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本書について

この資料は ControlLogix リモート I/O（RIO）モジュールを取付けるため

のガイドとして使用します。詳細は、『1756-RIO User manual』
（Pub.No. 1756-UM534）を参照してください。このマニュアルの PDF ファ

イルは、以下の Web サイトからダウンロードできます：
http://www.rockwellautomation.com/literature
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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。『ソリッド・
ステート・コントロール　ソリッドステート機器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』（Pub.No. SGI-1.1）（当社の営業所または
http://www.rockwellautomation.com/literature）からオンラインで入手可能）に、ソリッドス
テート機器とハード配線エレクトロメカニカル機器との重要な相違点が記載されています。
この相違点、またソリッドステート機器はいろいろな用途に使われることからも、取扱責任
者は使用目的が適切であるかどうかを充分確認してください。

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。

本書で使用した図表やプログラム例は内容を理解しやすくするためのものであり、その結果
としての動作を保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ること
が多いため、図表やプログラム例に基づいて実際に使用した場合の結果について当社は責任
を負いません。

本書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、本書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。製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

本書を通じて、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：本書の「警告」は、人身傷害または死亡、物

的損害、または経済的損失の原因となる可能性が

ある、危険な環境での爆発を引き起こす可能性の

ある操作や状況に関する情報を示します。

注意：本書の「注意」は、人身傷害または死亡、 物
的損害、または経済的損失の原因となる可能性が

ある操作や状況に関する情報を示します。「注意」

により危険を識別、回避し、起こりうる結果の認

識を助けます。

感電の危険：危険な電圧が発生する恐れがあるこ

とを警告するために、ドライブやモータなどの装

置または装置の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達する恐れが

あることを警告するために、機器または機器の内

部にラベルを貼っています。

重要 本書の「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。

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/sgi-in001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com
http://literature.rockwellautomation.com
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環境およびエンクロージャ 

注意：この機器は、過電圧カテゴリ II アプリケーショ

ン（IEC Pub.No. 60664-1 に定義）、高度 2000m（6562
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。

この機器は、IEC/CISPR Pub. No.11に準拠したグルー

プ 1, クラス A 産業用機器とみなされます。 適切な事

前注意がない場合、他環境では、伝導性と放射性の外

乱があるために、電磁波による障害を受けないように

するのは困難です。

この機器は、「開放型」機器として出荷されています。

特定の環境条件に適合し、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, V2, V1, V0（またはこれらと同等）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。以下のセクションに、特定の製品の安全

要件を満ために必要な、特定エンクロージャタイプの

定格に関する追加情報が記載されています。

他の参考文献 :

• その他の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

Pub.No. 250 および IEC Pub. No. 60529 を参照し

てください。
Rockwell Automation Publication  1756-IN610B-JA-P - November 2010
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静電気の防止

注意：この機器には、静電気（ESD）に敏感な部品

が含まれおり、静電気により内部的に損傷し通常の動

作に影響する恐れがあります。この機器を取り扱う場

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する。

• 認可された接地用リストストラップを着用する。

• コンポーネントボード上のコネクタやピンに触

れない。

• 機器内部の回路部品に触れない。

• 可能であれば、静電防止ワークステーションを使

用する。

• 使用しないときは、機器を適切な静電防止袋に入

れて保管する。

注意：この機器を製造メーカにより指定されていない方法

で使用すると、機器によって提供されている保護が損なわ

れる可能性があります。
Rockwell Automation Publication  1756-IN610B-JA-P - November 2010
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電源が投入されている状態での取り外しおよび挿入

マルチポイントネットワーク通信接続

警告：電源が投入されている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ことがあります。

危険な領域での取付けは爆発を起こす原因ともなりま

す。バッテリを扱う前には、電源を切断するか領域が安

全であることを確認してください。アーク放電が繰返し

発生すると、モジュールと対応するコネクタの両方の接

点が過剰に摩耗する原因になります。接点が摩耗すると、

モジュールの動作に影響を与える電気抵抗が発生するこ

とがあります。

警告：このモジュールまたはネットワーク上の任意のデバ

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、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を起こす原因ともなりま

す。バッテリを扱う前には、電源を切断するか領域が安全

であることを確認してください。
Rockwell Automation Publication  1756-IN610B-JA-P - November 2010
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北米における危険な領域に関する規格

