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2     Micro800 リモート LCD
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。 詳し くは、 Pub. No. 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 http://rockwellautomation.com/literature からオンラインで入手可能 ) を参照して く

ださい。このガイ ド ラインには、ソリ ッ ドステート機器とハード配線された電気機械的機器との重要な相違点が
記載されています。 これらの相違点のみならず、 ソ リ ッ ドステート機器は多用途に使われれるため、 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十分に確認して 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。
本マニュアルで示す図表やプログラム例は本文を簡単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。
本マニュアル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。
書面による当社の許可がない限り、本マニュアルに記載されている内容の全部または一部を複製することは禁止
されています。
本マニュアルを通じて、 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。

警告 ：本書内の 「警告」 は、 人体に傷害を加えうる事項、 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、 人体に傷害を加えうる事項、 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。 注意を引く ことによって、
危険の認識、 危険の回避、 さらに二次的に発生し うる損害の把握を促します。

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ド ライブやモータなど
の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ド ライブや
モータなどの装置の上または内部にラベルを貼っています。

重要 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。
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環境とエンクロージャ

静電防止対策

注意 ： この機器は、 過電圧カテゴリ II アプリケーシ ョ ン (IEC 60664-1 で定

義 )、 高度 2000m (6562 フ ィート ) までディ レーテ ィングなしで、 汚染度 2
の産業環境で使用することを意図しています。

この機器は、 居住環境で使用することを意図していないため、 そのよう

な環境の無線通信サービスに対して適切な保護を行なう ことができない

場合があります。

本機器は 「開放型」 装置と して出荷されています。 発生する特殊な環境

条件に合わせて、 帯電部への接触による人体への危険を防ぐように適切

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。 このエンク

ロージャは適切な難燃性を持ち、 火炎の広がりを防ぐか最小限に抑える

もので、 非金属製の場合は火炎伝播率が 5VA またはアプリケーシ ョ ンに

認可済みであることが必要です。 何らかの工具を使用しなければ、 エン

クロージャの内部にアクセスできないような構造が必要です。 本書の以

降のセクシ ョ ンには、 特定の製品安全性認定に準拠するために必要な具

体的なエンクロージャの定格について詳し く説明します。

本書の他に、 以下の資料も合わせてお読みください。

• 詳しい取付け要件については、『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。

• 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 250 や IEC 60529 を参照して ください。

注意 ： この機器は静電気に敏感であるため、 静電気によって内部損傷を

起こし、 正常な動作に影響を及ぼす場合があります。 この機器を取り扱

う場合には、 以下の静電防止対策が必要になります。

• 接地されている物体に触って、 静電気を放電すること。

• 認可されている接地用リストス ト ラ ップを着用すること。

• コンポーネン トボード上のコネクタやピンに触れないで ください。

• 機器内部の回路部品に触れないで ください。

• 可能な場合は、 静電防止ワークステーシ ョ ンを使用して ください。

• 使用しないときは、 機器を適切な静電防止袋に入れて保管して くだ

さい。
Publication 2080-IN010A-JA-P – December 2013
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北米における危険な領域に関する規格

以下のモジュールは、 North American Hazardous Location ( 北米における危険な領域 ) によ

る認可を受けています ： 2080-REMLCD 

The following information applies when 
operating this equipment in hazardous 
locations:

本装置を危険な領域で操作する場合に、
以下の情報が適用されます。

Products marked "CL I, DIV 2, GP A, B, C, D" are 
suitable for use in Class I Division 2 Groups A, B, 
C, D, Hazardous Locations and nonhazardous 
locations only.Each product is supplied with 
markings on the rating nameplate indicating the 
hazardous location temperature code.When 
combining products within a system, the most 
adverse temperature code (lowest "T" number) 
may be used to help determine the overall 
temperature code of the system.Combinations of 
equipment in your system are subject to 
investigation by the local Authority Having 
Jurisdiction at the time of installation.

