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法律上の注意 
警告事項 

本書には、ユーザーの安全性を確保し製品の損傷を防止するうえ守るべき注意事項が記載されています。ユーザ

ーの安全性に関する注意事項は、安全警告サインで強調表示されています。このサインは、物的損傷に関する注

意事項には表示されません。  

危険  
回避しなければ、直接的な死または重傷に至る危険状態を示します。 

警告  
回避しなければ、死または重傷に至るおそれのある危険な状況を示します。 

注意  
回避しなければ、軽度または中度の人身傷害を引き起こすおそれのある危険な状況を示します（安全警告サイ

ン付き）。 

注意  
回避しなければ、物的損傷を引き起こすおそれのある危険な状況を示します（安全警告サインなし）。 

通知  
回避しなければ、望ましくない結果や状態が生じ得る状況を示します（安全警告サインなし）。 

複数の危険レベルに相当する場合は、通常、 も危険度の高い（番号の低い）事項が表示されることになってい

ます。安全警告サイン付きの人身傷害に関する注意事項があれば、物的損傷に関する警告が付加されます。 

有資格者 
本書が対象とする製品 / システムは必ず有資格者が取り扱うものとし、各操作内容に関連するドキュメント、特

に安全上の注意及び警告が遵守されなければなりません。有資格者とは、訓練内容及び経験に基づきながら当該

製品 / システムの取り扱いに伴う危険性を認識し、発生し得る危害を事前に回避できる者をいいます。 

シーメンス製品を正しくお使いいただくために 
以下の事項に注意してください。 

警告  
シーメンス製品は、カタログおよび付属の技術説明書の指示に従ってお使いください。他社の製品または部品

との併用は、弊社の推奨もしくは許可がある場合に限ります。製品を正しく安全にご使用いただくには、適切

な運搬、保管、組み立て、据え付け、配線、始動、操作、保守を行ってください。ご使用になる場所は、許容

された範囲を必ず守ってください。付属の技術説明書に記述されている指示を遵守してください。 

商標 
®マークのついた称号はすべて Siemens AG の商標です。本書に記載するその他の称号は商標であり、第三者が

自己の目的において使用した場合、所有者の権利を侵害することになります。 

免責事項 
本書のハードウェアおよびソフトウェアに関する記述と、実際の製品内容との一致については検証済みです。 し
かしなお、本書の記述が実際の製品内容と異なる可能性もあり、完全な一致が保証されているわけではありませ

ん。 記載内容については定期的に検証し、訂正が必要な場合は次の版て更新いたします。 
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はじめに 1
 

この文書の目的 

この『はじめに』には、SIMATIC IPC847C のコミッショニングと使用に必要なすべて

の情報が含まれています。  

このマニュアルの有効範囲 

この取扱説明書は、納入された SIMATIC IPC847C のすべてのバリエーションで有効で

す。2010 年 5 月以降における納入状態について記載されています。 

SIMATIC IPC847C、取扱説明書 

取扱説明書は、提供されている「マニュアルとドライバ」DVD に含まれています。 取
扱説明書を表示して印刷するには、[開始]を実行して画面上の指示に従います。 

取扱説明書には、ハードウェアの拡張オプション、システムコンフィグレーションの変

更、技術データ等の多くのトピックに関しての役立つ情報があります。 

表記規則 

このマニュアルでは、SIMATIC IPC847C 製品を指して「ラック PC」または「装置」

という用語を使用することがあります。「CP」という略語は、CP 1616 オンボードを

表しています。  
 

 注記 
安全に関連する注意事項 
資産の破損を避けるため、およびユーザー個人の安全のため、この『はじめに』と取扱

説明書の安全性に関する情報に注意してください。 警告を表す三角形はこの安全関連

情報を参照するもので、起こりうる危険に応じて次のように表示されます。 
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説明 2
2.1 外部構造 
装置の正面図(例)   項目 説明 

① 換気用開口部付きフロントパネル

(フロントパネルの後ろにフィルタ

マットとファンが位置していま

す)。 汚れがないかどうかフィルタ

マットを定期的にチェックし、交

換が適切な場合は、フィルタマッ

トを交換します。   

② ステータス表示  

③ カバーねじ 

④ オン/オフボタン  

⑤ リセットボタン  

⑥ ロック 

⑦ DVD ROM ドライブ、DVD バーナ

ー、リムーバブルラックの取り付

け用の機能   

⑧ 3.5 インチドライブの取り付けオプ

ション 

⑨ 2×USB インターフェース   

 

⑩ ロック可能な前面ドアによるアク

セス保護 通常の操作中は前面ドア

を閉めてください。   
 

装置の背面図(例)   項目 説明 

① 背面ドライブ冷却ファン    

② 二重化電源のモジュール(オプショ

ン) 

③ 拡張スロット   

④ 接続エレメント 

 

⑤ 二重化電源モジュールの主電源接

続  
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2.2 オペレータ制御 
 

警告  
オン/オフボタンとオン/オフスイッチは PC から電源を切断しません! 