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

この装置を危険な場所で操作する場合
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ない
領域での使用にのみ適しています。各製品は、
定格を示す銘板にマーキングされたように出
荷されており、危険な場所の温度コードを示
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
ドを判別する場合に役立ちます。 システム内
での装置の組合せは、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、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、この装置
に一致するように、確実に外
部接続を行なってください。

•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
への適合性を損ないます。

•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-IN610B-JA-P - November 2010
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このモジュールについて
ControlLogix 1756-RIO モジュールは、ControlLogix プロセッサをリモー

ト I/O ネットワークに接続します。

このモジュールは、ネットワーク上でスキャナまたはアダプタとして機

能します。詳細は、Pub.No. 1756-UM534 を参照してください。

スキャナとしての 1756-RIO モジュール
1つのリモートI/Oチャネルを備えたスキャナとして、1756-RIOモジュー

ルはリモート I/O ネットワーク上の I/O をスキャンします。

このモジュールは以下をサポートします。

• すべてのリモート I/O 通信速度：57.6, 115.2, 230.4Kbps

• ラック番号：0 ～ 76（8 進値）

• 部分的なラックのすべての組合せ

• 最大 32 の物理的アダプタ

32 の物理的アダプタをサポートするには、1 つの 82 レジスタ

を使用する必要があります。150レジスタは 16 のアダプタしか

サポートしていません。

• すべての可能な限りの場所でのブロック転送

このモジュールは、1756-RIO モジュールを介して自動的にブロック転

送（BT）を更新、または ControlLogix コントローラで制御できます。す

べての I/O をプロデューサ / コンシューマコネクションを介してバック

プレーンを介しコントローラに転送します。

重要 このモジュールは、未構成でスキャナモードで出荷さ

れます。
Rockwell Automation Publication  1756-IN610B-JA-P - November 2010

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1756-um534_-en-p.pdf
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アダプタとしての 1756-RIO モジュール
アダプタとして 1756-RIO モジュールを使用すると、コントローラに既

存のスキャナとのデータ交換または既存のスキャナのモニタを行なわ

せることができます。このモジュールは以下の機能をサポートします。

• 1 つのリモート I/O チャネルを装備

• 1 つ以上のラックをエミュレート

• すべてのリモート I/O 通信速度：57.6, 115.2, 230.4Kbps

• ラック番号：0 ～ 76（8 進値）

• 部分的なラックのすべての組合せ

• すべての可能な限りの場所でのブロック転送

• 既存のリモート I/Oスキャナを使用して、ネットワーク上の I/Oの

モニタが可能（モニタモード）

• すべての I/O をプロデューサ / コンシューマコネクションを介し

てバックプレーンを介しコントローラに転送します。

重要 モジュールファームウェアは、モジュールに同梱され

た Windows ユーティリティソフトウェアを使用して

更新できます。
Rockwell Automation Publication  1756-IN610B-JA-P - November 2010
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作業を開始する前に
I/O モジュールを取付ける前に、以下の作業を行なってください。

• モジュールコンポーネントを識別します。10ページを参照してく

ださい。

• 電力要件に注意します。11 ページを参照してください。

• ControlLogix シャーシと電源を取付けおよび接続します。

Pub.No. 1756-IN080 を参照してください。

• RSLogix 5000 プログラミングソフトウェア（Ver. 17 以降）と関連

するファームウェアをインストールします。

• RSLinx ソフトウェア（Ver. 2.54 以降）をインストールして、アク

ティベーションします。RSLinx Gateway ソフトウェアまたは

RSLinx Professional ソフトウェアを使用します。RSLinx Lite は使

用しないでください。

• 1756-RIO モジュール・アドオン・プロファイルをモジュールに同

梱された CD からインストールします。

• スロット位置を判別します。モジュールは、ControlLogix シャー

シの任意のサイズの任意のスロットに取付けることができます。

12 ページを参照してください。

• 1756-RIO/Bモジュールにはファームウェアリビジョン3.1以降が

必要です。
Rockwell Automation Publication  1756-IN610B-JA-P - November 2010

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1756-in080_-en-p.pdf
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モジュールコンポーネント

 

