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熟練工ドライバーBLG-BC2 外付け BLG-IO-Pro1 取扱説明書 （I/O ボックス） 

                         （2017年12月現在）        WT-A009-BC2-IOBOX 17B 

 

■概要 

BLG-BC2シリーズと各スイッチや回転灯の外部機器と接続し連動が可能になる簡易的 I/Oボックスです。 

 

   ■各部名称 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■外観寸法図 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：mm （重さ：635g） 

●電動ドライバー連動 ＬＥＤ 

１．ST （スタート～ストップ間点灯） 

２．T.UP （トルクアップ点灯） 

３．WORK-Err （ワークOFF時点灯） 

４．WORK-ON/OFF （ワークON時点灯） 

５．FOR （正転時点灯） 

６．REV （逆転時点灯） 

７．PASS （判定後点灯） 

８．Fail （判定後点灯） 

９．COMP（設定カウント数完了後点灯） 

●スイッチ類 

１．ＲＥＳＥＴ１ 

２．ＲＥＳＥＴ２ 

３．Ｄｒ-ＳＷ 

（強制的にＢＣ２をＯＦＦに出来ます。） 

  ＯＦＦ時 “ＬＯＣＫ”が点灯します。 

４．DSW （参照１） 

●外部接続 

全ての接続が完了したら、電源を入れて

ください。 

１．BLG-BC2専用ケーブルコネクター 

２．I/Oポート 

   I/Oコネクター（参照２） 

３．６ピンメタルコネクター（２箇所） 

   右→電源T-４５ＢＬ or Ｔ－７０ＢＬ 

   左→BLG-BC2ドライバー 
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■ＤＳＷのＯＮ／ＯＦＦ動作条件 （参照 表１）  

ＤＳＷ１ 設定名称 
内容（ＤＳＷ１） 

ＯＮ ＯＦＦ 

１ ワークセット ワークの有無に関係なくＢＣ２の動作が可

能です。(WORK LED点灯) 

スイッチやセンサー等を使い、ワークの有無で 

ＢＣ２の動作切換え(ON/OFF)が可能です。 

(WORK LED 消灯) 

２ エラー後のリセット 

処理（Ｆａｉｌ） 

エラー直前の設定に戻ります。 

 

作業前の設定に戻ります。 

 

３ モードスイッチ ＢＣ２のF1,2,3スイッチをロックします。

ＢＣ２側での設定が出来ません。 

ＢＣ２ “Ｍ”ＬＥＤ点灯 

ＢＣ２のモードスイッチをアンロックします。 

ＢＣ２側の設定が可能になります。 

ＢＣ２ “Ｍ”ＬＥＤ消灯 

４ コンプリート後の動

作（ＣＯＭＰ） 

ＣＯＭＰネジ締め完了でＢＣ２動作不可に

なります。 

解除は、ワークを一度取り外し、新ワーク

をセットした時から動作可能となります。 

ＣＯＭＰネジ締め完了後もＢＣ２の動作可能な

状態になります。 

連続ネジ締めが可能です。 

 

５ IO Pro1ブザー Ｆａｉｌ・ＣＯＭＰ時にブザーが鳴ります。 ブザーは鳴りません。 

６ エラー後の動作 

処理（Ｆａｉｌ） 

Ｆａｉｌ判定後ＢＣ２は動作可能になりま

す。 

Ｆａｉｌ判定後ＢＣ２は動作不可になります。 

解除（※注記 ＤＳＷ１－２同様） 

７ ＮＣ   

８ ＮＣ   

（ご注意） 出荷時、ＤＳＷ１は１と６が「ＯＮ」に設定されています。 

 

〈 注記 〉                

■ＤＳＷ１の設定は電源ＯＦＦの状態で行って下さい。 

 

●ＤＳＷ１－１ 

Ｉ／Ｏポートを使用し外部のワーク有無信号を利用の場合は、ＯＦＦに設定して下さい。 

 

●ＤＳＷ１－２ 

・ＤＳＷ１－６が「ＯＦＦ」の場合 

ＦａｉｌのＬＥＤが点灯しＢＣ２が動作しません。解除はリセットスイッチを押すことで対応します。 

 

