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バッテリ交換
Cat. No.  2711P-RY2032

本マニュアルについて

本マニュアルでは、以下のデバイス内のリチウムバッテリ (Cat. No. 2711P-RY2032) の

交換方法を説明します。

• 2711P PanelView Plus、700 から 1500 ターミナル、FactoryTalk View Machine 

Edition ファームウェアリビジョン 5.1 以前が稼働

• 2711C PanelView Component、C400、C600、および C1000 ターミナル

• 2711P PanelView™ Plus 6、400 および 600 ターミナル 

• 2711PC PanelView Plus 6、Compact 400、600、および 1000 ターミナル

• 2711P PanelView Plus 7、Standard ターミナル

• 2711P PanelView Plus 7、Performance ターミナル

• 2715 PanelView 5500 ターミナル

• 2711R PanelView 800 ターミナル

項目 ページ 項目 ページ

お客様へのご注意 2 PanelView Plus 6 Compactターミナルの
バッテリ交換

7

使用上の注意 3 1000ターミナル 7

PanelView Plusターミナルのバッテリ交換 3 PanelView Plus 7 Standardターミナルの
バッテリ交換

8

PanelView Componentターミナルの
バッテリ交換

5 PanelView Plus 7 Performanceターミナル
およびPanelView 5500ターミナルのバッテ
リ交換

9

PanelView Plus 6ターミナルおよび
PanelView Plus 6 Compactターミナルの
バッテリ交換

5 PanelView 800ターミナルのバッテリ交換 11

400および600ターミナル 5 参考資料 13

重要 必ず交換用バッテリ (Cat.No. 2711P-RY2032) または同等の CR2032 型コイン型リチウムバッテリを

使用してください。
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お客様へのご注意
本装置の設置、構成および操作について、本マニュアルおよび参考資料に記載された資料に目を通

してから、本製品の設置、構成、操作、メンテンナンスを行なってください。 ユーザは、適用され

るすべての条例、法律、規格要件に加えて、設置、配線指示に熟知している必要があります。

設置、調整、供用開始、使用、組立て、分解、メンテナンスを含めた作業は、適切な実施基準に

従って適切な訓練を受けた作業員しか実施しないでください。

製造メーカが指定していない方法でこの機器を使用すると、機器による保護が無効になる場合が

あります。

Rockwell Automation, Inc. は、いかなる場合も、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簡単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。 個々の導入においては数値や条件が変わる

ことが多いため、当社では図表やプログラム例に基づいて実際に使用した場合の結果については

責任を負いません。

本書に記載されている情報、回路、機器、装置、ソフトウェアの利用に関して特許上の問題が発

生しても、当社は一切責任を負いません。

Rockwell Automation, Inc. の書面による許可なく本書の全部または一部を複製することは禁じら

れています。

本書を通じて、必要な場合は、安全上の注意事項として以下の記号を使用しています。

装置上、または装置内にあるラベルは、特別な注意事項に関するものです。

警告：人身傷害または死亡、物的損害、または経済的損失の原因となる可能性がある、危険な環境で

の爆発を引き起こす可能性のある操作や状況に関する情報を示します。

注意：人身傷害または死亡、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、起こりうる結果を認識できるようにするための注意事項

です。

重要 製品を正しく使用および理解するために特に重要な事項を示します。

感電の危険：危険な電圧が発生する恐れがあることを警告するために、ドライブやモータなどの機器

または機器の内部にラベルを貼っています。

やけどの危険：表面が危険な温度に達する恐れがあることを警告するために、ドライブやモータなど

の機器または機器の内部にラベルを貼っています。

アーク閃光の危険：モータ・コントロール・センタなどの装置上、または装置内にあるラベルは、

アーク閃光などが発生する可能性があることを警告します。 アーク閃光は人体に対する重大な危険ま

たは死亡事故の原因となります。 適切な保護具 (PPE) を着用してください。 安全な作業習慣と保護具

(PPE) の規制要件すべてに従ってください。
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使用上の注意