項目 説明

1 4 文字スクロール画面

2 3 つのステータスインジケータ
• RIO はリモート I/O ネットワークのステータスを示します。

• CLX はプロセッサへの接続のステータスを示します。

• OK はモジュール自身の内部状態を示します。

3 リモートデバイスに接続する 3 ピンコネクタ（青色ホース）

脱着式端子台（RTB）とも呼ばれます。

4 エラーコードが記載された内部ドアラベル

重要 1756-RIO/A モジュールからのケーブルは直接

1756-RIO/B モジュールに接続されますが、180° 回転

されることに注意してください。

1

2

1756-RIO/B

Clr

Blue44777

1

2

3

4

43161

RIO   CLX    OK

2

1

Rockwell Automation Publication  1756-IN610B-JA-P - November 2010
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電力要件
このモジュールは 1756 シャーシ電源から電力を供給され、ControlLogix
バックプレーンからの 2 つの電源を必要とします。

• DC5.1V のとき 450mA

• DC24V のとき 5mA

これらの電流値 /電力値（2.5W）をシャーシ内のその他すべてのモジュー

ルの要件に加算して、電源の負荷を超えないように注意してください。

モジュールの取付け
以下の予防策を遵守すれば、シャーシに電源が投入されている状態でモ

ジュールの取付けまたは取り外しが可能です。

この取付けの場合、シャーシ電源を切断してください。

警告：電源が投入されている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ことがあります。

このモジュールまたは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通信ケーブルを接続また

は切り離すと、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を起こす原因ともなりま

す。バッテリを扱う前には、電源を切断するか領域が安

全であることを確認してください。アーク放電が繰返し

発生すると、モジュールと対応するコネクタの両方の接

点が過剰に摩耗する原因になります。接点が摩耗すると、

モジュールの動作に影響を与える電気抵抗が発生するこ

とがあります。
Rockwell Automation Publication  1756-IN610B-JA-P - November 2010
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シャーシの取付けおよび接続

モジュールを設置する前に、ControlLogix シャーシと電源を取付けおよ

び接続する必要があります。『ControlLogix Chassis Installation 
Instructions』（Pub.No. 1756-IN080）を参照してください。

シャーシのスロット位置を特定する際、シャーシのスロットは左から 0
で開始して番号付けされていることに注意してください。スロット0は、

電源の右側にある最初のスロットです。

以下のことが可能です。

• 任意のサイズのシャーシを使用する。

• 任意の使用可能スロットにモジュールを取付ける。

• 電源定格に応じて、同じシャーシに複数の1756-RIOモジュールを

取付ける。
Rockwell Automation Publication  1756-IN610B-JA-P - November 2010

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1756-in080_-en-p.pdf
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シャーシへのモジュールの取付け

以下の手順に従って、モジュールを取付けてください。

1. 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。

警告：電源が投入されている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ことがあります。

危険な領域での取付けは爆発を起こす原因ともなりま

す。バッテリを扱う前には、電源を切断するか領域が安

全であることを確認してください。アーク放電が繰返し

発生すると、モジュールと対応するコネクタの両方の接

点が過剰に摩耗する原因になります。接点が摩耗すると、

モジュールの動作に影響を与える電気抵抗が発生するこ

とがあります。

プリント基板

20861
Rockwell Automation Publication  1756-IN610B-JA-P - November 2010
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2. モジュールを、モジュールの固定用のタブがかちっというまで

シャーシ内にスライドさせます。

注意：モジュールをバックプレーンコネクタに無理矢理

押し込まないでください。モジュールがしっかりとはま

らない場合は、向きを確認してください。モジュールを

シャーシに無理矢理押し込むと、バックプレーンコネク

タまたはモジュールが損傷する可能性があります。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

になっていれば完全に取付けられています。

ロックつめ

20862
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脱着式端子台（RTB）の取付け

脱着式端子台（RTB）を 3 ピンコネクタに押し込みます。

警告：このモジュールまたは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通信ケーブルを接続

または切り離すと、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を起こす原因ともなりま

す。バッテリを扱う前には、電源を切断するか領域が安全

であることを確認してください。

BLUE  SHLD   CLR

1756-RIO

RIO Channel Pinout

1 2

1

2

44776

1（青色）

2（透明）

（シールド）
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リモート I/O ネットワークのコネクタ配線

