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2    ControlLogix-XT ControlNet インターフェイスモジュール 
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://literature.rockwellautomation.com 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に確認してください。

Rockwell Automation, Inc. は、いかなる場合も、本機器の使用または適用により発生した間
接的または派生的な損害について一切の責任を負いません。

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証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、当社では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
題が発生しても、当社は一切責任を負いません。

Rockwell Automation, Inc. の書面による許可なく本書の全部または一部を複製することは
禁じられています。

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。

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。

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。

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。

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、ドライブ
やモータなどの機器または機器の内部にラベルを貼っています。

感電の危険

やけどの危険
Publication 1756-IN634A-JA-P - April 2009

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/sgi-in001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com


ControlLogix-XT ControlNet インターフェイスモジュール    3
環境およびエンクロージャ

注意 この装置は、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。適切な事前注意なしでは、伝導

性と放射性の外乱があるために、他の環境では、電磁波による障

害を受けないようにするのは困難です。

この装置は、「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、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 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。
Publication  1756-IN634A-JA-P - April 2009

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1770-in041_-en-p.pdf
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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
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、 も厳しい温度コード

（ 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、
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。
Publication 1756-IN634A-JA-P - April 2009



ControlLogix-XT ControlNet インターフェイスモジュール    5
ヨーロッパにおける危険な領域に関する規格

ヨーロッパゾーン 2 認定

（製品に Ex または EEx マークがある場合に以下が適用されます）

この機器は、EU 指令 94/9/EC で定義された爆発性空気で使用されることを意

図しており、この指令の付録 II で示された爆発性空気での使用を意図するカテ

ゴリ 3 機器の設計および構成に関して、EHSR（Essential Health and Safety
Requirements）に準拠しています。

EHSR への適合は、EN 60079-15 および EN 60079-0 に適合することにより保

証されます。

警告 • この機器は、ゾーン 2 環境に適用される場合、少なくとも IP54
保護を提供するエンクロージャに設置する必要があります。

• この機器は、アレン・ブラドリーにより定義された定格内で

使用される必要があります。

• ゾーン2環境に適用される場合、定格電圧が40%以上の過渡変

動しないように設備を設置する必要があります。

• この機器は、ATEX 認定バックプレーンとのみ使用される必要

があります。

• 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。

• 電源を切断するか、または領域が危険でないと確認できるま

では、装置を切り離さないでください。

注意
この機器には、日光またはその他の紫外線放射に耐性はありま

せん。
Publication  1756-IN634A-JA-P - April 2009
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静電防止対策

ControlLogix-XT ControlNet モジュールについて

従来の1756-CN2R/Bモジュールのように1756-CN2RXTモジュールを構成

し、使用します。1756-CN2RXT および 1756-CN2R/B モジュールの構成と

使用については、『Logix5000 制御システム内の ControlNet モジュール　

ユーザーズマニュアル』（Pub.No.CNET-UM001）を参照してください。

注意 この装置には、内部的に損傷し通常の動作に影響する恐れがある、

静電気（ESD）に敏感な部品が含まれています。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。

• 用意できれば、静電防止ワークステーションを使用します。

• 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。
Publication 1756-IN634A-JA-P - April 2009

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/cnet-um001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/cnet-um001_-en-p.pdf
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1756-CN2RXT モジュールの特長

以下に、1756-CN2RXT モジュールのハードウェア機能を示します。

項番 説明

1 モジュール・ステータス・ディスプレイ（モジュールステータスを

示す英数字ディスプレイ）

2 チャネルおよびモジュールステータスを示すステータスインジケータ

3 一時的な接続用の USB ポート

4 チャネル A 用 BNC コネクタ

5 チャネル B 用 BNC コネクタ

6 バックプレーンコネクタ

00 - 
Factory Reset
on Power Up
(Invalid Network Address)

01 - 99 
Normal Operation
(Valid Network Address)

1
2

3

4
5

6

Publication  1756-IN634A-JA-P - April 2009
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ControlLogix-XT システムについて

ControlLogix-XT 製品は、制御と通信システムコンポーネントを含み、

FLEX I/O-XT 製品と共に使用される場合に、-20 ～ 70 ℃（-4 ～ 158°F）
の温度範囲に耐え得る完全制御システムソリューションを提供します。

独立して使用する場合、ControlLogix-XT システムは -25 ～ 70 ℃（-13 ～

158°F）の温度範囲に耐えることができます。

ControlLogix-XT と従来の ControlLogix コンポーネント

標準の ControlLogix コンポーネントの仕様および設置要件については、

35 ページの「参考資料」の表にリストされているマニュアルを参照して

ください。

重要 ControlLogix-XT システムコンポーネントは、適切な Logix-XT
システムコンポーネントと共に使用した場合にのみ、極限環境

条件に対応できます。ControlLogix-XT コンポーネントを従来の

ControlLogix システムコンポーネントと使用した場合、極限環

境の定格は無効となります。

ControlLogix-XTモジュールが従来のControlLogix製品と共に使

用された場合、つまり、ControlLogix 製品が極限環境に対応す

るように設計されていないため、ControlLogix-XTモジュールは、

従来の ControlLogix バージョンのモジュール仕様で示される環

境にのみ対応することができます。例えば、1756-CN2RXT モ

ジュールを従来の 1756-A10 シャーシで使用した場合、

1756-CN2RXT モジュールは、従来の 1756-CN2R/B モジュール

用に指定された環境にのみ対応できます。

ControlLogix-XT システムコンポーネントは、従来の

ControlLogix製品と同一またはより過酷な運用 /環境要件を満た

すように設計されています。

ControlLogix-XTコンポーネントが従来のControlLogixコンポー

ネントの代替として使用された場合、従来の ControlLogix コン

ポーネントの機能 / 環境要件が適用されます。
Publication 1756-IN634A-JA-P - April 2009
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1756-CN2RXT をスタンドアロンまたは
冗長制御に使用する

