
インストレーションインストラクション

FLEX I/O ControlNetアダプタモ
ジュール
Cat. No. 1794-ACN15, 1794-ACN15K, 1794-
ACNR15, 1794-ACNR15XT, シリーズ D
(1794-ACN15Kおよび 1794-ACNR15XTは、ISA/ANSI-71.040 1985ク
ラス G3 環境の有害ガスの要件を満たすようにコンフォーマルコー
ティングされています。)

     

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装
置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』（Safety Guidelines for the Application, Installation and 
Maintenance of Solid State Controls) (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。危険を識別、回避し、起こりう
る結果の認識を助けるための注意事項です。

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、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。

注意 環境およびエンクロージャ

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。

この装置は、IEC/CISPR Pub. No.11に準拠したグループ
1, クラス A産業用装置とみなされます。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。

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 250および IEC 
60529を参照してください。

警告 バックプレーン電源が投入されているときにモジュールを
挿入したり取り外そうとするか、またはこのモジュールま
たはネットワークのデバイスに電力が印加されているとき
に ControlNetケーブル (BNCまたは NAP)を接続または切
り離すと、電気的なアークが起こることがあります。これ
によって、危険な領域で取付けている場合は爆発が起こる
ことがあります。

電力が除去されているか、または領域が安全であるかを確
認してから作業を行なってください。

警告 フィールド側の電源が投入されているときに配線を接続ま
たは切り離すと、電気的なアークが起こることがありま
す。これによって、危険な領域で取付けている場合は爆発
が起こることがあります。電力が除去されているか、また
は領域が安全であるかを確認してから作業を行なってくだ
さい。

警告 ネットワーク・アクセス・ポート (NAP)は一時的なロー
カルプログラミングのためにのみ使用して、恒久的な接続
には使用してはなりません。このモジュールまたはネット
ワークのデバイスに電力が印加されているときに NAP
ケーブルを接続または切り離すと、電気的なアークが起こ
ることがあります。これによって、危険な領域で取付けて
いる場合は爆発が起こることがあります。

電力が除去されているか、または領域が安全であるかを確
認してから作業を行なってください。

注意 FLEX I/Oは、DINレールを介してシャーシグラウンドに
接地されています。適切な接地を行なうために、亜鉛めっ
きされた黄色酸化鉄の DINレールを使用してください。
腐食し、酸化する他の DINレールの材質 (アルミニウム、
プラスチックなど )を使用するか、または劣悪な配線管に
よって、接地が不適切または断続的になることがありま
す。DINレールは取付け面に対して約 200mm (7.87イン 
チ )ごとに固定し、終端にはエンドアンカーを適切に取付
けます。
Pub. No. 1794-IN128E-JA-P - March 2011

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/sgi-in001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1770-in041_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com


2    FLEX I/O ControlNetアダプタモジュール
      

欧州における危険な領域に関する規格
以下のアダプタは、欧州ゾーン 2で使用することが認可されていま
す：1794-ACN15, 1794-ACN15K, 1794-ACNR15, 1794-ACNR15XT, シ
リーズ D

北米における危険な領域に関する規格
以下のアダプタは、北米の危険な領域で使用することが認可されてい
ます： 1794-ACN15, 1794-ACN15K, 1794-ACNR15, 1794-ACNR15XT, 
シリーズ D

注意 個人の責任において、安全関連のプログラマブル電子シス
テム (PES)のアプリケーションに関する、システムのアプ
リケーション内の安全要件の知識を得たり、システムを使
用するためのトレーニングを受けてください。

注意 電源が投入されているときに、アダプタモジュールを取り
外したり交換しないでください。バックプレーンの遮断に
よって、予期しない動作やマシンの動きが起こることがあ
ります。

注意 ノイズに対する感受性を減らすには、別の電源装置から通
信アダプタモジュールおよび I/Oモジュールを給電してく
ださい。

注意 CE低電圧指令 (LVD)に適合するには、この装置には以下
に準拠した電源から給電する必要があります。

安全特別低電圧 (SELV)または保護特別低電圧 (PELV)

注意 静電防止対策

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、静電気を放電すること
• 許可された接地用リストストラップを着用すること
• コンポーネントと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。

