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Armor Compact GuardLogix コン ト ローラ
ATTENTION: Read this document and the documents listed in the Additional Resources section about installation, configuration and operation of this equipment before you install, configure, operate or 
maintain this product. Users are required to familiarize themselves with installation and wiring instructions in addition to requirements of all applicable codes, laws, and standards.
Activities including installation, adjustments, putting into service, use, assembly, disassembly, and maintenance are required to be carried out by suitably trained personnel in accordance with applicable code 
of practice.
If this equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired.
注意：在安装、配置、操作和维护本产品前，请阅读本文档以及“其他资源 ”部分列出的有关设备安装、配置和操作的相应文档。除了所有适用规范、
法律和标准的相关要求之外，用户还必须熟悉安装和接线说明。

安装、调整、投运、使用、组装、拆卸和维护等各项操作必须由经过适当训练的专业人员按照适用的操作规范实施。

如果未按照制造商指定的方式使用该设备，则可能会损害设备提供的保护。
ATENCIÓN: Antes de instalar, configurar, poner en funcionamiento o realizar el mantenimiento de este producto, lea este documento y los documentos listados en la sección Recursos adicionales acerca de la 
instalación, configuración y operación de este equipo. Los usuarios deben familiarizarse con las instrucciones de instalación y cableado y con los requisitos de todos los códigos, leyes y estándares vigentes.
El personal debidamente capacitado debe realizar las actividades relacionadas a la instalación, ajustes, puesta en servicio, uso, ensamblaje, desensamblaje y mantenimiento de conformidad con el código de 
práctica aplicable.
Si este equipo se usa de una manera no especificada por el fabricante, la protección provista por el equipo puede resultar afectada.
ATENÇÃO: Leia este e os demais documentos sobre instalação, configuração e operação do equipamento que estão na seção Recursos adicionais antes de instalar, configurar, operar ou manter este produto. 
Os usuários devem se familiarizar com as instruções de instalação e fiação além das especificações para todos os códigos, leis e normas aplicáveis.
É necessário que as atividades, incluindo instalação, ajustes, colocação em serviço, utilização, montagem, desmontagem e manutenção sejam realizadas por pessoal qualificado e especializado, de acordo com 
o código de prática aplicável. 
Caso este equipamento seja utilizado de maneira não estabelecida pelo fabricante, a proteção fornecida pelo equipamento pode ficar prejudicada.
ВНИМАНИЕ: Перед тем как устанавливать, настраивать, эксплуатировать или обслуживать данное оборудование, прочитайте этот документ и документы, перечисленные в разделе 
«Дополнительные ресурсы». В этих документах изложены сведения об установке, настройке и эксплуатации данного оборудования. Пользователи обязаны ознакомиться с инструкциями по 
установке и прокладке соединений, а также с требованиями всех применимых норм, законов и стандартов.
Все действия, включая установку, наладку, ввод в эксплуатацию, использование, сборку, разборку и техническое обслуживание, должны выполняться обученным персоналом в соответствии с 
применимыми нормами и правилами.
Если оборудование используется не предусмотренным производителем образом, защита оборудования может быть нарушена.
注意 : 本製品を設置、構成、稼動または保守する前に、本書および本機器の設置、設定、操作についての参考資料の該当箇所に記載されている文書に
目を通してください。ユーザは、すべての該当する条例、法律、規格の要件に加えて、設置および配線の手順に習熟している必要があります。

設置調整、運転の開始、使用、組立て、解体、保守を含む諸作業は、該当する実施規則に従って訓練を受けた適切な作業員が実行する必要があります。

本機器が製造メーカにより指定されていない方法で使用されている場合、機器により提供されている保護が損なわれる恐れがあります。
ACHTUNG: Lesen Sie dieses Dokument und die im Abschnitt „Weitere Informationen“aufgeführten Dokumente, die Informationen zu Installation, Konfiguration und Bedienung dieses Produkts enthalten, 
bevor Sie dieses Produkt installieren, konfigurieren, bedienen oder warten. Anwender müssen sich neben den Bestimmungen aller anwendbaren Vorschriften, Gesetze und Normen zusätzlich mit den 
Installations- und Verdrahtungsanweisungen vertraut machen.
Arbeiten im Rahmen der Installation, Anpassung, Inbetriebnahme, Verwendung, Montage, Demontage oder Instandhaltung dürfen nur durch ausreichend geschulte Mitarbeiter und in Übereinstimmung mit 
den anwendbaren Ausführungsvorschriften vorgenommen werden.
Wenn das Gerät in einer Weise verwendet wird, die vom Hersteller nicht vorgesehen ist, kann die Schutzfunktion beeinträchtigt sein.
ATTENTION : Lisez ce document et les documents listés dans la section Ressources complémentaires relatifs à l’installation, la configuration et le fonctionnement de cet équipement avant d’installer, 
configurer, utiliser ou entretenir ce produit. Les utilisateurs doivent se familiariser avec les instructions d’installation et de câblage en plus des exigences relatives aux codes, lois et normes en vigueur.
Les activités relatives à l’installation, le réglage, la mise en service, l’utilisation, l’assemblage, le démontage et l’entretien doivent être réalisées par des personnes formées selon le code de pratique en vigueur.
Si cet équipement est utilisé d’une façon qui n’a pas été définie par le fabricant, la protection fournie par l’équipement peut être compromise.
주의 : 본 제품 설치 , 설정 , 작동 또는 유지 보수하기 전에 본 문서를 포함하여 설치 , 설정 및 작동에 관한 참고 자료 섹션의 문서들을 반드시 읽고 숙지하
십시오 . 사용자는 모든 관련 규정 , 법규 및 표준에서 요구하는 사항에 대해 반드시 설치 및 배선 지침을 숙지해야 합니다 .