1756-CN2RXT モジュールはスタンドアロン構成、冗長制御構成のいず
れでも使用できます。

スタンドアロン構成では以下を使用します。

• 1756-CN2RXT と 1756-L63XT コントローラを含む
1 つの制御シャーシ

• ControlNet ネットワークに接続した 1756-CN2RXT モジュールの
片方または両方のチャネル

冗長構成では以下を使用します。

• 冗長シャーシペアと呼ばれる2つのコントローラシャーシペアと
なるシャーシそれぞれに、少なくとも以下のモジュールが必要に
なります。

– 1756-L63XT コントローラ

– 1756-CN2RXT ControlNet モジュール

– 1756-RMXT 冗長モジュール

• ControlNet ネットワークに接続した 1756-CN2RXT モジュールの
片方または両方のチャネル

冗長制御については、『ControlLogix冗長システム　ユーザーズマニュアル』
（Pub.No. 1756-UM523）を参照してください。

重要 1756-CN2RXT を冗長システムで使用する場合、以下のハード

ウェア要件を考慮する必要があります。

• ペアになる各冗長シャーシは、同一のスロットに配置された

同じモジュールで構成する必要があります。2 つのシャーシ

間でペアとなるモジュールは、パートナと呼ばれます。

• 冗長シャーシペアのすべてのパートナモジュールは、ファー

ムウェアリビジョンが同じでなければなりません。

• ControlNet モジュールパートナは、ペアの各モジュールの

ControlNet ネットワークアドレスが同じであることが必要

です。

• 以下のモジュールは、1756-CN2RXT モジュールを含んだ冗

長シャーシペアで使用できません。

– 1756-DHRIOXT または 1756-DHRIO

– 1756-SRM
Publication  1756-IN634A-JA-P - April 2009

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1756-um523_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1756-um523_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1756-um523_-en-p.pdf
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Publication 1756-IN634A-JA-P - April 2009

冗長 ControlLogix-XT システムの例

以下の表に、冗長 ControlLogix-XT システムの例で使用したシャーシコ

ンポーネントを示します。

作業を開始する前に

モジュールを取付ける前に、以下の作業を完了しておいてください。

• 適切なパーツの入手（11 ページ）

• モジュールのネットワークアドレスの設定（11 ページ）

• モジュール取付け前のシャーシの準備（13 ページ）

• モジュールスロット位置の決定（13 ページ）

シャーシの種類 使用モジュール

プライマリ
シャーシ

1756-A5XT, 1756-PBXT, 1756-L63XT, 1756-RMXT, 
1756-CN2RXT

セカンダリ
シャーシ

1756-A5XT, 1756-PBXT, 1756-L63XT, 1756-RMXT, 
1756-CN2RXT

 

プライマリシャーシ

セカンダリシャーシ

冗長 ControlNet メディア

リモート I/O へ

リモート I/O へ

リモート I/O へ

リモート I/O へ
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パーツ

ControlNet モジュールを使用するには、以下のシステムコンポーネント

が必要です。

モジュールのネットワークアドレスの設定

小型のドライバーを使用してモジュールのネットワーク・アドレス・ス
イッチを設定します。スタンドアロンシャーシのモジュールの場合、固
有の ControlNet ネットワークアドレスを指定する必要があります。スタ
ンドアロンシャーシのモジュールでは、01 ～ 99 のアドレスを選択でき
ます。アドレス 00 は、無効な ControlNet アドレスです。

以下の例では、ネットワーク・アドレス・スイッチを 23 に設定してい
ます。

X
TX

TX
TX

TX
T

-
1756-CN2RXT

1756-A5XT または 1756-A7LXT
1756-PBXT

1786-TPR, 1786-TPS, 1786-TPYR, または 1786-TPYS

モジュール

上面図
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モジュールの出荷時設定へのリセット

モジュールを出荷時設定にリセットして Keeper に保持された情報をす

べて消去する必要があるときは、以下の手順を行なってください。

1. シャーシの電源を切断します。

2. シャーシからモジュールを取り外します。

3. スイッチを 00 にリセットします。

4. シャーシのモジュールを交換します。

5. シャーシに電源を投入します。

6. モジュールのステータス表示が「Reset Complete-Change Switch
Settings（リセット完了 - スイッチ設定の変更）」になったら、

