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Compact I/O 拡張電源装置

Cat. No. 1769-PA2、 1769-PB2、 1769-PA4、 1769-PB4

電源装置について
Compact I/O 電源装置は、 AC120/240V および DC24V 電源をモジュールに供

給し、 1769 電源装置の左または右側にモジュールを取付けるこ とができます。

電源装置の各側に最大 8 台の I/O モジュールを配置するこ とができます。
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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。 詳し く

は、 Pub. No. 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://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。

火傷の危険

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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環境およびエンクロージャ

静電防止対策

注意
この装置は、 汚染度 2 の産業環境、 過電圧カテゴリ II のアプリケーシ ョ

ン (IEC Pub. No. 60664-1 で定義 )、 高度 2000m (6562 フ ィート ) 以下で性能が

低下することな く使用できるように設計されています。

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。 適切な予防措置がない場合、 伝導妨害および放射妨害

により、 周辺およびその他の環境への電磁両立性で問題が生じる可能性

があります。

この装置は、 「開放型」 の機器として使用できます。 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。 本書の以降のセクシ 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。

本書に加えて、 以下の資料も参照して ください。

• 『配線および接地のガイド ライン』 (Pub. No. 1770-4.1)。

• 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。

注意
この装置には静電気 (ESD) に敏感な部品が含まれているため、 静電気に

よって内部的に損傷して通常の動作に影響する恐れがあります。 この装

置を取り扱う場合は、 以下の静電防止対策が必要になります。

• 接地されたものに触れて、 静電気を放電すること。

• 認められた接地用リス 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。
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北米における危険な領域に関する規格

安全回路の取付け

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

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。

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.

「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、 定格を示す銘板でマーキングして出荷
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。

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.

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、 すべての外部接続
を確実に固定してください。

• 別のコンポーネン トに置き
換えると、 クラス I、 ディ
ビジ ョ ン 2 への適合性を損
なう ことがあります。

• 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
爆発の危険性 ： 回路に通電している状態で、 コネクタを接続したり取り

外さないで ください。
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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、 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。

注意
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。
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欧州の危険領域の承認
1769-PB2、 1769-PB4 のみ

欧州ゾーン 2 認可 （製品に Ex または EEx のマークが付いている場合、 以下が適用されます。）

この装置は、 EU 指令 94/9/EC に規定される爆発性雰囲気での使用を意図しており、 こ

の指令の付属書 II に定められる爆発性雰囲気での使用を目的としたカテゴリ 3 の機器

の設計と製造に関する 『必須健康安全要求事項』 に準拠していることが確認されてい

ます。

『必須健康安全要求事項』 への準拠は、 EN 60079-15 および EN 60079-0 への準拠によって

保証されています。

警告
• この機器は、ゾーン 2 環境での使用時に IP54 以上の保護を提供するエ

ンクロージャ内に設置する必要があります。

• この機器は、 当社が規定した定格の範囲内で使用して く ださい。

• ゾーン 2環境で使用したときに定格電圧の過渡的外乱が 40% を超えな

いようにするための規定を作成して ください。

• この機器は、 ATEX 認可を受けたバックプレーンのみで併用して 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。

• 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
この機器は、 日光またはその他の紫外線放射に対する耐性がありません。
Publication 1769-IN028B-JA-P - October 2008
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作業を開始する前に
配電に関して、 何点か把握しておくべきこ とがあ り ます。

• 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。

• DC 電源を使用している場合は、 AC ライン側電源ではなく、 負荷側を遮

断して ください。 これによって、 電源切断が余計に遅れるのを防ぐこ とが
できます。 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

力を供給して ください。 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して ください。

マスタ ・ コン トロール ・ リレー回路の定期テストの実行

マスタ ・ コン ト ロール ・ リ レー回路内の各スイ ッチを含め、 どの部分にも故障が
発生する可能性があ 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。 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。
Publication 1769-IN028B-JA-P - October 2008
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電源装置の部品図

以下の 1769-PA4 電源装置のサンプル図を参照して、 DIN レールに取付けられ

ている電源装置のさまざまな構成要素を確認して ください。

番号 説明

1 バスレバー （ロック機能付き）

2a 上部パネル取付けタブ

2b 下部パネル取付けタブ

3 ステータスインジケータ

4 電源装置ドア、 端子識別ラベル付き

5a 可動バスコネクタ、 ピン付き （メス）

5b 固定バスコネクタ、 ピン付き （オス）

6 銘板ラベル

44716

44717

44718

44719

1 2a

3

4

9

10

2b

11

1769-PA4

12

5b

6

5a

7a 7a
8a

8b

7b 7b
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I/O 拡張電源装置の設置

Compact I/O 拡張電源装置は、 本書に記載する手順に従って取付けた場合、 産

業環境での使用に適しています。 特にこの装置は、 清潔で乾燥した環境

（汚染度 2(1)） で、 過電圧カテゴ リ II(2) （IEC 60664-1） を超えない回路に対して

使用するこ とを意図しています。(3)

