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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。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。この機器の使用によって何らかの損害が生じても当社は一切責任を負いません。詳
しくは、パブリケーション・ナンバー SGI-1.1『ソリッド・ステート・コントロール　ソリッドステート装
置のアプリケーション、設置、および保守のための安全ガイドライン』(当社の営業所または http://
literature.rockwellautomation.comからオンラインで入手可能 )を参照してください。

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。

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。

重要：ソフトウェアをご利用の場合は、データの消失が考えられますので、適当な媒体にアプリケーション
プログラムのバックアップをとることをお奨めします。

重要：本製品を日本国外に輸出する際、日本国政府の許可が必要な場合がありますので、事前に当社までご
相談ください。

Allen-Bradley, Rockwell Automation, CompactLogix, ControlLogix, DriveLogix, FactoryTalk Batch, FactoryTalk View SE, PhaseManager, 
PowerFlex, RSLinx, RSLinx Classic, RSLogix 5000, SoftLogix, および TechConnect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権があります。

本版は、1756-QS001E-EN-P - October, 2009の和訳です。1756-QS001E-EN-Pを正文といたします。

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。

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装置の上または内部にラベルを貼って
います。

やけどの危険 表面が危険な温度になっている恐れがあることを知らせるために装置の上または内部にラベル
を貼っています。

http://literature.rockwellautomation.com
http://literature.rockwellautomation.com


EC (欧州連合 )の規格への準拠

本製品に CEマークがある場合は、欧州連合 (EU)および EFA地域内での使用が承認されています。以下の
規則に適用するように設計されテストされています。

EMC指令

この製品は、理事会規制 89/336「電磁適合性 (EMC)」および以下の規格の、技術解説ファイルに記載された
内容に完全にまたは部分的に準拠することをテストで確認済みです。

• EN 50081-2 EMC：一般的な放射規格、パート 2 - 産業環境

• EN 50082-2 EMC：一般的なイミュニティ規格、パート 2 - 産業環境

この製品は、産業環境での使用を目的としています。

低電圧指令

この製品は、EN 61131-2「プログラマブルコントローラ、パート 2：機器の必要条件およびテスト」の安全
事項を適用することによって、理事会規制 73/23/EEC「低電圧」に準拠することをテストで確認済みです。
EN 61131-2に要求される特定の情報については、このマニュアルの対応する項を参照するか、ノイズ防止に
ついては『配線および接地のガイドライン』 (Pub. No. 1770-4.1)を参照してください。

この装置は開放型の装置と分類されており、安全保護の手段として、動作時は筐体内に設置 (取付け )しな
ければなりません。





変更内容

このクイックスタートのバージョンは、Logix5000コントローラファーム
ウェアのリビジョン 18に対応しています。

変更内容 参照ページ

コントローラモードの説明 1-20

言語の切換え 6-12

大きなプロジェクトの最終的な編集への追加情報 8-6
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変更内容
Notes:
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はじめに

本書について

本マニュアルを使用して、Logix5000コントローラのプログラミングおよび保守を開始してください。

本マニュアルは、以下を行なうために必要な作業を説明しています。

• Logix5000コントローラとの通信を確立する。

• Logix5000コントローラをプログラムする。

• ロジックを編集する、ヒストグラムを実行する、フォルトをクリアする、および I/O値を強制するなど
の、オンライン保守作業を実行する。

必要なソフトウェア

このクイックスタートを完了するには、以下のソフトウェアが必要です。

• RSLogix 5000フトウェア Ver. 18以降

• RSLinx Classicフトウェア Ver. 2.51
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はじめに
参考資料

マニュアルは以下のWebサイトから表示するか、またはダウンロードしてください： 
http://www.rockwellautomation.com/literature.
印刷された技術資料を購入するには、当社または代理店にお問い合わせください。

マニュアル名 説明

Logix5000 Controllers System Reference (Pub.No. 1756-QR107) プログラミング言語、命令、信およびステー
タスに関する略語の情報と手順を調べる。

Logix5000 Controllers Design Considerations Reference (ControlLogixコント
ローラ設計上の注意事項　リファレンスマニュアル ) 
(Pub.No. 1756-RM094)

コントローラアプリケーションをの設計およ
び最適化する。

Logix5000 Controllers Common Procedures (Pub.No. 1756-PM001) Logix5000コントローラをプログラムする。
—詳細で包括的な情報

・ Logix5000 Controllers General Instructions Reference Manual (Logix5000コ
ントローラ　汎用インストラクション・セット・リファレンス・マ
ニュアル ) (Pub.No. 1756-RM003)

・ Logix5000 Controllers Process and Drives Instructions Reference Manual 
(Logix5000コントローラ　プロセスおよびドライブ・インストラク
ション・セット・リファレンス・マニュアル ) (Pub.No. 1756-RM006)

・ Logix5000 Controllers Motion Instruction Set Reference Manual (Logix5000
コントローラ　モーション・インストラクション・セット・リファレ
ンス・マニュアル ) (Pub.No. MOTION-RM001)

特定の Logix5000プログラミング命令をプロ
グラムする。

Logix5000 Controllers Import/Export Reference Manual (Pub.No. 1756-RM084) Logix5000プロジェクトまたはタグをテキス
トファイルとの間でインポートまたはエクス
ポートする。

・ 1768 CompactLogix Controller Quick Start and User Manual 
(1768 CompactLogixコントローラ　ユーザーズマニュアル ) 
(Pub.No. 1768-UM001)

・ 1769 CompactLogix System User Manual (Pub.No. 1769-UM007)
・ ControlLogix System User Manual (ControlLogixシステム　ユーザーズマ
ニュアル ) (Pub.No. 1756-UM001)

・ DriveLogix Controller User Manual (Pub.No. 20D-UM002)
・ GuardLogix Controllers User Manual (GuardLogixコントローラ　ユー
ザーズマニュアル ) (Pub.No. 1756-UM020)

・ SoftLogix5800 System User Manual (SoftLogix5800システム　ユーザー
ズマニュアル ) (Pub.No. 1789-UM002)

特定の Logix5000コントローラの、コント
ローラ、I/Oモジュール、および他のデバイ
スのシステムとの統合

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ネットワークでのデバイスを制御
する。

ControlNet Modules in Logix5000 Control Systems User Manual (Logix5000 制
御システム内の ControlNetモジュールユーザーズマニュアル ) 
(Pub.No. CNET-UM001)

ControlNetネットワークでのデバイスを制御
する。

DeviceNet Modules in Logix5000 Control Systems User Manual (Logix5000 制
御システム内の DeviceNetモジュールユーザーズマニュアル ) 
(Pub.No. DNET-UM004)

DeviceNetネットワークでのデバイスを制御
する。
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第 1章

シンプルなプロジェクトのプログラムおよびテスト

この章には、Logix5000コントローラの基本的なプログラミングシーケンスを紹介します。

• ラダーまたはファンクション・ブロック・ダイアグラムを開発およびテストするために必要なステップ
を記載します。

• この章の例は、デジタルまたはアナログ入力の状態に基づいてデジタルまたはアナログ出力を制御する
方法を示します。

1.1 必要なもの

本マニュアルで作業を行なうには以下の項目が必要です。

• RSLogix 5000ソフトウェア Ver. 16以降が稼動しているパーソナルコンピュータ

• プロジェクトを作成するためのシステムのレイアウト
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第 1章 シンプルなプロジェクトのプログラムおよびテスト
1.2 作業を開始する前に

Logix5000コントローラを構成およびプログラムするには、RSLogix 5000ソフトウェアを使用してコント
ローラ用にプロジェクトを作成して管理してください。プロジェクトは、コントローラのためにロジック、
構成、データ、および文書を格納するワークステーション (またはサーバ )上のファイルです。

• プロジェクトのファイルの拡張子は .ACDです。

• プロジェクトを作成すると、プロジェクト名はコントローラの名前と同じになります。

• コントローラ名は、プロジェクト名とは無関係です。プロジェクト名またはコントローラ名のいずれか
を変更できます。

開いたプロジェクトには、以下の情報が入っています。

フォルダを開いて内容を表示するには、以下のいずれかを行なってください。

• フォルダをダブルクリックする。

• +記号をクリックする。

項目 説明

A プロジェクトの名前。プロジェクトまたはコントローラの名前を変更すると、両方の名前が示される。
B コントローラの名前
C コントローラオーガナイザは、プロジェクトのグラフィカルな概要です。コントローラオーガナイザを使用

して、プロジェクトのさまざまなコンポーネントに移動できる。

A

B

C
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シンプルなプロジェクトのプログラムおよびテスト 第 1章
1.3 行なうべき手順

1. コントローラ用にプロジェクトを作成します (1-3ページ )。

2. I/Oモジュールを追加します (1-4ページ )。

3. I/Oデータを表示します (1-6ページ )。

4. ラダーロジックを入力します (1-8ページ )。

5. ファンクション・ブロック・ダイアグラムを入力します (1-10ページ )。

6. デバイスにエイリアスタグを割付けます (1-13ページ )。

7. コントローラへのシリアルコネクションを確立します (1-16ページ )。

8. プロジェクトをコントローラにダウンロードします (1-18ページ )。

9. コントローラの動作モードを変更します (1-20ページ )。

1.4 コントローラ用のプロジェクトの作成

1. RSLogix 5000ソフトウェアを起動します。

2. Newをクリックします。

3. コントローラの一般的な構成を指定します。
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第 1章 シンプルなプロジェクトのプログラムおよびテスト
以下の項目を指定します (一部の項目は特定のコントローラにのみ適用する )。

• コントローラのタイプ

• コントローラのファームウェアのメジャーリビジョン

• コントローラの名前

• コントローラのシャーシタイプ

• コントローラのスロット番号

• プロジェクトが格納された場所へのパス

4. OKをクリックします。

1.4.1 名前の変換

Logix5000プロジェクト全体で、コントローラ、データアドレス (タグ )、ルーチン、および I/Oモジュール
などのプロジェクトのさまざまなエレメントに対して名前を定義します。名前を入力するときは、以下の規
則に従ってください。

• 文字、数字、およびアンダースコア (_)のみ

• 先頭の文字は、文字またはアンダースコア (_)であること

• 40文字以下

• 続けてアンダースコア (_)を使用したり、アンダースコアで終わってはならない。

• 大文字と小文字を区別しない。

1.5 I/Oモジュールの追加

システムの I/Oモジュールと通信するには、モジュールをコントローラの I/O Configuration フォルダに追加
します。各モジュールに選択したプロパティで、モジュールの動作を定義します。

1. I/O Configurationフォルダを右クリックして、New Moduleを選択します。

ヒント ここに示す画面は 3つのタイプのコントローラを代表しており、他のタイプも使用できます
が、ここには示しません。

CompactLogixコントローラ ControlLogixコントローラ
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シンプルなプロジェクトのプログラムおよびテスト 第 1章
2. モジュールを選択して、OKをクリックします。

3. Major Revisionプルダウンメニューから、モジュールのリビジョンを選択します。

4. モジュールを定義して、OKをクリックします。
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第 1章 シンプルなプロジェクトのプログラムおよびテスト
1.6 I/Oデータの表示

I/O情報は、タグのセットとして表現されます。

I/Oアドレスは、以下のフォーマットに従ってください。

Location :Slot :Type .Member .SubMember .Bit

=オプション

変数 意味

Location ネットワークの場所

LOCAL =コントローラと同じシャーシまたは DINレール

ADAPTER_NAME =リモート通信アダプタまたはブリッジモジュールを識別する。

Slot そのシャーシまたは DINレール内の I/Oモジュールのスロット番号

Type データのタイプ

I =入力

O =出力

C =構成

S =ステータス

Member I/Oモジュールの特定のデータは、モジュールが格納できるデータのタイプによって異なる。

• デジタルモジュールの場合は、データ番号は通常は入力または出力ビット値
• アナログモジュールの場合は、チャネル番号 (CH#)は通常はチャネルのデータを格納する。

SubMember メンバーに関連する特定のデータ
Bit デジタル I/Oモジュールの特定のポイント、I/Oモジュールのサイズによって異なる (32点モジュー

ルの場合は 0～ 31)

モジュールを I/O Configuration
フォルダに追加すると…

…ソフトウェアは、モジュール用のコント
ローラ用タグを自動的に作成します。
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シンプルなプロジェクトのプログラムおよびテスト 第 1章
1. Controller Tagsを右クリックして、Monitor Tagsを選択します。

Tag Monitorは、タグを表示します。

値は以下の形式で示されます。

青色の矢印は値を変更したことを示し、すぐに反映されます。

2. 値を異なるスタイルで表示するには、希望するスタイルを選択します。

3. 値を変更するには、Valueセルをクリックして、新しい値を入力してから Enterをクリックします。

4. タグを展開してそのメンバーを表示するには、+記号をクリックします。

形式 基数 表記

Binary (バイナリ (2進数 )) 2 2#

Decimal (10進数 ) 10 NA

Hexadecimal (16進数 ) 16 16#

Octal (8進数 ) 8 8#

Exponential (指数 ) NA 0.0000000e+000

Float (浮動小数点 ) NA 0.0
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第 1章 シンプルなプロジェクトのプログラムおよびテスト
1.7 ラダーロジック

Logix5000コントローラでは、ルーチンにロジックを入力します。

プロジェクトを作成すると、ソフトウェアはラダー・ダイアグラム・プログラミング言語を使用するメイン
ルーチンを自動的に作成します。

項目 説明

A ルーチンは、プログラムに実行可能なコード (ロジック )を提供する (PLCまたは SLCコントローラのプ
ログラムファイルに似ている )。

B 各プログラムに割付けた 1つのメインルーチンがある。
• プログラムを実行すると、そのメインルーチンが自動的に実行する。
• メインルーチンを使用して、プログラム内の他のルーチンの実行を制御する。
• プログラム内の他のルーチン (サブルルーチン )を呼出す (実行 )するには、サブルーチンジャンプ

(JSR)命令を使用する。

C サブルーチンは、メインルーチンまたはフォルトルーチン以外のルーチンです。サブルーチンを実行す
るには、メインルーチンなどの他のルーチンでサブルーチンジャンプ (JSR)命令を使用する。