過塩素酸塩物質 – 特別な取り扱いが適用されます。 

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate を参照してください。

この過塩素酸塩に関する警告は、米カリフォルニア州で販売または流通された主なマ

ンガンリチウム酸化物 (LiMnO2) 電池またはバッテリ、およびこれらの電池または

バッテリを含む製品にのみ適用されます。

PanelView Plus ターミナルのバッテリ交換

以下の手順に従って、700 から 1500 ディスプレイを搭載する PanelView Plus ターミナ

ルのロジックモジュール内のバッテリを交換してください。

1. ターミナルの電源を切断します。

2. すべての電源ケーブルおよび通信ケーブルを外します。

この製品には、製品のライフサイクル中に交換が必要となる密閉型リチウムバッテリが含まれています。 

使用済みのバッテリは、一般のごみとは別にして廃棄する必要があります。

バッテリの回収とリサイクルは、環境の保護に役立つとともに、貴重な資源を再利用することで天然

資源の保全に役立ちます。

警告：この製品内のリチウムバッテリまたはリアル・タイム・クロック・モジュールを誤った方法で交

換すると、爆発の危険があります。 バッテリは、指定されたタイプのものと交換してください。 電源を切

断し、周辺に危険がないことを確認するまでは、バッテリまたはリアルタイム・クロック・モジュール

を交換しないでください。

リチウムバッテリまたはリアル・タイム・クロック・モジュールを火に投げ入れたり、焼却炉に廃棄し

てはなりません。 バッテリは、地域で定められた規則に従って廃棄してください。 液漏れしているバッテ

リの取扱いと廃棄をはじめとする、リチウムバッテリの取扱いに関する安全情報は、『Guidelines for 

Handling Lithium Batteries』(Pub. No. AG 5.4) を参照してください。

警告：本製品のバッテリやリアル・タイム・クロック・モジュールは、危険がないと分かっている区域

でのみ交換してください。

注意：静電気のない環境で、適切に接地された ESD リストバンドを着用して作業してください。

露出している電子部品に触る必要があるときは、静電気（ESD）による損傷を回避するように注意して

ください。
Pub. No. 2711P-IN009I-JA-P – August 2015

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/ag-td054_-en-p.pdf
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
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3. 通信モジュールが取付けられている場合は、4 つのねじを外して通信モジュー

ルをロジックモジュールから取り外します。

4. ロジックモジュールをディスプレイモジュールに固定している固定用のねじ

を緩め、ロジックモジュールをディスプレイモジュールの背面から注意して

持ち上げます。

5. サーキットボード上の

バッテリを確認します。

6. バッテリの側面を持ち上

げてバッテリを外します。

7. プラス (+) 極を上向きに

して新しいバッテリを取

付けます。

8. ロジックモジュールのコネクタとディスプレイモジュールのコネクタの位置

を揃えて、ロジックモジュールを再度取付けます。

重要 約 15 秒間は、バッテリを外しても時計やカレンダーのデータは失われません。

ロジックモジュール

通信モジュール ねじ

固定用のねじ

ディスプレイ

モジュール

固定用のねじ
ロジックモジュール
Pub. No. 2711P-IN009I-JA-P – August 2015
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9. ロジックモジュールをしっかりとはまるまで押し込みます。

