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序説

本書の目的

RSLinx Classic 入門書 ガイドは、RSLinx Classic ソフトウェアのインストールと

移動する情報を提供します。オンライン ヘルプへのアクセスと移動方法と

RSLinx Classic ソフトウェアを有効に使用する方法を説明します。

対象読者

このドキュメントは、ユーザーの皆様がすでに以下の内容を理解していること
を前提として書かれています。

IBM 互換パソコン
Microsoft® Windows® OS
Process Control® (OPC) 通信向け OLE
Microsoft ダイナミック データ交換 (DDE) メッセージ

Allen-Bradley プログラム可能論理コントローラ（PLC）
Rockwell Software の PLC プログラミング ツール

入門書 ガイドは、他の Rockwell Software 製品の説明書と適合する方

法

この入門書 ガイドは、Rockwell Software 製品の説明書セットのエントリポイン

トとして考えられます。説明書セットは、適切な簡単にアクセスできる製品情
報が含まれて、ソフトウェア製品に同梱されます。このセットは、ソフトウェ
ア製品に同梱されて、退屈なごちゃまぜの書類と情報の過重負担から人を解放
するために設計されます。

説明書セットの他の成分が、電子のリリースノートとオンライン ヘルプを含め

ます。

オンライン ヘルプ

オンライン ヘルプには、製品の概要、手順、画面、参照情報などが含まれます。

ヘルプには、概要、クイック スタート トピック、ステップ • バイ • ステップ手順、

画面の説明 ( テキスト ボックス、ドロップダウン リスト、オプション ボタンな

ど ) などの基本的な内容が含まれています。すべてのヘルプはアプリケーション

について文脈に依存しており、アプリケーション タスクや画面の説明をすぐに

参照することができます。オンライン ヘルプの詳細説明について、このガイド

の章「必要な情報を見つける」を参照します。
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メモ：入門書ガイド、その他の参照ガイドなどは  PDF 形式で RSLinx Classic CD に含まれて

います。これらのファイルは、 Adobe Acrobat Reader ソフトウェアを使って開くことができま

す。このソフトは、Adobe ウェブサイト (www.adobe.com) からダウンロードできます。

文書規約

この文書を通してユーザー インターフェース向けに使われている規約はすべて 
Microsoft の推奨に準拠しています。Microsoft Windows のユーザー インター

フェースを使い慣れていない方は、このソフトウェアをご利用になる前にオペ
レーティング • システム付属の説明書をお読みください。

フィードバック

ソフトウェア付属のフィードバック フォームをご利用になり、エラーの報告、

または本書の改訂版で追加してほしい情報などをご提案ください。また、
Rockwell 製品およびサービスに関するコメントをご記入の上、電子メールにて 
info@software.rockwell.com までお寄せください。
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RSLinx Classic へようこそ

この章には次の内容が含まれます。

RSLinx Classic とは ?
RSLinx Classc タイプの違い

クイック スタート

RSLinx Classic について

RSLinx Classic とは ?

Rockwell Automation ネットワークおよびデバイス向け RSLinx Classic は、次のオ

ペレーティングシステムで使用するための総合工場通信ソリューションです。

Microsoft Windows XP、 XP SP1、 または XP SP2
Microsoft Windows Server 2003 SP1、 または R2
Microsoft Windows 2000、 または SP4

さまざまな Rockwell Software および Allen-Bradley アプリケーションに Allen-
Bradley プログラム可能コントローラ アクセスを提供します。これらは、

RSLogix や RSNetWorx などのデバイス プログラミングおよび設定アプリケー

ションから、RSView32 などの HMI ( ヒューマン • マシン • インターフェース ) ア
プリケーション、さらに Microsoft Office、Web ページ、Visual Basic® を使った

独自のデータ取得アプリケーションに至るまで様々です。RSLinx Classic は高度

なデータ最適化技術を統合しており、さらに診断セットも含まれています。ア
プリケーション •プログラミング •インターフェース (API) は RSLinx Classic SDK 
で開発されたカスタム アプリケーションをサポートしています。RSLinx Classic 
は OPC データ アクセス互換サーバーであり、DDE サーバーでもあります。

RSLinx Classc タイプの違い

RSLinx Classic には 5 つのバージョンが用意されており、様々なコストや機能要

求に対応しています。ご利用のバージョンによっては、一部の機能が使用でき
ない場合もあります。各バージョンの機能については、次のセクションをご覧
ください。

実行中の RSLinx Classic バージョンは、メイン ウィンドウの一番上のタイトル

バーに表示されています。正しいアクティベーション ファイルを使用せずに 
RSLinx Classic のバージョンをインストールすると、RSLinx Classic Lite がインス

トールされます。
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RSLinx Classic Lite
RSLinx Classic Lite は、RSLogix と RSNetWorx をサポートするための最低限の機

能を提供します。このバージョンは市販されていませんが、RSLinx Classic ネッ

トワーク ドライバへの直接アクセスのみが必要な製品にバンドルされています。

このバージョンは、OPC、DDE、またはその他の RSLinx Classic C アプリケー

ション • プログラミング • インターフェース (API) をサポートしていません。

RSLinx Classic Lite は以下の用途にご利用いただけます。

RSLogix 製品を使ったラダー論理プログラミング。

RSNetWorx を使ったネットワークおよびデバイス設定と診断。

1756-ENET、1756-DHRIO、および 1757-SRM モジュールの設定。

ControlFlash を使ったファームウェアのアップグレード。

ネットワークの参照およびファームウェア バージョンなどのデバイス情報の

取得。

RSLinx Classic Single Node
RSLinx Classic Single Node には、すべての Rockwell Software 製品に通信サービス

を提供するために必要な機能が含まれます。OPC および DDE インターフェース

はサポートされていますが、1 台のデバイスのみです。RSLinx Classic C アプリ

ケーション•プログラミング•インターフェース (API) や HMI アプリケーションの

直接ドライバ向けに開発されたアプリケーションには対応していません。これ
らのアプリケーション タイプについては RSLinx Classic OEM 以上のバージョン

が必要です。

RSLinx Classic Single Node は以下の用途にご利用いただけます。

OPC および DDE を使ったデータ取得 (1 台のみ )。これには、RSView32、
Microsoft Office、Visual Basic、Web ページなどのクライアントが含まれま

す。
RSLogix 製品を使ったラダー論理プログラミング。

RSNetWorx を使ったネットワークおよびデバイス設定と診断。

1756-ENET、1756-DHRIO、および 1757-SRM モジュールの設定。

ControlFlash を使ったファームウェアのアップグレード。

ネットワークの参照およびファームウェア バージョンなどのデバイス情報の

取得。 
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RSLinx Classic OEM
RSLinx Classic OEM には、すべての Rockwell Software 製品に通信サービスを提

供するために必要な機能が含まれます。OPC および DDE クライアントは、デバ

イス数の上限なくサポートすることができます。また、RSLinx Classic C アプリ

ケーション •プログラミング •インターフェース (API) 用に開発されたアプリケー

ションにも対応しています。 

RSLinx OEM バージョン 2.2 および旧バージョンは、AdvanceDDE にのみ対応し

ていました。RSLinx バージョン 2.3 以降のバージョンでは、FastDDE を除くす

べての DDE タイプに対応しています。

RSLinx Classic OEM は以下の用途にご利用いただけます。

OPC および DDE を使ったデータ取得 ( デバイス数の上限なし )。これには、

RSView32、Microsoft Office、Visual Basic、Web ページなどのクライアントが

含まれます。 
RSLogix 製品を使ったラダー論理プログラミング。

RSNetWorx を使ったネットワークおよびデバイス設定と診断。

1756-ENET、1756-DHRIO、および 1757-SRM モジュールの設定。

ControlFlash を使ったファームウェアのアップグレード。

ネットワークの参照およびファームウェア バージョンなどのデバイス情報の

取得。

RSLinx Classic Gateway
RSLinx Classic Gateway は、TCP/IP ネットワークで接続されたクライアントを通

して、RSLinx Classic ベースの通信を企業全体に拡大します。RSLogix や 
RSNetWorx のようなプログラミングや設定製品は、ローカル RSLinx Classic Lite 
を使用するか、または RSLinx Classic Gateway との通信用に設定された Linx ゲー

トウェイ ドライバを通してリモート デバイスを使用します。Microsoft Office を
含む リモート HMI や VB/VBA アプリケーションは、リモート OPC を使って 
RSLinx Classic Gateway と通信し、データを収集することができます。これによ

り、RSLinx Classic が各システムにインストールされていなくても、複数のコン

ピュータでデータ収集が可能となります。

RSLinx Classic Professional バージョンで提供される機能に加え、RSLinx Classic 
Gateway では以下へのリモート接続が可能です。

1 台の RSLinx Classic Gateway ( リモート OPC) を通して、複数の RSView32 ク
ライアントへ接続可能。
モデムを通して工場のネットワークに接続されている RSLogix 搭載のリモー

ト PC に接続し、オンライン プログラム変更が可能。
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Excel など、工場フロアのデータを表示するリモート Microsoft Office アプリ