설치 , 조정 , 가동 , 사용 , 조립 , 분해 , 유지보수 등 모든 작업은 관련 규정에 따라 적절한 교육을 받은 사용자를 통해서만 수행해야 합니다 .

본 장비를 제조사가 명시하지 않은 방법으로 사용하면 장비의 보호 기능이 손상될 수 있습니다 .
ATTENZIONE Prima di installare, configurare ed utilizzare il prodotto, o effettuare interventi di manutenzione su di esso, leggere il presente documento ed i documenti elencati nella sezione “Altre risorse”, 
riguardanti l’installazione, la configurazione ed il funzionamento dell’apparecchiatura. Gli utenti devono leggere e comprendere le istruzioni di installazione e cablaggio, oltre ai requisiti previsti dalle leggi, 
codici e standard applicabili.
Le attività come installazione, regolazioni, utilizzo, assemblaggio, disassemblaggio e manutenzione devono essere svolte da personale adeguatamente addestrato, nel rispetto delle procedure previste.
Qualora l’apparecchio venga utilizzato con modalità diverse da quanto previsto dal produttore, la sua funzione di protezione potrebbe venire compromessa.
DİKKAT: Bu ürünün kurulumu, yapılandırılması, işletilmesi veya bakımı öncesinde bu dokümanı ve bu ekipmanın kurulumu, yapılandırılması ve işletimi ile ilgili İlave Kaynaklar bölümünde yer listelenmiş 
dokümanları okuyun. Kullanıcılar yürürlükteki tüm yönetmelikler, yasalar ve standartların gereksinimlerine ek olarak kurulum ve kablolama talimatlarını da öğrenmek zorundadır.
Kurulum, ayarlama, hizmete alma, kullanma, parçaları birleştirme, parçaları sökme ve bakım gibi aktiviteler sadece uygun eğitimleri almış kişiler tarafından yürürlükteki uygulama yönetmeliklerine uygun 
şekilde yapılabilir.
Bu ekipman üretici tarafından belirlenmiş amacın dışında kullanılırsa, ekipman tarafından sağlanan koruma bozulabilir.
注意事項：在安裝、設定、操作或維護本產品前，請先閱讀此文件以及列於「其他資源」章節中有關安裝、設定與操作此設備的文件。使用者必須熟悉安
裝和配線指示，並符合所有法規、法律和標準要求。

