
ControlLogix HART I/Oモジュール
立上げ、運用、メンテナンスの簡素化

お客様の投資を保護しつつ、新規または既存のHARTフィールド•
デバイスを活用
HART (Highway Addressable Remote Transducer：ハイウェイアドレス指定 
可能リモートトランスデューサ)入力および出力モジュールは、プロセス・ 
オートメーション・システムに対して、完全なアナログ機能と現地や遠隔操
作で使用できるI/OモジュールのHARTプロトコルの利点を提供します。 
これらのモジュールは、8または16チャネルのアナログ入力または出力を
HARTデジタル情報と一緒に提供します。

HARTフィールドデバイスを使用するプロセスアプリケーションをお持ちの 
場合は、ControlLogix® HARTモジュールを使用して既存の計測器への投資
を活用しながら以下を行なうことができるようになります。

•• 外部HARTマルチプレクサを使用したり余計に配線することなく、HART 
デバイスに直接接続

 • HARTの1次値(PV：Primary Value)、2次値(SV：Secondary Value)、3次値
(TV：Third Value)、4次値(FV：Fourth Value)、デバイスのステータス情報な
ど、より多くのフィールドデバイスのデータにアクセス可能
•• モジュールに直接接続されている各HARTデバイスの管理
•• 各チャネルに配線されているデバイスの文書化
•• グリーンフィールド、改築、および工場のアップグレードに関する商業的•
要求への対応

運用コストの削減
ControlLogix HARTモジュールは、わずかな費用でリアルタイムのHART 
データと標準アナログデータを統合し、システムパフォーマンスを最大化 
します。デバイスのステータスを詳しく把握できるため、立上げ、運用、メンテ
ナンスが簡単にできるようになります。デジタルデータを資産管理システム
の土台として使用することができます。

主な利点
•• ループチェックアウトの簡素化•–•この 
モジュールでは、離れた場所にある 
ワークステーションからすべての
HARTデバイスのアナログデータと 
デジタルデータを構成し、モニタする
ことができます。チャネルのすべての
データは、1つの場所を経由して表示
されます。
•• アーキテクチャの簡素化•–•フィールド
デバイスはこれらのI/Oモジュールと 
直接接続できるため、追加のHART 
マルチプレクサが不要になり、取付け
コストが削減されます。
•• データ管理の簡素化•–•モジュールに
は範囲、タイムスタンプ、フィルタ周 
波数などを選択できるさまざまな 
機能があります。これらのモジュール 
はアナログデータおよび資産管理 
アプリケーションに適しています。

特長
 • HARTの1次値、2次値、3次値、4次値は、
コントローラのタグとして制御アプ 
リケーションで直接使用可能

 • HART•5、6、7には読取り/書込み機能を
搭載
•• 資産管理ソフトウェアのパススルーを
サポート

 • DTM (Device Type Manager)は資産管理
ソフトウェアと共に使用可能
•• 過酷な環境でデバイスを保護する 
コンフォーマル・コーティング・タイプを
ご用意

1756- IF16IH は•16チャネル絶縁
モジュールで、チャネルごとに•
専用のHARTモデムを搭載して•
います。



FactoryTalk® ssetCentreソフトウェア
には、HARTフィールドデバイスの資産
管理を効率的に行なうために必要なも
のがすべて含まれています。PlantPAx®
プロセス・オートメーション・システムに
接続されているHART装置を構成およ
び管理するために必要なドライバと通
信用DTMが含まれています。資産管
理ソフトウェアはオープンFDT (Field 
Device Tool)規格に準拠した規格(IEC-
62453および ISA103)に基づいている
ので、このソフトウェアを使用してHART
デバイスを構成および管理することが
できます。

制御ネットワーク上にあるコンピュータ
にソフトウェアをロードするだけで準備
が完了します。PlantPAxプロセス・オー
トメーション・システムに取付けられた
1756 HART I/Oモジュールに接続され
ているHARTデバイスを、中心となる場
所から構成、キャリブレーション、チュー
ニング、解析、および最適化します。

FactoryTalk AssetCentreプロセスデバ
イス構成は、HARTデバイスのパラメー
タをオフラインおよびオンライン時に
1ヶ所で編集できる場所を提供します。
さまざまなデバイスからのデバイス状

態および警報は簡単にモニタできま
す。HARTデバイス構成のアップロード
とダウンロードが可能であるため、故障
したデバイスを迅速に交換し、工場を再
稼働させることができます。

資産管理のためのFactoryTalk AssetCentre

Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment®
ソフトウェアで、HARTデバイスの構成および診断情報を確認す
ることができます。また、デバイス情報や特定のチャネルにどの
デバイスが配線されているかを確認することもできます。HART
デバイスタグ、製造メーカ、ディスクリプタはチャネルごとに表示
されます。さらに、メンテナンスおよびトラブルシューティングを
手助けできるようにデバイスのステータスと診断コードを表示•
するため、携帯装置を使用する必要はありません。取付け位置に
デバイスを配置し直接接続するだけです。

各チャネルは工学単位、フィルタリング、およびリアル•
タイム・サンプリング・レートでスケーリングすることが•
できます。各チャネルでは、「current only」、またはより•
多くの情報を得るために「current and HART」を選択する
ことができます。HARTデータにアクセスするのにアプリ•
ケーションコードは不要です。PV、SV、TV、FV、および関連
付けられているステータスタグは、モジュールのデータ構
造体内にあります。

1756- IF8IHと1756-OF8IH 
モジュールのDevice Infoタブ
では、デバイスタグ、メッセー
ジ、説明を構成できます。

1756- IF8IHと1756-OF8IHモジュールのCommandタブ•
では、PV単位、範囲、ダンピングなど、各チャネルのHART 
デバイスパラメータを指定することができます。