ケーションへの接続可能。
Web サーバーと RSLinx が別々のコンピュータにある場合、工場フロアの

データを表示する Web ページへ接続可能。

FactoryTalk View 用の RSLinx Classic
FactoryTalk View SE/ME のインストールされたシステムに RSLinx Classic Lite ( ア
クティベーションなし ) がインストールされると、FactoryTalk View のライセン

スを使って FactoryTalk View 用の RSLinx Classic として起動します。ただし、

FactoryTalk View 用の RSLinx Classic については、以下の点にご注意ください。

OPC クライアントとして FactoryTalk View SE/ME をサポートすることに加

え、RSLadder 5/500 およびデータ モニタをサポートしています。

RSView32、FactoryTalk Transaction Manager、RSTrend、WinView、RSLogix 
5/500/5000、および他社製の OPC クライアントには対応していません。

クイック スタート

このセクションでは、RSLinx Classic ソフトウェアを使用するにあたって実行す

る必要のある主な操作をご紹介しています。このガイドに含まれるクイック ス
タート情報は、難易度の高い、概要的な内容です。RSLinx Classic ソフトウェア

を使用する準備が整ったら、RSLinx Classic オンライン ヘルプに記載されたク

イック スタートの手順に従ってください。オンライン クイック スタートにアク

セスするには、RSLinx Classic で ヘルプ > クイック スタート を選択します。

RSLinx Classic のウィンドウやダイアログ ボックスの詳しい使い方については、

コントロールを右クリックしてください。

ステップ 1 ドライバの設定

ドライバとは、RSLinx Classic とプロセッサの間の通信に使われる、ハードウェ

ア デバイスに対するソフトウェア インターフェースです。RSLinx Classic でド

ライバを設定するには、通信 > ドライバの設定 を選択します。[ ドライバの設 

定 ] ダイアログ ボックスが表示されます。ここではドライバを追加、編集、ま

たは削除することができます。[ 利用可能なドライバ タイプ ] リストから設定す

るドライバを選択し、[ 新規追加 ] をクリックし、[ ドライバの設定 ] ダイアログ 
ボックスに表示された設定情報を入力します。[ ドライバの設定 ] ダイアログ 
ボックスは、選択するドライバにより異なります。
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ステップ 2 トピックの設定

RSLinx Classic では、ストレージには 1 つ、または複数のトピックが含まれてお

り、1 つのトピックが特定のプロセッサへのパスを表しています。プロジェクト

でトピックをグループ化しておくことで、同時に複数のトピックを利用できる
ようになります。プロジェクトは、RSLinx Classic の [ プロジェクトを開く ] 
ウィンドウで作成し、編集します。トピックは [DDE/OPC トピック設定 ] ウィン

ドウで作成し、編集します。プロジェクトを作成せずにトピックを作成しよう
とすると、デフォルトのプロジェクトが自動的に作成されます。

ドライバ設定
を完了してい
る場合、設定
済みドライバ
のリストにド
ライバ名が表
示されます。
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RSWho のステーションを右クリックして [DDE/OPC トピック設定 ] を選択した

場合、[ トピック名 ] フィールドはあらかじめ入力済みとなります。RSLinx 
Classic はプロセッサで実行中のプログラム名で起動し、このトピックが存在す

る場合は、存在しないトピックが見つかるまで探し続けます。スペースが見つ
かると、これを _'s に変換します。RSLinx Classic が指定したトピック名は、後

からユーザーが変更することができます。

[ データ ソース ] タブから通信設定を行うデバイスを選択します。すでにトピッ

クが設定されているプロジェクトに対し新しいトピックを追加するには、[ 新 

規 ] をクリックします。既存のトピックを編集するには、リスとからこのトピッ

クを選択します。[ データ収集 ] タブでトピックに関する詳細情報を入力しま

す。

ステップ 3 リンクをクリップボードにコピー

RSLinx Classic は、RSLinx Classic から互換性のあるプログラムへ簡単にリンク

を確立するためのメカニズムを提供しています。リンクを作成するために必要
な情報を集め、これを Windows のクリップボードに貼り付けます。一部のパッ

ケージは、クリップボードからリンクを貼り付ける機能をサポートしています。

トピックリスト
から既存のト
ピックを選択し
て、[ データ収

集 ] タブを選択

クリックし、
ポーリングとパ
ケット情報をク
リックします。



1 • RSLINX CLASSIC へようこそ    

9

•  •  •  •  •

1 • Placeholder

クリップボードへコピーする機能は、こうしたアプリケーションのみで使用す
ることができます。

クリップボードへコピーする機能は、RSLinx Classic、DDE サーバから Windows 
DDE クライアント アプリケーションへのホットリンクのみ確立することができ

ます。[ データ テーブル アドレス ]、[ ブロック サイズ ]、[ 行ごとの列 ]、およ

び選択されたトピックは、最後にこの機能を使ったままの状態となります。こ
れらの値を変更しても、前回確立されたリンクには影響しません。

クリップボードへコピーする機能を使用するには、RSLinx Classic プロジェクト

を選択する必要があります。また、選択されたプロジェクトにはトピックが含
まれている必要があります。

ステップ 4 リンクをクリップボードにコピー

ほとんどの Windows アプリケーションはリンク貼り付け操作に対応しています。

この操作は通常 [ 編集 ] メニューに含まれています。

[ リンクの貼り付け ] 機能に対応しているアプリケーション プログラムを開きま

す。たとえば、Microsoft Excel を開き、データを挿入しようとしている空のセル

をクリックしてから 編集 > 特殊の貼り付け を選択します。次に [ リンクの貼り

[DDE/OPC ト
ピック設定 ] ダ
イアログ ボッ

クスに追加さ
れたトピック
を選択して、
ト要求に対す
るアドレス文
字列を参照し
ます。
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付け ] を選択し、[OK] をクリックします。選択しておいたセルにホット リンク

がコピーされ、更新が始まります。[ リンクの貼り付け ] ではなく [ 貼り付け ] 
を選択した場合、アイテムの文字列がコピーされます。 

RSLinx Classic について

RSLinx Classic を起動すると、Rockwell Software RSLinx Classic アプリケーション 
ウィンドウが表示されます。アプリケーション ウィンドウには、タイトルバー、

メニュー バー、ツールバー、サブ ウィンドウが開くアプリケーションのワーク

スペース (RSWho、診断など )、およびステータス バーが含まれます。

タイトル バー

タイトル バーには RSLinx Classic のアイコン、Rockwell Software RSLinx Classic 
ゲートウェイなどのソフトウェア製品名、RSWho インスタンス番号 (RSLinx 
Classic を開くと、デフォルトでは RSWho – 1 が起動します )、最小化アイコン、

最大化アイコン、閉じるボタンなどが表示されています。

コントロール メニューを表示するには、タイトル バーの RSLinx Classic アイコ

ンをクリックします。コントロール メニューには次のアイテムが表示されます。

アイテム 詳細

リストア 最大化コマンドでウィンドウを大きくした後や、最小化コマンドでウィ
ンドウを小さくした後、ウィンドウを元のサイズに戻します。

移動 キーボードの矢印キーを使い、デスクトップのウィンドウの位置を移動
することができます。

サイズ キーボードの矢印キーを使い、ウィンドウのサイズを変更することがで
きます。

最小化 ウィンドウをアイコンにし、タスク バーに縮小します。タイトル バー

の最小化ボタンをクリックしても同様です。

最大化 ウィンドウを画面全体に広げます。タイトル バーの最大化ボタンをク

リックしても同様です。

閉じる RSLinx Classic アプリケーションを終了します。タイトル バーの閉じる

ボタンをクリックしても同様です。



1 • RSLINX CLASSIC へようこそ    

11

•  •  •  •  •

1 • Placeholder

メニュー バー

RSLinx Classic メニュー バーには以下のメニューが含まれます。

各メニューには、次のタスクを実行するオプションが含まれます。

ツール バー

ツールバーには RSLinx Classic でよく使われる一部の機能へのショートカットが

含まれます。各ツールバー ボタンはコマンドのアイコンとなっており、これら

のコマンドは RSLinx Classic のメニュー バーからの利用することができます。

RSLinx Classic のツールバーには以下のアイテムが含まれます。

メニュー 詳細

ファイル RSLinx Classic プロジェクトを作成したり、開いたりします。

編集 DDE および OPC リンクをクリップボードにコピーします。

表示 RSLinx Classic インターフェース表示を設定したり、変更したり

します。また、イベント ビューアを開いたり、RSWho ビューを

選択したりします。

通信 ドライバ、トピック、その他の RSLinx Classic オプションを設定

し、またドライバ、DDE、その他のクライアント アプリケーショ

ンの診断を表示します。

ステーション 診断カウンタでアクションを実行し、データ モニタを表示しま

す。

DDE/OPC DDE/OPC トピックを設定し、イベントや診断情報を表示します。

セキュリティ セキュリティ ユーザーとアクセス権限を設定します。

ウィンドウ RSLinx Classic のウィンドウ配置を設定します。

ヘルプ RSLinx Classic やその他の Rockwell Software 製品およびサービス

のヘルプ オプションを表示します。

アイコン メニュー選択 詳細
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アプリケーションのワークスペース