10. ロジックモジュールをディスプレイモジュールに固定するために、固定用のね

じを 0.58 ～ 0.79Nm (5 ～ 7 ポンドインチ ) のトルクがかかるように締めます。

11. 必要に応じて、通信モジュールを再度取付け、ねじを 0.58 ～ 0.79Nm (5 ～ 7

ポンドインチ ) のトルクがかかるように締めます。

PanelView Component ターミナルのバッテリ交換

PanelView Component C400、C600、および C1000 ターミナル (Cat. No. 2711C-T4T、

2711C-T6x、および 2711C-T10C) は、ターミナルの背面にリチウムバッテリがあります。 

バッテリカバーの取り外し、およびバッテリの交換には、特別な工具は不要です。

以下の手順に従って、PanelView Component ターミナルのバッテリを交換してください。

1. ターミナルの電源を切断します。

2. ターミナルの背面のバッテリカバーを取り外すか、ラッチを外します。 

3. バッテリを取り外します。

4. プラス (+) 極を上向きにして新しいバッテリを取付けます。

PanelView Plus 6 ターミナルおよび PanelView Plus 6 
Compact ターミナルのバッテリ交換

400 および 600 ターミナル

バッテリはターミナルをパネルに取付けた状態で交換できます。 バッテリの取り外し

に特別な工具は必要ありません。

以下の手順に従って、400 または 600 ターミナルのバッテリを交換してください。

1. ターミナルの電源を切断します。

バッテリ

カバー

バッテリ

C600 /C1000 C400
Pub. No. 2711P-IN009I-JA-P – August 2015
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2. まっすぐ引っ張ってバッテリカバーのラッチを解除します。 

3. カバーを上げます。

4. バッテリを取り外します。

5. プラス (+) 極を上向きにして新しいバッテリを取付け、カチッと音がしてバッ

テリがはまるまで軽く押します。

6. バッテリカバーを閉めて、カチッという音がするまで端を押し込みます。

CR2032
Pub. No. 2711P-IN009I-JA-P – August 2015
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PanelView Plus 6 Compact ターミナルのバッテリ交換

1000 ターミナル

以下の手順に従って、1000 ターミナルのバッテリを交換してください。

1. ターミナルの電源を切断します。

2. 安定した平らな場所に、ディスプレイ側を下にしてターミナルを置きます。

3. 通信モジュールが取付けられている場合は、4 つのねじを外して通信モジュー

ルをロジックモジュールから取り外します。

4. ロジックモジュールをディスプレイに固定している 4 つの固定用のねじを緩

めます。 

5. ロジックモジュールをターミナルから注意して持ち上げて、裏返して回路基

板が見えるようにします。

6. 回路基板上のバッテリの位置を確認します。

7. バッテリの側面を持ち上げてバッテリを外します。

8. バッテリを外しても、約 15 秒間は時計やカレンダーのデータは失われません。 

9. 新しいバッテリを差し込みます。

10. ロジックモジュールの底面にあるコネクタとディスプレイモジュールの背面

にあるコネクタの位置を合わせて、ロジックモジュールを再度取付けます。

通信モジュール

ディスプレイ
モジュール

固定用のねじ

ねじ

ロジックモジュール
Pub. No. 2711P-IN009I-JA-P – August 2015
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11. ロジックモジュールをしっかりとはまるまで押し込みます。

12. ロジックモジュールを固定するために、4 つの固定用ねじを 0.58Nm (5 ～ 7 ポ

ンドインチ ) のトルクがかかるように締めます。

13. 必要に応じて、通信モジュールを取付け、4 つのねじを 0.58Nm (5 ～ 7 ポンド

インチ ) のトルクがかかるように締めます。

PanelView Plus 7 Standard ターミナルのバッテリ交換

以下の手順に従って、PanelView Plus 7 Standard ターミナルのバッテリを交換してくだ

さい。

1. ターミナルの電源を切断します。

2. バッテリカバーを C( 閉 ) 位置から O( 開 ) 位置に回して取り外します。

3. バッテリにかかった金属製ラッチを外すには、垂直中心線のタブをバッテリ

の外側に押して外します。

バッテリが外れます。
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4. 新しいバッテリの陽極 (+) 側を上に向け、金属製ラッチの下に角度をつけて挿

入します。

5. バッテリの反対側を軽く押し、ラッチがロックするまではめ込みます。

6. バッテリカバーのタブを開口部の位置に合わせて取付け、カバーを O( 開 ) 位

置から C( 閉 ) 位置まで回します。

PanelView Plus 7 Performance ターミナルおよび
PanelView 5500 ターミナルのバッテリ交換

以下の手順に従って、PanelView Plus 7 Performance ターミナルおよび PanelView 5500

ターミナルのバッテリを交換してください。

1. ターミナルの電源を切断します。

2. ロジックモジュールをディスプレイの背面に固定しているねじを緩めます。

重要 バッテリがプラスチック製タブの下に完全に挿入されていることを確認します。 バッテリを完全に挿

入していない場合はバッテリが損傷することがあり、バッテリの保証は無効になります。

ロジックモジュール

ディスプレイ

モジュール
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3. ロジックモジュールをディスプレイモジュールから注意して持ち上げて、裏

