
PWR/FAULT フォルトモード リセット

回復不能なフォルト 電源を切断後に再投入する。

誤った構成
1. クロスオーバ配線が有効なときは入力ロジックがORに構成されて

いる。
2. オンディレイまたはジョグ機能のときは、B1とB2をジャンパする。

以下の構成を行なってください。
1. “AND“に設定する。
2. ジャンパを外す。

1 クロスフォルト
2. オフディレイは再トリガ不可能であるため、遅延時間中はLogic

LinkはHIGHになる。

フォルトを除去してから、安全入力
をオフしてからオンする。

L11で出力テスト失敗
1. 内部原因
2. または外部クロスフォルト

フォルトを除去してから、電源を切
断後に再投入する。

14, 24で出力テスト失敗
1. 内部原因
2. または外部クロスフォルト
3. または高容量の負荷(かわりに34, 44を使用する。)

フォルトを除去してから、電源を切
断後に再投入する。

動作中にターゲットと実際の構成が一致していない。
リレーは正しく機能しない。

ターゲット位置を設定する。

回復不能なフォルト: 内部原因による不具合。フォルトがリセットできないときは、デバイスを交換してください。

1. PWR/FAULT スイッチをオンする前に“0“に設定する。

2. PWR/FAULT 構成モードがアクティブです。

3.
B1/Logic IN ターゲット位置を設定、「範囲」設定時はB1が点滅。「時間」設定時はLogic INが点滅。

PWR/FAULT ロータリスイッチの位置を受入れた。

4. スイッチをオフして、位置をマークする。

5.

スイッチをオンする前に、ターゲット位置と実際の位置をチェックする。

PWR/FAULT ターゲット位置と実際の位置と同じです。

PWR/FAULT 電源投入時にターゲットと実際の構成が一致していない。
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クイック・スタート・ガイド - トラブルシューティング

一般的な注意
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。

構成

1. 2. 5.3. 4.
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スイッチ設定、
ロータリスイッチ「範囲」

計時機能の表

時間遅延

0 プログラムモード

1 時間: 1secオフディレイ

2 時間: 10secオフディレイ

3 時間: 30secオフディレイ

4 時間: 300secオフディレイ

5 時間: 3secオンディレイ

6 時間: 30secオンディレイ

7 時間: 300secオンディレイ

8 時間: 10secジョグ

9 時間: 30secジョグ

スイッチ設定、
ロータリスイッチ「時間」 時間遅延(範囲の割合(%))

1 10

2 20

3 30

4 40

5 50

6 60

7 70

8 80

9 90

10 100

L12

1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12

L12

1 2 3 4 5 6 7 8

L12

1 2 3 6 8 114 5 97 10

L12
B1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    12  13 14 15  16 17 18 19 20

オフディレイ、再トリガ不可能、入力B1が開く。
1., 4., 10.: Logic Link信号が有効になり、安全出力がオンになる。
2., 5., 11.: Logic Link信号が無効になり、オフディレイタイマが開始する。
3., 7., 12.: オフディレイ時間が経過して、安全出力がオフになる。
6.: オフディレイ時間中、Logic Link信号が有効になる。フォルトが発生する。
8.: Logic Link信号が無効になる。
9.: Logic Link信号が無効であるため、フォルトがクリアされる。

オフディレイ、再トリガ可能、入力B1はB2にジャンパされている。
1., 4., 9.: Logic Link信号が有効になり、安全出力がオンになる。
2., 5., 7., 10.: Logic Link信号が無効になり、オフディレイタイマが開始する。
3., 8., 11.: オフディレイ時間が経過して、安全出力がオフになる。
6.: Logic Link信号が有効になり、オフディレイタイマがクリアされ、安全出力はオンのままになる。

オンディレイ、入力B1が開かなければならない。
1., 4., 6.: Logic Link信号が有効になり、オンディレイタイマが開始する。
2., 7.: オンディレイ時間が経過し、安全出力がオンになる。
3., 8.: Logic Link信号が無効になり、安全出力がオンになる
5.: Logic Link信号が無効になり、オンディレイタイマが停止する。

ジョグ
1., 6., 9., 12., 17.: Logic Link信号+ B1が有効になり、安全出力がオンになり、ジョグ遅延時間が開
始する。
2., 13., 18.: ジョグ遅延時間が経過し、安全出力がオフになり、500msecの遅延時間が開始する。
3., 8., 11., 19.: 500msecの遅延時間が経過する。
4.: Logic Link信号+ B1が無効になる。
5., 16.: B1が有効になる。
7.: ジョグ時間遅延中、Logic Linkが無効になり、安全出力がオフになり、500msecの遅延時間が開
始する。
10.: ジョグ時間遅延中、B1が無効になり、安全出力がオフになり、500msec遅延時間が開始する。
14.: 500msec間、Logic Link信号およびB1が無効になる。
15.: 500msec間、Logic Link信号およびB1が無効になり、安全出力がオンになってはならない。
20.: Logic Link信号およびB1が無効になる。

オフ / 開 時間経過 / リレーオフ オン / 閉 時間経過 / リレーオン

Publication Number 440R-TG001A-JA-P – April 2011 Copyright ©2011 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved. Printed in USA.

ロータリスイッチ
「範囲」 ジャンパB1-B2

ジョグスイッチ
B1からDC24V

オフディレイ
再トリガ不可能

1-4 no no

オフディレイ
再トリガ可能

1-4 yes no

オンディレイ 5-7 no no

ジョグ 8-9 no yes

ジョグボタン付きのイネーブルスイッチおよびフィードバックモニタ
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