“CL I、 DIV 2、 GP A、 B、 C、 D” とマークさ
れている製品は、 クラス I、 ディ ビジ ョ ン
2、 グループ A、 B、 C、 D の危険な領域お
よび危険ではない領域での使用にのみ適
しています。 各製品は定格銘板にマーキ
ングされたように出荷されており、 危険
な領域の温度コードを示しています。 シ
ステム内で製品を組み合わせる場合、 最
も厳しい温度コード ( 最低の ”T” 番号 ) を
使用すると、 システム全体の温度コード
を判別するのに役立ちます。 システムで
の機器の組み合わせによっては、 取付け
時に各地域の管轄機関による検査を受け
る必要があります。

WARNING:EXPLOSION HAZARD
• Do not disconnect equipment unless 

power has been removed or the area 
is known to be nonhazardous.

• Do not disconnect connections to 
this equipment unless power has 
been removed or the area is known 
to be nonhazardous.Secure any 
external connections that mate to 
this equipment by using screws, 
sliding latches, threaded connectors, 
or other means provided with this 
product.

• Substitution of any component may 
impair suitability for Class I, 
Division 2.

• If this product contains batteries, 
they must only be changed in an 
area known to be nonhazardous.

警告 ： 爆発の危険性
• 電源を切断するか、または領域

が危険でないとわかるまでは、

装置を切り離さないで く だ

さい。

• 電源を切断するか、 または領域

が危険でないとわかるまでは、

コネクタを切り離さないで く だ

さい。この製品に付属するねじ、

スライディ ングラ ッチ、 ねじ式

のコネクタ、 または他の方法を

使用して、 外部接続を固定して

ください。

• コ ンポーネン ト を置き換える

と、 クラス I, ディ ビジ ョ ン 2 へ

の適合性を損なう可能性があり

ます。

• 製品にバッテリが含まれている

場合は、 領域が危険でないとわ

かったときにのみバッテリを交

換して ください。
Publication 2080-IN010A-JA-P – December 2013
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• すべてのコネクタがしっかり固定されており、 漏れ防止のシールが配管

接続部に適切に装着されていること、 IP エンクロージャタイプの要件が

維持されていることを確認して ください。

• USB ポートは一時的なローカルでのプログラ ミングのみを目的としてお

り、 永続的な接続を目的とはしていません。

• USB ケーブルは、 3.0m (9.84 フ ィート ) 以下の長さで、 ハブを含んではな

りません。

• RS232 ケーブルと電源ケーブルは、 3.0m (9.84 フ ィート ) を超えてはなり

ません。

• モジュールは直射日光が当たる場所で保管しないで ください。 日光に長

時間曝されると、 LCD が劣化する可能性があります。

• IP65 定格を維持するには、 USB キャップを装着する必要があります。

• モジュールまたはこのケーブルの相手側のシリアルデバイスに電源が投

入されている状態で、 RS232 ケーブルを接続または切断すると、 アーク

放電が発生することがあります。 危険な領域での取付けは、 爆発につな

がる可能性があります。

電源が投入されておらず、 危険な領域でないことを確認してから作業し

て ください。

• ネッ トワーク上のこのモジュールまたは何らかのデバイスに電源が投入

された状態で通信ケーブルを接続または切断すると、 アーク放電が発生

する場合があります。 危険な領域での取付けは、 爆発につながる可能性

があります。

作業を進める前に電源を切断し、 作業場所が安全であることを確認して

く ださい。
Publication 2080-IN010A-JA-P – December 2013
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参考資料