包括安裝、調整、交付使用、使用、組裝、拆卸和維護等動作都必須交由已經過適當訓練的人員進行，以符合適用的實作法規。

如果將設備用於非製造商指定的用途時，可能會造成設備所提供的保護功能受損。
POZOR: Než začnete instalovat, konfigurovat či provozovat tento výrobek nebo provádět jeho údržbu, přečtěte si tento dokument a dokumenty uvedené v části Dodatečné zdroje ohledně instalace, 
konfigurace a provozu tohoto zařízení. Uživatelé se musejí vedle požadavků všech relevantních vyhlášek, zákonů a norem nutně seznámit také s pokyny pro instalaci a elektrické zapojení.
Činnosti zahrnující instalaci, nastavení, uvedení do provozu, užívání, montáž, demontáž a údržbu musí vykonávat vhodně proškolený personál v souladu s příslušnými prováděcími předpisy.
Pokud se toto zařízení používá způsobem neodpovídajícím specifikaci výrobce, může být narušena ochrana, kterou toto zařízení poskytuje.
UWAGA: Przed instalacją, konfiguracją, użytkowaniem lub konserwacją tego produktu należy przeczytać niniejszy dokument oraz wszystkie dokumenty wymienione w sekcji Dodatkowe źródła omawiające 
instalację, konfigurację i procedury użytkowania tego urządzenia. Użytkownicy mają obowiązek zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi instalacji oraz oprzewodowania, jak również z obowiązującymi 
kodeksami, prawem i normami.
Działania obejmujące instalację, regulację, przekazanie do użytkowania, użytkowanie, montaż, demontaż oraz konserwację muszą być wykonywane przez odpowiednio przeszkolony personel zgodnie z 
obowiązującym kodeksem postępowania.
Jeśli urządzenie jest użytkowane w sposób inny niż określony przez producenta, zabezpieczenie zapewniane przez urządzenie może zostać ograniczone.
OBS! Läs detta dokument samt dokumentet, som står listat i avsnittet Övriga resurser, om installation, konfigurering och drift av denna utrustning innan du installerar, konfigurerar eller börjar använda eller 
utföra underhållsarbete på produkten. Användare måste bekanta sig med instruktioner för installation och kabeldragning, förutom krav enligt gällande koder, lagar och standarder.
Åtgärder som installation, justering, service, användning, montering, demontering och underhållsarbete måste utföras av personal med lämplig utbildning enligt lämpligt bruk.
Om denna utrustning används på ett sätt som inte anges av tillverkaren kan det hända att utrustningens skyddsanordningar försätts ur funktion.
LET OP: Lees dit document en de documenten die genoemd worden in de paragraaf Aanvullende informatie over de installatie, configuratie en bediening van deze apparatuur voordat u dit product 
installeert, configureert, bediend of onderhoudt. Gebruikers moeten zich vertrouwd maken met de installatie en de bedradingsinstructies, naast de vereisten van alle toepasselijke regels, wetten en normen.
Activiteiten zoals het installeren, afstellen, in gebruik stellen, gebruiken, monteren, demonteren en het uitvoeren van onderhoud mogen uitsluitend worden uitgevoerd door hiervoor opgeleid personeel en in 
overeenstemming met de geldende praktijkregels.
Indien de apparatuur wordt gebruikt op een wijze die niet is gespecificeerd door de fabrikant, dan bestaat het gevaar dat de beveiliging van de apparatuur niet goed werkt.
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Armor Compact GuardLogix コン ト ローラ
Armor Compact GuardLogix コン トローラにつ
いて
Armor™ Compact GuardLogix® コントローラは、EtherNet/IP™
接続機能が組み込まれたセーフティコントローラと電源
を、定格が IP67 のハウジング内で結合して、マシンに取

付けます。

Armor Compact 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 Compact 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。

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

電気安全の注意事項

注意 ： 誤動作または損傷の場合、 修理を試み
てはなりません。 当該モジュールは、 修理の

ために製造メーカに返品する必要がありま
す。 当該モジュールを分解してはなりません。

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。

 

注意 ： 安全関連のプログラム可能な電子シス
テム (PES) のアプリケーシ ョ ンの担当者は、

システムのアプリケーシ ョ ンの安全要件に注
意し、 システムを使用する訓練を受ける必要
があります。

注意 ： この機器は、 過電圧カテゴリ II のアプ

リケーシ ョ ン (EN/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

グなしでの使用を目的としています。

この機器は、 居住環境で使用することを意図
しておらず、 そのような環境での無線通信
サービスに対する十分な保護を提供できま
せん。

この装置は密閉型装置として出荷されていま
す。 装置のエンクロージャタイプ定格に適合

する場所で使用する場合は、 追加のシステム
エンクロージャは必要ありません。 本書の次

のセクシ ョ ンでは、 特定の製品の安全認証を
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 :

•  設置要件については、 『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。

• エンクロージャによって提供される保護等
級については、 NEMA 規格 250 および
EN/IEC 60529 に規定されています。

注意 ： この装置の電源は、 以下に準拠した電
源から供給して ください。

• UL508 に準拠した制限付き電源電圧

• 外部過電流保護要件、 最大 8A
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Armor Compact GuardLogix コン ト ローラ
部品リスト
出荷時に、コントローラには 1784-SD1 セキュアデジタル

メモリカードが取付けられています。

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。

必要なコンポーネント
このセクションには、制御電源とイーサネット通信ケーブ
ルが含まれます。

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、4 ペー

ジの「製品寸法 ( 単
位：mm ( インチ ))」
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。 
4 ページの「製品寸法 ( 単位：mm ( インチ ))」を参照して
ください。

製品寸法 ( 単位 ： mm ( インチ ))

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 メディアの詳細は、
http://ab.rockwellautomation.com/Connection-Devices/EtherNet-
Media を参照して ください。

30mm (1.18 インチ )

30mm (1.18 インチ )

30
m

m
 (1

.18
イ
ン
チ

)

30
m

m
 (1

.18
イ
ン
チ

)

239
(9.4)

261
(10.3)

155
(6.1)

151
(5.9)

242
(9.5)

169
(6.6)

234
(9.2)

234
(9.2)

