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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://
www.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。

• トラブルが起こりうる場合

• トラブルの原因

• 不適当な操作を行なった場合の結果

• トラブルの回避方法

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。

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。

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。

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。



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。

本版は、6181P-UM001F-EN-P - July, 2007の和訳です。6181P-UM001F-EN-P
を正文といたします。

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『配線および接地に関するガイドライン』 (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

ここには、前回のマニュアル以降からの新情報と改訂情報をまとめて示しま
す。

本マニュアルでは、追加情報と改訂情報の検索を簡単に行なうことができる
ように、このパラグラフの右のような改訂バー (変更箇所表示線 )を入れて
います。

内容 参照ページ

オペレーティングシステム情報の更新 1-3

多言語ユーザインターフェイス CDパック情報の更新 1-3

パーツリストから VersaView Rebuild CDを削除 1-6

バックライトアセンブリの廃棄情報を追加 6-2
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はじめに

「はじめに」では、本マニュアルの使用方法を説明しています。「はじめに」
には以下を記載しています。

• 対象読者

• 本マニュアルの目的

• 参考資料

対象読者

本マニュアルは、VersaViewディスプレイ一体型コンピュータを取付け、使
用、またはトラブルシューティングするかたを対象としています。

本マニュアルの目的

本マニュアルは、VersaViewディスイプレイ一体型コンピュータのユーザー
ズガイドです。この中には、システムの概要と以下を行なうための手順を記
載しています。

• コンピュータの取付け

• コンピュータの接続

• コンピュータの構成

• コンピュータのトラブルシューティング

参考資料

VersaView 6181P, 6181F, 6181H, および 6183Hコンピュータについては、以下
の資料を参照してください。

これらの資料は、コンピュータに付属する VersaView Accessories/Cloning CD
内にあります。

インターネットで以下のアドレスから電子バージョンをダウンロードしま
す。http://literature.rockwell.automation.com
印刷されたマニュアルを購入するには、当社または代理店に問い合わせてく
ださい。

マニュル名 説明

VersaView 6181P Integrated Display 
Computers Installation Instructions (Pub.No. 
6181P-IN001)

コンピュータの取付けおよびワークス
テーションへの接続方法の手順を記載し
ている。

VersaView 6181H Integrated Display 
Computers Installation Instructions (Pub.No.  
6181H-IN001)

コンピュータの取付けけおよびコン
ピュータに接続方法の手順を記載してい
る。

Cloning Utility Technical Data (Pub.No.  
6000-TD001)

コンピュータのハードディスクドライブ
のバックアップイメージの作成およびリ
ストア方法を記載している。

VersaView 1200P Integrated Display 
Computers (Pub.No.  6183H-IN001)

コンピュータの取付けおよびコンピュー
タへの接続方法の手順を記載している。
Pub.No. 6181P-UM001F-JA-P

http://literature.rockwell.automation.com
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/6181p-in001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/6000-td001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/6183h-in001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/6183h-in001_-en-p.pdf
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第 1章

システムの特長

1.1 本章の内容

この章には、以下を含むコンピュータの概要を記載します。

• 製品のオプション

• アクセサリおよび交換部品

• オペレーティングシステム

• 特長

• パーツリスト

1.2 概要

VersaViewディスプレイ一体型コンピュータは、抵抗性タッチスクリーンオ
プション付きの 12.1, 15, および 17インチディスプレイを搭載しています。
パネルスペースが制限されているときは、12.1インチモデルが小さなスペー
スで製品情報を表示できます。プロセスのあらゆる側面を見るようなオペ
レーションが重要な場合は、15インチと 17インチディスプレイが必要な詳
細を表示できます。

これらのパネル取付け型コンピュータは、1台のマシンに産業用に強化され
たモニタとコンピュータが組込まれており、視覚化インターフェイス、保
守、および基本的な情報アプリケーションのために演算能力を提供します。
外部モニタケーブルまたは別のコンポーネントを取付ける必要がないため
に、システム設置が簡単になります。

コンピュータには、シリアルと Ethernet通信ポートが装備されています。
Pub.No. 6181P-UM001F-JA-P



1-2 システムの特長
1.3 製品のオプション

1.4 アクセサリおよび交換部品

アクセサリの現在のリストは、以下のロックウェル・オートメーションのア
レン・ブラドリーのWebサイトで見ることができます。
 http://www.ab.com/versaview

Cat. No.(1) モデル
ディスプレ
イサイズ

タッチ
スクリーン 性能

オペレーティング
システム

6181P-12TSXPH

1200P
12インチ

Yes 標準

Windows XP

6181P-12TPXPH Yes 高性能
6181P-12NSXPH No 標準
6181P-12NPXPH No 高性能
6181P-2PXPH No No 高性能

6181F-15TPXPH

1500P 15インチ

Yes 高性能
Windows XP (組込み
のシステム用 )

6181P-15TSXPH Yes 標準

Windows XP

6181P-15TPXPH
6181P-15TPXPHSS(2) Yes 高性能

6181P-15NSXPH No 標準
6181P-15NPXPH No 高性能
6181H-15TSXPH Yes 標準
6181P-17NP2KH

1700P 17インチ

No 高性能

Windows XP

6181P-17TSXPH Yes 標準
6181P-17TPXPH
6181P-17TPXPHSS(2) Yes 高性能

6181P-17NSXPH No 標準
6181P-17NPXPH No 高性能

(1) コンピュータはWindows XPまたはWindows 2000オペレーティングシステムで動作可能です。
Windows 2000のコンピュータを注文するときは、カタログ番号の XPを 2Kに置き換えてください。

(2) カタログ番号の最後が SSの場合は、ステンレススチール製のベゼルになります。
Pub.No. 6181P-UM001F-JA-P
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1.5 オペレーティングシステム

コンピュータは、以下のいずれかのオペレーティングシステムが搭載されて
出荷されています。

• Windows 2000 Professional, Service Pack 4 with Update Rollup 1

• Windows XP Professional, Service Pack 2b

オペレーティングシステムの更新は、サービスパック以外のファクトリイ
メージには適用されません。

コンピュータのシステムドライブにはMicrosoft Windowsのための I386ソー
スディレクトリがルートディレクトリである C:\I386にあります。これに
よって、Windowsコンポーネントの除去と追加が簡単にできます。

回転式メディア・ハード・ドライブ付きのコンピュータには、オリジナルの
ファクトリイメージを含むシステムドライブにリカバリパーティションがあ
ります。付属の System Accessories/Cloning CDを使用して、リカバリパー
ティションからオペレーティングシステムをリストアして、新しいリカバリ
イメージ を作成し、ブート可能な外部リカバリメディアを作成することが
できます。

手順については、『Cloning Utility documentation』(Pub.No. 6000-TD001)を参
照してください。以下のWebサイトから表示またはダウンロードできます。
http://literature.rockwellautomation.com

ソリッド・ステート・ドライブ付きのコンピュータは、ソリッド・ステー
ト・ドライブの固有のプロパティを調節することでカスタマイズできます。
インストール済みのカスタム仕様としては、以下のものがあります。

• ページングファイルなし

• システムリストアは 0を設定して無効にする。

• DLLCACHEディレクトリが空

ソリッド・ステート・ハード・ドライブ付きのコンピュータには、リカバリ
パーティションがありません。追加のドライブスペースが必要な場合は、
I386ディレクトリを外部メディアにコピーしてから、C:\I386から I386ディ
レクトリ (大きさは約 400MB)を削除します。

I386ソースディレクトリも含むブート可能な外部リカバリメディアのオリ
ジナルのファクトリイメージを入手するには、当社のテクニカル・サポー
ト・センタにお問い合わせください。

1.6 多言語ユーザインターフェイス CDパック

Microsoft多言語ユーザインターフェイス (MUI) CDパックには、オペレー
ティングシステムにインストールできるさまざまな言語セットが含まれてい
ます。MUIパックはすべてのWindows XPオペレーティングシステムで使用
でき、各国語のスタートメニューとシステムアイコンのサポートを提供しま
す。

コンピュータへのMUI言語のインストール手順は、MUI CDパックに付属
しています。
Pub.No. 6181P-UM001F-JA-P
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1-4 システムの特長
1.7 特長

以下の図に、コンピュータの主な機能と制御を示します。

1.7.1 上面および側面図

LCDディスプレイ
(オプションのタッ
チスクリーンありま
たはなし )

クリップ取付け付き
のベゼル

フロッピー・
ディスク・
ドライブ

光学ディスクドライブ

1200P1500Pおよび 1700P
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1.7.2 底面図

Ethernet 10/100コネクタ (RJ45)

2 USBポート

COM4

PCI拡張スロット

Compact Flash拡張スロット COM2COM1

PS/2キーボードポート

DC電源入力
電源スイッチ

プリンタ

VGAポート

1200P

PS/2マウスポート

リセット
ボタン

Ethernetコネクタ (RJ45)

