
インストレーションインストラクション
1756 EtherNet/IP 通信モジュール
Cat.No. 1756-EN2T、1756-EN2TK、1756-EN2TP、1756-EN2TPK、1756-EN2TPXT、1756-EN2TR、1756-EN2TRK、
1756-EN2TRXT、1756-EN2TXT、1756-EN3TR、1756-EN3TRK、1756-EN4TR、1756-EN4TRK、1756-EN4TRXT

変更内容
本書には、以下の表に⽰す新しい情報と更新情報が記載されています。この表には重要な更新情報だけが含まれており、すべての変更を反映する
ものではありません。
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ネットワークコネクタとケーブル 6
仕様 7
参考資料 7
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モジュールのモードの設定手順を追加。 5



1756 EtherNet/IP 通信モジュール インストレーションインストラクション
ATTENTION: Read this document and the documents listed in the Additional Resources section about installation, configuration and operation of this equipment before you install, configure, operate or 
maintain this product. Users are required to familiarize themselves with installation and wiring instructions in addition to requirements of all applicable codes, laws, and standards.
Activities including installation, adjustments, putting into service, use, assembly, disassembly, and maintenance are required to be carried out by suitably trained personnel in accordance with applicable 
code of practice. If this equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired.

ATENCIÓN: Antes de instalar, configurar, poner en funcionamiento o realizar el mantenimiento de este producto, lea este documento y los documentos listados en la sección Recursos adicionales acerca 
de la instalación, configuración y operación de este equipo. Los usuarios deben familiarizarse con las instrucciones de instalación y cableado y con los requisitos de todos los códigos, leyes y estándares 
vigentes.
El personal debidamente capacitado debe realizar las actividades relacionadas a la instalación, ajustes, puesta en servicio, uso, ensamblaje, desensamblaje y mantenimiento de conformidad con el 
código de práctica aplicable. Si este equipo se usa de una manera no especificada por el fabricante, la protección provista por el equipo puede resultar afectada.
ATENÇÃO: Leia este e os demais documentos sobre instalação, configuração e operação do equipamento que estão na seção Recursos adicionais antes de instalar, configurar, operar ou manter este 
produto. Os usuários devem se familiarizar com as instruções de instalação e fiação além das especificações para todos os códigos, leis e normas aplicáveis.
É necessário que as atividades, incluindo instalação, ajustes, colocação em serviço, utilização, montagem, desmontagem e manutenção sejam realizadas por pessoal qualificado e especializado, de 
acordo com o código de prática aplicável.
Caso este equipamento seja utilizado de maneira não estabelecida pelo fabricante, a proteção fornecida pelo equipamento pode ficar prejudicada.
ВНИМАНИЕ: Перед тем как устанавливать, настраивать, эксплуатировать или обслуживать данное оборудование, прочитайте этот документ и документы, 
перечисленные в разделе «Дополнительные ресурсы». В этих документах изложены сведения об установке, настройке и эксплуатации данного оборудования. 
Пользователи обязаны ознакомиться с инструкциями по установке и прокладке соединений, а также с требованиями всех применимых норм, законов и 
стандартов.
Все действия, включая установку, наладку, ввод в эксплуатацию, использование, сборку, разборку и техническое обслуживание, должны выполняться 
обученным персоналом в соответствии с применимыми нормами и правилами.
Если оборудование используется не предусмотренным производителем образом, защита оборудования может быть нарушена.

: 