263
(10.3)

水平方向の取付け足 垂直方向の取付け足

191 (7.5)
500 (19.7)

500 (19.7)

196 (7.7)

65
(2.5)

75
(2.9)

垂直方向の取付け足

アクセスドア開口部の間隔
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Armor Compact GuardLogix コン ト ローラ
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。

以下の手順に従って、リング状つまみを使用して接地線を
接続してください。

1. 接地ねじを取り外します。

2. リング状つまみを取付けます。

3. 接地ねじを元の位置に戻して締めます。

以下の手順に従って、フォークコネクタを使用して接地線
を接続してください。

1. 接地ねじを緩めます。

2. フォークコネクタを下部にスライドさせます。

3. 接地ねじを締めます。

産業用制御システムの設置方法に関するガイドラインにつ
いては、『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。

電源の接続
ここでは、コントローラの電源接続について説明します。

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
接続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®、
Armor ControlLogix、Armor Compact GuardLogix®、または
On-Machine™ I/O 製品にデイジーチェーン接続することが

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。

エンクロージャのアクセスドアを開ける
コントローラはリモート・プログラム・モードで出荷され
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。

エンクロージャのアクセスドアから次の部位に手を伸ばす
ことができます。

• コントローラのモード・トグル・スイッチ

• コントローラのメモリ・カード・ソケット

• コントローラの USB ポート

• コントローラのリセットボタン

• 電源ヒューズの電気回路

以下の手順に従って、エンクロージャのアクセスドアを開
けてください。

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回し
ます。

ドアはエンクロージャに取付けられた状態のまま
で、外れません。

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。

PE グラウンド

ワイヤサイズ 締め付けトルク

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

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+ 切換え可能
2 V+ 切換えなし

3 V- 切換えなし、
コモン

4 V- 切換え可能、
コモン

重要 Armor Compact GuardLogix コン ト ローラなどの

On-Machine 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、 必ず以下に示すピン番号規則に
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。

注意 ： すべてのコネクタとキャップが
しっかり固定されており、 漏れ防止の
シールが配管接続部に適切に装着され
ていること、 IP エンクロージャタイプ

の要件が維持されていることを確認し
て ください。

フライングリード付きコードセッ ト (SAE-J-1738A 準拠 )

パッチコード、 クイック ・ ディスコネク ト ・ コネクタ付き
(EN 50044 に準拠 )

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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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. エンクロージャのアクセスドアを開きます。

2. トグルスイッチを PROG 位置に回します。

3. メモリカードを取り出すには、メモリカードを押し
て取り出します。

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め、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。

以下の手順にスたがって、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. メモリ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め、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。

重要 アクセスドアが開いている場合は、 Armor 
Compact GuardLogix コン ト ローラの定格は UL タ

イプ 1 になります。

アクセスドアを閉める場合は、 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、 定格を IP67 にします。

アクセスドアを開閉するときに、 ガスケッ
ト を取り外したり、 損傷を与えたり しない
で ください。 ガスケッ トがな く なったり、
損傷を受けたりすると、 エンクロージャの
IP 定格が低下する場合があります。

オーバレイを取り外したり、 損傷を与えた
りしないで ください。 オーバレイが損傷を受

けたり、 取り外したりすると、 エンクロー
ジャの IP 定格が低下する場合があります。

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。

 注意 ： メモリカードの内容が不明な場合は、
メモリカードを取付ける前に、 コン ト ロー
ラのトグルスイッチを 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。

RUN
REM
PRO

メモリカード

ロック

を解除

した

状態

ロック

した

状態

RUN
REM
PRO

メモリカード
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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 に対応しており、

データ転送速度は 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 ( バージョン 3.74 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。

エンクロージャのアクセスドアを開けて、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。

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ま
す。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
エンクロージャ内に EtherNet/IP ネットワークが 2 つあるため、

Armor Compact GuardLogix コントローラをさまざまな EtherNet/
IP ネットワークトポロジで使用できます。 トポロジには、リ
ングノードまたはリングスーパバイザとしてのリニア、ス
ター、およびデバイスレベルリング (DLR) などがあります。

EtherNet/IP ネットワークの詳細は、16 ページの「参考資

料」に記載されている資料を参照してください。

1. ダストキャップをエンクロージャ底部の 2 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。

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。

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 ( バージョ ン 3.74 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。

仮想シャーシドライバ

USB ポート ド ライバ

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、
指で締めます。

注意 ： すべてのコネクタとキャップがしっか
り固定されており、 漏れ防止のシールが配管
接続部に適切に装着されていること、 IP エン
クロージャタイプの要件が維持されているこ
とを確認して ください。

注意 ： シールド付きのイーサネッ トケーブル
を使用する場合、 本製品はイーサネッ ト コネ
クタのバルクヘッ ドを通ってシャーシへの
シールドを終端します。 イーサネッ ト コネク