警告 クラス Iディビジョン 2のアプリケーションの場合は、
1794プラットフォーム内で使用することが承認されたク
ラス Iディビジョン 2にリストまたは登録されたアクセ
サリおよびモジュールのみを使用してください。

製品に EXマークがある場合は、以下が適用されます。

この装置は、欧州連合指令 94/9/ECにより定義された爆発の危険があ
る大気中での使用を意図しており、本指令の付属書類 IIに記載され
た、ゾーン 2 ( 爆発の危険がある大気中 )での使用を意図する、カテ
ゴリ 3装置の設計および構築に関する、重要な健康および安全の要件
(Essential Health and Safety Requirements)に適合することが判明し
ました。

重要な健康および安全の要件への適合は、EN 60079-15 および EN 
60079-0への適合により保証されました。

警告 以下の追加のゾーン 2の認可要件に注意してください。
• この装置には、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、ゾーン 2の環境で使用する場合には少なく
とも IP54保護を提供するエンクロージャ内に取付ける
必要があります。

• この装置は、ロックウェル・オートメーションに指定さ
れた定格内で使用するものとします。

• ゾーン 2環境で適用された場合、定格電圧が 40%を超
える過渡外乱により超過しないよう防止処置を施すもの
とします。

• 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わかるま
では装置を切り離さないでください。

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

以下の情報は、危険な領域でこの装置
を動作する場合に適用します。

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、危険
な場所の温度コードを記した定格銘板
でマーキングして出荷されます。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確
認できるまでは、装置を
切り離ないでください。

• 電源を切断するか、また
は領域が危険でないと確
認できるまでは、コネク
タを外さないでください。
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。
Pub. No. 1794-IN128E-JA-P - March 2011
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ControlNetアダプタ、1794-ACN15, 1794-ACN15K, 1794-
ACNR15, 1794-ACNR15XT, シリーズ D

 

1794-ACN15(K), 1794-ACNR15(XT)シリーズ D, ファームウェアリビ
ジョン 10.2は、FLEX I/O ControlNetシングルおよび冗長アダプタの
シリーズ Cアダプタの代替として機能し、RSNetWorx for ControlNet (
リビジョン 3.21以降 )のフォームウェアリビジョンで 32ビットモ
ジュールと数値表示をサポートし続けます。

ControlNetの取付け
 

取付け寸法
モジュールの取付け寸法は以下の通りです。

DINレールへの取付け
1. ControlNetアダプタモジュール (A)を、少し傾けて IEC規格 (35 x 

7.5 x 1mm)のトップハット DINレール (アレン・ブラドリーの
パート番号 199-DR1; 46277-3; EN50022 (B))に位置付けます。

2. アダプタの背面のふちを DINレールの上面にひっかけて、レール
上でアダプタモジュールをまわします。

3. 平らになるまでアダプタモジュールを DINレールに押し付けま
す。固定用タブ Cをアダプタを位置にはめ込んで、DINレール上
でロックします。

4. アダプタモジュールが正しい位置にロックされていないときは、
ドライバーまたは同様のデバイスを使用して、固定用タブを下に
動かしてアダプタモジュールを DINレールに対して平らになるま
で押し付けます。固定用タブを解放してアダプタモジュールを正
しい位置にロックします。必要であれば、固定用タブを押し上げ
てロックします。

5.「配線の接続」のセクションに説明しているように、アダプタの配
線を接続します。

パネルまたは壁への取付け 
このアダプタをパネルまたは壁に取付けるときは、Pub.No. 1794-2.13
を参照してください (パネル取付けキット Cat. No. 1794-NM1)。

既存のシステムへのアダプタの取付けまたは交換
1. 隣接する端子ベースにジャンパされた配線を切り離します。
2. BNCコネクタをアダプタの前面から外します。

3. モジュールのラッチ機構を開いて、モジュールをアダプタが取付
けられたベースユニットから外します。

4. FlexBusコネクタを端子ベースの右側に押し込んで、バックプレー
ン接続からプラグを抜きます。

コンポーネント
1 ControlNetノード選択ダイアル 5 ControlNetプログラミング

ターミナルのネットワーク・
アクセス・ポート (NAP)

2 インジケータ 6 DC+24V接続
3A ControlNetネットワークケーブル

BNCコネクタ A
7 24Vコモン接続

3B ControlNetネットワークケーブル
BNCコネクタ B (1794-ACNR15, 
1794-ACNR15XTのみ )