 

 注記 
PC がハードウェアのリセットを実行すると、データが失われる場合があります。 

 

 

 

オペレータ制御エレメント 項目 説明 

① オン/オフボタン 

装置のオン/オフ切り替えに使用しま

す。  

注記： 装置背面には、1 系統または 2
系統のサイドスイッチ③があります。 
前面にあるオン/オフボタンを機能させ

るためには、これらのスイッチをオンに

する必要があります。 

 

② リセットボタン  

たとえば、リセットボタンは、先の尖っ

たオブジェクトや、ペーパークリップを

使って作動させることができます。 ボ
タンの信号によってハードウェアがリセ

ットされます。 PC は、再起動を実行し

ます(コールドスタート)。 
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オペレータ制御エレメント 項目 説明 

 

③ オン/オフスイッチ 
(簡易電源) 

装置を主電源に接続するために使用しま

す。  
「電源異常後」の BIOS 設定に応じて、

PC が自動的にオンになる可能性があり

ます。 オンにならない場合は、前面の

オン/オフボタン①を操作する必要があ

ります。 

③ オン/オフスイッチ 
(二重化電源) 

装置を主電源に接続するために使用しま

す。  
「電源異常後」の BIOS 設定に応じて、 
PC が自動的にオンになる可能性があり

ます。 オンにならない場合は、前面の

オン/オフボタン①を操作する必要があ

ります。 

 

④ 二重化電源の Acknowledgement ボタン 

このボタンが押されているとき、音声に

よるエラー信号は無効になります。 
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2.3 エレメントの接続 

インターフェース   

 

装置背面のインターフェースのレイアウト 
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装置背面のインターフェースのレイアウト 
項目 名称 説明 

PROFIBUS/MPI   PROFIBUS インターフェース(RS-485、電気的絶縁済み)、9 ピン D サブソケ

ット(オプションの製品特性) 
① 

PROFINET  CP-1616 オンボードインターフェース、RJ45 ソケット 3 個(オプション製品

バージョン) 

② USB   USB デバイスの接続、USB ポート 1～4 

③ Ethernet 1、2 *   2×RJ45 コネクタ、Ethernet 10/100/1000 Mbps (Ethernet 1 は AMT 可能) 

④ COM   シリアルインターフェース(V.24)、9 ピン D-Sub プラグ 

⑤ LPT   パラレルインターフェース、25 ピン 

⑥ DP   2×ディスプレイポート、デュアルヘッドグラフィックカードの DP 接続(オプ

ション) 

⑦ KEYBOARD  PS/2 キーボード用接続 

⑧ MOUSE   PS/2 マウス用接続 

⑨ DVI-I  DVI インターフェース装備の CRT または LCD モニタ用 DVI/VGA ポート、

DVI/VGA アダプタ経由 VGA 

⑩ オーディオ(入力) アナログオーディオソース、マイク、3.5 mm フォンジャック用接続 

⑪ オーディオ(出力) 有効なスピーカーまたはハンドセット、3.5 mm フォンジャック用接続 

⑫ DVI-D  DP アダプタの DVI-D 接続 

⑬ VGA   DP アダプタの VGA 接続 

⑭ DP デュアルヘッドグラフィックカードでの DP アダプタのディスプレイポート接

続(オプション) 

⑮ 接続可能性 等電位ボンディング用の接続 
 

 

* 一意に表記するために、LAN インターフェースの筐体に番号が付いています。 オ
ペレーティングシステムの番号は、これとは異なることがあります。 
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電源  

 

冷却装置用のコネクタ位置 説明 

 

装置の電源用電力接続ソケット 16。  
許容電源電圧範囲は 100 V AC～240 V 
AC です。   

 

装置の二重化電源用の場合の電力接続

ソケット 16。  
許容電源電圧範囲は 100 V AC～240 V 
AC です。   
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2.4 ステータス表示 
 

前面のステータス表示 

 

表示 意味 LED 説明 

OFF 主電源から隔離 

黄色 スタンドバイ(休止中) 

POWER PC ステータス表示 

緑色 PC 作動中 

OFF アクセスなし HDD ハードディスクアクセ

スの表示 緑色 アクセス 

OFF • 接続なし 

• データトラフィックなし 

Ethernet 1 *  ETHERNET ステータ

ス表示 

緑色 データトラフィック 

OFF 
 

• 接続なし 

• データトラフィックなし 

Ethernet 2 * ETHERNET ステータ

ス表示 

緑色 データトラフィック 
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前面のステータス表示 

OFF 
 

• 接続なし 

• データトラフィックなし 

• PROFIBUS が装備されていま

せん 

S7 または PROFIBUS
への通信ステータスの

表示  

緑色 • MPI/DP データトラフィック 

OFF • 接続なし 

• データトラフィックなし 

• CP 1616 オンボードが装備さ

れていません 

• CP が無効 

• エラーなし、通信確立済み 

• 充電中 

• CP 1616 ドライバがインスト

ールされていません 

• NDIS モードの CP 

ゆっくり赤

色に点滅 
• リンクステータスエラー 

• IO コントローラ:IO デバイス

のアドレス指定ができません 

• IO コントローラ:IP アドレス

が重複しています 

高速で赤色

に点滅 
例外エラー:Web または SNMP
経由の診断ができません 

PN Ι MPI/DP 
(オプション)  

CP 1616 オンボード

のステータス表示 

赤色 • 診断情報を使用できます 

• 通信が確立されていません。 

OFF WATCHDOG が起動していませ

ん。 

緑色 WATCHDOG のモニタニングが

有効化されています。 

WATCHDOG  WATCHDOG ステー

タス表示 

赤色 モニタ時間が経過しました 

OFF 内部温度 OK TEMP  内部温度モニタリング

赤色 内部温度が危険です  

FAN  ファンのステータス OFF ファン速度 OK 
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前面のステータス表示 
(有効な DiagBase ま

たは DiagMonitor ソフ

トウェアでのみ使用可

能) 

赤色 ファン速度が遅すぎます 

OFF RAID は OK 

1 つが赤色 HDD1、HDD2 または HDD3 に

問題があります。 

すべて赤色 RAID に問題がある 
(障害のある HDD の特定に関し

ては、RAID システムのセクショ

ンを参照してください。） 

HDD1 アラー

ム 
HDD2 アラー

ム 
HDD3 アラー

ム 

RAID のハードディス

クアラームおよびモニ

タリングソフトウェア

すべて点滅 RAID が同期化されている 

すべての表示

が点灯 
初期 BIOS Post でエ

ラー 
すべて点灯 CPU 起動障害 

初期 POST でエラー 

* 一意に表記するために、LAN インターフェースの筐体に番号が付いています。 オ
ペレーティングシステムの番号は、これとは異なることがあります。 

 