A

B

C
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シンプルなプロジェクトのプログラムおよびテスト 第 1章
1.7.1 ラダーロジックの入力

ロジックの入力方法としては、ツールバーからボタンをドラッグして、希望の位置にドロップする方法があ
ります。

ラダーロジックを追加するには、ラングまたは命令のボタンを希望する位置に直接ドラッグします。ロジッ
クを入力して、オペランドを未定義のままにできます。ロジックのセクションを入力したら、戻ってオペラ
ンドを割付けます。

例 以下の例では、A接点 (XIC)命令が押しボタンのオン /オフ状態をチェックします。押しボタ
ンがオンのときは、出力 (OTE)命令がライトをオンします。

緑色のドットは有効な配置場所 (ドロップポイント )を
示します。

XIC
このビットがオンの場合は …

OTE
…このビットをオンします。そうで
なければこのビットをオフします。
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第 1章 シンプルなプロジェクトのプログラムおよびテスト
1.8 ファンクション・ブロック・ダイアグラムの入力

以下の手順に従って、プロジェクトにファンクション・ブロック・ダイアグラムを追加してください。

1.8.1 ルーチンの作成

プロジェクトのルーチンごとに、特定のプログラミング言語を使用します。ファンクション・ブロック・ダ
イアグラムなどの異なる言語でプログラムするには、新しいルーチンを作成します。

1. MainProgramを右クリックして、New Routineを選択します。

2. ルーチンの名前を入力します。

3. プログラミング言語を選択します。

4. OKをクリックします。
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シンプルなプロジェクトのプログラムおよびテスト 第 1章
1.8.2 ルーチンの呼出し

メインルーチン以外のルーチンを実行するには、サブルーチンジャンプ (JSR)命令を使用してルーチンを呼
出します。

1.  ラングを追加します。

2. Program Control タブで、JSR命令を追加します。

3. JSR命令の Routine Nameフィールドに、実行したいルーチンの名前を入力します。

4. ルーチンを単純に呼出すだけの場合は、JSR 命令の残りのパラメータを削除します。パラメータを削除
するには、パラメータを右クリックして Remove Instruction Parameterを選択します。

1.8.3 ファンクション・ブロック・ダイアグラムの入力

ファンクションブロックのルーチンに、ファンクション・ブロック・ダイアグラム命令を入力します。

1. 希望する命令のタブをクリックします。

2. ツールバーからシートにエレメントをドラッグします。
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3. エレメントを接続するには、対応するピンをクリックします (緑色のドット = 有効な接続ポイント )。

1.8.4 ファンクションブロック命令の構成

特定の値 (パラメータ )に割付けて、ファンクションブロック命令を構成します。

1. 構成ボタンをクリックします。

例 以下の例では、入力リファレンス (IREF) はアナログ入力の値を読取り、スケール (SCL)命令に
値を送信します。SCL命令は工学的に使用する値を変換して、それを出力リファレンス
(OREF)に送信します。OREFは値をアナログ出力に書込みます。
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シンプルなプロジェクトのプログラムおよびテスト 第 1章
2. パラメータの値を変更するには、Valueセルをクリックして、新しい値を入力してから、Enterをクリッ
クします。

例えば、SCL命令では以下のパラメータを指定します。

• InRawMax：最大入力値

• InRawMin：最小入力値

• InEUMax：工学単位の最大値

• InEUMin：工学単位の最小値

3. OKをクリックします。

1.9 デバイスへのエイリアスタグの割付け

ロジックでモジュールの入力および出力タグを直接使用しているときは、エイリアスタグを使用すると簡単
になります。エイリアスタグは、他のタグを表すタグです。

• 両方のタグで同じデータを共有できる。

• データを変更すると、両方のタグが変わる。

• エイリアスタグは、DeviceNet入力または出力データなどのデータにわかりやすい (説明的な )名前を付
けることができる。

• データの場所を変更すると、ロジックを編集することなくエイスアスタグが新しい場所を示すだけです。
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オプションとして、デバイスの実際のアドレスを指すことなく各デバイスを説明するタグを作成します。後
で、デバイスのデータをエイリアスするタグを変換します。

1. ロジックを入力します。

2. デバイスに説明的なタグ名を入力します。

3. タグ名を右クリックして、New…を選択します。

4. メニューから Aliasを選択します。

5. エイリアスタグを表すタグを選択します。

6. エイリアスタグの範囲を選択します。

7. OKをクリックします。
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シンプルなプロジェクトのプログラムおよびテスト 第 1章
8. データのアドレスを選択します。

ビットを選択するには、▼ボタンをクリックします。

1.9.1 エイリアス情報の表示または非表示

タグについてのエイリアス情報を表示または隠すことができます。

1. Toolsメニューから Optionsを選択します。

2.  Ladder Editor Displayカテゴリを選択します。

3. Show Tag Alias Informationをチェックまたはチェック解除します。

4. OKをクリックします。
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1.10 コントローラとのシリアルコネクションの確立

RSLinx Classicソフトウェアは、Logix5000コントローラと RSLogix 5000ソフトウェアなどのソフトウェア
プログラムとの間の通信を処理します。コントローラと通信するには (例えば、ダウンロード、データのモ
ニタ )、必要な通信用に RSLinx Classicソフトウェアを構成します。

シリアルケーブルを使用して、コンピュータのシリアルポートとコントローラの間にポイント・ツー・ポイ
ント・コネクションを確立します。

1. コントローラとコンピュータの間にシリアルケーブルを接続します。

2. RSLinx Classicソフトウェアを起動します。

警告 ケーブルの一端に接続されたモジュールまたはシリアルデバイスに電源が投入された状態でシ
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、危険な領域の取付けでは爆発が起こることがあります。

処置を行なう前に、電力を除去するか、または領域が危険ではないことを確認してください。

Logix5000コントローラ RSLinx Classicソフト
ウェア

RSLogix 5000ソフト
ウェア

ドライバ：特定のネットワークでの通信を
確立する。

パス：デバイスへの通信ルート。パスを定
義するには、ドライバを展開して、デバイ
スを選択する。

Logix5000
コントロー
ラ 1756-CP3または 1747-CP3

シリアルケーブル
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3. をクリックします。

4. RS-232 DF1デバイスを選択して、 をクリックします。

5. Comm Portプルダウンメニューから、コンピュータの COMポートを選択します。

6. Deviceプルダウンメニューから、Logix 5550/CompactLogixを選択します。

7. をクリックします。

8. 自動構成が完了したら、OKをクリックします。

ドライバが正常に構成され、実行します。
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1.11 プロジェクトのコントローラへのダウンロード

コントローラのプロジェクトを実行するには、プロジェクトを実行できるようにプロジェクトをコンピュー
タからコントローラに転送するためにプロジェクトをコントローラにダウンロードします。プロジェクトを
ダウンロードするときは、場合によってはコントローラに現在存在するプロジェクトとデータが失われま
す。コントローラのリビジョンとプロジェクトのリビジョンが一致していない場合は、コントローラの
ファームウェアを更新するように求められます。RSLogix 5000ソフトウェアによって、ダウンロードシーケ
ンスの一部としてコントローラのファームウェアを更新できます。

1. コントローラのキースイッチを にまわします。

2. ダウンロードしたい RSLogix 5000プロジェクトを開きます。

3. をクリックします。

注意 プロジェクトをダウンロードするかまたはファームウェアを更新するときは、すべてのアク
ティブなサーボ軸がオフになります。プロジェクトをダウンロードするかまたはファームウェ
アを更新する前に、これによって軸に予期しない動きが起こらないことを確認してください。

重要 コントローラのファームウェアを更新するには、最初にファームウェア・アップグレード・
キットをインストールします。

• アップグレードキットは、RSLogix 5000ソフトウェアに同梱される補助 CDに入っていま
す。

• アップグレードキットをダウンロードするには、http://www.ab.comにアクセスしてから
Product Supportを選択して、Firmware Updatesを選択します。

Logix5000コン
トローラ

プロジェクト

ダウンロード
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4. コントローラをブラウズします。

5. プロジェクトをダウンロードするには、 をクリックします。

コントローラへのダウンロード処理が失敗する場合は、オフラインプロジェクトのリビジョンとコントロー
ラのファームウェアが対応していません。

1. を選択します。

2. コントローラのリビジョンを選択します。

3. を選択してから、 を選択します。
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1.12 コントローラの動作モードの選択

コントローラのロジックを実行するかまたは実行を停止するには、コントローラの動作モードを変更してく
ださい。

1. コントローラのモードを決定します。

2. キースイッチを に回します。

3. コントローラに対してオンラインにします。

4. モードを選択します。

モード 説明

プログラム ロジックが実行していない、出力が制御されていない、および動作の編集が可能です。

出力モジュールを構成しているときは、オーナコントローラはプログラムモードです。新たに受信さ
れた出力値は無視され、すべての出力がそのプログラムモードの状態に切り換わる (Configurationタ
ブで構成できる )。プログラムモードのときは、出力モジュールの状態 LEDが緑色に点滅する。

入力モジュールは常にランモード で、常に入力データをコントローラに報告を戻す。オーナコント
ローラがランモードまたはプログラムモードであるかは関係ない。コネクションが存在するときは、
入力モジュールの状態インジケータは常に緑色に点灯する。

ラン ロジックが実行中で、 入力が読取られ、ロジックがスキャンされ、出力がアプリケーションプログラ
ムで制御されて、データモニタまたは I/O強制表から変更できる。実際の I/Oモジュールはアプリ
ケーションの出力結果を受入れ、それに応じて出力を設定する。キースイッチはリモートまたはラン
の位置でなければならない。

テスト ロジックが実行中で、入力が読取られ、ロジックがスキャンされ、出力がアプリケーションプログラ
ムで制御され、データモニタまたは I/O強制表から変更できる。実際の I/Oモジュールはアプリケー
ションの出力結果を無視する。一部の動作の編集は制限される。キースイッチはリモートの位置でな
ければならない。

テストモードにすると、以下のようになる
• 入力モジュールは、テストモードで更新し続ける。
• プロデューサ /コンシューマタグは、テストモードで更新し続ける。
• テストモードは、プロジェクトのすべての出力をプログラムモード状態にする (モジュールプロパ
ティの Configurationタブで構成したように )。

コントローラのロジックを
実行したいか ?

プログラムモードを選択
する。

Yes

ランモードを選択する。

No

No

Yes

テストモードを選択する。

ロジックで 出力デバイスを
制御したいか ?

RUN REM PROG
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プロジェクトの編成

この章は、コントローラのプログラムレイアウトとデータ構造を編成する方法について詳細に説明していま
す。

2.1 必要なもの

本マニュアルで作業を行なうには以下の項目が必要です。

• RSLogix 5000ソフトウェア Ver.16以降が稼動しているパーソナルコンピュータ

• プロジェクトを作成するためのシステムのレイアウト

2.2 作業を開始する前に

新しいプロジェクトには、ロジック実行のためのデフォルトタスクが入っています。プログラムを作成する
前に、最初にタスク実行を構成する必要があります。タスクは、ロジックの実行 (スキャン )のためのスケ
ジュールとプライオリティ情報を定義します。

2.3 行なうべき手順

1. タスク実行を構成します (2-2ページ )。

2. 追加のプログラムを作成します (2-3ページ )。

3. ユーザ定義データタイプを作成します (2-5ページ )。

4. ルーチンを定義します (2-8ページ )。

5. メインルーチンを割付けます (2-11ページ )。

6. コントローラを構成します (2-12ページ )。

7. I/Oモジュールを構成します (2-13ページ )。
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第 2章 プロジェクトの編成
2.4 タスク実行の構成

このクイックスタートでは、プロジェクトを以下のタイプの 1つの実行に 1つのタスクを制限しています。

1. MainTaskを右クリックして、Propertiesを選択します。

2. Configurationタブをクリックします。

3. Typeプルダウンメニューから、Periodicを選択します。

4. タスクの期間を入力して、OKをクリックします。

特定のイベント (トリガ )起こったときに複数タスクを使用するか、またはタスクを実行することについて
は、『Logix5000コントローラ・コモン・プロシージャ　プログラミングマニュアル』(Pub.No. 1756-PM001)
を参照してください。

ロジックの実行方法 以下の実行タイプにタスクを構成

いつでも Continuous (連続 )
これは、MainTaskのデフォルト構
成です。

指定の期間で Periodic (周期 )
タスクを実行する周期を定義す
る。

ロジック
の実行

タスクが自動
的に再始動す
る。

タスクが自動
的に再始動す
る。

タスクが自動
的に再始動す
る。

タスクが自動
的に再始動す
る。

周期経過
タスクが再始動

周期経過
タスクが再始動

ロジック
の実行

タスクが
終了

タスクが
終了
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プロジェクトの編成 第 2章
2.5 追加プログラムの作成

Logix5000コントローラはアプリケーションを複数のプログラムに分けて、それぞれ独自のタグ (データ )
を持つようにできます。

プログラム間でタグ名の衝突を管理する必要はありません。

すべてのプログラムではコントローラ用のデータにアクセスできます。プログラム用のデータは他のプログ
ラムから分離されています。

• ルーチンは、他のプログラムのプログラムタグのデータにはアクセスできません。

• 複数のプログラムでプログラムタグのプログラム名を再利用できます。

• 例えば、Program_Aと Program_Bの両方に Tag_4という名前のプログラムタグを持つことができます。

項目 説明

A タグはデータを格納する。データアドレスの固定データテーブルまたは数値フォーマットはない。タグ
名はアドレスです (物理アドレスに対するクロスリファレンスしない )。使用したいタグを作成する。

B プログラムは、ロジックとデータを他のロジックとデータから分離する。各プログラムには、データに
関連する 1つまたは複数のロジックルーチンがある。

C 範囲は、タグがすべてのプロラグムにアクセスできる (コントローラタグ )か、または 特定のプログラ
ムに制限される (プログラムタグ )かを定義する。プログラム用のデータは、他のプログラムから分離さ
れている。

A

B

C

コントローラタグ
(グローバルデータ )