2 USBポート

COM4 PCI拡張スロット

Compact Flash拡張スロット

COM2COM1

PS/2マウスポート

AC電源入力 電源スイッチ

プリンタ 2

プリンタ 1

VGAポート

1500Pおよび 1700Pシリーズ A

1500Pおよび 1700Pシリーズ B

AC電源入力
電源スイッチ

COM4COM2

COM1

キーボード /ポイントティング・
デバイス・ポート

PCI拡張スロット
プリンタ

VGAポート

Compact Flash拡張スロッ
2 USBポート

Ethernetコネクタ (RJ45)

PS/2キーボードポート

リセット 
ボタン

Compact Flash拡張スロット
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1.8 作業を開始する前に

製品を開梱する前に、梱包用の箱に損傷がないか検査してください。梱包に
損傷があることを見つけた場合は、梱包をそのままの状態にして運送会社の
担当者に検査を依頼してください。損傷がなければ開梱してください。

開梱の際は、梱包材を再利用できるよう注意してください。梱包材は修理な
どの際に、輸送に使用できるように保管してください。返送する際は、ユ
ニットを適切に保護するために梱包に使用されている梱包材と箱を使用して
ください。

1.8.1 パーツリスト

コンピュータには、以下の品が付属しています。

• VersaView System Accessories/Cloning CD

• VersaView Support CD

• Microsoft多言語ユーザインターフェイス (MUI) CDパック
この CDパックは、ソリッド・ステート・ハード・ドライブ付きの
VersaViewコンピュータまたはWindows 2000 オペレーティングシステム
がインストールされた VersaViewコンピュータには付属しません。

• 取付けクリップ (1200Pディスプレイなしのコンピュータを除く )

• 電源コード、AC (対応する場合 )

• キーボードとマウスの接続用の PS/2 Yアダプタケーブル (すべての
6181Pシリーズ Aと 6181H 1500Pシリーズ Bコンピュータに付属する。)

• 取付けガイドおよびカットアウトテンプレート
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取付け

2.1 本章の内容

この章には、コンピュータをパネルに取付ける方法と、接続する方法を説明
します。以下の内容を説明しています。

• EC (欧州連合 )の規格への準拠

• 環境およびエンクロージャ情報

• 取付けに関する注意事項

• 取付け間隔

• コンピュータのパネル取付け

• コンピュータのベンチまたはテーブルトップ式取付け

• 製品の寸法

• キーボードおよびマウスの接続

• AC電源の接続

• DC電源の接続

• ネットワークへの接続

2.2 EC (欧州連合 )の規格への準拠

本製品は、欧州連合 (EU)および EEA 地域内での使用が承認されており、
CEマークされています。Declaration of Conformity (適合宣言書 )のコピー
は、以下のロックウェル・オートメーション /アレン・ブラドリーのWeb
サイトから入手できます：www.ab.com/certification

注意 この製品は、公共低電圧配電からの電力絶縁の形式を利用する
産業用または制御室の環境で使用することを意図しています。
コンピュータ構成によっては、EUの EMC指令に指定された
EN 61000-3-2高調波放射規格に適合しないことがあります。
公共の配電システムから 75Wを超える AC電力が直接流れる
コンピュータ構成に接続する前に地域の電力会社から許可を得
てください。

注意 EN 55024を満たすためには、Ethernetポート LAN ケーブルの
長さは 30m (98.42フィート )未満でなければならず、屋内で
のみ使用してください (例：ビルディングのどこからも出さな
い )。他のすべての I/Oケーブルの長さは 3m (9.842フィート )
未満でなければならず、屋内でのみ使用してください。
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2-2 取付け
2.3 環境およびエンクロージャ情報

製品を設置する前にエンクロージャと環境に関する情報を検討してくださ
い。

注意 環境およびエンクロージャ

この装置は、過電圧カテゴリ IIアプリケーション (IEC Pub. 
No.60664-1に定義するように )、高度 2000m (6562フィート )
までディレーティングなしの、汚染度 2の産業用環境で使用さ
れることを意図しています。

この装置は、IEC/CISPR Pub. No.11に従う、グループ 1, クラ
ス A産業用装置に該当します。適切な予防措置なしでは、伝
導性と放射性の外乱があるために、他の環境では、電磁波によ
る障害を受けないようにするのは困難です。

高ノイズ環境で容量性タッチスクリーンバージョンを動作する
と、タッチ入力に対するタッチスクリーンの反応が遅くなるこ
とや、またはスクリーンカーソルの位置が飛んでしまうことが
あります。

この装置は、「開放型」装置です。UL 登録された危険な領域で
の装置は、存在する特定の環境条件に適合するように設計さ
れ、帯電部に触れることによって人体に危険が及ぶことを防ぐ
ように適切に設計された、エンクロージャ内に取付ける必要が
あります。ULリストされた装置は、NEMAタイプと IEC定格
が必要ではないが、取付け手段が製品の傾きが垂直に対して±
30° に制限されている場合は、通常の (危険ではない )領域で
は他のエンクロージャに取付ける必要はありません。例として
は、多関節アーム、テーブルトップ、または十分な機械的な安
定性をもたらす他の手段があります。取付け手段はねじ、ボル
ト、またはクランプを使用してサポート面にしっかりと取付け
る必要があるため、製品を傾けることはできません。これらの
ユニットにはガスケット付きのベゼルが付属しており、同等の
定格のパネルまたはエンクロージャに取付けているときのみ指
定された NEMAおよび IEC定格を満たします。本書の続くセ
クションには、特定の製品の安全要件を満たすために必要とな
る、特定のエンクロージャタイプの定格に関する追加情報を記
載しています。

他の参考文献：

• 『配線および接地に関するガイドライン』(Pub.No. 
1770-4.1)

• エンクロージャのタイプによって異なる保護レベルの説明
については、対応する NEMA規格 Pub. No. 250および IEC 
Pub. No.60529を参照してください。
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2.4 取付けに関する注意事項

製品が安全と信頼のおけるサービスを確実に提供するには以下のガイドライ
ンに従ってください。

• 取付け場所には十分な電力が必要です。

• エンクロージャは、冷却に必要な循環を行なうために空気の吸入と排出
口の周囲に十分なスペースが必要です。通気を妨げてはなりません。

• 周囲温度は最大動作温度を超えてはなりません。エンクロージャの他の
デバイスから発生する熱のことを考慮してください。この条件を満たす
ために、ファン、熱交換器、または空調装置を使用する必要がある場合
があります。

• 外気の湿度は指定された制限を超えてはなりません。非常に乾燥した環
境では、静電気が起こりやすくなります。AC電源コードを使用して装
置の適切な接地によって、感電したり電子機器を損傷する恐れがある静
電気を減らすことができます。

• エンクロージャまたはカバーは、動作中は常に正しい状態にしておかな
ければなりません。カバーは、製品内部の高電圧に対して保護を行ない、
他の装置に干渉する高周波放出を抑制します。

注意 電気的に安全な取付けを保持するには、取付け時に製品をアー
スグラウンドに接続する必要があります。アースグラウンドに
接続済みのパネル、エンクロージャ、またはラックに製品を取
付けると、この要件を満たします。そうでないときは、
1.5mm2 (16 AWG)より大きな外部ワイヤを使用して製品を
アースグラウンドに接続します。

接地線には、判りやすくするために緑色の絶縁体に黄色のスト
ライプがあります。

ヒント 暖かい空気は上昇します。エンクロージャの上面の温度はエン
クロージャの他の部分よりも高くなることがよくあります (特
に空気が循環していないときに )。

重要 製品は非常に広い温度範囲で動作できます。ただし、製品をそ
の最大定格温度で連続動作すると電子機器の寿命は短くなりま
す。
Pub.No. 6181P-UM001F-JA-P



2-4 取付け
2.5 取付け間隔

取付け、空気の流れ、接続、および保守のために、コンピュータの周囲に適
切なスペースをあけます。エンクロージャ内の温度を下げるために適切な換
気または他の冷却方法を行なっていない場合は、最小間隔を使用してエンク
ロージャ内のコンピュータを動作しないでください。

2.6 パネル取付け

取付けクリップを使用してコンピュータを取付けてください。取付け前に、
以下を確認してください。

• 必要なツール

• パネルの取付けガイドライン

• パネルカットアウトの寸法

• 製品の寸法

2.6.1 必要なツール

製品の取付けには以下のツールが必要です。

• パネル・カットアウト・ツール

• #2プラスドライバー

上面の間隔：
50mm (2インチ )

右側面の間隔：
1200P = 50mm (2インチ )
1500P/1700P = 127mm (5インチ ) 
空気の流れとドライブアクセスのため

底面の間隔：
102mm (4インチ )
空気の流れと接続のため

左側面の間隔：
1500P/1700P = 50mm (2インチ )
1200P = 127mm (5インチ )
空気の流れとドライブアクセスのため

背面の間隔：
50mm (2インチ )
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2.6.2 取付けに関するガイドライン