ACHTUNG: Lesen Sie dieses Dokument und die im Abschnitt „Weitere Informationen“aufgeführten Dokumente, die Informationen zu Installation, Konfiguration und Bedienung dieses Produkts enthalten, 
bevor Sie dieses Produkt installieren, konfigurieren, bedienen oder warten. Anwender müssen sich neben den Bestimmungen aller anwendbaren Vorschriften, Gesetze und Normen zusätzlich mit den 
Installations- und Verdrahtungsanweisungen vertraut machen.
Arbeiten im Rahmen der Installation, Anpassung, Inbetriebnahme, Verwendung, Montage, Demontage oder Instandhaltung dürfen nur durch ausreichend geschulte Mitarbeiter und in Übereinstimmung mit 
den anwendbaren Ausführungsvorschriften vorgenommen werden.
Wenn das Gerät in einer Weise verwendet wird, die vom Hersteller nicht vorgesehen ist, kann die Schutzfunktion beeinträchtigt sein.
ATTENTION : Lisez ce document et les documents listés dans la section Ressources complémentaires relatifs à l’installation, la configuration et le fonctionnement de cet équipement avant d’installer, 
configurer, utiliser ou entretenir ce produit. Les utilisateurs doivent se familiariser avec les instructions d’installation et de câblage en plus des exigences relatives aux codes, lois et normes en vigueur.
Les activités relatives à l’installation, le réglage, la mise en service, l’utilisation, l’assemblage, le démontage et l’entretien doivent être réalisées par des personnes formées selon le code de pratique en 
vigueur.
Si cet équipement est utilisé d’une façon qui n’a pas été définie par le fabricant, la protection fournie par l’équipement peut être compromise.
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ATTENZIONE Prima di installare, configurare ed utilizzare il prodotto, o effettuare interventi di manutenzione su di esso, leggere il presente documento ed i documenti elencati nella sezione “Altre 
risorse”, riguardanti l’installazione, la configurazione ed il funzionamento dell’apparecchiatura. Gli utenti devono leggere e comprendere le istruzioni di installazione e cablaggio, oltre ai requisiti previsti 
dalle leggi, codici e standard applicabili.
Le attività come installazione, regolazioni, utilizzo, assemblaggio, disassemblaggio e manutenzione devono essere svolte da personale adeguatamente addestrato, nel rispetto delle procedure previste.
Qualora l’apparecchio venga utilizzato con modalità diverse da quanto previsto dal produttore, la sua funzione di protezione potrebbe venire compromessa.
DİKKAT: Bu ürünün kurulumu, yapılandırılması, işletilmesi veya bakımı öncesinde bu dokümanı ve bu ekipmanın kurulumu, yapılandırılması ve işletimi ile ilgili İlave Kaynaklar bölümünde yer listelenmiş 
dokümanları okuyun. Kullanıcılar yürürlükteki tüm yönetmelikler, yasalar ve standartların gereksinimlerine ek olarak kurulum ve kablolama talimatlarını da öğrenmek zorundadır.
Kurulum, ayarlama, hizmete alma, kullanma, parçaları birleştirme, parçaları sökme ve bakım gibi aktiviteler sadece uygun eğitimleri almış kişiler tarafından yürürlükteki uygulama yönetmeliklerine uygun 
şekilde yapılabilir.
Bu ekipman üretici tarafından belirlenmiş amacın dışında kullanılırsa, ekipman tarafından sağlanan koruma bozulabilir.

