
インスト レーシ ョ ン
インスト ラクシ ョ ン

Kinetix 5500サーボドライブ
Cat. No. 2198-H003-ERS、 2198-H008-ERS、 2198-H015-ERS、 2198-H025-ERS、
2198-H040-ERS、 2198-H070-ERS、 2198-H003-ERS2、 2198-H008-ERS2、
2198-H015-ERS2、 2198-H025-ERS2、 2198-H040-ERS2、 2198-H070-ERS2

Kinetix 5500ド ライブについて

Kinetix® 5500サーボドライブは、 出力電力要件が0.2～14.6kW、 電流要件が1.4～32.5 A 0
ピークのアプリケーションに 「Ethernet/IP ッ ト ワーク上の統合モーション」 ソ リ ュー

ションを提供します。

配線、 電源の投入、 ト ラブルシューティング、 およびControlLogix® EtherNet/IPネッ

ト ワークモジュールまたはCompactLogix™ 5370コン ト ローラ との統合については、

『Kinetix 5500サーボド ライブ　ユーザーズマニュアル』 (Pub. No. 2198-UM001)を参

照してください。
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2     Kinetix 5500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。 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。

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。

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。
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Kinetix 5500サーボドライブ      3
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。

カタログ番号の説明
本書は、 以下のKinetix 5500サーボド ライブに適用されます。 安全な トルクオフ信

号を接続するために、 ハード配線されたド ライブは、 安全な トルクオフ (STO) コ
ネクタを使用し、 保護カバーを取り外した状態で出荷されます。 ネッ ト ワーク安
全トルクオフド ラ イブは、 STO コネクタを使用せず、 保護カバーを付けた状態で

出荷されます。 カバーを見つけるには、 10ページの 「コネクタデータ」 を参照し

てください。

Kinetix 5500ド ライブのカタログ番号

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 ： モータ ・ 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。 適切な保護具

(PPE) を装着して ください。 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。

ド ライブのCat. No.
(ハード配線され
たSTO)

ド ライブのCat. No.
(ネッ トワーク接
続されたSTO)

フレーム
サイズ

入力電圧 連続出力電力
kW

連続出力電流
A 0ピーク

2198-H003-ERS 2198-H003-ERS2

1
195～264Vrms、 単相
195～264Vrms、 3相
324～528Vrms、 3相

0.2kW
0.3kW
0.6kW

1.4

2198-H008-ERS 2198-H008-ERS2
0.5kW
0.8kW
1.6kW

3.5

2198-H015-ERS 2198-H015-ERS2

2

1.0kW
1.5KW
3.2kW

7.1

2198-H025-ERS 2198-H025-ERS2

195～264Vrms、 3相
324～528Vrms、 3相

2.4kW
5.1kW 11.3

2198-H040-ERS 2198-H040-ERS2 4.0kW
8.3kW 18.4

2198-H070-ERS 2198-H070-ERS2 3 7.0kW
14.6kW 32.5
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4     Kinetix 5500サーボドライブ
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 5500サーボド ライブは、 以下の品目と一緒に出荷されます。

• メ イン入力電源 (IPD)、 24V制御入力電源 (CP)、 デジタル入力 (IOD)、 モー

タ電源(MP)、 モータブレーキ (BC)、 および安全トルクオフ (STO)用の配線

プラグ ・ コネクタ ・ セッ ト

• モータフ ィードバッ ク接続用の2198-KITCON-DSLコネクタキッ ト

• ド ライブに取付けられた、 シャン ト電源(RC)接続用の配線プラグコネクタ

• これらの取付け手順書(本書) (インス ト レーシ ョ ンインス ト ラ クシ ョ ン

(Pub.No. 2198-IN001))

接地されていない電源構成の接地ねじの取り外し
接地ねじを外す必要があるのは、 接地されていない電源構成またはコーナ接地電
源構成を使用する場合のみです。 ねじを外すには、 アクセスを可能にして、 横の
ドアを開き、 ねじを外す必要があ り ます。

多軸構成での接地ねじの取り外しは、 ド ライブがパネルから取り外され、 接地お
よび静電気対策が施されたワークステーシ ョ ンと して装備されている固体表面上
に横向きに置かれている と きに行な うのが最適です。