背面のステータス表示 

 

表示 意味 LED 説明 

OFF • ケーブルが接続されていません

• ケーブルが無効です 

• インターフェースが無効です、

10 M ビットケーブルが有効で

す 

緑色 100 M ビットケーブルが有効です 

Ethernet 1、2 * 緑色の LED 
リンクステータス

の表示 

オレンジ 1000 M ビットケーブルが有効で

す 
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背面のステータス表示 

OFF • ケーブルが接続されていません

• ケーブルが無効です 

• インターフェースが無効です 

• 動作していません 

黄色の LED 
動作ステータスの

表示 

黄色 データ転送が有効です  

OFF • ケーブルが接続されていません

• ケーブルが無効です 

• インターフェースが無効です 

緑色の LED 
CP 1616 チャンネ

ルのリンクステー

タスの表示 
緑色 有効なケーブルが接続済みです 

OFF • ケーブルが接続されていません

• ケーブルが無効です 

• インターフェースが無効です 

• 動作していません 

PROFINET LAN 
X1、P1、P2、P3 
* 

黄色の LED 
CP 1616 チャンネ

ルの動作ステータ

スの表示 

黄色 データ転送が有効です  

* 一意に表記するために、LAN および PROFINET インターフェースのハウジングに

番号が付いています。 オペレーティングシステムの番号は、これとは異なること

があります。 
 

 

仮想ステータス表示 

2 つの「仮想」CP 1616 LED は、SIMATIC ソフトウェアでのみ表示され、SNMP を

通して読み取ることができます。 

実行 CP が起動しています 

停止 CP が停止状態です 

PROFINET 仮想 LED 

点滅 「ゆっくり点滅」や「高速点

滅」の状態は存在しません。
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アプリケーションプランニング 3
3.1 運搬 

装置は堅牢に設計されていますが、内部のコンポーネントは激しい振動や衝撃の影響を

受けやすくなっています。 したがって、PC を輸送する場合は強い機械的ストレスから

保護する必要があります。 

装置の運搬には、常に購入時の梱包材を使用してください。 
 

注意 
 

装置の破損のリスク! 
寒い季節に PC を運搬する場合は、極度の温度変化にさらされる可能性があります。 
そのような状況においては、装置の外部や内部に湿気(結露)が発生していないことを

確認してください。 
装置に結露が生じている場合は、12 時間以上経過してから装置の電源を入れるように

してください。 
 

3.2 納入されたユニットの開梱とチェック 

装置の開梱  

ユニットを開梱する際には次の点に注意してください。 

● ユニットの梱包材は処分しないでおくことをお勧めします。 再度ユニットを運搬す

る必要が生じた場合のために、保管しておいてください。 

● マニュアルは安全な場所に保管してください。 マニュアルは初期コミッショニング

に必要であり、装置の一部でもあります。 

● 納入されたユニットに、運搬による破損がないかどうかを目視点検します。 

● 完全なユニットおよび別途注文のアクセサリが納入されているか確認します。 注文

品と異なる場合や運搬時の破損等がある場合は、担当の販売店にご連絡ください。 

● 同梱の SIMATIC IPC/PG 品質管理レポートフォームをご使用になり、Siemens AG 
にお知らせください。 
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装置識別データの記録  

修理や盗難の場合は、この識別データをもとに、装置を明確に識別することができま

す。 

下の表に以下のデータを入力します: 

● シリアル番号: シリアル番号(S VP)は、装置の背面パネルまたは前面ドアの内側にあ

る等級プレートに記載されています。 

 
図 3-1 フェースプレート 

● 装置の注文番号 

● 装置の Ethernet アドレス: Ethernet アドレスは装置上に印刷されており、[詳細|周辺

機器の構成]の BIOS セットアップ (F2 キー)に保存されています。 

● 「ライセンス供与証明」(COA)による Microsoft Windows「プロダクトキー」。 
COA ラベルは前面ドア内部に貼られています。 
オペレーティングシステムを再インストールする場合は、プロダクトキーが必要に

なることがあります。 

 
図 3-2 COA ラベル 

シリアル番号:  S VP ... 

注文番号 6AGA114-1 ... 

Microsoft Windows のプロダクトキー  

Ethernet 1 アドレス   

Ethernet 2 アドレス  

CP 1616 オンボードレイヤー2  
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装置の装備品 

装置の装備品に関する情報は、前面ドア内部にあります。 

3.3 周囲環境条件 
 

警告  
システムインストールの以下の条件を遵守しない場合、UL 60950-1 および EN 60950-
1 による認証は無効になり、過熱および人身傷害を引き起こすおそれがあります。   

 

プロジェクトを計画する場合は、次の点を考慮する必要があります。 

● 気候および機械的な使用環境条件は、 取扱説明書の「一般的な技術データ」の章に

定義されています。 

● 厳しい周辺環境はできるだけ避けます。 装置を埃、湿気、熱から保護します。 

● この装置は、通常の産業環境での使用を意図して設計されています。 SIMATIC 
Rack PC は、追加の保護対策(空気洗浄など)を取らない限り、腐食性の蒸気や気体