Program_A

他のルーチン

メインルーチン Tag_4
Tag_5
Tag_6

プログラムタグ
(ローカルデータ )

Tag_1
Tag_2
Tag_3

Program_B

他のルーチン

メインルーチン Tag_4
Tag_5
Tag_6

プログラムタグ
(ローカルデータ )

データ
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第 2章 プロジェクトの編成
同じロジックであるが異なるデータを使用する複数のマシン、ステーション、またはプロセスがある場合に
は、マシン、ステーション、またはプロセスごとにプログラムを作成します。

• プログラムのコードとタグ名の両方を再利用できます。

• プログラム間でタグ名の衝突を管理する必要はありません。

1. MainTaskを右クリックして、New Programを選択します。

2. プログラムの名前を入力して、OKをクリックします。

一部のタグは、コントローラ用でなければなりません。

ヒント 名前は、以下の規則に従ってください。

• 文字、数字、およびアンダースコア (_)のみ

• 先頭の文字は、文字またはアンダースコア (_)であること

• 40文字以下

• 続けてアンダースコア (_)を使用したり、アンダースコアで終わってはならない。

• 大文字と小文字を区別しない。

タグの使用範囲 割付ける範囲

プロジェクトの複数のプログラム内 コントローラ用のタグ (コントローラタグ )

メッセージ (MSG)命令内

データの生成と消費

PanelViewターミナルとの通信

上記以外 プログラム用のタグ (プログラムタグ )
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2.6 ユーザ定義データタイプの作成

ユーザ定義データタイプによって、マシンまたはプロセスに対応するようにデータを編成できます。これに
よって、プログラム開発を合理化して、簡単に保守できる自己文書化するコードを作成できます。

項目 説明

A タグはデータを格納する。データアドレスのための固定のデータテーブルまたは数値フォーマットはな
い。タグ名はアドレスです。使用したいタグを作成する。

B データタイプは、ビット、整数、浮動小数点の値、または文字列などのタグを格納するデータのタイプ
を定義する。

C 配列は、データのブロック (ファイル )を定義する。ブロック全体で同じデータタイプを使用する。1, 2, 
または 3次元にできる。

D 構造体は、データタイプのグループと再利用可能なフォーマット (タグ用のテンプレート )を組み合わせ
ている。同じデータレイアウトに複数のタグの基本として構造体を使用する。

E メンバーは、構造体内の個別のデータを説明する。
F ユーザ定義データタイプは、独自のデータ構造体を定義する。ユーザ定義 データタイプは、システムの

特定の側面に関連するすべてのデータを格納する。これによって、そのデータタイプに関係なく、関連
するデータを互いに保持して、配置しやすくなる。

A

D

F

E

C

B

Pub.No. 1756-QS001E-JA-P - October 2009 2-5



第 2章 プロジェクトの編成
ユーザ定義データタイプを作成するときは、以下のガイドラインに従ってください。

以下の手順に従って、ユーザ定義データタイプを作成してください。

1. Data Types を右クリックして、New Data Typeを選択します。

2. データタイプの名前を入力します (データタイプを使用するタグの名前ではない )。

ガイドライン 詳細

説明のパススルーを考慮する。 6-2ページの「ユーザ定義データタイプ」を参照してください。

I/Oデバイスを表すデータには追加のプ
ログラミングが必要です。

I/O デバイスを表すメンバーが含まれている場合は、ロジックを使用して
ユーザ定義データタイプのメンバーと対応する I/Oタグとの間でデータをコ
ピーする必要がある。

配列をメンバーとして含める場合は、配
列は 1次元に制限される。

複数次元配列には、ユーザ定義データタイプを使用できない。

BOOL, SINT, または INTデータタイプを
使用する場合は、同じデータタイプを使
用するメンバーごとに順番に配置する。

Logix5000コントローラは、 4バイトの塊でメモリを割当てる。より小さな
データタイプを互いに並べる場合は、コントローラは 4バイトの塊の大きさ
に収まるようにパックする。

効率的な方法

BOOL
BOOL
BOOL
DINT
DINT

非効率的な方法

BOOL
DINT
BOOL
DINT
BOOL
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プロジェクトの編成 第 2章
3. メンバーを入力します。

オプションとして、各メンバーの説明を入力します。

4. OKをクリックします。

以下の手順に従って、ユーザ定義データタイプを使用するタグを作成してください。

1. タグに使用したい範囲を右クリックして、Edit Tagsを選択します。

2. タグの名前を入力します。

3. ユーザ定義データタイプの名前を入力します。
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4. タグを配列 (データタイプの複数インスタンス )にしたいときは、以下を行なってください。

a. データタイプを選択して、 をクリックします。

b. 配列の次元を指定して、OKをクリックします。

2.6.1 ルーチンの定義

プロジェクトに必要なプログラムがある場合は、プログラムごとにルーチンを作成して定義する必要があり
ます。

項目 説明

A ルーチンは、プログラム (PLCまたは SLCコントローラのプログラムファイルに似ている )に実行可能
なコード (ロジック )を提供する。

B プログラムごとにメインルーチンが必要です。
• プログラムを実行すると、メインルーチンが自動的に実行する。
• メインルーチンを使用して、プログラムの他のルーチンの実行を制御する。
• プログラムの他のルーチン (サブルーチン )を呼出す (実行する )には、サブルーチンジャンプ (JSR)
命令を使用する。

C サブルーチンは、メインルーチンまたはフォルトルーチン以外のルーチンです。サブルーチンを実行す
るには、メインルーチンなどの他のルーチンでサブルーチンジャンプ (JSR)命令を使用する。

A

B

C
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2.6.2 マシンまたはプロセスの各セクションのためのルーチンの定義

プロジェクトを簡単に開発、テスト、およびトラブルシューティングするには、ルーチン (サブルーチン )
に分割してください。

1. マシンまたはプロセスの物理的なセクションをそれぞれ認識します。

2. これらのセクションごとにルーチンを割付けます。

2.6.3 インストールされているプログラミング言語の認識

以下の手順に従って、RSLogix 5000ソフトウェアのバージョンにインストールされたプログラミング言語を
判断してください。

1. RSLogix 5000ソフトウェアを起動します。

2. Helpメニューから、About RSLogix 5000を選択します。

2.6.4 各ルーチンへのプログラミング言語の割付け

ルーチンごとに、プログラミング言語を選択します。

• Logix5000コントローラでは、以下の言語を使用できます。

- ラダーロジック

- ファンクション・ブロック・ダイアグラム

- シーケンシャル・ファンクション・チャート

- 構造化テキスト

• 同じプロジェクトで言語を組み合わせて使用できます。

マシンまたはプロセスの説明

Xxxxx xxxxx xxx
Xxxxx xxxxx xxx
Xxxxx xxxxx xxx

Xxxxx xxxxx xxx
Xxxxx xxxxx xxx
Xxxxx xxxxx xxx

Xxxxx xxxxx xxx
Xxxxx xxxxx xxx
Xxxxx xxxxx xxx

最初のセクション =ルーチン 1

2番目のセクション =ルーチン 2

3番目のセクション =ルーチン 3
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2.6.5 各ルーチンのより意味のある単位への分割

ルーチンの一般的な意味 使用する言語

複数動作の連続または並列実行 (連続ではない ) ラダーロジック

ブーリアンまたはビットベースの動作

複雑な論理的な動作

メッセージおよび通信の処理

マシンインターロック

サービスまたは保守要員の動作が、マシンまたはプロセスをトラブルシューティン
グするために解釈する必要がある。

連続プロセスおよびドライブ制御 ファンクション・ブロック・ダイ
アグラム (FBD)

ループ制御

サーキットフローの計算

複数動作の高レベルの管理 シーケンシャル・ファンクショ
ン・チャート (SFC)

反復的なシーケンスの動作

バッチプロセス

構造化テキストを使用するモーションコントロール

状態マシン動作

複雑な算術演算 構造化テキスト

特殊な配列またはテーブルループ処理

ASCII文字列処理またはプロトコル処理

ルーチンでの使用言語 作業内容 例

ラダーロジック
構造化テキスト

大きなルーチンを複数の小さな
ルーチンに分割する。

複数の複雑なブーリアン動作を連
続して実行するには…

…動作ごとに個別のルーチンを作
成する。

ファンクション・ブ
ロック・ダイアグラム 
(FBD)

バルブごとに指令された位置にあ
ることのフィードバックが必要な
4つのバルブを制御するには…

…バルブごとに個別のシートを作
成する。

シーケンシャル・ファ
ンクション・チャート
(SFC)

以下のシーケンスを実行するに
は、
1. タンクを満たす。
2. タンクで材料を混ぜ合わせる。
3. タンクを空にする…

…セクション (充填、混合、空 )
ごとに個別のステップを作成す
る。

ルーチン

ルーチン

FBDルーチン内で、モー
タやバルブなどのデバイス
用の機能ループごとにシー
トを作成する。

シート

ルーチン

ステップ

ステップ

ステップ

SFCをステップに分ける。
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2.7 メインルーチンの割付け

プログラムごとにメインルーチンが必要です。ルーチンを作成したら、プログラムごとにメインルーチンを
割付けます。

以下の手順に従って、メインルーチンを割付けてください。

1. プログラムフォルダを右クリックして、Propertiesを選択します。

2. Configurationタブをクリックします。

3. メインルーチンを選択して、OKをクリックします。

重要 デフォルトのプロジェクトでは、MainProgramにはすでにメインルーチン (MainRoutine)があり
ます。作成するアプリケーションプログラムごとにメインルーチンを割付ける作業のみを行な
う必要があります。
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2.8 コントローラの構成

名前、シャーシサイズ、またはスロット番号などのコントローラの構成を変更したいときは、Controller 
Propertiesダイアログボックスを使用します。

1. Controller Propertiesボタンをクリックします。

2. 必要なプロパティ (一部の項目は特定のコントローラにのみ適用 )を変更して、OKをクリックします。
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2.9 I/Oモジュールの構成

モジュールの動作を変更するには、モジュールのModule Propertiesウィンドウを使用します。構成オプショ
ンは、モジュールによって異なります。

1. モジュールを右クリックして、Propertiesを選択します。

2. 名前またはスロット番号を変更するには、Generalタブを使用します。

3. 構成を変更するには、Configurationタブをクリックします。

モジュールによっては、複数の Configuration タブがあります。
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Notes:
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第 3章

アドオン命令のプログラム

バージョン 16の RSLogix 5000プログラミングアソフトウェアでは、プロジェクトの一貫性を向上するため
に頻繁に使用する命令のセットを設計および構成できます。Logix5000コントローラに含まれる組込み命令
と似ており、作成したこれらの命令をアドオン命令といいます。

アドオン命令では、以下を行なうことができます。

• 独自の命令を挿入する。

• アドオン命令の定義を他の RSLogix 5000プロジェクトからコピーする。

• アドオン命令の定義を他の RSLogix 5000プロジェクトからインポートする。

3.1 必要なもの

本マニュアルで作業を行なうには以下の項目が必要です。

• RSLogix 5000ソフトウェア Ver. 16以降が稼動しているパーソナルコンピュータ

• プロジェクトを作成するためのシステムのレイアウト

3.2 行なうべき手順

1. アドオン命令を挿入します (3-2ページ )。

2. アドオン命令の定義をコピーします (3-3ページ )。

3. アドオン命令の定義をインポートします (3-4ページ )。

4. 表示されないパラメータにアクセスします (3-5ページ )。

5. パラメータの値をモニタまたは変更します (3-6ページ )。

6. アドオン命令のロジックを表示します (3-7ページ )。

7. アドオン命令を編集およびモニタします (3-8ページ )。

8. アドオン命令を新しいリビジョンに更新します (3-8ページ )。
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3.3 アドオン命令の挿入

ラダー、ファンクションブロック、または構造化テキストのルーチンにアドン命令を作成できます。

1. 命令を使用するルーチンを開きます。

2. Language Elementツールバーの Add-Onタブをクリックします。

3. 命令をツールバーからルーチンにドラッグします。

4. パラメータを入力します。

ルーチンのタイプ パラメータ

ラダー 1つのクエスチョンマーク (?)：パラメータが必要。タグを
入力する。

1つおよび 2つのクエスチョンマーク：パラメータが必要。
タグを入力する。

2つのクエスチョンマーク (??)のみ：パラメータが必要で
はない。以下のいずれかを行なう。
• 空白のままにして、デフォルト値を使用する。
• それが入力値の場合は、異なる値を入力する。

ファンクションブロック ピンの終わりにノブ：パラメータが必要。ピンを IREF, 
OREF, コネクタ、または他のブロックに配線する。

1つのクエスチョンマーク (?)：パラメータが必要。タグを
入力する。

ピンの終わりにノブがない：パラメータが必要ではない。

構造化テキスト 命令は必要なパラメータのみ使用する。各パラメータにタ
グを入力する。

ヒント 命令のヘルプについては、命令を選択してから [F1]キーを押します。構造化テキストの場合
は、カーソルが青色の命令の名前に位置付けられていることを確認します。
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3.4 アドオン命令の定義のコピー

他の RSLogix 5000プロジェクト内からアドオン命令をコピーできます。

1. アドオン命令の定義のある RSLogix 5000プロジェクトを開きます。

2. Add-On Instructionsフォルダ内で定義を探します。

3. 定義を右クリックして、Copyを選択します。

4. 定義を取得するプロジェクトに進みます。

5. Add-On Instructionsフォルダを右クリックして、Pasteを選択します。
Pub.No. 1756-QS001E-JA-P - October 2009 3-3



第 3章 アドオン命令のプログラム
3.5 アドオン命令の定義のインポート

他の RSLogix 5000プロジェクトからエクスポートされたアドオン命令の定義を追加できます。

RSLogix 5000プロジェクトにすでにこのアドオン命令のリビジョンがありますか ?