ヒン ト 交換用コネクタセッ ト もご利用いただけます。 詳細は、 『Kinetix サーボド ラ
イブの仕様　テクニカルデータ』 (Pub. No. GMC-TD003)を参照して ください。

重要 接地 WYE 配電の場合は、 ねじを外す必要はありません。 6 ページの 「Kinetix
5500サーボドライブの取付け」 に進んで ください。

接地ねじを外すと、 EMC性能に影響を与える可能性があります。

注意 ： 接地されていない電源構成の接地ねじ を外すこ とで、 ラ インから

ニュート ラルへの電圧保護を維持する必要がな く なります。
Rockwell Automation Publication 2198-IN001C-JA-P - January 2014
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Kinetix 5500サーボドライブ      5
接地ねじの取り外し

接地ねじ構成

注意 ：本ドライブには、 静電気 (ESD) の影響を受けやすい部品とアセンブリが

含まれています。 このアセンブリの取付け、 テスト、 保守、 修理を行なう場

合は、 静電防止対策が必要になります。 静電防止対策手を怠ると、 装置が損

傷する可能性があります。 静電防止対策の詳細は、 『Guarding Against Electrostatic
Damage』 (Pub. No. 8000-4.5.2)または該当するESD保護のハンドブックを参照して くだ

さい。

注意 ：機器が損傷する恐れがあります。 ド ライブ接地構成は、 正確に決定す

る必要があります。 接地電源構成用に取付けられた接地ねじ ( デフォルト )は
そのままにして ください。 接地されていない電源のねじを取り外します。

接地構成(1)

(1) 構成の例は、 『Kinetix 5500サーボドライブ 　ユーザーズマニュアル』 (Pub. No. 2198-UM001)を参照して くだ

さい。

接地ねじ構成 構成の利点

接地あり (wye)
両方のねじを取付ける

(デフォルト設定)

• ULおよびEMC適合

• 電気的ノイズの低減

• 最も安定した動作

• コンポーネン トおよびモータベア

リングへの電圧スト レスの低減

• B相コーナ接地

• ACフ ィード、 接地

なし

両方のねじを外す

• 地絡が発生したときに機器が重大

な損傷を受けるのを防止

• 漏れ電流の低減

接地電源構成用に

取付けられた接地ねじ

(デフォルト設定でのねじ取付け)

接地ねじ
アクセスドア

Kinetix 5500ド ライブ

(側面図)

左側の矢印の位置

までドアを引き上

げます。
Rockwell Automation Publication 2198-IN001C-JA-P - January 2014
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6     Kinetix 5500サーボドライブ
Kinetix 5500サーボドライブの取付け

以下の手順は、 パネルを準備済みで、 設置担当者がシステムのボンディング方法
を理解しているこ とを前提にしています。 こ こに記載されていない機器およびア
クセサリの取付け手順については、 製品に付属する手順書を参照して ください。

Kinetix 5500ド ライブの取付け

以下の手順に従って、 ド ライブを1軸構成で取付けてください。

1. 単一ド ライブをパネルに取付ける際には、 以下の間隔要件を確認してくだ
さい。

• ケーブルおよびワイヤを ド ラ イブの上部に接続する場合は、 これ以上

の間隔が必要です。

• ノ イズに敏感な機器やク リ ーンなワ イヤ配線路の横に取付ける場合

は、 ド ライブの両側にこれ以上の間隔が必要です。

• キャビネッ トの推奨奥行きは最小で300mm (11.81インチ)です。

感電の危険 ： 感電を防ぐために、 電源を投入する前にKinetix 5500ド ライブの取

付けと配線をすべて行なって 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 ： 切削、 穿孔、 ねじ切り、 溶接のすべての作業を、 システムをエンク

ロージャから取り外した状態で行なえるよ 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。 金属の削り屑などの

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。
Rockwell Automation Publication 2198-IN001C-JA-P - January 2014
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多軸共有バス構成では、 ゼロスタ ッ ク タブとカッ ト アウ ト を合わせてド ラ
イブを並べる必要があ り ます。 共有バス構成の取付け、 サイズ決め、 構
成については、 『Kinetix 5500 サーボド ラ イブ ユーザーズマニュアル』

