
テクニカルデータ

XMモニタモジュールの仕様

Cat. No. 1440シリーズ

XM シリーズのインテリジェント I/O モジュールは、リアルタイムに、産業

機械の現在の状態にアクセスして将来の状態を予測するために使用される重
要なパラメータを処理して、機械保護を提供してダウンタイムを低減しま
す。スタンドアロンシステムで XM モジュールを使用するか、または既存

のオートメーションと制御システムに組み込んでください。

タイプ モジュール Cat. No. ページ

測定モジュール XM DYN ダイナミック測定モジュール 1440-DYN02-01RJ 3

XM-120E 偏心モジュール ファームウェアのみ 5

XM-121A アブソリュートシャフト振動モジュール ファームウェアのみ 7

XM-122 gSE 振動モジュール 1440-VSE02-01RA 10

XM-123 航空転用型モジュール 1440-VAD02-01RA 13

XM-124 標準ダイナミック測定モジュール 1440-SDM02-01RA 16

XM-160 ダイレクト ( 総合 ) 振動モジュール 1440-VDRS06-00RH 20

XM-161 ダイレクト ( 総合 ) 振動モジュール、4 ～ 20mA 出力
付き

1440-VDRS06-06RH 20

XM-162 ダイレクト ( 総合 ) 振動モジュール、近接プローブ
電源付き

1440-VDRP06-00RH 20

XM-220 デュアル・スピード・モジュール 1440-SPD02-01RB 22

プロセスモジュール XM-320 位置決めモジュール 1440-TPS02-01RB 24

XM-360 プロセスモジュール 1440-TPR06-00RE 26

温度モジュール XM-361 汎用温度モジュール 1440-TUN06-00RE 28

XM-362 絶縁熱伝対温度モジュール 1440-TTC06-00RE 28

リレーモジュール XM-440 マスタ・リレー・モジュール 1440-RMA00-04RC 30

XM-441 拡張リレーモジュール 1440-REX00-04RD 31

XM-442 専用 EODS リレーモジュール 1440-REX03-04RG 32

パッケージ型システム XM-720 パッケージ型振動モニタ、XM-120 モジュール付き 1440-PK02-05M0 33

XM-721 パッケージ型振動モニタ、XM-121 モジュール付き 1440-PK02-05M1 33

XM-722 パッケージ型振動モニタ、XM-122 モジュール付き 1440-PK02-05M2 33

アクセサリ 端子ベース 1440-TB-A, 1440-TB-B, 
1440-TB-C, 1440-TB-D, 
1440-TB-E, 1440-TB-G, 
1440-TB-H, 1440-TBS-J

35

シリアル構成ユーティリティ N/A 36

ヒューズキット 1440-5AFUSEKIT 37

シリアル通信ケーブル 1440-SCDB9FXM2 37

ControlNet アダプタ 1440-ACNR 37



XM モニタモジュールの仕様
変更内容 本書には、前回発行されてからの新しい情報と更新された情報が含まれてい
ます。以下に、このバージョンでの主な改訂内容を示します。

以下の測定モジュールに関する情報は、Silver Series ステータスになったた

め本書からは削除されました。

• XM-120 標準ダイナミック測定モジュール (Cat. No. 1440-VST02-01RA)

• XM-121 低周波数振動モジュール (Cat. No. 1440-VLF02-01RA)

参考資料 以下の資料には、ロックウェル・オートメーションが提供する関連製品の使
用時に役立つ情報が記載されています。

上記の資料は、以下のサイトから閲覧またはダウンロードできます：
http://www.rockwellautomation.com/literature/
印刷版のマニュアルを購入される場合は、当社または当社の代理店までご連
絡ください。

項目 ページ

XM-124 標準ダイナミック測定モジュール (Cat. No. 1440-SDM02-01RA) の
追加

16

マニュアル名 内容

Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines ( 配線
および接地に関するガイドライン ) (Pub.No. 1770-4.1)

ロックウェル・オートメーションの産業用システムの設置
に関する一般的なガイドライン

「製品認可」の Web サイト： http://www.ab.com 適合宣言書、認可、およびその他証明の詳細を記載する。
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http://www.literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1770-in041_-en-p.pdf
http://www.ab.com
http://www.rockwellautomation.com/literature/
http://www.rockwellautomation.com/literature/


測定モジュール
XM DYNダイナミック測定モジュール

XM ダイナミック測定モジュール (Cat.No. 
1440-DYN02-01RJ) は、振動、圧力、および張力な

どのダイナミック入力の測定をサポートする 2 つの

チャネルの汎用モニタです。モジュールは、回転装
置内のシャフト、ケーシング、および台座の振動を
モニタするために使用できます。モジュールは、
1440-ACNR ControlNet アダプタを使用して接続され

た ControlLogix コントローラと統合するために特別

に設計されています。

項目 XM DYN (1440-DYN02-01RJ)

入力

2 つのダイナミッ
クチャネル入力

渦電流トランスデューサ信号
加速度計信号
速度または圧力トランスデューサな
どのダイナミック測定センサからの
電圧信号

トランスデューサ
電源

定電圧：DC24V, DC-24V, 60mA
定電流：DC24V からの 4.5mA 
+30%/-20% (IEPE)
バイアス電流：電源内蔵型のコイル
ベースのトランスデューサをモニタ
する。
なし

電圧範囲 DC-20 ～ 0V
DC-10 ～ 10V
DC0 ～ 20V

入力インピーダン
ス

> 100k

感度 公称から 大 15%

タコジェネレータ入力

1 つのタコジェネ
レータ入力

± 25V (50V 大ピーク・ツー・ピー
ク )

入力インピーダン
ス

> 120k

範囲 1 ～ 1.2M rpm/0.0167 ～ 20kHz

1 回転当たりのパ
ルス数

0 ( タコジェネレータオフ ) ～ 50,000

大速度の変更
レート

500Hz/sec

出力

バッファされた出
力

ダイナミックチャネルごとに 1 つの
アクティブバッファ
タコジェネレータ用の 1 つの抵抗
バッファ

mV/g mV/
ips

mV/
mms

mV/
mil

mV/µ
m

mV/
psi

mV/
mbar

V/V

10 100 4 100 3.94 20 0.29 1

25 150 6 150 5.91 50 0.73

50 200 8 200 7.87 100 1.45

100 500 20 285 11.2

500 1000 40

1000

10000

インジケータ

ステータスインジ
ケータ

モジュール
ネットワーク
チャネル 0
チャネル 1
タコジェネレータ
セットポイント乗算
仮想リレー

通信

XM バス Autobaud：125, 250, または 500Kbps
大距離：10m (32.81 フィート )

ノード番号は、取付けと立上げを簡
単にできるように機械的に設定され
る。
カスタマイズ可能なポーリングアセ
ンブリは、スキャナ内のスペース利
用を 適化する。
Logix コントローラは、1440-ACNR
アダプタを使用して ControlNet ネッ
トワーク上で統合

信号の状態

サンプリングモー
ド

チャネルごとに選択可能
非同期

FMAX：1Hz ～ 20kHz
同期

FMAX：10 < オーダ x 速度 (Hz) < 
5000
オーダ範囲：4 ～ 200
小 FMAX：10Hz
大 FMAX：5000Hz

分解能 A/D 変換：24 ビット
動的な範囲：80dBfs (0.01% フルス
ケール )、90dBfs, 標準

FFT ライン 100, 200, 400, 800

統合 なし、一重、または二重

ハイ・パス・アナ
ログ・フィルタ

-3dB コーナ：0.2, 1, 5, 10, 40Hz
ロールオフ：の場合は -30dB/ オク
ターブで、それ以外の場合は 24dB/
オクターブ

ロー・パス・フィ
ルタ

統合された加速測定に適用される。
-6dB コーナ：2kHz
ロールオフ：-12dB/ オクターブ

単位 g, ips,mm/s, mils, µm, PSI, mbar, volt

測定

タイプ FFT および時間波形
非同期または同期

リアルタイム 全体
RMS
ピーク (true または計算される )
ピーク・ツー・ピーク (true または
計算される )
オプションのロー・パス・フィル
タ
- -3dB コーナ：200Hz ～ 20kHz
- ロールオフ：-24dB/ オクターブ

ギャップ ( またはトランスデューサバ
イアス電圧 )
速度
SMAX 大きさ
SMAX 位相

項目 XM DYN (1440-DYN02-01RJ)
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測定モジュール
FFT 派生 FFT バンド
チャネルごとに 4 つのバンド
周波数またはオーダドメインで定
義
バンド内で全体または 大ピーク

オーダ
大きさ：1x, 2x, 3x
位相：1x, 2x

Not 1x
合計のハーモニクス

アラーム

数 6 つのアラートおよび危険のペア
測定された値でアラーム

演算子 グレータザン
レスザン
範囲内
範囲外

ヒステリシス ユーザ定義

始動禁止 / セット
ポイント乗算

周期：0 ～ 1092 分
禁止 / 乗算機能：
N (0 ～ 10, 0 = 解除 ) で乗算する。

速度禁止 アラームごとに速度範囲を指定でき
る。適用時は、速度が定義された範
囲外のときはアラームは無効になる。

構成

自動モジュール構
成

電源投入時にモジュールメモリに保
存された構成から、または Logix5000
コントローラに保持された構成から
自動的に構成される。

リレー

1 つの仮想リレー ロジックは、1 つの仮想リレーを駆動
するために提供される。リレーのス
テータスはリレー・ステータ・スイ
ンジケータで示される。

リレー機能 正常時通電 ( フェイルセーフ ) または
正常時非通電 ( 非フェイルセーフ )
ラッチまたは非ラッチ
時間遅延：0 ～ 25.5 秒、100msec 単位
で調節可能
単一またはペアの AND または OR ロ
ジックがアラームに適用される。
ControlNet アダプタを介して統合され
ているときは、構成ソフトウェア、
XM バスからのコマンドを使用して、
または出力タグからのデジタルコマ
ンドによってリセット

activate オンする
ためのアラームス
テータス

通常
アラート
危険
ギャップ / バイアス範囲外
モジュールフォルト
タコジェネレータフォルト
解除

電源

タイプ クラス 2 の電源装置が必要

モジュール 公称 DC24V

消費 250mA 大
210mA 標準

熱発生量 4.56W 大
3.60W 標準

項目 XM DYN (1440-DYN02-01RJ)

環境条件

動作温度 -20 ～ 70 ℃ (-4 ～ 158°F)

保管温度 -40 ～ 85 ℃ (-40 ～ 185°F)

相対湿度 5 ～ 95% ( 結露なきこと )

物理的

端子ベース 1440-TBS-J

概算寸法 (H x W x 
D)

97 x 94 x 94mm
(3.8 x 3.7 x 3.7 インチ )

概算重量 0.172kg (0.38 ポンド )

認可(1)

EMC EN61000-6-2
EN61000-6-4
EN61326-1 ( 産業用 )
EN61131-2 (Clause 8, ゾーン A および
B)

UL UL 508

ULH UL 1604 クラス I ディビジョン 2, グ
ループ A, B, C, D

CUL CSA C22.2 No. 142-M1987

CULH CSA C22.2 No. 213-M1987 クラス I 
ディビジョン 2, グループ A, B, C, D

LVD EN61131-2 (Clause 11)

C-Tick AS/NZS CISPR11 ( グループ 1, クラス
A)

Ex EU 94/9/EC ATEX 指令は、以下に準
拠する。:
• EN 60079-15; 爆発の可能性のある大
気、保護 "n"

• EN 60079-0; 一般要件 II 3 G Ex nA 
nL IIC T4 Gc

(1) 製品またはパッケージにマークされている場合。適合宣言書
(DoC)、認可、およびその他の承認については、
http://www.rockwellautomation.com にある「Product 
Certification」のリンクを参照してください。

項目 XM DYN (1440-DYN02-01RJ)
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測定モジュール
XM-120E偏心モジュール

XM-120E モジュール (Cat.No. 1440-VST02-01RA) は、

代替 XM-120E ファームウェアがロードされた

XM-120 モジュールです。偏心はロータ内の傾きを

測定した値で、蒸気タービンを稼動するために重要
です。通常、偏心は、不均衡な加熱や、単純に停止
状態のシャフト自体の重み ( 重力 ) によって起こり

ます。偏心モジュールは、ロータの傾きを始動前ま
たは始動中に測定する必要がある蒸気タービンに適
しています。

偏心ファームウェアはモジュールに付属しており、
以下のサイトからダウンロードできます： 
http://www.rockwellautomation.com/support/.

サポートの Web サイトからは、以下のように選択し

ます：Downloads → Firmware Updates → Condition 
Monitoring

項目 XM-120E (1440-VST02-01RA)

入力

2 つのチャネル 渦電流トランスデューサ信号

トランスデューサ
電源

定電圧：DC24V
なし：電圧入力
タコジェネレータは、定電圧または
電圧入力に構成されて給電できる。

電圧範囲 小を 0 ～ 20V としてソフトウェア
で選択可能
40V 大ピーク・ツー・ピーク

感度 ソフトウェアでユーザ構成可能

入力インピーダン
ス

> 100k

タコジェネレータ入力

1 つのタコジェネ
レータ入力

± 25V (50V 大ピーク・ツー・ピー
ク )
1 回転当たり 1 ～ 50,000 イベント

入力インピーダン
ス

120k 小

速度 / 周波数範囲 1 ～ 1,200,000rpm
0.0167 ～ 20,000Hz

速度測定誤差 1 ～ 12,000rpm：± 1rpm
12,001 ～ 120,000rpm：± 6rpm
120,001 ～ 1,200,000rpm：± 50rpm
Exponential Averaging Time Constant パ
ラメータを≧ 120msec に設定

出力

4 ～ 20mA 出力 2 つの絶縁出力 ( 偏心チャネルごとに
１つ )
300 大負荷

バッファされた出
力

振動入力チャネル当たり 1 つのアク
ティブバッファ
タコジェネレータ用の抵抗バッファ

インジケータ

ステータスインジ
ケータ

モジュール：赤色 / 緑色
ネットワーク：赤色 / 緑色
チャネル 1：黄色 / 赤色
チャネル 2：黄色 / 赤色
タコジェネレータ：黄色 / 赤色
偏心：黄色
リレー：赤色

通信

DeviceNet ネット
ワーク

全機能に標準 DeviceNet プロトコル
(給電なし—モジュール電源は独立し
て供給される。)
使用可能な EDS ファイルは、ほとん
どの DeviceNet 対応システムにサポー
トされる。
通信速度は、バスマスタによって
125, 250, または 500Kbps に自動的に
設定される。
構成可能な I/O ポーリング応答メッ
セージによって、スキャナ入力テー
ブル内のスペースの利用を 適化で
きる：
選択可能なポーリング応答アセン
ブリ
選択可能なポーリング応答サイズ
( バイト )

シリアル ミニ型コネクタまたは端子ベースユ
ニットを介して RS-232
通信速度は、19.2Kbps で固定
シリアル構成ユーティリティを使用
してローカル構成

信号の状態

周波数応答 ピーク・ツー・ピーク偏心
ギャップ：0.0039 ～ 20Hz (0.235 ～
1200cpm) 
ギャップ：0 ～ 20Hz (0 ～ 1200cpm)

精度 測定の± 1%
ノイズフロア：8mV RMS
周囲温度 25 ℃ (77°F) のときに指定

ギャップの分解能 5.2mV

波形 ブロックサイズ：256, 512, 1024, 2048
周期：5 ～ 800 秒

振幅の範囲 ± 21V

データ

複雑なデータ 波形 ( 非同期 )

小精度 チャネルについてはフルスケール範
囲の± 1%
速度についてはアラームセットポイ
ントの± 1%

測定

速度 rpm 

ピーク・ツー・
ピーク偏心

ピーク・ツー・ピーク偏心は、ロー
タの傾きの正と負の端の差です。
µm または mils

ギャップ ( または
トランスデューサ
バイアス電圧 )