電源の切断

7a 上部さねはぎ継ぎスロッ ト

7b 下部さねはぎ継ぎスロッ ト

8a 上部 DIN レールラッチ

8b 下部 DIN レールラッチ

9 フ ィ ンガー ・ セーフ ・ カバー付きの端子台

10 交換可能なヒューズ用のヒューズのハウジングカバー

11 AC120V または AC240V ライン入力電源セレクタスイッチ （PA4 のみ）

12 取り外し可能なセレクタスイッチのラベル （PA4 のみ）

(1) 汚染度 2 とは、 通常、 非導電性の汚染のみが発生するが、 たまに結露によって一時的に導電性が引

き起こされることが予想される環境です。

(2) 過電圧カテゴリ II は、 配電システムの負荷レベルセクシ ョ ンです。 現時点では、 過渡的電圧は制御

されており、 製品の絶縁のインパルス電圧機能を超えることはありません。

(3) 汚染度 2 と過電圧カテゴリ II は、 国際電気標準会議 （IEC） の指定によるものです。

警告
この電源を 1769 I/O システムから取り外したり挿入したりする前に、 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。

番号 説明
Publication 1769-IN028B-JA-P - October 2008
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システムの組立て
1769 Compact I/O 電源装置は、 電源装置のどちら側から も電力を供給します。

システムでサポート される両方向の最大電流量は以下の通りです。

• 1769-PA2、 1769-PB2: DC5V のと き 2A、 DC24V のと き 1A
• 1769-PA4、 1769-PB4:DC5V のと き 4A、 DC24V のと き 2A

電源装置は、 取付けの前または後に、 隣接する I/O モジュールに取付けるこ とが

できます。

 

例 DC5V のとき 2A の電源装置 （1769-PA2、 1769-PB2） は、 電源装置の右側に

1A、 左側に 1A を給電できます。 DC5V のとき 4A の電源装置 （1769-PA4、
1769-PB4） は、 電源装置の右側に 2A、 左側に 2A を給電できます。

重要 1769 電源装置のどちら側からも配電できる最大電流量は、 DC5V のとき

に 2A で、 DC24V のときに 1A です。

これは 1769 Compact I/O バスの制限です。

番号 説明

1 上下さねはぎ継ぎスロッ ト

2 バスコネクタ

3 位置決めタブ

4 I/O モジュールに取付ける電源装置のバスレバーの方向

5 エンドキャップの終端抵抗

6 エンドキャップのバス終端抵抗

2
1

1

3

4

5

6
44720

44721
Publication 1769-IN028B-JA-P - October 2008
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以下の手順に従って、 Compact I/O システムを組立ててください。

1. ラ イン電力を切断します。

この電源装置では、 通電中にモジュールの取り外しや挿入を行な う こ とは
できません。

2. 設置する電源装置のバスレバーが、 ロ ッ ク解除位置 （完全に右側） にある
こ とを確認して ください。

3. 上下のさねはぎ継ぎスロ ッ ト を使用して、 電源装置を I/O モジュールに

固定します。

4. バスコネクタがぴったり一致するまで、 電源装置をさねはぎ継ぎスロ ッ ト
に沿って動かします。

5. バスレバーを少し押し戻して、 位置決めタブをク リ アします。

 指または小型のド ライバーを使用します。

6. コン ト ローラ と I/O が通信できるよ うにするため、 カチリ と音がするま

で電源装置のバスレバーと隣接する I/O モジュールを完全に左側に寄せ

ます。

しっかり と ロ ッ ク されているこ とを確認します。

7. 前述したとおり、 さねはぎ継ぎスロ ッ ト を使用して、 エンドキャ ップの終
端抵抗をシステムの最後の I/O モジュールに取付けます。

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。

注意
拡張 I/O 電源装置を取付ける際には、 適切な電気通信を確保するため

に、 バスコネクタがしっかり とロックされていることが重要です。
Publication 1769-IN028B-JA-P - October 2008



12     Compact I/O 拡張電源装置
8. エンドキャ ップの終端抵抗をロ ッ ク します。

I/O 拡張電源装置の取付け

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あけてくださ
い。 すべての面に 50mm （2 インチ） の間隔を空けて、 適切な換気を確保してく

ださい。

重要 シリアル通信バスの端部を終端するには、 それぞれ 1769-ECR または

1769-ECL 右または左のエンドキャップを使用する必要があります。

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。

番号 説明

1 システム構成によって、 エンドキャップ、

コン ト ローラ、 アダプタ、 延長ケーブル

を使用できます。

2 システム構成によって、 エンドキャップ

または延長ケーブルを使用できます。

電
源

装
置

Co
m

pa
ct 

I/O

Co
m

pa
ct 

I/O

Co
m

pa
ct 

I/O

Co
m

pa
ct 

I/O

上面

底面

側面 側面

エ
ン
ド
キ
ャ
ッ
プ

エ
ン
ド
キ
ャ
ッ
プ

(1) (2)