タのバルクヘッ ドをグラウンドに接続する別
のコンポーネン ト を、 シールド付きイーサ
ネッ トケーブルを使用して本製品に接続する
と、 グラウンドループが形成されます。

シールド付きイーサネッ トケーブルを使用する場
合は、 シールド付きケーブルの使用方法のガイド
ラインに従ってください。 最も重要なのは、 グラ
ウンドループを除去するためのガイドラインで
す。 グラウンドループの除去については、 ODVA Web
サイトに掲載されている 『ODVA EtherNet/IP Media Planning 
and Installation Manual』 を参照してください。

EtherNet/IP ネッ トワーク用のケーブルを選択す

る方法の詳細は、 『EtherNet/IP Networks White Paper』 
(Pub.No. ENET-WP007) を参照して ください。

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。

4 3

21

5

4 3

21

5

4 3

21

5

D コード M12 メス ・ ネッ トワーク ・

コネクタ

ピン 1 - M12_Tx+
ピン 2 - M12_Rx+
ピン 3 - M12_Tx-
ピン 4 - M12_Rx-
ピン 5 - コン ト ローラ ・ シェル ・ シェールド GND
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ネッ トワーク IP アドレスの設定

各モジュールの IP アドレスを設定するには、以下のいず
れかの方法を使用します。

• BOOTP/DHCP サーバ (8 ページを参照 )

• RSLinx Classic ソフトウェア (9 ページを参照 )

• Studio 5000 Logix Designer® アプリケーション (9 ペー
ジを参照 )

• メモリカード (10 ページを参照 )

IP アドレス設定の詳細は、16 ページの「参考資料」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 サーバ
は、IP アドレスおよび他の Transport Control Protocol (TCP)
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
ダウンロードして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。

2. Tools メニューから、Network Settings を選択します。

3. ネットワークの Subnet Mask を入力します。

Gateway address、Primary DNS/Secondary DNS address、
および Domain Name 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。

9. Disable BOOTP/DHCP をクリックします。

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。

注意 ： 固定ネッ トワークアドレスを Compact 
GuardLogix 5370 コン ト ローラに割付けて くださ
い。 コン ト ローラに動的 IP アドレスを割付け

ないで ください。

この注意事項に従わないと、 予期せぬ機械の
動きが発生したり、 プロセス制御が失われた
りすることがあります。

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。 MAC ID ラベルは、 カバー正面の

フェイスプレートの下にあります。 フェイス

プレート を回転させると、 MAC ID ラベルが見
えます。

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

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。
8 Pub. No. 1769-IN022A-JA-P - December 2016
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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 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、USB ネットワー

クに移動します。

3. コントローラを右クリックして Module Configuration
を選択します。

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。

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、コントローラを右ク
リックして Properties を選択します。

条件 使用するソフ ト

ウェア

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

9

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

9

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 ローラが現在の IP 構
成をクリアし、 BOOTP 要求を送信します。

目的 操作

デフォルトのポー
ト速度とデュプ
レックス ( 二重性 )
の設定を使用しま
す。

ポート速度およびデュプレックスの
自動ネゴシエーシ ョ ンをチェ ックし
たままにします。

この設定は実際の速度とデュプレッ
クスの設定を決定します。

ポートの速度と
デュプレックスの
設定を手作業で構
成します。

以下の手順を実行します。
1. 自動ネゴシエーショ ンのポート速

度およびデュプレックスのチェ 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、 適切なデュプレックスの値 ( 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
ト速度およびデュプレックスの
自動ネゴシエーシ 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
ト速度とデュプレックスを強制
的に使用する場合は、 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的に使用す
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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2. Controller Properties ダイアログボックスで、Internet 
Protocol タブをクリックします。

3. 物理モジュールの 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. Apply をクリックします。

6. OK をクリックします。

メモリカードの使用

メモリカードを使用して、Compact GuardLogix 5370 コント

ローラの IP アドレスを設定できます。 メモリカードを使用
して IP アドレスを設定する場合、ソフトウェアは不要です。

メモリカードを使用して Compact GuardLogix 5370 コント
ローラに IP アドレスを設定するには、以下の要件が適用

されます。

• プロジェクトがメモリカードに保存されている必要
があります。

• メモリカードに保存されているプロジェクトの
Load Image パラメータが On Power Up に設定されて

います。

コン トローラの更新
コントローラはファームウェアなしで出荷されます。 コン

トローラのファームウェアは、Studio 5000 環境パッケージ

に付属しています。 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/)
からもダウンロードできます。

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 メモリカードから IP アドレスを設定する場合、 電

源投入プロセスではソフ トウェアは不要です。 た
だし、 あらかじめプロジェク ト をメモリカードに
保存してお く必要があります。

IP アドレスを設定し、 プログラムをコン ト ローラ
に保存し、 On Power Up に設定された Load Image パラ

メータにメモリカードを設定している限り、 電源
投入時に Compact GuardLogix 5370 コン ト ローラの IP アド
レスが自動的に設定されます。