(Pub. No. 2198-UM001)を参照してください。

2. Kinetix 5500ド ライブをM4 (#8-32)スチール製の機械ねじを最大2.0Nm (17.7ポ
ンド インチ)のトルクでキャビネッ トサブパネルに取付けます。

重要 ド ライブを図のよ うに上向きに取付けます。 ド ライブを横向きに
取付けないで ください。

ド ライブの右側の
間隔は不要です。

ド ライブの左
側の間隔は不

要です。

Kinetix 5500
サーボド ライブ

ド ライブの下の通気と設置のための間隔
40mm (1.57インチ)

ド ライブの上の通気と設置のための間隔
40mm (1.57インチ)

ゼロスタ ックタ
ブとカッ トアウ

ト を合わせる

わかりやすくするために、
ここではバス共有構成で使
用するバスバーシステムは
省略してあります。
Rockwell Automation Publication 2198-IN001C-JA-P - January 2014
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8     Kinetix 5500サーボドライブ
製品寸法

この図では、 スタンドアロンド ライブのド リル穴パターンが示されています。 多
軸ド リル穴パターンは、 『Kinetix 5500サーボド ライブ　ユーザーズマニュアル』

(Pub. No. 2198-UM001)を参照して ください。

2198-KITCON-DSLコネクタキッ ト を使用したKinetix 5500ド ライブ

Kinetix 5500
ド ライブのCat. No. フレーム

A
mm
(インチ)

B
mm 
(インチ)

C
mm 
(インチ)

D
mm
(インチ)

E
mm
(インチ)

ド リル穴パターン

F
mm
(インチ)

G
mm 
(インチ)

2198-H003-ERSx
1 50 (1.97) 170 

(6.69)

200 
(7.87)

226 
(8.90)

215 
(8.46)

193.68
(7.62)

4.51
(0.18)2198-H008-ERSx

2198-H015-ERSx

2 55 (2.16) 225 
(8.86)

265 
(10.43)

243.84
(9.60)

5.00
(0.20)2198-H025-ERSx

2198-H040-ERSx

2198-H070-ERSx 3 85.2 
(3.35)

250 
(9.84)

294 
(11.57)

273.70
(10.78) 0.0

E

D

C
A 3.0

(0.12)

B

F

0.0

0.0

G

52.50
(2.07)

34.00
(1.34)

Ø M4 (#8-32) 寸法の単位はmm (インチ)です。

図は2198-H003-ERS
ド ライブ

フレーム3
にのみ
適用
Rockwell Automation Publication 2198-IN001C-JA-P - January 2014
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2198-H2DCKコンバータキッ ト を使用したKinetix 5500ド ライブ

モータ /アクチュエータの2198-H2DCK コンバータキッ ト との互換性および製品

寸法については、 『Kinetix サーボド ラ イブの仕様 テクニカルデータ』

(Pub. No. GMC-RM003)を参照してください。

256
(10.08)

56.0
(2.20)

45.0
(1.77)

256
(10.08)

56.0
(2.20)

256
(10.08)

56.0
(2.20)

寸法の単位はmm (インチ)です。

フレーム1サーボドライブ

フレーム1ド ライブ
に取付けた

2198-H2DCKフ ィード
バック ・ コンバー

タ ・ キッ ト

フレーム2ド ライブ
に取付けた

2198-H2DCKフ ィード
バック ・ コンバー

タ ・ キッ ト

フレーム3ド ライブ
に取付けた

2198-H2DCKフ ィード
バック ・ コンバー

タ ・ キッ ト
Rockwell Automation Publication 2198-IN001C-JA-P - January 2014
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コネクタデータ
以下の図を使用して、 Kinetix 5500ド ラ イブの機能と インジケータを確認してくだ

さい。

Kinetix 5500ド ライブの機能とインジケータ

番号 説明 番号 説明

1 モータ ・ ケーブル ・ シールド ・ ク

ランプ
12 リンク速度ステータスインジ

ケータ

2 コンバータキッ トの取付け穴 (カ
バーの内側) (1) 13 リンク /アクテ ィ ビテ ィ ・ ステー

タス ・ インジケータ

3 モータフ ィードバック (MF)コネクタ 14 モータ電源(MP)コネクタ

4 デジタル入力(IOD)コネクタ 15 モータブレーキ(BC)コネクタ

5 Ethernet (PORT1) RJ45コネクタ 16 接地端子

6 Ethernet (PORT2) RJ45コネクタ

17 安全トルクオフ (STO)コネクタ (2)