維
POZOR: Než začnete instalovat, konfigurovat či provozovat tento výrobek nebo provádět jeho údržbu, přečtěte si tento dokument a dokumenty uvedené v části Dodatečné zdroje ohledně instalace, 
konfigurace a provozu tohoto zařízení. Uživatelé se musejí vedle požadavků všech relevantních vyhlášek, zákonů a norem nutně seznámit také s pokyny pro instalaci a elektrické zapojení.
Činnosti zahrnující instalaci, nastavení, uvedení do provozu, užívání, montáž, demontáž a údržbu musí vykonávat vhodně proškolený personál v souladu s příslušnými prováděcími předpisy.
Pokud se toto zařízení používá způsobem neodpovídajícím specifikaci výrobce, může být narušena ochrana, kterou toto zařízení poskytuje.
UWAGA: Przed instalacją, konfiguracją, użytkowaniem lub konserwacją tego produktu należy przeczytać niniejszy dokument oraz wszystkie dokumenty wymienione w sekcji Dodatkowe źródła 
omawiające instalację, konfigurację i procedury użytkowania tego urządzenia. Użytkownicy mają obowiązek zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi instalacji oraz oprzewodowania, jak również 
z obowiązującymi kodeksami, prawem i normami.
Działania obejmujące instalację, regulację, przekazanie do użytkowania, użytkowanie, montaż, demontaż oraz konserwację muszą być wykonywane przez odpowiednio przeszkolony personel zgodnie 
z obowiązującym kodeksem postępowania.
Jeśli urządzenie jest użytkowane w sposób inny niż określony przez producenta, zabezpieczenie zapewniane przez urządzenie może zostać ograniczone.
OBS! Läs detta dokument samt dokumentet, som står listat i avsnittet Övriga resurser, om installation, konfigurering och drift av denna utrustning innan du installerar, konfigurerar eller börjar använda 
eller utföra underhållsarbete på produkten. Användare måste bekanta sig med instruktioner för installation och kabeldragning, förutom krav enligt gällande koder, lagar och standarder.
Åtgärder som installation, justering, service, användning, montering, demontering och underhållsarbete måste utföras av personal med lämplig utbildning enligt lämpligt bruk.
Om denna utrustning används på ett sätt som inte anges av tillverkaren kan det hända att utrustningens skyddsanordningar försätts ur function.
LET OP: Lees dit document en de documenten die genoemd worden in de paragraaf Aanvullende informatie over de installatie, configuratie en bediening van deze apparatuur voordat u dit product 
installeert, configureert, bediend of onderhoudt. Gebruikers moeten zich vertrouwd maken met de installatie en de bedradingsinstructies, naast de vereisten van alle toepasselijke regels, wetten en 
normen.
Activiteiten zoals het installeren, afstellen, in gebruik stellen, gebruiken, monteren, demonteren en het uitvoeren van onderhoud mogen uitsluitend worden uitgevoerd door hiervoor opgeleid personeel en 
in overeenstemming met de geldende praktijkregels.
Indien de apparatuur wordt gebruikt op een wijze die niet is gespecificeerd door de fabrikant, dan bestaat het gevaar dat de beveiliging van de apparatuur niet goed werkt.
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1756 EtherNet/IP 通信モジュール インストレーションインストラクション
環境およびエンクロージャ

北⽶における危険な領域に関する規格

注意：
• 本装置の設置、構成および操作について、本マニュアルおよび参考資料に記載された資料に⽬を通してから、本製品の設置、構成、

操作、メンテンナンスを⾏なってください。ユーザは適⽤されるすべての条例、法律、規格要件に加えて、設置、配線指⽰に熟知
している必要があります。

• 取付け、調整、導入、使⽤、組⽴て、分解、およびメンテナンスは、適切な訓練を受けた⼈が該当する実施規則に従って⾏なう必
要があります。故障または破損が発生した場合、修理を試みないでください。モジュールは、修理のために製造メーカに返送して
ください。モジュールを分解しないでください。

• 本装置を製造メーカの指定した方法以外で使⽤した場合、装置の保護機能が低下する可能性があります。
• この装置は、周囲温度0〜60°C (32〜140°F) [1756-EN2T、1756-EN2TP、1756-EN2TPK、1756-EN2TR、1756-EN3TR、1756-EN4TR、

1756-EN4TRK]または-25〜+70°C (-13〜+158°F) [1756-EN2TXT、1756-EN2TRXT、1756-EN2TPXT、1756-EN4TRXT]の範囲での使
⽤のみ認められています。この温度範囲外で装置を使⽤してはなりません。

• この装置は、静電気が発生しない柔らかい、乾いた布を使⽤して清掃してください。洗浄剤は使⽤しないでください。
• 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ケーブルの⻑さは3.0m未満で、ハブを含めてはなりません。

重要 本書に記載されている図表、サンプルプログラム、およびレイアウト例は、すべて例⽰のみを⽬的としています。特定の取付け
には多くの変数や要件が関連しているため、当社は、本書で⽰した例に基づいて実際に使⽤した場合の結果についての責任また
は義務を負いません。

注意：この装置は、過電圧カテゴリIIアプリケーション(IEC/EN 60664-1に定義)、⾼度2,000m (6,562フィート)までディレーティング
なし、汚染度2の産業⽤環境での使⽤を意図しています。
この装置は、居住環境での使⽤を⽬的として設計されていないため、居住環境内の無線通信サービスに適切な保護を提供することはで
きません。
この装置は、屋内使⽤向けに 「開放型」装置として出荷されています。特定の環境条件に適合し、充電部への接触による⼈体への危
険を防⽌する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。また、何らかのツール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。以降のセクションに
は、特定の製品の安全要件を満たすのに必要な特定のエンクロージャタイプの定格に関する詳細情報が記載されています。
他の参考文献 :
• 取付け要件については、『配線と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。
• エンクロージャの保護レベルについては、対応するNEMA規格250およびIEC/IEC 60529を参照してください。