パネルにユニットを取付けるときは以下のガイドラインを守ってください。

• パネル後方に適切なスペースがあることを確認してください。キャビ
ネットに最小でも 127mm (5.0インチ )の奥行きがあれば十分です。

• 取付け前に、サポートパネルを仕様に従って切削します。金属の切削片
がパネルに取付け済みのコンポーネントに入らないように予防措置を
取ってください。

• サポートパネルは、水と塵が入らないように適切に密閉して、適切なサ
ポートを行なうためには少なくとも 14ゲージを使用する必要がありま
す。付属する取付け具は、最大 6.25mm (0.25インチ )までの厚さのパネ
ルに対応できます。

2.6.3 パネルカットアウトの寸法

2.6.4 コンピュータのパネルへの取付け

取付けクリップで、コンピュータをパネルに固定します。

以下の手順に従って、パネルにコンピュータを取付けてください。

1. パネルから電力を除去します。

2. 適切なパネルカットアウト寸法を使用してパネルの開口部を切取ります。

3. シーリングガスケットがコンピュータに適切に位置付けられていること
を確認します。

このガスケットは圧縮式のシールになります。密閉用コンパウンドを使
用しないでください。

注意 これらのガイドラインに従わないと、人体に危険が及んだりパ
ネルコンポーネントが損傷する恐れがあります。

コンピュータのモデル カットアウト寸法 (HxW)

1200P 254.0 x 324.0mm (10.0 x 12.76インチ )

1500P 285.0 x 386.6mm (11.24 x 15.22インチ )

1700P 329.5 x 424.0mm (12.97 x 16.69インチ )

注意 カットアウトを行なう前にすべての電力をパネルから除去して
ください。

パネルカットアウトの周囲が片付いていることを確認します。

金属の切削片がパネルに取付け済みのコンポーネントに入らな
いように予防措置を取ってください。

これらの警告に従わないと、人体に危険が及んだりパネルコン
ポーネントが損傷する恐れがあります。
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4. コンピュータをパネルカットアウトに置きます。

5. 取付けクリップをコンピュータの上面、底面、および側面のスロットに
スライドします。

6. 指定の順番で、ベゼルまわりのクリップを一度に 1つずつ徐々に締めま
す。

順番は中央のクリップから始めて、次にコーナクリップを締めます。ク
リップを手で締められるだけ締めて、ガスケットがパネルに均一に押し
込まれるまで、このプロセスを少なくとも 3回繰返します。

7. ステップ 6の手順を使用して、取付けクリップを 1.4Nm (12ポンドイン
チ )のトルクで締めます。

締めすぎないでください。

注意 適切なシールを行ない、製品への損傷を防ぐために、取付けク
リップを指定のトルクで締めてください。ロックウェル・オー
トメーションは、不適切な取付けによって製品またはエンク
ロージャ内の他の装置が水または化学薬品によって損傷するこ
とになっても責任を負いません。

1 109

2 78

5

4

3

6

トルクの締付け順序
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2.7 ベンチまたはテーブルトップ式取付け

1500Pまたは 1700Pコンピュータを、オプションのアダプタを使用してベン
チトップまたはテーブルトップアームに取付けることができます。コン
ピュータの背面には、VESA 100mm標準の 4箇所の取付けポイントがあり
ます。

取付けのガイドライン

コンピュータをアームに取付けるときは、以下のガイドラインに従ってくだ
さい。

• 取付け面には、コンピュータと取付け具の両方を支えるのに十分な強度
が必要です。

• 取付けアームには、コンピュータを支えるのに十分な強度が必要です。
アームは、VESA FPMPMI 100mm標準を満たす必要があります。

• 取付け位置は、取付けと調節可能なユニットの配置、およびケーブルの
敷設のために間隔をあける必要があります。

• ULリスト制限に従って、製品は垂直に対して± 30° 未満の傾きで取付け
なければなりません。

コンピュータのベンチまたはテーブルトップへの取付け

1. ねじ、ボルト、クランプを使用してアームをベンチトップまたはテーブ
ルトップに取付けるため、コンピュータを傾けることはできません。

2. コンピュータをアーム上において、4個のM4 x 0.7ねじをアームブラ
ケットを通じてコンピュータのバックカバーに挿入します。

3. ねじを締めます。

Cat. No. 説明

6189V-MBA 1500Pおよび 1700P用のベンチ /テーブルトップアダプタ
Pub.No. 6181P-UM001F-JA-P



2-8 取付け
2.8 製品の寸法

コンピュータ製品の寸法を、mm (インチ )単位で示します。

2.8.1 1200Pディスプレイ一体型コンピュータ

2.8.2 1200Pディスプレイなしのコンピュータ
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2.8.3 1500Pディスプレイ一体型コンピュータ

2.8.4 1700Pディスプレイ一体型コンピュータ
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2.9 キーボードおよびマウスの接続

キーボードをコンピュータの底面にある PS/2ポートに接続できます。6181P
シリーズ Aコンピュータに付属する Yアダプタケーブルを使用して、キー
ボードとマウスの両方をこのポートに接続できます。

6181Pシリーズ Bコンピュータには、キーボードとマウス用に個別の PS/2
ポートがあります。

1200P -シリーズ Bおよび C
1500P -シリーズ Bおよび C
1700P -シリーズ Bおよび C

1500P -シリーズ A 
1500P - 6181Hシリーズ Aおよび B
1700P -シリーズ A
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2.10 AC電源の接続

標準の IEC 320電源コードによってコンピュータに給電できます。電源入力
は AC120/240Vです。電源は自動的に切り換わります。

2.11 DC電源の接続

DC24V電源を搭載した 1200Pコンピュータは、以下の電気定格をサポート
しています。

• DC18～ 32V (公称 DC24V)

• DC24Vのとき 6.3A

電源は、極性の反転に対して内部的に保護しています。

注意 感電を防ぐために、AC電源コードをアースグラウンド付きの
電源に接続してください。この警告に従わないと感電が発生す
ることがあります。

コンピュータ回路にはそれぞれのディスコネクトが必要です。
予期しない停電または電力サージに対して保護するために、無
停電電源装置 (UPS)を使用してください。

性能の低下とオペレーティングシステムの故障を最低限に抑え
るために、電力を除去する前にはオペレーティングシステムを
常にシャットダウンしてください。

1200Pのみ :
ユニットをパネルカットアウトに取付け
る前に、ACリテイナクリップを外す必
要があることがあります。ユニットを取
付けた後にクリップを再度取付けます。

注意 コンピュータへの入力電源として、クラス 2/SELV (安全特別
低電圧 )絶縁および非接地電源を使用してください。この電源
は、通常および 1つのフォルト状態では導線と機能接地 /保護
接地間の電圧が安全値を超えないように保護しています。
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以下の手順に従って、DC電源を接続してください。

1. DC電源ワイヤ を端子台のねじに固定します。

2. グラウンドワイヤを GND端子台のねじに固定します。

3. コンピュータに DC24V電力を印加します。

2.12 ネットワークへの接続

コンピュータを、RJ45コネクタ付きの CAT5または CAT5Eツイストペア
Ethernet ケーブル配線を使用して、Ethernetネットワークに接続します。コ
ンピュータは、10/100Mbpsネットワーク通信をサポートしています。

V-V+

V- (DCマイナス )
V+ (DCプラス )

GND (安全接地代替接続 )

GND
(安全接地 )

重要 Ethernet通信の性能低下を防ぐために、コンピュータまたは
ケーブルを極度な放射または伝導性の高周波ノイズにさらさな
いでください。

産業環境で信頼のおける Ethernet通信を確保するためには、適
切なケーブルの敷設と電源の調節が必要です。ロックウェル・
オートメーションは、すべての Ethernetケーブル配線を専用の
金属製の配線管に入れることをお奨めします。ケーブルの端に
フェライト・ビーズ・フィルタを取付けると信頼性も向上でき
ます。
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動作

3.1 本章の内容

この章には、以下の項目を説明します。

• 一般的な動作のガイドライン

• コンピュータへのオペレータのアクセス

• システムの始動

• システムのリセット

• ドライバのインストール

• USB (汎用シリアルバス )ポート

3.2 動作のガイドライン

コンピュータについての以下の動作ガイドラインに従ってください。

• システムを頻繁にオン /オフしてはなりません。

• Windowsのシャットダウンコマンドなど、オペレーティングシステムに
必要とされる適切な電源切断手順を必ず使用してください。これに従わ
ないと、性能の低下を引き起こしたり、結果としてシステムが損傷する
ことがあります。

• カバーを外した状態でコンピュータを動作しないでください。感電する
危険があります。カバーを外すと空気の流れが乱れ、過熱が起こること
があります。すべてのカバーは EMIシールドを保持するために必要で
す。