50mm
(2 インチ )

50mm
(2 インチ )
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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。

一部のアプリ ケーシ ョ ンでは、 エンクロージャ内外の他の装置によって、 過度の
放熱が生じるこ とがあ り ます。 そのよ うな場合は、 エンクロージャ内部にブロワ
ファンを設置して、 空気の循環を助け、 システム付近のホッ ト スポッ ト を減らし
ます。

周囲の温度が高い場合には、 追加の冷却設備が必要になるこ とがあ り ます。

パネルの取付け

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 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。

ヒン ト 外気の取り入れには必ずフ ィルタを使用して ください。 Compact I/O 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
この製品は、 金属製パネルなど、 接地がしっかり した設置面に取付ける

ことを意図しています。 設置面を接地できない場合を除き、 電源装置の

取付けタブまたは DIN レール （使用した場合） から追加の接地接続を施

す必要はありません。 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。
Publication 1769-IN028B-JA-P - October 2008
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寸法指定テンプレート を使用したパネルの取付け

注 : 寸法の単位はすべて mm （インチ） です。

穴間隔の許容差 :±0.4mm （0.016 インチ）

 

Co
m

pa
ct 

I/O

Co
m

pa
ct 

I/O

エ
ン

ド
キ

ャ
ッ
プ

エ
ン

ド
キ

ャ
ッ
プ

電
源

装
置

モジュールを 2 つ以上使用する場合 :
（モジュール数 -1） ×35mm （1.38 インチ）

132
(5.197)

40
(1.58)

70
(2.76)

28.5
(1.12)

35 35

122,6±0.2
(4.826±0.008)

(1.38) (1.38)
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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)
• 35 x 15mm (EN 50 022 - 35 x 15)

1. 電源装置またはモジュールを DIN レールに取付ける前に、 DIN レールの

ラ ッチを閉じて ください。

2. モジュールの DIN レールの取付け部を DIN レールに押し込みます。

 一時的にラ ッチが開き、 適切な位置でロ ッ ク されます。 DIN レールに取

付けた Compact I/O システムの I/O モジュールに取付けられた電源装置

を以下の図に示します。

1769
ケーブル

44722
Publication 1769-IN028B-JA-P - October 2008
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システム電源の確認
1769 電源装置を使用する際には、 システム電源の使用可能量を考慮する必要が

あ り ます。 これによって、 I/O モジュールに供給される電力が決ま り ます。 使用

電力量の計算ワークシートについては、 『Compact I/O 選択ガイ ド』

(Pub. No. 1769-SG002) の 「システム電力量の計算」 を参照して ください。

1. システムの使用電流量を確認したら、 お使いの電源装置が I/O モジュー

ルのバンクに適した容量を備えているこ とを確認して ください。

28 ページのグラフを参照してください。

2. 確認するには、 電流グラフを以下の合計使用量と比較します。

• 合計 DC5V
• 合計 DC24V
• 合計 DC24V センサ電力 (1769-PA2 のみ )

3. 電源装置の負荷がグラフに表示される許容範囲の制限値、 または制限を超
える場合は、 さ らに I/O バンクを追加する必要があ り ます。

詳細は、 電源の接続を参照して ください。

ヒン ト I/O モジュールの合計数は 1 つのバンクで 16 を超えないようにし、 電源

装置の両側に取付ける I/O モジュール数は最大 8 つまでとして ください。

MicroLogix 1500 コン ト ローラを使用してシステムを構成する場合は、 最

大 2 つのバンクの I/O モジュールに 1 本の延長ケーブル、 1 つの拡張電

源装置、 合計 8 つの I/O モジュールのみを使用することができます。 拡

張電源装置を直接 MicroLogix 1500 コン ト ローラに接続することはできま

せん。

重要 追加の I/O バンクでは、 独自の電源装置を装備する必要があります。

I/O バンクがシステムの最後にく る場合は、 エンドキャップ / 終端抵抗

(1769-ECR または 1769-ECL) も使用する必要があります。
Publication 1769-IN028B-JA-P - October 2008
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電源に関する注意事項
Compact I/O システムの電源に関する注意事項について次項で説明します。

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 ) をオフにする必要があ り ます。

絶縁ト ランスの使用

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。 絶縁ト ラン

スを使用した回路の例は、 回路図 (IEC 記号を使用 ) を参照してください。

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。

• 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

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。

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。
Publication 1769-IN028B-JA-P - October 2008
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システム全体を同時に電源投入しても、 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。 電源損失中のシステム動作時間を 「電源損失
後のプログラム ・ スキャン ・ ホールドアップ時間」 と呼びます。 電源ホールド
アップ時間の長さは I/O の種類と状態によって異なり ますが、 通常は 5msec ～
10sec です。 電源損失時間がこの制限値に達する と、 電源装置はシステムに適切