・スイッチを押す順番 

１．ＲＥＳＥＴ１ → ブザーＯＦＦ用（ブザーのＯＦＦのみで、ＢＣ２は動作しません。） 

    作業状態の安全等を確認後、ＲＥＳＥＴ２のスイッチを押して下さい。 

２．ＲＥＳＥＴ２ → ＢＣ２動作可能な状態になります。 

 

・ＤＳＷ１－５が「ＯＮ」・６が「ＯＦＦ」の場合 

Ｆａｉｌ時ＬＥＤが点灯しブザーが鳴りＢＣ２が動作しません。解除はリセットスイッチを押すことで対応します。 

（この時の警告ブザーはリセット解除するまで停止しません。） 

 

・スイッチを押す順番 

１．ＲＥＳＥＴ１ → ブザーＯＦＦ用（ブザーのＯＦＦのみで、ＢＣ２は動作しません。） 

作業状態の安全等を確認後、ＲＥＳＥＴ２のスイッチを押して下さい。 

２．ＲＥＳＥＴ２ → ＢＣ２動作可能な状態になります。 

 

●ＤＳＷ１－４ 

・ＤＳＷ１－４を「ＯＮ」で使用する場合、ＤＳＷ１－１を「ＯＦＦ」にし、外部ワーク有無信号で作業を行って下さい。 

 

●ＤＳＷ１－５ 

・外部ブザーを増設する場合は、ＩＯコネクターに接続する事でＤＳＷ１設定以外の出力で動作させる事が可能です。 
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■I/Oコネクター接続ピン配置（参照２） 

（GND共通で接続下さい。）HIF3BAタイプ 40ピン 

※添付コネクター以外のMIL規格品をご使用する事も可能です。使用条件により対応下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｌｏｗアクティブ内部回路と使用について 

  ・Ｌｏｗ時の電圧は０．３Ｖ以下にして下さい。 

  ・外部電圧でプルアップの場合は３０V以下にして下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内部ブザーと連動のブザーを外部に取り付ける場合 

  （ブザー用電源は外部でご用意下さい。） 

 

 

 

 

 

 

■その他仕様 

★仕様 

消費電流 ３０Ｖ／４０ｍA （弊社電動ドライバー用電源を使用の事 ／ T-BLシリーズ） 

オープンコレクター出力 （最大４０Ｖ／４０ｍＡ） 

★梱包内容 

ＢＬＧ－ＩＯ-Ｐro１   １台 ４０ピンコネクターコード付き（250㎜）  １個  

６ピンドライバーコード２ｍ   １本 BLG-IO-Pro1取扱説明書  １冊  

   ＊BC2専用ケーブルは付属していません。外部入出力用専用ケーブルBG-BC2-3010を別途ご用意ください。 

 ピン番号と名称 

GND ２２、２３、２４、２５、３６、３７ 

Lowアクティブ入力 

（入力信号Lowレベルで動作します。） 

２６、２７ ワークセット 

３２、３３ ＲＥＳＥＴ１ 

３４、３５ ＲＥＳＥＴ２ 

オープンコレクター出力 １１ ＰＡＳＳ／ＣＯＭＰ（回転灯等） 

１２ Ｔ・ＵＰ／ＣＯＭＰ（回転灯等） 

１３ Ｆａｉｌ／ＣＯＭＰ（回転灯等） 

１５ ブザー（ＤＳＷ１連動） 

２０ ＰＡＳＳ 

２１ Ｆａｉｌ 

PC等接続用（ＲＳ-２３２Ｃ） 

ＢＣ２専用ケーブルで接続 

（ＢＣ２通信仕様書を参照） 

３８ ＲＸＤ 

３９ GND 

４０ ＴＸＤ 

配
線
側
方
向 

外部ブザー 

フリッカ等 

外部電源 Ｉ／Ｏコネクター １５番 

Ｉ／Ｏコネクター ２５番 
GND 

- + 
+V 

ＩＮ スイッチ信号等 

内部回路 
+5V 
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