シャーシの電源を切断します。

7. シャーシからモジュールを取り外します。

8. スイッチを最後に設定されていた値に設定します。

9. シャーシのモジュールを交換します。

10. シャーシに電源を投入します。

重要 以下の手順は、モジュールを取り外す前にシャーシから電力を

除去する手順です。これは、モジュールがクラス I, ディビジョ

ン 2 の危険な領域にある場合にのみ必要な手順です。詳細は、

14 ページの「RIUP（電源投入状態での取り外しおよび挿入）」

を参照してください。

重要 通常のモジュール動作中に、スイッチを 00 に設定し

ないでください。
Publication 1756-IN634A-JA-P - April 2009
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モジュール取付け前のシャーシの準備

ControlNet モジュールを取付ける前に、参照するマニュアルを使用して

以下の作業を完了しておいてください。

モジュールスロット位置の決定

ControlLogix-XT ControlNet インターフェイスモジュールを取付ける場

合、以下のような取付けが可能です。

• シャーシの空きスロットのいずれかに 1 つの 1756-CN2RXT モ

ジュール

• 同一のシャーシに複数の 1756-CN2RXT モジュール

• 電源が適応できる数のモジュール、つまり、電源定格内の数

作業 マニュアル名

ControlLogix-XT

シャーシの取付け

ControlLogix-XT Chassis, Series B Installation 

Instructions（Pub.No. 1756-IN637）

ControlLogix-XT

電源の取付け

ControlLogix-XT Power Supply Installation 

Instructions（Pub.No. 1756-IN639）

スロット 0

スロット 1

スロット 2

スロット 3

スロット 4
Publication  1756-IN634A-JA-P - April 2009

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1756-in637_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1756-in637_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1756-in637_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1756-in639_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1756-in639_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1756-in639_-en-p.pdf
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RIUP（電源投入状態での取り外しおよび挿入）

ControlNet 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。

2. モジュールをシャーシ内にスライドさせます。

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。

X
TX

T

Publication 1756-IN634A-JA-P - April 2009



ControlLogix-XT ControlNet インターフェイスモジュール    15
3. 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。

電源またはその他の取付けモジュールと同じ面に揃っていれば、

モジュールは適切に取付けられています。

注意 モジュールをバックプレーンコネクタに無理に取付けないでくだ

さい。モジュールがうまく収まらない場合は、配置を調整します。

モジュールを無理にシャーシに押し込むと、バックプレーンコネ

クタまたはモジュールを損傷することがあります。
Publication  1756-IN634A-JA-P - April 2009
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モジュールのネットワークへの接続

以下のタップのいずれかを使用して、モジュールを ControlNet ネット
ワークに接続します。

ただし、BNC コネクタがモジュールの下部に位置しているため、スト
レートコネクタ付きのタップ（Cat.No. 1786-TPS および 1786-TPYS）を
使用することをお奨めします。

以下の手順に従って、モジュールをタップでネットワークに接続してく
ださい。

1. ControlNetタップのダストキャップを取り外し、保管しておきます。

警告 このモジュールまたはネットワーク上の機器に電源が投入されて

いる状態で通信ケーブルの接続や切断を行なうと、電気的なアー

クが起こることがあります。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。

• 1786-TPR • 1786-TPYS

• 1786-TPS • 1786-TCT2BD1

• 1786-TPYR

注意 絶対にタップの金属部分が導電体に接触しないようにしてくださ

い。モジュールからタップを取り外す場合、ストレートまたは直

角のコネクタにダストキャップを付け直し、コネクタが誤って金

属の接地面に接触しないようにします。

ダストキャップ
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2. タップのストレートまたは直角のコネクタをモジュールの適切

な BNC コネクタに取付けます。

重要 誤ってタップの接続を逆にしないようにしてください。接続す

る前に、取付けセグメントを示すタップドロップケーブルのラ

ベルを確認してください。誤って逆に接続した場合、ステータ

ス表示が正しく行なわれず、トラブルシューティングが必要と

なります。

冗長制御シャーシペアでモジュールを使用するには、プライマ

リと冗長パートナモジュールを同じネットワークセグメントに

接続する必要があります。冗長メディアを使用する場合、各パー

トナのチャネルを同じネットワークセグメントに接続します。

トランクライン コネクタの取付け先

A 1756-CN2RXT モジュールのチャネル A

B 1756-CN2RXT モジュールのチャネル B

Tap Tap

B A

X
TX

T

タップ タップ
Publication  1756-IN634A-JA-P - April 2009
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電源投入およびステータスの確認

まだ電力が印加されていない場合は、シャーシ電源に給電します。以下

のフローチャートを参考にして、通電後のモジュールステータスを判断

してください。

シャーシ電源を
投入する。

モジュール・
ステータス・インジ
ケータは赤色か?

23 ページの「ステータスインジ

ケータ 」を参照してください。

モジュールが自己
診断テスト初期化を
実施している。

いいえ

はい

TEST

いいえ

はい

モジュール・
ステータス・インジ
ケータは赤色か?

自己診断テストが失敗した
場合、モジュールのディス
プレイにエラーメッセージ
が表示される。23 ページを
参照してください。

モジュールを

交換する。

自己診断テスト完了。
ステータスインジケー
タが緑色に点滅する。

チャネルAとBのステー
タスインジケータが
交互に点滅する。

チャネルAとBのステータ
スインジケータが 29 ペー
ジにあるネットワーク状態
を示す。

モジュール
ステータスがOKを
表示しているか ?

