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Kinetix 2000 ド ライブについて

Kinetix® 2000一体型軸モジュール(IAM) と最大7つの軸モジュール(AM)はBulletin 2093パ
ワーレールに取付け、 電力を供給し、 最大8つのサーボモータを制御します。

配線、 電源の投入、 およびト ラブルシューティ ングと、 ControlLogix®、 CompactLogix™、 お

よびSoftLogix™コン ト ローラプラ ッ ト フォームとの統合の詳細は、 『Kinetix 2000多軸サーボ

ド ライブ　ユーザーズマニュアル』 (Pub. No. 2093-UM001)を参照してください。

項目 参照ページ

お客様へのご注意 2 

作業を開始する前に 3 

Kinetix 2000 ド ライブの取付け 3 

IAM および AM のコネクタデータ 7 

配線要件 12 

モータの過負荷保護 14 

参考資料 15 

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2093-um001_-ja-p.pdf


2     Kinetix 2000 多軸サーボドライブ
お客様へのご注意

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。

設置、 調整、 供用開始、 使用、 組立て、 分解、 メンテナンスを含めた作業は、 適切な実施基準に従って

適切な訓練を受けた作業員しか実施しないで 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。

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。

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。

装置上、 または装置内にあるラベルは、 特別な注意事項に関するものです。

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」 によって、危険を示し、
危険を防止し、 結果を認識する助けとなるよう注意を促します。

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。

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

タなどの機器または機器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

やモータなどの機器または機器の内部にラベルを貼っています。

アーク閃光の危険 ：  ータ ・ コン ト ロール ・ センタなどの装置上、 または装置内にあるラ

ベルは、 閃光アークなどが発生する可能性があることを警告します。 アーク閃光は重傷

または死亡にいたる恐れがあります。 適切な個人用保護具(PPE)を着用し、 作業の安全と

保護具(PPE)に必要な規制要件を順守して ください。
Pub. No.  2093-IN001B-JA-P - July 2013
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作業を開始する前に

コンポーネン トの内部や周辺の梱包材、 く さび、締め金をすべて取り除きます。開梱後、銘

板のカタログ番号と注文書を比べてください。

部品リスト

Kinetix 2000 ド ライブの取付け

こ こで説明する手順は、読者の方がパネルの準備を整え、また各自のシステムのボンディン

グ方法を理解されているこ とを前提と しています。こ こで説明のない機器や付属品に関する

インス ト レーシ ョ ンインス ト ラ クシ ョ ンについては、該当する製品に付属する取扱説明書を

参照して ください。

ド ライブコンポーネン ト 同梱されている品

一体型軸モジュール (IAM)

• メインAC入力電源(IPD)、制御AC入力電源(CPD)、 コンタクタ ・ イネー

ブル ・ リレー (CED)、 モータ電源(MP)、 およびモータブレーキ(BC)用
の配線プラグ

• 本書(インス ト レーシ ョ ンインス ト ラクシ ョ ン(Pub. No. 2093-IN001))

軸モジュール (AM)
• モータ電源(MP)およびモータブレーキ(BC)用の配線プラグ

• 本書(インス ト レーシ ョ ンインス ト ラクシ ョ ン(Pub. No. 2093-IN001))

ヒン ト モータ ・ フ ィードバック ・ コネクタ ・ キッ ト (Cat.No. 2090-K2CK-D15M)および補助フ ィード

バックと I/Oコネクタキッ ト (Cat.No. 2090-K2CK-COMBO)は付属していません。 詳細は、 『Kinetix
モーシ ョ ンのアクセサリの仕様 　テクニカルデータ』 (Pub.No. GMC-TD004)を参照して くだ