以下の手順に従って、次のケーブルおよび終端の表を参照してリモート

I/O ネットワークのコネクタを配線してください。

1. リモート I/O ケーブルのライン 1（青色）を 1756-RIO モジュー

ルの下側ピンに接続します。

2. シールドを中央ピンに接続します。

3. リモート I/O ケーブルのライン 2（透明）を 1756-RIO モジュー

ルの上側ピンに接続します。

4. リモート I/O ネットワークの両端を、ネットワークの物理的両端

に接続された外部レジスタを使用して終端します。

ネットワークの物理的両端に 2 つの終端抵抗が必要です。終端抵

抗はライン 1（青色）とライン 2（透明）の間に接続します。

ケーブルおよび終端

コネクタピン 説明

1（下） ライン 1（青色）

N/A シールド

2 ライン 2（透明）
Rockwell Automation Publication  1756-IN610B-JA-P - November 2010
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適切な抵抗の選択

ネットワークが 230.4 kbps で作動する、またはネットワークが 57.6Kbps
または 115.2Kbps で作動し、この表のデバイスのどれも存在しない場合

は、82レジスタを使用します。ネットワーク上のデバイス最大数は 32
です。

ネットワークにこの表のいずれかのデバイスが含まれる場合、または

ネットワークが 57.6Kbps または 115.2Kbps で動作し 16 を超えるデバイ

ス . をサポートする必要がない場合、150レジスタを使用します。

デバイスレジスタ

Cat. No. シリーズ

1747-ASB すべて

1771-AS すべて

1771-ASB シリーズ

1775-S5 すべて

1794-ASB すべて

1771-DCM すべて

1771-SN すべて

1772-SD すべて

1772-SD2 すべて

1775-S4A すべて

1775-S4B すべて

1775-SR5 すべて

通信速度ごとのケーブル制限

通信速度 最大ケーブル長

57.6Kbps 3048m（10000 フィート）

115.2Kbps 1524m（5000 フィート）

230.4Kbps 762m（2500 フィート）
Rockwell Automation Publication  1756-IN610B-JA-P - November 2010
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シャーシへの電源の投入

シャーシの電源を投入します。

電源とモジュールステータスの確認
以下に、1756-RIO モジュールの正しい電源ステータスと表示インジケー

タを示します。

シャーシ電源ステータスインジケータ

シャーシ電源ステータスインジケータは緑色でなければなりません。モ

ジュールの OK ステータスインジケータは、シャーシ電源投入直後に赤

色に点灯し、その後緑色に点灯しなければなりません。ご使用の電源

チェックに関する推奨操作については、該当する 1756 シャーシ電源の

インストレーションインストラクションを参照してください。

電源投入時の英数字画面

4 文字の英数字画面に、「RIO Scanner」または「RIO Adapter」、続いて

ファームウェアバージョン番号、モジュール構成で定義された任意のバ

ナーテキストが表示されます。

この画面には、電源投入時に以下のメッセージが表示されます。

1756-RIO モジュール上のインジケータに電源投入時の複数メッセージ

が次々と表示されない場合には、『1756 RIO User manual』
（Pub.No. 1756-UM534）のトラブルシューティングのセクションを参照

してください。

メッセージ 説明

B#nn スタートアッププロセスの段階。nn は 16 進数です。

Boot 電源投入シーケンスの次の段階。

RIO Scanner v. x.xx.xx モジュールのファームウェアリビジョン
Rockwell Automation Publication  1756-IN610B-JA-P - November 2010
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モジュールのステータスインジケータ
モジュールには、内部動作の状態を示す 3 つのステータスインジケータ

があります。ステータスインジケータには、RIO、CLX、OK のラベル

があります。

RIO ステータスインジケータ – リモート・デバイス・
ステータス

RIO インジケータはリモート I/O ネットワーク接続のステータスを示し

ます。ステータスはモジュールのモードにより異なります。

スキャナモード

この表に、優先度の高い順からステータスを示します。

インジ

ケータ

ステータス 説明

RIO 赤色 フレーム受信エラーが最後の瞬間に受信されました
（CRC エラー、アボート、タイムアウト）。インジケー
タはエラー発生後 1 秒間赤色に点灯します。

1 つ以上のラックにエラーがあります。

赤色に点滅 /
消灯

少なくとも 1 つのスキャン中ラック（禁止されていな
い）にエラーがあります。1 つ以上のラックが禁止さ
れています。

黄色 アイドル状態。ラックが構成されていません。

黄色に点滅 /
消灯

すべての構成済みラックが禁止されています。

緑色に点滅 /
消灯

スキャン中のラック（禁止されていない）にエラーは
ありませんが、1 つ以上のラックが禁止されています。

緑色 すべての構成済みラックと正常な通信が行なわれ、禁
止されたラックはありません。

44777

RIO   CLX    OK
Rockwell Automation Publication  1756-IN610B-JA-P - November 2010
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アダプタモード