返して回路基板が見えるようにします。

4. 回路基板上のコイン型バッテリの位置を確認します。

5. バッテリの側面を持ち上げてバッテリを外します。

6. プラス (+) 極を上向きにして新しいバッテリを取付けます。
Pub. No. 2711P-IN009I-JA-P – August 2015
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7. ロジックモジュールの底面にあるコネクタとディスプレイモジュールの背面

にあるコネクタの位置を合わせて、ロジックモジュールを再度取付けます。

8. ロジックモジュールをしっかりとはまるまで押し込みます。

9. ねじを 0.68 ～ 0.90Nm (6 ～ 8 ポンドインチ ) のトルクがかかるように締めます。

PanelView 800 ターミナルのバッテリ交換

以下の手順に従って、PanelView 800 ターミナル内のバッテリを交換してください。

1. ターミナルの電源を切断します。

2. バッテリコンポーネントのカバーを上げます。

バッテリカバー
Pub. No. 2711P-IN009I-JA-P – August 2015
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3. バッテリコンパートメントからバッテリを外します。 必要に応じて、マイナス

ドライバーのような小さな、平たい工具を使用して、コンパートメントから

バッテリを外します。

4. プラス (+) 極を上向きにして新しいバッテリを取付けます。

5. バッテリカバーを閉めて、カチッという音がするまで端を押し込みます。

バッテリ

バッテリカバー
Pub. No. 2711P-IN009I-JA-P – August 2015
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参考資料

以下の資料には、当社の関連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/literature/ で閲覧したり、または

ダウンロードすることができます。 技術資料をハードコピーでお求めの場合は、当社

または当社代理店までお問い合わせください。

マニュアル名 説明

PanelView Plus Terminals User Manual 
(PanelView Plusターミナル　ユーザーズ
マニュアル) (Pub. No.  2711P-UM001)

FactoryTalk View Machine Editionファームウェアのリビジ ョ ン5.1
以前を実行しているPanelView Plus 700、 1000、 1250、 1500ター
ミナルの取付け、 動作、 構成、 およびト ラブルシューティングの方
法について説明する。

PanelView Component Terminals User Manual 
(Pub. No. 2711C-UM001)

PanelView Componentターミナルの取付け、 動作、 構成、 およびト
ラブルシューティングの方法について説明する。

PanelView Plus 6 Terminals User Manual 
(PanelView Plus 6ターミナル　ユーザーズ
マニュアル) (Pub. No. 2711P-UM006)

FactoryTalk View Machine Editionファームウェアのリビジ ョ ン6.0
以降を実行しているPanelView Plus 6ターミナル(700、 1000、
1250、 1500)の取付け、 動作、 構成、 およびト ラブルシューティン
グの方法について説明する。

PanelView Plus Compact Terminals User 
Manual (Pub. No. 2711PC-UM001)

PanelView Plus Compactターミナルの取付け、 動作、 構成、 および
ト ラブルシューティングの方法について説明する。

PanelView Plus 7 Standard Terminals User 
Manual (PanelView Plus 7 Standardターミナル
　ユーザーズマニュアル) 
(Pub. No. 2711P-UM007)

PanelView Plus 7 Standardターミナルの取付け、 動作、 構成、 およ
びト ラブルシューティングの方法について説明する。

PanelView Plus 7 Performance Terminals User 
Manual (PanelView Plus 7 Performanceターミ
ナル　ユーザーズマニュアル) 
(Pub. No. 2711P-UM008)

PanelView Plus 7 Performanceターミナルの取付け、 動作、 構成、
およびト ラブルシューティングの方法について説明する。

PanelView 5500 Terminals User Manual
(Pub. No. 2715-UM001)

PanelView 5500ターミナルの取付け、 動作、 構成、 およびト ラブ
ルシューティングの方法について説明する。

PanelView 800 HMI Terminals User Manual 
(Pub. No. 2711R-UM001)