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 components 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 – 
• 電力が除去されているか、または領域が危険でないと確

認できるまでは、この機器への接続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、装置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 1756-IN050E-JA-P - March 2022 3

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


1756 EtherNet/IP 通信モジュール インストレーションインストラクション
ヨーロッパにおける危険な領域に関する規格

以下の説明は 、  II 3 G のマークがついた製品を対象とします。
• このようなモジュールは、機器グループ II、機器カテゴリ 3 であり、指令 2014/34/EU の付属書 II に記載されたそれらの装置の設計および

構成に関連する必須健康 / 安全要件に準拠しています。詳細は、 rok.auto/certifications で EC 適合宣言書を参照してください。
• 1756-EN2T、1756-EN2TP、1756-EN2TPXT、1756-EN2TR、1756-EN2TRXT、1756-EN2TXT、および 1756-EN3TR の保護タイプは、EN 60079-15

に準拠する 「Ex nA IIC T4 Gc」です。
• 1756-EN4TR、1756-EN4TRK、および 1756-EN4TRXT の保護タイプは、EN 60079-0 および EN 60079-7 に準拠する「Ex ec IIC T4 Gc」です。
• 1756-EN2T、1756-EN2TP、1756-EN2TPXT、1756-EN2TR、1756-EN2TRXT、1756-EN2TXT、お よ び 1756-EN3TR モ ジ ュ ー ル は 規 格

EN 60079-0:2012+A11:2013 および EN 60079-15:2010 に準拠しています。証明番号 DEMKO13ATEX1325026X を参照してください。
• 1756-EN4TR、1756-EN4TRK、および 1756-EN4TRXT モジュールは規格 EN IEC 60079-0:2018 および EN 60079-7:2015+A1:2018 に準拠し

ています。証明番号 DEMKO18ATEX2139X を参照してください。
• このようなモジュールには、カタログ番号の後ろにコンフォーマルコーティングのオプションを⽰す “K” が付いています。
• このようなモジュールは、ガス、蒸気、噴霧、大気による爆発性雰囲気が発生する可能性がないか、短期ではまれにしか発生しない領域で

使⽤することを意図しています。このような場所は、ATEX 指令 2014/34/EU のゾーン 2 分類に相当します。

IEC における危険な領域に関する認可
IECEx 認可を受けた製品には、以下が適⽤されます。

• このようなモジュールは、ガス、蒸気、噴霧、大気による爆発性雰囲気が発生する可能性がないか、短期ではまれにしか発生しない領域で
使⽤することを意図しています。このような場所は、IEC 60079-0 のゾーン 2 分類に相当します。

• Cat.No. 1756-EN2T、1756-EN2TP、1756-EN2TR、1756-EN2TPXT、1756-EN2TRXT、1756-EN2TXT、お よ び 1756-EN3TR の 保 護 タ イ プ は、
IEC 60079-15 に準拠する 「Ex nA IIC T4 Gc」です。

• Cat.No. 1756-EN4TR、1756-EN4TRK、および 1756-EN4TRXT の保護タイプは、IEC 60079-0 および IEC 60079-77 に準拠する「Ex ec IIC T4 Gc」
です。

• このようなモジュールには、カタログ番号の後ろにコンフォーマルコーティングのオプションを⽰す “K” が付いています。
• 1756-EN2T、1756-EN2TP、1756-EN2TR、1756-EN2TPXT、1756-EN2TRXT、1756-EN2TXT、および 1756-EN3TR モジュールは、規格

IEC 60079-0:2011 および IEC 60079-15:2010 に準拠しています。証明番号 IECExUL14.0008X を参照してください。
• 756-EN4TR、1756-EN4TRK、および 1756-EN4TRXT モジュールは規格 IEC 60079-0, Edition 7 および IEC 60079-7, Edition 5.1 に準拠して