アプリケーションのワークスペースでは、RSWho や RSLinx Classic のダイアロ

グボックスなどのサブウィンドウが表示されます。

ステータス バー

ステータス バーは RSLinx Classic 画面の下に位置し、システムの現況に関する

情報を提供します。

ステータス バーの左側はユーザーへのメッセージ通信として使用されます。た

とえば、メニューのアイテムをスクロールするとき、ステータス バーのこの部

分にはメニュー アイテムの機能に関する簡単な説明が表示されます。

ステータス バーの右側には、以下が表示されます。

ファイル > プロジェクト

を開く

現在定義されているプロジェクトを表示し、

DDE/OPC プロジェクトを開くことができます。

通信 > RSWho RSWho の追加インスタンスを開きます (RSLinx 
Classic を開くたびに、デフォルトのインスタンスが 
1 つ開きます )。

通信 > ドライバの設定 現在設定されている RSLinx Classic ソフトウェア ド
ライバを表示し、ハードウェア デバイスと使用する

よう追加ドライバを加えることができます。

通信 > ドライバ診断 現在設定されているドライバの一覧を表示し、各ド
ライバに対し診断情報を表示するオプションを提供
します。

編集 > DDE/OPC リンク

のコピー

RSLinx Classic と Microsoft Excel などのクライアン

ト ソフトとの間で DDE/OPC リンクを確立すること

ができます。

DDE/OPC > トピック設

定

DDE/OPC トピックの作成と変更を行うことができ

ます。これはプロセッサへの特定パスです。

ヘルプ > これは何ですか

?
カーソルが矢印と疑問符に変化し、[ これは何です

か ?] ヘルプ モードが稼動していることを示します。

画面のアイテムをどれか 1 つクリックすると、その

アイテムに関するヘルプ テキストが表示され、[ こ
れは何ですか ?] ヘルプ モードを終了します。
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CAP： キーボードの Caps Lock キーが押されると、この部分がハイライトさ

れます。
NUM： キーボードの Num Lock キーが押され、数字キーパッドが有効になる

と、この部分がハイライトされます。
SCRL： キーボードの Scroll Lock キーが押されると、この部分がハイライト

されます。
コンピュータのシステム クロックとカレンダーで設定されている現在の日付

が表示されます。
コンピュータのシステム クロックとカレンダーで設定されている現在の時刻

が表示されます。
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RSLinx Classic のインストールと起動

この章には、RSLinx Classic ソフトウェアのインストールと起動について説明

します。この章には次の内容が含まれます。

システム用件
インストール手順
既存のインストールの更新
起動手順
インストールのトラブルシューティング

ソフトウェアをインストールした後は、オンライン ヘルプのリリース ノートを

お読みください。リリース ノートには、このドキュメントが発行された時点よ

りも新しい最新情報が含まれています。リリース ノートをご覧になるには、

RSLinx Classic を起動し、メイン メニューから ヘルプ > リリース ノート を選択

します。

メモ：Windwos NT OS でこの章に紹介するタスクを実行する場合、Windows NT システムに管

理者としてログインする必要があります。また、ご利用のアカウントがローカル管理者ユー
ザー グループのメンバーである必要があります。詳しくはシステム管理者にお問い合わせくだ

さい。

始める前に

Rockwell Software はソフトウェア キーを使って Windows ベースのソフトウェア

製品のコピー保護を実施します。すべてのソフトウェア製品には固有のキーが
あります。ソフトウェアは何台のコンピュータにでもインストールすることが
できますが、ソフトウェアを同時に複数台のコンピュータで実行することはで

きません。RSLinx Classic ソフトウェアのインストールした後、セットアッ

プ プログラムは ソフトウェアをアクティブ化するよう指示します。ソフトウェ

ア キー、コピー保護、ソフトウェア アクティベーションの移動については、こ

のガイドの付録 A をご覧ください。

システム要件

RSLinx Classic を有効に使用するには、ご利用のコンピュータが下記の最低ハー

ドウェアおよびソフトウェア要件を満たしている必要があります。
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ハードウェア要件

RSLinx Classic ソフトウェアをインストールするには、以下のハードウェアが必

要です。

Pentium 100MHz プロセッサ、最低 32 MB の RAM。このバージョンの 
RSLinx Classic は、Alpha、MIPS、Power PC プロセッサでは使用できません。

別のプロセッサ用の Windows NT バージョンはバイナリに対応していません。

少なくとも 35 MB のハードディスク空き容量。一部のアプリケーション機能

ンいついては、さらに多くのハードディスク容量が必要とされます。
16 色、SVGA ディスプレイ、800 * 600 以上の解像度。

マウスまたはその他の Windows 互換ポインティング デバイス。

イーサネット カードまたは Allen-Bradley 通信デバイスやケーブル。

ソフトウェア要件

RSLinx Classic を実行するには、Microsoft Internet Explorer 6.0 ( 以上 )、および以

下の OS が必要です。

Microsoft Windows XP、XP SP1、XP SP2。
Microsoft Windows 2003 SP1、または R2。
Microsoft Windows 2000、または SP4。

RSLinx Classic ソフトウェアのインストール

1 台のパソコンに複数の Rockwell Software 製品をインストールすることができま

す。

メモ：RSLinx Classic ソフトウェアをインストールする際、ディレクトリを指定することがで

きます。提案されるデフォルトのディレクトリは x:\Program Files\Rockwell Software\RSLinx 
です。x は RSLinx Classic をインストールしようとしているドライブを指します。できればデ

フォルトのディレクトリを使用することをお勧めします。 
このドキュメントに記載される手順では、デフォルト名を使用することを前提として説明を
行っています。デフォルト名を使用しない場合は、以下の説明のデフォルト名の部分をご自分
で設定した実際の名前に置き換えてインストールを進めてください。

RSLinx Classic ソフトウェアをインストールするには、以下の手順を実行してく

ださい。

1. Windows OS を起動します。

2. RSLinx Classic CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。

自動実行 その後の操作
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3. 画面の指示に従ってください。

RSLinx Classic インストールのダイアログ ボックス：リリース ノート をク

リックし、ご利用のシステムがシステムの最低要件を満たしていることを確
認すると同時に、RSLinx Classic のこのバージョンに含まれる新機能につい

てもご確認ください。リリース ノートをお読みになった後、RSLinx Classic 
のインストール をクリックします。

ようこそのダイアログ ボックス：RSLinx Classic の概要についてお読みにな

り、 次へ をクリックします。

ソフトウェア使用許諾契約のダイアログ ボックス：ソフトウェアの使用許諾

契約をお読みください。使用許諾契約の条件に同意します を選択し、次へ 
をクリックしインストールを続けます。または、使用許諾契約の条件に同意
しません を選択し、次へ をクリックすると、インストールを終了します。

顧客登録情報のダイアログ ボックス：ユーザー名、会社名、RSLinx Classic 
ソフトウェアのシリアル番号を入力し、次へ をクリックします。

メモ：シリアル ナンバーは製品の箱または CD-ROM ケースに記載されています。

標準セットアップのダイアログ ボックス： インストールする RSLinx Classic 
のオプションを選択します。デフォルトの保存先以外の場所を選択するオプ
ションや、特定の EDS ファイルを選択するオプションなどがあります。次へ 
をクリックします。
プログラム インストール準備完了のダイアログ ボックス： インストール を
クリックし、RSLinx Classic のインストールを開始します。

インストール シールド ウィザード完了のダイアログ ボックス： ここでイン

ストールのアクティベーションを行うかどうかを指定し、[ 完了 ] をクリッ

クします。（アクティベーションに関しては、このガイドの付録 A をご覧く

ださい。）アクティベーションが適切に行われない場合、RSLinx Classic は 
Lite バージョンとなります。RSLinx Classic を使い始める前に、コンピュータ

を再起動する必要があります。RSLinx Classic のインストールが完了しまし

た。

有効 セットアップ プログラムが自動的に起動し、RSLinx Classic の最初の画面

が表示されます。手順 3 へ進みます。

無効 以下の手順で進めます。

1. スタート をクリックし、ファイル名を指定して実行 をクリックします。 

[ ファイル名を指定して実行 ] のダイアログ ボックスが表示されます。

2. [ 名前 ] の部分に x:\setup と入力します。この際、x は RSLinx Classic CD-
ROM がセットされているドライブを入力してください。この後 OK を
クリックします。RSLinx Classic の最初の画面が表示されます。
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4. ソフトウェアのインストールが完了したら、RSLinx Classic CD-ROM を CD-
ROM ドライブから取り出し、マスター ディスクをディスク ドライブから取

り出してください。これらのディスクは安全な場所に保管してください。

既存のインストールの更新

既存の RSLinx Classic インストールを以下の手順で更新することができます。

1. RSLinx Classic CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットし、[ ようこそ ] ダイア

ログ ボックスで 次へ をクリックします。

2. [ プログラム管理 ] のダイアログ ボックスで、削除 を有効にして RSLinx 
Classic をコンピュータから削除します。

3. はい をクリックし、バックアップ をクリックしてドライバとトピックを

バックアップします。閉じる をクリックして [ バックアップ / リストア ] の
ダイアログ ボックスを閉じます。

4. はい をクリックしてコンピュータから EDS ファイルを削除します。

5. [ プログラムの削除 ] ダイアログ ボックスで、削除 をクリックしてアンインス

トール手順を確定します。 

6. アンインストール手順が完了したら、完了 をクリックします。

7. RSLinx Classic の更新バージョンのインストールについては、RSLinx Classic 
ソフトウェアのインストール のセクションを参照してください。手順 3 で
バックアップしてドライバとトピックをリストアする場合は、スタート をク