Volts

小ギャップ Volts

大ギャップ Volts

項目 XM-120E (1440-VST02-01RA)
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測定モジュール
アラーム

数 2 つのアラームおよび危険のペア ( 偏
心の測定ごとに 1 つ ) 

演算子 グレータザン
レスザン
範囲内
範囲外

ヒステリシス ソフトウェアでユーザ構成可能

速度禁止 速度範囲はアラームごとに指定でき
る。適用時は、速度が定義された範
囲外のときはアラームは無効になる。

リレー

数 1 つのオンボードリレー、2 つのセッ
トの接点 - DPDT (2 つのフォーム C)
4 つの追加リレー (XM-441 拡張リ
レーモジュールに相互接続されてい
る )、または
4 つの仮想リレー ( そのステータスは
リモート制御システムまたは XM-440
マスタ・リレー・モジュールで使用
できる。)

オンボードリレー
定格

大電圧：DC120V, AC125V
大電流：3.5A
小電流：0
大電力：60W, 62.5VA
大電流は 大 40 ℃ (104°F) のとき

で、65 ℃ (149°F) のときは 2A に低下
する。
機関定格：

0.5A のとき AC120V
0.3A のとき DC110V
1.0A のとき DC30V

フェイルセーフ 正常時通電 ( フェイルセーフ ) または
正常時非通電 ( 非フェイルセーフ )

ラッチ ラッチまたは非ラッチ

時間遅延 0 ～ 25.5 秒、100msec 単位で調節可能

ロジック 単一またはペアの AND または OR ロ
ジックがアラームに適用される。

リセット モジュールの上面にあるローカル・
リセット・スイッチ
端子ベースに配線されたリモート・
リセット・スイッチ
シリアルまたは DeviceNet インター
フェイスを使用するデジタル・リ
セット・コマンド

アクティベーショ
ンオン

アラームステータス
通常
アラート
危険
解除
トランスデューサフォルト
モジュールフォルト
タコジェネレータフォルト

構成

不揮発性の構成 モジュール構成のコピーは、電源投
入時に構成がロードされる不揮発性
メモリに保持される。
不揮発性メモリに保存された構成は、
シリアルインターフェイスを介して、
シリアル構成ユーティリティを使用
して、または適合ソフトウェアアプ
リケーションから DeviceNet インター
フェイスを介して送信されるモ
ジュール・リセット・コマンドに
よってのみ削除できる。

項目 XM-120E (1440-VST02-01RA)

電源

モジュール DC24V

消費 300mA 大
175mA 標準

熱発生量 7W (24 BTU/hr) 大
4W (14 BTU/hr) 標準

トランスデューサ 絶縁 DC24V, 配線でユーザ構成可能

環境条件

動作温度 -20 ～ 65 ℃ (-4 ～ 149°F)

保管温度 -40 ～ 85 ℃ (-40 ～ 185°F)

相対湿度 95% ( 結露なきこと )

コンフォーマル
コーティング

プリント基板は、すべて IPC-A-610C
に従ってコンフォーマルコーティン
グされている。

物理的

端子ベース 1440-TB-A

概算寸法
(H x W x D)

97 x 94 x 94mm
(3.8 x 3.7 x 3.7 インチ )

認可(1)

UL 通常の場所に対して UL リスト
クラス I, ディビジョン 2 グループ A, 
B, C, および D 危険な領域に対して
UL リスト

CSA プロセス制御機器に対する CSA 認可
クラス I, ディビジョン 2 グループ A, 
B, C, および D 危険な領域に対して、
プロセス制御機器に対する CSA 認可

EEX EU 94/9/EEC ATEX 指令は、EN 50021; 
爆発の可能性のある大気、保護“n”
に準拠する。

CE EU 89/336/EEC EMC 指令

C-Tick オーストラリア無線通信法は、
AS/NZS 2064, 産業エミッションに準
拠する。

(1) 製品またはパッケージにマークされている場合。適合宣言書
(DoC)、認可、およびその他の承認については、
http://www.rockwellautomation.com にある「Product 
Certification」のリンクを参照してください。

項目 XM-120E (1440-VST02-01RA)
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測定モジュール
XM-121Aアブソリュートシャフト振動モ
ジュール

XM-121A モジュール (Cat.No. 1440-VLF02-01RA) は、

代替 XM-121A ファームウェアがロードされた

XM-121 モジュールです。シャフトの絶対的な振動

の値は、フリースペースに対する蒸気タービンの
シャフトの動きを測定した値です ( 一部の大型機械

の測定要件 )。

アブソリュート・ シャフト・ファームウェアはモ

ジュールに付属しており、以下のサイトからダウン
ロードできます。
http://www.rockwellautomation.com/support/

サポートの Ｗeb サイトからは、以下のように選択

します：Downloads → Firmware Updates → Condition 
Monitoring

項目 XM-121A (1440-VST02-01RA)

入力

チャネル 1 渦電流トランスデューサ
5, 8, および 11mm 2100 シリーズ、お
よび Bently Nevada 3300 XL シリーズ
プローブをサポートする。

チャネル 2 ケース取付け型センサ
以下のセンサをサポートする。

9000A 汎用加速度計
9100VO 速度出力速度計
9100 CSA 汎用加速度計
9100T 高温加速度計

トランスデューサ
電源

定電圧：DC-24V
定電流：24V からの 4.5mA ± 20%
なし：電圧入力
タコジェネレータは、定電圧または
電圧入力として構成されて給電でき
る。

電圧範囲 小を 0 ～ 20V としてソフトウェア
で選択可能
40V 大ピーク・ツー・ピーク

感度 ソフトウェアでユーザ構成可能

入力インピーダン
ス

> 100k

タコジェネレータ入力

1 つのタコジェネ
レータ入力

± 25V (50V 大ピーク・ツー・ピー
ク )
1 回転当たり 1 ～ 50,000 イベント

入力インピーダン
ス

120 k 小

速度 / 周波数範囲 1 ～ 1,200,000rpm
0.0167 ～ 20,000Hz

速度測定誤差 1 ～ 120rpm：± 0.2rpm
121 ～ 600rpm：± 1rpm
601 ～ 4000rpm：± 2rpm
4001 ～ 24,000rpm：± 10rpm
24,001 ～ 120,000rpm：± 20rpm
120,001 ～ 600,000rpm：± 80rpm
600,001 ～ 1,200,000rpm：± 160rpm

1 回転当たりのパ
ルス数

0 ( タコジェネレータ無効 ) ～ 50,000

大速度の変更
レート

500Hz/sec

出力

4 ～ 20mA 出力 各出力は、いずれかのチャネルから
の測定されたパラメータを示すよう
に個別にプログラムされる。
2 つの絶縁出力
300 大負荷

バッファされた出
力

振動入力チャネルごとに 1 つのアク
ティブバッファ
タコジェネレータ用の抵抗バッファ

インジケータ

ステータスインジ
ケータ

モジュール：赤色 / 緑色
ネットワーク：赤色 / 緑色
チャネル 1：黄色 / 赤色
チャネル 2：黄色 / 赤色
タコジェネレータ：黄色 / 赤色
セットポイント乗算：黄色
リレー：赤色

通信

DeviceNet ネット
ワーク

全機能に標準 DeviceNet プロトコル
(給電なし—モジュール電源は独立し
て供給される。)
使用可能な EDS ファイルは、ほとん
どの DeviceNet 対応システムにサポー
トされる。
通信速度は、バスマスタによって
125, 250, または 500Kbps に自動的に
設定される。
構成可能な I/O ポーリング応答メッ
セージによって、スキャナ入力テー
ブル内のスペースの利用を 適化で
きる：
選択可能なポーリング応答アセン
ブリ
選択可能なポーリング応答サイズ
( バイト )

シリアル ミニ型コネクタまたは端子ベースユ
ニットを介して RS-232
通信速度は、19.2Kbps で固定
シリアル構成ユーティリティを使用
してローカル構成

信号の状態

トラッキングフィ
ルタ

ソフトウェアでユーザ構成可能
定バンド幅 (0.1 ～ 25Hz) 
定 Q (1 ～ 200 を調節可能、0.5 ～
15Hz バンド幅制限付き )
阻止帯域減衰 > 57dB
速度範囲：4 ～ 1000Hz (240 ～
60,000rpm)

周波数範囲 1 ～ 10,000Hz

分解能 A/D 変換：24 ビット
動的な範囲：< 80dBfs (0.01% フルス
ケール )、-90 dBfs, 標準

小精度 チャネルフルスケールの± 1%

位相の精度 600rpm を超えて 3°

振幅の範囲 ± 21V

ハイ・パス・フィ
ルタ

ソフトウェアでユーザ構成可能
0.8, 2, 4, または 23.8Hz
ロールオフ：-80dB/decade

ロー・パス・フィ
ルタ

 600 ～ 4000 Hz で調節可能
ロールオフ：-40dB/decade

項目 XM-121A (1440-VST02-01RA)
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測定モジュール
複雑なデータ

時間波形 ブロックサイズ：256, 512, 1024, 2048
周期：0.02 ～ 80 秒

小精度 チャネルについてはフルスケール範
囲の± 1%
速度についてはアラームセットポイ
ントの± 1%

測定

シャフト相対
( 渦電流プローブ )

全体
1x 大きさ
1x 位相
ギャップ (V 単位 )

ケースアブソ
リュート ( 速度ま
たは加速度計 )

出力単位は、速度または変位のいず
れかを選択可能
全体
1x 大きさ
1x 位相
バイアス (V 単位 )

シャフトアブソ
リュート ( 計算 )

全体
1x 大きさ
1x 位相

速度 rpm

アラーム

数 9 つのアラームおよび危険のペア
シャフトアブソリュート全体
シャフトアブソリュート 1x 大きさ
シャフト相対全体
ケーシングアブソリュート全体
シャフト相対 1x 大きさ
ケーシングアブソリュート 1x 大きさ
プローブギャップ
加速度計バイアス
速度

演算子 グレータザン
レスザン
範囲内
範囲外

ヒステリシス ソフトウェアでユーザ構成可能

始動禁止 / セット
ポイント乗算

周期：0 ～ 1092 分、0.1 分単位で調節
可能
禁止 / 乗算機能：
N (0 ～ 10, 0 = 解除 ) で乗算する。

速度禁止 速度範囲はアラームごとに指定でき
る。適用時は、速度が定義された範
囲外のときはアラームは無効になる。

リレー

数 1 つのオンボードリレー、2 つのセッ
トの接点 - DPDT (2 つのフォーム C)
4 つの追加リレー (XM-441 拡張リ
レーモジュールに相互接続されてい
る )、または
4 つの仮想リレー、そのステータスは
リモート制御システム または
XM-440 マスタ・リレー・モジュール
で使用できる。

項目 XM-121A (1440-VST02-01RA)

オンボードリレー
定格

大電圧：DC120V, AC125V
大電流：3.5A
小電流：0
大電力：60W, 62.5VA
大電流は 大 40 ℃ (104°F) のとき

で、65 ℃ (149°F) のときは 2A に低下
する。
機関定格：

0.5A のとき AC120V
0.3A のとき DC110V
1.0A のとき DC30V

フェイルセーフ 正常時通電 ( フェイルセーフ ) または
正常時非通電 ( 非フェイルセーフ )

ラッチ ラッチまたは非ラッチ

時間遅延 0 ～ 25.5 秒、100msec 単位で調節可能

ロジック 単一またはペアの AND または OR ロ
ジックがアラームに適用される。

リセット モジュールの上面にあるローカル・
リセット・スイッチ
端子ベースに配線されたリモート・
リセット・スイッチ
シリアルまたは DeviceNet インター
フェイスを使用するドライブ・リ
セット・コマンド

アクティベーショ
ンオン

アラームステータス
通常
アラート
危険
解除
トランスデューサフォルト
モジュールフォルト
タコジェネレータフォルト

構成

不揮発性構成 モジュール構成のコピーは、電源投
入時に構成がロードされる不揮発性
メモリに保持される。
不揮発性メモリに保存された構成は、
シリアルインターフェイスを介して、
シリアル構成ユーティリティを使用
して、または適合ソフトウェアアプ
リケーションから DeviceNet インター
フェイスを介して送信されるモ
ジュール・リセット・コマンドに
よってのみ削除できる。

電源

モジュール DC24V

消費 300mA 大
175mA 標準

熱発生量 7W (24 BTU/hr) 大
4W (14 BTU/hr) 標準

トランスデューサ 絶縁 DC24V, 配線でユーザ構成可能

環境条件

動作温度 -20 ～ 65 ℃ (-4 ～ 149°F)

保管温度 -40 ～ 85 ℃ (-40 ～ 185°F)

相対湿度 95% ( 結露なきこと )

コンフォーマル
コーティング

プリント基板は、すべて IPC-A-610C
に従ってコンフォーマルコーティン
グされている。

項目 XM-121A (1440-VST02-01RA)
8 Pub.No. 1440-TD001D-JA-P - January 2013



測定モジュール
物理的

端子ベース 1440-TB-A

概算寸法
(H x W x D)

97 x 94 x 94mm
(3.8 x 3.7 x 3.7 インチ )

認可(1)

UL 通常の場所に対して UL リスト
クラス I, ディビジョン 2 グループ A, 
B, C, および D 危険な領域に対して
UL リスト

CSA プロセス制御機器に対する CSA 認可
クラス I, ディビジョン 2 グループ A, 
B, C, および D 危険な領域に対して、
プロセス制御機器に対する CSA 認可

EEX EU 94/9/EEC ATEX 指令は、EN 50021; 
爆発の可能性のある大気、保護“n”
に準拠する。

CE EU 89/336/EEC EMC 指令

C-Tick オーストラリア無線通信法は、
AS/NZS 2064, 産業エミッションに準
拠する。

(1) 製品またはパッケージにマークされている場合。適合宣言書
(DoC)、認可、およびその他の承認については、
http://www.rockwellautomation.com にある「Product 
Certification」のリンクを参照してください。

項目 XM-121A (1440-VST02-01RA)
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測定モジュール
XM-122 gSE振動モジュール

XM-122 モジュール (Cat.No. 1440-VSE02-01RA) は、

標準の振動と g スパイクエネルギー (gSE) の両方を

測定します。gSE 信号は、過渡的または機械的な衝

撃によって生まれたエネルギーを正確に測定処理す
る技術です。このため、モジュールは、回転素子ベ
アリングに適合し、連続してリアルタイムに保護す
る必要がないモータ、ポンプ、ファン、およびギア
ボックスをモニタするのに適しています。

他の XM モジュールとは異なり、XM-122 モジュー

ルは標準と gSE の測定の間で連続して切り換わり、

4 ～ 80 秒ごと ( 選択したブロックサイズとバンド幅

によって異なる ) に更新します。このため、モ

ジュールは、真のリアルタイムモニタや保護が必要
なアプリケーションには適していません。

項目 XM-122 (1440-VSE02-01RA)

入力

2 つのチャネル 渦電流トランスデューサ信号
加速度計信号
速度または圧力トランスデューサな
どのダイナミック測定装置からの電
圧信号

トランスデューサ
電源

定電圧：DC24V
定電流：DC24V からの 4.5mA ± 20%
なし：電圧入力
タコジェネレータは、定電圧または
電圧入力として構成されて給電でき
る。

電圧範囲 最小を 0 ～ 20V としてソフトウェア
で選択可能
40V 最大ピーク・ツー・ピーク

感度 ソフトウェアでユーザ構成可能

入力インピーダン
ス

> 100k

タコジェネレータ入力

1 つのタコジェネ
レータ入力

± 25V (50V 最大ピーク・ツー・ピー
ク )
1 回転当たり 1 ～ 50,000 イベント

入力インピーダン
ス

120k最小

速度 / 周波数範囲 1 ～ 1,200,000rpm
0.0167 ～ 20,000Hz

速度測定誤差 1 ～ 12,000rpm：± 1 rpm
12,001 ～ 120,000rpm：± 6 rpm
120,001 ～ 1,200,000rpm：± 50rpm
Exponential Averaging Time Constant パ
ラメータ は≧ 120msec に設定される。