電源投入時にメモリカードを使用して Compact 
GuardLogix 5370 コン ト ローラの IP アドレスを設定する

オプシ ョ ンは、 メモリカードからコン ト ローラに
プロジェク ト全体をロードするプロセスの一部に
すぎません。

このオプシ ョ ンの使用には注意が必要です。 例え
ば、 メモリカードに目的の IP アドレスが含まれて

いるが、 そのアドレスは不要なプロジェク トの一
部である可能性があります。 例えば、 現在コン ト
ローラで使用されているプロジェク ト よりも古い
プロジェク トである可能性があります。

重要 メモリカードがロックされており、 保存されてい
るプロジェク トの Load Image オプシ ョ ンが On Power Up
に設定されている場合、 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。
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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. 必要なバージョンでコントローラプロジェクトを作
成するには、Logix Designer アプリケーションを使用

します。

3. コントローラパスを指定するには、RSWho をク

リックします。

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 
Compact GuardLogix コントローラプロジェクトを作成する

には、以下のように 1769-L33ERMOS、1769-L36ERMOS、
または 1769-L37ERMOS(1) ( ファームウェアリビジョン 30
で使用可能 ) コントローラとプロジェクトの名前を

Controller Organizer に追加します。

ステータスインジケータ
この図は、すべての Compact GuardLogix 5370 コントローラ

のステータスインジケータを示します。

(1) Cat.No. 1769-L37ERMOS は、 ファームウェアリビジ ョ ン 30 で使用できます。

コン ト ローラモード (RUN) ステータスインジケータ

ステータス 説明

消灯 コン ト ローラがプログラムモードまたはテスト
モードです。

緑色 コン ト ローラがランモードです。

強制状態 (FORCE) ステータスインジケータ

ステータス 説明

消灯
I/O 強制値を含むタグは存在しない。 I/O 強制は無効
です。

黄色 I/O 強制が有効。 I/O 強制値が存在する場合がある。

黄色に点滅
1 つまたは複数の入力 / 出力アドレスが強制的にオ
ンまたはオフになったが、 強制は有効になってい
ない。

I/O 状態 (I/O) ステータスインジケータ

ステータス 説明

消灯

以下のいずれかの状態が存在する。
• コン ト ローラの I/O 構成内にデバイスが存在しな
い。

• コン ト ローラにプロジェク トが含まれていない。

緑色
コン ト ローラが、 I/O 構成内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。

赤色に点滅

以下のいずれかの状態が存在する。
• コン ト ローラがどのデバイスとも通信していな
い。

• コン ト ローラでフォルトが発生した。

コン ト ローラステータス (OK) ステータス
インジケータ

ステータス 説明

消灯 電力が印加されていない。

緑色
プライマリコン ト ローラと安全パートナでフォル
トが発生していない。

Cat.No. 1769-L33ERMO コン ト ローラを示す
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緑色に点滅
コン ト ローラがメモリカードにプロジェク ト を保
存中であるか、 メモリカードからロード中です。