リックし、プログラム > Rockwell Software > RSLinx > RSLinx Classic Backup 
Restore Utility を選択してください。

メモ：アクティベーションが正しくインストールされていれば、アクティベーションを移動す
る必要はありません。アクティベーションがインストールされていなかった場合は、マスター 
ディスクを 3.5 インチのディスク ドライブにセットし、画面の指示に従ってください。（アク

ティベーションに関しては、このガイドの付録 A をご覧ください。）

RSLinx Classic ソフトウェアの起動

RSLinx Classic ソフトウェアを起動するには、[ スタート ] メニューをクリック

し、プログラム > Rockwell Software > RSLinx > RSLinx Classic を選択します。

メモ：ディレクトリとプログラム グループではデフォルトの名前を使用したことを想定してい

ます。デフォルト名を使用しない場合は、以下の説明のデフォルト名の部分をご自分で設定し
た実際の名前に置き換えてインストールを進めてください。
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インストールに関するトラブルシューティング

RSLinx Classic が正しく起動しない場合は、以下を考慮してください。

コンピュータのメモリは十分ですか ? RSLinx Classic を実行するには、最低で

も 32 MB の RAM が必要です。

コンピュータのディスク容量は十分ですか ? RSLinx Classic を実行するには、

最低でも 35 MB のハードディスク空き容量が必要です。

RSLinx Classic の正しいバージョンがインストールされていますか ? RSLinx 
Classic のインストールが RSLinx Classic Lite、RSLinx Classic Single Node、
RSLinx Classic OEM として表示された場合、正しいアクティベーション ファ

イルがインストールされていないことを意味します。RSLinx Classic から ヘ
ルプ > コピー保護 を選択し、アクティベーション ファイルに関する情報を

表示してください。
DCOM など、RSLinx Classic が要求する旧式サービス パックまたは削除済み

コンポーネントを再インストールしましたか ?
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RSWho

この章には、RSWho ネットワーク ブラウザ インターフェイの機能を説明してい

ます。RSWho では、1 つの画面でアクティブなネットワークをすべて表示する

ことができます。

RSWho の使用

RSWho は RSLinx Classic のメイン ウィンドウで、Windows エクスプローラのよ

うな形態でネットワークとデバイスを表示します。RSWho を右クリックする

と、様々な統合設定や監視ツールを利用することができます。利用可能なツー
ルには、Controlnet、DeviceNet、イーサネット、1756-DHRIO、1756-DH485 モ
ジュールのための ControlLogix ゲートウェイ設定ツール、PLC-5、SLC、
MicroLogix シリーズ プロセッサのためのラダー ビューア、および ControlLogix、
PLC-5、SLC、MicroLogix シリーズ コントローラからライブ データを監視する 
データ モニタが含まれます。

RSWho の左側のウィンドウはツリー コントロールで、ネットワークやデバイス

を表示します。右側のウィンドウはリスト コントロールで、すべてのメンバー

の集まりを表示します。収集はネットワーク、またはブリッジのデバイスです。
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リスト コントロールを右クリックすると、大きいアイコンでの表示や詳細表示

などの表示オプションを選択することができます。

メモ：赤い X 印が表示されるデバイスは、RSWho は以前はこのデバイスを認識していました

が、現在は認識できないことを意味します。赤い X 印は、接続が切断されたり、デバイスの認

識に関する通信ステータス エラーを示します。これらのデバイスは、デバイスを右クリック

し、[ 削除 ] を選択して RSWho の画面から削除することができます。

RSWho の参照

RSWho アイコンはネットワークを示します。このアイコンが動いている場合、

ネットワークを参照中であることを意味します。ネットワークまたはデバイス
をクリックして、参照を開始します。

ネットワークまたはデバイスが折り畳まれている場合 ( つまり + 記号表示 )、"+" 
をクリックするか、またはネットワークやデバイスのアイコンをダブルクリッ
クし、表示を展開してください。ネットワークまたはデバイスが展開されてい
る場合 ( つまり - 記号表示 )、"-" をクリックするか、またはネットワークやデバ

イスのアイコンをダブルクリックし、表示を折り畳んでください。

自動参照のチェックボックスが有効な場合、RSWho は選択されたデバイスや

ネットワークを常に参照します ( 選択が展開されているか、折り畳まれているか

を問いません )。自動参照が選択されていない場合、[ 更新 ] ボタンが有効とな

ります。[ 更新 ] ボタンをクリックすると、RSWho は選択したデバイスやネット

ワークの参照を更新します。更新機能は 1 回だけ参照を更新します。このため、

ネットワークですべてを見つけるには、何度も [ 更新 ] を押す必要があります。

サポートされたデバイスを右クリックすると、ステーション 診断、DDE トピッ

クの設定、またはこのデバイスに対するその他のサポート サービスを選択でき

ます。
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OPC および DDE の接続性

この章では、次の機能について説明します。

Process Control (OPC) 向け OLE
ダイナミック データ交換 (DDE)

Process Control (OPC) 向け OLE
Process Control 向け OLC (OPC) は、Microsoft により提供され、OPC 協議会によ

り開発、管理されている OLE 技術に基づいた通信規格です。OPC 協議会とは、

Rockwell Automation もメンバーとなっている工業 / 製造企業の連盟です。このグ

ループは、工場作業場におけるデバイスとクライアント アプリケーションとの

間の工業標準的な交換メカニズムを提供するために設立されました。RSLinx 
Classic は OPC 互換サーバであり、他の OPC 互換サーバと一貫性のあるデータ

にアクセスするための OPC クライアント アプリケーションに必要なインター

フェースを備えています。さらに RSLinx Classic は OPC に加え、複数の DDE 形
式も提供することができます。

Process Control 向け OLE (OPC) は、クライアント アプリケーションが一貫して

工場のデータにアクセスできるよう設計されています。OPC は様々な利点をも

たらします。

ハードウェア メーカーは、顧客がアプリケーションで使用するソフトウェア 
コンポーネントを 1 セット提供するだけで済みます。

ソフトウェア開発者は将来的な変更や新しいハードウェア リリースなどのた

めにドライバを書き換える必要がなくなります。
顧客に世界レベルの統合製造システムを開発するための選択肢を提供しま
す。

OPC により、異種コンピュータ環境におけるシステム統合が非常に簡易化され

ました。OLE/COM 環境を活用することが可能です。

RSLinx Classic は OPC 互換サーバーです。OPC に関する詳細は、OPC 協議会の

ウェブサイト www.opcfoundation.org をご覧ください。OPC を Rockwell Software 
製品で使用する方法については、http://support.rockwellautomation.com をご覧くだ

さい。

http://www.opcfoundation.org
http://www.opcfoundation.org
http://www.opcfoundation.org
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ダイナミック データ交換 (DDE)

ダイナミック データ交換 (DDE) は、Microsoft OS に内蔵された標準のアプリ

ケーション間通信プロトコルであり、Windows で実行される様々なアプリケー

ションでサポートされています。DDE は 1 つのアプリケーションからデータを

取得し、これを別のアプリケーションへ渡します。DDE 対応の Windows プログ

ラムは、お互いの間でデータを交換することができるのです。

DDE サーバとは、データにアクセス可能なプログラムであり、データを他の 
Windows プログラムに提供することができます。

DDE クライアントはサーバからデータを取得することができるプログラムで

す。

アプリケーション、トピック、アイテムを指定することで、クライアント アプ

リケーションはサーバ アプリケーションとデータ交換を行うことができます。

DDE は 2 人の間の会話のような働きをします。Windows で実行されている様々

なアプリケーションが人であり、その間で交換されるデータが会話の内容とい
うわけです。RSLinx Classic は受信しているデータのタイプを理解しておらず、

DDE リンクがデータを提供しているということだけを理解しています。

たとえば、RSLinx Classic から Excel スプレッドシートへの DDE リンクが確立さ

れたとします。Excel は、ユーザーがスプレッドシートにカウンタ値を送ってい

るということは理解していません。Excel には、それがデータであるということ

しか分からないのです。

たとえば、RSLinx Classic がアプリケーション名で、PLC5TOPIC1 がトピック名

だとします。C5:0.ACC はアイテムの例です。この場合、カウンタ累算器は 
Allen-Bradley PLC-5 です。

メモ：Microsoft Windows で実行されるすべてのアプリケーションが DDE に対応しているわけ

ではありません。RSLinx Classic と併用するアプリケーションをご購入になる前に、アプリ

ケーションの製造元にお問い合わせください。

DDE に関する詳細は、RSLinx Classic ヘルプ ファイルの DDE ( ダイナミック 
データ交換 ) トピックでもご覧いただけます。
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DDE/OPC クライアントの接続性