• No ：この手順を使用して、命令をインポートしてください。

• Yes ：3-8ページの「アドオン命令の新しいリビジョンへの更新」を参照してください。

1. Add-On Instructions フォルダを右クリックして、Import Add-On Instruction.を選択します。

2. 命令を探します。

3. 命令を選択して、Importをクリックします。
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3.6 表示されないパラメータへのアクセス

表示されないアドオン命令のパラメータへの読取りまたは書込み方法は、プログラミング言語によって異な
ります。

3.6.1 ファンクションブロク

1. 命令の Propertiesボタンをクリックします。

2. パラメータの Visボックスをチェックして、OKをクリックします。

3. パラメータのピンに配線します。

3.6.2 ラダーロジックおよび構造化テキスト

他の命令、割付け、または式を使用して、パラメータのタグ名を読取りまたは書込むことができます。パラ
メータのタグ名に以下のフォーマットを使用します。

Add_On_Tag.Parameter

変数 意味

Add_On_Tag アドオン命令のアドオン定義されたタグ
Parameter パラメータの名前
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3.7 アドオン命令のパラメータ値のモニタまたは変更

Propertiesダイアログを使用して、アドオン命令のパラメータ値をモニタまたは変更できます。

1. クリックして、新しい値を入力します。

2. Applyをクリックします。

3. OKをクリックします。

ルーチンのタイプ パラメータ

ラダーロジックまたはファンクションブロック 命令の Propertiesボタンをクリックする。

構造化テキスト 命令を右クリックして、Propertiesを選択する。

Motor_Starter(Motor_St
arter_ST,Stop_PB,Start
_PB,Motor_Out_ST);
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3.8 アドオン命令のロジックの表示

アドオン命令は、そのロジックを表示できないように保護できます。アドオン命令が保護されているかを判
断できます。

1. アドオン命令を選択します。

2. Source Protectionの Quick View枠を見ます。

リストにない場合は、ルーチンは保護されていません。

ロジックを表示するには、命令を右クリックして Open Instruction Logicを選択します。

Motor_Starter(Motor_St
arter_ST,Stop_PB,Start
_PB,Motor_Out_ST);
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3.9 アドオン命令の編集およびモニタ

以下を行なうことができます。

• ロジックの実行を見る。

• タグ値を見る。

• タグおよびパラメータ値を変更する。

以下は、行なうことができません。

• ロジックをオンラインで編集する。

• この命令だけのためにロジックを編集する。

ロジックを変更するには、定義を変更する必要があります。

3.10 アドオン命令の新しいリビジョンへの更新

アドオン命令の定義を新しいリビジョンに更新できます。

例えば、プロジェクトが特定のアドオン命令を 5回使用しているときは、定義を変更するときに 5つすべて
のインスタンスを変更するように定義を更新します。

1. Add-On Instructionsフォルダを右クリックして、Import Add-On Instructionを選択します。

2. 命令を探して、Importを選択します。

3. 既存のリビジョンとの衝突を処理する方法を決定します (多くの場合は上書きする )。

4. クロス・リファレンス・リストを使用して、ロジック内の命令のそれぞれの使用をチェックします。

重要 アドオン命令の定義を変更する前に、変更によってその命令の既存のインスタンスに問題が起
こらないことを確認します。アドオン命令の定義を変更すると、変更内容はプロジェクト内の
その命令のインスタンスすべて に影響を及ぼします。
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機器フェーズのプログラム

PhaseManagerソフトウェアを使用して、機器フェーズを作成したり、機器フェーズのデフォルト設定を変更
できます。

4.1 必要なもの

本マニュアルで作業を行なうには以下の項目が必要です。

• RSLogix 5000ソフトウェア Ver.16以降が稼動しているパーソナルコンピュータ

• プロジェクトを作成するためのシステムのレイアウト

4.2 行なうべき手順

1. 機器フェーズを作成します (4-1ページ )。

2. 状態ルーチンを作成します (4-2ページ )。

3. 手動で状態を変更します (4-2ページ )。

4. 機器フェーズをの初期状態を構成します (4-4ページ )。

5. 機器フェーズを構成を開きます (4-5ページ )。

6. 機器フェーズをを構成します (4-5)ページ )。

4.3 機器フェーズの作成

1. Main Taskを右クリックして、New Equipment Phaseを選択します。

2. 機器フェーズの名前を入力して、OKをクリックします。
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4.4 状態ルーチンの作成

1. Main Taskを右クリックして、機器フェーズを選択します。

2. New Phase State Routineを選択します。

3. 状態ルーチンの名前を入力します。

4. プログラミング言語を選択して、OKをクリックします。

4.5 手動による状態の変更

状態を変更する前に、以下を行なってください。

• プログジェクトをコントローラにダウンロードする。

• コントローラをランモードまたはリモート・ラン・モードにする。

1. 機器フェーズを右クリックして、Monitor Equipment Phaseを選択します。

2. Ownershipをクリックしてから、Yesをクリックします。

このウィンドウを使用して、状態を変更します。
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3. Startをクリックします。

機器フェーズは Running (実行中 )状態になります。実行中の状態のルーチンのコードが実行を開始しま
す。これは、機器の通常の生産シーケンスのコードを配置する場所です。

4. Stopをクリックします。

機器フェーズは Stopped (停止 )状態になります。実行中の状態のルーチンは、実行を停止します。停止
中の状態のルーチンはオプションです。これがなければ、機器フェーズは直接停止状態になります。

5. Resetをクリックします。

機器フェーズは Idle (アイドル )状態になります。リセット中の状態のルーチンはオプションです。これ
がなければ、機器フェーズは直接アイドル状態になります。
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6. Ownershipをクリックします。

これは、このウィンドウによって制御から機器フェーズを解放します。

4.6 機器フェーズの初期状態の構成

初期状態とは、電源投入後に機器フェーズがとる最初の状態のことです。

1. 機器フェーズを右クリックして、Propertiesを選択します。

2. Configurationタブを選択します。

3. Initial Stateを選択して、OKをクリックします。
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4.7 機器フェーズの構成を開く

1. 機器フェーズを右クリックして、Propertiesを選択します。

2.  Configurationタブをクリックします。

4.8 機器フェーズの構成

以下の設定を使用して、機器フェーズを構成してください。

設定 選択する内容

Prestate

機器フェーズがアイドル状態のときでも、前の状態ルーチンはいつでも実行する。
状態の各スキャンの前に実行する。

前の状態ルーチンを実行したいか ?
• Yes：実行したいルーチンを選択する。
• No：このボックスを <none>を選択したままにする。

Fault フォルトーチンによって、命令が原因で起こったメジャーフォルトをクリアでき
る。

この機器フェーズの命令のフォルトルーチンをセットアップしたいか ?
• Yes：フォルトルーチンにしたいルーチンを選択する。
• No：このボックスを <none>を選択したままにする。

Inhibit Equipment Phase コントローラで、この機器フェーズを禁止したいか ?
• Yes：このボックスをチェックする。
• No ：このボックスをチェックしないままにするか、またはチェックを解除する。

現在の状態
ルーチン

前の状態
ルーチン
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Initial State コントローラをオンしたときの機器フェーズの状態をどれにするか ?
• Idle (アイドル )
• Complete (完了 )
• Stopped (停止 )
• Aborted (アボート )

Complete State Immediately If not 
Implemented

機器フェーズで、使用しない状態をスキップするか ?
• Ye：このボックスをチェックしたままにするか、またはチェックする。
• No：このボックスのチェックを解除する。

Initial Step Index ラダーダイアグラムまたは構造化テキストに状態ルーチンがあるか ?
• No：このボックスをスキップする。
• Yes：次の質問に進む。

これらの状態ルーチンのいずれかがステップ番号を使用するか ?
• Yes：各状態の最初のステップに数値を入力する。
• No：このボックスをスキップする。

機器フェーズのタグに StepIndex 番号がある。機器フェーズが状態を変更するたび
に、コントローラは StepIndexをリセットする。コントローラは、StepIndexを
Initial Step Indexボックスに指定された番号にリセットする。

External Sequencer Loss of 
Communication Command

FactoryTalk Batchソフトウェアを使用して、この機器フェーズに指令するか ?
• No：このボックスをスキップする。
• Yes：次の質問に進む。

コントローラが FactoryTalk Batchソフトウェアとの通信を失ったときに、機器
フェーズに何を行なわせるか ?
• Continue in its current state (現在の状態のまま継続 )：Noneを選択する。
• Go to aborting (アボートに進む )：Abortを選択する。
• Go to holding (保留に進む )：Holdを選択する。
• Go to stopping (停止に進む )：Stopを選択する。

機器フェーズは、状態モデルに従う必要がある。例えば、通信エラーのときに実行
中であるか再起動中であるときのみ保留中になる。

External Request Hold Action PXRQ命令を使用しているか ?
• No：このボックスをスキップする。
• Yes：次の質問に進む。

PXRQ命令の処理中に機器フェーズが保留中になるときに、何を行なうか ?
• Nothing (何も行なわない )：Noneを選択する。
• Stop the request  (要求を停止 )：Clearを選択する。

設定 選択する内容
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プロジェクトのオフラインでのプログラム

この章には、ルーチン用のロジックをプログラムする方法と、ロジックのタグを作成する方法を詳細に説明
してます。

5.1 必要なもの

本マニュアルで作業を行なうには以下の項目が必要です。

• RSLogix 5000ソフトウェア Ver.16以降が稼動しているパーソナルコンピュータ

• プログラミングするプロジェクトの計画

5.2 作業を開始する前に

この章では、オフライン中のプロジェクトをプログラムします。オンラインプログラミングには、追加のス
テップが必要です。「第 8章　プロジェクトのオンラインでのプログラム」を参照してください。

5.3 行なうべき手順

1. ラダーロジックを入力します (5-2ページ )。

2. ラダーロジックをエクスポート /インポートします (5-6ページ )。

3. ファンクション・ブロック・ダイアグラムを入力します (5-9ページ )。

4. ファンクションブロック用のフェイスプレートを使用します (5-13ページ )。

5. 構造化テキストを入力します (5-16ページ )。

6. シーケンシャル・ファンクション・チャートを入力します (5-19ページ )。

7. オペランドを割付けます (5-21ページ )。

8. プロジェクトを検証します (5-24ページ )。

9. タグのガイドラインを再検討します (5-26)ページ )。
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5.4 ラダーロジックの入力

ラダーロジックを入力する場合に、以下のオプションがあります。

クイックキー：ロジックエレメント (ラ
ング、ブランチ、命令 )をキーボードの
キーに割付けます。エレメントをカーソ
ルの右または下に追加するには、エレメ
ントに対応するキーを押します。

ASCIIテキスト：ASCIIテキストを使用
して、ロジックを入力または編集します。
ツールチップは、必要なオペランドの入
力を支援します。通常、ASCIIテキスト
は以下のフォーマットを使用します。
mnemonic operand_1 operand_2

ラング XIC
ブランチ

ブランチレベル

XIO OTE OTU OTL
さらに命令 ロジックエレメントをドラッグ &ドロッ

プする：言語エレメントのツールバーを
使用して、ラング、ブランチ、または命
令を、ルーチンにドラッグ &ドロップし
ます。

入力と出力命令の組合せ：ラングの最後の命令は出力命
令でなければなりません。

直列の出力：複数の出力命令をラングに順序通り (直列 )
に配置します。

オペランドを未定義のままにする：オペランドを定義
せずにロジックを入力します。RSLogix 5000ソフト
ウェアによって、オペランドを割付けることなくロ
ジックを入力して保存できます。これによって、ロ
ジックを繰返し開発して、再利用するためにコードの
ライブラリを保存できます。

並列ブランチ：ラングでの並列ブランチの数に制限はあ
りません (6レベルまでネスト可能 )。
5-2 Pub.No. 1756-QS001E-JA-P - October 2009



プロジェクトのオフラインでのプログラム 第 5章
5.4.1 ラングまたは命令の追加

ラングまたは命令のボタンを希望する場所に直接ドラッグします。緑色のドットは、有効な配置場所 (ド
ロップポイント )を示します。

5.4.2 ブランチの追加

1. ブランチボタンをブランチを開始する場所にドラッグします。

緑色のドットは、有効な配置場所 (ドロップポイント )を示します。

2. ブランチレールを希望する場所にドラッグします。

5.4.3 ブランチへのレベルの追加

ブランチを右クリックして、Add Branch Levelを選択します。
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5.4.4 エレメントの削除

1. エレメントをクリックします。

2. Deleteをクリックします。

5.4.5 キーボードを使用するエレメントの追加

コンピュータのキーボードを使用してエレメントを追加できます。

1. Insertを押します。

2. 命令にニーモニックを入力するか、またはラング、ブランチ、またはブランチレベルを入力します。

3. [Enter]キーを押します。

4. 命令、ブランチ、またはラングを異なる場所に移動するには、マウスを使用してそこまでドラッグしま
す。

緑色のドットは、有効な配置場所 (ドロップポイント )を示します。
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5.4.6 ASCIIテキストを使用するロジックの入力

ASCII等価の入力を使用して、エレメントを追加できます。

1. ラングをダブルクリックします。

2. ラングの ASCIIテキストを入力します。

5.4.7 クイックキーの有効

クイックキーを有効にすると、編集するときにショートカットを使用できます。

1. Toolsメニューから、Optionsを選択します。

2. Ladder Editorをクリックします。

3. これらのチェックボックスをチェックします。

エレメントにキーを割付けてください。

1. をクリックします。

2. 希望するキーについて、エレメントを選択します。

3. 希望するキーに割付けられているときは、 をクリックします。
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5.5 ラダーロジックのエクスポート /インポート

他のプロジェクトからラダーロジックを再利用したいときは、ロジックを L5Xファイルにエクスポートし
てから、必要なプロジェクトにインポートするだけです。L5Xファイルには、I/Oモジュールを除くロジッ
クに必要なすべてが含まれています。

5.5.1 ラングをインポートするとき

ラングをインポートするときに、RSLogix 5000ソフトウェアは、ラングに同調してタグとユーザ定義データ
タイプのリストを示します。リストを使用して、インポート動作中に作成されるタグとデータタイプを管理
できます。