赤色

以下のいずれかの状態が存在する。
• コン ト ローラが回復不能なメジャーフォルト を
検出し、 メモリからそのプロジェク ト をクリア
した。

• コン ト ローラで電源を投入する準備ができてい
ないか、 電源を投入できない。

赤色に点滅

以下のいずれかの状態が存在する。

• コン ト ローラでファームウェアの更新が必要
です。

• コン ト ローラで回復可能なメジャーフォルトが
発生した。

• コン ト ローラで回復不能なメジャーフォルトが
発生し、 メモリからそのプロジェク トがクリア
された。

イーサネッ ト ・ ネッ トワーク ・ ステータス (NS)
ステータスインジケータ

ステータス 説明

消灯 ポートは初期化されていない。 IP アドレスがな く、
BOOTP モードまたは DHCP モードで動作している。

緑色
ポートに IP アドレスが設定され、 CIP コネクシ ョ
ンが確立されている。

緑色に点滅
ポートで IP アドレスは設定されているが、 CIP コ
ネクシ ョ ンは確立されていない。

赤色
ポートで、 割付けた IP アドレスはすでに使用さ
れていることが検出された。

赤色 / 緑色
に点滅

ポートは電源投入時のセルフテストを実行中です。

イーサネッ ト ・ リンク ・ ステータス (LINK 1/LINK 2)
ステータスインジケータ

ステータス 説明

消灯

以下のいずれかの状態が存在する。

• リンクが存在しない。

• ポートが管理上、 無効になっている。

• ラピッ ド リングのフォルト状態が検出されたた
めポートが無効になっている (LINK2)。

緑色

以下のいずれかの状態が存在する。

• 100Mbps リンク ( 半二重 / 全二重 ) が存在し、 ア
クテ ィ ビテ ィがない。

• 10Mbps リンク ( 半二重 / 全二重 ) が存在し、 アク
テ ィ ビテ ィがない。

• リングネッ トワークは正常に動作し、 コン ト
ローラがアクテ ィブスーパバイザです。

• リングネッ トワークに微小なネッ トワークフォ
ルトが部分的に発生し、 コン ト ローラがアク
テ ィブスーパバイザです。

緑色に点滅
100Mbps リンクが存在し、 アクテ ィ ビテ ィが存在
する。

コン ト ローラステータス (OK) ステータス
インジケータ

ステータス 説明

メモリカードのアクテ ィ ビテ ィ (SD) ステータス
インジケータ

ステータス 説明

消灯
メモリカードに対するアクテ ィビテ ィが存在し
ない。

緑色に点滅 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。

赤色に点滅 メモリカードにファイルシステムが存在しない。

SFTY RUN ステータスインジケータ

ステータス 説明

消灯

ユーザ安全タスクまたは安全出力が無効です。 
コン ト ローラがプログラムモードまたはテスト
モードであるか、 安全タスクにフォルトが発生し
ている。
安全タスク署名がある。

緑色
ユーザ安全タスクと安全出力が有効です。 安全タ
スクが実行中です。

緑色に点滅
ユーザ安全タスクと安全出力が有効です。 安全タ
スクが実行中です。 安全タスク署名が存在しない。

SFTY TASK ステータスインジケータ

ステータス 説明

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 です。
調整システム時間 (CST) が同期して、 安全 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は OK です。
調整システム時間 (CST) が同期されていない。

赤色 安全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。

SFTY TASK ステータスインジケータ

ステータス 説明

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。

SFTY OK ステータスインジケータ

ステータス 説明

消灯 電力が印加されていない。

緑色 安全パートナが OK です。

緑色に点滅
安全パートナがプロジェク ト を不揮発性メモリに
保存中またはメモリからロード中です。

赤色
安全パートナが回復不能なメジャーフォルト を検
出し、 メモリからプロジェク ト をクリアした。

赤色に点滅

内部安全パートナのファームウェアの更新が必要
か、 更新中です。
• 安全パートナで回復可能なメジャーフォルトが
発生した。

• 安全パートナで回復不能なメジャーフォルトが
発生した。
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コン トローラのリセッ ト
以下の手順に従って、電源投入時に内部メモリからユーザ
プログラムをクリアしてください。

1. エンクロージャのアクセスドアを開きます。

2. コントローラの電源投入時にリセットボタンを押し
ます。

3. エンクロージャのアクセスドアを閉め、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 Compact 
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. 10 ページの「コントローラの更新」の手順を実行
して、Armor Compact 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. 6 ページの「メモリカードの取り外しと取付け」の

手順を実行して、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ます。
必ず、Store the project to the memory card and load on 
powerup ( 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
ボックスをオンにしてください。

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. 6 ページの「メモリカードの取り外しと取付け」の

手順を実行して、出荷時に Armor Compact 
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再投入してくださ
い。

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。

RUN
REM
PRO

 

リセッ トボタン

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 Compact 
GuardLogix コン ト ローラに取付けられて出

荷された 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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ヒューズの交換
以下の手順に従って、切れたヒューズを交換してください。

1. コントローラシステムの電源を切断します。

2. ヒューズが切れる原因となった状態を解消します。

3. マイナスドライバーをタブの下に差し込んで、
ヒューズのハウジングカバーを外します。

4. ヒューズ取り外し工具または同様の器具を使用し
て、ヒューズを取り外します。

プリント回路基板と 周囲の電子機器に損傷を与え
ないように注意してください。

5. フロント・アクセス・ヒューズを交換するには、
ヒューズクリップの中央に交換用ヒューズを載せ、
押し込みます。

フロント・アクセス・ヒューズの詳細は、仕様を参
照してください。

ヒューズを適切な位置まで押し込むために工具を使
用した場合は、金属製のエンドキャップにだけ圧力
をかけるようにし、ヒューズの中央は押さないでく
ださい。

6. ヒューズのハウジングカバーを交換します。

7. コントローラに電源を再投入します。

コン トローラのクリーニング

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。

廃電気電子機器 (WEEE)

注意 ： 装置は、 静電気が発生しない柔らか
い、 乾いた布を使用して清掃して ください。 
洗浄剤は使用しないで ください。

 

ヒューズのハウジン

グカバーとタブ

項目

1769-L33ERMOS、
1769-L36ERMOS、
1769-L37ERMOS(1)