さい。

注意 ： 感電を防ぐため、 IAM、 AM、 シャン ト、 またはスロッ ト ・ フ ィ ラー ・ モジュール、 お

よびBulletin 2093パワーレールの取付けと配線をすべて行なってから電源を投入して く ださ

い。電源を投入すると、使用していないときでもコネクタ端子には電圧がかかっています。

注意 ： エンクロージャからシステムを取り外した状態で、 すべての切削、 穿孔、 ねじ切り、

および溶接作業を実行できるように、システムの設置を計画して ください。 このシステムは

開放型の構造になっているため、金属の削り屑がシステム内に入らないように注意して くだ

さい。 金属削り屑などの異物が回路内に残っていると、 装置が損傷することがあります。
 Pub. No.  2093-IN001B-JA-P - July 2013
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電源接地構成用の IAM 接地ジャンパの設定

接地ジャンパの設定は、未接地または高インピーダンス接地の電源構成を使用する場合にの

み必要です。接地済みおよび未接地の入力を示す図については、『Kinetix 2000多軸サーボド

ライブ　ユーザーズマニュアル』 (Pub.No. 2093-UM001)を参照して ください。

以下の手順に従って、未接地または高インピーダンス接地の電源構成の接地ジャンパを設定

してください。

1. IAM モジュールのフロン トパネルを取り外します。

2. ジャンパワイヤを移動して CON6 を CON7 に接続します。

 

3. IAM モジュール ・ フロン ト ・ パネルを元に戻します。

これでパワーレールに IAM モジュールを取付ける準備ができました。

重要 フロン トパネルを外す前に、 電気コネクタからすべてのヘッダを、 また IAMモ

ジュールのSERCOS光ファイバーを切り離します。

重要 ジャンパワイヤと接地接続(CON5、 CON6、 およびCON7)は 入力(IPD)コネクタの下に

ある電力コンバータ (左端)ボードの前面下部にあります。

接地済み電源は、 工場出荷時の初期状態ではCON5 と CON6の間にジャンパが取付

けられています。

CON7 から CON6 に接地されていない

構成

 CON5 から CON6 に接地された構成

( デフォルト設定 )
Pub. No.  2093-IN001B-JA-P - July 2013
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取付け順序の決定

図に示す順序で(左から右に)、 軸モジュールを取付けます。

モジュールの取付け順序

重要 一体型軸モジュール(IAM)はパワーレールの一番左のスロッ トに取付けて、その後に軸モ

ジュール(AM)を取付ける必要があります。

軸モジュールは電力消費量に従って(多い方から少ない方へ)、 左から右へ、 最も電力消

費が多いものから順に取付けます。

シャン トモジュールは最後のAMモジュールの右側に取付けます。ただし、8軸パワーレー

ル(Cat. No. 2093-PRS8S)の場合のみ、 シャン ト モジュールを一番右のスロッ トに取付ける必

要があります。

注意 ： 感電によって人体に危害が及ぶことを防ぐために、 2093-PRFスロッ ト ・ フ ィ ラー ・ モ

ジュールをパワーレール上のすべての空いているスロッ トに取付けます。パワー・レール・

コネクタにモジュールがないとKinetix 2000ド ライブシステムが無効になりますが、制御電源

はあります。

電力消費量または定格電流 (A) 最低

一体型軸モジュール 
2093-AC05-MP5

 軸モジュール
2093-AM01

 軸モジュール
2093-AMP2

2093-PRS7 7 軸パワーレール

最高

 シャン トモ
ジュール 
2093-ASP06

 スロッ ト

フ ィ ラー
2093-PRF
 Pub. No.  2093-IN001B-JA-P - July 2013
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モジュールの取付け