RSLinx Classic は OPC または複数の DDE データ形式を使い、クライアント アプ

リケーションに対する接続性を提供します。OPC と AdvanceDDE インター

フェースは 1 つのトランザクションで複数のクライアントから複数の要求を

パックすることにより、最適化された読み取り操作を実現します。DDE トピッ

クを設定する場合、DDE ポーク操作を最適化するかどうかを指定することがで

きます。最適化されたポークは、PLC-5 および SLC プロセッサでのみ作動しま

す。

DDE ポート操作を最適化することの利点は、1 つの書き込み操作で複数の更新

をパックできることです。このため、必要なパケット総数を減らすことができ
ます。レシピのダウンロードなどの操作には、この機能が便利です。

他の対応可能 DDE 形式には FastDDE (Wonderware クライアント用 ) と Microsoft 
Office 製品およびその他の汎用 DDE クライアント アプリケーション用の 
L_Table、CF_Text があります。
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必要な情報を見つける

この章では、RSLinx Classic ソフトウェアに関する追加情報を得る方法について

説明しています。この章では次の説明を提供しており、必要な情報をすばやく
見つけ出すことができます。

オンライン ヘルプの使い方

オンライン ガイドの使用

RSLinx Classic 回答ステーションの使用

Rockwell Software トレーニング コースへの参加

テクニカル サポートへのご連絡

オンライン ヘルプの使い方

RSLinx Classic オンライン ヘルプは、ソフトウェアのすべての機能に関する一般

的な概要、総合的なステップ・バイ・ステップの手順、コンテキスト センシ

ティブ、ダイアログ ボックスで表示されるコントロール定義などを提供します。

RSLinx Classic 実行中にオンライン ヘルプをご覧になるには、次の手順に従いま

す。

RSLinx Classic メイン ウィンドウの [ ヘルプ ] メニューから [RSLinx Classic ヘ
ルプ ] を選択します。

RSLinx Classic ダイアログ ボックスまたはプロパティ ページで [ヘルプ ] をク

リックします。
カーソルを知りたい場所に移動し、右クリックします。
<F1> キーを押します。
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制御またはフィールドへのアクセスに関するヘルプ

制御またはフィールドの説明を表示するには、ダイアログ ボックス右上の [ こ
れは何ですか ?] アイコンをクリックし、カーソルを選択した部分までドラッグ

してからクリックして説明を表示してください。この例では、[ プロパティ ] の
コントロールが選択されています。
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ステップ • バイ • ステップの手順の検索

現在のトピックに関係したタスクの一覧を表示するには、ヘルプ ウィンドウ下

方の「何がしたいですか ?」という部分で、一覧の中のタスクを選択してくださ

い。現在のトピックが、タスクを完了するためのステップ • バイ • ステップの手順

に変わります。 

たとえば、「ドライバとは何ですか ?」というヘルプ トピックで「何がしたいで

すか ?」という部分の [ 追加 ] を選択すると、RSLinx Classic ドライバを追加する

方法が表示されます。
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定義の検索

RSLinx Classic のヘルプで、青字と下線で表示された文字は、関連性のあるポッ

プアップ説明や関連トピックへのリンクとなっています。たとえば、「ダイナ
ミック データ交換」のヘルプ トピックでは、アプリケーション、トピック、ア

イテムなどがポップアップ説明であり、DDE リンクは関連トピックとなります。
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RSLinx Classic 回答ステーションの使用

RSLinx Classic ヘルプ メニューから [Web の RSLinx Classic アシスタンス ] を選

択すると、Rockwell Software 製品に関する最新情報を見ることができます。この

サイトでは、RSLinx Classic のために用意されたトレーニング セッションについ

て説明しています。また、最新バージョンの新機能、MySupport メールの登録、

その他のユーザーの RSLinx Classic に対するご意見 • ご感想などもご覧いただけ

ます。

オンライン ガイドの使用

RSLinx Classic に含まれるオンライン ガイドを使い、製品の説明書をすぐにご覧

になることができます。オンライン ガイドには、結果の取得ガイドや参照ガイ

ドが電子ブック形式で格納されています。オンラインガイドは PDF 形式で 
RSLinx Classic CD に含まれています。これらのファイルは、 Adobe Acrobat 
Reader ソフトウェアを使って開くことができます。このソフトは、Adobe ウェ

ブサイト (www.adobe.com) からダウンロードできます。

トレーニング

Rockwell Software 製品の使い方をマスターするには、Rockwell Software のトレー

ニング プログラムに参加いただくことが最短手段です。弊社のトレーニング プ
ログラムは、弊社ソフトウェアの基本操作に加え、その最も有効な利用方法を
披露するためにデザインされています。

弊社では様々なトレーニング プログラムを提供しており、Rockwell Software 施
設で開催される通常クラスから、各企業様の都合に合わせたカスタム トレーニ

ングなど様々です。各クラスを小規模にととめ、生徒たちとの交流を深めます。 

トレーニング プログラムにご関心のある方は、Rockwell Software ウェブサイト

をご覧になるか、または Rockwell Software トレーニング コーディネーターまで

お問い合わせください。弊社の URL アドレスおよび電話番号は、本紙の表紙内

側に掲載されています。
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メテクニカル サポート

「RSLinx Classic 入門書 ガイド」、オンライン ヘルプ、オンライン ガイドなどで

探している回答が見つからない場合は、本紙の表紙内側に記載された Rockwell 
Software テクニカル サポートの電話番号へお電話いただくことができます。テ

クニカル サポートの営業時間は米国東部標準時の午前 8 時から午後 5 時 ( 休祝

日を除く ) となります。また、本紙の表紙内側に記載されたウェブサイトから、

Rockwell Software オンライン サポート ライブラリへアクセスすることもできま

す。

お電話をかける前に

お電話をかける前に、コンピュータを起動させ、以下の情報をお手元に準備し
ておいてください。

製品のシリアル番号
製品のバージョン番号
製品のシリアル番号とバージョン番号は、ソフトウェアで ヘルプ > RSLinx 
Classic について をクリックすると確認できます。

使用中のハードウェア
画面に表示されたエラーやメッセージの文章 ( 正確に )
何が起きたかの説明と、どのようにして問題が起きたかの説明
問題を解決しようとしてあなたが行った操作の説明
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アクティベーション

RSLinx Classic 2.52.00 (CPR 9) は、FactoryTalk と EVRSI の 2 種類に対応していま

す。

注：RSLinx Classic には現在、アクティベーション ソフトの「マスター ディス

ク」が付随していないため、新規ユーザーを追加する際は FactoryTalk Activation 
を使ってソフトウェアをアクティブ化する必要があります。詳しくは、この付
録の「FactoryTalk Activation を使用して RSLinx Classic をアクティブ化する」を

参照してください。ただし、RSLinx Classic 2.52.00 に更新しようとしている場合

は、引き続き EVRSI を使ってソフトウェアをアクティブ化することができます。

詳しくは、この付録の「EVRSI を使用して RSLinx Classic をアクティブ化する」

を参照してください。  

EvRSI アクティベーションは、将来のリリースで FactoryTalk Activation に置き換

えられます。 EvRSI アクティベーションをご使用の場合、最寄りの Rockwell 
Automation 販売オフィスまたは Rockwell Automation テクニカルサポートに連絡

して、FactoryTalk Activation にアクティベーションを移行する情報をお尋ねくだ

さい。 米国の Rockwell Automation テクニカルサポートの場合、1 (440) 646-3434
にお電話ください。 米国外の場合、http://www.rockwellautomation.com/locations/ を
参照してください。

FactoryTalk Activation を使用して RSLinx Classic をアクティブ化 

する

RSLinx Classic 2.52.00 (CPR 9) がサポートしている FactoryTalk Activation はノー

ド ロック アクティベーションと呼ばれるタイプです。このタイプのアクティ

ベーションは、イーサネット カードやスタンドアロン コンピュータなどのハー

ドディスク、またはハードウェア ドングルなど、特定のハードウェアにロック

することができます。アクティブ化しようとしているデバイスの種類により ( ス
タンドアロン コンピュータまたはハードウェア ドングル )、次のいずれかをご

購入いただくことができます。

ローカル「ノード ロック」アクティベーション - このタイプのアクティベー

ションは、1 台のコンピュータのソフトウェアのみをアクティブ化します。

アクティベーションファイルが別のコンピュータにコピーされると、本来の
コンピュータではソフトウェアを実行できなくなります。

モバイル「ノード ロック」アクティベーション - このタイプのアクティベー

ションはハードウェア ドングルにロックされます。ドングルとは、プログラ
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ム実行中にコンピュータに接続する必要のあるセキュリティまたはコピー保
護用のデバイスです。アクティベーション ファイルは複数のコンピュータに

コピーすることができますが、ドングルが接続されているコンピュータでの
みソフトウェアを有効化することができます。
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RSLinx Classic をアクティブ化する方法

RSLinx Classic のアクティブ化は、次の手順で行います。 

1. インストール プログラムのオプション ステップから、利用可能な 
FactoryTalk Activation クライアントをインストールします。 

2. FactoryTalk Activation クライアントのインストールが完了すると、

FactoryTalk Activation ウィザードが起動し、インターネットからアクティ

ベーションをダウンロードする手順を説明します。アクティベーションをス
タンドアロン コンピュータまたはハードウェア ドングルにダウンロードす

ることができます。 

FactoryTalk Activation に関する詳細情報

FactoryTalk Activation のヘルプについては、以下をクリックしてください。

FactoryTalk アクティベーションツールダイアログまたは FactoryTalk アク

ティベーション転送ツールダイアログのヘルプボタン
Rockwell Software アクティベーション Web サイト : 
http://licensing.software.rockwell.com のヘルプリンク