• 適切なエンクロージャに取付けた場合に塵や空気中浮遊汚染物質が製品
に入り込むことを防ぐには、動作中は常にエンクロージャのドアを閉め
ておく必要があります。日常保守のときのみドアを開いてください。

3.3 オペレータのアクセス

オペレータアクセスは、コンピュータのパネルの前面に制限されています。
これには、ディスプレイとタッチスクリーンが含まれます。コンピュータが
取付けられたパネル背後のコンポーネントへのアクセスは、権限を持ち適切
なトレーニングを受けた人に制限されています。

注意 システムをシャットオフした後は、約 30sec経過してハード
ドライブが完全停止するまでコンピュータを移動したり、再度
電源を投入しないでください。
Pub.No. 6181P-UM001F-JA-P



3-2 動作
3.4 システムの始動

システムに電源を投入します。コンピュータは POST (電源投入時セルフテ
スト )を実行します。プロセッサボード、キーボード、および特定の周辺機
器がテストされます。

システムには、POSTの進捗状況とアクセサリデバイスの初期化が表示され
ます。コンピュータには、インストールされたオペレーティングシステムの
Startupダイアログが表示されます。

システムが起動できないか、他の問題が通知されたときは、「第 5章　シス
テムトラブルシューティング」を参照してください。

3.5 システムのリセット

コンピュータをリセットするには、接続されたキーボードから [Ctrl + Alt + 
Delete]キーを押して、オペレーティングシステム手順を行なってください。

リセット後、コンピュータは POST (電源投入時セルフテスト )を開始しま
す。リセット中、コンピュータは以下を行ないます。

• RAMをクリアする。

• POSTを開始する。

• ドライブやプリンタなどの周辺機器を初期化する。

• オペレーティングシステムをロードする (インストールされている場
合 )。

3.6 ドライバのインストール

オペレーティングシステムは、通常、最適なデバイスドライバ設定を選択し
ます。ただし、システムに含まれるデバイスドライバを手動でインストール
して、確実に完全に最適化された性能にすることもできます。最新のデバイ
スドライバとインストール手順については、付属するアクセサリ CDの
Readmeファイルを参照してください。

3.7 USB (汎用シリアルバス )ポート

USB (汎用シリアルバス )は、480Mbps (1sec当たり 48000万ビット )までの
データ転送速度をサポートする外部バス規格です。マウス、モデム、および
キーボードなどの複数の周辺機器を USBポートに接続できます。また、
USBはプラグ &プレイインストールとホットプラグもサポートしています。

USBのインストールまたは使用については、USB周辺機器の資料を参照し
てください。

ヒント 多くの USBデバイスは、これらのオペレーティングシステム
がネイティブ USBドライバを持っているためWindows XPま
たはWindows 2000でのみ動作します。選択された USB周辺機
器にターゲットのオペレーティングシステムで使用可能なソフ
トウェアドライバがあることを確認してください。
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第 4章

システムコンポーネントの交換

4.1 本章の内容

この章には、安全に関する注意事項と以下を行なう手順を説明します。

• バックカバーの取り外し

• 必要なツール

• PCI拡張キット (6189V-2PCI15)を使用するアドインカードの取付けまた
は取り外し

• フロッピードライブの交換 (1500Pおよび 1700P)

• フロッピーまたは光学ディスクドライブの交換 (1200P)

• 光学ディスクドライブの交換 (1500Pおよび 1700P)

• メモリモジュールの交換

4.2 アクセサリおよび交換部品

アクセサリの現在のリストについては、以下のロックウェル・オートメー
ションのアレン・ブラドリーのWebサイトをご覧ください：
http://www.ab.com/versaview.

4.3 安全に関する注意事項

コンピュータにはライン電圧が含まれています。システムコンポーネントの
取付けまたは取り外しを行なう前に、コンピュータへのすべての電源を切断
してください。

4.4 静電防止対策 (ESD)

4.5 必要なツール

すべてのねじには #2プラスドライバーを使用してください。誤ったサイズ
のツールを使用するとねじのヘッドが損傷することがあります。

注意 コンポーネントを取り外す前に、コンピュータへのすべての電
源を切断してください。電源を切断していないと、重度の感電
が起こったり、またはコンピュータが損傷する恐れがありま
す。

注意 静電気 (ESD)によってコンピュータとコンポーネントが損傷
することがあります。サーキットボード、電源、メモリモ
ジュールまたは他の内部コンポーネントを取り扱うときは、静
電気に対して安全な環境で接地用ストラップを着用して作業し
てください。
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4.6 バックカバーの取り外し

コンピュータのコンポーネントの保守、取付け、またはアップグレードを行
なうには、最初にカバーを外す必要があります。

4.6.1 バックカバーの取り外し

以下の手順に従って、バックカバーを取り外してください。

1. コンピュータの電源を切断します。

2. バックカバーを固定しているねじを外します。

3. シャーシからカバーを持ち上げます。

4. バックカバーを再度取付けるには、バックカバーをシャーシに位置付け
てねじで固定します。

注意 適切な安全に関する注意事項に従わないと、重度の感電が起
こったり、またはコンピュータが損傷する恐れがあります。

1500P/1700P
1200P
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4.7 アドインカードの取付けまたは取り外し

コンピュータの PCIスロットに PCI互換カードを取付けることができます。
ここでは、PCI拡張スロットキット (6189V-2PCI15)を使用してカードを取付
けおよび取り外す方法を説明します。

4.7.1 アドインカードの取付け

以下の手順に従って、アドインカードを取付けてください。

1. コンピュータの電源を切断します。

2. バックカバーを外します。

3. スロットカバーのブラケットを外します (2個のねじ )。

ヒント 1つの PCIカードのみを取付けるときは、PCI拡張スロット
キットは必要ありません。1つのカードの取付け手順は、同じ
です。

注意 適切な安全に関する注意事項に従わないと、重度の感電が起
こったり、またはコンピュータが損傷する恐れがあります。

注意 アドインカードは ESDに敏感で、注意して取り扱う必要があ
ります。カードを持つときは端を持ってください。コネクタ、
コンポーネント、または回路に触れないでください。カードを
外したら、平らで静電気が起こらない面に置いて、コンポーネ
ント側面を上に向けます。どの面からもカードをスライドしな
いでください。

スロットカバーの
ブラケット

ねじ
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4. 1スロットのライザボードを外します (2個のねじ )。

5. 6個のM3x6なべ頭ねじを使用して、ライザブラケット (A)をシャーシに
追加します。

6. 7個のM3x6平頭ねじを使用して、ライザブラケット (B)をライザブラ
ケット (A) に追加します。

PCIライザボード

ライザブラケット (A)

ライザブラケット (A)

ライザブラケット (B)
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7. 3個のねじ (2個のM3x6平頭、1個のM3x6なべ頭 )を使用して、中央の
サポートをシャーシに追加します。

8. ステップ 4で外した 2個のねじを使用して、ライザボードを追加します。

• スロットカバーのブラケットをシャーシ (PCIカード付きまたはなしの )
に取付けます。

• この時点で PCIカードを取付けているときは、ステップ 9の a～ cの手
順を行なってください。

• PCIカードを取付けていないときは、ステップ 9cに示すようにスロット
カバーのブラケットをシャーシに取付けます。

ライザブラケット (A)

ライザブラケット (B)

中央のサポート

ライザブラケット (A)

ライザブラケット (B)

中央のサポート

PCIライザボード
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a. PCIカードをスロットカバーのブラケットに取付けます。

b. PCIカードをライザボードに接続します。

c. 4個のM3x6なべ頭ねじを使用して、スロットカバーのブラケットを
シャーシに固定します。

9. 拡張キットをシリーズ Aコンピュータに取付けるときは、交換用エアダ
クトを廃棄して、ステップ 10に進んでください。

拡張キットをシリーズ Bコンピュータに取付けるときは、プロセッサに
冷却用空気を送り込むエアダクトを交換する必要があります。

a.  3個のねじを外して、既存のエアダクトをシャーシのバックカバーか
ら取り外します。

PCIカード

スロットカバーの
ブラケット

PCIライザボード
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b. 同じ 3個のねじを使用して、交換用エアダクトをシャーシのバックカ
バーに取付けます。

c. できればダクトの開口部を完全に開いた状態にします。

取付けられた PCIカードがダクトを完全に開くのに邪魔になる場合
は、ダクトの位置をわずかでも開くように調節して邪魔にならないよ
うにします。

10.ステップ 2で外したねじを使用して、シャーシにバックカバーを再度取
付けます。

4.7.2 アドインカードの取り外し

以下の手順に従って、アドインカードを取り外してください。

1. コンピュータの電源を切断します。

2. バックカバーを外します。

3. スロットカバーのブラケットをシャーシに固定している 2個のねじを外
します。

4. PCIライザボードの上面にある 2個のねじ を外します。

5. 1台のユニットの場合は、CPUボードの PCIスロットから PCIライザ
ボード、アドインカード、およびスロットカバーのブラケットを外しま
す。
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6. スロットカバーのブラケットをアドインカードに固定しているねじを外
します。