以下の手順に従って、 Kinetix 2000パワーレールに軸モジュールを取付けてください。 

1. モジュールの固定ねじを、 パワーレールの対応するスロ ッ トに合わせます。

2. フロン ト カバーの上端と下端に力をかけながら、 モジュールをまっすぐ前方に押し

ます。

それぞれの固定ク リ ップがパワーレール下部にはめ込まれ、 一番大きな固定ねじが

パワーレール上部に揃う と、 モジュールは完全に固定されています。

3. 取付けねじを 0.7N•m (6.0 ポンド インチ ) の トルクで締め付けます。

重要 IAMモジュールはパワーレールの左端に配置し、 その後に電力消費量の大きい順にAMモ

ジュールが続く ようにする必要があります。

注意 ： 各モジュール背面にあるピンが損傷しないよ うに、 またモジュールピンとパワー

レールが正し く対応するように、 以下に示すようにモジュールを取付けて ください。

注意 ： パワーレールはパネルに直立または垂直になるように、 コネクタに取付ける必要が

あります。 これにより、 モジュールが適切に冷却されます。 パワーレールの垂直度が3°以
内ではないときは、 モジュールを取付けないで ください。

2093-AM0x
2 倍幅の

AM モジュー

固定ねじ

2093-AC05-MPx IAM
モジュール

モジュール下部の固
定ねじは見えません。

シャン トモジュール (2093-ASP06) と
スロッ ト フ ィ ラー (2093-PRF) は示されて

いません。

2093-AMPx
1 倍幅の

AM モジュール
Pub. No.  2093-IN001B-JA-P - July 2013
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IAM および AM のコネクタデータ

以下の図を使用して、IAMおよびAMモジュールコネクタ とインジケータを確認してください。

一体型軸モジュールのコネクタおよびインジケータ

軸モジュールのコネクタおよびインジケータ

一体型軸モジュール、 前面図
(2093-AC05-MPx を示す )

取付けねじ

DPI コネクタ

SERCOS ノード

アドレススイッチ

コンタクタイネーブル
(CED) コネクタ

制御電源
(CPD) コネクタ

メ イン電源
(IPD) コネクタ

モータブレーキ
(BC) コネクタ

モータ電源
(MP) コネクタ

取付けタブ

SERCOS 受信 (Rx) コネクタ

SERCOS 送信 (Tx) コネクタ

SERCOS 通信速度および

光強度スイッチ

7 セグメン トのステータスインジケータ

ドライブ
ステータス
通信ステータス

バスステータス

I/O およびマシンフ ィードバック

(IOD/AF) コネクタ

モータフ ィードバック
(MF) コネクタ

軸モジュール、 前面図
(2093-AM0x を示す )

SERCOS 受信 (Rx) コネクタ

SERCOS 送信 (Tx) コネクタ

SERCOS 通信速度および

光強度スイッチ

7 セグメン トのステータスインジケータ

ドライブ
ステータス
通信ステータス

バスステータス

I/O および補助フ ィード

バック (IOD/AF) コネクタ

モータフ ィードバック
(MF) コネクタ

取付けねじ

モータブレーキ
(BC) コネクタ

モータ電源
(MP) コネクタ

取付けタブ
 Pub. No.  2093-IN001B-JA-P - July 2013
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コネクタの説明

コンタクタイネーブルおよび電源コネクタのピン配列

以下のコネクタには取り外し可能な配線プラグが付属しています。ピンの番号は、上から下

まで連続しています。

コンタクタイネーブル (CED) コネクタ

制御電源 (CPD) コネクタ

記号 説明 コネクタ

BC モータブレーキ 4 ポジシ ョ ンプラグ / ヘッダ

CED (1)

(1) コネクタは、 一体型軸モジュール (Cat. No. 2093-AC05-MPx) にのみあります。

コンタクタイネーブル 2 ポジシ ョ ンプラグ / ヘッダ

CPD (1)
制御入力電源 ( ド ライブ ) 2 ポジシ ョ ンプラグ / ヘッダ

DPI (1) ド ライブ周辺機器インターフェイス ( 工場

使用専用 )
8 ピン mini-DIN

IOD/AF ユーザ I/O ( ド ライブ ) および補助フ ィード
バック

44 ピン高密度 D-Sub( メス )

IPD (1) AC230V 入力電源 ( ド ライブ ) および DC バス 6 ポジシ ョ ンプラグ / ヘッダ

MF モータフ ィードバック 15 ピン高密度 D-Sub( メス )