いいえ
23ページのトラブル
シューティングの表を
参照してください。

はい

モジュールは正常

に機能し、稼働して

いる。
OK 

A#xx
Publication 1756-IN634A-JA-P - April 2009
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モジュールの取り外し

以下の手順に従って、モジュールを取り外してください。

1. 上下のタブを押して、タブを開放します。

2. コントローラをスライドさせシャーシから引き出します。 

重要 既存のモジュールを取り外して、同一のものと置き換

え、同一のシステム運用を再開する場合、同じスロッ

トに同じ ControlNet アドレスで新しいモジュールを

取付ける必要があります。

X
TX

T

Publication  1756-IN634A-JA-P - April 2009
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EDS ファイルのインストール

EDS ファイルはモジュールから直接アップロードできません。この機能

により、以下の手順に従って、RSLinx ソフトウェアからモジュール用

の EDS ファイルを登録することができます。

1. RSLinx ソフトウェア（Ver.2.55 以降）を起動して、モジュールを

探します。

2. モジュールを右クリックして、Upload EDS file from device（デバ

イスから EDS ファイルのアップロード）を選択します。

Upload EDS（EDS のアップロード）ウィザードが開きます。

3. EDS ウィザードを実行して EDS ファイルを登録します。

EDS ファイルは、www.ab.com/networks/eds.html からダウンロードして

RSLinx EDS ハードウェア・インストレーション・ツールでインストー

ルすることもできます。
Publication 1756-IN634A-JA-P - April 2009

http://www.ab.com/networks/eds.html
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RSLinx ソフトウェアを USB ポートを使用するように構成

ControlNet インターフェイスモジュールは、タイプ B リセプタクルを使

用する USB デバイス用のポートを備えています。ポートは USB 1.1 と

の互換性を持ち、12 Mbps で稼働します。1756-CN2RXT の USB ポート

を使用するには、RSLinx ソフトウェア（Ver.2.55 以降）をワークステー

ションにインストールする必要があります。USB ケーブルを使用して

ワークステーションを USB ポートに接続します。この接続により、プ

ログラムをコントローラにダウンロードし、モジュールがアクセスする

その他の機器をワークステーションから直接構成できます。

警告 USB ポートは、一時的なローカルプログラミングのみを目的にし

ており、永続的な接続を目的としていません。このモジュールま

たは USB ネットワーク上の機器に電源が投入されている状態で

USB ケーブルの接続や切断を行なうと、電気的なアークが起こる

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、電源を切るか領域が安全であることを確

認してください。

Samtec 社の RSP-119350 USB ケーブルには、危険な領域に関す

る認可が必要です。

警告 1756-CN2RXT モジュール（シリーズ B）は、産業用タイプ B の

USB ポートを備えています。このポートの電気的特性は他のタイ

プ B ポートと同じですが、ケーブル引っ張り強度が高くなってい

ます。

危険でない環境で使用される一般的的なアプリケーションの場

合、高品質の USB ケーブルであればどれでも使用できます。危

険場所で使用する場合、Samtec 社の RSP-119350 USB ケーブル

は、危険環境向けの 15 ニュートンの引き抜き試験に合格してい

る必要があります。

注意 USB ケーブルは 3.0m（9.84 フィート）以下で、ハブを含めない

でください。
Publication  1756-IN634A-JA-P - April 2009
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USB ドライバの設定

RSLinx ソフトウェアを構成して USB ポートを使用するには、以下の手
順を実行して、まず USB ドライバを設定します。

1. モジュールの USB ポートに USB ケーブルを取付けて、
1756-CN2RXT モジュールをワークステーションに接続します。

ワークステーションのモニタに Found New Hardware（新ハードウェ
アの検出）ウィザードのダイアログボックスが表示されます。

2. Install the software automatically（Recommended）（ソフトウェアの自
動インストール）（推奨）をクリックし、Next をクリックします。

ソフトウェアがインストールされます。

3. Finish をクリックして、USB ドライバを設定します。

4. RSLink ソフトウェアで 1756-CN2RXT モジュールを表示するに
は、RSWho ボタンをクリックします。

RSLinx Workstation organizer（RSLinx ワークステーションオーガ
ナイザ）が表示されます。

1756-CN2RXT モジュールは、仮想シャーシと USB ポートの 2 つ
の異なるドライバで表示されます。どちらのドライバを使用して
も ControlNet モジュールを参照できます。

仮想

シャーシ

ドライバ

USB

ポート

ドライバ
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ステータスインジケータ

ControlLogix-XT ControlNetモジュールは 3つのステータスインジケータ

を備えています。

モジュール・ステータス・インジケータおよびディスプレイ

モジュール・ステータス・インジケータおよびモジュールステータスの

ディスプレイは、診断情報を提供します。以下の表を参照して、モジュー

ル・ステータス・インジケータとディスプレイを確認してください。

OK
インジ
ケータ

表示 原因 処置

消灯 なし 電源障害または内部フォ
ルトのため、モジュールが
通信していません。

1. 電源を確認します。
2. ケーブルコネクタを確認

します。
3. モジュールがシャーシに

しっかりと取付けられてい
るかどうかを確認します。

4. それでもインジケータが
点灯しない場合、モジュー
ルを交換してください。

モジュール

ステータス表示

モジュール・

ステータス・

インジケータ

チャネル・

ステータス・

インジケータ
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赤色 Reset 
Complete-Ch
ange
 Switch 
Settings
（リセット
完了 -
スイッチ
設定の変更）