7. アドインカードを PCIライザボードのスロットから引き出します。

カードを静電防止袋に保管します。

8. スロットカバーを開いているスロットカバーのブラケットのスロットに
取付けて、ステップ 6で外したねじで固定します。

9. PCIライザボードを CPUボードの PCIスロットに押込みます。

10.ステップ 4で外した PCIライザボードの上面にある 2個のねじを取付け
ます。

11.ステップ 3で外した 2個のねじでスロットカバーのブラケットをシャー
シに固定します。

12.バックカバーを再度取付けます。

4.8 フロッピードライブの交換 (1500Pおよび 1700P)

フロッピードライブを扱うときは、以下の注意事項に従ってください。

• 内部コンポーネントに 不用意に触れないでください。

• フロッピードライブを扱うときは、必ずその金属フレーム部分を持って
ください。

• 使用しないときは、フロッピードライブを適切な静電防止袋に入れて保
管してください。

• 電源投入状態では、フロッピードライブの取付け /取り外しの作業を決
して行なわないでください。

4.8.1 フロッピー・ディスク・ドライブの取り外し

以下の手順に従って、フロッピー・ディスク・ドライブを取り外してくださ
い。

1. コンピュータの電源を切断します。

2. バックカバーを外します。

注意 適切な安全に関する注意事項に従わないと、重度の感電が起
こったり、またはコンピュータが損傷する恐れがあります。

注意 機械的な衝撃によって、フロッピードライブが損傷することが
あります。ドライブを落としたりぶつけないでください。
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3. ハードドライブを取り外します。

HDDケーブルを切り離さないでください。

4. フロッピードライブのブラケットをシャーシに固定しているねじを外し
ます。

5. フロッピードライブとブラケットをスライドして、最初にフロッピード
ライブをドアから持ち上げます。

6. フロッピードライブのフラットケーブルを外します。

7. フロッピードライブをブラケットに固定している 4個のねじを外します。

8. フロッピードライブを外します。

4.8.2 フロッピー・ディスク・ドライブの取付け

以下の手順に従って、フロッピー・ディスク・ドライブを取付けてくださ
い。

1. フロッピー・ディスク・ドライブをフロッピー・ディスク・ドライブの
ブラケットに 4個のねじで固定します。

2. フラットケーブルをフロッピー・ディスク・ドライブに接続します。

3. 最初にフロッピー・ディスク・ドライブとブラケットをシャーシアダプ
タ側に挿入して、シャーシ内の位置に入れます。

4. ブラケットのねじでフロッピー・ディスク・ドライブとブラケットを
シャーシに固定します。

5. 分離を防ぐためにのり付けします。

6. ハードディスクドライブを再度取付けます。

7. バックカバーを再度取付けます。

重要 既存の電源とケーブル配線を外す前に、正しく再取付けできる
ようにすべてのケーブルの位置と方向にメモしておいてくださ
い。

フロッピードライブ
のブラケット

フロッピードライブ

フロッピーアダプタ1500Pおよび 1700P
Pub.No. 6181P-UM001F-JA-P



4-10 システムコンポーネントの交換
4.9 フロッピーまたは光学ディスクドライブの交換 (1200P)

フロッピーまたは光学ディスクドライブを扱うときは、以下のガイドライン
に従ってください。

• 内部コンポーネントに 不用意に触れないでください。

• ドライブを扱うときは、必ずその金属フレーム部分を持ってください。

• 使用していないときは、ドライブを適切な静電防止袋に入れて保管して
ください。

• 電源投入状態では、ドライブの取付け /取り外しの作業を決して行なわ
ないでください。

4.9.1 ドライブの取り外し

以下の手順に従ってドライブを取り外してください。

1. コンピュータの電源を切断します。

2. 12個の周辺ねじを外して、ディスプレイのヘッドをバックシャーシから
注意して外します。

3. 必要であればディスプレイとバックシャーシ 間のケーブルを切り離し
て、バックシャーシ を取っておきます。

注意 適切な安全に関する注意事項に従わないと、重度の感電が起
こったり、コンピュータが損傷する恐れがあります。

注意 機械的な衝撃によって、光学ディスクドライブが損傷すること
があります。ドライブを落としたりぶつけないでください。
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4. ブラケットを内部シェルフに固定している 4個のねじを外して、フロッ
ピーまたは光学ディスクドライブベイを取り外します。

5. ドライブ・ベイ・アセンブリを注意して引き出します。

6. データ、電源、およびオーディオケーブルをアセンブリから切り離しま
す。

7. フロッピーまたは光学ディスクドライブのいずれかを取り外すには、切
り離してドライブ・アダプタ・ボードをドライブから取り外します。

フロッピー・ディスク・ドライブのデリケートなリボンケーブルには注
意を払ってください。

8. ドライブをベイに固定しているねじを外して、ドライブを注意して引き
出します。

4.9.2 ドライブの取付け

以下の手順に従って、ドライブを取付けてください。

1. ドライブをベイに固定します、

2. ドライブ・アダプタ・ボードをドライブに接続します。

フロッピー・ディスク・ドライブのデリケートなリボンケーブルには注
意を払ってください。

3. データ、電源、およびオーディオケーブルをドライブ・ベイ・アセンブ
リに接続します。

4. ドライブ・ベイ・アセンブリを注意して交換します。

5. ドライブベイのブラケットを内部シェルフに 4個のねじで固定します。

重要 既存の電源とケーブル配線を外す前に、正しく再取付けできる
ようにすべてのケーブルの位置と方向をメモしておいてくださ
い。

ドライブアダプタ
スペーサ

ドライブブラケット

Drive

1200P
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6. 必要であればディスプレイとバックシャーシ間にケーブルを接続します。

7. 12個の周辺ねじを使用して、ディスプレイのヘッドをバックシャーシに
注意して再度取付けます。

4.10 光学ディスクドライブの交換 (1500Pおよび 1700P)

フロッピーまたは光学ディスクドライブを扱うときは、以下の注意事項に
従ってください。

• 内部コンポーネントに 不用意に触れないでください。

• ドライブを扱うときは、必ずその金属フレーム部分を持ってください。

• 使用しないときは、ドライブを適切な静電防止袋に入れて保管してくだ
さい。

• 電源投入状態では、ドライブの取付け /取り外しの作業を決して行なわ
ないでください。

4.10.1 ドライブの取り外し

以下の手順に従って、ドライブを取り外してください。

1. コンピュータの電源を切断します。

2. バックカバーを外します。

3. 電源、オーディオケーブル、およびリボンケーブルを、アダプタのプリ
ント基板から切り離します。

4. ドライブアセンブリをシャーシに固定している 2個のねじを外します。

5. ドライブアセンブリをシャーシから持ち上げます。

6. ドライブのブラケットをドライブに固定している 4個のねじを外して、
ブラケットをドライブから取り外します。

注意 適切な安全に関する注意事項に従わないと、重度の感電が起
こったり、またはコンピュータが損傷する恐れがあります。

注意 機械的な衝撃によって、光学ディスクドライブが損傷すること
があります。ドライブを落としたりぶつけないでください。

重要 既存の電源とケーブル配線を外す前に、正しく再取付けできる
ようにすべてのケーブルの位置と方向をメモしておいてくださ
い。
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7. アダプタをドライブに固定してい 2個のねじとスペーサを外して、アダ
プタをドライブから取り外します。

4.10.2 ドライブの取付け

以下の手順に従って、ドライブを取付けてください。

1. ドライブをドライブブラケットに 4個のねじで固定します。

2. ドライブをドライブアダプタに 2個のねじとスペーサで固定します。

3. アセンブリをシャーシに丁寧に戻します。

4. ドライブアセンブリをシャーシに 3個のねじで固定します。

5. 電源、オーディオケーブル、およびリボンケーブルをドライブに接続し
ます。

6. リボンケーブルとオーディオケーブルが離れないように接着剤をつけま
す。

7. バックカバーを再度取付けます。

4.11 メモリモジュールの交換

コンピュータ内部の CPUボードには 2つのソケットがあります。各ソケッ
トは、DIMM (デュアル・インライン・メモリ・モジュール )をサポートし
ています。

コンピュータで使用可能なメモリモジュールの現在のリストについては、以
下の ロックウェル・オートメーション /アレン・ブラドリーのWebサイト
をご覧ください：http://www.ab.com/versaview.