MP モータ電源 4 ポジシ ョ ンプラグ / ヘッダ

Tx および Rx SERCOS 送受信 SERCOS 光ファイバー (2)

重要 以下のコネクタは、 一体型軸モジュール(Cat No. 2093-AC05-MPx)でのみ使用できます。

CED ピン 説明 信号

1 3 相電源コネクタ用の安全スト リングで使用される、 リレー

制御のド ライ接点

CONT EN+

2 CONT EN-

CPD ピン 説明 信号

1 制御電源 VAC 入力ライン 1 CTRL 1

2 制御電源 VAC 入力ライン 2 CTRL 2
Pub. No.  2093-IN001B-JA-P - July 2013
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メイン電源および DC バス (IPD) コネクタ

モータ電源およびブレーキコネクタのピン配列

以下のコネクタには取り外し可能な配線プラグが付属しており、間違って挿入しないよ うに

キーイングされています。 ピンの番号は、 上から下まで連続しています。

モータブレーキ制御 (BC) コネクタ

モータ電源 (MP) コネクタ

IPD ピン 説明 信号

1 

単相または 3 相入力 (AC230V)

L1

2 L2

3 L3 (1)

(1)   単相電力では使用できません。

4 シャーシグラウンド

5 AC ライン、 3 相ブリ ッジ整流器、 およびフ ィルタコンデンサ

が組み込まれた、 無調整電源装置

DC+

6 DC-

BC ピン 説明 信号

1 +24V ブレーキ出力 (LIM からまたはユーザ供給 ) PWR

2 
モータブレーキ接続

MBRK+

3 MBRK-

4 モータ ・ ブレーキ ・ コモン COM

MP ピン 説明 信号

1

3 相モータ電源

U

2 V

3 W

4 シャーシグラウンド
 Pub. No.  2093-IN001B-JA-P - July 2013
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I/O コネクタのピン配列

以下の接続には、 ユーザ供給のコネクタが必要です。

IAM と AM I/O および補助フ ィードバックの 44 ピン (IOD/AF) コネクタ

IOD/AF
ピン

説明 信号
IOD/AF
ピン

説明 信号

1 予約 – 23 登録 2 REG2 (2)

2 予約 – 24 登録への 24V 電源 24V_REG (2)

3 予約 – 25 登録コモン 24VCOM_REG (2)

4 予約 – 26 登録 1 REG1 (2)

5 予約 – 27 登録への 24V 電源 24V_REG (2)

6 予約 – 28 24V コモン 24VCOM (2)

7 予約 – 29 負方向へのオーバト
ラベル入力

OT- (2)

8 予約 – 30 24V 電源出力 24V PWR (2)

9 予約 – 31 コサイン /
負の入力 B

COSINE-/B- (1)

10 予約 – 32 コサイン /
正の入力 B

COSINE+/B+ (1)

11 予約 – 33 サイン / 負の入力 A SINE-/A- (1)

12 予約 – 34 サイン / 正の入力 A SINE+/A+ (1)

13 予約 – 35 予約 –

14 予約 – 36 24V コモン 24VCOM (2)

15 予約 – 37 正方向へのオーバト
ラベル入力

OT+ (2)

16 データ / インデック
ス付きの負の入力

DATA- / I- (1)

(1) マシン ( 補助 ) フ ィードバック

38 24V 電源出力 24VPWR (2)

17 データ / インデック
ス付きの正の入力

DATA+ / I+ (1) 39 24V コモン 24VCOM (2)

18 エンコーダ 5V 電源 EPWR_5V (1) 40 原点入力 HOME (2)

19 エンコーダコモン ECOM (1) 41 24V 電源出力 24VPWR (2)

20 エンコーダ 9V 電源 EPWR_9V (1) 42 24V コモン 24VCOM (2)

21 予約 – 43 イネーブル ENABLE (2)

22 登録コモン 24VCOM_REG (2)

(2) ユーザ I/O

44 24V 電源出力 24VPWR (2)