インストールプログラムの必須ステップについては、Rockwell Software 製品

のアクティブ化方法を表示してください
インターネットに接続できない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせに
なり、メールまたはファックスでファイルをアクティブ化する方法についてお
尋ねください。 

電話：440-646-3434 ( 北アメリカ ) 北アメリカ以外については、お近くのローカ

ル サポート機関へお問い合わせください。

EVRSI を使用して RSLinx Classic をアクティブ化する

Rockwell Software の製品にはコピー防止機能がついています。このため、アク

ティベーション キーにアクセスできるコンピュータだけが、ソフトウェアを実

行することができます。このキーは、RSLinx Classic 製品に同梱されているマス

ター ディスクに含まれたアクティベーション ファイルに保存されています。ア

クティベーション ファイルには、製品 1 つにつき 1 つのアクティベーション 
キーが含まれています。お客様が製品を何部お買い上げになったかにより、各
キーには 1 つ、または複数のライセンスが含まれます。

メモ：マスター ディスクは安全な場所に保管してください。アクティベーションが破損した場

合、緊急時にソフトウェアを実行するためにはマスター ディスクが必ず必要になります。
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セットアップ中に、ソフトウェアをインストールするドライブのルート ディレ

クトリにマスター ディスクのアクティベーション ファイルをコピーすることが

できます。

RSLinx Classic を実行するとき、ソフトウェアはまずローカル ハードドライブで

アクティベーションの有無をチェックし、次にネットワーク ハードドライブを

チェックし、最後にフロッピードライブをチェックします。システムにアク
ティベーション ファイルもマスター ディスクも見つからない場合、ご利用のソ

フトウェアは RSLinx Classic Lite バージョンに変わります。

メモ：拡張ネットワークに接続されたシステムの場合、すべてのドライブでアクティベーショ
ン ファイルを検出するには時間がかかることがあります。CHECKDRIVES 環境を使用すると、

アクティベーション ファイルを検索するドライブを指定または限定したり、チェックする順序

を指定したりすることができます。ヘルプ > コピー保護 を選択し、アクティベーション ユー

ティリティのオンライン ヘルプ ファイルを参照してください。

RSLinx Classic をアクティブ化する方法

必要に応じて RSLinx Classic を次のいずれかからアクティブ化することができま

す。

ハードドライブ：アクティベーション キーはコンピュータのハードディスク内

に保存されています。RSLinx Classic を 1 台のコンピュータでのみ使用する場合

はこの方法で行います。インストール時に RSLinx Classic をアクティブ化した場

合、これがデフォルトの方法となっています。RSLinx Classic を別のコンピュー

タで実行する場合、アクティベーション キーをマスター ディスクに戻し、新し

いコンピュータのハードドライブへ移動してください。

ディスクドライブ：アクティベーション キーはフロッピーディスク ( アクティ

ベーション ディスク ) に保存されています。RSLinx Classic を複数のコンピュー

タで使用する場合、たとえば通常はデスクトップ コンピュータで RSLinx Classic 
を実行するが、時にはポータブル コンピュータなどでも実行する場合などに使

用する方法です。
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ネットワークドライブ：アクティベーション キーはネットワーク ドライブに保

存されています。ソフトウェアのライセンスを複数購入しており、複数のユー
ザーがネットワーク上でソフトウェアをアクティブ化できるようにするには、
この方法を使います。アクティベーションをネットワーク ドライブに移動する

方法については、オンライン ヘルプを参照してください ( オンライン ヘルプへ

のアクセスは、この章の「アクティベーションに関する詳細情報」をご覧くだ
さい )。

アクティベーション ファイルの保護

アクティベーション ファイルへのダメージを防ぐため、アクティベーション 
ファイルが保存されたハードドライブでは次の操作を実行しないでください。 

バックアップからのリストア
オペレーティング • システムの更新

ハードドライブの圧縮または解凍

デフラグ ユーティリティはアクティベーション ファイルに危害を加えません。

ハードドライブの構造を変更する可能性のあるユーティリティを実行する場合
は、必ずアクティベーションをハードドライブから移動してください。

1. アクティベーション移動ユーティリティ (EvMove) を使ってアクティベー

ション ファイルをハードドライブから別のアクティベーション ディスクに

移動します。

ハードドライブから EVMOVE.EXE を実行します ( インストール時にデフォ

ルトのディレクトリを使用していれば、保存先は C:\Program Files\Rockwell 
Software\RSUtil となります )。

2. ハードディスクの操作を実行します。

Norton Anti-Virus など一部のアンチウィルス ソフトウェア パッケージは、アクティベーション 
ファイルを破壊する可能性があります。このため、ウィルス ソフトウェアが EVRSI.SYS と 
386SWAP.PAR というファイルをチェックしないよう設定してください。

Rockwell Software 製品を実行中の場合は、アクティベーション移動ユーティリティを使用しな

いでください。EvMove ユーティリティを使用する前に、すべてのソフトウェア プログラムを

終了してください。
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3. アクティベーション ファイルをハードドライブに戻します。

アクティベーション ユーティリティの実行

アクティベーションの移動やリセットを行うためのユーティリティは EvMove 
および Reset と呼ばれます。Reset はアクティベーション ファイルが破損した場

合に使用します。EVMOVE.EXE と RESET.EXE ファイルはハードドライブにあ

ります ( インストール時にデフォルトを使用していれば、C:\Program Files\ 
Rockwell Software\RSUtil となります )。これらのプログラムを実行し、スタート 
> プログラム > Rockwell Software > ユーティリティ > アクティベーション移動 
または アクティベーション リセット を選択します。

よくある質問

以下はアクティベーションに関してよくある質問とその回答です。

アクティベーション ファイルが破損しました。どうすればいいですか ?

アクティベーション ファイルが破損したためにアクティベーションを失った場

合は、リセットする必要があります。Rockwell Software テクニカルサポート 
Web ページを参照するか、またはテクニカルサポートに電話をかけ、リセット 
コードの指示に従ってください。Web ページと電話番号は、いずれも本紙の中

表紙に記載されています。

リセット コードがすぐに見つからない場合は、次の方法でマスター ディスクを

使い、一時的にソフトウェアをアクティブ化することができます。

マスター ディスクを使ってソフトウェアをアクティブ化する方法

1. KEYDISK 環境を TRUE に設定します。( オンライン ヘルプを参照してくださ

い。)

2. マスター ディスクをフロッピードライブに挿入します。

3. 通常通りにソフトウェアを実行します。ソフトウェアはマスター ディスク内

のアクティベーションを検出します。

アクティベーション ファイルの移動には、必ず EvMove 移動ユーティリティを使用してくださ

い。アクティベーション ファイルをコピーしたり、移動したり、メール送信したりすると、

ファイルを破損する恐れがあります。
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ハードドライブからうっかりソフトウェア ディレクトリを削除してしまいまし

た。ROCKWELL SOFTWARE に電話をかけてアクティベーション ファイルを提供

してもらう必要がありますか ?

いいえ。プログラム ファイルを削除しても、アクティベーションは削除されま

せん。アクティベーション ファイルはプログラムのディレクトリには保存され

ておらず、ルート ディレクトリに保存されています。ハードドライブをフォー

マットしたり、ルート ディレクトリの隠れファイルを無断で改ざんしたり、ま

たは特殊なハードドライブの操作 ( 詳しくは本章の「アクティベーション ファ

イルの保護」をご覧ください ) を実行したりしなければ、アクティベーション 
ファイルは削除されません。

再度ソフトウェアを実行するには、ソフトウェアを再インストールしてくださ
い。ただし、アクティベーションは移動しないでください。

WINDOWS NT システムでアクティベーションを新しいフロッピーディスクに移

動できないのはなぜですか ?