ドライブアダプタ

スペーサ

ドライブブラケット

ドライブ

1500Pおよび 1700P

ヒント 正規のアレン・ブラドリー部品のみを使用することをお奨めし
ます。
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4.11.1 メモリ交換に関するガイドライン 

メモリを CPUボードに追加するときは、以下のガイドラインに従ってくだ
さい。

• メモリカードは、メモリモジュールに触れないように必ず端をもって取
り扱ってください。

• 使用しないときは、メモリを適切な静電防止袋に入れて保管してくださ
い。

• 電源投入状態では、メモリの取付け /取り外しの作業を決して行なわな
いでください。

4.11.2 メモリの取付けまたは取り外し

以下の手順に従って、メモリを取付けまたは取り外してください。

1. コンピュータの電源を切断します。

2. バックカバーを外します。

3. ケーブルタイを切り取って固定用のラッチの外に押して、既存のメモリ
モジュールを CPUカードから外します。

4. 新しい DIMMを取付けるには、静電防止袋から出すときにモジュールの
端のみを持ちます。

5. DIMMの底の端にある小型のノッチ と CPUカードの DIMMソケットの
ノッチの位置が揃うように DIMMを位置付けます。

DIMMを取付けるときは、固定用のラッチを完全に取り外す必要があり
ます。

6. DIMMをしっかりと均一の力をかけて押して、ソケットに固定します。

パーツを適切な位置に固定するためにはラッチを DIMM固定スロットに
はめ込む必要があります。

7. DIMMの周りのタイラップを締め直して、DIMMを適切な位置に完全に
固定するようにラッチします。

8. バックカバーを再度取付けます。

注意 適切な安全に関する注意事項に従わないと、重度の感電が起
こったり、またはコンピュータが損傷する恐れがあります。

注意 静電気 (ESD)によってコンピュータとコンポーネントが損傷
することがあります。サーキットボード、電源、メモリモ
ジュールまたは他の内部コンポーネントを取り扱うときは、静
電気に対して安全な環境で接地用ストラップを着用して作業し
てください。

ヒント DIMMソケットは、CPUボードの側面にあります。
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システムトラブルシューティング

5.1 本章の内容

この章には、一般的な動作上の問題、原因、および推奨する処置方法を説明
します。以下の項目があります。

• ハードウェア診断

• トラブルシューティング手順

• トラブルシューティングのチェックリスト

5.2 ハードウェア診断

コンピュータは、以下をモニタします。

• 電圧範囲

• 温度要件

• シャーシファン速度

どのスレッショルドを超えているかを判断するには以下の手順を行なってく
ださい。

1. オペレーティングシステムに対応する方法を使用してコンピュータを
シャットダウンします。

2. コンピュータに電源を投入します。

3. Delete (DEL)キーを押したまま、BIOS Setupに入ります。

BIOS Setupメニューが表示されます。

4. 下矢印キーを押して、シリーズ Aの場合は PC Health Statusメニューを、
シリーズ B & Cの場合は Hardware Monitor Setupメニューを選択します。
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5.3 トラブルシューティング手順

以下の手順に従って、問題を特定してください。

1. オペレーティングシステムに対応する方法を使用して、コンピュータの
オペレーティングシステムをシャットダウンします。

2. コンピュータへの電源を切断します。

3. プリンタまたは外部ドライブなどの周辺機器を切り離します。

4. 使用しているときはキーボードとマウスを接続します。

5. 外部モニタを使用しているときは、ビデオ接続をチェックします。

6. システムが通常通りハードドライブから起動する場合は、フロッピード
ライブにディスクがないことを確認します。

7. コンピュータに電源を接続します。

電源投入時に POST (電源投入時セルフテスト )をモニタします。以下の
3つのうちいずれかのイベントが起こります。

• コンピュータが起動プロセスを完了します。

• 致命的ではないフォルトであることを示すエラーメッセージが表示さ
れます。スタートアッププロセスを継続する前にメッセージに肯定応
答する必要があります。

• 致命的なエラーが発生した場合は、起動プロセスが終了します。

8. システムを起動するときに、問題が起こるまで 1つずつ周辺機器を接続
することで問題を特定します。

特定のソフトウェアパッケージまたはドライバに問題がある場合は、ソ
フトウェアを再インストールします。

9. 問題がソフトウェアのインストールまたは周辺機器に特に関連していな
いときは、5-3ページの「トラブルシューティングのチェックリスト」を
参照してください。
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5.4 トラブルシューティングのチェックリスト

 以下のチェックリストを使用して、項目をテストまたは確認してください。

5.4.1 スタートアップ中の問題

• すべて適切に接続されていますか ? 

• デバイスドライバがインストールされていますか ? 

• アドオンボードにジャンパが適切に位置付けられていますか ? 

• ハードドライブがフォーマットされ、BIOSで適切に認識されますか ? 

• RAMメモリが適切に取付けられていますか ?確実に適切に接続するため
に 再度取付けることもできます。

• ハードドライブから IDEケーブルが適切に接続されていますか ?システ
ムがフロッピーディスクから起動するかを確認できます。

• BIOS は適切に構成されていますか ? CMOS セットアップ手順で ’Load 
Optimal Default’を選択します。これによって BIOS設定をオリジナルの
工場出荷時の設定に戻します。

5.4.2 スタートアップ後の問題

• ソフトウェアパッケージを使用しているときは、ソフトウェアを再イン
ストールします。

• 問題が断続的に起こる場合は、接続が緩んでいる場合があります。PCI
カードを含むすべての接続をチェックします。DIMM (メモリモジュー
ル ) が完全に取付けられていることをチェックします。

• システムにコンピュータウィルスがありますか ? アンチウィルスソフト
ウェアを実行します。

• バッテリ (バックプレーン上 )を外してから再度取付けて、BIOS Setup
を実行することで、CMOSをクリーニングします。

• コンピュータは電源を管理し保護していますが、電源線または周辺機器
ケーブルの過渡電圧によって、ディスプレイがちらついたり、予期しな
いリブート、またはシステムがロックされることがあります。そのとき
はアプリケーションを終了して、再度やり直します。

• ハードドライブから IDEケーブルが適切に接続されていますか ? システ
ムがフロッピードライブから起動するかを確認できます。

• システムが過熱していませんか ? すべてのファン (CPU, シャーシ、電源 ) 
が動作していることを確認します。

• 周囲温度が 50°C (122°F)未満であることを確認します。

• コンピュータの周囲に適切な空間が空いていることをチェックして、適
正に空気が流れているかを確認します。
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5.4.3 新しいソフトウェアを実行する際の問題

• ソフトウェアに存在しないハードウェア要件がありますか ? 

• ソフトウェアに許可されたコピーを使用していますか ? ソフトウェアの
コピーによっては、適切なアクティベーションを行なわないと動作しま
せん。

• ソフトウェアを正しくインストールしましたか ? ソフトウェアを再イン
ストールします。

• ソフトウェアの手順に従っていますか ? ソフトウェアメーカのユーザー
ズマニュアルを参照してください。

• 新しいソフトウェアがシステムソフトウェア (DLLファイル )、またはデ
バイスドライバをインストールした場合は、オペレーティングシステム
の現在の Service Pack (リリース )を再適用します。動作については、「第
3章　動作」を参照してください。

5.4.4 アドインカードでの問題

• ボードは適切に取付けられて構成されていますか ? ジャンパと他の構成
設定を再チェックしてください。

• ケーブルの取付けが不適切ではありませんか ? 

5.4.5 ディスプレイでの問題

• ディスプレイのコントラストと輝度の制御は、適切に調節されています
か ? セットアップ機能については、ビデオドライバを含むオペレーティ
ングシステムを参照してください。

• モニタが選択したビデオモードに対応していますか ?  ネイティブ解像度
への設定を行なってください。 「付録 A　仕様」を参照してください。

5.4.6 外部モニタのディスプレイでの問題

シリーズ A

外部モニタは、一時的な接続または診断のために使用できます。通常の動作
に外部モニタを使用すると、文字が表示されないなどの問題が起こることが
あります。

シリーズ B

Windowsの始動後に外部ディスプレイを構成できますが、コンピュータが
始動したときに、ディスプレイが接続されて電源投入されていることが最も
適切です。
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保守

6.1 本章の内容

この章には、以下を行なうための情報を記載してます。

• ディスプレイのクリーニング

• バッテリの交換

• バックライトアセンブリの廃棄

• 製品の出荷または輸送

6.2 ディスプレイのクリーニング

以下の手順に従って、ディスプレイをクリーニングしてください。

1. コンピュータの電源を切断します。

2. 清潔なスポンジまたは柔らかい布を使用し、中性の石鹸または洗剤で
ディスプレイをクリーニングします。

3. セーム皮または湿らせたセルローススポンジでディスプレイの水分をぬ
ぐい取り、水滴のしみができないようにします。

6.2.1 塗料および油脂分の除去

以下の手順に従って、塗料や油脂分を除去してください。

1. 付着したばかりの塗料のはねや油汚れは、乾く前にイソプロピルアル
コールをつけ、軽くこすって取り除きます。

2. 中性石鹸または洗剤の溶液で仕上げ洗いをします。

3. きれいな水ですすぎます。

注意 研磨用のクレンザまたは溶液を使用すると、ディスプレイウィ
ンドウを傷めます。こすったり、ブラシを使用したりしないで
ください。

注意 コンピュータにタッチスクリーンがあるときは、コンピュータ
の電源を投入している状態で装置を洗っているときにスクリー
ンオブジェクトがアクティブになることがあります。