重要 +24V_PWRおよび+24V_COMは、 44 ピン IOD/AF コネク タへの電源入力にのみ使用される

DC24V電源です。
Pub. No.  2093-IN001B-JA-P - July 2013
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IAM および AM のモータフ ィードバックの 15 ピン (MF) コネクタ

I/O コネクタおよびモータ ・ フ ィードバック ・ コネクタのピン配列

MF ピン
Stegmann 
Hiperface

Tamagawa
17 ビッ トシリ
アル(1)

(1) エンコーダは 17 ビッ トシリアルです。 3.6V バッテリ接続は、 2090-K2CK-D15M コネクタキッ トで作られ

ています。

サイン /
コサイン (2)

(2) エンコーダは、 ホール付きインクリ メンタルです。

サイン /
コサイン (3)

(3) エンコーダは、 ホールなしのインクリ メンタルです。

AQB (2) AQB (3) Renishaw

1 AM+ – AM+ AM+ AM+ AM+ AM+

2 AM- – AM- AM- AM- AM- AM-

3 BM+ – BM+ BM+ BM+ BM+ BM+

4 BM- – BM- BM- BM- BM- BM-

5 DATA+ DATA+ IM+ IM+ IM+ IM+ IM+

6 ECOM ECOM ECOM ECOM ECOM ECOM ECOM

7 (4)

(4) ピン 7 は EPWR_9V 接続で、 Hiperface 社などのサードパーティ製のモータアプリケーシ ョ ンに対して使

用できます。

– – – – – – –

8 – – S3 – S3 – S3

9 – – – – – – E_OT+

10 DATA- DATA- IM- IM- IM- IM- IM-

11 (5)

(5) モータに熱保護が内蔵されていない場合は、 適用されません。

TS+ TS+ TS+ TS+ TS+ TS+ TS+

12 – – S1 – S1 – S1

13 – – S2 – S2 – S2

14 EPWR_5V EPWR_5V EPWR_5V EPWR_5V EPWR_5V EPWR_5V EPWR_5V

15 – – – – – – E_OT-

Pin 11
Pin 6

Pin 15

Pin 1

Pin 10
Pin 5

Pin 30

Pin 44

Pin 1

Pin 15

Pin 16

Pin 31

15 ピン ・ モータ ・ フ ィードバック

(MF) コネクタ

44 ピン I/O および補助フ ィー

ドバック (IOD/AF) コネクタ

ピン 44

ピン 31

ピン 16

ピン 30
ピン 15

ピン 1

ピン 10
ピン 5

ピン 1

ピン 15

ピン 11
ピン 6
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配線要件

ワイヤは、最小温度定格75℃ (167°F)の銅線でなければなり ません。 メ インAC電源の位相は

任意で、 安全で適切な動作を行な うために接地する必要があ り ます。

IAM モジュールパワー配線要件

注意 ： 人体への危険または機器の損傷を防ぐために、 取付けが電線のタイプ、 導線のサイ

ズ、 分岐回路保護、 およびディスコネク トデバイスに関する仕様に準拠していることを確

認して ください。 米国電気工事規程(NEC)および現地の工事規程では、 電気機器を安全に取

付けるための条件をまとめています。

注意 ： 人体への危険または機器の損傷を防ぐために、 モータ電源コネクタが接続目的のみ

に使用されていることを確認して ください。装置のオン/オフを切換えるために使用しない

で ください。

注意 ： 人体への危険または機器の損傷を防ぐために、 シールド された電源ケーブルが接地

され、 シールドに高電圧がかかることを防いでいることを確認して ください。

重要 NECおよび現地の電気工事規程は、 ここに記載する値や方法に優先します。

コネクタ
接続する端子 推奨ワイヤおよびサイズ

mm2 (AWG)

ワイヤを剥く
長さ
mm ( インチ )

トルク値
Nm ( ポンド
インチ )ピン 信号

コンタクタ

イネーブル(1)