モジュールのネットワー
クアドレスが 00（無効な
ControlNet アドレス）に設
定されています。

1. シャーシの電源を切断し
ます。

2. シャーシからモジュール
を取り外します。

3. スイッチを 後に設定さ
れていた値に設定します
（11 ページを参照）。

4. シャーシのモジュールを
交換します。

5. シャーシに電力を給電し
ます。

FAIL

（機能しない）

このコードは、電源投入時
のテストに失敗したとき
に表示されます。

モジュールを交換します。

Backplane 
Init
（バック
プレーン
INIT）(1)

モ ジ ュ ー ル は 冗 長 モ
ジュールの電源投入が完
了するのを待っています。

何も必要ありません。

Stop Service 
Received
（サービスの
受信の停止）

非冗長モジュールが冗長
セカンダリシャーシに取
付けられています。モ
ジュールは、冗長モジュー
ル（RM/SRM）で機能を停
止するように命令されて
います。

1. 冗長セカンダリシャーシ
から非冗長モジュールを
取り外します。

2. 非冗長モジュールを冗長
モジュールと交換します。

これは、ブートコードを実
行する 1756-CN2RXT モ
ジュールを 1756-SRM モ
ジュールまたは 1756-RM
モジュールと共にシャー
シに取付けた場合に発生
します。

冗長制御の場合、
1756-CN2RXTモジュール
は 1756-RM モジュールと
共に使用する必要があり
ます。1756-SRM モジュー
ルと一緒に使用しないで
ください。

1. 1756-SRM モジュールま
たは 1756-RM モジュール
を取付けていないシャー
シにモジュールを取付け
ます。

2. ControlFlashソフトウェア
を使用して、モジュールの
ファームウェアを更新し
ます。

OK
インジ
ケータ

表示 原因 処置
Publication 1756-IN634A-JA-P - April 2009
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赤色に
点滅

Image 
update 
Needed
（イメージ
更新が必要）

ブートイメージが稼働し
ています。
メイン・ファームウェア・
イメージの更新が必要
です。

ControlFlashユーティリティ
を使用して、モジュールの
ファームウェアを更新し
ます。

DUPLICATE 
NODE 
DETECTED
（重複ノード
検出）

モジュールのネットワー
クアドレスがリンク上の
別モジュールと同じです。

1. シャーシから電力を除去
します。

2. シャーシからモジュール
を取り外します。

3. スイッチを 後に設定さ
れていた値に設定します。
11 ページを参照してくだ
さい。

4. シャーシのモジュールを
交換します。

5. シャーシに電力を給電し
ます。

Flash in 
progress
（フラッシュ
更新中）

フラッシュ更新を行なっ
ています。

処置は不要です。

フラッシュ更新中にモ
ジュールへの通信が失わ
れた場合、モジュールが更
新を完了することができ
ない場合でも、このメッ
セージが継続して表示さ
れます。

フラッシュが回復するまで
モジュールから電力を除去
する必要があります。

TEST
（テスト）

モジュールは、電源投入時
のテストを実行してい
ます。

処置は不要です。

45秒以上表示が消えない場合
は故障と見なして、モジュー
ルを交換してください。

OK
インジ
ケータ

表示 原因 処置
Publication  1756-IN634A-JA-P - April 2009



26    ControlLogix-XT ControlNet インターフェイスモジュール 
緑色に
点灯

OK 通常の稼働状態です。 モジュールへのコネクショ
ンが少なくとも1つ存在して
います。処置は不要です。

INIT モジュールを初期化して
います。

処置は不要です。

PASS
（パス）

このメッセージは、電源投
入時のテストが正常に完
了したとき一時的に表示
されます。

処置は不要です。

CMPT(1) セカンダリモジュールは
パートナと互換性があり
ます。

処置は不要です。

DSNP(1) セカンダリモジュールに
適切なパートナがありま
せん。

プライマリシャーシの該当
するスロットのモジュール
タイプおよびリビジョンを
確認してください。

PwDS(1) モジュールは、不適切なセ
カンダリパートナのある
プライマリです。

1756-CN2RXT モジュールの
タイプおよびリビジョンを
確認してください。

PQgS(1) モジュールは、適切なセカ
ンダリパートナのあるプ
ライマリです。

冗長システムの状態。処置は
不要です。

PwQS(1) モジュールは、適切なセカ
ンダリパートナのあるプ
ライマリです。

PwNS(1) プライマリモジュールに
セカンダリパートナがあ
りません。

セカンダリシャーシの該当
するスロットに適切なモ
ジュールがあることを確認
してください。

QgS(1) セカンダリモジュールは
適切です。

冗長システムの状態。処置は
不要です。

QS(1) セカンダリモジュールは
適切です。

A#XX このメッセージはノードア
ドレスを示します（XX は
01 ～ 99 のアドレスです）。

処置は不要です。

MACID 
SWITCH 
ERROR
（MAC ID
スイッチエラー）

電源を切断後再投入した後
に、ノード・アドレス・ス
イッチが変更されました。

処置は不要ですが、ハード
ウェア異常の可能性がある
ため、スイッチを元の設定に
戻すか、モジュールを交換す
ることをお奨めします。

OK
インジ
ケータ

表示 原因 処置
Publication 1756-IN634A-JA-P - April 2009
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緑色に
点灯
または
点滅