FDTテクノロジは、フィールドデバイスとホストシステム
間の通信インターフェイスを標準装備し、統合時の労力
を削減します。FactoryTalk AssetCentreプロセスデバイ
ス構成にはFDTテクノロジが採用されています。

FactoryTalk AssetCentreのオプション機能は、PlantPAx
プロセス・オートメーション・システムの価値を高め、投資
の最適化に役立ちます。

オンラインでの構成または詳細なデバイス構成に必要な
DTMデバイスドライバは、エンドレス・ハウザー社、メッツォ
社、ドレッサー・メイソン・ニールソン社などのデバイス製造•
メーカから直接入手することができます。iDTMは、デバイス
製造メーカが資産管理ソリューションとしてDTMを提供して
いない場合にも使用することができます。

DTMモジュールはデバイス
へのアクセスを提供し、関連•
デバイスとモジュールに接続
されているすべてのデバイ
スを素早く確認して、データ•
および診断情報を処理する•
ことができます。

資産管理
1756-OF8H、-IF8H、-IF8IH、•

-IF16H、-IF16IH、-OF8IH
FactoryTalk 
AssetCentre

EtherNet/IP
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仕様 1756-OF8H
1756-OF8HK*

1756-IF8H
1756-IF8HK*

1756-IF16H
1756-IF16HK

1756-IF8IH
1756-IF8IHK*

1756-OF8IH
1756-OF8IHK* 

1756-IF16IH
1756-IF16IHK* 

チャネル数 8点のディファレン
シャル出力、 
モジュールごとに 
1つのHARTモデム

8点のディファレン
シャル入力、 
モジュールごとに 
1つのHARTモデム

16点のディファレン
シャル入力、 
チャネルごとに 
1つのHARTモデム

8点の絶縁型 
ディファレンシャル
入力、チャネルごと
に1つのHARTモデム

8点の絶縁型 
ディファレンシャル
出力、チャネルごと
に1つのHARTモデム

16点の絶縁型 
ディファレンシャル
入力、チャネルごと
に1つのHARTモデム

入力範囲 電圧：±10V 
電流：0～20mA、 
4～20mA

電圧：0～5V、 
1～5V、0～10V、±10V
電流：0～20mA、 
4～20mA 

0～20mA、4～20mA

分解能 15～16ビット 
(全範囲)

16～21ビット 
(全範囲)

16～21ビット 15ビット 
(24mA全域)

16～21ビット

互換性 HART 5、6、7

モジュールのHART
スキャンタイム

アナログ： 
12msec (最小)、 
浮動小数点。 
HART：一般的には、
有効なHARTチャネ
ル当たり1sec。 
8つすべての 
チャネルでHARTが
有効になっている
場合、10secと予測。

アナログ：18～ 
488msec (フィルタに
よって異なる)。 
HART：一般的には、
有効なHARTチャネ
ル当たり1sec。 
8つすべての 
チャネルでHARTが
有効になっている
場合、10secと予測。

すべてのチャネルでHARTが有効になっている場合、1secと予測。

パススルーメッセージ、携帯装置の通信、セカンダリマスタ、通信エラー、構成の変更により更新時間が 
大幅に増加する。

開回路の検出時間 電流出力のみ 
(出力は0.1mA未満
に設定されている
ことが必要)

5sec 5sec以内 5sec 
(4～20mA範囲のみ)

電流出力のみ 
(出力は0.1mA以上
に設定されている
ことが必要)

5sec 
(4～20mA範囲のみ)

過電圧保護 DC±24V DC30V電圧 
DC8V電流

DC8V DC+28.8V DC±24V DC+28.8V

インピーダンス — — 249Ω 250Ω±5Ω — 250Ω±5Ω

絶縁電圧 50V (連続)、基本的な絶縁タイプは60秒間AC1500V、I/Oとバック 
プレーン間でテスト済み

AC250Vrms 
動作電圧(1)

動作電圧AC250V
4～20Aのとき0.15%
基本的な絶縁、 
チャネル間、 
およびチャネルと
FGND間、DC2121Vで 
1分間のテスト済み
強化された絶縁、
チャネルとバック
プレーン、DC3535Vで
1分間のテスト済み

AC250Vrms 
動作電圧(1)

25°C (77°F)でHARTを
無効にした状態 
でのキャリブレー
ション後の精度

電圧出力範囲の
0.1%以下
電流出力範囲の
0.15%

電圧範囲の0.05%
以下
電流範囲の0.15%
以下

範囲の0.13%以下 
(全フィルタ)

フルスケールの 
0.15～1.5%  
(選択されたフィル
タによって異なる)

4～20mAのとき0.15% フルスケールの 
0.15～1.5%  
(選択されたフィル
タによって異なる)

キャリブレーション 
間隔

12ヶ月(標準)

温度コード 北米：T4A
IEC: T4

北米：T4A
IEC: T4

北米：T5
IEC: T4

北米：T5
IEC: T4

北米：T4
IEC: T4

北米：T5
IEC: T4

エンクロージャ 
タイプ定格

なし(開放型)

RTBおよび 
ハウジング

1756-TBNHまたは
TBSH

1756-TBCH 1756-TBS6H

相対湿度 5～95% (結露なきこと) 80～95% (結露あり)、20-60-20°C 
(68-140-68°F)の温度サイクル

認可 C-UL-us、CE、RCM、Ex、KC、EAC

DTMサポート あり

*コンフォーマル・コーティング・モジュール