この表に、優先度の高い順からステータスを示します。

CLX ステータスインジケータ – ControlBus ステータス

CLX インジケータは、ControlLogix プロセッサとの通信ステータスを表

示します。

インジ

ケータ

ステータス 説明

RIO 赤色 フレーム受信エラーが最後の瞬間に受信されました
（CRC エラー、アボート、タイムアウト）。インジケー
タはエラー発生後 1 秒間赤色に点灯します。

赤色に点滅 /
消灯

1 つ以上のラックがスキャンされていません。

緑色に点滅 /
消灯

1 つ以上のラックで構成不適合があります。

緑色 すべてのラックがスキャン中で、構成不適合はありま
せん。

インジ

ケータ

ステータス 説明

CLX 緑色 モジュールは、最後の 5 秒以内に ControlBus バック
プレーンからの要求を正常に処理しました。すべての
必要なコネクションは開かれています。

緑色に点滅 /
消灯

制御コネクションは開かれていますが、必要な一部の
コネクションが開かれていません。

黄色 アイドル状態。最後の 5 秒間にバックプレーンから要
求を受信していません。コネクションがありません。
空の構成です。

黄色に点滅 /
消灯

制御接続が開いていません。

赤色 モジュールが、バックプレーンからの要求に対して最
後の 2 秒以内に CIP エラーを返しました。すべての必
要なコネクションは開かれています。

赤色に点滅 /
消灯

モジュールが最後の 2秒以内にCIPエラーを返しまし
た。すべての必要なコネクションが開かれていません。
Rockwell Automation Publication  1756-IN610B-JA-P - November 2010
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OK ステータスインジケータ – モジュール状態     

英数字画面の解釈

リモート I/O（RIO）通信インターフェイスモジュールには、ご使用の

モジュールに関する診断情報を提供する英数字のメッセージが表示さ

れます。警告メッセージは画面に 2 回表示され、その後通常の画面に戻

ります。以下の表にこれらのメッセージを要約します。

インジ

ケータ

ステータス 説明

OK 緑色 モジュールはすべての電源投入時の診断に合格し、正
常に機能しています。

赤色 モジュールスタートアップ診断が失敗、またはウォッ
チドッグタイムアウトやジャバー禁止などのメ
ジャー・モジュール・フォルトが発生したことを示し
ます。

重要 3 つすべてのステータスインジケータが赤色に点灯

し、4 文字画面に M#xx（xx はエラー番号）が表示

された場合、致命的なエラーが発生しました。致命

的エラーの消去方法については、『1756-RIO User
manual』（Pub.No. 1756-UM534）を参照してくだ

さい。ヘルプの電話が必要な場合は、エラーコード

番号をメモしてテクニカルサポートに伝えてくだ

さい。

英数字画面メッセージの説明

メッセージ 説明

RIO Scanner v. x.xx.xx
[ バナー ]
RIO Adapter v. x.xx.xx 
[ バナー ]

モジュールのファームウェアリビジョン（電源
投入時に表示）。リビジョン番号の 3 つの部分
は、メジャーリビジョン、マイナーリビジョン、
そしてビルド番号です。その後にステータスバ
ナーが続きます。
Rockwell Automation Publication  1756-IN610B-JA-P - November 2010
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モジュールの構成
1756-RIO モジュールを取付けたら、構成する必要があります。モジュー

ルの構成については、『1756-RIO User manual』（Pub.No. 1756-UM534）を

参照してください。

脱着式端子台（RTB）の取り外し
RTB を取り外すには、しっかりと RTB を掴んで引き出します。

警告：このモジュールまたは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通信ケーブルを接続

または切り離すと、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を起こす原因ともなりま

す。バッテリを扱う前には、電源を切断するか領域が安全

であることを確認してください。

44776
BLUE  SHLD   CLR

1756-RIO

RIO Channel Pinout

1 2

1
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モジュールの取り外し

モジュールを取り外すには、以下のステップを実行します。

1. 上下の固定用のタブを押し込みます。

2. モジュールをシャーシから押し出します。

警告：電源が投入されている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ことがあります。

危険な領域での取付けは爆発を起こす原因ともなりま

す。バッテリを扱う前には、電源を切断するか領域が安

全であることを確認してください。アーク放電が繰返し

発生すると、モジュールと対応するコネクタの両方の接

点が過剰に摩耗する原因になります。接点が摩耗すると、

モジュールの動作に影響を与える電気抵抗が発生するこ

とがあります。

20856

20857
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モジュールの交換
既設のモジュールを同じものに交換し、同一のシステム運用を再開する