CPU=XX% このメッセージは CPU 使
用率を示し、XXは CPU の
使用量で、0 ～ 99% の範
囲で示されます。このメッ
セージは CPU 使用率が
80% 超えた場合にのみ表
示されます。

処置は不要です。

OK モジュールは正常に稼働
しています。

処置は不要です。

緑色に
点滅

OK 通常の稼働状態です。 モジュールへのコネクショ
ンが存在しません。処置は不
要です。

Invalid 
Network 
Configuration
（ネットワー
ク構成が
誤っている）

ControlNet 構成エラー
です。

構成を再確認してください。
モジュールのネットワーク
アドレスが、UMAX（ 大非
スケジュール型ネットワー
クアドレス）以下であること
を確認します。

NET
ERR

ネットワークケーブルに
エラーがあるか、ネット
ワークに他のアクティブ
ノードがありません。

ネットワークケーブルを再
確認して、ネットワークの別
のノードがアクティブ（オン
ライン）であることを確認し
ます。

Rev XX.XX モジュールを起動すると
このメッセージが短時間
表示され、メジャーおよび
マイナーリビジョンを示
します。

メジャーリビジョンは小
数点の左側に、マイナーリ
ビジョンは右側に表示さ
れます。

処置は不要です。

OK
インジ
ケータ

表示 原因 処置
Publication  1756-IN634A-JA-P - April 2009
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いずれ
か

Keeper: 
Unconfigured
（Keeper: 
未構成）

Keeper オブジェクトによ
りフラッシュメモリに保
存されていたネットワー
ク構成データが、消去され
たか、破損しています。

以下の手順のいずれかを実
行します。

• RSNetWorx ソフトウェアを
使用して、モジュールの
Keeper オブジェクトをダウ
ンロードまたは更新します。

• 12ページの「モジュールの
出荷時設定へのリセット」
を参照してください。

Keeper: 
Unconfigured
（data format 
changed）
（Keeper: 
未構成
（データ
フォーマット
の変更））

Keeper オブジェクトによ
りフラッシュメモリに保
存されたネットワーク構
成データのフォーマット
が、フォームウェアの現在
のリビジョンと互換性が
ありません。

以下の手順のいずれかを実
行します。

• RSNetWorx ソフトウェアを
使用して、モジュールの
Keeper オブジェクトをダウ
ンロードまたは更新します。

• 12ページの「モジュールの
出荷時設定へのリセット」
を参照してください。

Keeper: 
Unconfigured
（slot 
changed）
（Keeper: 
未構成
（スロット
変更））

Keeper オブジェクトの
ネットワーク構成データ
をダウンロードした後、モ
ジュールがシャーシの異
なるスポットへ移動され
ました。

以下の手順のいずれかを実
行します。

• モジュールを適切なス
ロットへ戻します。

• RSNetWorx ソフトウェアを
使用して、モジュールの
Keeper オブジェクトをダウ
ンロードまたは更新します。

• 12ページの「モジュールの
出荷時設定へのリセット」
を参照してください。

Keeper: 
Unconfigured
（net address 
changed）
（Keeper: 
未構成
（ネット
アドレスの
変更））

Keeper オブジェクトの
ネットワーク構成データ
をダウンロードしたため、
モジュールのネットワー
ク・アドレス・スイッチが
変更されています。

以下の手順のいずれかを実
行します。

• ネットワーク・アドレス・
スイッチを元の設定に戻
します。

• RSNetWorx ソフトウェアを
使用して、モジュールの
Keeper オブジェクトをダウ
ンロードまたは更新します。

• 12ページの「モジュールの
出荷時設定へのリセット」
を参照してください。

OK
インジ
ケータ

表示 原因 処置
Publication 1756-IN634A-JA-P - April 2009
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チャネル・ステータス・インジケータ

ControlNet チャネル・ステータス・インジケータには、以下のいずれか

の状態が表示されます。

• 常時点灯 - ステータスインジケータが定義された状態で継続的

に点灯しています。

• 交互に点灯 - 一緒に見た場合、2 つのインジケータが同時に交互

に、2 つの定義された状態に切り換わります。2 つのインジケー

タは常に互いの反対の状態（位相の不一致）となります。

• 点滅 - 他方のインジケータと関係なく、各ステータスインジケー

タが定義された 2 つの状態に交互に切り換わります。両方のイン

ジケータが点滅する場合、同時に（同じ位相で）点滅します。

いずれ
か
（続き）

Keeper: 
Signature 
Mismatch
（Keeper: 
署名の
不適合）

Keeper オブジェクトによ
りフラッシュメモリに保
存されたネットワーク構
成データが、現在のネット
ワーク構成と適合しま
せん。

ネットワークに有効なマ
スタ Keeper があります。

RSNetWorx ソフトウェアを
使用して、モジュールの
Keeper オブジェクトをダウ
ンロードまたは更新するか、
12 ページの「モジュールの
出荷時設定へのリセット」を
参照してください。