います。IECEx 証明番号 IECExUL18.0130X を参照してください。

警告：安全に使⽤するための特別条件：
• この装置は、日光またはその他の紫外線放射源に対する耐性はありません。
• この装置は、ロックウェル・オートメーションにより定義された指定の定格内で使⽤するものとします。
• ゾーン 2 の環境に適⽤する場合は、定格電圧の 140% を超える過渡的な外乱によって定格電圧を超えないようにするための規定を

設けなければなりません。
• ユーザーズマニュアルに記載された手順に従うものとします。
• この製品は、ATEX/IECEx認可済みのロックウェル・オートメーションのバックプレーン以外では使⽤しないでください。
• 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、または他の方法でこの装置に接続されている外部接続を固

定します。
• 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。
• 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ポートは

危険な領域では使⽤しないでください。
• 1756-EN4TR、1756-EN4TRK、および1756-EN4TRXT：

– この装置は、IEC/EN 60664-1 に定義されているように、汚染度 2 以下の領域でのみ使⽤するものとします。
– この装置は、IEC/EN 60079-0 に従い、保護等級が少なくとも IP 54 のエンクロージャ ( ツールで着脱可能なドアまたはカバー付

き ) 内に取付けるものとします。
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1756 EtherNet/IP 通信モジュール インストレーションインストラクション
静電防止対策

電源投入状態での取り外しと取付け (RIUP)

マルチポイントネットワーク通信

モジュールの取付け
モジュールは、シャーシの電源が投入された状態でも取付けと取り外
しが可能です。

マルチポイントネットワーク通信接続を備えた装置の場合

以下の手順に従って、モジュールを取付けてください。
1. モジュールのネットワーク IP アドレスの設定

EtherNet/IP ™ネットワークの構成方法の詳細は、『EtherNet/IP
Network Configuration User Manual』(Pub.No. ENET-UM001) を
参照してください。
1756 EtherNet/IP 通信モジュールによって、以下の一部またはす
べてを使⽤して、ネットワークのインターネットプロトコル (IP)
アドレスを設定できます。
• ロータリスイッチ
• Bootstrap Protocol (BOOTP)/Dynamic Host Configuration

Protocol (DHCP) サーバ
• RSLinx® Classic または FactoryTalk® Linx ソフトウェア
• Studio 5000® 環境
モジュールではこれらのツールをシーケンシャルに使⽤して IPア
ドレスを設定します。

2. 1756-EN4TRモジュールのモードの設定
モジュールの左上隅にあるロータリスイッチは、DLR、PRP、およ
び冗⻑機能⽤に装備されています。スイッチのデフォルトの位置
は 0 です。表 1 に従って、スイッチを適切な位置に設定します。

.

モード・ロータリ・スイッチの詳細は、『ControlLogix EtherNet/
IP Network Devices User Manual』(Pub.No. 1756-UM004) を参照
してください。

3. モジュールスロットの場所の決定
4. モジュールの取付け

a. サーキットボードをシャーシの上下ガイドに合わせます。
b. モジュールをシャーシ内にスライドさせます。

 モジュール・バックプレーン・コネクタがシャーシバック
プレーンに適切に接続されていることを確認します。モジュ
ールは、電源や取付けられたモジュールと同じ平面になって
いれば正しく取付けられています。

5. RJ45接続経由でのEtherNet/IPネットワークへのモジュールの
接続

注意：
• この機器は、静電気の影響を受けやすいため、静電気

によって内部が損傷し、通常の動作に影響が出ること
があります。この装置を取り扱う場合は、以下の静電
防⽌対策が必要になります。

• 接地されたものに触れて、静電気を放電してください。
• 認可された接地⽤リストストラップを着⽤してくだ

さい。
• 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。
• 装置内部の回路部品に触れないでください。
• 静電気対策が取られているワークステーションを使⽤

してください(入手可能な場合)。
• 使⽤しないときは、装置を適切な静電防⽌袋に入れて

保管してください。

警告：バックプレーン電力が印加された状態でモジュー
ルを挿入または取り外すと、アーク放電が発生する恐れ
があります。危険な領域で取付けを⾏なうと、爆発が発
生する恐れがあります。
電力が除去されているか、または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。電気アークが繰返し
発生すると、モジュールとその対応するコネクタの両方
の接点に過度の摩耗が生じます。接点が摩耗すると、モジ
ュールの動作に影響を及ぼす電気抵抗が発生する可能性
があります。