注意 イソプロピルアルコールが装置のラベルに触れないように注意
してください。アルコールによってラベルの印刷がつくことが
あります。
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6.3 バッテリの交換

コンピュータには、CMOS設定とリアルタイムクロックを保持するために
リチウムバッテリが含まれています。バッテリは、コンピュータの CPU
ボードのバッテリホルダに取付けます。このバッテリは、Panasonic製の
バッテリ、パート番号 CR2032, または同等品に交換してください。

バッテリの寿命は、1週間の合計オン時間 (コンピュータを電源投入してい
る時間 )によって変わります。以下の表に、バッテリの概算寿命をリストし
ます。

6.4 バックライトアセンブリの廃棄

6.5 製品の出荷または輸送

運送業者または他の輸送手段を使って製品を他の場所に出荷する必要がある
ときは、製品を最初に適切に取り外して、オリジナルの梱包材に入れる必要
があります。

警告
爆発の危険を防ぐために、交換する際はパート番号 CR2032
または推奨する同等品のバッテリのみを使用してください。製
造メーカの手順に従って使用済みのバッテリを廃棄してくださ
い。

オン時間 予想バッテリ寿命

0時間 /週 4年

40時間 /週 5.5年

80時間 /週 7年

注意 このユニット内のバックライトアセンブリには水銀が含まれて
います。寿命がきた場合に、この装置は分別していない一般廃
棄物とは分けて収集する必要があります。

注意 マシン、パネル、またはラックに取付けた状態で製品を出荷ま
たは輸送しないでください。この状態で出荷すると、製品が破
損することがあります。出荷前に製品を適切に取り外してオリ
ジナルの梱包材に入れる必要があります。マシン、パネル、ま
たはラックに取付けた状態で出荷また輸送された製品が損傷し
たとしても、ロックウェル・オートメーションは責任を負いま
せん。
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付録 A

仕様

ディスプレイ

タイプ カラー・アクティブ・マトリックス TFT

タッチスクリーン (オプション ) 抵抗性反射防止

ディスプレイサイズ
1200P
1500P
1700P

12.1インチ
15インチ
17インチ

表示領域 (WxH)
1200P
1500P
1700P

246 x 185mm (9.7 x 7.3インチ )
305 x 229mm (12 x 9インチ )
338 x 270mm (13.3 x 10.7インチ )

解像度、ネイティブ
1200P
1500P
1700P

800 x 600, 256K色
1024 x 768, 256K色
1280 x 1024, 16.7M色

応答時間 15msec (標準 )

機械的

重量
1200P
1500P
1700P

9.2kg (21ポンド )
10kg (23ポンド )
12.6kg (28ポンド )

寸法、全体 (HxWxD)
1200P
1500P
1700P

279 x 349 x 176mm (10.99 x 13.75 x 6.93インチ )
309 x 410 x 109mm (12.17 x 16.14 x 4.29インチ )
356 x 452 x 110mm (14.02 x 17.80 x 4.32インチ )

カットアウト寸法 (HxW)
1200P
1500P
1700P

254 x 324mm (10.00 x 12.76インチ )
285 x 386.6mm (11.24 x 15.22インチ )
329.5 x 424mm (12.97 x 16.69インチ )

環境条件

動作温度 0～ 50°C (32～ 122°F)

保管温度 -20～ 60°C (-4～ 40°F)

相対湿度 10～ 90% (結露なきこと )

衝撃、動作時 15G (正弦波の半周期、11msec)(1)(2)

(1) パネル取付け式のコンピュータにのみ適用します。
(2) フロッピー・ディスク・ドライブと光学ディスクドライブは、メンテナンスデバイスと見な
されています。リストされた衝撃と振動レベルの環境では、これらのデバイス付きでコン
ピュータを動作してはなりません。

衝撃、非動作時 30G (正弦波の半周期、11msec) (1)

振動、動作時
ソリッド・ステート・ドライブな
しのコンピュータ
ソリッド・ステート・ドライブ付
きのコンピュータ

1.0Gピーク (10～ 500Hz)(1)(2)

1.5Gピーク (10～ 500Hz)(1) 

振動、非動作時 2.0Gピーク (10～ 500Hz)(1) 

エンクロージャ定格 NEMAタイプ 1, 12, 4, IP66 
NEMAタイプ 4X -ステンレススチール製のユ
ニットのみ
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. 

電気

入力電圧、AC AC90～ 264V 自動範囲選択

ライン周波数 47～ 63Hz 

漏電 DC 1.5KVのとき最大 1.0uA

消費電力、AC
1200P, 1500P, 1700P
1200P (6181P-2ディスプレイ
なし )

150VA (100V rmsのとき 1.5A,  240V rmsのとき 0.63A)
140VA (100V rmsのとき 1.4A,  240V rmsのとき 0.58A)

入力電圧、DC
1200Pおよび 1200P (6181P-2
ディスプレイなし )

DC18～ 32V

消費電力、DC
1200P
1200P (6181P-2ディスプレイ
なし )

　
150W　
140W

認可(1)

(1) 適合宣言、認可、他の承認については、http://ab.comを参照してください。

c-UL-us マークされている場合は、UL 60950認可されたコン
ポーネント、C-UL 950認可されたコンポーネント、
または UL/c-ULリスト

CE 適合するすべての指令についてマークされている。
LVD (73/23/EEC)
EMC (89/336/EEC)

C-Tick オーストラリア無線通信法 
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付録 B

タッチスクリーンの使用

タッチスクリーンオプション付きのコンピュータは、タッチスクリーンおよ
びタッチスクリーンコントローラがそれぞれ取付け、接続されて出荷されて
います。

B.1 タッチスクリーンのシリアルポートの使用

オプションのタッチスクリーンコントローラは、COM3シリアルポートに
内部的に接続されています。タッチスクリーンが、適切な COM3 とタッチ
スクリーンドライバ設定に工場で構成されているため、ユーザが構成する必
要はありません。

B.2 ドライバソフトウェア

タッチスクリーンドライバは、コンピュータにすでにロードされてます。ド
ライバソフトウェアは、Accessory CDにもあります。

B.3 参考資料

 タッチスクリーンのセットアップと動作、または将来的なドライバのアッ
プグレードについては、http://www.ab.comを参照してください。

B.4 抵抗性タッチスクリーンテクノロジ 

タッチスクリーンを指で押すと、抵抗性タッチスクリーンがアクティブにな
ります。抵抗性タッチスクリーンはグローブを着用していても操作できま
す。

ヒント タッチスクリーンドライバを再インストールする必要があると
きは、タッチスクリーンユーティリティは、タッチスクリーン
コントローラに使用されるシリアルポートを自動的に検出しま
す。

注意 タッチスクリーンをアクティブにするには鋭利な器具を使用し
てはなりません。タッチスクリーンの表面を引っかくと、ユ
ニットが損傷することがあります。
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B-2 タッチスクリーンの使用
B.5 タッチスクリーンのキャリブレーション

コンピュータに付属するタッチスクリーンは工場で取付け済みで、キャリブ
レーションされています。

以下の手順に従って、タッチスクリーンを再度キャリブレーションしてくだ
さい。

1. オペレーティングシステムの PROGRAMSメニューからタッチスクリー
ン構成ユーティリティを実行します。

2. ユーティリティに提供されるキャリブレーションルーチンを開始します。

3. コンピュータ画面に表示されるキャリブレーション手順を行なってくだ
さい。
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付録 C

新しい BIOSへのアップグレード

C.1 はじめに

コンピュータの性能を拡張するか、または欠陥を修正するために新しい
BIOSがリリースされた場合は、BIOSをダウンロードしてコンピュータを
更新できます。BIOSは、以下のロックウェル・オートメーションのアレ
ン・ブラドリーのWebサイト http://www.ab.comからダウンロードしてくだ
さい。

C.2 BIOSアップグレード手順

以下の手順に従って、BIOSを更新してください。

1. http://www.ab.com/versaviewから BIOSをダウンロードします。

BIOSを Support Services>Driversに入れます。

2. 空のディスクをコンピュータのフロッピー・ディスク・ドライブに差し
込みます。

3. 前のステップででダウンロードした実行可能なファイルをダブルクリッ
クして BIOSコピーアプリケーションを起動します。

アプリケーションは BIOSローダをディスクにコピーします。

4. 前のステップで作成したフロッピーディスクを使用してコンピュータを
起動します。

5. BIOSを正しく更新するためにコンピュータ画面に表示される指示に従っ
てください。
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付録 D

ソリッド・ステート・ドライブ

D.1 はじめに

データ保存の信頼できる手段は、過酷な要件の産業用アプリケーションで重
要になります。スピニングプラッタとヘッドアーム (温度制限あり )付きの
標準的な回転式のメディアは、信頼できるデータストレージに対する障害に
なります。