出力

4 ～ 20mA 出力 各出力は、いずれかのチャネルから
の測定されたパラメータを示すよう
に個別にプログラムされる。
2 つの絶縁出力
300 最大負荷

バッファされた出
力

振動入力チャネルごとに 1 つのアク
ティブバッファ
タコジェネレータ用の抵抗バッファ

インジケータ

ステータスインジ
ケータ

モジュール：赤色 / 緑色
ネットワーク：赤色 / 緑色
チャネル 1：黄色 / 赤色
チャネル 2：黄色 / 赤色
タコジェネレータ：黄色 / 赤色
セットポイント乗算：黄色
リレー：赤色

通信

DeviceNet ネット
ワーク

全機能に標準 DeviceNet プロトコル
(給電なし—モジュール電源は独立し
て供給される。)
使用可能な EDS ファイルは、ほとん
どの DeviceNet 対応システムにサポー
トされる。
通信速度は、バスマスタによって
125, 250, または 500Kbps に自動的に
設定される。
構成可能な I/O ポーリング応答メッ
セージによって、スキャナ入力テー
ブル内のスペースの利用を最適化で
きる：
選択可能なポーリング応答アセン
ブリ
選択可能なポーリング応答サイズ
( バイト )

シリアル ミニ型コネクタまたは端子ベースユ
ニットを介して RS-232
通信速度は、19.2Kbps で固定
シリアル構成ユーティリティを使用
してローカル構成

信号の状態

サンプリングモー
ド

非同期
同期

周波数範囲 1Hz ～ 20kHz

分解能 A/D 変換：24 ビット
動的な範囲：< 80dBfs (0.01% フルス
ケール )、-90 dBfs, 標準
FFT ライン / 波形ブロックサイズ：

100/256
200/512
400/1024
800/2048

振幅の範囲 感度に依存する。

統合 2 つのレベルを提供、最初はハード
ウェアで、2 番目はファームウェア

平均 平均の数を指定できる。
以下のサンプリングモードのときは、
非同期：スペクトラムで平均を実
行する。
同期：波形で平均を実行する。

ロー・パス・フィ
ルタ

チャネルごとに個別に構成可能
スペクトラム FMAX：10 ～ 2000Hz
gSE スペクトラム FMAX：10 ～
5000Hz
オプションの全体測定 LP フィルタ：
200 ～ 2000Hz
ロールオフ：-24dB/ オクターブ

項目 XM-122 (1440-VSE02-01RA)
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測定モジュール
ハイ・パス・フィ
ルタ

チャネルごとに個別に構成される。
統合オフ：1, 5, 10, 40, 1000Hz
ロールオフ：1Hz HPF の場合は
-30dB/ オクターブ、
それ以外は -24dB/ オクターブ
統合オン：5, 10, 40, 1000Hz
ロールオフ：
一重統合：5Hz HPF の場合は
-30dB/ オクターブ、
それ以外は -24dB/ オクターブ
二重統合：5Hz HPF の場合は
-42dB/ オクターブ 、
それ以外は -24dB/ オクターブ

gSE HPF：200, 500, 1000, 2000, 5000Hz
ロールオフ：-12dB/ オクターブ

単位 g, µm, ips, volt,mm/s, PSI, mils, Pa

データ

複雑なデータ スペクトラム ( 同期または非同期 )
gSE スペクトラム
波形 ( 同期または非同期 )
同時波形 ( 同期 )

小精度 チャネルについてはフルスケール範
囲の± 1%
速度についてはアラームセットポイ
ントの± 1%

ピーク速度キャプ
チャ

モジュールは、モジュールの電源を
切断後に再投入するか、またはピー
ク速度の値が手動でリセットされる
まで、観測された 大速度の値を保
持する。

測定

リアルタイム 全体
gSE 全体
RMS
ピーク (true または計算される )
ピーク・ツー・ピーク (true または
計算される )
オプションのロー・パス・フィル
タ

ギャップ ( またはトランスデューサバ
イアス電圧 )
速度
加速
SMAX 大きさ
SMAX 位相

バンド チャネルごとに 4 つのバンドがオー
バラップできる (Hz またはオーダ
ベース )
バンド内で全体または 大ピーク
オーダ
大きさ：1x, 2x, 3x
位相：1x, 2x

Not 1x
合計のハーモニクス

項目 XM-122 (1440-VSE02-01RA)

データバッファ

デルタ時間バッ
ファ

レコード数：2048
デルタ時間間隔：1 ～ 3600 秒
トリガモード：モジュールのリレー
はトリガ信号 ( 例：コントローラまた
はホストからの DeviceNet コマンド )
によってアクティブにされる。

デルタ rpm バッ
ファ

レコードの数：512
デルタ速度間隔：1 ～ 3600rpm
トリガモード：始動時は、rpm が増加
しているときのみデータを集める。
惰走停止時は、増加と減少の両方の
方向にデータを集める。
バッファに集められたデータはユー
ザ定義され、上で指定された測定さ
れたパラメータの 大 16 を保持でき
る。

スペクトラムまた
は波形

デルタ時間バッファと同じトリガで
保存される。

アラーム

数 16 のアラームおよび危険のペア
測定されたパラメータ

演算子 グレータザン
レスザン
範囲内
範囲外

ヒステリシス ソフトウェアでユーザ構成可能

始動禁止 / セット
ポイント乗算

周期：0 ～ 1092 分、0.1 分単位で調節
可能
禁止 / 乗算機能：
N (0 ～ 10, 0 = 解除 ) で乗算する。

速度禁止 速度範囲はアラームごとに指定でき
る。適用時は、速度が定義された範
囲外のときはアラームが無効になる。

リレー

数 1 つのオンボードリレー、2 つのセッ
トの接点 - DPDT (2 つのフォーム C)
4 つの追加リレー (XM-441 拡張リ
レーモジュールに相互接続されてい
る )、または
4 つの仮想リレー ( そのステータスは
リモート制御システムまたは XM-440
マスタ・リレー・モジュールで使用
できる。)

オンボードリレー
定格

大電圧：DC120V, AC125V
大電流：3.5A
小電流：0
大電力：60W, 62.5VA
大電流は 大 40 ℃ (104°F) のとき

で、65 ℃ (149°F) のときは 2A に低下
する。
機関定格：

0.5A のとき AC120V
0.3A のとき DC110V
1.0A のとき DC30V

フェイルセーフ 正常時通電 ( フェイルセーフ ) または
正常時非通電 ( 非フェイルセーフ )

ラッチ ラッチまたは非ラッチ

時間遅延 0 ～ 25.5 秒、100msec 単位で調節可能

ロジック 単一またはペアの AND または OR ロ
ジックがアラームに適用される。

項目 XM-122 (1440-VSE02-01RA)
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測定モジュール
リセット モジュールの上面にあるローカル・
リセット・スイッチ
端子ベースに配線されたリモート・
リセット・スイッチ
シリアルまたは DeviceNet インター
フェイスを使用するデジタル・リ
セット・コマンド

アクティベーショ
ンオン

機関ステータス：
通常
アラート
危険
解除
トランスデューサフォルト
モジュールフォルト
タコジェネレータフォルト

構成

不揮発性の構成 モジュール構成のコピーは、電源投
入時に構成がロードされる不揮発性
メモリに保持される。
不揮発性メモリに保存された構成は、
シリアルインターフェイスを介して、
シリアル構成ユーティリティを使用
して、または適合ソフトウェアアプ
リケーションから DeviceNet インター
フェイスを介して送信されるモ
ジュール・リセット・コマンドに
よってのみ削除できる。

電源

モジュール DC24V

消費 300mA 大
175mA 標準

熱発生量 7W (24 BTU/hr) 大
4W (14 BTU/hr) 標準

トランスデューサ 絶縁 DC24V, 配線でユーザ構成可能

環境条件

動作温度 -20 ～ 65 ℃ (-4 ～ 149°F)

保管温度 -40 ～ 85 ℃ (-40 ～ 185°F)

相対湿度 95% ( 結露なきこと )

コンフォーマル
コーティング

プリント基板は、すべて IPC-A-610C
に従ってコンフォーマルコーティン
グされている。

物理的

端子ベース 1440-TB-A

概算寸法
(H x W x D)

97 x 94 x 94mm
(3.8 x 3.7 x 3.7 インチ )

項目 XM-122 (1440-VSE02-01RA)

認可(1)

UL 通常の場所に対して UL リスト
クラス I, ディビジョン 2 グループ A, 
B, C, および D 危険な領域に対して
UL リスト

CSA プロセス制御機器に対する CSA 認可
クラス I, ディビジョン 2 グループ A, 
B, C, および D 危険な領域に対して、
プロセス制御機器に対する CSA 認可

EEX EU 94/9/EEC ATEX 指令は、EN 50021; 
爆発の可能性のある大気、保護“n”
に準拠する。

CE EU 89/336/EEC EMC 指令

C-Tick オーストラリア無線通信法は、
AS/NZS 2064, 産業エミッションに準
拠する。

(1) 製品またはパッケージにマークされている場合。適合宣言書
(DoC)、認可、およびその他の承認については、
http://www.rockwellautomation.com にある「Product 
Certification」のリンクを参照してください。
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測定モジュール
XM-123航空転用型モジュール

XM-123 モジュール (Cat.No. 1440-VAD02-01RA) は、

航空転用型ガスタービンエンジンをモニタします。
モジュールは、各チャネルの広帯域全体の振動レベ
ルでトラッキングフィルタまたはバンドパスフィル
タのいずれかを使用できます。

モジュールはスタンドアロンの動作が可能で、上位
レベルのシステムとのインターフェイスは不要で
す。必要なときは、モジュールは DeviceNet ネット

ワークに配置して、そこで他の XM モジュール、プ

ログラマブルコントローラ、分散型制御システム、
および状態モニタシステムにリアルタイムのデータ
とステータス情報を提供することもできます。

項目 XM-123 (1440-VAD02-01RA)

入力

2 つのチャネル 渦電流トランスデューサ信号
加速度計信号
速度または圧力トランスデューサな
どのダイナミック測定装置からの電
圧信号

トランスデューサ
電源

定電流：DC24V からの 4.5mA ± 20% 
なし：電圧入力
タコジェネレータは、定電圧または
電圧入力として構成されて給電でき
る。

電圧範囲 小を 0 ～ 20V としてソフトウェア
で選択可能
40V 大ピーク・ツー・ピーク

感度 ソフトウェアでユーザ構成可能

入力インピーダン
ス

> 100k

タコジェネレータ入力

1 つのタコジェネ
レータ入力

± 25V (50V 大ピーク・ツー・ピー
ク )
1 回転当たり 1 ～ 50,000 イベント

入力インピーダン
ス

120k 小

速度 / 周波数範囲 1 ～ 1,200,000rpm
0.0167 ～ 20,000Hz

速度測定誤差 1 ～ 12,000rpm：± 1rpm
12,001 ～ 120,000rpm：± 6rpm
120,001 ～ 1,200,000rpm：± 50rpm
Exponential Averaging Time Constant パ
ラメータ は≧ 120msec に設定

出力

4 ～ 20mA 出力 各出力は、いずれかのチャネルから
の測定されたパラメータを示すよう
に個別にプログラムされる。
2 つの絶縁出力
300 大負荷

バッファされた出
力

振動入力チャネルごとに 1 つのアク
ティブバッファ
出力範囲は配線で構成可能：

-24 ～ 9V
-5 ～ 24V
-5 ～ 9V

タコジェネレータ用の抵抗バッファ

インジケータ

ステータスインジ
ケータ

モジュール：赤色 / 緑色
ネットワーク：赤色 / 緑色
チャネル 1：黄色 / 赤色
チャネル 2：黄色 / 赤色
タコジェネレータ：黄色 / 赤色
セットポイント乗算：黄色
リレー：赤色

通信

DeviceNet ネット
ワーク

全機能に標準 DeviceNet プロトコル
(給電なし—モジュール電源は独立し
て供給される。)
使用可能な EDS ファイルは、ほとん
どの DeviceNet 対応システムにサポー
トされる。
通信速度は、バスマスタによって
125, 250, または 500Kbps に自動的に
設定される。
構成可能な I/O ポーリング応答メッ
セージによって、スキャナ入力テー
ブル内のスペースの利用を 適化で
きる：
選択可能なポーリング応答アセン
ブリ
選択可能なポーリング応答サイズ
( バイト )

シリアル ミニ型コネクタまたは端子ベースユ
ニットを介して RS-232
通信速度は、19.2Kbps で固定
シリアル構成ユーティリティを使用
してローカル構成

信号の状態

トラッキングフィ
ルタ

トラックされる速度乗算：測定され
た ( タコジェネレータ ) rpm の 0.1 ～
20.0 倍
定 Q：1 ～ 200
定バンド幅：0.1 ～ 25Hz
ロールオフ：-36dB/ オクターブ標準

バンドパスフィル
タ

小周波数：25 ～ 1000Hz
大周波数：100 ～ 5500Hz

ロールオフ：-60dB/ オクターブ

周波数範囲 1Hz ～ 20kHz

分解能 A/D 変換：24 ビット
動的な範囲：< 80dBfs (0.01% フルス
ケール )、-90 dBfs, 標準

振幅の範囲 感度に依存する。

統合 ハードウェアに 1 レベル提供

ロー・パス・フィ
ルタ

チャネルごとに個別に構成される。
オプションの全体測定 LP フィルタ
(200Hz ～ 20kHz)
ロールオフ：-24 db/ オクターブ

ハイ・パス・フィ
ルタ

チャネルごとに個別に構成される。
統合オフ：1, 5, 10, 40, 1000Hz
ロールオフ：1Hz HPF は -30dB/ オク
ターブ、それ以外は -24dB/ オクター
ブ

単位 g, µm, ips, volt,mm/s, PSI, mils, Pa

データ

小精度 チャネルについてはフルスケール範
囲の± 1%
速度についてはアラームセットポイ
ントの± 1%

項目 XM-123 (1440-VAD02-01RA)
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測定モジュール
ピーク速度キャプ
チャ

モジュールは、モジュールの電源を
切断後に再投入するか、またはピー
ク速度の値が手動でリセットされる
まで、観測された 大速度の値を保
持する。

測定

全体 RMS
ピーク (true または計算される )
ピーク・ツー・ピーク (true または計
算される )
ソフトウェアでユーザ構成可能

固有 速度
トランスデューサバイアス電圧

バンドパスフィル
タ

バンド値

トラッキングフィ
ルタ

トラックされるベクトルの大きさ
トラックされるベクトル位相

データバッファ

トレンドバッファ トリガイベントに対応するように測
定されたパラメータを含むレコード
のセットを保存する。
トレンドレコード：1 ～ 9 パラメータ
トレンド 間隔：1 ～ 3600 秒
トリガ：トレンドは、モジュールの
指定されたリレーがアクティブにな
るか、またはトリガイベント ( 例：コ
ントローラまたはホストからの
DeviceNet コマンド ) によって保存さ
れる。
容量：227 ～ 2048 レコード ( 保存さ
れたパラメータの数によって異なる )

速度バッファ 速度の変化に対応するように、測定
パラメータに始動 / 惰走停止トレンド
を保存する。
SU/CD レコード：2 ～ 9 パラメータ
SU/CD 間隔：1 ～ 3600rpm
トリガ：始動時は、rpm が増加してい
るときのみデータを集める。惰走停
止時は、増加と減少の両方の方向に
データを集める。
容量：186 ～ 512 レコード ( 保存され
たパラメータの数によって異なる )
SU/CD バッファは、続いてトリップ
が起こるときに 、 初のトリップ
データを守るためにラッチできる。