(1) Cat.No. 1769-L37ERMOS は、 ファームウェアリビジ ョ ン 30 で使用できます。

定格電圧および定格電流
In ( ピン 2、 3) 
In ( ピン 1、 4)
Out ( ピン 1、 4) 
Out ( ピン 2、 3) 

DC18 ～ 32V、 8A SELV
DC18 ～ 32V、 8A SELV
DC18 ～ 32V、 8A
DC18 ～ 32V、 6A

エンクロージャタイプの定格

タイプ 4/4x の屋外用
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 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

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  Nb、 動作時の
耐熱衝撃性 )

0 ～ 60 ℃ (32 ～ 140°F)

周囲温度 ( 最高 ) 60 ℃ (140°F)

概算重量
( 取付け足を含む ) 5.62kg (12.40 ポンド )

概算寸法 (H x W x D)
( 取付け足の寸法については、 4
ページの 「製品寸法 ( 単位 ： mm ( イ
ンチ ))」 を参照して ください )

239 x 234 x 155 mm 
(9.4 x 9.2 x 6.1 インチ )

注意 ： この機器は、 0 ～ 60 ℃ (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。

使用済み CompactFlash は、 分別されない都市廃
棄物とは別に収集してリサイクルして くだ
さい。
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参考資料
以下の資料には、当社の製品に関する追加情報が記載されています。

これらの資料は、http://www.rockwellautomation.com/global/literature-library/overview.page で閲覧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、当社または代理店までご連絡ください。

当社のサポートサービス
サポート情報にアクセスするには、以下のリソースをご利用ください。

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。 本書の内容の改善につい
てご意見がある場合は、 http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/du/ra-du002_-en-e.pdf の "How We 
Are Doing?" ( 評価アンケート記入欄 ) に記入して送信してください。

テクニカル ・ サポート ・

センター

ナレッジベース記事、 ハウツービデオ、
FAQ、 チャ ッ ト、 ユーザフォーラム、 お
よび製品更新通知。

https://rockwellautomation.custhelp.com/ 

ローカル ・ テクニカル ・

サポートの電話番号
お住まいの国の電話番号をご確認くだ
さい。

http://www.rockwellautomation.com/global/support/get-support-now.page 

ダイレク ト ・ ダイアル ・ コード

製品のダイレク ト ・ ダイアル ・ コード
をご確認ください。 テクニカル ・ サポー
ト ・ エンジニアに直接回すにはこの
コードを使用します。

http://www.rockwellautomation.com/global/support/direct-dial.page 

文書ライブラリ
インスト レーシ ョ ンインスト ラクシ ョ
ン、 マニュアル、 カタログ、 およびテ
クニカルデータ。

http://www.rockwellautomation.com/global/literature-library/overview.page 

製品互換性およびダウンロード

センター (PCDC)

製品がどのように連携しているかの特
定に役立て、 特長や機能をチェ ックし、
対応するファームウェアを確認して く
ださい。

http://www.rockwellautomation.com/global/support/pcdc.page 

マニュアル名 説明

Compact GuardLogix 5370 コン ト ローラ 　ユーザーズマニュアル 
(Pub.No. 1769-UM022) 

Studio 5000 Logix Designer プロジェク トで Compact GuardLogix 5370 コン ト ロー
ラを取付け、 構成、 プログラ ミングおよび使用方法に関する説明

GuardLogix 5570 and Compact GuardLogix 5370 Controller Systems Safety Reference Manual 
(Pub.No. 1769-RM099) 

GuardLogix 5570 および Compact GuardLogix 5370 コン ト ローラの安全に関する
説明

Guidance for Selecting Cables for EtherNet/IP Networks White Paper (Pub.No. ENET-WP007) EtherNet/IP ネッ トワークのケーブルを選択する方法に関する説明

配線と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。

製品の認可 Web サイ ト
http://www.rockwellautomation.com/global/certification/overview.page 適合宣言書 (DoC)、 認可、 およびその他証明の詳細を記載します。
Allen-Bradley、 Armor、 ArmorStart、 ControlFLASH、 ControlLogix、 GuardLogix、 On-Machine、 Rockwell Automation、 Rockwell Software、 RSLinx、 Studio 5000、 および Studio 5000 Logix Designer は、 Rockwell Automation, Inc. の商標です。

EtherNet/IP は、 ODVA, Inc. の商標です。

Rockwell Automation に属さない商標については、 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

Publication 1769-IN022A-JA-P - December 2016
Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved. Printed in Singapore.

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1769-um022_-ja-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/1769-rm099_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/wp/enet-wp007_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1770-in041_-ja-p.pdf
http://www.rockwellautomation.com/global/certification/overview.page
http://www.rockwellautomation.com/global/literature-library/overview.page
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