(1) コンタクタイネーブル配線のゲージは、 システム構成によって異なります。 機械メーカ、 NEC, およ

び適用される地域の法令を参考にして く ださい。

CED-1 
CED-2

CONT EN+ 
CONT EN-

ソリ ッ ド H05(07) V-U: 1.5 (16)
より線 H07 V-R: 1.5 (16)
フレキシブル H05(07) V-K: 1.5 (16)
フェルール付きフレキシブル : 
1.5 (16)

6.5 
(0.26) 

0.5 
(4.4) 

制御電源
CPD-1 
CPD-2

CTRL 1 
CTRL 2

ソリ ッ ド H05(07) V-U: 2.5 (14)
より線 H07 V-R: 2.5 (14)
フレキシブル H05(07) V-K: 2.5 (14)
フェルール付きフレキシブル : 
2.5 (14)

7.0 
(0.28) 

0.5 
(4.4) 

入力 AC 電源お

よび DC バス(2)

電源

(2) DC コモンバス接続 ( 先頭の IAM からそれに続く IAM) は、 できるだけ短く して く ださい。

IPD-1 
IPD-2 
IPD-3 
IPD-4 
IPD-5 
IPD-6

7.0 
(0.28) 

0.5 
(4.4) 

L1
L2
L3

DC+
DC-
Pub. No.  2093-IN001B-JA-P - July 2013
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IAM および AM モジュールパワー配線要件

IOD/AF および MF 信号配線

Kinetix 2000サーボド ライブに使用できるコネク タキッ ト 、 ブレークアウ トボード、 および

ケーブルオプシ ョ ンについては、 『Kinetixモーシ ョ ンのアクセサ リの仕様 テクニカルデー

タ』 (Pub. No. GMC-TD004)を参照して ください。

コネクタ

接続する端子
推奨ワイヤおよびサイズ

mm2 (AWG)

ワイヤを剥く

長さ

mm ( インチ )

トルク値

Nm ( ポンド

インチ )ピン 信号

ブレーキ

BC-1 
BC-2 
BC-3 
BC-4

PWR
BRK+
BRK-
COM

ソリ ッ ド H05(07) V-U: 0.75 (18)
より線 H07 V-R: 0.75 (18)
フレキシブル H05(07) V-K: 0.75 (18)
フェルール付きフレキシブル
0.75 (18) 

7.0
(0.28) 

0.5 
(4.4) 

モータ

MP-1 
MP-2 
MP-3 
MP-4

モータ電源ケーブルはモータ /
ド ライブの組合せによって異

なる。
2.5 (14)

7.0
(0.28)

0.5 
(4.4) 

U
V
W

 Pub. No.  2093-IN001B-JA-P - July 2013
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モータの過負荷保護

このサーボド ライブは、 UL 508Cに従って動作するソ リ ッ ド ・ ステート ・モータの過負荷保

護を使用しています。モータの過負荷保護は、制御電力が供給されている間、動作条件に基

づいて実際のモータの温度を予測するアルゴ リ ズム (サーマルメモ リ )によって行なわれま

す。 ただし、 制御電力を遮断する とサーマルメモ リが保持されません。

サーマルメモ リ保護の他に、 このド ラ イブは、 モータの過負荷保護のUL要件をサポートす

るために、 モータに組み込まれている外部温度センサ/サーミ スタデバイスに情報を提供し

ます。

このド ライブでサポート されているモータの中には、 温度センサ/サーミ スタが付いていな

いものもあ り ます。その場合、電源サイクルによるモータの過剰な連続過負荷に対する過負

荷保護はサポート されません。

このサーボド ライブは、以下に示すソ リ ッ ド ステート過負荷保護のUL 508C要件を満たして

います。

モータ と ド ラ イブ間の配線を示す相互接続図については、 サーボド ラ イブのユーザーズマ

ニュアルを参照して ください。

モータの過負荷保護のト リ ップポイン ト 値

最後 100% 過負荷

8 分以内 200% 過負荷

20 秒以内 600% 過負荷

注意 ： モータの過剰な連続過負荷ト リ ップによる過熱が原因のモータの損傷を防ぐに

は、 モータ と ド ライブの組合せに関するユーザーズマニュアルに記載されている配線

図に従って く ださい。
Pub. No.  2093-IN001B-JA-P - July 2013
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参考資料