な DC 電源を供給できな くなったこ とをプロセッサに知らせます。 これを電源

シャッ ト ダウンと呼びます。 プロセッサでコン ト ローラの所定のシャッ ト ダウン
が実行されます。

電源切断時の入力の状態

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、 電源がシステムをシャ ッ ト ダウンする前に、 電源切断時に発生する入
力状態の 「オン」 から 「オフ」 への変更を記録するこ とができます。 この概念を
理解するこ とが重要です。 この影響を考慮してユーザプログラムを作成する必要
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。 これらの状態はいずれもシステムの電源損失と見なされます。

ユーザ電源の過電流状態

過電流状態になる と、 電源はシャッ 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 ダウンの後には、 ユーザプログラムを再ロード して ください。

注意
DC24V ユーザ電源シャッ トダウン (1769-PA2 のみ ) 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。
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マスタ ・ コン トロール ・ リレーの使用
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。 この配線によって、 入力と出力デバイスの回路への電力が断たれます。

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
断してください。

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。

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。

ヒン ト
???

• 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して ください。

• 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。

ヒン ト 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。
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回路図 (IEC 記号を使用 )
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回路図 (ANSI/CSA 記号を使用 )

電源の接続
Compact I/O システムのアーキテクチャ と電源の設計では、 電源の両側に I/O
を接続するこ とができます。 I/O バンクごとに独自の電源が必要になり ます。

2 つの I/O バンクを接続するには、 電源接続の図に示すよ うに、 1769 拡張 I/O
ケーブルまたは I/O モジュールを取付けます。 電源の両側 ( 図の A または B) に
最大 8 つの I/O モジュール、 バンク当たり最大 16 のモジュールを取付けるこ と

ができます。
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始動

ヒューズ MCR
AC230V

I/O 回路

マスタ ・ コン ト ロール ・ リレー (MCR)
Cat. No. 700-PK400A1

サプレッサ
Cat. No. 700-N24

MCR

MCR

MCR

AC115V また

は AC230V
DC 電源。 UL リス
トに NEC クラス 2
を使用

_ +
DC24V

I/O 回路

MCR

(Lo) (Hi)

AC230V

ライン端子 : DC24V 1769 電源端

子に接続

ライン端子 : AC 1769 電源端子

に接続

AC115V

 または

AC230V

サプ
レッサ
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1769 I/O モジュールにはそれぞれ、 最大値が 8 の電源距離定格があ り ま

す。 詳細は、 該当する 1769 I/O モジュールのインス ト レーシ ョ ンインス

ト ラ クシ ョ ンを参照して ください。

電源接続

番号 説明

A - B 1769 バスで配電できる最大バス電流は、 以下の通りです ( 電源 A/B の両側 )。

• DC5V のとき 2A( 電源対応を想定 )

• DC24V のとき 1A( 電源対応を想定 )

C 拡張 I/O 電源

D I/O 通信延長ケーブル

重要 埋め込み型電源を持つコン ト ローラで 1769 拡張 I/O 電源 (MicroLogix 1500
など ) を使用するには、 1769 拡張 I/O ケーブルを使用する必要がありま

す。 埋め込み電源を持つコン ト ローラに拡張電源を直接接続しないで く

ださい。

A

B

C
D

44723

バンク 1

バンク 2
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現場での配線
電源の配線方法について以下に説明します。

電源の接地

電源の配線

1. 1769-PA4 のみ - 電源の DANGER ( 危険 ) ラベルに示されている

AC120V または 240V 電源に一致するよ うに、 開いている ドアの後ろにあ

る V AC ライン入力電源スイ ッチを設定します。

このスイ ッチは工場出荷時に AC240V の位置に設定されています。 電源

スイ ッチを正し く設定したら、 コネクタを覆っているセレクタ ・ スイ ッ
チ ・ ラベルを剥がします。

注意
この製品は、 金属製パネルなど、 接地がしっかり した設置面に取付ける

ことを意図しています。 設置面を接地できない場合を除き、 電源装置の

取付けタブまたは DIN レール （使用した場合） から追加の接地接続を施

す必要はありません。 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。
Publication 1769-IN028B-JA-P - October 2008
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2. 電源の接地ねじを一番近くのアースまたは接地バスに接続します。

 2.5 mm2 (14 AWG) のワイヤを使用し、 リード線はできるだけ短く して く

ださい。

ヒン ト
この シンボルは、 安全性を考慮して電気回路とアース端子の間に

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。
Publication 1769-IN028B-JA-P - October 2008
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3. 以下に示すよ うに、 入力電力を電源装置の端子に接続します。