(2198-Hxxx-ERSド ライブにのみ該当)7 ゼロスタ ック取付けタブ/カッ トア

ウト

8 モジュール ・ ステータス ・ インジ

ケータ
18 シャン ト レジスタ (RC)コネクタ

17

21

20

19

18

1
2

L3

L2

L1

1

2

+

–

1

8

3

4

13
5

6

11

10

9

12

16

7 7

U

V

W

2
1 15

14

2

Kinetix 5500ド ライブ、 前面図

(図は2198-H003-ERSxド ライブ)
Kinetix 5500ド ライブ、 上面図

(図は2198-H003-ERS2ド ライブ)
Rockwell Automation Publication 2198-IN001C-JA-P - January 2014
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Kinetix 5500ド ライブコネクタ

メイン入力電源(IPD)コネクタ

9 ネッ トワーク ・ ステータス ・ イン

ジケータ
19 メインAC入力電源(IPD)コネクタ

10 LCDディスプレイ 20 DCバス(DC)コネクタ (カバーの内側) (3)

11 移動用押しボタン 21 24V制御入力電源(CP)コネクタ

(1) 2198-H2DCK コンバータキッ ト取付け穴は保護カバーで保護されています。 コンバータキッ ト と使用す

る場合は保護カバーを取り外して く ださい。
(2) 保護カバーは2198-Hxxx-ERS (ハード配線されたSTO)ド ライブでは取り外します。

(3) DCバスコネクタには、 共有バス構成で使用するときには取り外せる保護カバーが付いた状態で出荷

されます。

参照番号 説明 コネクタ

IPD ACメイン入力電源 4ポジシ ョ ンプラグ、 端子ねじ

DC DCコモンバス電源 2ポジシ ョ ン  (共有バス構成ではTコネクタを使用)

CP 24V制御入力電源 2ポジシ ョ ンプラグ、 端子ねじ

RC シャン ト電源 2ポジシ ョ ンプラグ、 端子ねじ

MP モータ電源 4ポジシ ョ ンプラグ、 端子ねじ

MF モータフ ィードバック 2ポジシ ョ ンプラグ、 スプリング端子

BC ブレーキ電源 2ポジシ ョ ンプラグ、 端子ねじ

IOD デジタル入力 4ポジシ ョ ンプラグ、 スプリング端子

STO 安全トルクオフ 5ポジシ ョ ンプラグ、 スプリング端子、 2x (5ピン
の2行)

PORT1、 PORT2 Ethernet通信ポート RJ45 Ethernet

IPDピン 説明 信号

シャーシグラウンド

L3

3相入力電源

L3

L2 L2

L1 L1

番号 説明 番号 説明

L3

L2

L1
Rockwell Automation Publication 2198-IN001C-JA-P - January 2014



12     Kinetix 5500サーボドライブ
シャン ト電源(RC)コネクタピン配列

DCバス(DC)コネクタピン配列

制御入力電源(CP)コネクタピン配列

モータ電源(MP)コネクタピン配列

モータフ ィードバック (MF)コネクタピン配列

RCピン 説明 信号

1
シャン ト接続(フレーム2と3)

DC+

2 SH

1
シャン ト接続(フレーム1)

SH

2 DC+

DCピン 説明 信号

1
DCバス接続

DC-

2 DC+

CPピン 説明 信号

1 24V電源(お客様が用意) 24V+

2 24Vコモン 24V-

MPピン 説明 信号 色

U

3相モータ電源

U 茶色

V V 黒

W W 青

シャーシグラウンド 緑

MFピン (1)

(1) 設置手順は、 『Kinetix 5500サーボド ライブ 　ユーザーズマニュアル』 (Pub. No. 2198-UM001)を参照して く だ

さい。

説明 信号

1 デジタル ・ エンコーダ ・ インターフェ

イス用双方向データおよび電源

D+

2 D-

SHIELD

ケーブルシールドおよび接地プレート

(2198-KITCON-DSLコネクタキッ トに内蔵)終
端ポイン ト

SHIELD
ケーブルシールドおよびシールド クラ

ンプ(2198-H2DCKコンバータキッ トに内

蔵)終端ポイン ト

1
2

1
2

U

V

W

Pin 1
Pin 2
Rockwell Automation Publication 2198-IN001C-JA-P - January 2014
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モータブレーキ(BC)コネクタピン配列