アラーム

数 12 のアラームおよび危険のペア
いずれかのチャネルからの、速度、
全体、DC バイアス、バンドまたはト
ラックされる大きさ

演算子 グレータザン
レスザン
範囲内
範囲外

ヒステリシス ソフトウェアでユーザ構成可能

始動禁止 / セット
ポイント乗算

周期：0 ～ 1092 分、0.1 分単位で調節
可能
禁止 / 乗算機能：0 ～ 10 の範囲の浮
動小数点の値

速度禁止 速度範囲はアラームごとに指定でき
る。適用時は、速度が定義された範
囲外のときはアラームが無効になる。

項目 XM-123 (1440-VAD02-01RA)

リレー

数 1 つのオンボードリレー、2 つのセッ
トの接点 - DPDT (2 つのフォーム C)
４つの追加リレー (XM-441 拡張リ
レーモジュールに相互接続されてい
る )、または
4 つの仮想リレー ( そのステータスは
リモート制御システムまたは XM-440
マスタ・リレー・モジュールで使用
できる。)

オンボードリレー
定格

大電圧：DC120V, AC125V
大電流：3.5A
小電流：0
大電力：60W, 62.5VA
大電流は 大 40 ℃ (104°F) のとき

で、65 ℃ (149°F) のときは 2A に低下
する。
機関定格：

0.5A のとき AC120V
0.3A のとき DC110V
1.0A のとき DC30V

フェイルセーフ 正常時通電 ( フェイルセーフ ) または
正常時非通電 ( 非フェイルセーフ )

ラッチ ラッチまたは非ラッチ

時間遅延 0 ～ 65.53 秒、0.01 秒単位で調節可能

ロジック 単一またはペアの AND または OR ロ
ジックはアラームに適用される。

リセット モジュールの上面にあるローカル・
リセット・スイッチ
端子ベースに配線されたリモート・
リセット・スイッチ
シリアルまたは DeviceNet インター
フェイスを使用するデジタル・リ
セット・コマンド

アクティベーショ
ンオン

アラームステータス
通常
アラート
危険
解除
トランスデューサフォルト
モジュールフォルト
タコジェネレータフォルト

構成

不揮発性の構成 モジュール構成のコピーは、電源投
入時に構成がロードされる不揮発性
メモリに保持される。
不揮発性メモリに保存された構成は、
シリアルインターフェイスを介して、
シリアル構成ユーティリティを使用
して、または適合ソフトウェアアプ
リケーションから DeviceNet インター
フェイスを介して送信されるモ
ジュール・リセット・コマンドに
よってのみ削除できる。

電源

モジュール DC24V

消費 300mA 大
175mA 標準

熱発生量 7W (24 BTU/hr) 大
4W (14 BTU/hr) 標準

トランスデューサ 絶縁 DC24V, 配線でユーザ構成可能

項目 XM-123 (1440-VAD02-01RA)
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測定モジュール
環境条件

動作温度 -20 ～ 65 ℃ (-4 ～ 149°F)

保管温度 -40 ～ 85 ℃ (-40 ～ 185°F)

相対湿度 95% ( 結露なきこと )

コンフォーマル
コーティング

プリント基板は、すべて IPC-A-610C
に従ってコンフォーマルコーティン
グされている。

物理的

端子ベース 1440-TB-A

概算寸法
(H x W x D)

97 x 94 x 94mm
(3.8 x 3.7 x 3.7 インチ )

認可(1)

UL 通常の場所に対して UL リスト
クラス I, ディビジョン 2 グループ A, 
B, C, および D 危険な領域に対して
UL リスト

CSA プロセス制御機器に対する CSA 認可
クラス I, ディビジョン 2 グループ A, 
B, C, および D 危険な領域に対して、
プロセス制御機器に対する CSA 認可

EEX EU 94/9/EEC ATEX 指令は、EN 50021; 
爆発の可能性のある大気、保護“n”
に準拠する。

CE EU 89/336/EEC EMC 指令

C-Tick オーストラリア無線通信法は、
AS/NZS 2064, 産業エミッションに準
拠する。

(1) 製品またはパッケージにマークされている場合。適合宣言書
(DoC)、認可、およびその他の承認については、
http://www.rockwellautomation.com にある「Product 
Certification」のリンクを参照してください。

項目 XM-123 (1440-VAD02-01RA)
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測定モジュール
XM-124標準ダイナミック測定モジュール

XM-124 モジュール (Cat.No. 1440-SDM02-01RA) は、

1 つの静的な測定 ( スラスト / シャフト位置 ) に加え

て、振動、圧力、および張力などのダイナミック測
定をサポートする 2 つのチェネルの汎用モニタで

す。モジュールは、回転装置内のシャフト、ケーシ
ング、または台座の振動、およびスラスト位置をモ
ニタするために使用できます。

項目 XM-124 (1440-SDM02-01RA)

入力

2 つのダイナミック
チャネル入力

渦電流トランスデューサ信号
加速度計信号
速度または圧力トランスデューサ
などのダイナミック測定装置から
の電圧信号

トランスデューサ電
源

定電圧：DC24V, DC-24V, 60mA
定電流：DC24V からの 4.5mA 
± 30%/ -20% (IEPE)
なし：電圧入力
タコジェネレータは、定電圧また
は電圧入力に構成されて、給電で
きる。

電圧範囲 DC-20 ～ 0V
DC-10 ～ 10V
DC0 ～ 20V

入力インピーダンス > 100k

感度 公称から 大 15%

タコジェネレータ入力

1 つのタコジェネレー
タ入力

± 25V (50V 大ピーク・ツー・
ピーク )
1 回転当たり 1 ～ 50,000 イベント

入力インピーダンス > 120k

範囲 1 ～ 1,200,000rpm
0.0167 ～ 20,000Hz

1 回転当たりのパルス
数

0 ( タコジェネレータオフ ) ～
50,000

大速度の変更レー
ト

500Hz/sec

出力

4 ～ 20mA 各出力は、いずれかのチャネルか
らの測定されたパラメータを示す
ように個別にプログラムされる。
2 つの絶縁出力
300  大負荷

バッファされた出力 ダイナミックチャネルごとに 1 つ
のアクティブバッファ
タコジェネレータに 1 つの抵抗
バッファ

mV/g mV/
ips

mV/
mms

mV/
mil

mV/µ
m

mV/
psi

mV/
mbar

V/V

10 100 4 100 3.94 20 0.29 1

25 150 6 150 5.91 50 0.73

50 200 8 200 7.87 100 1.45

100 500 20 285 11.2

500 1000 40

1000

10000

インジケータ

ステータスインジ
ケータ

モジュール
ネットワーク
チャネル 1
チャネル 2
タコジェネレータ
セットポイント乗算
仮想リレー

通信

DeviceNet ネットワー
ク

全機能に標準 DeviceNet プロトコ
ル ( 給電なし — モジュール電源は
独立して供給される。)
使用可能な EDS ファイルは、ほ
とんどの DeviceNet 対応システム
にサポートされる。
通信速度は、バスマスタによって
125, 250, または 500Kbps に自動的
に設定される。
構成可能な I/O ポーリング応答
メッセージによって、スキャナ入
力テーブル内のスペースの利用を
適化できる：
選択可能なポーリング応答アセ
ンブリ
選択可能なポーリング応答サイ
ズ ( バイト )

シリアル ミニ型コネクタまたは端子ベース
ユニットを介して RS-232
通信速度は、19.2Kbps で固定
シリアル構成ユーティリティを使
用してローカル構成

信号の状態

サンプリングモード チャネルごとに選択可能
非同期

FMAX：1Hz ～ 20kHz
同期

FMAX：10 < オーダ x 速度 (Hz) 
< 5000
オーダ範囲：4 ～ 200
小 FMAX：10Hz
大 FMAX：5000Hz

分解能 A/D 変換：24 ビット
動的な範囲：80dBfs (0.01% フルス
ケール )、90dBfs, 標準

FFT ライン 100, 200, 400, 800

統合 なしまたは一重

ハイ・パス・アナロ
グ・フィルタ

-3dB コーナ：0.2, 1, 5, 10, 40Hz
ロールオフ：0.2Hz フィルタは
-30dB/ オクターブ 、それ以外は
24dB/ オクターブ

ロー・パス・フィル
タ

統合された加速測定に適用
-6dB コーナ：2kHz
ロールオフ：-12dB/ オクターブ

単位 g, ips,mm/s, mils, µm, PSI, mbar, volt

データ

複雑なデータ スペクトラム ( 同期または非同期 )
波形 ( 同期または非同期 )
同時波形 ( 同期 )

小精度 チャネルについてはフルスケール
範囲の± 1%
速度についてはアラームセットポ
イントの± 1%

項目 XM-124 (1440-SDM02-01RA)
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測定モジュール
測定

タイプ FFT および時間波形
非同期または同期

リアルタイム 全体
RMS
ピーク (true または計算される )
ピーク・ツー・ピーク (true ま
たは計算される )
オプションのロー・パス・フィ
ルタ
- -3dB コーナ：200Hz ～ 20kHz
- ロールオフ：-24dB/ オクター
ブ

ギャップ ( またはトランスデュー
サバイアス電圧 )
速度
SMAX 大きさ
SMAX 位相
スラスト位置

FFT 派生 FFT バンド
チャネルごとに 4 つのバンド
周波数またはオーダドメインで
定義
バンド内の全体または 大ピー
ク

オーダ
大きさ：1x, 2x, 3x
位相：1x, 2x

Not 1x
合計のハーモニクス

データバッファ

デルタ時間バッファ レコード数：2048
デルタ時間間隔：1 ～ 3600 秒
トリガモード：リレーがアクティ
ブなるか、またはトリガイベント
( 例：コントローラまたはホスト
からの DeviceNet コマンド ) い
よって

デルタ rpm バッファ レコード数：512
デルタ速度間隔：1 ～ 3600rpm
トリガモード：始動時は、rpm が
増加しているときのみデータを集
める。惰走停止時は、増加と減少
の両方の方向にデータを集める。
バッファに集められたデータは
ユーザ構成可能で、 大 16 の測
定を保持できる。

スペクトラムまたは
波形

デルタ時間バッファと同じトリガ
で保存される。

アラーム

数 16 のアラームおよび危険のペア

アラームパラメータ 測定されたパラメータ

演算子 グレータザン
レスザン
範囲内
範囲外

ヒステリシス ソフトウェアでユーザ構成可能

始動禁止 / セットポイ
ント乗算

周期：0 ～ 1092 分、0.1 分単位で
調節可能
禁止 / 乗算機能：
N (0 ～ 10, 0 = 解除 ) で乗算する。

速度禁止 速度範囲はアラームごとに指定で
きる。適用時は、速度が定義され
た範囲外のときはアラームが無効
になる。

項目 XM-124 (1440-SDM02-01RA)

リレー

数 1 つのオンボードリレー、SPDT, 
1 つのフォーム A
4 つの追加リレー (XM-441 拡張リ
レーモジュールに相互接続されて
いる )、または
4 つの仮想リレー ( そのステータ
スはリモート制御システムまたは
XM-440 マスタ・リレー・モ
ジュールで使用できる。)

定格 ( 抵抗 ) 公称の容量：AC250V のとき 5A, 
DC30V のとき 5A
小容量：100mA,DC100mV
大電力：750VA, 90W
大電圧：AC250V, DC110V
大電流：5A

予想寿命 ( 小動作
回数 )

機械的：2x107

電気的 (20cpm のとき )
- 3A, AC250V; 3A, DC30V：105

- 5A, AC250V; 5A, DC30V：5x104

フェイルセーフ 正常時通電 ( フェイルセーフ ) ま
たは正常時非通電 ( 非フェイル
セーフ )

ラッチ ラッチまたは非ラッチ

時間遅延 0 ～ 25.5 秒、100msec 単位で調節
可能

ロジック 単一またはペアの AND または OR
ロジックがアラームに適用され
る。

リセット モジュールの上面にあるローカ
ル・リセット・スイッチ
端子ベースに配線されたリモー
ト・リセット・スイッチ
シリアルまたは DeviceNet イン
ターフェイスを使用するデジタ
ル・リセット・コマンド

アクティベーション
オン

アラームステータス：
通常
アラート
危険
解除
トランスデューサフォルト
モジュールフォルト
タコジェネレータフォルト

ピーク速度キャプ
チャ

XM-124 は、モジュールの電源を
切断後に再投入するか、または
ピーク速度値が手動でリセットさ
れるまで、観測された 大速度の
値を保持する。

構成

不揮発性の構成 モジュール構成のコピーは、電源
投入時に構成がロードされる不揮
発性メモリに保持される。
不揮発性メモリに保存された構成
は、シリアルインターフェイスを
介して、シリアル構成ユーティリ
ティを使用して、または適合ソフ
トウェアアプリケーションから
DeviceNet インターフェイスを介
して送信されるモジュール・リ
セット・コマンドによってのみ削
除できる。

項目 XM-124 (1440-SDM02-01RA)
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測定モジュール
モジュール

電源装置 DC24V
350mA
クラス 2/SELV/PELV 電源装置が
必要

リレー電源装置 DC24V
1.5A

消費電力 8.7W 大
4.7W 標準

絶縁電圧 非絶縁の帯電部とリレー接点の開
閉付きのエンクロージャ間で、
50V ( 連続 )、基本絶縁タイプ
非絶縁の帯電部とリレー接点の開
閉付きのエンクロージャ間で、
DC707V を 60 秒間、型式テスト
済み
電源と出力端子の間で、DC707V
を 60 秒間、型式テスト済み

配線カテゴリ(1) 2 - 信号ポート
1 - 電源およびリレーポート
2 - DeviceNet ポート
3 - シリアルポート

北米温度コード T5

IEC 温度コード T4

物理的

端子ベース 1440-TB-A

概算寸法
(H x W x D)

97 x 94 x 94mm
(3.8 x 3.7 x 3.7 インチ )

環境条件

動作温度
IEC 60068-2-1 ( テスト
Ad, 動作時の耐寒性 )、
IEC 60068-2-2 ( テスト
Bd, 動作時の耐乾熱性 )、
IEC 60068-2-14 ( テスト
Nb, 動作時の耐熱衝撃
性 )

-20 ～ 65 ℃ (-4 ～ 149°F)

大周囲温度 65 ℃ (149°F)

保管温度
IEC 60068-2-1 ( テスト
Ab, 開梱状態で非動作
時の耐寒性 )、
IEC 60068-2-2 ( テスト
Bb, 開梱状態で非動作
時の耐乾熱性 )、
IEC 60068-2-14 ( テスト
Na, 開梱状態で非動作
時の耐熱衝撃性 )

-40 ～ 85 ℃ (-40 ～ 185°F)

相対湿度
IEC 60068-2-30 ( テスト
Db, 開梱状態で耐湿熱
性 )

5 ～ 95% ( 結露なきこと )

振動
IEC 60068-2-6 ( テスト
Fc, 動作時 )

10 ～ 500 Hz のとき 5G

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

15G

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

30G

項目 XM-124 (1440-SDM02-01RA)

エミッション
CISPR11 (IEC 61000-6-4)

クラス A

静電放電
IEC 61000-4-2

6kV 接点放電
8kV 空中放電

電磁放電
IEC 61000-4-3

10V/m (1kHz 正弦波 80% AM 
80 ～ 2000MHz)
10V/m (200Hz 50% パルス、
900MHz のとき 100% AM)
10V/m (200Hz 50% パルス、
1890MHz のとき 100% AM)
3V/m (1kHz 正弦波 80% AM 
2000 ～ 2700MHz)

高速過渡過電流イ
ミュニティ
IEC 61000-4-4

電源ポート：5kHz のとき± 3kV
信号ポート：5kHz のとき± 3kV
DeviceNet ポート：5kHz のとき
± 3kV

サージ過渡イミュニ
ティ
IEC 61000-4-5

電源およびリレーポート：± 1kV
ラインとライン間 (DM) および±
2kV ラインとアース間 (CM)
非シールド信号ポート：± 1kV ラ
インとアース間 (CM)
シールド信号ポート：± 2kV ライ
ンとアース間 (CM)
DeviceNet ポート：± 2kV ライン
とアース間 (CM)