L5Xファイル

ラング

タグ

データタイプ

コメント

プロジェクト A

エクスポート

インポート

プロジェクト B

ユーザ定義データタイプのラングに変数を配置すると
きは、管理するタグを減らします。

必要であれば、タグの名前
をプロジェクトによりよく
対応するように変更できま
す。

タグがプロジェクトにすで
に存在する場合は、以下の
いずれかを行ないます。
• ライブラリファイルのタ
グを破棄して、ロジック
を既存のタグに結びつけ
る、既存のタグを使用す
る。

• 新しく作成したタグの名
前を変更する。

I/Oタグがプロジェクトにすでに存在するときは、インポート動作は、そのタグ
名に対してエイリアスするためにこのタグを使用します。プロジェクトをイン
ポートすると、精度についてエイリアスタグをチェックしたかを確認します。

新しい I/Oタグが作成されて
いません。

Operation列に、インポート中に各タグとデータタイプに起こること
を表示されます。ソフトウェアは、プロジェクトの既存のものを使用
して作成するか、または破棄します (インポートしない )。
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5.5.2 ラングのエクスポート

1. エクスポートするラングを選択します。

2. 選択を右クリックして、Export Rungを選択します。

3. ファイルの場所と名前を選択します。

4. ファイルを作成します。

ラング条件 行なう操作

順序通り 最初のラングをクリックしてから、[Shift]キーを押しながら最後のラングをクリックする。

順序を外れている 最初のラングをクリックしてから、[Ctrl]キーを押しながら追加のラングをクリックする。
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5.5.3 ラングのインポート

1. ラングの場所を右クリックして、Import Rungを選択します。

2. インポートするファイルを選択して、Importをクリックします。

3. 名前に衝突がないかをチェックします。

4. OKをクリックします。
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5.5.4 エイリアスタグのチェック

インポートするラングのエイリアスタグをチェックします。

5.6 ファンクション・ブロック・ダイアグラムの入力

ファンクション・ブロック・ダイアグラムによって、命令間のデータの流れを視覚的に定義できます。デー
タの流れは命令の実行順を駆動します。

項目 説明

A エイリアスタグをインポートするときは、適切なベースタグを指しているかを確認する。タグがプロ
ジェクトにすでに存在するタグに対するエイリアスの場合は、ソフトウェアはエイリアスとベースタグ
の関係をセットアップする。

B プロジェクトにベースタグがない場合は、ベースタグを作成するか、異なるベースタグにエイリアスを
指す必要がある。

A

B

A

D

F

E

G

C

B
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項目 説明

A シートは、ダイアグラムを実行を影響を与えずにセクションに分割する。ルーチンを実行すると、すべ
てのシートが実行する。

B 入力リファレンス (IREF)は、タグから値を読取るか、または定数値を設定する。

C ワイヤは、エレメント間で値を転送する。
D 命令は、入力値に基づいて出力値を生成する。
E 出力リファレンス (OREF) は、タグに値を書込む。

F 出力ワイヤコネクタ (OCON)は、1つまたは複数の ICONに値を書込む。

G 入力ワイヤコネクタ (ICON)は、ルーチン内の同じシートまたは異なるシートの OCONから値を読取る。
他のルーチンから値を読取るには、OREF/IREFの組合せを使用する。

項目 説明

H Assume data available (データ使用可能を前提 )インジケータは、ループ内のデータの流れを定義する。
矢印は、ループの最初のブロックへの入力として機能するデータを示す。

ループにブロックのグループがある場合は、最初に実行するブロックを認識する必要がある。Assume 
Data Availableインジケータを使用して、ループ (フィードバックワイヤ )を作成する入力ワイヤをマー
クする。

この入力ピンは、前のスキャンで生成されたブロック 3からの出力を使用する。

1 2 3

H
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5.6.1 キーボードを使用するエレメントの追加

コンピュータのキーボードを使用してファンクションブロックのエレメントを追加できます。

1. Insertを押します。

2. エレメントのニーモニックを入力して、[Enter]キーを押します。

3. エレメントを希望する場所にドラッグします。
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5.6.2 エレメントの接続

エレメントを接続するには、対応するピンをクリックします (緑色のドット =有効な接続ポイント )。

5.6.3 ループの決定

ループを決定する (ワイヤを入力として定義する )には、ワイヤを右クリックして Assume Data Availableを
選択します。

5.6.4 シートの追加

ファンクション・ブロック・ダイアグラムに必要なシートを追加します。

1. New Sheetをクリックします。

2. シートの名前を入力します。
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5.7 ファンクションブロック用のフェイスプレートの使用

RSLogix 5000ソフトウェアには、一部のファンクションブロック命令のためのフェイスプレート (制御 )が
含まれています。フェイスプレートは、ファンクションブロック命令と相互作用できる Active-Xコント
ロールです。

• RSLogix 5000ソフトウェアパッケージにはフェイスプレートが含まれていますが、自動的にインストー
ルしません。フェイスプレートを使用するには、ソフトウェア CDで探して、個別にインストールしま
す。

• 以下のソフトウェアなどの Active-Xコンテナ内にあるフェイスプレートを使用します。

- FactoryTalk View SE

- Microsoft Excel

• RSLogix 5000ソフトウェアは、有効な Active-Xコンテナではありません。

• フェイスプレートは、RSLinx Classicソフトウェアの DDE/OPCトピックスを使用してコントローラと通
信します。DDE/OPCトピックスのために RSLinx Classicソフトウェアを使用するには、以下のいずれか
を購入してください。

- RSLinx Classicソフトウェア (個別のパッケージとして )

- RSLogix 5000 Professional Editionソフトウェア (RSLinx Classic Professional Editionソフトウェアを含ん
ている。)

他の RSLogix 5000ソフトウェアパッケージに付属する RSLinx Classic Liteソフトウェアは、DDE/OPC通
信を提供しません。

RSLinx Classicソフトウェアでは、トピックはコントローラへの特定のパスを示します。RSLogix 5000ソフ
トウェアリビジョン 10.0以降は、以下を行なうと自動的に RSLinxトピックを作成します。

• プロジェクトを作成する。

• プロジェクトを保存する。

• プロジェクトのリビジョンを 10.0以降に変更する。
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場合によっては、RSLinxソフトウェアのトピックのためにデータソースを更新する必要があります。

5.7.1 トピックのセットアップ

1. RSLogix 5000ソフトウェアを使用して、トピックを作成します。

a. プロジェクトパス (コントローラへの通信ルート )を設定します。

b. プロジェクトを保存します。

2. RSLinx Classicソフトウェアで、トピックをチェックします。

a. DDE/OPCメニューから、Topic Configurationを選択します。

b. プロジェクトを保存します。

c. データソースがコントローラを指しているか確認します。

d. Doneをクリックします。
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5.7.2 フェイスプレートの Microsoft Excelソフトウェアへの追加

1. Microsoft Excelソフトウェアを起動します。

2. View → Toolbars → Control Toolboxを順に選択します。

3. 希望する Logix 5000…Faceplate Controlをクリックして選択します。

4. フェイスプレートの場所で、フェイスプレートの希望するサイズにポインタをドラッグします。

5. フェイスプレートを右クリックして、Logix 5000…Faceplate Control Objectメニューから Propertiesを選択
します。

6. フェイスプレートを制御するタグをクリックしてブラウズします。

7. 制御のための更新期間を選択して、OKをクリックします。

8. 設計モードを終了して制御を使用するには、ここをクリックします。
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5.8 構造化テキストの入力

構造化テキストは textualプログラミング言語で、実行するものを定義するためにステートメントを使用し
ます。構造化テキストは、以下のコンポーネントから構成されています。

項目 説明

A 構造は、他の構造化テキストコード (他のステートメント )を実行するための論理条件を定義する。この
例では、構造は If…Then…Else…End_ifです。

B BOOL式は、タグまたは式が True(1)または False(0)であるかをチェックする。通常、BOOL式はアク
ションの条件として機能する (構造の if, while, または until)。

C 割付けは、値をタグに書込む。値は、:=の右側から左側に移動する。

D 数値式は、 値を計算する。

E セミコロン ';' は、割付け、命令、または構造の終わりを終了する。

A

B

C

D

E
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構造化テキストを入力する場合は、以下のガイドラインに従ってください。

5.8.1 命令のブラウズ

1. [Alt]キーを押しながら Insertを押します。

2. 命令のニーモニックを入力して、[Enter]キーを押します。

ガイドライン 説明

構造化テキストでは、大文字
と小文字を区別しない。

大文字と小文字を組合せることで、読みやすくできる。例えば、“IF”には IF, If, ifの 3
つのバリエーションがあるが、すべて同じです。

タブ、スペース、 およびキャ
リッジリターン (改行 )を使用
して、構造化テキストを読み
やすくできる。

タブ、スペース、 およびキャリッジリターンは、構造化テキストの実行に影響を及ぼさ
ない。

読みやすい 同じように実行する

If Bool1 then
Bool2 := 1;

End_if;

If Bool1 then Bool2 := 1; 
End_if;

Bool2 := 1; Bool2:=1;

BOOL式を True(1)または 
False(0)のいずれかとして書込
む。

BOOL式を使用して、特定の条件が True (1)または False (0)であるかを判断する。
• BOOLタグがすでに True (1)または False (0)である。その状態をチェックするのに
“=”符号を使用しない。

OK NOT OK

If Bool1 … If Bool1 = 1 …

If Not(Bool2) … If Bool2 = 0 …

• 整数、REAL, または文字列をチェックするときは比較を行なう (=, <, <=, >, >=, <>)。
OK NOT OK

If Dint1 > 5 … If Dint1 …

割付けの場合は、宛先から始
まる。

割付けは、以下のように配線する。
Destination := Source;

データ
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5.8.2 命令へのオペランドの割付け

1. 命令を右クリックして、Argument Listを選択します。

2. パラメータごとに、タグを選択するか、または直接指定値を入力します。

3. OKをクリックします。
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5.9  シーケンシャル・ファンクション・チャートの入力

シーケンシャル・ファンクション・チャート (SFC)によって、マシンマまたはプロセスを実行する一連の状
態 (ステップ )を定義できます。ステップは、構造化テキストを実行、サブルーチンを呼出す、または他の
ロジックの信号として単純に機能できます。

項目 説明

A ステップは、プロセスの主な機能です。特定の時間、フェーズ、またはステーションで起こるアクショ
ンを含む。

B アクションは、ステップを実行する機能の 1つです。アクションをプログラムするには、構造化テキス
トを入力するか、またはサブルーチンを呼出す。

C トランジションは、次のステップに進むときを SFCに知らせる True(1)または False(0)状態です。条件を
指定するには、構造化テキストに BOOL式を入力するか、またはサブルーチンを呼出す。

D ブランチは、1つ以上のステップを同時に実行するか、または異なるステップ (選択的 )間で選択する。

E ワイヤは、1つのエレメントをチャートの他のどこかに接続する。

A

D

E

C

B
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5.9.1 SFCの入力

1. エレメントをツールバーからチャートにドラッグします。

• 緑色のドットは、マウスのボタンを離すと自動的に接続するエレメントへのポイントを示します。

• 一部のツールバーのボタンは、SFCの対応するエレメントを選択した後にのみ使用できます。例え
ば、アクションを追加するには、最初にステップを選択します。

• アクションを必要なステップの上になるまでドラッグしてから、マウスのボタンを離します。

2. 手動でエレメントを接続するには、対応するピンをクリックします。緑色のドットは有効な接続ポイン
トを示します。

3. 構造化テキストを入力するには、?シンボルをダブルクリックします。それから、構造化テキストを入力
して、[Ctrl]キーを押しながら [Enter]キーを押します。
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5.10 オペランドの割付け

RSLogix 5000ソフトウェアによって、ワークフローに従ってプログラムできます。オペランドを割付けまた
はタグを定義することなくロジックを入力できます。次に、戻って、ロジックを完成するためにオペランド
を割付けまたは定義できます。

タグ名は、以下のフォーマットに従ってください。

項目 説明

A この命令にはオペランドが存在しない。オペランドを割付けずに、ロジックを入力および保存できる。
これによって、繰返しロジックを開発して、再利用するためのコードのライブラリを保存できる。

B これは未定義タグです。すべてのタグ定義せずにロジックを入力および保存できる。これによって、ロ
ジックを繰返し開発できる。

Name [Element] .Member [Element] .Bit

または
.[Index]

=オプション

変数 意味

Name この特定のタグを識別する名前
Element 配列の特定のエレメントを示す添字

• タグまたはメンバーが配列の場合にのみ、エレメント識別子を使用する。
• 配列の各次元に添字を 1つ使用する。例えば、[5], [2,8], [3,2,7]

エレメントを間接的に (動的に )参照するには、エレメント番号を提供するタグまたは数値式を使用す
る。例えば、MyArray[Tag_1], MyArray[Tag_2-1], MyArray[ABS(Tag_3)]

Member 構造体の特定のメンバー
• タグが配列の場合にのみ、メンバー識別子を使用する。
• 構造体がそのメンバーとして別の構造体を含んでいる場合は、.Memberフォーマットの追加レベルを
使用して、必要なメンバーを識別する。

A

B
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5.10.1 タグの作成

1. タグ領域をダブルクリックします。

2. タグの名前を入力して、[Enter]キーを押します。

スペースのかわりにアンダースコア (_)を使用します。

3. タグ名を右クリックして、Newを選択します。

4. データタイプを入力します。

データタイプをブラウズするか、配列の次元を割付けるには、 をクリックします。

5. タグの範囲を選択します。

6. OKをクリックします。

Bit 整数データタイプ (SINT, INT, または DINT)の特定のビット

Index 整数のビットを間接的に (動的に )参照するには、ビット番号を提供するタグまたは数値式を使用する。
例えば、MyTag.[Tag_1], MyTag.[Tag_2-1], MyTag.[ABS(Tag_4)]

変数 意味
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5.10.2 既存のタグの選択

1. タグ領域をダブルクリックします。

2.  ▼をクリックします。

3. 希望のタグを選択します。

ビットを選択するには、▼をクリックします。

4. 表示するタグの範囲を変更するには、対応するボタンをクリックします。
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5.11 プロジェクトの検証