マニュアルの入手方法は以下の通りです。

• インターネッ トから電子版をダウンロードする ：

http://rockwellautomation.com/literature

• 最寄りの当社または当社代理店に連絡して印刷版を購入する。

• クラス I、ディ ビジ ョ ン 2 の危険な領域で使用する場合は、該当する電気

工事規定に準拠した適切な配線方法に従い、 本機器を適切なエンクロー

ジャに収容して設置する必要があります。

• USB ポートは一時的なローカルでのプログラ ミングのみを目的としてお

り、 永続的な接続を目的とはしていません。 このモジュールまたは USB
ネッ トワーク上の任意のデバイスに電源が投入されている状態で、 USB
ケーブルを接続または切断すると、 アーク放電が発生することがありま

す。 危険な領域での取付けは、 爆発につながる可能性があります。

電源が投入されておらず、 危険な領域でないことを確認してから作業し

て ください。

• ライン電圧に直接接続しないで く ださい。 ライン電圧は、 適切な認定さ

れた絶縁ト ランスか、 または短絡容量が 100 VA 最大相当量を超えない電

源によって供給する必要があります。

• 危険な領域では USB ポート を使用しないで ください。

マニュアル名 説明
Micro820 20-point Programmable Controllers 
User Manual (Pub.No. 2080-UM005)

Micro820 プログラマブルコン ト ローラの設置および使用方法

について詳し く説明しています。

Micro800 Plug-in Modules and Accessories 
User Manual (Pub.No. 2080-UM004)

さまざまな Micro800 プラグイン式モジュールとアクセサリの

取付けおよび配線方法の詳細。

Micro820 Programmable Controllers 
Installation Instructions (Micro820 プログラ

マブルコン トローラ  インストレーション

インスト ラクシ ョ ン ) (Pub.No. 
2080-IN009)

Micro820 プログラマブルコン ト ローラの取付け方法の詳細。

Micro800 AC Power Supply Installation 
Instructions (Pub.No. 2080-IN001)

オプシ ョ ンの AC 電源の配線および設置に関する情報を記載

しています。

Industrial Automation Wiring and Grounding 
Guidelines ( 接地および配線に関する

ガイ ド ライン ) (Pub.No. 1770-4.1)

正しい配線および接地方法の詳しい説明を記載しています。
Publication 2080-IN010A-JA-P – December 2013

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2080-um005_-en-e.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2080-um004_-en-e.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/2080-in009_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/2080-in001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1770-in041_-ja-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com
http://literature.rockwellautomation.com
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概要

Micro800™ リモート LCD は、 Micro800 コン ト ローラで IP アドレスなどを設定できるシン

プルな IP65 テキス ト表示のインターフェイスです。 これは Micro820 コン ト ローラのアク

セサリです。

リモート LCD は、 RS232 ポート を使用してコン ト ローラに接続できます。 フロン トパネ

ル、 またはコン ト ロールと同じ DIN レールに取付けるこ とができます。

Micro800 リモート LCD の概要     

2080-REMLCD の説明

説明 説明

1 ロゴ(1)

(1) このモジュールには、 Allen-Bradley のステッカーラベルが同梱されていますが、 独自の製品ロ

ゴを使用してスペースをカスタマイズできます。ロゴ用の範囲とステッカーラベルの寸法は以

下の通りです。 

6 DIN レールラッチ

2 ディスプレイ画面 7 USB ポート

3 ファンクシ ョ ンキー 8 RS232 ポート

4 矢印キー 9 DC24V 電源ポート

5 ESC キーと OK キー

OK

ESC

F4 F5

F1 F2 F3

F6
MENU

3 4 5 6 7

1

6 8

前面 背面

9

2

37

5

1

ステッカーラベル

36.70

4.70

ステッカを貼る範囲

測定値の単位は、 mm です。
Publication 2080-IN010A-JA-P – December 2013
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モジュールの寸法  

 

注意 ： 2080-REMLCD モジュールと接続される RS232 および DC24V
電源ケーブルの長さは、3 m (9.84フ ィート )を超えてはなりません。

Cat. No. 高さ (a) 幅 (b) 奥行き (c)

2080-REMLCD 97mm (3.82 インチ ) 130 (5.11 インチ ) 35.5 (1.40 インチ )