伝導性放射イミュニ
ティ
IEC 61000-4-6

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

エンクロージャタイ
プ定格

なし ( 開放型 )

コンフォーマルコー
ティング

プリント基板は、すべて
IPC-A-610C に従ってコンフォー
マルコーティングされている。

物理的

端子ベース 1440-TBS-A

概算寸法
(H x W x D)

97 x 94 x 94mm
(3.8 x 3.7 x 3.7 インチ )

重量 モジュール：0.172kg(0.38 ポンド )
端子ベース：0.172kg(0.38 ポンド )

項目 XM-124 (1440-SDM02-01RA)
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測定モジュール
認可(2)

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 UL
リスト、米国とカナダに対して認
可されている。UL File E194810 を
参照してください。

CE EU 2004/108/EC EMC 指令は、以
下に準拠する。
• EN 61326-1; 測定 / 制御 / 試験
場、産業要件

• EN 61000-6-2; 産業イミュニティ
• EN 61000-6-4; 産業エミッション
• EN 61131-2; プログラマブルコン
トローラ (Clause 8, ゾーン A & 
B)

C-Tick オーストラリア無線通信法は、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 指令は、以下に
準拠する。
• EN 60079-15; 爆発の可能性のあ
る大気、保護 "n"

• EN 60079-11; 爆発性雰囲気、保
護 "i"

• EN 60079-0; 一般要件 II 3 G Ex 
nAC [ic] IIC T4 Gc X

KC 韓国の放送通信機の適合認証は、
以下に準拠する。
• 無線法第 58 条の第 2 項第 3 節

(1) 導線の敷設を計画するときは、この導線カテゴリ情報を使用
してください。詳細は、『配線および接地に関するガイドライ
ン』(Pub.No. 1770-4.1) を参照してください。

(2) 製品またはパッケージにマークされている場合。適合宣言書
(DoC)、認可、およびその他の承認については
http://www.rockwellautomation.com にある「Product 
Certification」のリンクを参照してください。

項目 XM-124 (1440-SDM02-01RA)
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測定モジュール
XM-160ダイレクト (総合 )振動モジュール

XM-161ダイレクト (総合 )振動モジュール、
4～ 20mA出力付き

XM-162ダイレクト (総合 )振動モジュール、
近接プローブ電源付き

XM-160 シリーズモジュールは、ダイレクト ( 総合 )
振動レベルをモニタします。各モジュールは、選択
したハイとロー・パス・フィルタ間の全体の振動レ
ベル、およびチャネル当たりのギャップまたはバイ
アス電圧を測定して報告します。

項目
XM-160 (1440-VDRS06-00RH)
XM-161 (1440-VDRS06-06RH)
XM-162 (1440-VDRP06-00RH)

入力

6 つのチャネル 渦電流トランスデューサ信号
IEPE 加速度計信号
速度または圧力トランスデューサな
どのダイナミック測定デバイスから
の電圧信号

トランスデューサ
電源

IEPE 定電流：DC24V からの 2.69mA 
± 20% 
なし：電圧入力
定電圧：DC-24V (XM-162 のみ )：
チャネル当たり 大 20mA

電圧範囲 DC ± 24V
6.5V ピーク・ツー・ピーク

感度 ソフトウェアでユーザ構成可能

入力インピーダン
ス

> 100k

ディスクリートス
イッチ (XM-161
および XM-162 の
み )

リレーリセットおよびセットポイン
ト乗算機能
非絶縁スイッチ入力：グラウンド
(24V COM) に切換え
公称 大電源電流 ( 回路制限 )：
5.1mA

バッファされた出力

数 振動入力チャネルごとに 1 つのアク
ティブバッファ

ソフトウェアで構
成可能な範囲

すべてのチャネルは負 (DC-22 ～ 3V)
または正 (DC0.6 ～ 22V)

出力インピーダン
ス

500 

応答 16kHz のとき -3dB (5kHz のとき 5%
ダウン )

出力

4 ～ 20mA 出力
(XM-161 のみ )

3 つの出力の 2 つの絶縁バンク ( チャ
ネルごとに 1 つ )
600  大負荷 (24V ループ電源 )
出力は全体の値に比例する
給電されていない ( 外部ループ電圧が
必要、7 ～ 36V)

精度 フルスケールの± 0.5% 大
フルスケールの± 0.2% 標準

応答時間 (3 tau) 1.5 秒

インジケータ

ステータスインジ
ケータ

モジュール：赤色 / 緑色
ネットワーク：赤色 / 緑色
チャネル 1：黄色 / 赤色
チャネル 2：黄色 / 赤色
チャネル 3：黄色 / 赤色
チャネル 4：黄色 / 赤色
チャネル 5：黄色 / 赤色
チャネル 6：黄色 / 赤色

通信

DeviceNet ネット
ワーク

全機能に標準 DeviceNet プロトコル
(給電なし—モジュール電源は独立し
て供給される )
使用可能な EDS ファイルは、ほとん
どの DeviceNet 対応システムにサポー
トされる。
通信速度は、バスマスタによって
125, 250, または 500Kbps に自動的に
設定される。
構成可能な I/O ポーリング応答メッ
セージによって、スキャナ入力テー
ブル内のスペースの利用を 適化で
きる：
選択可能なポーリング応答アセン
ブリ
選択可能なポーリング応答サイズ
( バイト )

シリアル ミニ型コネクタまたは端子ベースユ
ニットを介して RS-232
通信速度は、19.2Kbps で固定
シリアル構成ユーティリティを使用
してローカル構成

振動測定および信号の状態

A/D 変換 12 ビット

分解能 フルスケールの 0.05%

精度 フルスケールの± 5% 3Hz ～ 1kHz; 
+5/-10% 1 ～ 5kHz 大
フルスケールの± 1% 標準

単位 volts, g, ips,mm/s, mils, um, PSI, Pa

範囲 0 ～ 2 ips RMS (1kHz のとき統合
100mV/g 加速 )
0 ～ 20 g RMS (100mV/g 加速 )
0 ～ 15.6 mils ピーク (200mV/mil プ
ローブ )

ロー・パス・フィ
ルタ

1kHz または 5kHz 選択可能、2 極
0.1dB チェビシェフ (fo のとき -0.1dB)

ハイ・パス・フィ
ルタ

3.0Hz または 10.0Hz 選択可能、2 極
0.1dB チェビシェフ (fo のとき -0.1dB)

追加の全体の
ロー・パス・フィ
ルタ

1 極、10kHz のとき -3dB (5kHz のと
き 10% ダウン )

インググレータ シングルステージ選択可能、3Hz の
とき -0.3dB
RMS

全体のレベル ピーク (true または計算される )
ピーク・ツー・ピーク (true または計
算される )

DC バイアス ( ギャップ ) 電圧測定

ロー・パス・フィ
ルタ

1 極、335Hz のとき -3dB

範囲 DC-24 ～ 24V

項目
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測定モジュール
精度 フルスケールの± 5% (DC48V) 大
フルスケールの± 1% 標準

分解能 4mV

トレンドバッファ

レコード数 1 ～ 12 パラメータ

時間間隔 1 ～ 3600 秒

トリガ 拡張リレーモジュールのリレーがア
クティブになるか、またはトリガイ
ベント ( 例：コントローラまたはホス
トからの DeviceNet コマンド ) によっ
て
バッファに集められたデータは、ソ
フトウェアでユーザ構成可能

ポストトリガ トリガ後に取得されるトレンドの割
合 (%)

容量 17 ～ 2048 レポード

アラーム

数 チャネルごとに 1 つ

演算子 グレータザン
レスザン
範囲内
範囲外

ヒステリシス ソフトウェアでユーザ構成可能

始動禁止 周期：0 ～ 1092 分、0.1 分単位で調節
可能
禁止 / 乗算機能：
N (0 ～ 10, 0 = 解除 ) で乗算する。
禁止 / 乗算は以下によって起動する：

DeviceNet コマンド
前面端子セットポイント乗算回路
が閉 (XM-161 と XM-162 のみ )

禁止 / 乗算は以下によって終了する：
タイマの経過
DeviceNet コマンド
前面端子セットポイント乗算回路
が開 (XM-161 と XM-162 のみ )

リレー

数 大 8 つのリレー、1 つまたは 2 つの
XM-441 拡張リレーモジュールに相互
接続されているとき、または
8 つの仮想リレー、そのステータスは
リモート制御システムで使用できる。

フェイルセーフ 正常時通電 ( フェイルセーフ ) または
正常時非通電 ( 非フェイルセーフ )

ラッチ ラッチまたは非ラッチ

時間遅延 0 ～ 25.5 秒、100msec 単位で調節可能

ロジック 単一またはペアの AND または OR ロ
ジックがアラームに適用される。

リセット モジュールの上面にあるローカル・
リセット・スイッチ
シリアルまたは DeviceNet インター
フェイスを使用するデジタル・リ
セット・コマンド
端子ベースに配線されたリモート・
リセット・スイッチ (XM-161 と
XM-162 のみ )

項目
XM-160 (1440-VDRS06-00RH)
XM-161 (1440-VDRS06-06RH)
XM-162 (1440-VDRP06-00RH)

アクティベーショ
ンオン

アラームステータス
通常
アラート
危険
解除
タコジェネレータフォルト
モジュールフォルト

構成

不揮発性の構成 モジュール構成のコピーは、電源投
入時に構成がロードされる不揮発性
メモリに保持される。
不揮発性メモリに保存された構成は、
シリアルインターフェイスを介して、
シリアル構成ユーティリティを使用
して、または適合ソフトウェアアプ
リケーションから DeviceNet インター
フェイスを介して送信されるモ
ジュール・リセット・コマンドに
よってのみ削除できる。

電源

モジュール DC18 ～ 32V

XM-160 モジュール
XM-162 モジュール

大電流：DC24V のとき 190mA
大消費電力：DC24V のとき 4.56W

(DC18V のとき 4.3W, DC32V のとき
4.9W)

XM-161 モジュール 大電流：DC24V のとき 310mA
大消費電力：DC24V のとき 7.44W

(DC18V のとき 7W, DC32V のとき
8W)

環境条件

動作温度 -20 ～ 65 ℃ (-4 ～ 149°F)

保管温度 -40 ～ 85 ℃ (-40 ～ 185°F)

相対湿度 95% ( 結露なきこと )

物理的

端子ベース 1440-TB-H

概算寸法
(H x W x D)

97 x 94 x 94mm
(3.8 x 3.7 x 3.7 インチ )

認可(1)

UL 通常の場所に対して UL リスト
クラス I, ディビジョン 2 グループ A, 
B, C, および D 危険な領域に対して
UL リスト

CSA プロセス制御機器に対する CSA 認可
クラス I, ディビジョン 2 グループ A, 
B, C, および D 危険な領域に対して、
プロセス制御機器に対する CSA 認可

EEX EU 94/9/EEC ATEX 指令は、EN 50021; 
爆発の可能性のある大気、保護“n”
に準拠する。

CE EU 89/336/EEC EMC 指令

C-Tick オーストラリア無線通信法は、
AS/NZS 2064, 産業エミッションに準
拠する。

(1) 製品またはパッケージにマークされている場合。適合宣言書
(DoC)、認可、およびその他の承認については、
http://www.rockwellautomation.com にある「Product 
Certification」のリンクを参照してください。

項目
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測定モジュール
XM-220デュアル・スピード・モジュール

XM-220 モジュール (Cat.No. 1440-SPD02-01RB) は速

度、ロータ加速、およびピーク速度を測定し、ゼロ
速度、ロータ拘束、および逆回転を検出できます。
また、モジュールは電子速度超過検出システム
(EODS) のコンポーネントとしても機能します。

項目 XM-220 (1440-SPD02-01RB)

入力

2 つのタコジェネ
レータ入力

± 25V (50V 大ピーク・ツー・ピー
ク )
渦電流トランスデューサ信号
磁気ピックアップ
TTL 出力デバイス

入力インピーダン
ス

120k 小

速度 / 周波数範囲 1 ～ 1,200,000rpm
0.0167 ～ 20,000Hz

速度測定誤差 1 ～ 240rpm：± 0.2rpm
241 ～ 12,000rpm：± 2rpm
12,001 ～ 20,400rpm：± 5rpm
20,401 ～ 120,000rpm：± 20rpm 
120,001 ～ 360,000rpm：± 50rpm
360,001 ～ 1,200,000rpm：± 160rpm

出力

4 ～ 20mA 出力 各出力は、いずれかのチャネルから
の速度または加速を示すように個別
にプログラムされる。
2 つの絶縁出力
300  大
入力チャネルごとに 1 つのアクティ
ブバッファ

バッファされた出
力

出力範囲は配線で構成可能：
-24 ～ 9V
-5 ～ 24V
-5 ～ 9V

モジュールがシングル冗長チャネル
モードに構成されているときは、3 番
目のバッファされた出力を使用でき
る。アクティブな入力信号に対応す
る CMOS (0 ～ 5V) レベルの方形波を
出力する。

センサフォルト検出

渦電流トランス
デューサ

バイアス電圧をフォルト制限と比較
する。

磁気ピックアップ 電流ソースは、開放または短絡を検
出するためのパッシブ磁気ピック
アップをバイアスするために使用で
きる。

インジケータ

ステータスインジ
ケータ

モジュール：赤色 / 緑色
ネットワーク：赤色 / 緑色
チャネル 1：黄色 / 赤色
チャネル 2：黄色 / 赤色
始動：黄色
リレー：赤色
AUX - 将来使用するために予約

通信

DeviceNet ネット
ワーク

全機能に標準 DeviceNet プロトコル
(給電なし—モジュール電源は独立し
て供給される。)
使用可能な EDS ファイルは、ほとん
どの DeviceNet 対応システムにサポー
トされる。
通信速度は、バスマスタによって
125, 250, または 500Kbps に自動的に
設定される。
構成可能な I/O ポーリング応答メッ
セージによって、スキャナ入力テー
ブル内のスペースの利用を 適化で
きる：
選択可能なポーリング応答アセン
ブリ
選択可能なポーリング応答サイズ
( バイト )

シリアル ミニ型コネクタまたは端子ベースユ
ニットを介して RS-232
通信速度は、19.2Kbps で固定
シリアル構成ユーティリティを使用
してローカル構成

測定

単位 rpm
回転方向
加速 (rpm/min 単位 )

測定されたパラ
メータ

正方向
逆方向
rpm
回転方向
加速 (rpm/min 単位 )

ピーク速度キャプ
チャ

モジュールは、モジュールの電源を
切断後に再投入するか、またはピー
ク速度値が手動でリセットされるま
で、観測された 大速度の値を保持
する。

測定モード

デュアルチャネル 2 つのセンサは、2 つの個別の速度、
加速、およびピーク速度の測定を独
立して実行するために使用される。

シングル冗長チャ
ネル

1 つのセンサを、速度、加速、および
ピーク速度の測定を実行するために
使用する。電流センサが故障すると、
モジュールは自動的に 2 番目 ( 冗長 )
のセンサに切換える。

逆回転 2 つのセンサを使用して、速度と方向
の両方をモニタできる。センサシャ
フトキー溝が 初に通過するものを
モニタすることで回転方向を判断す
ることができるように、2 つのセンサ
は互いの位相を一致させずに取付け
る必要がある。

アラーム

数 8 つのアラーム、チャネルごとに固定

アラームパラメー
タ

それぞれにアラームおよび危険のペ
アを提供する。
速度
加速
ゼロ速度
ロータ拘束

演算子 グレータザン
レスザン
範囲内
範囲外
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測定モジュール
ヒステリシス ソフトウェアでユーザ構成可能