8 FlexBusコネクタ

4 モジュール固定用タブ

注意 すべてのデバイスの取付け中には、あらゆるゴミ (金属
片、配線くずなど )がモジュール内に混入しないように注
意してください。このようなゴミがモジュールに混入する
と電 源投入時に損傷する可能性があります。
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警告 このモジュールまたはネットワークのデバイスに電力が
印加されているときに通信ケーブルを接続または切り離
すと、電気的なアークが起こることがあります。これに
よって、危険な領域で取付けている場合は爆発が起こる
ことがあります。

電力が除去されているか、または領域が安全であるかを
確認してから作業を行なってください。

警告 バックプレーン電源が投入されているときにモジュール
を挿入したり取り外そうとすると、電気的なアークが起
こることがあります。これによって、危険な領域で取付
けている場合は爆発が起こることがあります。

電力が除去されているか、または領域が安全であるかを
確認してから作業を行なってください。
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HxWxD: 
87.4 x 94 x 92mm
(3.44 x 3.7 x 3.6インチ )

1794-ACNR15を
示す

単位：mm (インチ )
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5. 固定用タブを解放してアダプタモジュールを外します。
新しいアダプタを取付ける前に、アダプタの右後ろにノッチがあ
ることに注意してください。このノッチには端子ベースユニット
のフックを受け入れます。ノッチは底面で開きます。フックと隣
接する接続ポイントは、端子ベースとアダプタを互いにきつくつ
なげて、バックプレーンの通信が絶たれる可能性を減らします。

6. 以下の作業を行なってアダプタを取付けます。
押し込んで、同時にアダプタを DINレールにロックします。アダ
プタが正しい位置にロックされていないときは、ドライバーまた
は同様のデバイスを使用して、アダプタを DINレールに対して平
らになるように押している間に固定用タブを下に動かして、固定
用タブを解放してアダプタモジュールを正しい位置にロックしま
す。必要であれば、固定用タブを押し上げてロックします。

アダプタを DINレールにロックするときは、FlexBusコネクタを
アダプタにやさしく押してバックプレーンを完成します。

7. 隣接する端子ベースユニットにモジュールを再度取付けます。

配線の接続

1. ControlNetネットワークケーブルをコネクタの端子 Aに接続しま
す。

2. 1794-ACNR15, 1794-ACNR15XTのみの場合 : 冗長 ControlNetネッ
トワークケーブルをコネクタ Bに接続します。

    

3. +V DC電源を下側のコネクタの端子 Dの左側に接続します。

4. -Vコモンを上側のコネクタの端子 Cの左側に接続します。

5. 接続 Eと Fは、+V DC電源 (F)と -Vコモン (E)を直列の次のモ
ジュールに渡すために使用されます (必要な場合 )。

6. 選択ダイアル Gを使用してネットワークアドレスを設定します。
有効な設定範囲は 01～ 99です。

インジケータ
モジュールには LEDインジケータがあり、そのステータスを指定し
てトラブルシューティングを支援することができます。

警告 このモジュールまたはネットワークのデバイスに電力が
印加されているときに ControlNetケーブルを接続または
切り離すと、電気的なアークが起こることがあります。
これによって、危険な領域で取付けている場合は爆発が
起こることがあります。電力が除去されているか、また
は領域が安全であるかを確認してから作業を行なってく
ださい。
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警告 フィールド側の電源が投入されているときに配線を接続ま
たは切り離すと、電気的なアークが起こることがありま
す。これによって、危険な領域で取付けている場合は爆発
が起こることがあります。電力が除去されているか、また
は領域が安全であるかを確認してから作業を行なってくだ
さい。

注意 • 配線を接続するときは、端子ねじ C, D, E および Fに
0.8Nm (7ポンドインチ )のトルクをかけて締めてくだ
さい。

• 電源配線は長さ 10m (32.8フィート )未満でなければな
りません。

• 1つの端子に複数の導線を配線しないでください。

LEDインジケータ 原因

通信 Aと通信 Bが同時に
消灯 電力が存在しない、またはリセット
赤 アダプタが動作しない
赤 /緑 – 交互に点滅 アダプタが自己テスト

赤 /消灯 – 交互に点滅 ノード構成が不良 (アダプタが重複 )
通信 Aまたは通信 B (個別 )
消灯 チャネル無効
緑 チャネル動作可能
緑 /消灯に点滅 一時的なネットワークエラー