プロジェクトをプログラムする場合は、定期的に動作内容を検証してください。

項目 説明

Verify (検証 ) プログラミングエラーまたは構成が完了していないか、ルーチンまたはプロジェクトをチェック
する。

Warning (警告 ) 予想通りにプロジェクトが実行できないようになる状況。RSLogix 5000ソフトウェアによって、
警告を含むプロジェクトをダウンロードできる。警告には、重複した破壊的なビットや割付けら
れていないメインルーチンなどの状況が含まれる。

Error (エラー ) プロジェクトをダウンロードする前に訂正すべき状況。エラーには、オペランドが存在しないま
たは未定義のタグなどの状況が含まれる。

Duplicate destructive 
bit detection
(重複した破壊的な
ビットの検出 )

他のロジック (ビット命令、OREF, ST割付け )も、OTE, ONS, OSF, または OSR命令に使用する
ビットの値をクリアまたはセットするかを判断する。RSLogix 5000ソフトウェアは、以下の状態
のすべてが満たされたときのみ重複した破壊的なビットを検出する。
• 重複した破壊的なビット検出を有効にする (デフォルトではオフ )。
• ラダーロジック OTE, ONS, OSF, または OSR命令でビットを使用する。
• ビット命令、OREF, または ST割付けなどの他のロジックエレメントも、同じビットを参照し
て、その値を変更できる。

OTE, ONS, OSF, または OSR命令にビットを使用しない場合は、ソフトウェアは存在したとしても
重複した破壊的なビットを検出しない。

デフォルトでは、重複した破壊的なビット検出はオフになっている。
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以下の手順に従って、ルーチンまたはプロジェクトを検証してください。

1. 検証のオプションを選択します。

2. エラーまたは警告に進みます。

3. Errorsタブを選択します。

4. 重複した破壊的なビット検出をオフにするには (デフォルトではオンになっている )、Toolsメニューか
ら Optionsを選択します。

操作内容 クリックするボタン

表示しているプロジェクトを検証する。

プロジェクト全体を検証する。

表示する内容 行なう操作

特定のエラーまたは警告 エラーまたは警告をダブルクリックする。

エラーまたは警告のリストを繰返す。 [F4]キーを押す。
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5.12 タグに関するガイドライン

以下のガイドラインを使用して、Logix5000プロジェクトにタグを作成してください。

ガイドライン 詳細

ユーザ定義データタイプを
作成する。

ユーザ定義データタイプ (構造体 )を使用すると、マシンやプロセスに合わせてデータを
編成できる。ユーザ定義データタイプには以下の利点がある。

• システムの特定の特長に関連するすべてのデータを 1つのタグに格納する。これにより
関連データがまとまるので、データタイプに関わらず簡単に探し出せるようになる。

• 個々のデータ (メンバー )には、それを表すわかりやすい名前が付ける。これにより、
ロジックの最初のレベルのドキュメントが自動的に作成される。

• データタイプを使用して、同じデータレイアウトの複数のタグを作成できる。
例えば、ユーザ定義データタイプを使用して、温度、圧力、バルブ位置、設定値など、タ
ンクのパラメータすべてを格納する。次に、そのデータタイプに基づいてタンクごとにタ
グを作成する。

よく似たタグのグルー
プをすばやく作成する
には、配列を使用する。

配列は、データタイプの複数のインスタンスを共通のタグ名で作成する。
• 配列を使用すると、同じデータタイプを使用して、よく似た機能を実行するタグのブ
ロックを構成できる。

• データの用途に合わせて、1次元、2次元、3次元のいずれかにデータを編成する。

例えば、タンクファームのデータを構成するには、2次元配列を使用する。配列の各エレ
メントは 1つのタンクを表す。配列内のエレメントの位置は、タンクの地理的な位置を表
す。

重要：BOOL配列の使用を最低限に抑える。BOOL配列を処理できない配列命令が多くあ
る。そのため、BOOLデータの配列の初期化とクリアが難しくなる。

• 通常は、PanelView画面のビットレベルのオブジェクトに BOOL配列を使用する。
• そうでなければ、DINTタグの個別のビットまたは DINTの配列を使用する。

プログラム用のタグを利
用する。

同じ名前のタグが複数必要なときは、異なるプログラムにプログラム用 (プログラムタグ )
で各タグを定義する。このようにすると、コードとタグの両方を複数のプログラムで簡単
に再使用できる。

コントローラタグとプログラムタグの両方に同じ名前を使用しないでください。プログラ
ム内で、同じ名前のタグがプログラムのプログラムタグとして存在する場合は、コント
ローラタグを参照できない。

一部のタグは、コントローラ用 (コントローラタグ )でなければならない。

タグの使用範囲 割付ける範囲

プロジェクトの複数のプログラム内 コントローラ用のタグ (コントローラタグ )

メッセージ (MSG)命令内

データの生成と消費

PanelViewターミナルとの通信

上記以外 プログラム用のタグ (プログラムタグ )

整数の場合は、DINTデー
タタイプを使用する。

ロジックの効率を高めるために、SINTまたは INTデータタイプの使用を最低限に抑える。
整数には、できるだけ DINTデータタイプを使用してください。

• 通常、Logix5000コントローラは、値を 32ビット値 (DINTまたは REAL)として比較ま
たは処理する。

• 通常、コントローラは、値を使用する前に、SINTまたは INT値を DINTまたは REAL
値に変換する。

• 宛先が SINTまたは INTタグの場合は、通常、コントローラは値を SINTまたは INT値
に変換して戻す。

• SINTまたは INTとの変換は、特別なプログラミングなしで自動的に行なわれる。ただ
し、実行に余計な時間とメモリがかかることになる。
5-26 Pub.No. 1756-QS001E-JA-P - October 2009



プロジェクトのオフラインでのプログラム 第 5章
タグ名は 40文字に制限さ
れている。

以下に、タグ名の規則を示す。

• 使用できるのは、文字 (A～ Zまたは a～ z), 数値 (0～ 9), およびアンダースコア (_)の
み

• 先頭の文字は、文字またはアンダースコア (_)であること
• 40文字以下
• 続けてアンダースコア (_)を使用したり、アンダースコアで終わってはならない。
• 大文字と小文字を区別しない。

大文字と小文字を混ぜ
て使用する。

タグは大文字と小文字を区別しない (大文字の Aは小文字の aと同じ )が、混ぜた方が読
みやすくなる。

読みやすいタグ名 読みにくいタグ名

Tank_1 TANK_1

Tank1 TANK1

tank_1

tank1

タグのアルファベット
順を考慮する。

RSLogix 5000ソフトウェアは、同じ範囲のタグをアルファベット順に表示する。関連のあ
るタグをモニタしやすくするため、一緒にしておくタグには同様の先頭文字を使用してく
ださい。

ガイドライン 詳細

タンクの各タグを Tankで開始すると、
タグをまとめておくことができる。

タグ名

Tank_North

Tank_South

…

異なる文字で開始すると、タグが離
れてしまうことがある。

タグ名

North_Tank

…

…

…

South_Tank

o, p, qなどのアルファベット
で始まる他のタグ
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第 5章 プロジェクトのオフラインでのプログラム
Notes:
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第 6章

プロジェクトの文書化

この章を使用して、RSLogix 5000プロジェクトを文書化します。これによって、システムを簡単にデバッ
グ、保守、およびトラブルシューティングできるようになります。

6.1 必要なもの

本マニュアルで作業を行なうには以下の項目が必要です。

• RSLogix 5000ソフトウェア Ver.16以降が稼動しているパーソナルコンピュータ

• 文書化するプロジェクト

6.2 行なうべき手順

1. ユーザ定義データタイプを説明します (6-2ページ )。

2. ラングコメントを追加します (6-5ページ )。

3. Microsoft Excelを使用してラングコメントを入力および編集します (6-6ページ )。

4. コメントをファンクション・ブロック・ダイアグラムまたは SFCに追加します (6-8ページ )。

5. コメントを構造化テキストに追加します (6-11ページ )。
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第 6章 プロジェクトの文書化
6.3 ユーザ定義データタイプ

RSLogix 5000ソフトウェアによって、ユーザ定義データタイプの説明以外の説明を自動的に構築できます。
これによって、プロジェクトの文書化に必要な時間が大幅に短縮されます。ユーザ定義データタイプを編成
するときには、RSLogix 5000ソフトウェアの以下の機能について注意が必要です。

RSLogix 5000ソフトウェアは、説明に対して異なる色を使用しています。

項目 説明

A 説明のパススルー：RSLogix 5000ソフトウェアは、可能な場合に使用可能なタグ、エレメント、または
メンバーの説明を探して自動的に作成する。
• ユーザ定義データタイプの説明は、そのデータタイプを使用しているタグまで波及する。
• 配列タグの説明は、配列のエレメントおよびメンバーまで波及する。

B ベースタグへの説明の追加。RSLogix 5000ソフトウェアは、ユーザ定義データタイプを使用する タグの
各メンバーの説明を自動的に構築する。タグの説明で始まり、データタイプからメンバーの説明を追加
する。

C データタイプおよび配列の説明をより詳しい説明の基本として使用できるように、パススルー説明の編
集する。
この例では、TankはWest Tankになっている。

説明に使用される色 意味

灰色 パススルーの説明

黒色 手動で入力された説明

A

C

B
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プロジェクトの文書化 第 6章
6.3.1 パススルーと説明の追加のオンまたはオフ

1. RSLogix 5000ソフトウェアで、Toolsメニューから Optionsを選択します。

2. Displayを選択します。

3. 希望するオプションを、オン (チェック )またはオフ (チェック解除 )にします。
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第 6章 プロジェクトの文書化
6.3.2 パススルーの説明の貼り付け

パススルーの説明を、さらに詳しい説明のパススルー説明の基本として使用してください。

1. パススルーの説明を右クリックして、Paste Pass-Throughを選択します。

2. 説明を入力して、[Ctrl]キーを押しながら [Enter]キーを押します。
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プロジェクトの文書化 第 6章
6.4 ラングコメントの追加

ラングコメントを使用して、ラダーロジックのラングの動作を説明します。動作なし (NOP)命令のみが入っ
ているラングのあるルーチンでも開始できます。通常は、ルーチンを説明するコメントをこの最初のラング
に追加します。

1. ラングを右クリックして、Edit Rung Commentを選択します。

2. コメントを入力します。

3. コメントを保存するためにチェックをクリックして、入力ウィンドウを閉じます。
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第 6章 プロジェクトの文書化
6.5 Microsoft Excelを使用するラングコメント

ラングコメントを作成および編集するために、Microsoft Excel などのスプレッドシートソフトウェアも使用
できます。これによって、スプレッドシートソフトウェアの編集機能を活用できます。

6.5.1 既存のコメントのエクスポート

1. RSLogix 5000ソフトウェアで、少なくとも 1つのラングコメントを追加します。これによってエクス
ポートファイルをフォーマットできます。

2. Toolsメニューから、Exportを選択します。

重要 ラングコメントを、CSV (コンマ区切り )フォーマットにエクスポートします。エクスポート
ファイルを保存および閉じるときにフォーマットを維持していることを確認します。
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プロジェクトの文書化 第 6章
3. エクスポートファイルの場所と名前に注意してください。

4. エクスポートしたい内容を選択します。

5. Exportをクリックします。

6.5.2 エクスポートファイルの編集

1. Microsoft Excelソフトウェアで、エクスポートファイルを開きます。

2. ラングコメントを入力します。

3. ファイルを保存して閉じます (CSVフォーマットを維持する )。

RCOMMENT ラングを含む
プログラム

ラングを含む
ルーチン

ラング用の
コメント

空白のままにす
る。

ラング番号
Pub.No. 1756-QS001E-JA-P - October 2009 6-7



第 6章 プロジェクトの文書化
6.5.3 新しいコメントのインポート

1. RSLogix 5000ソフトウェアで、Toolsメニューから Importを選択します。

2. 入力したコメントのあるファイルを選択します (エクスポートファイル )。

3. Importをクリックします。

4. インポート動作の結果のために Errorsタブをチェックします。ラダーロジックの表示をリフレッシュし
て、コメントを見るには、ルーチンを閉じてから開きます。

6.6 ファンクション・ブロック・ダイアグラムまたは SFCのコメント

テキストボックスを使用して、通常はダイアグラムまたはチャートに、または特定のエレメントに注意を追
加できます。または、テキストボックスを使用して、プロジェクトを開発するために後で使用する情報を入
手できます。
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プロジェクトの文書化 第 6章
6.6.1 Word Wrapオプションの設定

Word Wrapオプションを使用して、入力するテキストボックスの幅を制御できます。ファンクション・ブ
ロック・ダイアログラムおよび SFCについて、オプションを互いに独立して設定します。

1. RSLogix 5000ソフトウェアで、Toolsメニューから Optionsを選択します。

2. エディタを選択します。

3. Word Wrapオプションを選択またはクリアします。

テキストボックス 選択するオプション

ボックスはテキスト行の最長幅に合わせて自動的に伸びる。

幅は固定で、テキストは幅いっぱいで折り返す (改行する )。
ボックスのサイズは、常に手動で変更できる。
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6.6.2 テキストボックスの追加

1. ツールバーからチャートにテキストボックスのボタンをドラッグします。

2. コメントを入力して、[Ctrl]キーを押しながら [Enter]キーを押します。

3. テキストボックスを特定のエレメントに追加するには、対応するエレメントのピンシンボルをクリック
します。緑色のドットは有効な接続ポイントを示します。
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6.7 構造化テキストのコメント

構造化テキストを理解しやすくするには、コメントを追加します。コメントは、

• 日常的な言葉で構造化テキストの処理を説明できる。

• コントローラにダウンロード、およびコントローラからアップロードできる。

• 構造化テキストの実行に影響を及ぼさない。

以下の手順に従って、構造化テキストにコメントを追加してください。

以下に、例を示します。

追加するコメント 使用するフォーマット

1行 //comment
(*comment*)
/*comment*/構造化テキストの行の終わりに追加する。

構造化テキストの行の内部に追加する。 (*comment*)
/*comment*/

複数行に渡る。 (*start of comment . . . end of comment*)
/*start of comment . . . end of comment*/

フォーマット 例

//comment 行の先頭
//Check conveyor belt direction
IF conveyor_direction THEN...