OK

ESC

F4 F5

F1 F2 F3

F6
MENU

46258

RS232 および DC24V 電源ケーブル接続は、

3 m を超えてはなりません。

Micro820
コン ト ローラ

Micro800
REMLCD電源

OK

ESC

F4 F5

F1 F2 F3

F6
MENU

a

b c
Publication 2080-IN010A-JA-P – December 2013
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部品リスト

Micro800 リモート LCD モジュールには、 以下のアイテムが同梱されています。

• Allen-Bradley のステッカーラベル

• パネル取付け用のク ランプアクセサリ (4 個 )

• 製品情報 (Pub. No. 2080-PC002)

Micro800 リモート LCD の取付け

フロン トパネルから リモート LCD を取付ける前に、最小取付け間隔、パネルガイ ド ラ イン、

パネルカッ ト アウ ト寸法、 製品寸法を確認して ください。

最低限の間隔

エンクロージャの外壁、電線路、隣接する装置の間は一定の間隔を保ってください。十分な

換気を確保するため、周囲には 50.8mm (2.0 インチ ) の間隔を空けてください。オプシ ョ ン

のアクセサリ / モジュールをオプシ ョ ンの電源 (2080-PS120-240VAC など ) に接続する場合

は、オプシ ョ ンの部品を取付けた後、周囲に 50.8 mm (2.0 インチ ) の間隔があるこ とを確認

してください。

エンク ロージャ内のモジュールの周囲に、換気およびケーブル配線のための間隔を十分に確

保するこ とを検討して ください。エンク ロージャ内の他のデバイスから発生する熱を考慮し

て ください。 モジュールの周囲温度は -20 ～ 50 ℃ (-4 ～ 122°F) の範囲内でなければなり ま

せん。

重要 ほとんどのアプリケーシ ョ ンで、電気的干渉と環境暴露の影響を

減らすために、 産業用エンクロージャを取付ける必要がありま

す。電気系統、負荷線のほか、ハード接点スイッチ、 リレー、 AC
モータ駆動装置などの電子ノ イズのその他のソースからできる

限り離して設置して ください。適切な接地のガイドラインの詳細

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。

ヒン ト
ケーブルの接続と挿入作業を行なうための最低限の間隔が十分確保されてい

ることを確認して ください。ユニッ トの背面にある USB ホストポート を使用す

る場合は、 さらに間隔を空けることを検討して ください。
Publication 2080-IN010A-JA-P – December 2013
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パネルのガイドライン

埃や水に対する十分な保護と適切なサポート を提供するには、サポート用のパネルには少な

く と も 16 ゲージ必要です。十分な保護と NEMA/IP タイプ定格を維持するため、パネル表

面は平らで欠陥のない状態でなければなり ません。

パネルカッ トアウト寸法

この取付け方法の説明の最後にあるパネルカッ ト アウ トのテンプレートは印刷できるよ う

になっています。 以下の表に、 パネルカッ ト アウ ト寸法を示します。         

モジュールの取付け

Micro800 リモート LCD を取付ける方法は、以下のセクシ ョ ンに示すよ うに 2 つあ り ます。

• パネルへのモジュールの取付け

• DIN レールへのモジュールの取付け

Cat. No. 概算の高さ、 単位は mm ( インチ ) 概算の幅、 単位は mm ( インチ )

2080-REMLCD 88.5 ± 0.5 (3.48 ± 0.02) 121.5 ± 0.5 (4.78 ± 0.02)

注意： パネルカッ トアウト を作成する前に、パネルからすべての
電源を切断して ください。

• パネルカッ ト アウトの周囲に障害物がないことを確認して く だ

さい。

• パネルにすでに取付けられているコンポーネン トに金属の切削

が入り込まないように注意して ください。

• 上記の指示に従わないと、人体に危険が及んだりパネルコンポー

ネン トが損傷することがあります。

警告： このモジュールまたはケーブルの相手側の RS232 デバイス

に電源が投入されている状態で、 RS232 ケーブルを接続または切

断すると、 アーク放電が発生することがあります。 その結果、 危
険な領域で爆発が起きる可能性があります。
電源が投入されておらず、危険な領域でないことを確認してから
作業して ください。