デジタル入力(IOD)コネクタピン配列

安全トルクオフ (STO)コネクタピン配列

2198-Hxxx-ERS ド ライブは、 安全トルクオフ機能を有効にした状態で出荷されてい

ます。 モーシ ョ ンを有効にするには、 安全トルクオフを安全回路に接続するか、
バイパス配線を取付けます。 詳細は、 『Kinetix 5500 サーボド ライブ ユーザーズマ

ニュアル』 (Pub. No. 2198-UM001)を参照してください。

BCピン 説明 信号

1
モータブレーキ接続

MBRK+

2 MBRK-

IODピン 説明 信号

1

高速登録/機械原点入力Lowから Highまた

は High から Low に切り換わると登録イベ

ン ト を ト リガします。 これは、 二重機

能入力です。

IN1 (1)

(1) この信号には、 2つの機能があります。 IN1 (IOD-1)は登録または原点入力として使用できます。

2 お客様が用意する24V電源用I/Oコモン COM

3
高速登録入力。 Lowから HighまたはHighか
ら Lowに切り換わると登録イベン トを ト

リガします。

IN2

4 I/Oケーブルシールド終端ポイン ト SHLD

STOピン 説明 信号

1
安全バイパスプ ラ ス信号。 この信号

は、 安全なしモーシ ョ ンを有効にする

ために安全入力にジャンプします。

SB+

2
安全バイパスマイナス信号。 この信号

は、 安全なしモーシ ョ ンを有効にする

ために安全コモンにジャンプします。

SB-

3 安全-停止入力チャネル1 S1

4 安全-停止入力コモン SC

5 安全-停止入力チャネル2 S2

重要 安全トルクオフ (STO)コネクタは、 2198-Hxxx-ERSド ライブにのみ該当します。

2
1

Pin 1

Pin 1
Rockwell Automation Publication 2198-IN001C-JA-P - January 2014
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14     Kinetix 5500サーボドライブ
Ethernet通信PORT1およびPORT2ピン配列 

配線要件
ワイヤは、 最小定格75 °C (167 °F)の銅製である必要があり ます。 メ インAC電源の

位相は任意で、 安全かつ適切な動作には接地接続が必要です。

Kinetix 5500ド ライブの電源およびI/O配線要件

ポートピン 説明 信号

1 送信ポート (+)データ端子 + TX

2 送信ポート (-)データ端子 - TX

3 受信ポート (+)データ端子 + RX

4 – –

5 – –

6 受信ポート (-)データ端子 - RX

7 – –

8 – –

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。

Kinetix 5500

ド ライブのCat. No.
説明

接続する端子
ワイヤサイズ

mm2 (AWG)
剥く長さ

mm (インチ)

トルク値

Nm (ポンドイ

ンチ)ピン 信号

2198-H003-ERSx
2198-H008-ERSx
2198-H015-ERSx
2198-H025-ERSx
2198-H040-ERSx

メ イン入力電源

IPD-1
IPD-2
IPD-3
IPD-4

1.5～4
(16～12)

8.0 (0.31)
0.5～0.6
(4.4～5.3)

2198-H070-ERSx 1.5～6
(16～10)

10.0 (0.39)

2198-H003-ERSx
2198-H008-ERSx
2198-H015-ERSx
2198-H025-ERSx
2198-H040-ERSx

モータ電源

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

ります。

0.75～2.5(1)

(18～14)

8.0 (0.31)
0.5～0.6
(4.4～5.3)

2198-H070-ERSx 2.5～6 (1)

(14～10)
10.0 (0.39)

1

8

標準RJ45

L1
L2
L3

W
V
U

Rockwell Automation Publication 2198-IN001C-JA-P - January 2014
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2198-Hxxx-ERSx

PELV/SELV

電源24V

CP-1
CP-2

24V+
24V-

2.5～0.5
(14～20)

7.0 (0.28) 0.22～0.25
(1.9～2.2)

ブレーキ電源
BC-1
BC-2

MBRK+
MBRK-

N/A

DCバス電源
DC-1
DC-2

DC+
DC-

N/A (2) N/A (2) N/A (2)