(1)   センサまたはその他の DC24V I/O 特殊装置で使用する DC24V ユーザ電源

注意
配線する、 または配線を取り外す前に、 入力電力を切断して く ださい。

これを怠ると、 人体に危険を及ぼしたり、 装置が損傷を受けることがあ

ります。

Cat. No. 1769-PB2、 1769-PB4

DC ニュート ラル

Cat. No. 1769-PA2

DC+24V

シャーシグラウンド

未使用

未使用

V AC 通信 (L2)

AC120/240V (L1)

シャーシグラウンド

電源出力通信 (1)

電源出力 DC+24V(1)

Cat. No. 1769-PA4

V AC 通信 (L2)

AC120/240V (L1)

シャーシグラウンド

未使用

未使用
Publication 1769-IN028B-JA-P - October 2008
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フ ィンガーセーフ端子台の配線

端子台を配線する際は、 フィンガー・セーフ ・ カバーを所定の位置に残してください。

1. 配線対象の端子ねじを緩めます。

2. 端子圧力プレートの下に配線します。

裸線を使用するこ と もスペード ラグを使用するこ と もできます。 6.35mm 
(0.25 インチ ) のスペード ラグを使用します。

3. 端子ねじを締め、 圧力プレートによってワイヤが固定されているこ とを確
認します。

端子ねじを締める際の推奨トルクは、 1.27Nm (11.24 ポンド インチ ) です。

ワイヤサイズと端子ねじ トルク

各端子には、 最大 2 本のワイヤを以下の制限に従って使用できます。

ヒン ト 端子ねじは拘束型ではありません。 したがって、 モジュールと一緒に

リングラグ [ 最大外径 1/4 インチ、 最小内径 0.139 インチ (M3.5)]] を使用

することができます。

ヒン ト フ ィ ンガー ・ セーフ ・ カバーを取り外す必要がある場合は、 ド ライ

バーを四角形の配線穴の 1 つに差し込み、 そっとカバーを取り外しま

す。 フ ィ ンガー ・ セーフ ・ カバーを取り外した状態で端子台を配線し

た場合、 配線が邪魔になるため、 端子台にカバーを装着し直すことは

できません。

ワイヤタイプ ワイヤサイズ 端子ねじ トルク

ソリ ッ ド Cu-90 °C (194 °F) 2.5mm2 (14 AWG) 1.27Nm (11.24 ポンドインチ )

フ ィ ンガー

セーフ端子

台の配線
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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. Compact I/O システム電源を切切断して、 短絡の原因となった状況を修

正します。

2. 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。

3. 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 ト基板や周囲の電子部品が損傷を受けないよ うに注意してください。

4. 交換する ヒ ューズを ヒ ューズク リ ップ上の中央に置いて、 下に押し込ん
で、 フロン ト ・ アクセス ・ ヒ ューズを交換します。

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。

5. ヒ ューズのハウジングカバーを交換します。

6. Compact I/O システム電源を再投入します。

注意
電源のスイッチが切れていない状態で、 電源の取付け、 取り外し、 配線

を行なわないで ください。

NOT USED

NOT USED

+24V dc

dc NEUTRAL

CHASSIS

DANGER
Do not disconnect while circuit

is live unless area is known to be 
non-hazardous

タブ

ヒューズの

ハウジングカバー
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温度のディレーティング
次のグラフは、 指定されたケース温度で損傷を与えるこ とな く、 どれだけの電流
を電源から引き出せるかを示しています。

1769-PA2 出力ディレーティング

0.875

+
5V

バ
ス
負

荷
(A

)

0A のときのユーザ +24V 電流ドロー付き

+24V バス負荷 (A)

2.0

1.0

0.5

0.0
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

1.4

60 ℃

55 ℃

1.5

0.0

44726

0.2A のときのユーザ +24V 電流ドロー付き

+24V バス負荷 (A)

+
5V

バ
ス
負
荷

(A
)

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

0.675 0.85

1.25

0.45

55 ℃

60 ℃

44727
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1769-PB2 出力ディレーティング

0.25A のときのユーザ +24V 電流ドロー付き

+24V バス負荷 (A)

+
5V

バ
ス
負

荷
(A

)

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

0.8

1.0
55 ℃

44728

+24V バス負荷 (A)

+
5V

バ
ス
負
荷

(A
)

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

0.8

1.0

0.2

60 ℃

合計の出力 :60 °C (140 °F) 未満のとき 29W

44729
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1769-PA4 出力ディレーティング

1769-PB4 出力ディレーティング

+24V バス負荷 (A)

+
5V

バ
ス
負

荷
(A

)

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0

1.7

2.6

55 ℃

60 ℃

合計の出力 : 55 ℃ (131 °F) 未満のとき 68W
60 ℃ (140 °F) 未満のとき 61W

+24V バス負荷 (A)

+
5V

バ
ス
負
荷

(A
)

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0

1.7

2.6

55 ℃

60 ℃

合計の出力 :55 ℃ (131 °F) 未満のとき 68W
60 ℃ (140 °F) 未満のとき 61W
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消費電力
以下のグラフは、 電源負荷の機能に関する電源の実際の消費電力を示しています。