場合には、以下の作業を行なう必要があります。

• 新規のモジュールを同じスロットに取付けます。

• 構成プログラムを実行し、適切な構成をモジュールにダウンロー

ドします。

• モジュールに正しいファームウェア、スキャナ、またはアダプタ

のバージョンがあることを確認します。
Rockwell Automation Publication  1756-IN610B-JA-P - November 2010
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仕様

技術的な仕様

項目 1756-RIO

モジュール位置 1756 ControlLogix シャーシ

バックプレーン最大電流 DC 5.1V のとき 450mA

DC 24V のとき 5mA

絶縁電圧 50V（連続）、基本的な絶縁タイプ、
RIO 通信線からバックプレーン

タイプは AC500V で 60 秒間テスト済み

消費電力 2.5W

ねじ端子の締付けトルク 0.5 ～ 0.6Nm（5 ～ポンドインチ）

配線カテゴリ(1)

(1) 導線の敷設を計画する際は、この導線カテゴリ情報を使用します。『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。

2 - 通信ポート

ワイヤサイズ 0.52mm2（20 AWG）

ワイヤタイプ Belden 9463 2 芯式

エンクロージャタイプ定格 なし（開放型）

北米温度コード T4A
Rockwell Automation Publication  1756-IN610B-JA-P - November 2010
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環境条件

項目 1756-RIO

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, 動作時の耐乾湿性）

IEC 60068-2-14（テスト Nb, 動作時の
耐熱衝撃性）

0 ～ 60 ℃（32 ～ 140 °F）

非動作時温度

IEC 60068-2-1（テスト Ab, 開梱状態で
非動作時の耐寒性）

IEC 60068-2-2（テスト Bb, 開梱状態で
非動作時の耐乾湿性）

IEC 60068-2-14（テスト Na, 開梱状態で
非動作時の耐熱衝撃性）

-40 ～ +85 ℃
（-40 ～ +185 °F）

最大周囲温度 60 ℃（140 °F）

相対湿度

IEC 60068-2-30（テスト Db、開梱状態での
耐高温高湿）

5 ～ 95%（結露なきこと）

動作時の衝撃

IEC 60068-2-27（テスト Ea、開梱状態の衝撃）

30G

非動作時の衝撃

IEC 60068-2-27（テスト Ea、開梱状態の衝撃）

50G

振動

IEC 60068-2-6（テスト Fc、動作時）

10 ～ 500Hz のとき 2G

エミッション

CISPR 11
グループ 1, クラス A

静電放電イミュニティ

IEC 61000-4-2
6kV 接点放電

8kV 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）

3V/m（1kHz 正弦波 80% AM 
2000 ～ 2700MHz）
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高速過渡過電流イミュニティ

IEC 61000-4-4
通信ポートで 5kHz のとき
±2kV

サージ過渡イミュニティ

IEC 61000-4-5
通信ポートでライン -
アース間（CM）± 2kV

伝導性放射イミュニティ

IEC 61000-4-6
3V/m（1kHz 正弦波 80% AM 
2000 ～ 2700MHz）

認可(1)

認可(2) 1756-RIO

c-UL-us UL リストに記載された産業用制御装置、米国とカナダに対し
て認可。「UL ファイル E65584」を参照。

クラス 1, ディビジョン 12 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 ファイル E194810」を参照。

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
（Clause 8, Zone 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

(1) 製品がマークされている場合。

(2) 現在の適合宣言、認可、および他の承認については、http://www.ab.com の
Product Certification リンクを参照してください。

環境条件

項目 1756-RIO

http://www.ab.com/


参考資料
以下の資料には、関連のロックウェル・オートメーション製品について

の追加情報が記載されています。

資料は、以下の Web サイトから閲覧またはダウンロードできます：

http://www.rockwellautomation.com/literature印刷されたマニュアルを購入

するには、お近くの支店またはロックウェル・オートメーションの代理

店にお問い合わせください。

マニュアル名 説明

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）

ロックウェル・オートメーションの産
業用システムを取付けるための一般
的なガイドラインを提供する。

製品認定の Web サイト
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認について情報を提供する。
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