警告： クラス I、ディ ビジ ョ ン 2 の危険な領域で使用する場合は、

該当する電気工事規定に準拠した適切な配線方法に従い、本機器
を適切なエンクロージャに収容して設置する必要があります。
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パネルへのモジュールの取付け

Micro800 リモート LCD は、 フロン トパネルに簡単に取付けるこ とができます。 モジュー

ルに同梱されているク ランプアクセサリ を使用して取付けます。  

   

測定単位は mm ( インチ ) です。

130 (5.11)

120.7 (4.75)

130
(3.81)

87.7
(3.45)

クランプ

取付けねじ

ガスケッ ト

パネルの厚み ： 1 ～ 5

35 ( 最大 )

パネル

注 ： REMLCD モジュールは、 フロン トパ

ネルからのみ取付けることができます。
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12     Micro800 リモート LCD
以下の手順に従って、 フロン トパネルから リモート LCD を取付けます。

1. シーリングガスケッ トがモジュールに適切に装着されているこ とを確認してください。

このガスケッ トは、 圧縮形式のシールを形成します。 シーリ ング材は使用しないで

ください。

2. パネルカッ ト アウ トにモジュールを配置します。  

3. ユニッ ト をパネルに配置した後は、防水防塵性を維持するために、取付けねじは 0.5 ～

0.6Nm (4.42 ～ 5.31 ポンド インチ ) のトルクで均等に締め付けます。パネルが汚れて

いないこ と と、ユニッ ト を保持するのに十分な強度があるこ とを確認してください。 

重要 パネル取付け時のモジュールの温度は、0 °C (32 °F) よりも高く な

ければなりません。

OK

ESCF4 F5

F1 F2 F3

F6
MENU USB

OK

ESCF4 F5

F1 F2 F3

F6
MENU USB

モジュールには、 Allen-Bradley のロゴステッカー (36.70 x
4.70mm) が同梱されています。 独自の製品ロゴを使用し

てこのスペースをカスタマイズすることもできます。

46251

上面図

側面図

パネル

46252

クランプアクセサリ
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DIN レールへのモジュールの取付け

モジュールの取付けに使用できる DIN レールは、 35 x 7.5mm および 35 x 15mm (EN 50 022 -
35 x 7.5 および EN 50 022 - 35 x 15) です。

モジュールを取付けるこ とができる DIN レールは、 コン ト ローラ と同じです。 

DIN レールにモジュールを取付ける前に、 マイナス ド ラ イバーを使用して、 DIN レール

ラ ッチをラ ッチ解除位置まで下方に動かします。

1. Micro800 リ モート LCD モジュールの DIN レール取付け領域の上部を DIN レール

に引っ掛けて、その下部をモジュールが DIN レールにカチッ と音がしてはまるまで

押し込みます。

2. DIN レールラ ッチをラ ッチ位置に押し戻します。

DIN レールからモジュールを取り外すには、 DIN レールラ ッチをラ ッチ解除位置まで下方

に動かし、 モジュールをゆっ く り とレールの下部から取り外します。

重要 パネルに端子を差し込むときは、LCD ディスプレイを強く押し込

まないで ください。 ディスプレイが損傷する可能性があります。

注意 ： 指示に従って、 適切な密閉性を提供し、 デバイスへの
損傷を防止して く ださい。 当社では、 不適切な取付けが原因
で起こる、 水または化学薬品による端子やエンクロージャ内
の他の装置の損傷に関して責任を負いかねます。

OK

ESC

F4 F5

F1 F2 F3

F6

MENU

USB

46253

97 (3.82)