1769-PA2 実際の消費電力

1769-PB2 実際の消費電力

バス +5V、 +24V、 およびユーザ +24V 負荷

(W)

実
際

の
消

費
電

力

(W
)

403020100

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

60 ℃

55 ℃

44730

実
際
の
消

費
電

力

(W
)

バス + 5V および 24V 負荷

(W)

60 ℃

403020100

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

44731
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1769-PA4 実際の消費電力

1769-PB4 実際の消費電力

バス +5V、 +24V、 およびユーザ +24V 負荷

(W)

実
際

の
消

費
電

力

(W
)

6040200

20

15

10

5

0

60 ℃
55 ℃

バス +5V、 +24V、 およびユーザ +24V 負荷

(W)

実
際
の

消
費
電

力

(W
)

6040200

20

15

10

5

0
60 ℃

55 ℃
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仕様

1769-PA2、 1769-PB2、 1769-PA4、 1769-PB4 の技術的な仕様

項目 1769-PA2 1769-PB2 1769-PA4 1769-PB4

入力電圧範囲 AC85 ～ 265V DC19 ～ 31.2V AC85 ～ 132V ま

たは AC170 ～

265V ( スイッチ

選択可能 )

DC19.2 ～ 32V

入力周波数範囲 47 ～ 63Hz N/A 47 ～ 63Hz N/A

電源距離定格(1) 8
 ( 最大 8 つの I/O モジュールを電源のいずれかの側に接続でき、

最大 16 のモジュールが接続できます。 )

動作高度 2000m (6562 フ ィート )

絶縁耐圧 265V( 連続 )、 強
化絶縁タイプ  

(IEC クラス 1 の
接地が必要 )

1 秒間の
DC2596V におけ
るルーチン試験
済み、 AC 電源
入力からシステ
ム、 および、 AC
電源入力から
DC24V ユーザ
電源

75V( 連続 )、 強
化絶縁タイプ  

(IEC クラス 1 の
接地が必要 )

1 秒間の場合
DC1697V におけ
るルーチン試験
済み、 DC 電源

入力から
システム

265V( 連続 )、 強
化絶縁タイプ  

(IEC クラス 1 の
接地が必要 )

1 秒間の場合
DC2596V におけ
るルーチン試験
済み、 AC 電源

入力から
システム

75V( 連続 )、 強
化絶縁タイプ  

(IEC クラス 1 の
接地が必要 )

1 秒間の
DC1697V におけ
るルーチン試験
済み、 DC 電源

入力から
システム

電力消費 AC120V のとき

100VA
AC240V のとき

130VA

DC24V のとき

50VA
AC120V のとき

200VA
AC240V のとき

240VA

DC24V のとき

100VA

消費電力 60°C のとき 8W 60°C のとき 7.5W 60°C のとき 18W 60°C のとき

14.5W

電流容量

5V のとき

2.0A 2.0A 4.0A 4.0A

電流容量

24V のとき

0.8A 0.8A 2.0A 2.0A

最大突入電流 AC132V のとき

25A
DC31.2V のとき

30A
AC132V のとき

25A
DC31.2V のとき

30A
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ヒューズの種類 Wickmann
19195-3.15A

Littelfuse 
02183.15MXP

Wickmann 
19193-6.3A

Littelfuse 
021706.3MXP

Wickmann
19195-3.15A

Littelfuse 
02183.15MXP

Wickmann 
19193-6.3A

Littelfuse 
021706.3MXP

概算寸法
(HxWxD)

118 x 70 x 87mm (4.65 x 2.76 x 3.43 インチ )
取付けタブを含む高さ  138mm (5.43 インチ )

出荷時の重量

( 概算 ) 525g (1.16 ポンド ) 630g (1.39 ポンド )

配線カテゴリ (2) 1- 電源ポート 2- 電源ポート 1- 電源ポート 2- 電源ポート

ワイヤサイズ 2.5mm2 (14AWG) 銅製の単線で定格 90°C (194°F) 以上、 1.2mm (3/64 インチ )
絶縁最大

北米温度コード T3C

IEC 温度コード N/A T4 N/A T4

エンクロージャ

タイプ定格

なし ( 開放型 )

(1) MicroLogix 1500 コン ト ローラを使用してシステムを構成する場合は、最大 2 つのバンクの I/O モジュー

ルに 1 本の延長ケーブル、 1 つの拡張電源装置、 合計 8 つの I/O モジュールのみを使用することがで

きます。 拡張電源装置を直接 MicroLogix 1500 コン ト ローラに接続することはできません。

(2) 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。 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-PA2、 1769-PB2、 1769-PA4、 1769-PB4 の環境条件

項目 1769-PA2 1769-PB2 1769-PA4 1769-PB4

動作時温度

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°C (32 ～ 140°F)