行の終わり
ELSE //If conveyor isn’t moving, set alarm light
light := 1;
END_IF;

(*comment*) Sugar.Inlet[:=]1;(*open the inlet*)

IF Sugar.Low (*low level LS*)& Sugar.High (*high level LS*)THEN...

(*Controls the speed of the recirculation pump. The speed depends on 
the temperature in the tank.*)
IF tank.temp > 200 THEN...

/*comment*/ Sugar.Inlet:=0;/*close the inlet*/

IF bar_code=65 /*A*/ THEN...

/*Gets the number of elements in the Inventory array and stores the 
value in the Inventory_Items tag*/
SIZE(Inventory,0,Inventory_Items);
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6.8 言語の切換え

RSLogix 5000ソフトウェア Ver. 17には、タグの説明やラングコンポーネントなどのプロジェクト文書をサ
ポートしている各国語で表示できるオプションがあります。プロジェクト文書を、言語固有のプロジェクト
ファイルではなく 1つのプロジェクトファイルに複数言語で格納できます。プロジェクトがサポートしてい
るすべての各国語を定義して、現在、デフォルト、およびオプションのカスタム各国語を設定します。現在
の言語の内容がプロジェクトの特定のコンポーネントについて空白になっているときは、ソフトウェアはデ
フォルトの言語を使用します。ただし、カスタム言語を使用して、特定のタイプのプロジェクトファイルの
ユーザに対して文書をカスタマイズできます。

その言語でプログラミングするか、またはインポート /エクスポートユーティリティを使用して文書をオフ
ラインで変換してからプロジェクトにインポートし直すことによって、RSLogix 5000プロジェクトに各国語
で説明を入力できます。RSLogix 5000ソフトウェアで言語切換えを有効にすると、ソフトウェアで使用する
言語を動的に切換えることができるようになります。

プロジェクトで複数の翻訳をサポートするプロジェクト文書には、以下のものがあります。

• タグ、ルーチン、プログラム、ユーザ定義データタイプ、アドオン命令のコンポーネント説明

• 機器フェーズ

• トレンド

• コントローラ

• アラームメッセージ (ALARM_ANALOGおよび ALARM_DIGITAL構成 )

• タスク

• コントローラオーバガイザのモジュールの適切な説明

• ラングコメント、SFCテキストボックス、および FBDテキストボックス

プロジェクトを有効にしてプロジェクト文書の複数の翻訳をサポートすることについては 、オンラインヘ
ルプを参照してください。
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第 7章

コントローラにオンラインにする

この章を使用して、コントローラをモニタ、編集、またはトラブルシューティングできるようにコントロー
ラのプロジェクトにアクセスします。

7.1 必要なもの

本マニュアルで作業を行なうには以下の項目が必要です。

• RSLogix 5000ソフトウェア Ver. 16以降、および RSLinxソフトウェアが稼動しているパーソナルコン
ピュータ

• 接続している物理システム

• EtherNet/IPケーブル配線

• サンプルプロジェクト内のモジュールのための EtherNet/IP通信カード

• アクセスしたいプロジェクト

7.2 行なうべき手順

1. コントローラとの EtherNet/IP通信を確立します (7-2ページ )。

2. コントローラに対してオンラインにします (7-8ページ )。
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7.3 コントローラとの EtherNet/IP 通信の確立

RSLinx Classicソフトウェアは、Logix5000コントローラと RSLogix 5000ソフトウェアなどのソフトウェア
プログラムとの間の通信を処理します。コントローラち通信する (データのダウンロードまたはモニタ )に
は、必要な通信のために RSLinx Classicソフトウェアを構成します。

項目 説明

Ethernet address (MAC) 工場でモジュールに割付けられたアドレス
• モジュールは、常に Ethernetアドレスを保持する。
• デバイスの Ethernetアドレスを判断するには、デバイスでステッカを探す。
• Ethernetアドレスは、以下のフォーマットを使用する。

xx:xx:xx:xx:xx:xx

IP address 特定の Ethernetネットワークでの通信のためにモジュールに割付けるアドレス。IPアドレ
スは以下のフォーマットを使用する。
xxx.xxx.xxx.xxx

BOOTP BOOTPサーバから Ethernetネットワークでの IPアドレスが必要なデバイスを構成する。
初期状態では、アレン・ブラドリーの EtherNet/IPデバイスが BOOTP用に構成されてい
る。

BOOTP server BOOTP要求を Ethernetデバイスから受信し、IPアドレスを割付けるソフトウェアプログ
ラム。RSLinxソフトウェアリビジョン 2.40以降には、BOOTPサーバソフトウェアが入っ
ている。

Driver 特定のネットワーク上で通信を確立する。
Path デバイスへの通信ルート。パスを定義するには、ドライバを展開してデバイスを選択する。

Logix5000コントローラ
または通信モジュール

RSLinx Classicソフトウェア RSLogix 5000ソフトウェア

xx:xx:xx:xx:xx:xx
Ethernet…

BOOTP Serverソフトウェア

コンピュータ

EtherNet/IPネットワーク
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7.3.1 必要な機器および情報

1. コンピュータによっては、通信モジュールまたはドータカードが必要なことがあります。

2. EtherNet/IPネットワークがインターネットに接続されているか、またはインターネットに接続されない
スタンドアロンネットワークであるかを判断します。

3. EtherNet/IPデバイス (コントローラ、ブリッジモジュール、またはドータカード )の場合は、以下を取得
してください。

7.3.2 EtherNet/IPデバイスとコンピュータの接続

EtherNet/IPデバイスとコンピュータを Ethernetケーブルを使用して接続してください。

取得する情報
ネットワークがこのソースか
らインターネットに接続

ネットワークがこのソースからインターネット
に接続されないスタンドアロンネットワーク

Ethernetアドレス デバイスのステッカ デバイスのステッカ

IPアドレス ネットワーク管理者 192.168.1.x (この場合、xは 1～ 254の値 )(1)

(1) この場合、コンピュータは、EtherNet/IPデバイスの IPアドレスに近い IPアドレスを使用しなければなりません。例えば、
EtherNet/IPデバイスが 192.168.1.xアドレス指定を使用しているときは、コンピュータもそのアドレス指定 (ただし x値が異なる )
を使用しなければなりません。

サブネットマスク 255.255.255.0(2)

(2) この場合、コンピュータは EtherNet/IPデバイスと同じサブネットマスク値を使用しなければなりません。

ゲートウェイアドレス (不要の可能性 ) 不要

注意 ネットワーク上のこのモジュールまたはデバイスに電源が投入された状態で通信ケーブルを接
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、危険な領域の
取付けでは爆発が起こることがあります。

Logix5000コント
ローラまたは通信
モジュール RJ-45 コネクタ付きのクロス

オーバ Ethernetケーブル

Logix5000コント
ローラまたは通信
モジュール

RJ-45コネクタ付きの標準
Ethernetケーブル

Ethernet
スイッチ

– または –
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7.3.3 IPアドレスのコントローラまたは通信モジュールへの割付け

コントローラへのシリアル接続がある場合は、以下の手順に従ってください。

1. 以下のいずれかを行なって BOOTPサーバソフトウェアを起動します。

• Start → Programs → Rockwell Software → BOOTP-DHCP Server → BOOTP-DHCP Serverを順に選択する。

• Start → Programs → Rockwell Software → RSLinx Tools → BOOTP-DHCP Serverwを順に選択する。

2. 初めてソフトウェアを使用する場合は、ネットワークのサブネットマスクとゲートウェイ (必要であれ
ば )を入力して OKをクリックします。

3. コントローラ /通信モジュールの Ethernetアドレスをダブルクリックします。

4. IPアドレスを入力して、OKをクリックします。

5. Relation List (下部のセクション )で、デバイスを選択して Disable BOOTPをクリックします。

これによって、デバイスは電源切断後に再投入した後でもアドレスを保持できます。

6. BOOTP サーバソフトウェアを閉じるときは、変更内容を保存することを求めてきます。

•  デバイスに割付けられた IPアドレスの記録が必要な場合は、変更内容を保存する。

• 変更内容を保存するかに関係なく、デバイスは IPアドレスを保持する。
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コントローラへのシリアル接続がある場合は、以下の手順に従ってください。

1. RSLinxソフトウェアを起動します。

2. をクリックします。

3. EtherNet/IPデバイスをブラウズします。

4. デバイスを右クリックして、Module Configurationをクリックします。

5. Port Configurationタブをクリックします。

6. デバイスに従って、以下のいずれかを行ないます。

• Staticボタンを選択する。

• Obtain IP Address from BOOTP Serverチェックボックスをクリア (チェック解除 )する。

7. 以下を入力します。

• IPアドレス

• サブネットマスク

• ゲートウェイアドレス (必要な場合 )

8. OKをクリックしてから、Yesをクリックします。
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7.3.4 IPアドレスのコンピュータへの割付け

EtherNet/IPネットワークがスタンドアロンネットワークで、EtherNet/IPデバイス が IPアドレスおよびサブ
ネットマスク値を使用している場合は、コンピュータの IPアドレスおよびサブネットマスク値を変更する
必要があることがあります。

1. Start → Settings → Network and Dial-up Connectionsを順に選択します。

2. Local Area Connectionを右クリックします。

3. Propertiesを選択します。

4. Internet Protocol (TCP/IP)を選択します。

5. Propertiesを選択します。

6. Use the following IP addressを選択します。

7. IPアドレスおよびサブネットマスクを変更します。

8. OKをクリックします。
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7.3.5 Ethernetドライバの構成

1. RSLinxソフトウェアを起動します。

2. をクリックします。

3. Ethernet デバイスをクリックして、 を選択します。

4. デフォルト名を受入れます。

5. コントローラまたは通信モジュールの IPアドレスを入力します。

6. OKをクリックします。

ドライバが正常に構成され、実行します。
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7.4 コントローラに対してオンラインにする

コントローラで実行しているプロジェクトをモニタするには、コントローラに対してオンラインにします。
使用する手順は、コンピュータ内にあるプロジェクトのコピーがあるかによって異なります。

7.4.1 コンピュータにコントローラ用のプロジェクトがある場合

1. コントローラのための RSLogix 5000プロジェクトを開きます。

2. をクリックして、コントローラへのパスを定義します。

3. コントローラを選択します。

4. をクリックします。
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7.4.2 コンピュータにコントローラ用のプロジェクトがない場合

1. コントローラのための RSLogix 5000プロジェクトを開きます。

2. をクリックして、コントローラへのパスを定義します。

3. コントローラを選択します。

4. をクリックします。

5. をクリックして、コンピュータでプロジェクトファイルを作成します。

6. をクリックしてから をクリックします
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Notes:
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第 8章

プロジェクトのオンラインでのプログラム

この章を使用して、コントローラがマシンまたはプロセスを制御し続けている間にロジックを編集します。

8.1 必要なもの

本マニュアルで作業を行なうには以下の項目が必要です。

• RSLogix 5000ソフトウェア Ver. 16以降、および RSLinxソフトウェアが稼動しているパーソナルコン
ピュータ

• 接続している物理システム

• アクセスしたいプロジェクト

8.2 行なうべき手順

1. オンライン中でロジックを編集します (8-1ページ )。

2. プログラムでのすべての編集を終了します (8-6ページ )。

8.3 オンラインでのロジックの編集

オンライン編集によって、マシンまたはプロセスを実行し続けている間にロジックを変更できます。

注意 オンラインでロジックを編集するときは、特に注意を払ってください。間違いによって、人体
に危険が及んだり装置が損傷する恐れがあります。オンライン編集を行なう前に、以下を行
なってください。

• マシンの変更に対する応答方法を評価します。

• すべての人に変更することを通知します。

重要 SFCをオンラインで編集するときは、以下のようになります。

• SFCは初期ステップにリセットする。

• 格納されたアクションはオフになる。
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オンライン編集を実行すると、RSLogix 5000ソフトウェアは編集の状態を示すためにマーカを使用します。

マーカ 意味 説明

リレーラダー オリジナル
ロジック

オンライン時に、RSLogix 5000ソフトウェアはロジックのコピーの編集 (ペ
ンディング編集 )中でもオリジナルロジックを表示し続ける。緑色のボー
ダーまたはサイドレールには、コントローラが現在実行中のロジックが示さ
れる。

ファンクションブロック、構造化テキスト、または SFCでは、ルーチンの
上のボタンを使用して表示を切換えることができる。

ファンクション
ブロック
構造化テキスト
SFC

リレーラダー ペンディン
グ編集

これは、編集するオリジナルロジックのコピーです。変更内容は、編集内容
を受入れるまでコンピュータにそのままで残る。

• リレーラダーでは、ルーチン内の個々のロジックを編集する。
• ファンクションブロック、構造化テキスト、または SFCでは、ルーチン
全体を編集する。

ファンクション
ブロック
構造化テキスト
SFC

リレーラダー テスト編集 ペンディング編集を受入れると、ソフトウェアはコントローラにダウンロー
ドして、テスト編集にマークするが、コントローラはオリジナルロジックを
実行し続ける。それから、テスト編集に実行を手動で切換えるか、またはオ
リジナルロジックに戻る (テストおよび非テスト編集 )。

リレーラダーでは、ラングを削除するとソフトウェアはすぐにテスト編集と
してマークする (大文字の 'D'文字 )。

ファンクション
ブロック
構造化テキスト
SFC

ラダーロジック ファンクションブロック、構造化テキスト、SFC

- または -

- または -

- または -
条件 操作内容

テスト編集 • 実行をテスト編集に切換える (すべてのテスト編集を実行
する )。

• オリジナルロジックの出力は、テスト編集 (または他のロ
ジック )で実行されるまでその最後の状態のままになる。

• SFCでは、チャートは初期ステップにリセットして、格
納されたアクションがオフになる。

非テスト編集 • 実行は、オリジナルロジックに戻る。
• テスト編集の出力は、オリジナルロジック (または他のロ
ジック )で実行されるまでその最後の状態のままになる。