警告：このモジュールまたはネットワーク上のデバイス
に電源が投入されている状態で通信ケーブルを接続また
は切り離すと、電気的なアークが生じることがありま
す。危険な領域で取付けを⾏なうと、爆発が発生する恐
れがあります。
電力が除去されているか、または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：バックプレーン電力が印加された状態でモジュー
ルを挿入または取り外すと、アーク放電が発生する恐れ
があります。危険な場所での設置時にバックプレーン電
源が投入されている状態でモジュールの取付け/取り外
しは、爆発につながる可能性があります。
電力が除去されているか、または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。アーク放電が繰返し
発生すると、モジュールと接続するコネクタの両方の接
点が著しく摩耗する原因になります。接点が摩耗すると、
電気抵抗を生じ、モジュールの動作に影響を与えます。

警告：このモジュールまたはネットワーク上のデバイス
に電源が投入されている状態で通信ケーブルを接続また
は切り離すと、電気的なアークが生じることがありま
す。危険な場所で、電源が投入されているモジュールの
接続または切り離しを⾏なうと、爆発が起こる可能性が
あります。
電力が除去されているか、または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。

表 1 - モード・ロータリ・スイッチの機能

スイッチの位置 機能
9 DLRまたはシングルポート
8 PRPまたはシングルポート
7 冗⻑アダプタとDLRまたはシングルポートトポロジ
6 冗⻑アダプタとPRP

注意：モード・ロータリ・スイッチを9 (DLR)に設
定して、モジュールをPRPネットワークに挿入す
ると、PRP LAN AとPRP LAN Bが直接接続されるた
め、ネットワークが無効になる場合があります。

重要 冗⻑アダプタペアを使⽤する場合は、ペアに
なっている 2 つのモジュールでそれぞれのモ
ード・ロータリ・スイッチを同じ値に設定
する必要があります。
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1756 EtherNet/IP 通信モジュール インストレーションインストラクション
6. 以下に⽰すように、RJ45コネクタ付きケーブルをモジュールの
イーサネットポートに接続します。

7. 製品互換性およびダウンロードセンターWebサイト
(rok.auto/pcdc)からアドオンプロファイルをダウンロード
します。

8. USBポート経由でモジュールに接続します(モジュールにUSBポ
ートが搭載されている場合)。

9. 製品互換性およびダウンロードセンターWebサイト
(rok.auto/pcdc)からファームウェアをダウンロードします。

10. シャーシ電源の投入およびステータスインジケータの確認。

ステータスインジケータ
これらの 1756 EtherNet/IP 通信モジュールは、同じステータスインジ
ケータを使⽤しています。以下の図は、これらのモジュールのモジュー
ル前面を⽰しています ( 拡張温度モジュールは含まれていません )。

ステータスインジケータの詳細は、『ControlLogix EtherNet/IP Network
Devices User Manual』(Pub.No. 1756-UM004) を参照してください。

ネットワークコネクタとケーブル
??????USB?????????????

表 2 - コネクタ番号

コネクタ
番号 色

1585J 8 ピンケー
ブル、10/100/
1000 Mbps 対応

1585J 8 ピンケー
ブル、10/100 
Mbps 対応

1585J 4 ピンケー
ブル、10/100 
Mbps 対応

1 白色/
オレンジ BI_DA+ TxData +

2 オレンジ BI_DA- TxData -
3 白色/緑色 BI_DB+ Recv Data +
4 ⻘色 BI_DC+ 未使⽤ N/A
5 白色/⻘色 BI_DC- 未使⽤ N/A
6 緑色 BI_DB- Recv Data -
7 白色/茶色 BI_DD+ 未使⽤ N/A
8 茶色 BI_DD- 未使⽤ N/A

32457

デュアル・ポート・
モジュール

シングル・ポート・
モジュール

32452 tm32452 tm

32452 tm32452 tm

シングル・ポート・
モジュール

デュアル・ポート・
モジュール

警告：USBポートは、一時的な使⽤のみを⽬的としてい
ます。危険な領域でUSBポートの接続または切り離しを
⾏なわないでください。USBポートは危険な領域では使
⽤しないでください。
USB ケーブルの⻑さは 3.0m 未満で、ハブを含めてはなり
ません。