130 (5.12) 35.5 (1.40)

測定単位は mm ( インチ ) です。
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14     Micro800 リモート LCD
電源の接続

Micro800 リモート LCD は、 DC24V 電源に接続します。 モジュールの電力定格について

は、 18 ページの 「仕様」 を参照してください。

内蔵されている非絶縁電源を DC+ および DC 接続の逆極性から保護します。       

入力電源端子台の配線の仕様

入力電源端子台は、 以下のワイヤサイズをサポート しています。       

以下の手順に従って、 電源を接続してください。

1. 端子が電源に接続されていないこ とを確認します。

2. DC24V 電源ワイヤをしっかり固定します。

注意 ： DC+ 電源または DC- 電源を機能アース端子に接続する

と、 デバイスが損傷する可能性があります。 非絶縁ポート を
使用して他の装置に接続されている状態で、DC+ 電源を DC- 入
力に誤って配線すると、 グラウンドループ電流が発生し、
デバイスが損傷する場合があります。

警告 ： 端子ねじ トルクより 30 ℃ (86°F) 高い温度に適した電源

ワイヤを使用して ください。

警告： 電源が入っている状態で配線の接続や切断を行なう と、
アーク放電が発生することがあります。 その結果、 危険な領
域で爆発が起きる可能性があります。 電源が投入されておら
ず、危険な領域でないことを確認してから作業して ください。

ワイヤのタイプ デュアルワイヤ

ゲージ(1)

(1) 端子ごとに最大 2 本のワイヤ。

シングルワイヤ

ゲージ

端子ねじの締付け

トルク

より線または
単線

Cu 90 °C
(194 °F)

0.14 ～ 0.75mm2

(26 ～ 18 AWG)
0.14 ～ 1.5mm2

(26 ～ 16 AWG)
0.5 ～ 0.6Nm
(4.42 ～ 5.31 ポンド
インチ )

注意 ： コンポーネン トの取付けまたは交換を行なう場合は、 すべ
ての電源を切断して く ださい。 電源を切断しないと、 感電やモ
ジュールの損傷が発生することがあります。
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3. 機能アース線を端子台の機能アース端子ねじにしっかり と固定します。

4. 端子に DC24V 電源を印加します。

モジュールの接地

電子機器の接地に最適な方法は、他の高電力システムから距離を離して接地し、 1 点接地で

電子装置の複数のユニッ ト を接地するこ とです。 例えば、 Micro820 コン ト ローラは同じ接

地ポート上のリモート  LCD に接続します。

接地のマークが付いている端子 ( 以下の図を参照 ) は、 ユニッ トに接続します。 

  

機能アース端子の配線には、 最低限のワイヤゲージが必要です。

重要 塗装されたねじや、 振動する場所への接地など、 不安定なイン

ピーダンスのある接地は使用しないで ください。

注意： 機能アースは必ず接地して ください。 この接続は、 CE マー

ク準拠に対する欧州連合 (EU) EMC 指令の耐ノイズ性、 信用性、

および電磁適合性 (EMC) において必要とされています。

FE 記号 ワイヤのタイプ ワイヤゲージ 端子ねじの締め付けトルク

より線また
は単線

Cu 90 °C
(194 °F)

0.5mm2(20 AWG) 0.5 ～ 0.6 Nm
(4.42 ～ 5.31 ポンドインチ )

+ -

DC+
DC24V

DC- アース
Publication 2080-IN010A-JA-P – December 2013



16     Micro800 リモート LCD
RS232 ポート

RS232 ポート インターフェイスは、 Micro800 リモート LCD と Micro800 コン ト ローラの通

信を可能にします。RS232 アプリケーシ ョ ン向けに設計された Belden #9608 ( または同等の )
シールドの 3 芯ケーブルを使用する必要があ り ます。 以下の図に、 REMLCD 上の RS232
ポート端子台のピン割付けを示します。