シャン ト電源

(フレーム2と 3)

RC-1
RC-2

DC+
SH 4～0.5

(12～20)
8.0 (0.31) 0.5～0.6

(4.4～5.3)シャン ト電源

(フレーム1)

RC-1
RC-2

SH
DC+

安全(3)

ST0-1
ST0-2
ST0-3
ST0-4
ST0-5

SB+
SB-
S1
SC
S2

1.5～0.2
(16～24)

10.0 (0.39) N/A (4)

デジタル入力

IOD-1
IOD-2
IOD-3
IOD-4

IN1 (5)

COM
IN2
SHLD

1.5～0.2
(16～24)

10.0 (0.39) N/A (4)

(1) 自作ケーブルや他社製のケーブルは使用しないで く ださい。 単一モータケーブル(Cat. No. 2090-CSxM1DF-xxAAxx)を
使用して く ださい。 ケーブル仕様は、 『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。

(2) DC バス接続は、 常にバスバーシステム接続システムを越えてド ライブから ド ライブに行ないます。 これら

の端子には、 ディスクリートワイヤを使用できません。
(3) これらの信号と安全トルクオフ (STO)コネクタは、 2198-Hxxx-ERSド ライブにのみ該当します。

(4) このコネクタは、 ワイヤを固定するためにスプリングテンシ ョ ンを使用します。
(5) この信号には、 2つの機能があります。 IN1 (IOD-1)は登録または原点入力として使用できます。

注意 ： 人体に傷害を与えたり、 機器が損傷することを防ぐために、 以下

のことを守って ください。

• ワイヤタ イプ、 導線サイズ、 分岐回路保護、 デ ィ スコネク ト装置に

関する仕様に適合するよ うに設置する。 電気機器を安全に設置する

ための規則は、 米国電気工事規定 (NEC)および地域の規定で定められて

います。

• モータ電源接続は、 接続目的にのみ使用して く ださい。 装置の電源を

投入したり、 切断するためには使用しないで ください。

• シールドに高電圧がかかるのを防ぐために、 シールド電源ケーブルを

接地して ください。

Kinetix 5500

ド ライブのCat. No.
説明

接続する端子
ワイヤサイズ

mm2 (AWG)
剥く長さ

mm (インチ)

トルク値

Nm (ポンドイ

ンチ)ピン 信号
Rockwell Automation Publication 2198-IN001C-JA-P - January 2014
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16     Kinetix 5500サーボドライブ
Kinetix 5500ド ライブのサブパネルへの接地

Kinetix 5500ド ラ イブと 2198-CAPMOD-1300コンデンサモジュールを網組接地ス ト

ラ ップ、 または4.0mm2 (12 AWG)銅線でボンディングされたキャビネッ トの接地バ

スに接地します。

網組接地スト ラ ップの接続

品目 説明

1 接地ねじ (緑) 最大2.0Nm (17.5ポンドインチ)

2 網組接地スト ラップ(お客様が用意)

3 接地グリ ッ ドまたは配電接地

4 ボンデ ィ ングされたキャビネッ トの接

地バス(お客様が用意)

4

3

2

1

Kinetix 5500
サーボドライブ
(スタンドアロン)

Kinetix 5500
サーボド ライブ
(共有バス)
Rockwell Automation Publication 2198-IN001C-JA-P - January 2014



Kinetix 5500サーボドライブ      17
モータ ・ ケーブル ・ シールド ・ クランプの取付け
各Kinetix 5500ド ラ イブには、 シールド ク ランプと 2本のねじが付属しています。

ク ランプを使用して、 モータ ・ ケーブル ・ シールド網組をシャーシグラ ウン ド
にボンディングします。

• サービスループを使用して導線の経路を設定するこ とで、 ス ト レスが軽減

できます。

• ケーブルクランプでケーブルシールドの周り を締め付けて、 ケーブルシー

ルド と ド ラ イブシャーシをしっかり固定します。

Kinetix VPサーボモータ

Kinetix VPモータは単一ケーブルテク ノ ロジを使用し、 2090-CSxM1DF-xxAxxxモー

タケーブルと一緒に 2198-KITCON-DSL コネクタキッ ト を使用します。 導線の経

路を以下の例のよ うに設定します。

18 AWGケーブル設置

モータ ・ ケーブル ・
シールド ・ クランプ

2198-KITCON-DSL
モータ ・ フ ィードバック ・

コネクタ ・ キッ ト

モータ電源
(MP)コネクタ

モータブレーキ
(BC)コネクタ

クランプの下で剥き出
されたシールド網組

フ ィードバックケーブ
ルはシールド クランプ

の周りに敷設する。

シールド クランプねじ (2)
最大2.0Nm (17.7ポンドインチ)