注意：本書のページ 1に記載されている1756 EtherNet/
IP通信モジュールのうち、末尾が 「K」または 「XT」の
モジュールは、腐食性雰囲気から保護するためのポート
保護プラグが取付けられた状態で出荷されます。製品の
腐食性雰囲気等級を満たすために、保管時および使⽤時
を通して、使⽤していないポートにはポートプラグを取
付けたままにする必要があります。一時的にアクセスす
る必要がある場合はプラグを外し、一時アクセスが終わ
った後は再び装着するようにしてください。

モジュール ポート 要件

EtherNet/IP 銅 線 イ ー
サネット

コネクタ/ケーブル：IEC 60603-7に準拠したRJ45コ
ネクタ、TIA 568-B.1に準拠した2または4ペアカテゴ
リ5e最小ケーブル、またはISO/IEC 11801-3に準拠し
たカテゴリ5ケーブル。
コネクタ/ケーブル：1756-EN4TR、1756-EN4TRK、
および1756-EN4TRXTの場合、IEC 60603-7に準拠し
たRJ45コネクタ、TIA 568-B.1に準拠した4ペアカテ
ゴリ5e最小ケーブル、またはISO/IEC 11801-3に準拠
したカテゴリ5ケーブル。

32730 tm32730 tm

パラレル・リダンダンシ・
プロトコル (PRP) 
デュアル・ポート・モジュール

1756-EN4TR 
デュアル・ポート・
モジュール
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1756 EtherNet/IP 通信モジュール インストレーションインストラクション
仕様

参考資料
以下の表に、ロックウェル・オートメーションからの関連製品に関連する参考資料を記載しています。

これらの資料は、 http://www.rockwellautomation.com/literature/ で閲覧またはダウンロードできます。
技術資料をハードコピーでお求めの場合は、当社または当社代理店までお問い合わせください。

項目
1756-EN2T、1756-EN2TK、1756-EN2TP、
1756-EN2TPK、1756-EN2TR、1756-EN2TRK、
1756-EN3TR、1756-EN3TRK

1756-EN4TR、
1756-EN4TRK

1756-EN2TXT、
1756-EN2TRXT、
1756-EN2TPXT

1756-EN4TRXT

定格電圧および定格電流 DC5.1V、1A DC5.1V、1.2A DC5.1V、1A DC5.1V、1.2A
動作温度
• IEC 60068-2-1 (テストAd、冷間運転)
• IEC 60068-2-2 (テストBd, 動作乾熱)
• IEC 60068-2-14 (テストNb、動作時の

耐熱衝撃性)

0 ≤ Ta ≤ +60°C (+32 ≤ Ta ≤ +140°F) -25 ≤Ta ≤ +70°C (-13 ≤ Ta ≤ +158°F)

周囲空気温度 60°C (140°F) 70°C (158°F)

腐蝕性雰囲気(1)

• ASTM B845-97メソッドH促進試験(20
日間の暴露)

(1) 末尾が 「K」または 「XT」のモジュールにのみ適⽤されます。

ANSI/ISA 71.04-2013 「気中浮遊汚染物質-ガス」の重大度レベルG3(2)

IEC 60721-3-3:2019 「化学活性物質」の重大度レベルCX(2)(3)

(2) 製品の腐食性雰囲気等級を満たすために、保管時および使⽤時を通して、使⽤していないポートにはポートプラグを取付けたままにする必要があります。
(3) 銅の腐食速度：最大9.6ミクロン/年。

エンクロージャタイプの定格 なし(開放型)

絶縁電圧 30V (連続)、基本絶縁タイプ、イーサネットからバックプレーン、USBからバックプレーン、USBからイーサネット、60秒間
AC860Vで形式テスト済み

ワイヤサイズ

イーサネット接続：IEC 60603-7に準拠したRJ45コ
ネクタ、TIA 568-B.1に準拠した2または4ペアカテ
ゴリ5e最小ケーブル、またはISO/IEC 11801-3に準
拠したカテゴリ5ケーブル

イーサネット接続：
IEC 60603-7に準拠した
RJ45コネクタ、TIA 
568-B.1に準拠した4ペア
カテゴリ5e最小ケーブ
ル、またはISO/IEC 
11801-3に準拠したカテ
ゴリ5ケーブル