以下のマニュアルには、ロ ッ クウェル・オート メーシ ョ ンの製品に関連する追加情報が記載

されています。  

出版物を参照またはダウンロードする場合は、 http://www.rockwellautomation.com/literature
から行な う こ とができます。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。

リソース 説明

Kinetix 2000 Multi-axis Servo Drives User Manual (Kinetix 2000 多

軸サーボド ライブ 　ユーザーズマニュアル )
(Pub. No. 2093-UM001)

Kinetix 2000 サーボ ・ ド ライブ ・ システムの設置、 構

成、 起動、 およびト ラブルシューテ ィ ングの方法

について説明しています。

Kinetix Servo Drives Specifications (Kinetix サーボドライブ

の仕様　テクニカルデータ )
(Pub. No. GMC-TD003)

EtherNet/IP での Kinetix一体型モーショ ン、SERCOS Interface
での一体型モーショ ン、 EtherNet/IP ネッ トワーク接

続、 およびコンポーネン ト ・サーボ ・ ド ライブ ・

ファ ミ リーの製品仕様が記載されています。

Kinetix Motion Accessories Specifications (Kinetix モーシ ョ ン

のアクセサリの仕様　テクニカルデータ )
(Pub. No. GMC-TD004)

Bulletin 2090 モータおよびインターフ ェイスケーブ

ル、 薄型コネクタキッ ト、 ド ライブ ・ パワー ・ コ

ンポーネン ト、およびその他のサーボ・ ド ライブ・

アクセサリの製品仕様が記載されています。
 Pub. No.  2093-IN001B-JA-P - July 2013
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当社のサポートサービス

ロックウェル ・ オート メーションでは、 製品の使用を支援するための技術情報を Web から提供しています。

http://www.rockwellautomation.com/support では、 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、 およびソフ トウェア ・ サービス ・ パッ クへのリンクを探すことができます。 また、

https://rockwellautomation.custhelp.com/ にあるサポートセンターでは、 ソフ トウェアアップデート、 サポート

チャッ トやフォーラム、 技術情報、 および FAQ を利用したり、 製品通知更新を申し込んだりすることが

できます。

さらに、設置、構成、およびト ラブルシューテ ィ ングのサポートプログラムも多数用意しています。 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、 ま た は

http://www.rockwellautomation.com/services/online-phone をご覧ください。

設置支援

設置から 24 時間以内に問題が発生した場合は、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ついては、 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、 製造工場からの製品出荷時に完全に動作することをテス ト して

いますが、 製品が機能せず返品する必要がある場合は、 以下のように手続きを行なって ください。

米国またはカナダ 1.440.646.3434

米国またはカナダ以外

http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/support/overview.page の Worldwide Locator

を使用するか、 またはお近くのロッ クウェル ・ オート メーシ ョ ン代理店までお

問い合わせください。

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、 代理店にカスタマサポー

トのケース番号を知らせる必要があります ( ケース番号については上記の電話番

号にお問い合わせく ださい )。

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 2093-IN001B-JA-P - July 2013  © 2013 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S.A.

ドキュメン トに対するフ ィードバック  
お客様からのご意見は、お客様のニーズに合わせたドキュ メン トの作成に役立ちます。 本書の改善につい

てのご意見をお寄せいただ く場合、 Pub. No. RA-DU002 のフォーム (http://www.rockwellautomation.com/literature/ から

入手できます ) にご記入ください。

Allen-Bradley、 ControlLogix、 CompactLogix、 Kinetix、 Rockwell Automation、 Rockwell Software、 および SoftLogix は、

Rockwell Automation, Inc. の商標です。

Rockwell Automation に属していない商標は、 それぞれの企業に所有されています。
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