リレー

数 1 つのオンボードリレー、2 つのセッ
トの接点 - DPDT (2 つのフォーム C)
4 つの追加リレー (XM-441 拡張リ
レーモジュールに相互接続されてい
る )、または
4 つの仮想リレー ( そのステータスは
リモート制御システムまたは XM-440
マスタ・リレー・モジュールで使用
できる。)

オンボードリレー
定格

大電圧：DC120V, AC125V
大電流：3.5A
小電流：0
大電力：60 W, 62.5VA
大電流は 大 40 ℃ (104°F) のとき

で、65 ℃ (149°F) のときは 2A に低下
する。
機関定格：

0.5A のとき AC120V
0.3A のとき DC110V
1.0A のとき DC30V

フェイルセーフ 正常時通電 ( フェイルセーフ ) または
正常時非通電 ( 非フェイルセーフ )

ラッチ ラッチまたは非ラッチ

時間遅延 0 ～ 25.5 秒、100msec 単位で調節可能

ロジック 単一またはペアの AND または OR ロ
ジックがアラームに適用される。

リセット モジュールの上面にあるローカル・
リセット・スイッチ
端子ベースに配線されたリモート・
リセット・スイッチ
シリアルまたは DeviceNet インター
フェイスを使用するデジタル・リ
セット・コマンド

アクティベーショ
ンオン

アラームステータス
通常
アラート
危険
解除
トランスデューサフォルト
モジュールフォルト
タコジェネレータフォルト

構成

不揮発性の構成 モジュール構成のコピーは、電源投
入時に構成がロードされる不揮発性
メモリに保持される。
不揮発性メモリに保存された構成は、
シリアルインターフェイスを介して、
シリアル構成ユーティリティを使用
して、または適合ソフトウェアアプ
リケーションから DeviceNet インター
フェイスを介して送信されるモ
ジュール・リセット・コマンドに
よってのみ削除できる。

電源

モジュール DC24V

消費 300mA 大
225mA 標準

熱発生量 7W (24 BTU/hr) 大
4W (14 BTU/hr) 標準

トランスデューサ 絶縁 DC24V, 配線でユーザ構成可能

項目 XM-220 (1440-SPD02-01RB)

環境条件

動作温度 -20 ～ 65 ℃ (-4 ～ 149°F)

保管温度 -40 ～ 85 ℃ (-40 ～ 185°F)

相対湿度 95% ( 結露なきこと )

コンフォーマル
コーティング

プリント基板は、すべて IPC-A-610C
に従ってコンフォーマルコーティン
グされている。

物理的

端子ベース 1440-TB-B

概算寸法
(H x W x D)

97 x 94 x 94mm
(3.8 x 3.7 x 3.7 インチ )

認可(1)

UL 通常の場所に対して UL リスト
クラス I, ディビジョン 2 グループ A, 
B, C, および D 危険な領域に対して
UL リスト

CSA プロセス制御機器に対する CSA 認可
クラス I, ディビジョン 2 グループ A, 
B, C, および D 危険な領域に対して、
プロセス制御機器に対する CSA 認可

EEX EU 94/9/EEC ATEX 指令は、EN 50021; 
爆発の可能性のある大気、保護“n”
に準拠する。

CE EU 89/336/EEC EMC 指令

C-Tick オーストラリア無線通信法は、
AS/NZS 2064, 産業エミッションに準
拠する。

(1) 製品またはパッケージにマークされている場合。適合宣言書
(DoC)、認可、およびその他の承認については、
http://www.rockwellautomation.com にある「Product 
Certification」のリンクを参照してください。
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測定モジュール
XM-320位置決めモジュール

XM-320 モジュール (Cat.No. 1440-TPS02-01RB) は、

軸位置 ( スラスト )、バルブ位置、ディファレン

シャル拡張、およびケース拡張を含む、タービンの
監視位置を測定します。

項目 XM-320 (1440-TPS02-01RB)

入力

2 つのチャネル 渦電流トランスデューサ信号
リニア可変差動変圧器 (LVDT)
位置測定センサからの電圧信号

トランスデューサ
電源

絶縁 24V that +24V または -24V のい
ずれかを配線できる

電圧範囲 -24 ～ 24V をソフトウェアで選択可能

感度 ソフトウェアでユーザ構成可能

入力インピーダン
ス

> 100 k

出力

4 ～ 20mA 出力 2 つの絶縁出力
600  大負荷

バッファされた出
力

2 つの出力 ( チャネルごとに 1 つ )

インジケータ

ステータスインジ
ケータ

モジュール：赤色 / 緑色
ネットワーク：赤色 / 緑色
チャネル 1：黄色 / 赤色
チャネル 2：黄色 / 赤色
セットポイント乗算：黄色
リレー：赤色

通信

DeviceNet ネット
ワーク

全機能に標準 DeviceNet プロトコル
(給電なし—モジュール電源は独立し
て供給される。)
使用可能な EDS ファイルは、ほとん
どの DeviceNet 対応システムにサポー
トされる。
通信速度は、バスマスタによって
125, 250, または 500Kbps に自動的に
設定される。
構成可能な I/O ポーリング応答メッ
セージによって、スキャナ入力テー
ブル内のスペースの利用を 適化で
きる：
選択可能なポーリング応答アセン
ブリ
選択可能なポーリング応答サイズ
( バイト )

シリアル ミニ型コネクタまたは端子ベースユ
ニットを介して RS-232
通信速度は 19.2Kbps で固定
シリアル構成ユーティリティを使用
するローカル構成

測定モード

測定モード 通常 (2 つの個別のチャネル )
ヘッド・ツー・ヘッド
放射状にキャンセル

デルタ時間バッファ

レコードの数 2048

デルタ時間間隔 1 ～ 3600 秒

トリガモード モジュールのリレーが アクティブに
なるか、またはトリガイベント ( 例：
コントローラまたはホストからの
DeviceNet コマンド ) によって

アラーム

数 2 つのアラームおよび危険のペア

演算子 グレータザン
レスザン
範囲内
範囲外

ヒステリシス ソフトウェアでユーザ構成可能

始動禁止 / セット
ポイント乗算

周期：0 ～ 1092 分、0.1 分単位で調節
可能
禁止 / 乗算機能：N (0 ～ 10, 0 = 解除 )
で乗算する。

リレー

数 1 つのオンボードリレー、2 つのセッ
トの接点 - DPDT (2 つのフォーム C)
4 つの追加リレー (XM-441 拡張リ
レーモジュールに相互接続されてい
るとき ) または
4 つの仮想リレー ( そのステータスは
リモート制御システムまたは XM-440
マスタ・リレー・モジュールで使用
できる。)

オンボードリレー
定格

大電圧：DC125V, AC125V
大電流：3.5A
小電流：0
大電力：60W, 62.5VA
大電流は 大 40 ℃ (104°F) のとき

で、65 ℃ (149°F) のときは 2A に低下
する。
機関定格：

0.5A のとき AC120V
0.3A のとき DC110V
1.0A のとき DC30V

フェイルセーフ 正常時通電 ( フェイルセーフ ) または
正常時非通電 ( 非フェイルセーフ )

ラッチ ラッチまたは非ラッチ

時間遅延 0 ～ 25.5 秒、100msec 単位で調節可能

ロジック 単一またはペアの AND または OR ロ
ジックがアラームに適用される。

リセット モジュールの上面にあるローカル・
リセット・スイッチ
端子ベースに配線されたリモート・
リセット・スイッチ
シリアルまたは DeviceNet インター
フェイスを使用するデジタル・リ
セット・コマンド

アクティベーショ
ンオン

アラームステータス：
通常
アラート
危険
解除
タコジェネレータフォルト
モジュールフォルト
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測定モジュール
構成

不揮発性の構成 モジュール構成のコピーは、電源投
入時に構成がロードされる不揮発性
メモリに保持される。
不揮発性メモリに保存された構成は、
シリアルインターフェイスを介して、
シリアル構成ユーティリティを使用
して、または適合ソフトウェアアプ
リケーションから DeviceNet インター
フェイスを介して送信されるモ
ジュール・リセット・コマンドに
よってのみ削除できる。

電源

モジュール DC24V

消費 200mA 大
165mA 標準

熱発生量 5.28W (18 BTU/hr) 大
3.96W (13.5 BTU/hr) 標準

トランスデューサ 絶縁 DC24V, 配線でユーザ構成可能

環境条件

動作温度 -20 ～ 65 ℃ (-4 ～ 149°F)

保管温度 -40 ～ 85 ℃ (-40 ～ 185°F)

相対湿度 95% ( 結露なきこと )

コンフォーマル
コーティング

プリント基板は、すべて IPC-A-610C
に従ってコンフォーマルコーティン
グされている。

物理的

端子ベース 1440-TB-B

概算寸法
(H x W x D)

97 x 94 x 94mm
(3.8 x 3.7 x 3.7 インチ )

認可(1)

UL 通常の場所に対して UL リスト
クラス I, ディビジョン 2 グループ A, 
B, C, および D 危険な領域に対して
UL リスト

CSA プロセス制御機器に対する CSA 認可
クラス I, ディビジョン 2 グループ A, 
B, C, および D 危険な領域に対して、
プロセス制御機器に対する CSA 認可

EEX EU 94/9/EEC ATEX 指令は、EN 50021; 
爆発の可能性のある大気、保護“n”
に準拠する。

CE EU 89/336/EEC EMC 指令

C-Tick オーストラリア無線通信法は、
AS/NZS 2064, 産業エミッションに準
拠する。

(1) 製品またはパッケージにマークされている場合。適合宣言書
(DoC)、認可、およびその他の承認については、
http://www.rockwellautomation.com にある「Product 
Certification」のリンクを参照してください。
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測定モジュール
XM-360プロセスモジュール

XM-360 モジュール (Cat.No. 1440-TPR06-00RE) は
DC 電圧またはループ電流を測定して、データ値、

チャネルごとの変化率、および隣接するチャネル間
の差異を報告します。

項目 XM-360 (1440-TPR06-00RE)

入力

6 つのチャネル 1 ～ 6 は、DC 電圧入力またはループ
電流入力を処理する。

絶縁 絶縁の入力ごとに 大 250V

感度 ソフトウェアでユーザ構成可能

入力範囲 以下のようにチャネルごとにユーザ
構成可能：
0 ～ 5V
0 ～ 10V
4 ～ 20mA
-5 ～ 5V
1 ～ 5V
0 ～ 20mA

入力インピーダン
ス

50 電流入力
1 M電圧入力

出力

4 ～ 20mA 出力 3 つの出力の 2 つの絶縁バンク ( チャ
ネルごとに 1 つ )
600  大負荷

精度 フルスケールの± 1% 大
フルスケールの± 0.2% 標準

絶縁 250V

インジケータ

ステータスインジ
ケータ

モジュール：赤色 / 緑色
ネットワーク：赤色 / 緑色
チャネル 1：黄色 / 赤色
チャネル 2：黄色 / 赤色
チャネル 3：黄色 / 赤色
チャネル 4：黄色 / 赤色
チャネル 5：黄色 / 赤色
チャネル 6：黄色 / 赤色

通信

DeviceNet ネット
ワーク

全機能に標準 DeviceNet プロトコル
(給電なし—モジュール電源は独立し
て供給される。)
使用可能な EDS ファイルは、ほとん
どの DeviceNet 対応システムにサポー
トされる。
通信速度は、バスマスタによって
125, 250, または 500Kbps に自動的に
設定される。
構成可能な I/O ポーリング応答メッ
セージによって、スキャナ入力テー
ブル内のスペースの利用を 適化で
きる：
選択可能なポーリング応答アセン
ブリ
選択可能なポーリング応答サイズ
( バイト )

シリアル ミニ型コネクタまたは端子ベースユ
ニットを介して RS-232
通信速度は、19.2Kbps で固定
シリアル構成ユーティリティを使用
してローカル構成

信号の状態

精度 フルスケールの 1% 大
フルスケールの± 0.2% 標準

ロー・パス・フィ
ルタ

各チャネルからの測定値および変更
レートの値についてユーザ構成可能

分解能 入力範囲の 0.05%

単位 ℃ ,°F, PSI, inHg, CFM, mbar, m/s2, Pa, 
g, kPa, gSE, mA, rpm, ips, Hz,mm/s,mm, 
µm, radian, in, revolution, mil,°, %, 
unspecified

測定

変更レート 1 分ごと
1 秒ごとに 1 回更新される。

デルタ時間バッファ

レコード数 2048

デルタ時間間隔 1 ～ 3600 秒

トリガモード XM-441 拡張リレーモジュールのリ
レーがアクティブになるか、または
トリガイベント ( 例：コントローラ
またはホストからの DeviceNet コマン
ド ) によって

アラーム

数 12 のアラームおよび危険のペア
各チャネルからの測定値と変更レー
トの値

演算子 グレータザン
レスザン
範囲内
範囲外

ヒステリシス ソフトウェアでユーザ構成可能

リレー

数 大 8 つのリレー、1 つまたは 2 つの
XM-441 拡張リレーモジュールに相互
接続されているとき、または
8 つの仮想リレー、そのステータスは
リモート制御システムで使用できる。

フェイルセーフ 正常時通電 ( フェイルセーフ ) または
正常時非通電 ( 非フェイルセーフ )

ラッチ ラッチまたは非ラッチ

時間遅延 0 ～ 25.5 秒、10msec 単位で調節可能

ロジック 単一またはペアの AND または OR ロ
ジックがアラームに適用される。

リセット モジュールの上面にあるローカル・
リセット・スイッチ
シリアルまたは DeviceNet インター
フェイスを使用するデジタル・リ
セットコマンド

アクティベーショ
ンオン

アラームステータス
通常
アラート
危険
解除
センサ範囲外
モジュールフォルト

項目 XM-360 (1440-TPR06-00RE)
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測定モジュール
構成

不揮発性の構成 モジュール構成のコピーは、電源投
入時に構成がロードされる不揮発性
メモリに保持される。
不揮発性メモリに保存された構成は、
シリアルインターフェイスを介して、
シリアル構成ユーティリティを使用
して、または適合ソフトウェアアプ
リケーションから DeviceNet インター
フェイスを介して送信されるモ
ジュール・リセット・コマンドに
よってのみ削除できる。

電源

モジュール DC24V

消費 300mA 大
170mA 標準

熱発生量 7.2W (24.6 BTU/hr) 大
4W (14 BTU/hr) 標準

トランスデューサ 絶縁 DC24V, 配線でユーザ構成可能

環境条件

動作温度 -20 ～ 65 ℃ (-4 ～ 149°F)

保管温度 -40 ～ 85 ℃ (-40 ～ 185°F)

相対湿度 95% ( 結露なきこと )

コンフォーマル
コーティング

プリント基板は、すべて IPC-A-610C
に従ってコンフォーマルコーティン
グされている。

物理的

端子ベース 1440-TB-E

概算寸法
(H x W x D)

97 x 94 x 94mm
(3.8 x 3.7 x 3.7 インチ )

認可(1)

UL 通常の場所に対して UL リスト
クラス I, ディビジョン 2 グループ A, 
B, C, および D 危険な領域に対して
UL リスト

CSA プロセス制御機器に対する CSA 認可
クラス I, ディビジョン 2 グループ A, 
B, C, および D 危険な領域に対して、
プロセス制御機器に対する CSA 認可

EEX EU 94/9/EEC ATEX 指令は、EN 50021; 
爆発の可能性のある大気、保護“n”
に準拠する。

CE EU 89/336/EEC EMC 指令

C-Tick オーストラリア無線通信法は、
AS/NZS 2064, 産業エミッションに準
拠する。

(1) 製品またはパッケージにマークされている場合。適合宣言書
(DoC)、認可、およびその他の承認については、
http://www.rockwellautomation.com にある「Product 
Certification」のリンクを参照してください。
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測定モジュール
XM-361汎用温度モジュール