RS232 シリアルポート端子台    

USB ポート

Micro800 リモート LCD 端子には USB ポートが付属しており、 これを使用してプロジェク

ト をコン ト ローラにダウンロードできます。Micro800 リモート LCD デバイスポートは、同

じ接地システムに接続されている USB ホス トに接続する必要があ り ます。

          

2080-REMLCD と Micro820 シリアルポート端子台の配線図

2080-REMLCD シリアル
ポート端子台

Micro820 シリアルポート
端子台

信号 ピン番号 ピン番号 信号

RS232 TX 1 <--------> 4 RX RS232

RS232 RX 2 <--------> 5 TX RS232

RS232 G 3 <--------> 6 G RS232

警告： ネッ トワーク上のこのモジュールまたは何らかのデバイス
に電源が投入された状態で通信ケーブルを接続または切断する
と、 アーク放電が発生する場合があります。 その結果、 危険な領
域で爆発が起きる可能性があります。
電源が投入されておらず、危険な領域でないことを確認してから
作業して く ださい。

Rx

Tx G

1 2 3

( 端子台に向かって )
ピン 1       RS232  TXD
ピン 2       RS232  RXD
ピン 3       RS232  GND46259
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警告： USB ポートは一時的なローカルでのプログラ ミングのみを

目的としており、 永続的な接続を目的とはしていません。 このモ
ジュールまたはUSBネッ トワーク上の任意のデバイスに電源が投

入されている状態で、USB ケーブルを接続または切断すると、アー

ク放電が発生することがあります。 その結果、 危険な領域で爆発
が起きる可能性があります。
電源が投入されておらず、危険な領域でないことを確認してから
作業して く ださい。

注意 ： 危険な領域では USB ポートを使用しないで ください。
Publication 2080-IN010A-JA-P – December 2013



18     Micro800 リモート LCD
仕様   

一般的な仕様

項目 値

寸法、 HxWxD 97 x 130 x 35.5mm (3.82 x 5.12 x 1.40 インチ )

表示方式 192 x 64 ピクセルモノ クロ

ディスプレサイズ 48 x 106.5mm (1.89 x 4.19 インチ )

バックライ ト 25 °C
LED のとき 25,000 時間、 3 色バックライ ト (RGB)

オペレータ入力 触覚キー ( ファンクシ ョ ンキー、 矢印キー、 ESC キー、
および OK キー )

プログラ ミングポート コン ト ローラのプログラ ミング用 USB シリアルコンバータ

入力電圧 12V/DC24V (±10%)

入力電流、 最大 12V のとき 90mA、 24V のとき 60mA

最大電力消費 1.5 W

重量 ( 概算 ) 405g (0.89 ポンド ) – パッケージの重量を含む

ワイヤサイズ シングルワイヤゲージ ：
90 ℃ (194 °F) のとき 0.14 ～ 1.5mm2 (26 ～ 16 AWG) の定格

デュアルワイヤゲージ ：
90 ℃ (194 °F) のとき 0.14 ～ 0.75mm2 (26 ～ 18 AWG) の定格

ワイヤのタイプ 銅線

配線カテゴリ (1)

(1) この導線カテゴリ情報を使用します。

3 – 電源ポート
3 – 通信ポート

エンクロージャタイプ定格 IP65 準拠 ( フロン トパネルの取付け時 )

北米における温度規格 T4
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環境条件

項目 値

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 ～ 50 °C (-4 ～ 122°F)

最大周囲温度 50 °C (122°F)

温度、 非動作時 IEC 60068-2-1 ( テス ト Ad、 開梱状態で非動作時の耐寒性 )、
IEC 60068-2-2 ( テス ト Bd、 開梱状態で非動作時の耐乾熱性 )、
IEC 60068-2-14 ( テス ト Nb、 開梱状態で非動作時の耐熱衝撃性 ) ：
-40 ～ 85 °C (-40 ～ 185°F)