Keeper: 
None Valid 
on Network
（Keeper: 
ネットワーク
に有効な
ものがない）

Keeper オブジェクトによ
りフラッシュメモリに保
存されたネットワーク構
成データが、現在のネット
ワーク構成と適合せず、
ネットワーク上に有効な
マスタ Keeper がありま
せん。

RSNetWorx ソフトウェアを
使用して、モジュールの
Keeper オブジェクトをダウ
ンロードまたは更新します。

重要 : データをロードするマ
スタ Keeper が有効でないた
め、12 ページの「モジュー
ルの出荷時設定へのリセッ
ト」に記載した手順は機能し
ません。

(1) 冗長制御に関するメッセージです。

OK
インジ
ケータ

表示 原因 処置
Publication  1756-IN634A-JA-P - April 2009
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ControlNet インジケータの状態（A および B）

状態 原因 処置

消灯 電力が存在しません。 処置は不要、または電力を給
電します。

赤色に点灯 ユニットにフォルトが発生
しています。

電源を切断後再投入するか、ユ
ニットをリセットします。
それでもフォルトが解消され
ない場合、ロックウェル・オー
トメーションの支店または代
理店にお問い合わせください。

交互に点灯
（赤色 / 緑色）

自己診断テストの実行中。 処置は不要です。

交互に点灯
（赤色 / 消灯）

ノードが適切に構成されて
いません。

ネットワークアドレスおよび
その他の ControlNet 構成パラ
メータを確認してください。

ControlNet チャネルのトラブルシューティング（A または B）

状態 原因 処置

消灯 チャネルが無効になって
います。

必要であれば、冗長メディア用の
ネットワークをプログラムします。

緑色に点灯 通常の稼働状態です。 処置は不要です。

緑色に
点滅 / 消灯

一時的なエラーが発生し
ています。

処置は不要です。ユニットが自己
修正します。

ノードがオンライン用に
構成されていません。

構成マネージャノード（Keeper）
が存在していること、稼働してい
ること、選択したアドレスが
UMAX（ 大非スケジュール型
ノードアドレス）以下であること
を確認してください。(1)

(1) 構成マネージャノード（Keeper）は、ネットワークのすべてのノードに ControlNet 構成
データを配布するノードです。

赤色に
点滅 / 消灯

メディアにフォルトが
発生しています。

ケーブルの損傷、コネクタの緩み、
または終端抵抗の欠落などについ
てメディアを確認します。

他のノードがネットワー
クに存在しません。

他のノードをネットワークに追加
します。
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一般的な仕様 - 1756-CN2RXT

項目 値

ControlNet コネクタ 2 つの BNC コネクタ

ControlNet ノードの 大数 99

ControlNet 通信速度 5MB

USB ポート USB 1.1

USB デバイス USB、シリーズ B、リセプタクル

USB ポート用の推奨 USB ケーブル Samtec ケーブル P/N RSP-199350

サポートされる

大コネクション数

131

131 のコネクションのうち 3 つは常に冗

長制御用に予約されています。そのた

め、標準的な用途には 128 のコネクショ

ンを使用できます。

概算重量 0.293kg（0.64 オンス）

北米温度コード T4A

IEC 温度コード T4

スロット幅 1

エンクロージャタイプ定格 なし（開放型）

大消費電力 6.6W

大ワット損 22.5BTU/hr

DC5.1V のときの

バックプレーン電流

DC5.1V のとき 1.3A

DC24V のときの

バックプレーン電流

DC24V のとき 3mA

絶縁電圧 30V（連続）、基本絶縁タイプ

60sec 間 AC853V で形式試験済み

（ControlNet からシステム

およびControlNetポートからControlNet
ポート）

配線カテゴリ(1)

(1) 導線の敷設を計画するときは、この導線カテゴリ情報を使用してください。
『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
Publication  1756-IN634A-JA-P - April 2009
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環境条件 - 1756-CN2RXT

項目 値

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, 動作時の耐乾熱性）、
IEC 60068-2-14

（テスト Nb, 動作時の耐熱衝撃性）

-25 ～ 70 °C（-13 ～ 158 °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

非動作時の耐乾熱性）、
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）

相対湿度

IEC 60068-2-30

（テスト Db, 開梱状態での耐湿熱性）

5 ～ 95%（結露なきこと）

振動

IEC 60068-2-6（テスト Fc, 動作時）

10 ～ 500Hz のとき 2G

動作時の衝撃

IEC 60068-2-27

（テスト Ea, 開梱状態での耐衝撃性）

30G

非動作時の衝撃

IEC 60068-2-27

（テスト Ea, 開梱状態での耐衝撃性）

50G
Publication 1756-IN634A-JA-P - April 2009
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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）

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）±1kV

伝導性放射イミュニティ

IEC 61000-4-6

10V/m（1kHz 正弦波 80% 
AM 150 ～ 80MHz）

項目 値
Publication  1756-IN634A-JA-P - April 2009



34    ControlLogix-XT ControlNet インターフェイスモジュール 
認可 - 1756-CN2RXT

認可(1) (2)

(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://ab.com の Product Certification
リンクを参照してください。

値

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 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 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

Ex EU 94/9/EC ATEX 指令、以下に準拠する :