XM-362絶縁熱伝対温度モジュール

XM-361 および XM-362 モジュールは、RTD と熱伝

対から温度を測定します。モジュールは、測定され
た温度、各チャネルの変更レート、および隣接する
チャネル間の差異を報告して警告できます。

熱伝対のみをモニタするときは、XM-362 モジュー

ルを使用することをお奨めします。

項目
XM-361 (1440-TUN06-00RE)
XM-362 (1440-TTC06-00RE)

入力

チャネル 1 ～ 6 の RTD または熱伝対信号、
ユーザ構成可能
XM-361 は、RTD および絶縁熱伝対入
力を受入れる。
XM-362 は、絶縁または接地された熱
伝対入力を受入れる。

サポートされてい
る熱電対のタイプ
(XM-361 および
XM-362)

• B 0 ～ 1810 ℃ (32 ～ 3290°F)
• C 0 ～ 1316 ℃ (32 ～ 2400°F)
• E 5 ～ 284 ℃ (41 ～ 543°F)
• J 0 ～ 364 ℃ (32 ～ 687°F)
• K -40 ～ 484 ℃ (-40 ～ 903°F)
• N -40 ～ 620 ℃ (-40 ～ 1148°F)
• R -40 ～ 1760 ℃ (-40 ～ 3200°F)
• S -40 ～ 1760 ℃ (-40 ～ 3200°F)
• T -40 ～ 379 ℃ (-40 ～ 714°F)

サポートされてい
る RTD のタイプ
(XM-361 のみ )

• 100  2 線式と 3 線式プラチナ
(alpha = 0.00385)
-40 ～ 660 ℃ (-40 ～ 1220°F)

• 200  2 線式と 3 線式プラチナ
(alpha = 0.00385)
-40 ～ 453 ℃ (-40 ～ 847°F)

• 100  2 線式と 3 線式プラチナ
(alpha = 0.003916)
-40 ～ 660 ℃ (-40 ～ 1220°F)

• 200  2 線式と 3 線式プラチナ
(alpha = 0.003916)
-40 ～ 443 ℃ (-40 ～ 829°F)

• 250  2 線式と 3 線式プラチナ
(alpha = 0.00392)
-40 ～ 389 ℃ (-40 ～ 732°F)

• 100  2 線式と 3 線式ニッケル
(alpha = 0.00618)
-40 ～ 180 ℃ (-40 ～ 356°F)

• 120  2 線式と 3 線式ニッケル
(alpha = 0.00672)
-40 ～ 439 ℃ (-40 ～ 822°F)

• 10  2 線式と 3 線式銅
(alpha = 0.00427)
-40 ～ 260 ℃ (-40 ～ 500°F)

RTD 電流ソース値 1.004mA ± 1%

絶縁 (XM-362 の
み )

入力ごとに 大 250V の絶縁

コモンモード入力
電圧 (XM-361 の
み )

± 3V

入力インピーダン
ス

XM-361：1M電圧入力
XM-362：10k電圧入力

出力

4 ～ 20mA 出力 3 つの出力の 2 つの絶縁バンク ( チャ
ネルごとに 1 つ )
600  大負荷

精度 フルスケールの± 1% 大
フルスケールの± 0.2% 標準

絶縁 250V

インジケータ

ステータスインジ
ケータ

モジュール：赤色 / 緑色
ネットワーク：赤色 / 緑色
チャネル 1：黄色 / 赤色
チャネル 2：黄色 / 赤色
チャネル 3：黄色 / 赤色
チャネル 4：黄色 / 赤色
チャネル 5：黄色 / 赤色
チャネル 6：黄色 / 赤色

通信

DeviceNet ネット
ワーク

全機能に標準 DeviceNet プロトコル
(給電なし—モジュール電源は独立し
て供給される。)
使用可能な EDS ファイルは、ほとん
どの DeviceNet 対応システムにサポー
トされる。
通信速度は、バスマスタによって
125, 250, または 500Kbps に自動的に
設定される。
構成可能な I/O ポーリング応答メッ
セージによって、スキャナ入力テー
ブル内のスペースの利用を 適化で
きる：
選択可能なポーリング応答アセン
ブリ
選択可能なポーリング応答サイズ
( バイト )

シリアル ミニ型コネクタまたは端子ベースユ
ニットを介して RS-232
通信速度は、19.2Kbps で固定
シリアル構成ユーティリティを使用
してローカル構成

信号の状態

精度 C 熱伝対：± 3 ℃ ( ± 6°F) またはフ
ルスケールの 0.6% ( いずれか大きい
ほう )
E, J, K, N, T 熱伝対：± 1 ℃ ( ± 2°F)
またはフルスケールの 0.6% ( いずれ
か大きいほう )
B, R, S 熱伝対：± 4 ℃ ( ± 7°F) また
はフルスケールの 0.6% ( いずれか大
きいほう )
プラチナおよびニッケル RTD (3 線式
のみ )：± 1 ℃ ( ± 2°F) またはフルス
ケールの 0.6% ( いずれか大きいほう )
銅 RTD (3 線式のみ )：± 7 ℃ 
( ± 13°F) またはフルスケールの 5% 
( いずれか大きいほう )

分解能 温度範囲の 0.025%

ロー・パス・フィ
ルタ

各チャネルからの測定および変更
レートの値についてユーザ構成可能

サンプリングレー
ト

200Hz

単位 ℃ , °F

測定

測定される値 温度

変更レート 1 分ごと
1 秒ごとに 1 回更新される。

項目
XM-361 (1440-TUN06-00RE)
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測定モジュール
デルタ時間バッファ

レコード数 2048

デルタ時間間隔 1 ～ 3600 秒

トリガモード XM-441 拡張リレーモジュールのリ
レーがアクティブになるか、または
トリガイベント ( 例：コントローラ
またはホストからの DeviceNet コマン
ド ) によって

アラーム

数 18 のアラームおよび危険のペア
各チャネルからの測定値と変更レー
トの値

演算子 グレータザン
レスザン
範囲内
範囲外

ヒステリシス ソフトウェアでユーザ構成可能

リレー

数 大 8 つのリレー、1 つまたは 2 つの
XM-441 拡張リレーモジュールに相互
接続されているとき、または
8 つの仮想リレー、そのステータスは
リモート制御システムで使用できる。

フェイルセーフ 正常時通電 ( フェイルセーフ ) または
正常時非通電 ( 非フェイルセーフ )

ラッチ ラッチまたは非ラッチ

時間遅延 0 ～ 25.5 秒、100msec 単位で調節可能

ロジック 単一またはペアの AND または OR ロ
ジックがアラームに適用される。

リセット モジュールの上面にあるローカル・
リセット・スイッチ
シリアルまたは DeviceNet インター
フェイスを使用するデジタル・リ
セット・コマンド

アクティベーショ
ンオン

アラームステータス
通常
アラート
危険
解除
センサ範囲外
モジュールフォルト

構成

不揮発性の構成 モジュール構成のコピーは、電源投
入時に構成がロードされる不揮発性
メモリに保持される。
不揮発性メモリに保存された構成は、
シリアルインターフェイスを介して、
シリアル構成ユーティリティを使用
して、または適合ソフトウェアアプ
リケーションから DeviceNet インター
フェスを介して送信されるモジュー
ル・リセット・コマンドによっての
み削除できる。

電源

モジュール DC24V

消費 400mA 大

熱発生量 7.2W (24.6 BTU/hr) 大
4W (14 BTU/hr) 標準

項目
XM-361 (1440-TUN06-00RE)
XM-362 (1440-TTC06-00RE)

環境条件

動作温度 -20 ～ 65 ℃ (-4 ～ 149°F)

保管温度 -40 ～ 85 ℃ (-40 ～ 185°F)

相対湿度 95% ( 結露なきこと )

コンフォーマル
コーティング

プリント基板は、すべて IPC-A-610C
に従ってコンフォーマルコーティン
グされている。

物理的

端子ベース 1440-TB-E

概算寸法
(H x W x D)

97 x 94 x 94mm
(3.8 x 3.7 x 3.7 インチ )

認可(1)

UL 通常の場所に対して UL リスト
クラス I, ディビジョン 2 グループ A, 
B, C, および D 危険な領域に対して
UL リスト

CSA プロセス制御機器に対する CSA 認可
クラス I, ディビジョン 2 グループ A, 
B, C, および D 危険な領域に対して、
プロセス制御機器に対する CSA 認可

EEX EU 94/9/EEC ATEX 指令は、EN 50021; 
爆発の可能性のある大気、保護“n”
に準拠する。

CE EU 89/336/EEC EMC 指令

C-Tick オーストラリア無線通信法は、
AS/NZS 2064, 産業エミッションに準
拠する。

(1) 製品またはパッケージにマークされている場合。適合宣言書
(DoC)、認可、およびその他の承認については、
http://www.rockwellautomation.com にある「Product 
Certification」のリンクを参照してください。
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測定モジュール
XM-440 マスタ・リレー・モジュール

XM-440 マスタリレー (Cat.No. 1440-RMA00-04RC) 
は、4 つのリレー出力に XM バスマスタ機能を組み

合わせて、リモート、共有、および専用リレーを操
作できるようにします。リレーは、 大 12 のリ

レーの容量を提供するために 1 つまたは 2 つの

XM-441 拡張リレーにリンクできます。

項目 XM-440 (1440-RMA00-04RC)

インジケータ

ステータスインジ
ケータ

モジュール：赤色 / 緑色
ネットワーク：赤色 / 緑色
リレー 1：赤色
リレー 2：赤色
リレー 3：赤色
リレー 4：赤色

通信

DeviceNet ネット
ワーク

全機能に標準 DeviceNet プロトコル
(給電なし—モジュール電源は独立し
て供給される。)
使用可能な EDS ファイルは、ほとん
どの DeviceNet 対応システムにサポー
トされる。
通信速度は、バスマスタによって
125, 250, または 500Kbps に自動的に
設定される。
構成可能な I/O ポーリング応答メッ
セージによって、スキャナ入力テー
ブル内のスペースの利用を 適化で
きる：
選択可能なポーリング応答アセン
ブリ
選択可能なポーリング応答サイズ
( バイト )

シリアル ミニ型コネクタまたは端子ベースユ
ニットを介して RS-232
通信速度は、19.2Kbps で固定
シリアル構成ユーティリティを使用
してローカル構成

リレー

数 4 つのリレー、それぞれ 2 つのセット
の接点 - DPDT (2 つのフォーム C)
4 つまたは 8 つの追加のリレー、1 つ
または 2 つの XM-441 拡張リレーモ
ジュールに接続されているとき

接点 3A 抵抗のとき AC250V, 50/60Hz

フェイルセーフ 正常時通電 ( フェイルセーフ ) または
正常時非通電 ( 非フェイルセーフ )

ラッチ ラッチまたは非ラッチ

時間遅延 0 ～ 25.5 秒、100msec 単位で調節可能

ロジック リレーごとに、A out of B として定義
される。
この場合、B はバス上の XM モ
ジュールからの 大 16 のアラームま
たはリレーで、A は 1 から B です。

リセット モジュールの上面にあるローカル・
リセット・スイッチ
端子ベースに配線されたリモート・
リセット・スイッチ
シリアルまたは DeviceNet インター
フェイスを使用するデジタル・リ
セット・コマンド

電源

モジュール DC24V

消費 200mA 大

熱発生量 3.4W (11.6 BTU/hr) 大

環境条件

動作温度 -20 ～ 65 ℃ (-4 ～ 149°F)

保管温度 -40 ～ 85 ℃ (-40 ～ 185°F)

相対湿度 95% ( 結露なきこと )

コンフォーマル
コーティング

プリント基板は、すべて IPC-A-610C
に従ってコンフォーマルコーティン
グされている。

物理的

端子ベース 1440-TB-C

概算寸法
(H x W x D)

97 x 94 x 94mm
(3.8 x 3.7 x 3.7 インチ )

認可(1)

UL 通常の場所に対して UL リスト
クラス I, ディビジョン 2 グループ A, 
B, C, および D 危険な領域に対して
UL リスト

CSA プロセス制御機器に対する CSA 認可
クラス I, ディビジョン 2 グループ A, 
B, C, および D 危険な領域に対して、
プロセス制御機器に対する CSA 認可

EEX EU 94/9/EEC ATEX 指令は、EN 50021; 
爆発の可能性のある大気、保護“n”
に準拠する。

CE EU 89/336/EEC EMC 指令

C-Tick オーストラリア無線通信法は、
AS/NZS 2064, 産業エミッションに準
拠する。

(1) 製品またはパッケージにマークされている場合。適合宣言書
(DoC)、認可、およびその他の承認については、
http://www.rockwellautomation.com にある「Product 
Certification」のリンクを参照してください。
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測定モジュール
XM-441拡張リレーモジュール

XM-441 拡張リレー (Cat.No. 1440-REX00-04RD) は、

4 つのリレーを任意の XM 測定モジュールまたは

XM-440 マスタリレーに追加します。

項目 XM-441 (1440-REX00-04RD)

インジケータ

ステータスインジ
ケータ

モジュール電源 - 緑色
リレー 1：赤色
リレー 2：赤色
リレー 3：赤色
リレー 4：赤色

通信

ホスト通信 XM-441 モジュールは、端子ベースの
側面コネクタを使用してホストモ
ジュールと通信する。ホストが
XM-440 マスタ・リレー・モジュール
のときは、2 つの XM-441 モジュール
を XM-440 モジュールのすぐ右側に
配置できる。すべての XM 測定モ
ジュールは、直接接続されホストモ
ジュールの右側にある 1 つの拡張モ
ジュールだけをサポートする。

リレー

数 4 つのリレー、それぞれ 2 つのセット
の接点 - DPDT (2 つのフォーム C)

接点 3A 抵抗のとき AC250V, 50/60Hz

フェイルセーフ 正常時通電 ( フェイルセーフ ) または
正常時非通電 ( 非フェイルセーフ )

他の機能 以下の機能は、ホスト XM モジュー
ルによって管理される。
ラッチ
時間遅延
ロジック
リセット
アクティベーション

電源

モジュール DC24V

消費 120mA 大

熱発生量 2.9W (9.9 BTU/hr) 大

環境条件

動作温度 -20 ～ 65 ℃ (-4 ～ 149°F)

保管温度 -40 ～ 85 ℃ (-40 ～ 185°F)

相対湿度 95% ( 結露なきこと )

コンフォーマル
コーティング

プリント基板は、すべて IPC-A-610C
に従ってコンフォーマルコーティン
グされている。

物理的

端子ベース 1440-TB-D

概算寸法
(H x W x D)

97 x 94 x 94mm
(3.8 x 3.7 x 3.7 インチ )

認可(1)

UL 通常の場所に対して UL リスト
クラス I, ディビジョン 2 グループ A, 
B, C, および D 危険な領域に対して
UL リスト

CSA プロセス制御機器に対する CSA 認可
クラス I, ディビジョン 2 グループ A, 
B, C, および D 危険な領域に対して、
プロセス制御機器に対する CSA 認可

EEX EU 94/9/EEC ATEX 指令は、EN 50021; 
爆発の可能性のある大気、保護“n”
に準拠する。

CE EU 89/336/EEC EMC 指令

C-Tick オーストラリア無線通信法は、
AS/NZS 2064, 産業エミッションに準
拠する。

(1) 製品またはパッケージにマークされている場合。適合宣言書
(DoC)、認可、およびその他の承認については、
http://www.rockwellautomation.com にある「Product 
Certification」のリンクを参照してください。
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測定モジュール
XM-442専用 EODSリレーモジュール

XM-442 モジュール (Cat.No. 1440-REX03-04RG) は、

3 つの XM-220 モジュールと組み合わせて、API 適
合、3 重化の電子速度超過検出システム (EODS) を
提供できます。

項目 XM-442 (1440-REX03-04RG)

インジケータ

ステータスインジ
ケータ

モジュール電源：赤色 / 緑色
シャットダウンリレー：赤色
アラームリレー：赤色

通信

ホスト通信 XM-442 モジュールは、端子ベースの
前面にある 3 つのデジタル入力を使
用してのみ接続された速度モジュー
ルと通信する。電力と通信は端子
ベースの側面コネクタを介して送る
が、XM-442 モジュールに使用されな
い。