これは、Windows NT がディスクの変更を許可していないためです。NT 以外の 
Windows オペレーティング • システムが使用できる場合は、Windows NT で使用

可能なディスクを作成することができます。Windows XP、2000、Me、98 の環境

では、フロッピーをフォーマットし、アクティベーション ファイルを移動する

ことができます ( また、アクティベーションをディスクに戻すこともできます

)。こうして作成したディスクを Windows NT のシステムに挿入し、アクティ

ベーションを移動することができます。

アクティベーションに関する詳細情報

オンライン ヘルプ (COPYPROT.HLP) では、以下の内容を始めとするアクティ

ベーションに関する詳細情報を提供しています。

KEYDISK：コンピュータがフロッピードライブでアクティベーションを検索す

るよう、この環境を設定します。

CHECKDRIVES：どのドライブでアクティベーションを検索するかを指定しま

す。

ネットワーク アクティベーション：アクティベーションをネットワーク サーバ

に移動し、複数のユーザーがアクティベーションにアクセスできるようにしま
す。

アクティベーションの移動：アクティベーションの移動に関する詳しい方法を
ご覧ください。
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アクティベーションのリセット：Reset ユーティリティを使って破損したアク

ティベーション ファイルを修復する方法について、詳細をご覧ください。

トラブルシューティング：エラーメッセージを確認し、問題処理の方法を検索
します。

オンライン ヘルプは以下の方法でアクセスできます。

EvMove または Reset ダイアログ ボックスの [ ヘルプ ] ボタンをクリック

RSLinx Classic のメインメニューから ヘルプ > コピー保護 を選択

RSLinx Classic またはアクティベーション ユーティリティを実行しない場合

は、Windows のスタート メニューから プログラム > Rockwell Software > 
ユーティリティ > アクティベーション ヘルプ を選択 ( インストール時にデ

フォルトのディレクトリを選択した場合 )
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FactoryTalk Security で RSLinx Classic

を保護する

FactoryTalk Security™ は、正当なニーズがあるユーザーのみにアクセスを制限す

ることで自動化システムの安全性を高めるためのシステムです。FactoryTalk 
Security はユーザー ID を認証し、ユーザーに対し FactoryTalk 対応システムへの

アクセスを許可します。これらのセキュリティ サービスは FactoryTalk Directory 
と完全に統合されており、FactoryTalk Services Platform の一部として多くの製品

にインストールされています。 

セキュリティ サービスの使用に関する詳細は、FactoryTalk Security のオンライ

ン ヘルプをご覧ください。

RSLinx Classic のセキュリティ設定方法

RSLinx Classic 2.52.00 (CPR 9) は RSSecurity への対応性に加えて、FactoryTalk 
Security もサポートしています。FactoryTalk Security™ は、正当なニーズがある

ユーザーのみにアクセスを限定することで自動化システムの安全性を高めるた
めのシステムです。FactoryTalk Security はユーザーの ID を認証し、FactoryTalk 
ディレクトリに保存された定義済みユーザー アカウントとアクセス権限に対し、

ユーザーの FactoryTalk 対応システムへのアクセス要求を照合し、許可します。 
FactoryTalk Security に関する詳細は、RSLinx Classic オンライン ヘルプの

「FactoryTalk Security について」のトピックをご覧ください。下表は、RSLinx 
Classic でサポートされている 2 つのセキュリティ メカニズム (FactoryTalk 
Security と RSSecurity) のいずれかを導入するために必要な手順を記載していま

す。
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目的 対処法

目的と現況

FactoryTalk Security を
使用

RSSecurity を使ってセ
キュリティ設定をしたこ
とがない

1. RSLinx Classic オプション ステップ インストール画面

から、 FactoryTalk Services Platform をインストールします。

(FactoryTalk Services Platform のインストール中に、

FactoryTalk ディレクトリを設定できます。)

2. スタート > プログラム > Rockwell Software > 
FactoryTalk Tools > RSSecurity Emulator から RSSecurity 
Emulator をインストールします。 

メモ：RSSecurity Emulator のインストール中、[FactoryTalk ディ

レクトリ ] 画面が表示されます ( 下図参照 )。ここでは、

RSSecurity Emulator を使用する FactoryTalk ディレクトリ ( ネッ

トワークまたはローカル ) を選択します。このステップでは、選

択するディレクトリを記録しておいてください。ステップ 5 で 
FactoryTalk ディレクトリにセキュリティ ポリシーを追加する場

合にこの情報が必要となります。

3. RSLinx Classic 要求ステップ インストール画面から 
RSLinx Classic を選択します。
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4. RSLinx Classic のインストール ウィザードを実行中、セ

キュリティ設定選択画面が表示されます。画面で [ セキュ

リティを有効にする ] を選択します。 

目的 対処法
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5. [ 次へ ] をクリックして RSLinx Classic のインストール

を完了します。

6. スタート > プログラム > Rockwell Software > 
FactoryTalk Administration Console から FactoryTalk 
Administration Console を開き、ユーザー アカウントを追加

し、RSLinx Classic の安全を確保するためのセキュリティ

を設定してください。

メモ：

ユーザー アカウントの追加方法に関する詳細は、 FactoryTalk 
Administration Console ヘルプの「ユーザー アカウントの追加」

トピックをご覧ください。場所は FactoryTalk 対応システムの管

理 > セキュリティのログオンと設定 > セキュリティの設定 > 使用

法 > ユーザー アカウントの使い方 > ユーザー アカウントの追加 
にあります。

RSLinx Classic の安全機能に関する詳細は、FactoryTalk 
Security ヘルプの「安全な製品機能」トピックをご覧ください。

場所は セキュリティ設定 > 使用法 > 製品ポリシーのセットアップ 
> 安全な製品機能 にあります。

RSLinx Classic の保護機能に関する詳細は、RSLinx Classiic 
オンライン ヘルプの「RSLinx Classic で保護できるものは何です

か ?」をご覧ください。場所は 使用法 > FactoryTalk で RSLinx 
Classic を保護する > RSLinx Classic で保護できるものは何です

か ? にあります。

7. スタート > プログラム > Rockwell Software > RSLinx > 
RSLinx Classic から [RSLinx Classic] を開き、メイン メ
ニューから セキュリティ > セキュリティ ユーザーの設定 
を選択してください。[ 新しいユーザー ] のダイアログ 
ボックスで、ステップ 6 の FactoryTalk Administration 
Console で作成したユーザー名とパスワードを入力し、

[OK] をクリックします。

メモ：RSLinx Classic の機能に対するアクセス権は、FactoryTalk 
Administration Console で設定された許可により管理されていま

す。RSLinx Classic の 13 のセキュリティ機能を除き、一部の機

能が使えない可能性があります ( たとえば、ステップ 7 で入力し

たユーザーに適切な許可がない場合があります )。 

これで RSLinx Classic のセキュリティ設定は完了です。

目的 対処法
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目的と現況

FactoryTalk Security を
使用

既存の RSSecurity 設定
を FactoryTalk ディレクト
リへインポートする

1.  RSLinx Classic オプション ステップ インストール画面

から、FactoryTalk Services Platform をインストールします。

(FactoryTalk Services Platform のインストール中に、

FactoryTalk ディレクトリを設定できます。)

2. スタート > プログラム > Rockwell Software > Security 
Server Network Edition > Security Config Explorer を選択

し、[ セキュリティ設定エクスプローラ ] を実行します。

3. RSSecurity 設定 (*.bak) ファイルを見つけ、ファイル > 
エクスポート を選択して *.bak ファイルのバックアップを

取ります。

4. セキュリティ設定エクスプローラを終了します。

5. スタート > 設定 > コントロール パネル > プログラムの

追加と削除 を選択し、RSSecurity サーバ / クライアント (
いずれかシステムにインストールされている方 ) をアンイ

ンストールします。

6. スタート > プログラム > Rockwell Software > 
FactoryTalk Tools > RSSecurity Emulator から RSSecurity 
Emulator をインストールします。 

メモ：RSSecurity Emulator のインストール中、[FactoryTalk ディ

レクトリ ] 画面が表示されます ( 下図参照 )。ここでは、

RSSecurity Emulator を使用する FactoryTalk ディレクトリ ( ネッ

トワークまたはローカル ) を選択します。このステップでは、選

択するディレクトリを記録しておいてください。ステップ 10 で 
FactoryTalk ディレクトリに .bak ファイルをインポートする際に

この情報が必要となります。

目的 対処法
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7. RSLinx Classic 要求ステップ インストール画面から 
RSLinx Classic を選択します。

8. RSLinx Classic のインストール ウィザードを実行中、セ

キュリティ設定選択画面が表示されます。画面で [ セキュ

リティを有効にする ] を選択しますが、[FactoryTalk ディ

レクトリにセキュリティ ポリシーを追加する ] は選択し

ないでください。

9. [ 次へ ] をクリックしてインストールを続けます。

10. スタート > プログラム > Rockwell Software > 
FactoryTalk Tools > Import RSSecurity Configuration から 
RSSecurity サーバ データベースをインポートします。 

メモ：RSSecurity 設定のインポート ユーティリティを実行して

いる間、[FactoryTalk Security インポート ] というダイアログ 
ボックスが表示されます ( 下図参照 )。このダイアログ ボックス

の [ 保存先 ] リストで、.bak ファイルを必ず Emulator がインス

トールされているディレクトリにインポートしてください ( ス
テップ 7 参照 )。( 保存先 フィールドでデフォルトのオプションを

選択すると、ファイルは ‘Network’ ディレクトリに保存されます。
)

目的 対処法
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11. RSLinx Classic を開き、メインメニューから セキュリ

ティ > セキュリティ ユーザーの設定 を選択します。[ 新
しいユーザー ] のダイアログ ボックスで 新しいユーザー

名 ( ドメイン名 \ ユーザー名 ) と RSSecurity ユーザーのパ

スワードを入力します。 

メモ：古い RSSecurity 設定に存在していたユーザーのユーザー

名が分からない場合は、以下の手順に従います。

a. スタート > プログラム > Rockwell Software > 
FactoryTalk Administration Console から FactoryTalk 
Administration Console を起動します。

b. エクスプローラの画面で、FactoryTalk の ‘Local’ および 
‘Network’ ディレクトリのツリーを展開し、‘Users’ フォル

ダが表示されるまで ‘Systems’ フォルダを展開します。 

c. 'Users' フォルダでユーザー名 ( 例： na\Bob) に関連付け

られたドメインを持つユーザーは RSSecurity ユーザーで

す。

メモ：RSLinx Classic の機能に対するアクセス権は、セキュリ

ティ サーバで設定された許可により管理されています。RSLinx 
Classic の 13 のセキュリティ機能を除き、一部の機能が使えない

可能性があります ( たとえば、ステップ 11 で入力したユーザーに

適切な許可がない場合があります )。 

これで RSLinx Classic のセキュリティ設定は完了です。

目的 対処法
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RSLinx Classic で保護できるものは何ですか ?

