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2    Micro800 メモリバックアップおよび高精度 RTC プラグイン式モジュール 
環境とエンクロージャ

静電防止対策

注意 ： 本機器は、 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、 IEC/CISPR 11 に準拠したグループ 1、 ク
ラス A 産業機器とみなされています。 適切な事前対策がない
場合、 伝導性と放射性の外乱があるため、 居住環境およびその
他の環境で電磁適合性による障害を受けないようにするのは困
難です。
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。 エンクロージャは、 火炎の広がりを防ぐかまたは最小限
に抑える適切な難燃性を持っている必要があり、 非金属の場合
は、 火炎伝播率が 5V A、 V2、 V1、 V0 ( または同等 ) に準拠していな
ければなりません。 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。
Rockwell Automation Publication 2080-WD007C-JA-P - March 2018

http://www.literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1770-in041_-en-p.pdf


Micro800 メモリバックアップおよび高精度 RTC プラグイン式モジュール    3
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-MEMBAK-RTC, 2080-MEMBAK-RTC2

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。
Rockwell Automation Publication 2080-WD007C-JA-P - March 2018
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部品リスト

パッケージには、1台のメモリプラグイン式モジュールが含まれて

います。

  

警告 ：

• 電源が投入されたままモジュールの挿入や取り外しを行なう
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。

• 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。

注意 ： この機器は、 IEC/CISPR 11 に準拠したグループ 1、 ク

ラス A 産業機器とみなされています。 適切な事前対策がな

い場合、 伝導性と放射性の外乱があるため、 居住環境およ
びその他の環境で電磁適合性による障害を受けないように
するのは困難です。

警告 ： 寿命切れの使用済みバッテリは、 分別されない都市
廃棄物とは別に収集してリサイクルして ください。

45065
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コン トローラへのモジュールの挿入 
以下の手順に従って、プラグイン式モジュールをコントローラに挿
入して固定してください。

1. 以下の図に示すように、プラグイン式モジュールを配置
します。

2. モジュールをモジュールベイのスロット1にのみ挿入します。

3. ドライバーを使用して、10～12mm (0.39～0.47インチ)  M3セル

フタッピングねじを指定されているトルクまで締め付けます。

注意 ： 

• 2080-MEMBAK-RTC プラグイン式モジュールは、 Micro830®

および Micro850® コン ト ローラとのみ互換性があります。

• 2080-MEMBACK-RTC2 プラグイン式モジュールは、 Micro870™
コン ト ローラとのみ互換性があります。

• 電源が投入されている間でもモジュールの挿入や取り外
しを行なう ことができますが、 危険な場所では行なわな
いで ください。

45066
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ステータスインジケータ

仕様 

状態 説明

赤色に点灯 (2 秒 ) 起動サイクルテストが進行中です。

赤色に点滅 バックアップが進行中です。

赤色に点灯 ( 常時 ) バッテリの残量が低下しています。

一般仕様と環境条件

項目 値

取付けトルク 0.2Nm (1.48 ポンドインチ )

端子ねじの締め付けトルク 0.22 ～ 0.25Nm (1.95 ～ 2.21 ポンドインチ )
2.5mm (0.10 インチ ) のマイナスド ライバーを使用。

動作温度 IEC60068-2-1 ( テスト Ad、 動作時の耐寒性 )、
IEC60068-2-2 ( テスト Bd、 動作時の耐乾熱性 )、
IEC 60068-2-14 ( テスト Nb、 動作時の耐熱衝撃性 ) ：
-20 ～ 65°C (-4 ～ 149°F)

最大周囲温度 65°C (149°F)

非動作時温度 IEC60068-2-1 ( テスト Ad、 動作時の耐寒性 )、
IEC60068-2-2 ( 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 ) ：
-40 ～ 85°C (-40 ～ 185°F)

北米における温度規格 T4
Rockwell Automation Publication 2080-WD007C-JA-P - March 2018
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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 2014/30/EU 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 および B)

RCM 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

(1) 適合宣言書 (DoC)、 承認、 およびその他の認可の詳細は、

http://www.rockwellautomation.com/products/certification/ を参照して く ださい。
Rockwell Automation Publication 2080-WD007C-JA-P - March 2018
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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 サイ トで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://www.rockwellautomation.com/support/ 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://www.rockwellautomation.com/support/ 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。

マニュアルに関するご意見や要望

お客様のご意見はより良いマニュアル作りに役立ちます。 本マニュアルの改善について

ご提案があれば、 フォーム (Pub.No. RA-DU002、 http://www.rockwellautomation.com/literature/ で
入手可能 ) にご意見をご記入してお送り ください。

米国またはカナダ 1.440.646.3434

米国またはカナダ
以外

http://www.rockwellautomation.com/support/americas/phone_en.html の
Worldwide Locator を使用するか、 またはお近くのロックウェル ・
オート メーシ ョ ンにご連絡く 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、Micro830、Micro850、Micro870、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。

Publication 2080-WD007C-JA-P - March 2018
Copyright © 2018 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved. Printed in Singapore.

ロックウェル ・ オート メーシ ョ ンは、 以下の Web サイ トで製品の環境に関する最新情報を公

開しています。
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page
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