1769-PA2、 1769-PB2、 1769-PA4、 1769-PB4 の技術的な仕様

項目 1769-PA2 1769-PB2 1769-PA4 1769-PB4
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非動作時温度

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
状態の耐熱衝撃
性）

-40 ～ 85°C (-40 ～ 185.00°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）

動作時衝撃

IEC 60068-2-27 
（テス ト Ea, 開梱

状態での衝撃）

DIN レール取付け時 :20G; パネル取付け時 30G

非動作時衝撃

IEC 60068-2-27 
（テス ト Ea, 開梱

状態での衝撃）

DIN レール取付け時 :30G; パネル取付け時 40G

エミ ッシ ョ ン
CISPR 11 グループ 1、 クラス A

静電放電
IEC61000-4-2 4kV 接点、 8kV 空中

1769-PA2、 1769-PB2、 1769-PA4、 1769-PB4 の環境条件

項目 1769-PA2 1769-PB2 1769-PA4 1769-PB4
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電磁放電
IEC61000-4-3

10V/m (1kHz 正弦
波 80%AM 80 ～

2000MHz)
3V/m (1kHz 正弦
波 80%AM 2000
～ 2,700MHz)

10V/m (200Hz 50%
パルス、 900MHz
のとき 100%AM)
10V/m (200Hz 50%

パルス、
1,890MHz のとき

100%AM)

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 (1kHz 正弦
波 80%AM 80 ～

2000MHz)
3V/m (1kHz 正弦
波 80%AM 2000
～ 2700MHz)

10V/m (200Hz 50%
パルス、 900MHz
のとき 100%AM)
10V/m (200Hz 50%
パルス、 1890 

MHz のとき
100%AM)

10V/m (1kHz 正弦
波 80%AM 80 ～

2000MHz)
10V/m (200Hz 50%
パルス、 900MHz
のとき 100%AM)

高速過渡過電流

イ ミ ュニテ ィ
IEC 61000-4-4

AC 電源ポート

で 5kHz のとき

+2kV
DC24V 電源出力

ポートで 5kHz
のとき ±2kV

DC 電源ポート

で 5kHz のとき

+2kV

AC 電源ポート

で 5kHz のとき

+2kV

DC 電源ポート

で 5kHz のとき

+2kV

サージ過渡イ

ミ ュニテ ィ
IEC61000-4-5

AC 電源ポートの
ライン - ライン
間 (DM) ±2kV およ
びライン - アー
ス間 (CM) ±4kV

DC24 電源出力
ポートのライン
- ライン間 (DM) 
±500V およびラ
イン - アース間
(CM) ±500V

DC 電源ポートの
ライン - ライン
間 (DM) ±500V お
よびライン -
アース間 (CM) 

±500V

AC 電源ポートの
ライン - ライン
間 (DM) ±2kV およ
びライン - アー
ス間 (CM) ±4kV

DC 電源ポートの
ライン - ライン
間 (DM) ±500V お
よびライン -
アース間 (CM) 

±500V

伝導性放射

イ ミ ュニテ ィ
IEC61000-4-6

10V rms (1kHz 正弦波 80%AM 150kHz ～ 0.80MHz)

1769-PA2、 1769-PB2、 1769-PA4、 1769-PB4 の環境条件

項目 1769-PA2 1769-PB2 1769-PA4 1769-PB4
Publication 1769-IN028B-JA-P - October 2008
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電圧変動
IEC 61000-4-11

AC 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

N/A AC 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

N/A

1769-PB2、 1769-PB4 - 認可(1)

認可(2) 値

c-UL-us 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の UL リス

ト、 米国とカナダに対する認可。 『UL File E10314』 を参照して ください。

CE EU 2004/108/EC EMC 指令、 以下に準拠する。

• EN 61000-6-2; 産業イ ミ ュニテ ィ

• EN 61000-6-4; 産業エミ ッシ ョ ン

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 EU 94/9/EC ATEX 指令、 以下に準拠する。

• EN 60079-15; 爆発の恐れのある環境、 保護 “n” (II 3 G Ex nA IIC T4 X)

• EN 60079-0; 一般要件 ( ゾーン 2)

(1) 製品にマークがある場合。

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

さい。

1769-PA2、 1769-PA4 - 認可(1)

認可(2) 値

c-UL-us 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の UL リス

ト、 米国とカナダに対する認可。 『UL File E10314』 を参照して ください。

1769-PA2、 1769-PB2、 1769-PA4、 1769-PB4 の環境条件

項目 1769-PA2 1769-PB2 1769-PA4 1769-PB4
Publication 1769-IN028B-JA-P - October 2008

http://www.ab.com/
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CE EU 2004/108/EC EMC 指令、 以下に準拠する。