下表は RSLinx Classic へのアクセスを制限する機能について説明しています。た

とえば、自動化システムが実行中にダウンしてしまうことを防ぐため、RSLinx 
Classic サービスをシャットダウンする機能の使用を小規模グループのユーザー

に限定することができます。

メモ：RSLinx Classic のセキュリティ設定手順において Network Directory を選択した場合、以
下の機能を制限するためには、FactoryTalk Security を使用する必要があります。詳しくは、お
近くの Rockwell Automation 販売店にお問い合わせください。

制限できる機能 詳細

DDE/OPC イベント ログの

消去

DDE/OPC 互換プログラムで RSLinx Classic を実行中に記録

された、すべての DDE/OPC エラー メッセージ情報を表示し

ます。

CIP オプションの設定 CIP プロトコルを使用する PCCC 要求がどのようにネット

ワークに送信されるかを管理します。

クライアント アプリケー

ションの設定

設定済みの RSLinx Classic 実行ドライバを従来の 
INTERCHANGE C API にマッピングし、さらに仮想リンク未

承認メッセージ モデルのクライアント アプリケーションで

使用する RSLinx Classic で維持された仮想ネットワークのリ

ンク指示子を表示します。

ControlLogix ゲートウェイ

の設定

ControlLogix ゲートウェイのモジュールに関する情報を提供

します。

DDE/OPC トピックの設定 DDE/OPC トピックを設定します。

ドライバとショートカット
の設定

RSLinx Classic が PLC と通信するためのドライバとショート

カットを設定 ( 追加、編集、または削除 ) し、さらに特定の

ネットワークへのクイック アクセスを提供します。

ゲートウェイの設定 RSLinx Classic Gateway への RSLinx を確立します。

ネットワーク プロパティ

の設定

ネットワーク プロパティを設定することができます。

DDE/OPC プロジェクトの

編集

DDE/OPC プロジェクトを編集することができます。

オプションの編集 [ 全般 ] と [DDE] タブの含まれるオプション ダイアログ ボッ

クスを表示します。



B • FACTORYTALK SECURITY で RSLINX CLASSIC を保護する      

49

•  •  •  •  •

B • Placeholder

RSLinx Classic と FactoryTalk Security を併用する場合の留意事項

RSLinx Classic と FactoryTalk Security を併用する場合は、以下の点に留意してく

ださい。

ネットワーク / ローカル ディレクトリ

FactoryTalk Services Platform は、2 つの完全に分かれた、独立した FactoryTalk 
ディレクトリをインストールすることができます。ローカル ディレクトリと

ネットワーク ディレクトリです。安全性を維持するためのユーザー アカウン

ト、パスワード、セキュリティ許可は完全に別々であり、ネットワーク ディレ

クトリとローカル ディレクトリの間でこれらを共有することはできません。こ

れらのアイテムをいずれか片方のディレクトリで設定した場合でも、もう片方
では設定されません。同じように、片方のディレクトリでユーザー アカウント

のパスワードを変更しても、もう片方のディレクトリで自動的にパスワードが
変更されることはありません。両方のディレクトリが同じ名前の場合も同様で
す。

RSLinx Classic を 2 つのディレクトリのうちいずれか片方で作動するよう設定す

る場合は、以下のことに留意してください。

RSLinx Classic のセキュリティ ポリシーと RSSecrity Emulator を同じディレク

トリにインストールする必要があります ( ローカルまたはネットワークのい

ずれか )。
ネットワークディレクトリで使用するために RSLinx Classic を設定した場合、

FactoryTalk Security を使用してネットワーク上の中央化セキュリティを管理

する必要があります。

ローカル ディレクトリで RSLinx Classic が作動するよう設定し、FactoryTalk 
Security を使用したい場合、1 台のコンピュータでのみ安全管理を行うことが

できます。 

ステーション診断カウンタ
のリセット

ステーション診断画面のカウンタをクリアします。  

シャットダウン RSLinx Classic をシャットダウンします。

NT イベント ログの表示 RSLinx Classic ドライバの開始や停止など、重要なシステム

上のイベントを記録します。
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ネットワーク ツリーのリセット

RSLinx Classic を再インストールすると、ネットワークやデバイス用に設定した

すべてのセキュリティ設定が失われます。これらのセキュリティ設定を、ネッ
トワークおよびデバイス ツリー、または RSWho で再定義する必要があります。

詳しくは、FactoryTalk Security ヘルプの [ ネットワークとデバイスが正しく表示

されない ] トピックをご覧ください。場所は セキュリティの設定 > セキュリ

ティのトラブルシューティング > ネットワークとデバイスが正しく表示されな

い にあります。

その他

FactoryTalk Security について、次のことを考慮してください。

RSLinx Classic のインストール時に「セキュリティを有効にする」を選択し

なかったものの、現在はセキュリティを有効化したいという方は、RSLinx 
Classic をアンインストールし、再インストールする必要があります。

RSLinx Classic に入るたびに、[ セキュリティの設定 ] ダイアログ ボックス ( セ
キュリティ > セキュリティ ユーザーの設定 からアクセス ) の [ 現在のセキュ

リティ ユーザー ] テキスト ボックスに表示されるユーザー名が正しいかどう

か確認してください。正しい場合は、新しいユーザー名とパスワードを入力
し、[OK] をクリックしてください。
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用語集

アクティベーション ディスク — アクティベーション ファイルを含むディスク  
( フロッピーまたはハードディスク ) を指します。アクティベーション ディスク

は、ソフトウェアのアクティベーションに使用します。キー ディスク ( マス

ター ディスク ) とは異なり、ソフトウェアをアクティブ化するには、アクティ

ベーション ディスクに少なくとも 1 つのソフトウェア ライセンスが含まれてい

る必要があります。

アクティベーション ファイル — 非表示の読取専用システムファイルで、

Rockwell Software 製品を 「アクティブ化」 します。システムに正しいアクティ

ベーション ファイルがなければ、ソフトウェアを起動することはできません。

アクティベーション キー — アクティベーション ファイルには、アクティベー

ション キーのデータベースが含まれます。各キーは特定の製品に対して有効で

あり、この製品を実行するには、ローカルまたはリモート ドライブからこの

キーにアクセスできる必要があります。

ドライバ — RSLinx Classic とプロセッサの間の通信のために使われる、ハード

ウェア デバイスに対するソフトウェア インターフェースです。

ダイナミック データ交換 (DDE)  — 相互通信の形式です。DDE 対応の 2 つ以上

のプログラムが同時に実行しているとき、プログラム同士の間で情報やコマン
ド交換が可能です。

キー ディスク — ディスクにライセンスが含まれない場合でも、ソフトウェアを

アクティブ化することができるフロッピー ディスクです。マスター ディスクは

唯一のキー ディスクです。これは、ディスク内に少なくとも 1 つのライセンス

が含まれている必要があるアクティベーション ディスクとは異なります。

ライセンス — ソフトウェアの指定されたインスタンス数を使用する許可です。

製品のアクティベーション キーには、購入したソフトウェアの各部数に対する

ライセンスが含まれています。たとえば、RSLinx Classic を 7 部お買い上げの場

合、マスター ディスクの RSLinx Classic キーには 7 つの RSLinx Classic 「ライセ

ンス」 が含まれます。このため、RSLinx Classie のアクティベーション ファイル

を 7 ヶ所の異なるコンピュータへ移動することができます。

リンク — 2 つ、または複数のステーション間で、複数のチャンネルに対し確立

されたデータ パスです。DDE リンクにはホット、ワーム、、コールドの 3 つの

タイプがあります。
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マスター ディスク — このディスクはソフトウェアに付属しています。このディ

スクには、ソフトウェアを実行するための 「アクティベーション ファイル」 の
キー データベースが含まれます。マスター ディスクは安全な場所に保管してく

ださい。アクティベーション ファイルが破損すると、マスター ディスクを使っ

てしかこのソフトウェアを実行できなくなります ( アクティベーションがリセッ

トされるまでの間に限ります )。

OPC — OLE 技術を使用してクライアントとサーバーの間の通信やデータ公庫案

を可能にする産業標準のメカニズムを提供します。

パケット — ネットワーク層において交換される転送ユニットです。

ポーク — DDE の書き込みバージョンです。

読み取り — ある場所 ( メモリ、出力、その他のステーションなど ) からデータ

を取得することを指します。

トピック — プロセッサへのパスを示します。

書き込み — ある場所 ( メモリ、出力、その他のステーションなど ) へデータを

書き込むことを指します。
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