イーサネット接続：
IEC 60603-7に準拠した
RJ45コネクタ、
TIA 568-B.1に準拠した
2または4ペアカテゴリ
5e最小ケーブル、また
はISO/IEC 11801-3に準
拠したカテゴリ5ケー
ブル

イーサネット接続：
IEC 60603-7に準拠し
たRJ45コネクタ、
TIA 568-B.1に準拠し
た4ペアカテゴリ5e最
小ケーブル、または
ISO/IEC 11801-3に準
拠したカテゴリ5ケー
ブル

北⽶温度コード T4A
ATEX温度コード T4
IECEx温度コード T4

マニュアル名 説明
EtherNet/IP Modules Installation Instructions (EtherNet/IPモジュール イン
ストレーションインストラクション) (Pub.No. ENET-IN002) EtherNet/IP通信モジュールの設置および構成方法を説明する。

Ethernet Design Considerations Reference Manual (Pub.No. ENET-RM002) EtherNet/IP通信モジュールをLogix 5000®コントローラと共に使⽤する方法、および
EtherNet/IPネットワーク上のその他のデバイスと通信する方法に関する詳細を説明する。

EtherNet/IP Network Configuration User Manual (Pub.No. ENET-UM001) EtherNet/IP通信モジュールをLogix 5000コントローラと使⽤する方法、およびイーサネッ
トネットワーク上のさまざまなデバイスと通信する方法を説明する。

EtherNet/IP Secure Communication User Manual (Pub.No. ENET-UM003) システムアーキテクチャ、セキュアな通信の構成、および診断に関する情報を説明してい
ます。

ControlLogix EtherNet/IP Network Devices User Manual 
(Pub.No. 1756-UM004)

ControlLogix® EtherNet/IP通信モジュールをLogix 5000コントローラと共に使⽤して、
Ethernet/IPネットワーク上のさまざまなデバイスと通信する方法を説明する。

EtherNet/IP Embedded Switch Technology Application Guide 
(Pub.No. ENET-AP005)

スイッチテクノロジが内蔵されたロックウェル・オートメーションEtherNet/IPデバイスを
使⽤するリニアおよびデバイス・レベル・リング(DLR)のネットワークを設置、構成、およ
び維持する方法に関する詳細を説明する。

EtherNet/IP Media Planning and Installation Manual
このマニュアルは、次のODVAサイトから入手できます。 
http://www.odva.org

必要なメディアコンポーネントの使⽤方法と、EtherNet/IPネットワークの計画、設置、
検証、トラブルシューティング、および認証方法について説明する。
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Allen-Bradley、ControlLogix、expanding human possibility、FactoryTalk、Logix 5000、Rockwell Automation、RSLinx、および
Studio 5000 は、Rockwell Automation, Inc. の商標です。
EtherNet/IP は、ODVA, Inc. の商標です。
Rockwell Automation に属していない商標は、それぞれの企業が所有しています。

電気・電子機器の廃棄物 (WEEE)

ロックウェル・オートメーションは、ウェブサイト rok.auto/pec で最新の製品環境情報を公開しています。

耐⽤年数の経過後、この装置は自治体が回収する混合ごみとは別に回収する必要があります。

当社のサポートサービス
このリソースを使⽤してサポート情報にアクセスしてください。

マニュアルに関するご意⾒やご要望
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。マニュアルの改善についてご提案があれば、 rok.auto/docfeedback にあるフォームに記
入してお送りください。

テクニカル・サポート・センター ハウツービデオ、FAQ、チャット、ユーザフォーラム、製品更新通知。 rok.auto/support
ナレッジベース ナレッジベース記事にアクセスできます。 rok.auto/knowledgebase
地域のテクニカルサポートの電話番号 お住まいの国の電話番号を検索できます。 rok.auto/phonesupport
文書ライブラリ インストレーションインストラクション、マニュアル、カタログ、テクニカルデータ資料。 rok.auto/literature

製品の互換性およびダウンロードセンター
(PCDC)

ファームウェア、関連ファイル(AOP、EDS、DTMなど)をダウンロードし、製品リリースノー
トにアクセスできます。 rok.auto/pcdc
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