (CM)

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)

認可 ( 製品にマークが付いている場合 )(1)

認可 値

c-UL-us UL リストされた産業用制御装置、米国とカナダに対する認可。

「UL ファイル E65584」を参照。

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 ファイル E194810」を参照。

CE EU 2004/108/EC EMC 指令、以下に準拠する。

EN 61326-1; 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)

C-Tick 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

Ex 1768-L43S および 1768-L45S のみ :
EU 94/9/EC ATEX 指令、以下に準拠する。

EN 60079-15; 爆発の危険がある大気、保護「n」
II 3 G Ex nA IIC T4 X
EN60079-0; 一般要件

機能安全(2) 1768-L43S および 1768-L45S のみ :
TÜV により認可 : SIL 1 ～ 3 の能力あり、 IEC 61508、および

ISO 13849-1 に従う PLe/Cat.4

(1) 適合宣言、認可、その他の認可の詳細は、www.ab.com にある Product Certifications 
( 製品認可 ) リンクを参照してください。

(2) 指定されたソフトウェアバージョンと共に使用した場合。

環境条件

項目 値
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参考資料

以下の文書には、関連のロックウェル・オートメーション

http://www.ab.com 製品に関する詳細が記載されています。

これらの資料は http://literature.rockwellautomation.com で表示またはダウ

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

は代理店に問い合わせてください。

マニュアル名 説明

EtherNet/IP Modules in Logix5000 Control 
Systems User Manual (Logix5000 制御シス

テム内の EtherNet/IP モジュール　ユーザー

ズマニュアル ) (Pub.No.ENET-UM001)

EtherNet/IP モジュールの構成、プログ

ラム、操作、およびトラブルシュー

ティング方法について説明し、技術仕

様を記載しています。

1768 CompactLogix Controllers User 
Manual (1768 CompactLogix コントローラ

　ユーザーズマニュアル ) (Pub.No. 
1768-UM001)

1768 CompactLogix システムの構成、

プログラム、および操作方法について

説明し、技術仕様を記載しています。

Compact GuardLogix Controllers User 
Manual (Pub.No. 1768-UM002)

1768 Compact GuardLogix システムの

構成、プログラム、および操作方法に

ついて説明しています。

GuardLogix Controller Systems Safety 
Reference Manual (GuardLogix 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-RM093)

GuardLogix コントローラシステムの安

全要件について説明しています。

Industrial Automation Wiring and Grounding 
Guidelines ( 接地および配線に関するガイド

ライン ) (Pub.No.1770-4.1)

ロックウェル・オートメーション産業

システムの取付けに関する一般的なガ

イドラインを記載しています。

製品認可 Web サイト、http://www.ab.com 適合宣言、認可、その他の認可詳細に

ついて記載しています。
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