にさらされる過酷な環境では操作しないでください。 

● 装置を直射日光が当たる位置に置かないでください。 

● つまづきなどの危険性がないように装置を設置してください。 

● 装置の前面パネルは保護等級 IP41 に準拠しています。 水のかかる危険性のある領

域に装置がある場合は、取り付け開口部に水がかからないことを確認してくださ

い。  

● PC が十分換気されるように、通気口領域に 低 50 mm の空間を常に確保してくだ

さい。 

● 筐体の通気口をふさがないでください。  

● 装置は、EN 60950-1 に準拠した防火筐体の要件を満たしており、追加の防火筐体

なしで取り付けることができます。 

● 接続されているまたは内蔵されている周辺機器は、装置に 0.5 V を超える逆起電力

を与えてはなりません。 
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3.4 アクセス保護 
 

通知 
 

アクセス保護 
装置には、権限のない人が直接アクセスしてしまいます。 
ロック可能でしっかりと閉まる前面ドアにより、装置を無許可のアクセスから保護し

てください。 
 

注意  
静電気の影響を受ける装置 
装置には、静電気によって破損する可能性のある電子部品が内蔵されています。 
前面ドアを開く前に、静電気の影響を受ける装置の取り扱いに関する静電放電(ESD)
ガイドラインをお読みください。 
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設置 4
4.1 装置の取り付け 

可能な設置場所  

装置は、制御デスク、切り替えキャビネット、および 19 インチラックシステムに横置

きまたは縦置きで取り付けることができます。 

可能な取り付け方法  
 

警告  
装置をマシンまたはシステムに取り付けた状態での機能テスト 
リスク分析の結果によっては、危険防止のため、マシンまたはシステムに他の保護機

器が必要になります。 これに関して、差し込んだ周辺機器のプログラミング、コンフ

ィグレーションおよび配線は、必要なリスク分析で識別した安全パフォーマンス

(SIL、PL または Cat.)に従って実行しなければなりません。 
対象となる装置の使用にあたっては、安全を確保する必要があります。 
装置を正しく使用するためには、システムの機能テストを実施して確認します。この

テストにより、プログラミング、コンフィグレーションおよび配線のエラーを検出す

ることができます。テスト結果は文書化して、必要に応じて該当する入力位置に挿入

しておきます。 
 

装置取り付けのオプション 

● キャビネットブラケットを使用した取り付け 

● デバイスベースへの取り付け 

● タワーの設置: このために、タワーキットを個別に注文することができます(一部の

国では利用できません)。 

● テレスコピックレールへの取り付け 

取り付けにテレスコピックレールを使用する場合、装置はキャビネットまたはラッ

クから完全に引き出すことができます。 

テレスコピックレールに関する詳細情報については、セクション「 テレスコピック

レールの技術データ (ページ 22)」および「テレスコピックレールの寸法図 (ペー

ジ 40)」を参照してください。  
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図 4-1 取り付け穴の位置 

注意 
 

 

テレスコピックレールの取り付けネジは、筐体に 5 mm 以上突き出ることはできま

せん。 

注意  
 

傷害の危険性 
装置を前面パネルの 19 インチブラケットだけに取り付けることは許可されていま

せん。 

  注記 
垂直操作のためには、水平な金属ベースに装置を取り付け、傾かないように固定し

ます。 以下の RITTAL モジュールパネルが使用できます。 
Rittal タイプ TE 7000.620、Rittal タイプ VR 3861.580、Rittal タイプ DK 7063.710 
スイッチキャビネットのメーカーからの情報に注意してください。  

4.2 テレスコピックレールの技術データ 
 

ペアあたり極限荷重 低 23 kg 

引出全長 低 470 mm 

レールの厚さ 大 9.7 mm 

取付ねじ M5×6 mm 
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接続 5
5.1 周辺機器の接続 

接続する前の注記 
 

通知 
 

工場出荷時に統合されるインターフェースには、「EN 61000-6-2. シールドインター

フェースケーブル」に準拠する産業用途に許可された I/O のみを使用する必要があり

ます。 
 

 注記 
ホットプラグ I/O モジュール(USB)は、PC の動作中に接続可能です。 

 

注意 
 

ホットプラグ接続のできない I/O デバイスは、装置を電源から切り離した後でのみ接

続できます。 
 

警告  
I/O マニュアルの仕様に厳密に従ってください。 

 

通知 
 

接続されているまたは内蔵されている I/O は、デバイスに逆起電力を与えてはなりま

せん。 
接続されているまたは統合コされている構成部品が、+ 3.3 VDC / + 5 VDC / + 12 VDC
の電源レールに対地 0.5 V を超える逆起電力を与える場合は、コンピュータの正常な

動作を妨げるか、またはコンピュータを破壊することすらあります。 
逆起電力を計測する場合は、以下の点に注意してください。 

• 問題のコンピュータの電源を切り、電源コネクタを接続する必要があります。 

• 測定時には、プラントからコンピュータへのすべてのケーブルを接続する必要があ

ります。 

• プラントの他のすべての構成部品が作動状態であることが必要です。 
 

 



接続  
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5.2 電源の接続 

接続する前の注記 
 

警告  
雷雨時に、電源やデータケーブルを接続したり外したりしないこと。 

 

警告  
装置は、接地されている電源ネットワーク上でのみ操作できます(TN システムから

VDE 0100、part 300、IEC 60364-3)。  
接地されていない、あるいはインピーダンス接地されている電源ネットワーク(IT ネッ

トワーク)での操作は禁止されています。 
 

警告  
装置の許可されている公称電圧が、国別の電圧に適合する必要があります。 

 

警告  
主電源のコネクタを抜いて、装置を主電源から完全に絶縁する必要があります。 この

エリアへ簡単にアクセスできるようにしておきます。  
装置をスイッチキャビネットに据え付ける場合は、マスタ電源の切断スイッチを取り

付ける必要があります。 装置の電源プラグには、常に自由/簡単に接続できるようにし

ます(ビル設置の安全な電源コンセントが、自由に接続可能な装置付近に配置されるよ

うにします)。 
 

 注記 
さまざまな電源モジュールが、100 VAC から 240 VAC の主電源での操作用に設計され

ています。 電圧範囲は自動的に設定されます。 
 

 注記 
電源には、EMC 指令に適合する PFC (力率補正)回路が組み込まれています。 
無停電 AC 電源システム(UPS)は、PFC 回路搭載の SIMATIC PC と併用したときに、標