 • EN 60079-15; 爆発性の雰囲気、

保護 "n"（II 3 G Ex nA IIC T4 X）

 • EN 60079-0; 一般要件（ゾーン 2）

CI ControlNet 仕様関する ControlNet 国際適合性試験済
Publication 1756-IN634A-JA-P - April 2009
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参考資料

以下の資料には、ロックウェル・オートメーション製品に関連する追加

情報が含まれています。

これらの発行物は、http://literature.rockwellautomation.com からダウンロー

ドいただけます。印刷版マニュアルのご購入については、お近くの支店ま

たはロックウェル・オートメーション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

産業用オートメーションシステムを

設置するための一般的なガイドライ

ンが記載されています。

ControlNet Modules in Logix5000 
Control Systems User Manual

（Logix5000 制御システム内の

ControlNet モジュール　ユーザーズ

マニュアル）（Pub.No.CNET-UM001）

ControlNet モジュールをさまざまな

Logix5000 コントローラと使用する

方法が記載されています。

ControlLogix-XT Chassis Installation 

Instructions（Pub.No. 1756-IN637）
ControlLogix-XT シャーシの取付け

方法が記載されています。

ControlLogix Power Supplies 
Installation Instructions

（Pub.No. 1756-IN639）

ControlLogix-XT 電源の取付け方法

が記載されています。

ControlNet Coax Taps Installation 

Instructions（Pub.No.1786-IN007）
ControlNet coaxialタップの取付け方

法が記載されています。

ControlNet Fiber Media Planning and 

Installation Guide（ControlNet ファイ

バーメディア　プランニングおよび

設置ガイド）（Pub.No.CNET-IN001）

ControlNet ファイバー・メディア・

コンポーネントの取付け手順および

仕様が記載されています。

ControlNet Coax Media Planning and 
Installation Guide

（Pub.No. CNET-IN002）

ControlNet 同軸メディアの取付けの

一般的なガイドラインが記載されて

います。
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当社のサポートサービス

ロックウェル・オートメーションは、製品の使用を支援するための技術情報を

Web で提供しています。http://support.rockwellautomation.com を参照すると、技術

資料、FAQ ナレッジベース、テクニカルノートやアプリケーションノート、サン

プルコードやソフトウェア・サービス・パックへのリンク、およびこれらのツー

ルを最大限活用するようにカスタマイズできる MySupport 機能を利用できます。

設置、構成、およびトラブルシューティングに関してさらにサポートが必要

な場合は、テクニカル電話サポートとして、TechConnect サポートプログラ

ムを提供しています。詳細は、代理店またはロックウェル・オートメーショ

ンの支店に問い合わせるか、http://support.rockwellautomation.com を参照して

ください。

設置支援

設置から 24 時間以内に問題を生じた場合には、まず本書に記載された情報を検討

してください。また、製品稼働の初期支援に関しては、特別カスタマサポート番

号に連絡することもできます。

製品の返品

ロックウェル・オートメーションでは、製造工場から出荷される際に、完全に動

作するように万全を期していますが、製品が機能せず返品が必要な場合には、以

下のような手続きを行ってください。

Allen-Bradley, ControlFlash, ControlLogix, ControlLogix-XT, FlexI/O-XT, Logix5000, RSLinx, RSLogix 5000,
Rockwell Automation および TechConnect は、Rockwell Automation, Inc. の登録商標です。

Rockwell Automation に属さない登録商標は、それぞれの企業に所有権があります。

米国 1.440.646.3434
月～金 午前 8 時～午後 5 時（東部標準時）

米国以外 技術サポートに関する問題については、お近くのロックウェル・
オートメーション代理店に連絡してください。

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、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
の電話番号に問い合わせて取得します）。

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
代理店にお問い合わせください。
Publication 1756-IN634A-JA-P - April 2009 PN-36806 
Copyright © 2009 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S.A.

裏表紙

http://support.rockwellautomation.com
Running headers - make sure they appear�
http://www.rockwellautomation.com/support/
http://support.rockwellautomation.com
http://support.rockwellautomation.com
http://support.rockwellautomation.com

	ControlLogix-XT ControlNet インターフェイスモジュール
	目次
	お客様へのご注意
	北米における危険な領域に関する規格
	ヨーロッパにおける危険な領域に関する規格
	静電防止対策

	ControlLogix-XT ControlNetモジュールについて
	ControlLogix-XTシステムについて
	1756-CN2RXTをスタンドアロンまたは 冗長制御に使用する
	作業を開始する前に
	パーツ
	モジュールのネットワークアドレスの設定
	モジュールの出荷時設定へのリセット
	モジュール取付け前のシャーシの準備
	モジュールスロット位置の決定
	RIUP（電源投入状態での取り外しおよび挿入）
	ControlNetモジュールの取付け
	モジュールのネットワークへの接続
	電源投入およびステータスの確認
	モジュールの取り外し
	EDSファイルのインストール
	RSLinxソフトウェアをUSBポートを使用するように構成
	USBドライバの設定
	ステータスインジケータ
	一般的な仕様 - 1756-CN2RXT
	環境条件 - 1756-CN2RXT
	認可 - 1756-CN2RXT
	参考資料

	裏表紙


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