赤 /消灯に点滅 ケーブル故障、断線、冗長の警告

赤 /緑に点滅 ネットワーク構成が不良

ステータスインジケータ
消灯 電力が存在しない。
緑 /消灯に点滅 オンラインであるが、接続されていない。

緑 オンライン、リンク OK, 接続されている。
赤色に点滅 I/Oモジュールが外されている、間違った

I/Oモジュールが挿入されている、FLASH
プログラムの更新中

赤 致命的 –アダプタが故障
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ステータス通信 A

通信 B
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仕様
 

)

項目 値
I/O容量 8モジュール
電源電圧 入力 : DC19.2～ 31.2V, 400mA

出力 : DC5V, 640mA
突入電流 2msec間 14A
通信速度 5Mbps
インジケータ I/Oステータス – 赤 /緑

通信 A – 赤 /緑
通信 B – 赤 /緑

絶縁電圧 50V (連続 )、基本絶縁タイプ
AC860 Vのとき 60秒間、電源からシステム、
電源から ControlNet、および ControlNetから
システムを型式テスト済み
ControlNetチャネル間は絶縁なし

最大消費電力 DC19.2Vのとき 3.4W
端子ねじのトルク 0.8Nm (7ポンドインチ )
ワイヤサイズ 電源接続 :

1本のワイヤ接続 : 75℃ (167°F )のとき 0.33
～ 2.5mm2 (22～ 12 AWG)ソリッドまたはよ
り線の銅線定格、または 1.2mm (3/64インチ )
最大絶縁より大きい
2本のワイヤ接続 : 75℃ (167°F )のとき 0.33
～ 1.3mm2 (22～ 16 AWG)ソリッドまたはよ
り線 (混合しない )銅線定格、または 1.2mm 
(3/64インチ )最大絶縁より大きい

配線カテゴリ(1)

(1) 導線の敷設を計画するときは、この導線カテゴリの情報を使用してくださ
い。詳細は、『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。

3 –電源ポート
2 – 通信ポート

北米温度コード T4A
IEC温度コード T4

エンクロージャタイ
プ定格

なし (開放型 )

ControlNet ケーブル Belden RG-6/U 

重量 220g (7.76オンス )
寸法：HxWxD 87.4 x 94 x 92mm (3.44 x 3.7 x 3.6インチ )

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, 動作時の耐乾湿性 )、
IEC 60068-2-14 (テスト Nb, 動作時の耐熱衝撃性 ):
-25～ 55℃ (-13～ 131°F)
-25 ～ 70℃ (-13～ 158°F) – 1794-ACNR15XT

最大周囲温度 55℃ (131°F)
70℃ (158°F) – 1794-ACNR15XT

非動作温度 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)

相対湿度 IEC 60068-2-30 (テスト Db, 開梱状態の耐乾湿性 ):
5 ～ 95% (結露なきこと )

振動 IEC60068-2-6 (テスト Fc, 動作時 ):
10～ 500Hzのとき 5G

衝撃、動作時 IEC 60068-2-27 (テスト Ea, 開梱状態の衝撃 ):
30G

衝撃、非動作
時

IEC 60068-2-27 (テスト Ea, 開梱状態の衝撃 ):
50G

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接触放電
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:
電源ポートで 5kHz のとき± 2kV
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± 2kVラインアース (CM) 

伝導性放射
イミュニティ

IEC 61000-4-6:
10V rms (1kHz正弦波 80% AM 150kHz～ 80MHz)

項目 値
c-UL-us ULリストされた専業用制御装置、米国とカナダに対して

認可。UL File E65584を参照してください。
クラス I, ディビジョン 2 グループ A,B,C,D危険な領域に
対して ULリスト、米国とカナダに対して認可。
UL File E194810を参照してください。

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; 爆発の危険がある大気、保護 "n"
EN 60079-0; 一般要件
II 3 G Ex nA IIC T4 X

TÜV 機能安全に対して TÜV認可 :
SIL 2に対応

CI ControlNet Int'lは ControlNet仕様に対して適合をテスト
済み
Pub. No. 1794-IN128E-JA-P - March 2011
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