準モードおよびバッファリングされたモードで正弦波の出力電圧を供給する必要があり

ます。 
UPS の特性については、標準の EN 50091-3 および IEC 62040-3 に記載、分類されて

います。標準モードおよびバッファリングされたモードで正弦波の出力電圧を持つ装置

は、「VFI-SS-....」または「VI-SS-....」の分類で識別されます。 
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地域情報  

アメリカおよびカナダ以外、230 V 電源で動作:  

この装置には安全試験済みの電源コードが装備され、耐震性のある接地電源コンセント

にのみ接続可能です。 このケーブルを使用しない場合は、次のタイプのフレキシブル

ケーブルを使用する必要があります。 18 AWG の 小導体クロスセクションおよび 15 
A/250 V の耐震コネクタです。 ケーブル設定は、システムを取り付ける国の安全規則と

規定 ID に準拠する必要があります。 

アメリカおよびカナダ:  

アメリカおよびカナダでは、CSA 規格または UL 規格に掲載された電源コードを使用し

ます。 

コネクタは NEMA 5-15 に準拠している必要があります。 

120 V AC 電源 
使用するのは、UL 規格認定で CSA ラベル付きのフレキシブル電源コードで、それには

以下の特徴があります。 3 つの導線付き SJT タイプ、 小 18 AWG 導体クロスセクシ

ョン、 大長 4.5 m で 15A のパラレル接地プラグ、 小電圧 125 V。 

240 VAC 電源 
UL および CSA 規格認定のフレキシブル電源コードを使用します。このコードには以下

の特徴があります。 導体が 3 芯、導体クロスセクションが 小 18 AWG、長さが 大

4.5 m、接地端子付くし型コネクタ(15 A、 小 250 V)を備えた、SJT タイプ 
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接続 

 

主電源に装置を接続する手順 

1 オン/オフスイッチ②が '0' (オフ)位置

にあることを確認してください。 

これにより、電源ケーブルを差し込ん

だときに装置が意図せずに始動するこ

とを防止します。 

2 電源ケーブルをソケット①に接続し

ます。 

3 電源ケーブルのプラグを電源コンセン

トに差し込みます。 
 

4 オン/オフスイッチ②をオンにしま

す。 

PC のフロントパネルにある黄色の電

源 LED(スタンバイ)が点灯します。 

 

電源プラグの固定  

電源コードが誤って外れないようにするため、電源プラグを固定することができます。 

 

電源プラグを固定する手順 

1 電源装置の下部左側の取り付けねじ

②を回して外します。 

2 電源装置への主電源コネクタ(1)のロ

ックをねじで留めます。  

 
 

 

警告  
電源プラグを留め具で固定する場合、主電源から装置を簡単に取り外せるように、電

源コンセントに自由に手が届く必要があります。 
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二重化電源への接続 

 

主電源に装置を接続する手順(二重化電源) 

1 冷却装置①の 2 つのコネクタを接続

します。 

2 両方のオン/オフスイッチを同時にオ

ンまたはオフにします。 電源③の緑

色の LED が点灯します。 

注記： 

1 つの制御供給モジュールのみがオン

になっているか、接続されているか、

またはモジュールが不完全な場合、警

告信号が出されます。 ボタン④を押

して警告信号をキャンセルします。 

ステータスは、動作中の場合

SIMATIC モニタリングソフトウェア

からも表示および信号で示されます。 
SIMATIC モニタリングソフトウェア

で、音声によるアラームをミュートす

ることができます。  

5.3 等電位ボンディング 
低インピーダンス接地接続により、外部電源ケーブル、信号ケーブル、接地への I/O モ

ジュールケーブルによって生成される妨害電波の放射が改善されます。  

 

等電位ボンディング端子 

装置の等電位ボンディング端子 1(広い表面、広

範囲接点)は、キャビネットの中央接地バスバー

または PC を設置するプラントに接続します。 
導線の 小クロスセクションは、5 mm2以上必

要です。 
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5.4 ネットワークケーブルの張力緩和装置 
ストレインリリーフは納入範囲で供給され、装置からネットワークケーブルが予期せず

ゆるむことを防止します。 各インターフェースに 1 つのケーブルタイ(パッケージに含

まれていません)が必要です 

ストレインリリーフを固定するには、TORX T10 ネジまわしが必要です。 

ストレインリリーフの取り付け手順 

1 PROFINET インターフェースプレ

ートを取り外します。  

 

2 PROFINET ストレインリリーフを

取り付けます。 

 

3 ケーブルタイを使用してケーブルを

取り付けます。 
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コミッショニング 6
6.1 コミッショニングの要件 
 

注意 
 

装置の破損のリスク! 
装置を使用する前には、室温になるまで十分に時間をおきます。 装置に結露が生じて

いる場合は、12 時間以上経過してから装置の電源を入れるようにしてください。 
 

 注記 
装置の電源スイッチ投入 
装置はラインサイドスイッチの付いた電源を備えています。 
ラインサイドスイッチ位置「1」で、装置は前面のオン/オフスイッチを使用してオンに

することができます。 
ラインサイドスイッチが位置「0」にあると、装置は AC 電源から も低い電力を使用

します。 前面のオン/オフスイッチではスイッチをオンにすることはできません。 
 

● 装置に電源を入れる前に、キーボード、マウス、モニタなどの周辺機器や電源が接

続されていることを確認してください。 

● 装置のオペレーティングシステムは、ハードディスクにプレインストールされてい

ます。  

6.2 初期コミッショニング 
初のスイッチオンの後、オペレーティングシステムが装置に自動的にセットアップさ

れます。   
 

注意 
 

インストール エラー 
BIOS セットアップのデフォルト値を変更した場合、またはインストール中に装置を

オフにした場合、インストールが中断し、オペレーティングシステムは正しくインス

トールされません。 装置の操作安全とプラントが危険にさらされます。 
すべてのインストールプロセス中にわたって、装置のスイッチをオフにしないでくだ

さい。 BIOS セットアップでデフォルト値を変更しないでください。 
 



コミッショニング  
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手順 

1. オン/オフボタンを押します。 

緑色の POWERLED が点灯します。 モジュールはセルフテストを実行します。 自己

テストの間、次のメッセージが表示されます:  