相対湿度 IEC 60068-2-30 ( テス ト Db、 開梱状態での耐乾熱性 ) ：
5 ～ 95% ( 結露なきこと )

振動 IEC 60068-2-6 ( テス ト Fc、 動作時 ) ：
10 ～ 500Hz のとき 2 g

動作時の衝撃 IEC 60068-2-27 ( テス ト Ea、 開梱状態での耐衝撃性 ) ：
25 g

非動作時の衝撃 IEC 60068-2-27 ( テス ト  Ea、 開梱状態での耐衝撃性 ) ：
DIN 取付け ： 25g
パネル取付け ： 45g

エミ ッシ ョ ン CISPR 11 (IEC 61000-6-4) ：
クラス A

静電放電イ ミ ュニ
テ ィ

IEC 61000-4-2 ：
4 kV 接点放電
8 kV 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)
10V/m (1kHz 正弦波 80% AM、 2000 ～ 2700MHz)
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認可

認可 ( 製品がマーク
されている場合 )(1)

値

c-UL-us UL リス トに記載された産業用制御装置、 米国およびカナダに対

して認可。 UL File E322657 を参照して く ださい。

クラス I ディビジ ョ ン 2 グループ A、 B、 C、 D の危険な領域に関

して UL リス トに記載、 米国とカナダに対して認可。 UL File 
E334470 を参照して ください。

CE EU 2004/108/EC EMC 指令、 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 ( 条項 8、 ゾーン

A & B)

C-Tick オースト ラリア無線通信法、 以下に準拠する ：

AS/NZS CISPR 11、 産業エミ ッシ ョ ン

KC 韓国の放送通信機器の認証は、 以下に準拠する ：

韓国電波法条項 58-2、 第 3 節

(1) 適合宣言書 (DoC)、 承認、 および他の認定については、

http://www.rockwellautomation.com/products/certification を参照して ください。

http://www.rockwellautomation.com/products/certification/
http://www.rockwellautomation.com/products/certification/
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Micro800 リモート LCD のカッ トアウトテンプレー
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Notes:
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Notes:
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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 ンでは、 Web に製品の使用を支援するための技術情報を提

供しています。 http://support.rockwellautomation.com には、技術マニュアル、ナレッジベー

スの FAQ、技術およびアプリ ケーシ ョ ン メモ、サンプルコード と ソフ ト ウェア ・サービス ・

パッ クの リ ンク、 さ らに、 これらのツールを使いやすくカスタマイズできる MySupport 機

能があ り ます。

さ らに設置、 構成、 およびト ラブルシューティングについての技術的な電話サポートのた

めに、 TechConnect サポートプログラムをご用意しています。 詳細は、 代理店またはロ ッ

クウェル ・ オート メーシ ョ ンの担当者に問い合わせるか、 または

http://support.rockwellautomation.com をご覧ください。

設置支援

最初に設置してから 24 時間以内に問題が発生した場合は、 本マニュアルに記載されている

情報を確認して ください。 初めて製品の電源を投入して実行する場合のサポート について

は、 専用カスタマサポート までお問い合わせください。

製品の返品

ロ ッ クウェル・オート メーシ ョ ンでは、製造工場からの出荷時に製品が完全に動作するこ と

をテス ト していますが、製品が機能せず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 1.440.646.3434
月～金曜日、 東部標準時午前 8 時～午後 5 時

米国以外 技術サポートの問題については、 お近くのロックウェル ・ オート
メーシ ョ ンの支店にお問い合わせく ださい。

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お問い合わせください )。

米国以外 返品手続きについては、 お近くのロックウェル ・ オート メーシ ョ ン
の支店にお問い合わせください。
Allen-Bradley、 Rockwell Automation、 Micro800、 Micro820、 および TechConnect は、 Rockwell Automation, Inc の商標です。 

Rockwell Automation に属さない商標は、 それぞれの企業に所有されています。
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