Kinetix 5500サーボドライブ、

フレーム1または2、 前面図、

(図はフレーム1)

Bulletin 2090単一モータケーブル
Rockwell Automation Publication 2198-IN001C-JA-P - January 2014



18     Kinetix 5500サーボドライブ
14および10 AWGケーブル設置

モータ ・ ケーブル ・
シールド ・ クランプ

モータ電源
(MP)コネクタ

モータブレーキ
(BC)コネクタ

クランプの下で剥き出
されたシールド網組

シールドクラ
ンプねじ (2)

フ ィードバックケー
ブルはシールド網組

内に敷設する。

2198-KITCON-DSL
モータ ・ フ ィードバック ・

コネクタ ・ キッ ト

保持ねじ
(緩めるが、

外さない)

クランプ機能は、 すべて
のフレームサイズに適用

します。

クランプねじにかけ
る トルクは最大2.0Nm 

(17.5ポンドインチ)

Kinetix 5500サーボドライブ、

フレーム2または3、 前面図、

(図はフレーム2)

Bulletin 2090単一モータケーブル
Rockwell Automation Publication 2198-IN001C-JA-P - January 2014
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その他のアレン ・ ブラ ド リーのモータおよびアクチュエータ

その他の互換性のあるアレン ・ ブラ ド リーのモータおよびアクチュエータでは、
モータフ ィードバッ ク用に 2198-H2DCK コンバータキッ ト を使用します。 キッ ト

には、 ケーブルだけではド ライブク ランプ内にぴったり入るには直径が小さすぎ
るモータ電源/ブレーキケーブル用にク ランプスペーサが含まれています。

ケーブルクランプの取付け

2198-H2DCKフ ィードバッ クコンバータキッ トの配線、 およびモータ電源/ブレー

キ ・ シールド ・ ク ランプの取付けの詳細は、 『Kinetix 5500サーボド ライブ ユー

ザーズマニュアル』 (Pub. No. 2198-UM001)を参照して ください。

重要 電源 / ブレーキ ・ ケーブル ・ シールドがシールドクランプの中にしっかり固

定されない場合は、 クランプ直径を小さ くするためにシールド クランプと
ド ライブの間にクランプスペーサを挿入します。 クランプねじがきつい場
合(2.0Nm (17.7ポンドインチ))、 ケーブルシールド と ド ライブシャーシの間は高

周波結合になっている可能性があります。

シールド周りに
クランプを圧着
(スペーサ不要)

ケーブル直径がドライブクラ
ンプ単体よ り も小さい場合
は、 クランプスペーサを挿入
します。

サーボド ライブ

クランプスペーサ(必要時)

シールド クランプ

クランプねじ
2.0Nm (17.7ポンドインチ)

サービスループ

フレーム1
サーボドライブ

フレーム2
サーボドライブ

フレーム3
サーボドライブ

クランプスペーサを追加
(ケーブル直径が小さい)
Rockwell Automation Publication 2198-IN001C-JA-P - January 2014
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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

は保持されません。

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

満たすために、 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。

DSL (デジタル ・ サーボ ・ リ ンク )エンコーダテク ノ ロジを使用するサーボド ライ

ブは、 モータ温度をモニタし、 1本のモータケーブルでデータを送信するために

エンコーダが必要です。 Kinetix VPモータは、 この機能を実行するDSLテク ノ ロジ

を使用します。 それ以外の配線は必要あり ません。

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、 電源切断後の再投入によるモータの
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 ップにより引き起こされる過熱に

よるモータ損傷を防ぐには、 ユーザーズマニュアルに記載されている、

モータ と ド ライブの組合せに関する配線図に従って ください。
Rockwell Automation Publication 2198-IN001C-JA-P - January 2014
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参考資料
以下の資料に、 関連するロ 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。 技術文書のハードコピーを入手するには、 当社または
当社代理店までご連絡ください。