• SFCでは、チャートは初期ステップにリセットして、格
納されたアクションがオフになる

編集のアセン
ブル

テスト編集は、オリジナルロジックに恒久的に置き換わる。
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8.3.1 ペンディング編集の開始

1. リレーラダーの場合は、編集したいラングをクリックします (選択する )。

2. ペンディング編集を開始します。

8.3.2 変更の実行および受入れ

1. 変更を行ないます。

2. 変更内容を受入れます。

変更内容をコントローラにダウンロードすると、テスト編集になります。

リレーラダー ファンクションブロック、構造化テキスト、SFC

リレーラダー ファンクションブロック、構造化テキスト、SFC
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8.3.3 編集内容のテスト

1. 意図した通りに実行するか、編集をテストします。

2. Yesをクリックして、編集内容をテストします。

3. 編集が適切ではない場合は、 をクリックして、オリジナルロジックに実行を切換えて戻します (非テ
スト編集 )。

変更を行なって、他のペンディング編集を開始します。

リレーラダー ファンクションブロック、構造化テキスト、SFC
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8.3.4 編集内容のアセンブルおよび保存

1. 編集をアセンブルします。

編集が恒久的になり、オリジナルロジックが削除されます。

2. プロジェクトを保存します。

リレーラダー ファンクションブロック、構造化テキスト、SFC
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8.4 プログラムでのすべての編集の終了

Finalize All Edits in Programオプションによって、変更内容をテストすることなくロジックにオンライン変更
を行なうことができます。

以下の手順に従って、Finalize All Edits in Programオプションを使用してください。

1. ペンディング編集を開始します。

2. 変更を行ないます。

3. Finalize All Edits in Programを閉じます。

注意 オンラインでロジックを編集するときは、特に注意を払ってください。間違いによって、人体
に危険が及んだり装置が損傷する恐れがあります。オンライン編集を行なう前に、以下を行な
う必要があります。

• マシンの変更に対する応答方法を評価します。

• すべての人に変更することを通知します。

Finalize All Edits in Programを選択した場合は、以下のようになります。

• プログラムのすべての編集 (ペンディングおよびテスト )は、すぐにコントローラにダウン
ロードされて実行を開始します。

• オリジナルロジックはコントローラから恒久的に削除されます。

• 出力は、新しいロジック (または他のロジック )で実行されるまでオリジナルロジックがそ
の最後の状態のままになります。

編集に SFCがある場合は、以下のようになります。

• SFC は初期ステップにリセットします。

• 格納されたアクションがオフになります。

重要 オンライン編集時に、プログラム・スキャン・タイムが大きいか、または修正されたラングの
数が大きい場合は、編集を終了するときに HMIおよび RSLogix 5000通信タイムアウトが起こ
ることがあります。

タイムアウトは、(スキャンタイム ) x (変更したラング数 )によって起こります。非常の高速
のスキャンまたは大量のラングがある (が、わずかしか修正していない )大きなプログラムが
可能で、この場合はタイムアウトは起こりません。
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第 9章

コントローラのトラブルシューティング

この章を使用して、システムの基本的な診断情報を取得して、基本的なタスクを実行します。

9.1 必要なもの

本マニュアルで作業を行なうには以下の項目が必要です。

• RSLogix 5000ソフトウェア Ver. 16以降、および RSLinxソフトウェアが稼動しているパーソナルコン
ピュータ

• トラブルシューティングしている物理システム

• トラブルシューティングしたいプロジェクト

9.2 行なうべき手順

1.  I/O通信をトラブルシューティングします (9-2ページ )。

2. メジャーフォルトをクリアします (9-3ページ )。

3. プロジェクトを検索します (9-3ページ )。

4. ロジックをブラウズします (9-6ページ )。

5.  I/O値を強制します (9-7ページ )。

6. トレンド (ヒストグラム )を作成して実行します (9-10ページ )。

7. スキャンタイムを表示します (9-13ページ )。
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9.3 I/O通信のトラブルシューティング

システム内のデバイスの一部に問題があるときは、I/Oモジュールとの通信に障害がある可能性があります。

コントローラの前面にある I/Oインジケータと、プログラミングソフトウェアにステータスが表示されま
す。

コントローラオーガナイザも、ステータスを示します。

インジケータの状態 意味

消灯 以下のいずれかです。
• コントローラの I/O構成にモジュールがない。
• コントローラにプロジェクトがない (コントローラメモリが空 )。

緑色に点灯 コントローラは、その I/O構成のモジュールすべてと通信している。

緑色に点滅 コントローラの I/O構成の 1つまたは複数のモジュールが応答しない。

インジケータ 説明

コントローラがモジュールと通信していないことを示す。

Module fault モジュールとの通信に障害がある。
Connection 2つのデバイス (例えば、コントローラと I/Oモジュール、PanelViewターミナル、または

他のコントローラ )との間の通信リンク。Logix5000コントローラはコネクションを使用し
て、その I/O構成内のモジュールと通信する。

!
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9.4 メジャーフォルトのクリア

プロセス全体が予定外にシャットダウンするときは、コントローラにメジャーフォルトが起こっていること
があります。メジャーフォルトとは、コントローラがシャットダウンを引き起こすに十分な状態です。

1. コントローラに対してオンラインにします。

2. Go To Faultsを選択します。

3. この情報を使用して、フォルトの原因を解消します。

4. フォルトの原因を解消したら、 をクリックします。

9.5 プロジェクトの検索機能

検索する文字に基づいてロジックのエレメント (タグ、命令、またはコメント )を検索できます。

検索する対象 指定する内容 例

タグ タグ名の全体または一部 MyTag_1

コメント /説明 コメント /説明内のテキスト fan

命令 命令のニーモニック OTE

命令およびタグ ニーモニックおよびタグ OTE MyTag_1
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9.5.1 エレメントのすべての発生の検索

1. 検索したい RSLogix 5000プロジェクトを開きます。

2. Searchメニューから Findを選択します。

3. 検索基準を指定します。

a. 検索するために文字を入力します。

タグをブラウズするには、 タグを選択してから OKをクリックします。
ビット番号を選択するには、▼をクリックします。

b. Text Onlyを選択します。

c. All Routinesを選択します。

d. 各言語を選択して、検索するためのオプションをチェックします。

ダイアログのこのセクションを表示するには、 をクリックします。

4. をクリックします。
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9.5.2 命令の表示

1. 命令を表示するには、それをダブルクリックします。

2. タグに対するクロス・リファレンス・リストを表示するには、右クリックしてから Go To Cross Reference
を選択します。

3. 命令を表示するには、それをダブルクリックします。

“Y”は、この命令がタグの値を変更したことを意味します。
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第 9章 コントローラのトラブルシューティング
9.6 ロジックのブラウズ

特定の項目 (命令、エレメント、タグ、またはコメント )についてルーチンのロジックをブラウズするには、
Browse Logicウィンドウを使用します。

1. RSLogix 5000ソフトウェアで、Search メニューから Browse Logic.を選択します。

2. エントリを展開および折りたたんで、その内容を表示したり隠したりできます。

3. ロジック内のエレメントの場所に移動するには、エレメントを選択して Go Toをクリックします。
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9.7 I/O値の強制

強制を使用して、ロジックが使用または生成するデータを変更できます。例えば、以下のような場合に強制
を使用します。

• ロジックをテストおよびデバッグする。

• 出力デバイスへの配線をチェックする。

• 入力デバイスが故障したときに、プロセスを一時的に機能したままにする。

強制は、入力デバイスまたはロジックからの値を以下のように変更します。

•  入力タグを強制すると、入力デバイスからの値を変更する。

• 出力タグを強制すると、ロジックを変更し、出力デバイスに強制値を送信する。

強制に効力がある (有効 )ときは、強制されたエレメントの隣に  が表示されます。

注意 強制によって、予期しない機械動作が発生して人体に危険が及ぶ恐れがあります。強制を使用
する前に、強制がマシンまたはプロセスに影響するのかを判断して、マシンの周辺から離れて
いてください。

I/O強制を有効にすると、入力、出力、プロデューサ ( 生成 )値、またはコンシューマ (消費 )
値が変更されることがあります。

強制を除去しても、強制はすべて有効な状態のままになります。

強制が有効にして強制をインストールすると、新しい強制がすぐに有効になります。

操作内容 行なう操作

値を変更する。 I/O強制をインストールする (I/O値を強制する )。

個別の強制を停止するが、他の強制は有効で効力があるままにする。 個別に強制を除去する。

すべての I/O強制を停止するが、プロジェクトの I/O強制をそのまま
にする。

すべての I/O強制を無効にする。

▼
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コントローラの前面にある Forceインジケータとプログラミングソフトウェアに、ステータスが表示されま
す。

9.7.1 I/O強制のインストール (I/O値の強制 )

1. コントローラに対してオンラインにして、強制したいタグが入っているルーチンを開きます。

2. タグを右クリックしてから、Monitorを選択します。

3. 必要であれば、タグの +記号をクリックして強制したい値 (例えば DINTタグの BOOL値 )を表示しま
す。

4. 強制値をインストールします。

インジケータの状態 意味

消灯 • I/O強制値を持つタグが存在しない。
• I/O強制がアクティブではない (無効 )。

アンバーに点滅 • 少なくとも 1つのタグに強制値がある。
• I/O強制がアクティブではない (無効 )。
• I/O強制を有効にすると、すべての既存の I/O強制が実施される。

アンバーに点灯 • I/O強制がアクティブです (有効 )。
• 強制値は、存在するかまたは存在しない可能性があ。
• 強制をインストール (追加 )すると、すぐに実施される。

強制する対象 操作手順

BOOL値 タグを右クリックしてから、Force ONまたは Force OFFを選択する。

整数または REAL値 タグの Force Mask列で、タグに強制したい値を入力して、[Enter]キーを押す。
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5. Forces メニューから I/O Forcing → Enable All I/O Forcesを順に選択してから、 をクリックしま
す。

9.7.2 個別の強制の除去

1. コントローラに対してオンラインにして、強制したいタグが入っているルーチンを開きます。

2. タグを右クリックしてから、Monitorを選択します。

3. 必要であれば、タグの +記号をクリックしてそのメンバー (例えば、DINTタグの BOOL値 )を表示しま
す。

4. タグを右クリックしてから、Remove Forceを選択します。

9.7.3 すべての I/O強制の無効

1. コントローラに対してオンラインにします。

2. Forcesメニューから I/O Forcing → Disable All I/O Forcesを順に選択してから、 をクリックしま
す。
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9.8 データトレンド (ヒストグラム )

トレンドによって、グラフィカルなディスプレイに一定期間サンプリングされたタグデータを表示できま
す。タグデータはコントローラによってサンプリングされ、トレンドチャートのポイントで表示されます。

9.8.1 タグのトレンドの実行

トレンドしたい最初のタグを右クリックしてから、Trendを選択します。

9.8.2 トレンドへのタグの追加

1. チャートを右クリックしてから、Chart Propertiesを選択します。

2. Pensタブをクリックします。

タグ 時間

タグ値
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3. をクリックします。

4. 追加するタグを選択して、 をクリックします。

範囲を変更するには、範囲を選択します。

5. ビット番号を選択するには、▼をクリックします。

6. 必要なタグを追加したら、OKをクリックします。

7. Y-Axisタブをクリックします。

8. グラフ表示するタイプを選択して、OKをクリックします。

9. トレンドを再開するには、 をクリックします。
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9.8.3 トレンドの保存

1. トレンドを閉じます。

今後使用するためにトレンドを保存することを選択できます。

2. トレンドの名前を入力して、 をクリックします。
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9.9 スキャンタイムの表示

Logix5000コントローラには、2種類のスキャンタイムがあります。それぞれ、異なる目的を扱います。

9.9.1 タスク・スキャン・タイムの表示

1. 右クリックしてから Propertiesを選択します。

2. Monitorタブをクリックします。

スキャンタイム 説明

経過時間 (タスク・スキャン・タ
イム )

タスクの始めからタスクの終わりまでの経過した時間 (msec単位 )。タスクの経過
時間には、タスクが通信または他のタスクを処理するために割込んだ時間が含まれ
る。

実行時間 (プログラム・スキャ
ン・タイム )

プログラム (そのメインルーチンおよびメインルーチンが呼出すサブルーチン )の
ロジックを実行する時間 (μsec単位 )。プログラムのスキャンタイムには、ロジッ
クの実行時間のみが含まれる。これには割込みは含まれない。

タスクの最大経過時間

このタスクの最後の実行の経過時間
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9.9.2 プログラム・スキャン・タイムの表示

1. 右クリックしてから Propertiesを選択します。

2.  Configurationタブをクリックします。

このプログラムの最大経過時間

このプログラムの最後の実行の実行時間
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当社のサポートサービス

ロックウェル・オートメーションは、製品の使用を支援するための技術情報をWebから提供しています。
http://www.rockwellautomation.com/supportでは、技術資料、知識ベースの FAQ、テクニカルノートやアプリケー
ションノート、サンプルコードやソフトウェア・サービス・パックへのリンク、およびこれらのツールを最大
限活用するようにカスタマイズできるMySupport機能を探すことができます。

設置、構成、およびトラブルシューティングのさらなるテクニカル電話サポートのために、TechConnect 
Support programsを提供しています。詳細は、代理店またはロックウェル・オートメーションの支店に問い合わ
せるか、または http://www.rockwellautomation.com/support/をご覧ください。

設置支援

設置から 24時間以内にハードウェアモジュールに問題が発生した場合は、まず本書に記載された情報を検討し
てください。また、モジュールの起動と動作を初期支援する特別なカスタマサポート番号に連絡することもで
きます。

製品の返品

ロックウェル・オートメーションでは、製造工場から出荷されるときに製品について完全に動作することをテ
ストしていますが、製品が機能しない場合に返品する必要があるときには、以下のように手続きを行なってく
ださい。

米国またはカナダ 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/support/americas/phone_en.htmlの 
Worldwide Locatorにアクセスするか、または地域のロックウェル・オートメーションの
代理店に連絡してください。

米国 代理店に連絡してください。返品手続きを行なうには、代理店にカスタマサポートの
ケース番号を知らせる必要があります (ケース番号は上記の電話番号に問い合わせる )。

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