リレー

数 4 つのリレー、それぞれ 2 つのセット
の接点 - DPDT (2 つのフォーム C)

接点 3A 抵抗のとき AC250V, 50/60Hz

フェイルセーフ 正常時通電

ラッチ シャットダウンとアラームリレーは、
アクティブになる条件が満たされる
とラッチする。

ロジック 3 つのうちの 2 つ (2oo3)
2 つのうちの 1 つ (1oo2)

アクティベーショ
ン

速度超過 / 回路フォルト入力のロジッ
クレベルが低い (< 0.8V)

リセット モジュールの上面にあるローカル・
リセット・スイッチ
端子ベースに配線されたリモート・
リセット・スイッチ

電源

モジュール DC24V

消費 120mA 大

熱発生量 2.9W (9.9 BTU/hr) 大

環境条件

動作温度 -20 ～ 65 ℃ (-4 ～ 149°F)

保管温度 -40 ～ 85 ℃ (-40 ～ 185°F)

相対湿度 95% ( 結露なきこと )

コンフォーマル
コーティング

プリント基板は、すべて IPC-A-610C
に従ってコンフォーマルコーティン
グされている。

物理的

端子ベース 1440-TB-G

概算寸法
(H x W x D)

97 x 94 x 94mm
(3.8 x 3.7 x 3.7 インチ )

認可(1)

UL 通常の場所に対して UL リスト
クラス I, ディビジョン 2 グループ A, 
B, C, および D 危険な領域に対して
UL リスト

CSA プロセス制御機器に対する CSA 認可
クラス I, ディビジョン 2 グループ A, 
B, C, および D 危険な領域に対して、
プロセス制御機器に対する CSA 認可

EEX EU 94/9/EEC ATEX 指令は、EN 50021; 
爆発の可能性のある大気、保護“n”
に準拠する。

CE EU 89/336/EEC EMC 指令

C-Tick オーストラリア無線通信法は、
AS/NZS 2064, 産業エミッションに準
拠する。

(1) 製品またはパッケージにマークされている場合。適合宣言書
(DoC)、認可、およびその他の承認については、
http://www.rockwellautomation.com にある「Product 
Certification」のリンクを参照してください。

項目 XM-442 (1440-REX03-04RG)
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測定モジュール
XM-720パッケージ型振動モニタ、XM-120モ
ジュール付き
XM-721パッケージ型振動モニタ、XM-121モ
ジュール付き
XM-722パッケージ型振動モニタ、XM-122モ
ジュール付き

XM-720 パッケージ型モニタは、XM 測定モジュー

ル、XM 拡張リレーモジュール、およびフロントパ

ネルのディスプレイを含む組立済みの振動モニタシ
ステムを提供します。XM-720 は、ファン、ポンプ、

ブロワなど不可欠の機械の状態をモニタするための
スタンドアロンソリューションを提供します。

Cat. No. 説明

1440-PK02-05M0 XM-720 マシンモニタ、XM-1 標準ダイ
ナミック測定モジュール付き

1440-PK02-05M1 XM-720 マシンモニタ、XM-121 l 低周
波数測定モジュール付き

1440-PK02-05M2 XM-720 マシンモニタ、XM-122 gSE 振
動モジュール付き

項目
XM-720 (1440-PK02-05M0)
XM-721 (1440-PK02-05M1)
XM-722 (1440-PK02-05M2)

入力

2 つのダイナミッ
ク入力

配線済みで、標準 ICP 加速度計に構
成されている。
速度計または渦電流プローブを使用
するには、配線と構成にわずかな変
更が必要なことがある。

タコジェネレータ入力

1 つのタコジェネ
レータ入力

± 25V (50V 大ピーク・ツー・ピー
ク )
1 回転当たり 1 ～ 50,000 イベント

出力

4 ～ 20mA 出力 2 つの絶縁出力
250  大負荷

3 つのバッファさ
れた出力

チャネルごとに 1 つのアクティブ 
バッファ
タコジェネレータ用に 1 つの抵抗
バッファ

インジケータ

ステータスインジ
ケータ

モジュール
トランスデューサ
警告
トリップステータス

2 つのデジタル計
器

分解能：フルスケールの± 1.66%
インジケータ：赤みがかったフィル
タの後ろに 31
取り外し可能な黒色のベゼル、白色
のフェイスプレートと黒色の文字
サイズ：1/16 DIN; 9.6 x 2.4cm (3.8 x 
0.95 インチ )
スケール：0 ～ 100%
大きな刻み単位：0, 25, 50, 75, 100%
小さな刻み単位：5%

通信

DeviceNet ネット
ワーク

リモート・システム・アクセスは、
DeviceNet インターフェイスを使用し
て使用可能

シリアル ローカル構成用のシリアル (RS-232)
ポート

アラーム

数 16 のアラームおよび危険のペア
測定されたパラメータ

演算子 グレータザン
レスザン
範囲内
範囲外

ヒステリシス ソフトウェアでユーザ構成可能

始動禁止 / セット
ポイント乗算

周期：0 ～ 1092 分、0.1 分単位で調節
可能
禁止 / 乗算機能：
N (0 ～ 10, 0 = 解除 ) で乗算する。

速度禁止 速度範囲はアラームごとに指定でき
る。適用時は、速度が定義された範
囲外のときはアラームが無効になる。
アラームは、パッケージの特定の XM
測定モジュールによって定義される。

リレー

数 3 つのリレーは配線済みで、モジュー
ルのバックパネルの配線を使用して
使用できる。トランスデューサ・タ
コジェネレータ・フォルト ( フェイル
セーフ )、警告、およびトリップ

定格 3A 抵抗のとき AC250V

電源

モジュール DC85 ～ 264V

消費 0.07 ～ 0.21A 大

熱発生量 19W (65 BTU/hr) 大

トランスデューサ 絶縁 DC24V, 配線でユーザ構成可能

環境条件

動作温度 -20 ～ 65 ℃ (-4 ～ 149°F)

保管温度 -40 ～ 85 ℃ (-40 ～ 185°F)

相対湿度 95% ( 結露なきこと )

物理的

概算寸法
(H x W x D)

18.42 x 13.82 x 31.72cm
(7.25 x 5.44x 12.48 インチ )

フェイスプレート
の幅

14.36cm (5.66 インチ )

概算重量 2.7kg (6 ポンド )

認可

承認機関 ODVA, CE, C-Tick,
CSA クラス I ディビジョン 2 グルー
プ A, B, C, D(1)

(1) 製品またはパッケージにマークされている場合。適合宣言書
(DoC)、認可、およびその他の承認については、
http://www.rockwellautomation.com にある「Product 
Certification」のリンクを参照してください。

項目
XM-720 (1440-PK02-05M0)
XM-721 (1440-PK02-05M1)
XM-722 (1440-PK02-05M2)
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測定モジュール
Notes:
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アクセサリ
アクセサリ 端子ベース

項目
XM-940 

(1440-TB-A)
XM-941 

(1440-TB-B)
XM-942 

(1440-TB-C)
XM-943 

(1440-TB-D)
XM-944 

(1440-TB-E)
XM-946 

(1440-TB-G)
XM-947 

(1440-TB-H)
XM-DYN 

(1440-TBS-J)

サポートされて
いる XM モ
ジュール

XM-12x XM-220, 
XM-320

XM-440 XM-441 XM-36x XM-442 XM-16x XM DYN

電源

モジュール DC21.6 ～ 26.4V DC18 ～ 32V DC24V 公称

大消費 300mA
175mA, 標準

200mA 120mA XM-360
300mA
170mA, 標準

XM-361, 
XM-362
400mA

120mA 電流
DC24V のと
き 190mA

250mA
210mA, 標準

大熱発生量 7W (24 BTU/hr)
4W (14 BTU/hr), 標準

3.4W
(11.6BTU/hr)

2.9 
(9.9BTU/hr)

 7.20W 
(24.6 BTU/hr)
4W (14 
BTU/hr), 標準

2.9W
9.9 BTU/hr)

4.56 DC24V の
とき
DC18V のと
き 4.3W
DC32V のと
き 4.9W

XM-161
電流 DC24V
のとき 310mA

DC24V のと
き 7.44W
DC18V のと
き 7W
DC32V のと
き 8W

4.56W
3.6W, 標準

トランスジュー
サ

絶縁 DC24V, 配線でユー
ザ構成可能

N/A

環境条件

動作温度 -20 ～ 65 ℃ (-4 ～ 149°F) -20 ～ 70 ℃ 
(-4 ～ 158°F)

保管温度 -40 ～ 85 ℃ (-40 ～ 185°F) -40 ～ 85 ℃ 
(-40 ～ 185°F)

相対湿度 95% ( 結露なきこと ) 5 ～ 95% ( 結
露なきこと )

コンフォーマル
コーティング

プリント板は、すべて IPC-A-610C に従ってコンフォーマルコーティングされて
いる。

N/A

物理的

寸法 (H xW x D) 97 x 94 x 94 mm
(3.8 x 3.7 x 3.7 in.)

側面コネクタ 隣接するモジュールに相互接続し、一次電源 (3A 大 )、DeviceNet プロトコルおよび電源 (300mA 大 ) を渡
す、および拡張モジュールをサポートするために必要な回路

ねじの締め付け
トルク

0.8Nm (7 ポンドインチ )
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アクセサリ
シリアル構成ユーティリティ

XM シリアル構成ユーティリティを使用して、XM モジュールを立ち上げお

よび構成することができます。ユーティリティは XM モジュールごとに付

属しており、以下のサイトからダウンロードできます：
http://www.rockwellautomation.com/support/.

サポートの Web サイトからは、以下のように選択します。

Downloads → Firmware Updates → Condition Monitoring

項目 シリアル構成ユーティリティ

オペレーティングシステム MicrosoftWindows: NT, 2000, XP

コピュータ要件 可能な RS-232 シリアルポートを装備したコンピュータ
推奨：
400 MHz CPU, 128+ MB RAM, 10MB のディスク空き容
量

ほとんどの 新コンピュータは、モジュールを構成す
るのに十分な能力を持っている。推奨する構成は、頻
繁に使用するか、ライブデータを表示するために使用
するシステムのために提案するものです。

セキュリティ 不正使用を防ぐパスワード設備

DeviceNet アドレス管理 0 ～ 63

追加機能 • 自動保存構成
• アラームおよびリレー管理
• モジュールファームウェア更新
• リセットで 大タコジェネレータ速度を保存

サポートされている XM モ
ジュール

XM-120 標準振動
XM-120E 偏心
XM-121 低周波数振動
XM-121A アブソリュートシャフト振動
XM-122 gSE 振動
XM-123 航空転用型
XM-160 ダイレクト振動
XM-161 ダイレクト振動、4 ～ 20mA 出力付き
XM-162 ダイレクト振動、渦電流プローブ電源付き
XM-220 デュアルスピード
XM-320 位置決め
XM-360 プロセス
XM-361 汎用温度
XM-362 熱伝対温度
XM-440 マスタリレー

プロット スペクトラム
時間波形
トレンド
レベル
アラームおよびリレーステータス

使用可能なプロットは、データを提供するモジュール
によって異なる。
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アクセサリ
ヒューズキット

ヒューズキットは、リストされた安全超低電圧 (SELV) または保護超低電圧

(PELV) 電源からの使用可能な電流を制限します。キットによって、XM モ

ニタシステム用にリストされたクラス 2 の電源装置のかわりとして SELV ま

たは PELV 電源を使用できます。

シリアル通信ケーブル

シリアル通信ケーブルは、XM シリアル通信ユーティリティを使用して構成

するために、コンピュータを XM モジュールに接続します。

ControlNetアダプタ

ControlNet アダプタ (Cat.No.440-ACNR) は、XM バスネットワークと

ControlNet ネットワークをブリッジします。1 ～ 10 の XM ダイナミック測

定モジュール (Cat.No. DYN02-01RJ) とのみ使用します。

項目 ヒューズキット (1440-5AFUSEKIT)

ヒューズ Bussmann モデル MDA-5-R

ワイヤ 0.2 ～ 6mm2 (30 ～ 10 AWG) ソリッドまたはより線

締め付けトルク 0.5 ～ 0.6Nm (4.5 ～ 5.3 ポンドインチ )

剥く長さ 10mm (0.4 インチ )

項目 通信ケーブル (1440-SCDB9FXM2)

長さ 2m (6.56 フィート )

コネクタ 9 ピンのメス型シリアルからマイクロ USB

項目 ControlNet アダプタ (1440-ACNR)

I/O 容量

XM モジュール、最大 10 XM ダイナミック測定モジュール (Cat.No. 
1440-DYN02-01RJ)

ControlNe 通信速度 5 M ( 固定値 )

XM バス通信速度 500Kbps ( 固定値 )

技術

ステータスインジケータ モジュール
バックプレーン (XM バス )
ControlNet A
ControlNet B

最大消費電力 2.4W

最大ワット損 2.4W

熱放散 8.194 BTU/hr

入力過電圧保護 極性の反転を保護

絶縁電圧 AC900V のとき 60 秒間、XM バスと ControlNet ネット
ワーク間と ControlNet ネットワークとユーザ電源間を
テスト済み

フィールド電源 クラス 2 電源装置
電源電流：最大 120mA
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アクセサリ
配線

電源導線ワイヤサイズ 22 ～ 14 AWG (0.34 ～ 2.1 mm2) ソリッドまたはより線、
75 ℃ (167°F) のとき定格、または 1.2mm (3/64 インチ )
絶縁最大

配線カテゴリ 1 - 電源ポート
2 - 通信ポート

ねじの締め付けトルク 0.8Nm (7 ポンドインチ )

物理的

概算寸法 (H xW x D) 86.4 x 94 x 68.6mm (3.4 x 3.7 x 2.7 インチ )

概算重量 0.2kg (0.44 ポンド )

環境条件

動作温度 -20 ～ 70 ℃ (-4 ～ 158°F)

保管温度 -40 ～ 85 ℃ (-40 ～ 185°F)

衝撃、動作時 15G

衝撃、非動作時
IEC 60068-2-27 ( テスト Ea, 
非梱包時の衝撃性 )

20G

振動
IEC 60068-2-6 ( テスト Fc,
動作時 )

10 ～ 500Hz のとき 5G

認可

EMC EN61000-6-2
EN61000-6-4
EN61326-1 ( 産業用 )

UL EN61131-2 (Clause 8, ゾーン A & B)

ULH UL 508

CUL UL 1604 クラス I ディビジョン 2, グループ A, B, C, D
CSA C22.2 No. 142-M1987

CULH CSA C22.2 No. 213-M1987 クラス I ディビジョン 2, グ
ループ A, B, C, D

LVD EN61131-2 (Clause 11)

C-Tick ( オーストラリア ) AS/NZS CISPR11 ( グループ 1, クラス A)

Ex EU 94/9/EC ATEX 指令は、以下に準拠する。
• EN 60079-15; 爆発の可能性のある大気、保護 "n"
• EN 60079-0; 一般要件 II 3 G Ex nA nL IIC T4 Gc

項目 ControlNet アダプタ (1440-ACNR)
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アクセサリ
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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。

本装置を製造メーカの指定した方法以外で使用した場合、装置の保護機能が低下する可能性があります。

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。

本書で使用した図表やプログラム例は内容を理解しやすくするためのものであり、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。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。

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。

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。

本版は、1440-TD001D-EN-P - January, 2013 の和訳です。1440-TD001D-EN-P を正文といたします。

Rockwell Automation, Rockwell Software, Allen-Bradley, ControlLogix, Logix5000, および Tech-Connect は、Rockwell Automation, Inc. の商標で
す。

Rockwell Automation に属していない商標は、それぞれの企業に所有されています。
Publication Number 1440-TD001D-JA-P - January 2013
Copyright © 2013 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S.A.
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