F2 を押すと Setup Utility に移動します 

F12 を押すと Boot Manager に移動します 

2. メッセージが消えるのを待ちます。 

3. 画面の指示に従います。 

4. 地域と言語の設定を行います。 

システムの言語をインターナショナルに設定する場合は、英語を選択します。 後で

地域と言語の設定を変更する場合の情報は、取扱説明書の「多言語ユーザーインタ

ーフェース(MUI)による言語選択の設定」の章を参照してください。 

  注記 
オペレーティングシステムをセットアップすると、装置が再起動することがありま

す。 

5. 必要なプロダクトキーを入力します。 

このプロダクトキーは[Product Key]行の[Certificate of Authentication]にあります。 

結果 

オペレーティングシステムのインターフェースは、装置をオンにしてスタートアップル

ーチンの後に毎回表示されます。 
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6.3 ソフトウェアの再インストール 
ソフトウェアが正しく機能しなくなった場合は、リカバリ DVD、『マニュアルおよび

ドライバ』DVD またはリストア DVD からソフトウェアを再インストールすることがで

きます。 

リカバリ DVD:   

リカバリ DVD には、ハードドライブの設定、オペレーティングシステムのインストー

ル、オペレーティングシステムがサポートする言語(MUI パッケージ)のインストールを

行うインストールプログラムとツールが含まれています。 

インストールするオペレーティングシステムの基本言語は英語です。 その他の言語を

追加するには、後でリカバリ DVD からそれらの言語をインストールします。 

『マニュアルとドライバ』DVD:  

『マニュアルとドライバ』DVD には、マニュアルとハードウェアドライバが収録され

ています。 

リストア DVD:   

オペレーティングシステムが搭載された装置を注文したときの、製品パッケージに含ま

れています。 DVD には、オリジナルのソフトウェアパッケージと共にハードディスク

のイメージファイルが収録されています。 ハードウェアドライバおよびモニタリング

ソフトウェア(例: DiagBase)がインストール済みのオペレーティングシステム 
 

 注記 
ブートフォルダ内の 初の位置に、後でオペレーティングシステムをブートするデータ

キャリアを配置します。 BIOS セットアップでこの設定を実行します。 
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トラブルシューティング 7
7.1 全般的なトラブルシューティング 

このセクションでは、発生した問題を見つけてトラブルシューティングする方法のヒン

トを紹介します。 

 

問題  考えられる原因 対策 

電源なし • 電源、ネットワークケーブル、電源プラ

グをチェックします。 

• ON/OFF スイッチが正しい位置にあるか

をチェックします。 

装置が動作していない 

装置が指定された周囲環境条

件以外で動作しています。 
• 周囲環境条件をチェックします。 

• 寒冷地での運搬後は、装置のスイッチを

入れる前に約 12 時間待機させます。 

モニタのスイッチがオフにな

っています。 
モニタのスイッチを入れます。 

モニタが[パワーセーブ]モー

ドになっています。 
キーボードのいずれかのキーを押します。 

輝度ボタンが暗く設定されて

います。 
輝度ボタンを使用して明るさを増加します。 
詳細については、モニタの取扱説明書を参照

してください。 

• 電源コードがモニタおよびシステムユニ

ットあるいは耐震性のある接地コンセン

トに正しく接続されているかをチェック

します。 

• モニタケーブルがシステムユニットおよ

びモニタに正しく接続されているかを確

認します。 

モニタが暗いままであ

る。 

電源コードあるいはモニタケ

ーブルが接続されていませ

ん。 

以上のチェックと対策を実行した後でもまだ

モニタ画面が暗い場合は、技術サポートチー

ムに連絡してください。 
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問題  考えられる原因 対策 

マウスドライバがロードされ

ていません。 
マウスドライバが正しくインストールされ、

ユーザープログラムを起動したときに使用で

きるかどうか確認します。 マウスドライバ

についての詳細は各マニュアルを参照してく

ださい。  

• マウスコードがシステムユニットに正し

く接続されているかを確認します。 

• マウスケーブルにアダプタまたは延長ケ

ーブルを使用している場合は、これらの

コネクタも確認します。 

マウスポインタが画面に

表示されていません。 

マウスが接続されていませ

ん。 

以上のチェックと対策を実行してもまだマウ

スポインタが画面に表示されない場合は、テ

クニカルサポートチームに連絡してくださ

い。 

PC の時刻および/または

日付が間違っています。 
 1. BIOS セットアップを開くには、ブートプ

ロセス中に F2 を押します。 
2. 設定メニューで日付と時刻を設定します

。 

BIOS 設定は OK である

が、時刻と日付がまだ間

違っています。 

バックアップバッテリが切れ

ています。 
バックアップバッテリを交換します。 

USB ポートが BIOS で無効化

されています。 
異なる USB ポートを使用するか、またはポ

ートを有効にします。 

USB 2.0 デバイスが接続され

ているが、USB 2.0 が無効で

す。 

USB 2.0 を有効にします。 

USB デバイスが応答しま

せん。 

オペレーティングシステムが

USB ポートをサポートしてい

ません。 

• マウスとキーボードに関する USB レガシ

ーサポートをオンにします。 

• 他のデバイスについては、必要なオペレ

ーティングシステムについて USB デバイ

スドライバが必要です。 
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問題  考えられる原因 対策 

DVD/CD ドライブドアが

ある場合、開かない 
装置のスイッチを切るか、ソ

フトウェアアプリケーション

によって開/閉ボタンが無効に

なっています。 

データ媒体の緊急取り出し: 
1. 装置の電源を切ります 
2. 伸ばしたペーパークリップのような先の

細い針金をドライブの緊急抜き出し口に

差し込みます。 ドアが開くまで慎重に圧

力をかけます。 
3. 手でドアをさらに引き出します。 

マウスが移動する場合、

あるいはプログラムが呼

び出される場合、画面が

点滅します 

DDC 情報が利用できません。

考えられる原因: 