マニュアル名 説明

Kinetix 5500 Servo Drives User Manual (Kinetix5500サーボド

ライブ 　ユーザーズマニュアル) 
(Pub. No. 2198-UM001)

Kinetix 5500 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 5500 Feedback Connector Kit Installation Instructions 
(Pub. No. 2198-IN002)

Kinetix 5500 モータ ・ フ ィードバッ ク ・ コネ

ク タキッ トの取付けと配線について説明

しています。

Kinetix 5500 AC Line Filter Installation Instructions 
(Pub. No. 2198-IN003)

Kinetix 5500 ACラインフ ィルタの取付けと配

線について説明しています。

Hiperface-to-DSL Feedback Converter Kit Installation Instructions 
(Pub. No. 2198-IN006)

Hiperface と DSL の間のフ ィードバック ・ コン

バータ ・ キッ トの取付けと配線について

説明しています。

Kinetix 300 Shunt Resistor Installation Instructions 
(Pub. No. 2097-IN002)

Kinetix 300外部シャン ト レジスタの取付けと

配線について説明しています。

Kinetix Servo Drives Specifications Technical Data (Kinetix5500
サーボドライブの仕様 テクニカルデータ ) 
(Pub. No. GMC-TD003)

EtherNet/IP ネッ トワーク上の Kinetix 統合モー

シ ョ ン、 SERCOS Interface での統合モーシ 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 リーの製品仕様を記載しています。

Kinetix Motion Accessories Specifications Technical Data 
(Kinetix5500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

ブの動力部、 およびその他のサーボド ラ

イブのアクセサリの製品仕様を記載して

います。

Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines (配線

と接地に関するガイド ライン) (Pub. No. 1770-4.1)

Rockwell Automation®の産業用システムの設置に

関する一般的なガイドラインを記載してい

ます。

製品認定Webサイ ト、 http://www.ab.com
適合宣言、 認可、 およびその他の承認の詳

細を記載しています。
Rockwell Automation Publication 2198-IN001C-JA-P - January 2014

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2198-um001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/2198-in002_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/2198-in003_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/2198-in006_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/2097-in002_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/gmc-td003_-ja-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/gmc-td004_-ja-p.pdf
http://www.literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1770-in041_-ja-p.pdf
http://www.ab.com
http://literature.rockwellautomation.com
http://www.rockwellautomation.com/literature
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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、 Web に製品の使用を支援するための技術情報を提供し

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、

サンプルコードやソフ トウェア ・サービス ・パックへのリンクがあります。 また、 サポートセ

ンターのhttps://rockwellautomation.custhelp.com/では、 ソフ トウェアの更新版、 チャッ トおよびフォーラム

によるサポート、 技術情報、 FAQなどにアクセスでき、 製品更新通知に登録できます。

さらに、 設置、 構成、 およびト ラブルシューテ ィ ングに関する複数のサポート プログラム

も提供しております。 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

最初に設置してから 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ている情報

を確認して く ださい。 初めて製品の電源を投入して実行する場合のサポートについては、

専用のカスタマサポート番号までお問い合わせください。

製品の返品

ロックウェル ・ オート メーシ ョ ンでは、 製造工場からの出荷時に製品が完全に動作するこ

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ときには、 以下のように手

続きを行なって ください。

資料のフ ィードバック  
お客様のご意見はより良いマニュアル作りに役立ちます。 マニュアルの改善についてご提案が

あれば、 フォーム(Pub.No. RA-DU002 (http://www.rockwellautomation.com/literature/で入手可能))にご記入ください。

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 を利用する

か、 お近 くのロ ッ クウェル ・ オー ト メーシ ョ ン代理店にご連絡 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 ンの

支店にお問い合わせく ださい。

Allen-Bradley、 CompactLogix、 ControlLogix、 Kinetix、 Rockwell Software、 Rockwell Automationは、 Rockwell Automation, Inc.の商

標です。

Rockwell Automationに属していない商標は、 各企業に所有されています。

http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/distributor-locator/sales-locator.page
http://www.rockwellautomation.com/support
https://rockwellautomation.custhelp.com/
http://www.rockwellautomation.com/services/online-phone
http://www.rockwellautomation.com/literature/
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