PanelView 800ターミナルの取付け、 動作、 構成、 およびト ラブル
シューティングの方法について説明する。

Guidelines for Handling Lithium Batteries 
(リチウムバッテリの取扱いのガイドライン ) 
(Pub. No. AG-5.4)

液漏れしているバッテリの取扱い、 廃棄の方法をはじめとするリチ
ウムバッテリの取扱いについての安全情報を説明する。
Pub. No. 2711P-IN009I-JA-P – August 2015

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2711p-um001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2711c-um001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2711p-um006_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2711pc-um001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2711p-um007_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2711p-um008_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2715-um001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2711r-um001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/ag-td054_-en-p.pdf
http://www.rockwellautomation.com/literature/
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ロックウェル・オートメーションでは、Web に製品の使用を支援するための技術情報を提供して

います。

http://www.rockwellautomation.com/support には、テクニカルノートやアプリケーションノート、サ

ンプルコード、ソフトウェア・サービス・パックへのリンクがあります。 また、当社のサポートセ

ンター (https://rockwellautomation.custhelp.com/) にアクセスして、ソフトウェアアップデート、サ

ポートチャットやフォーラム、技術情報、FAQ を利用でき、製品更新通知にも登録できます。

また、設置、構成、およびトラブルシューティング用の複数のサポートプログラムも提供されて

います。 詳細は、代理店またはロックウェル・オートメーションの支店に問い合わせるか、また

は http://www.rockwellautomation.com/services/online-phone をご覧ください。

設置支援

設置から 24 時間以内にハードウェアモジュールに問題が発生した場合は、まず本書に記載され

た情報を検討してください。 また、モジュールの起動と動作を初期支援する特別なカスタマサ

ポート番号に連絡することもできます。

製品の返品

ロックウェル・オートメーションでは、製造工場からの出荷時に製品が完全に動作することをテ

ストしていますが、 製品が機能せず返品する必要があるときには、以下のように手続きを行なっ

てください。

マニュアルに関するご意見やご要望 

お客様のご意見はより良いマニュアル作りに役立ちます。 マニュアルの改善についてご提案があれ

ば、フォーム（Pub.No. RA-DU002 (http://www.rockwellautomation.com/literature/ で入手可能 )) に

ご意見をご記入してお送りください。

米国またはカナダ 1.440.646.3434

米国またはカナダ以外

弊社の Web サイト：

(http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/support/overview.page ) をご利用い

ただくか、お近くのロックウェル・オートメーションの担当者までご連絡ください。

米国
代理店に連絡してください。 返品手続きを行なうには、代理店にカスタマサポートのケース

番号を知らせる必要があります ( ケース番号は上記の電話番号にお問い合わせください )。

米国以外
返品手続きについては、地域のロックウェル・オートメーションの支店にお問い合わせくだ

さい。

Allen-Bradley、FactoryTalk、PanelView、Rockwell Automation、および Rockwell Software は、Rockwell Automation, Inc. の商標です。

Rockwell Automation に属さない商標は、それぞれの企業に所有されています。

ロックウェル・オートメーションでは、以下の Web サイトで最新の製品環境情報を公開しています。

http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page

Power, Control and Information Solutions Headquarters
Americas: Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204-2496 USA, Tel: (1) 414.382.2000, Fax: (1) 414.382.4444
Europe/Middle East/Africa: Rockwell Automation NV, Pegasus Park, De Kleetlaan 12a, 1831 Diegem, Belgium, Tel: (32) 2 663 0600, Fax: (32) 2 663 0640
Asia Pacific: Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong, Tel: (852) 2887 4788, Fax: (852) 2508 1846

http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/distributor-locator/sales-locator.page
http://www.rockwellautomation.com/support
https://rockwellautomation.custhelp.com/
http://www.rockwellautomation.com/services/online-phone
http://www.rockwellautomation.com/services/online-phone
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/du/ra-du002_-en-e.pdf
http://www.rockwellautomation.com/literature/
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page
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