• モニターが DDC 情報を提

供していません 

• KVM スイッチは DDC 情報

を転送しません。 

• DVI-D/VGA コネクタ用

DVI-I の Y ケーブルアダプ

タが使用中です 

• DDC をサポートするモニターを使用して

ください 

• DDC 情報を転送する KVM スイッチを使

用してください。 

• 1 つのインターフェースのみがある単純

なケーブルアダプタを使用してくださ

い。 

GPT データキャリア上の

Windows オペレーティン

グシステムのスタートア

ップが、次のエラーメッ

セージで中止する: 

"ステータス: 0xc0000225 
情報: 必要なデバイスにア

クセスできないため、ブ

ート選択に失敗しまし

た。" 

ブートローダファイル"BCD"
のブートパラメータが不正ま

たは壊れています。 

Microsoft Windows から[スタートアップと修

復]を実行します。 
1. リカバリ DVD を光学ドライブに挿入しま

す。 
2. ブート中に F12 キーを使用して、ブート

マネージャを起動します。 
3. 光学ドライブの名前の前にある"UEFI"行

を選択します。 
4. 言語選択ウィンドウで[次へ]をクリックし

ます。 
5. 表示される[Windows のインストール]ダ

イアログで、[コンピュータを修復する]を
クリックして R キーを押します。 [シス

テムリカバリオプション]ダイアログが表

示されます。 システムエラーがチェック

されます。 
6. 次に[修復して再起動する]をクリックしま

す。 
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前面パネルのエラー表示 

 

前面 LED 考えられる原因 エラー表示に関する詳細 

赤色のウォッチドッグ

LED が点灯する 
ウォッチドッグがトリガされ

ました 
取扱説明書「ウォッチドッグ」の章 

赤色の TEMP LED が点灯

する 
装置内の温度が超過していま

す 
取扱説明書の「温度モニタと温度表示」の章

赤色のファン LED が点灯

する 
ファン故障 取扱説明書「ファンモニタ」の章 

赤色の HDD1 アラーム

LED が点灯する 
RAID がハードディスク 1 の

異常をレポートしています 

赤色の HDD2 アラーム

LED が点灯する 
RAID がハードディスク 2 の

異常をレポートしています 

HDD3 アラームが赤色に

点灯する 
RAID がハードディスク 3 の

異常をレポートしています 

HDD1 アラーム、HDD2
アラーム、HDD3 アラー

ムが赤色に点滅する 

RAID が「再ビルド」状態に

あります 

HDD1 アラーム、HDD2
アラーム、HDD3 アラー

ムが赤色に点灯する 

RAID システムの動作準備が

できていません:  

取扱説明書「RAID モニタ」の章 

 

PN Ι MPI/DP が赤色に点

灯する 
CPU 1616 オンボードインタ

ーフェースで故障が発生しま

した 

取扱説明書、「CP 1616 搭載通信プロセッ

サ」の章 

前面パネルのすべての

LED が常に点灯する 
初期 BIOS Post でエラー テクニカルサポートチームに連絡してくださ

い。 
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7.2 RAID のトラブルシューティング 
 

問題 考えられる原因 対策   

ハードディスクの交換

後、システムが RAID
システムから起動しま

せん 

RAID システムに一番高

い起動優先度がありま

せん 

BIOS セットアップ、ブートメニュー: 

• RAID システムをブート優先度で許可します 

• ブート優先度順 RAID システムを 優先するよう

に設定します 

ハードディスクの交換

後、対応する SATA ポ

ートに「未使用」と表

示されます。 

システムがハードディ

スクを動作させずに起

動されました(取り外し

可能カートリッジがオ

ンにされていない可能

性があります) 

ハードディスクを動作させてシステムを再起動しま

す 

コンピュータが起動し

ないか、「起動デバイ

スが見つからない」と

いうメッセージが表示

されます 

• ブートデバイスが許

可されていません 

• ブートデバイスが、

BIOS セットアップ

のブート優先度で

優先になっていませ

ん 

• GPT および UEFI で
セットアップされた

ブートデータキャリ

アが、BIOS セット

アップで無効になっ

ています 

• BIOS セットアップの[Boot]メニューで、ブート優

先度にブートデバイスを許可します 

• BIOS セットアップの[Boot]メニューで、ブートデ

バイスのブート優先度を変更します 

• BIOS セットアップで UEFI ブートを有効にしま

す。 
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外形寸法図 8
8.1 装置の寸法図 

SIEMENS

SIM
ATIC RACK PC

HDD2 ALARM
HDD1 ALARM
FAN
TEMP
WATCHDOG

PROFIBUS/MPI
ETHERNET 2
ETHERNET 1
HDD
POWER

 
図 8-1 寸法図 



外形寸法図  
8.2 テレスコピックレールの使用外形図 

 SIMATIC IPC847C 
40 入門書, 06/2011, A5E03725238-01 

8.2 テレスコピックレールの使用外形図 

 

図 8-2 テレスコピックレールの使用外形図 
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付録 A
A.1 ガイドラインおよび宣言 

以下の事項は、本書で説明されている SIMATIC 製品に当てはまります。  

CE マーキングに関する注記  

 