• EN 61000-6-2; 産業イ ミ ュニテ ィ

• EN 61000-6-4; 産業エミ ッシ ョ ン

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

(1) 製品にマークがある場合。

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

ださい。

MicroLogix 1500 の認可の互換性

1769 拡張 I/O 電源装置を MicroLogix 1500 プロセッサと共に使用するには、 シ

リーズ A、 リ ビジ ョ ン C、 ファームウェア リ ビジ ョ ン番号 (FRN) 3 以上のプロ

セッサを使用する必要があ り ます (Cat. No. 1764-LSP または 1764-LRP)。 ファー

ムウェアのリ ビジ ョ ン番号は、 プロセッサの銘板で確認できます。

ステータス ・ ファ イル ・ ビッ ト S:59 ( オペレーティングシステムのファームウェ

ア リ ビジ ョ ン番号 )

プロセッサのバージ ョ ンが古い場合は、 オペレーティングシステムをアップグ
レードする必要があ り ます。 インターネッ トで、 
http://www.ab.com/programmablecontrol/plc/micrologix/downloads.html にアクセ

スしてファームウェアのアップグレードをダウンロード して ください。

1769-PA2、 1769-PA4 - 認可(1)

認可(2) 値
Publication 1769-IN028B-JA-P - October 2008

http://www.ab.com/
http://www.ab.com/programmablecontrol/plc/micrologix/downloads.html
http://www.ab.com/programmablecontrol/plc/micrologix/downloads.html
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参考資料
以下のマニュアルには、 関連する当社製品の追加情報が記載されています。

マニュアル名 説明

1769-ADN Adapter User Manual (1769-ADN
アダプタ  ユーザーズマニュアル ) 
(Pub. No. 1769-UM001)

1769-ADN DeviceNet アダプタモジュールの取付

けと使用方法の詳細な説明

Compact 1769 Analog I/O User Manual 
(Pub. No. 1769-UM002)

Compact アナログ I/O の取付けと使用方法の詳

細な説明

CompactLogix System User Manual 
(Pub. No. 1769-UM007)

CompactLogix コン ト ローラの取付けと使用方法

の詳細な説明

MicroLogix 1500 Programmable Controllers User 
Manual (Pub. No.  1764-UM001)

Compact I/O と MicroLogix 1500 プログラマブルコ

ン ト ローラの取付けと使用方法の詳細な説明

CompactLogix Controllers Selection Guide 
(CompactLogix コン ト ローラ  選択ガイ ド ) 
(Pub. No. 1769-SG001)

1769 CompactLogix コン ト ローラの詳細な説明

Compact I/O Selection Guide (Compact I/O 
選択ガイド ) (Pub. No. 1769-SG002)

Compact I/O システムで使用可能な 1769 I/O モ

ジュールについての詳細な説明

Compact I/O Communication Bus Expansion Cables 
Installation Instructions (Pub. No. 1769-IN014)

Compact I/O 通信バス延長ケーブルの取付けと

使用方法

Compact I/O End Caps/Terminators (Compact I/O エ

ンドキャップ / 終端抵抗 インス ト レーシ ョ

ンインスト ラクシ ョ ン ) (Pub. No. 1769-IN015)

Compact 1769-ECL、 1769-ECR エンドキャップ / 終
端抵抗の取付けと使用方法

Industrial Automation Wiring and Grounding 
Guidelines ( 配線および接地のガイド ライン ) 
(Pub. No. 1770-IN041)

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
Publication 1769-IN028B-JA-P - October 2008

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1769-um001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1769-um002_-ja-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1769-um007_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1764-um001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sg/1769-sg001_-ja-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sg/1769-sg002_-ja-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1769-in014_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1769-in015_-mu-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1770-in041_-ja-p.pdf


当社のサポートサービス
Publication 1769-IN028B-JA-P - October 2008
 © 2008 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S.A.

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 で提供

しています。 http://www.support.rockwellautomation.com には、 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に活用するよ うにカスタマ

イズできる MySupport 機能があ り ます。

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 で提供

しています。 http://www.support.rockwellautomation.com には、 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に活用するよ うにカスタマ

イズできる MySupport 機能があ り ます。

設置支援

設置から 24 時間以内に問題が発生した場合は、 本書に記載された情報を確認してくださ

い。 また、 製品の起動と動作を初期支援する専門のカスタマサポート番号にご連絡いただ

く 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。

Allen-Bradley、 Compact I/O、 CompactLogix、 MicroLogix、 Rockwell Automation、 および TechConnect は、 Rockwell 
Automation, Inc. の商標です。

Rockwell Automation に属さない商標については、 それぞれの企業が所有しています。

米国 +1.440.646.3434 月曜日～金曜日、 AM8:00 ～ PM5:00 ( 東部標準時 )

米国以外 技術サポートの問題については、 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。

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
タマー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
は上記の番号に問い合わせて 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
の支店にお問合せください。

http://www.rockwellautomation.com/support/
http://www.rockwellautomation.com/support/
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