ソリッド・ステート・ドライブ (SSD)は、IDEバスの回転式ハードドライブ
を直接交換します。これらは、ハードドライブ対応物に対してドロップイン
交換できます。

ソリッド・ステート・ドライブは、標準的なハードドライブに比べて改善さ
れています。

• サーマル性能の向上

• 衝撃 /振動のレベルが高い

• 必要な電力の減少

• 長くデータを保持

• 可動部品なし

回転式ハードドライブは、衝撃と振動の影響を受けやすくなっています。こ
の欠点は温度が上昇するとさらに顕著になります。この点はソリッド・ス
テート・ドライブでは改善されていますが、ハードドライブの置き換えを選
択する前にシステム内の他の主要なコンポーネントの制限について考慮する
必要があります。

フラッシュドライブのメモリのMバイト当たりのコストの低減によって、
過酷な産業環境で特に、ソリッド・ステート・ドライブが実行可能な代替品
となります。

D.2 取付け

ソリッド・ステート・ドライブの取付け /取り扱いには注意を払ってくださ
い。通常、ソリッド・ステート・ドライブが PCBアセンブリ周辺にケース
があるように設計されている場合でも、静電気 (ESD)による損傷を防ぐた
めに注意してドライブを取り扱う必要があります。

ソリッド・ステート・ドライブを取付け /取り扱う際には以下のガイドライ
ンに従ってください。

• 剥き出しのコネクタに触れないように、注意して扱ってください。

• できるだけソリッド・ステート・ドライブを扱う前に接地してください。

•  取付けるまで製品を保護用の静電防止袋に入れておきます。

• ソリッド・ステート・ドライブは IDEリボンケーブルを使用してコン
ピュータの IDEバスに取付けます。コネクタ位置に対して細心の注意を
払ってください。不注意にアセンブリを扱うと、ピンを曲げたり、コネ
クタの位置がずれたり、ハードウェアが損傷することがあります。
Pub.No. 6181P-UM001F-JA-P



D-2 ソリッド・ステート・ドライブ
D.3 構成

ソリッド・ステート・ドライブは 1つのドライブシステム用、または複数の
ドライブシステムのマスタとして構成します。以下の図にさまざまな動作構
成を示します。

D.3.1 IDEドライブ・コントローラ・インターフェイス

ソリッド・ステート・ドライブは 44ピン (2mmピッチ )コネクタを使用し
て IDEバスに取付けられます。

D.4 動作

ソリッド・ステート・ドライブは、電源投入時にシステムホストを標準的な
回転式ハードドライブとみなします。システムホストは電源投入時にソリッ
ド・ステート・ドライブを認識して、ドライブ容量を反映するように IDE
バス速度を設定します。

• DMA-2 (マルチワード )または

• PIO-4 

DMA-2または PIO-4では、最大 IDEバス速度は 16.7Mです。

ソリッド・ステート・ドライブのコントローラは、ECC (Error Correction 
Code：エラー修正コード )と CRC (Cyclic Redundancy Check：巡回冗長検査 )
を使用して、 データエラーをチェックできます。ECCコードは 512バイト (1
セクタ )ごとに 6バイトで構成され、フラッシュメモリのデータに記憶され
ます。

重要 モードを変更するときは、ドライブの電源を切断する必要があ
ります。

ピン 1ピン 2ピン 43

ピン 44

A

C A

D B

C A

D B

C A

D B

マスタ (工場設定の
デフォルト )

スレーブ ケーブル選択

モード設定
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ソリッド・ステート・ドライブ D-3
データ訂正アルゴリズムによってドライブでのデータの破損を防ぐことがで
きます。ただし、OSが大きなファイルを小さい (複数 )ファイル転送に分
割するときにはオペレーティングシステム (OS)/ファイル・タイプ・エラー
を防ぐことはできません。これによって、ホストは転送の 一部のみを受取
ることになります。

デスクトップの Startメニューを使用してウィンドウアプリケーションを必
ずシャットダウンしてください。できるだけ無停電電源装置 (UPS)または他
の電力調節装置を使用して、予期しない停電が起こったときに適切なシャッ
トダウンを行なえるようにください。

D.5 予想寿命

ソリッド・ステート・ドライブの制限は、特定のメモリ位置への書込みの量
が制限されていることです。ソリッド・ステート・ドライブの予想寿命は以
下によって異なります。

• アプリケーションがドライブにデータを書込む頻度

• ドライブに書込まれるファイルのサイズ

• データを書込むのにドライブのコントローラに使用されるドライブで使
用可能なスペースの量

• 製造メーカが指定する書込み /消去サイクルの制限

フラッシュドライブでは、書込み可能な最小スペースがセクタ (512バイト )
です。ただし、消去される最小スペースはメモリのブロックです。磁気メ
ディアとは異なり、書込みを行なう前にフラッシュメモリには消去サイクル
が必要です。実際のブロック サイズはフラッシュドライブの総容量によっ
て異なります (例えば、63 セクタ、または 4GBドライブに 32K)。

フラッシュ・メモリ・ドライブの磨耗レベリングアルゴリズムは、メモリの
全体のスループットとドライブの予想寿命に利点をもたらします。磨耗レベ
リングは、ドライブすべてのフリースペースに渡ってメモリに書込まれる
データを公平に配分します。メモリの 1ブロックは書込まれ、他は次のデー
タ転送に利用されます。このブロックマップをすべてのフリースペースに行
なってから、最初のブロックで再度開始します。同時に、ドライブのコント
ローラは、ホスト CPUから書込み要求に遅れることなくメモリが更新でき
るように、前に使用されたブロックを消去します。

特定のセクタでメモリセルが故障すると、セクタがあるブロック全体が不良
とみなされ、使用できないようになります。スペアのプールからの新しいブ
ロックが不良のブロックに置き換わります。プール内のスペアブロックの量
は、ドライブメモリのサイズによって決まります。通常、最初にフォーマッ
トされたときにプールのサイズ は合計ドライブ・メモリ・スペースの 1～
1.5%の範囲に設定されます。

重要 予期しない停電に対してシステムを必ず保護してください。
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D-4 ソリッド・ステート・ドライブ
D.5.1 標準的なソリッド・ステート・ドライブ

D.5.2 アプリケーション例 1

アプリケーションは、4GB SimpleTechドライブで 1secごとに OSイメージ
とアプリケーションソフトウェアの約半分である 100Kデータファイルを更
新します。

以下の式を使用して予想寿命を計算できます。

(フラッシュブロック x書込みサイクル制限 xドライブ・フリー・スペー
ス ) / [(1ブロック /sec) x (31,536,000sec/年 )]

(32,768 x 2,000,000 x .5) / [ (1ブロック /sec) x (31,536,000sec/年 )] = 1039年

D.5.3 アプリケーション例 2

OSは FAT テーブルとルートディレクトリを 1sec間に 2回更新します。この
更新には、1ブロックのメモリ (128K)が必要です。位置に関係なく書込み
ごとに 1ブロックに書込みます。この場合、磨耗レベリングは 1ゾーン
(512ブロック )に制限されます。

以下の式を使用して予想寿命を計算できます。

(フラッシュブロック x書込みサイクル制限 ) / [(2ブロック /sec) x 
31,536,000/年 )]

(512 x 2,000,000) / [(2ブロック /sec) x 31,536,000sec/年 )] = 16.2年

仮想メモリを使用するWindows動作環境では、通常「スワップファイル」
または「ページファイル」ともいいます。OSは、しばしば短時間でこの
ファイルを読取り /書き込みできます。使用されるスペースが小さくなりま
すが、メモリのブロック全体が必要になります。ソリッド・ステート・メモ
リを使用するシステムでは、この機能をオフすることをお奨めします。

D.6 保守

通常の動作条件では、定期保守は必要ありません。ソリッド・ステート・ド
ライブに保存されたデータの整合性は最大 10年間保つことができます。

ドライブ SimpleTech 4 GB

セクタ 512バイト

セクタ 8,388,608

ブロック 32,768 (1ブロック = 131,072バイト )

ゾーン 512ブロック (磨耗レベル境界 )

書込みサイクル制限 200万

フリースペース 4GB (OSイメージ +インストールされたアプリケーション )

1年 8,760時間

Sec/年 31,536,000
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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://support.rockwellautomation.com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://
support.rockwellautomation.com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 1.440.646.3223

月曜日～金曜日、AM8:00～ PM5:00 (東部標準時間 )
米国以外 テクニカルサポートについては、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。
Publication Number 6181P-UM001F-JA-P – July 2007
Supersedes Publication 6181P-UM001E-EN-P - September 2005 ©Copyright 2007 Rockwell Automation, Inc.  All rights reserved.  Printed in USA
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