 
以下の事項は、本書で説明されている SIMATIC 製品に当てはまります。 

EMC 指令 

この製品は EC 指令「2004/108/EEC 電磁環境両立性」の要件を満たしており、この

CE ラベルによって以下の適用分野に適合しています。 

 

必要条件 適用分野  

放射される外乱 外乱に対する耐性 

住宅、ビジネスおよび商業地

域、軽工業地域 
EN 61000-6-3: 2007 EN 61000-6-1: 2007 

工業地域 EN 61000-6-4: 2007 EN 61000-6-2: 2005 

装置は EN 61000-3-2:2006 (高調波電流)および 
EN 61000-3-3:2008 (電圧変動とフリッカ)に適合しています。  

低電圧指令 

本製品は EC 指令 2006/95/EC「低電圧指令」の必要条件を満たしています。 この指令

への適合性は、EN 60950-1:2006 に準拠して検証されています。 2006. 

適合性宣言  

EC の適合性宣言とそれに対応する文書は、前述の EC 指令に従って機関に提供されま

す。 これらは、必要に応じて営業担当者が準備することができます。 
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取り付けガイドラインの注意事項 

この文書に記載されている取り付けガイドラインと安全上の注意事項は、コミッショニ

ングと操作の際に配慮する必要があります。 

I/O の接続 

接続された I/O が産業用途に適している場合は、EN 61000-6-2 に対する耐ノイズ性要

件が満たされます。 周辺機器はシールドケーブルを介してのみ接続されます。 

A.2 認証および承認 

ISO 9001 認証 

すべての製造プロセス(開発、製造、販売)のためのシーメンス社品質管理システムは、

ISO 9001:2000 の要件を満たしています。 

これは DQS (ドイツ品質保証機構)により認定されています。 

Q-Net 認定書番号: DE-001108 QM 

ソフトウェア使用許諾契約 

装置にはプレインストールソフトウェアが用意されている場合と、用意されていない場

合があります。 プレインストールソフトウェアを搭載した装置の場合は、関連するラ

イセンス契約に注意してください。 

アメリカ、カナダおよびオーストラリアの承認 

製品の安全性 

 

装置には、以下の認証を取得することができます。 

UL 認証(損害保険者研究所)、UL 規格 60950-1、レポート E11 5352、およ

びカナダ規格 C22.2 No. 60950-1 (I.T.E)  
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EMC  

 

米国 

連邦通信委員会 

無線周波数外乱の記

述 

本装置は試験済みであり、FCC ルールのパート 15 に規定され

ているクラス A デジタル装置の制限に適合していることが確

認されています。 これらの制限は、商業環境で装置を使用し

たときに有害な干渉を防止する適切な防護策を提供できるよう

に設計されています。 本装置は、無線周波数のエネルギーを

生成、使用し放射することができます。取扱説明書に従わない

で据え付け/操作が行われると、無線通信に有害な干渉を発生

させる可能性があります。 装置が住宅地で使用されると有害

な干渉を発生する可能性があり、その場合ユーザーは自費でそ

の外乱を修正することを要求されます。  

シールドケーブル FCC の規定に従って本装置を維持するために、シールドケー

ブルを使用する必要があります。 

変更 メーカーによって承認されていない変更や修正には、装置を使

用するユーザーの権限が無効になる可能性があります。' 

動作条件 本装置は FCC ルールのパート 15 に準拠しています。 動作

は、以下の 2 つの条件に従っています。 (1) 本装置が有害な干

渉を発生しないこと、そして(2)本装置は望ましくない操作に

よって引き起こされる干渉を含め、受信したどんな干渉も受け

入れること。 
 

 

カナダ 

カナダの注意事項 このクラス B デジタル装置は、カナダの ICES-003 に準拠して

います。 

Avis Canadian Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme 
NMB-003 du Canada. 

 

 

オーストラリア 

 
 

この製品は規格 EN 61000-6-3:2007『一般規格 - 住宅、商業お

よび軽工業地域の環境に対する排出基準』に準拠しています。
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A.3 サービスおよびサポート 
製品に関する追加情報やサポートはインターネットの次のアドレスにあります： 

● 技術サポート (http://www.siemens.de/automation/csi_en_WW) 

● サポートリクエストフォーム (http://www.siemens.com/automation/support-request) 

● SIMATIC PC/PGのアフターサービス情報システム (http://www.siemens.com/asis) 

● SIMATICマニュアルセット (http://www.siemens.com/simatic-tech-doku-portal) 

● 寄りの担当代理店 
(http://www.automation.siemens.com/mcms/aspa-db/en/Pages/default.aspx) 

● トレーニングセンター 
(http://sitrain.automation.siemens.com/sitrainworld/?AppLang=en) 

● Industry Mall (http://mall.automation.siemens.com) 

寄りの担当代理店またはテクニカルサポートにお問い合わせの際は、以下の技術情報

をご用意ください： 

● 装置の注文番号(MLFB) 

● BIOS のバージョン(市販の PC)またはイメージのバージョン(HMI デバイス) 

● 取り付けられている追加ハードウェア 

● インストールされているその他のソフトウェア 

ツールとダウンロード 

装置にダウンロードして使用可能な更新やホットフィックスがないか、定期的にチェッ

クしてください。 ダウンロードはインターネットの「SIMATIC PC/PG のアフターサー

ビス情報システム(After Sales Information System SIMATIC PC/PG)」で使用可能です

(上記を参照)。 

http://www.siemens.de/automation/csi_en_WW�
http://www.siemens.com/automation/support-request�
http://www.siemens.com/asis�
http://www.siemens.com/simatic-tech-doku-portal�
http://www.automation.siemens.com/mcms/aspa-db/en/Pages/default.aspx�
http://sitrain.automation.siemens.com/sitrainworld/?AppLang=en�
http://mall.automation.siemens.com/�
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