
インスト レーシ ョ ンインスト ラクシ ョ ン
エンコーダ出力エミ ュレータモジュール
Cat. No. 2198-ABQE

モジュールについて

Allen-Bradley® のエンコーダ出力エミ ュレータは DIN レール取付けの EtherNet/IP ネッ ト ワークベースのスタンドアローン式モ

ジュールで、 エンコーダパルスをご使用の周辺機器 ( 例えば、 ライン ・ スキャン ・ ビジ ョ ン ・ システムに使用されるカメ ラ ) に出

力できます。 エンコーダ出力エミ ュレータは、 EtherNet/IP ネッ ト ワーク上の統合モーシ ョ ンを使用してシステムの実際の軸と仮想

軸をサポート します。

配線、 電源の投入、 ト ラブルシューティング、 および使用している ド ラ イブシステムと Logix5000™ コン ト ローラの統合について

の詳しい説明は、 『Encoder Output Emulator User Manual』 (Pub.No. 2198-UM003) を参照して ください。

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。

エンコーダ出力エミ ュレータには、 以下が付属しています。

• 24V 制御電源入力用の配線プラグ ( 取付け済み )

• エンコーダ出力エミ ュレータに添付された、 IP アドレスを記録したラベル ( 貼付け済み )

• インス ト レーシ ョ ンインス ト ラ クシ ョ ン ( 本書 ) (Pub.No. 2198-IN013)

その他の設置に必要日な備品

以下の品目は別途注文 :

• 出力ケーブルコンダクタ終端用 2198-K57CK-D15M コネク タキッ ト ( 各出力にコネクタ 1 つ )

• 2198-KITCON-ABQE スペアコネクタ と次の部品を含むエンド ・ アンカー ・ セッ ト : 

– 24V 制御電源入力用の配線プラグ ( 交換用 )

– エンコーダ出力エミ ュレータに添付された、 IP アドレスを記録したラベル ( 交換用 )

– モジュールを所定位置に固定する DIN レールのエンドアンカー ( モジュールごとに 2 つ ) 

内容 参照ページ

モジュールについて 1

作業を開始する前に 1

モジュールの取付け 2

コネクタデータ 5

モジュールの配線 7

参考資料 7

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2198-um003_-en-p.pdf


エンコーダ出力エミ ュレータ
モジュールの取付け

この手順は、 パネルを既に準備し、 システムのボンディング方法について理解しているこ とを前提と 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。

間隔要件

モジュールをパネルに取付ける と きは、 以下の間隔要件を順守して ください。

• ケーブルおよびワイヤをモジュールの上部に接続する場合は、 上記の間隔以上の隙間が必要です。

• 他のデバイスをモジュールの上または下に取付ける場合は追加の間隔が必要で、 それぞれ独自の間隔要件が必要です

( 取付け寸法については、 4 ページの 「製品寸法」 を参照 )。

感電の危険 ：感電を防ぐために、 電源を投入する前にモジュールの取付けと配線をすべて完了して ください。 電力が印加されると、 モジュー

ルが使用されていない間もコネクタ端子に電圧が発生してい可能性があります。

注意 ： システムをエンクロージャから取り外した状態で切削、 穿孔、 ねじ立て、 溶接のすべての作業を行なえるように、 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に残っていると、 装置が損傷することがあります。

重要 モジュールは、 図に示すように縦置きで取付けて ください。 横置きで取付けないで ください。

MOD
NET

OUTPUT-A OUTPUT-B

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。

モジュールの下の通気と設置のための間隔
100mm (3.94 インチ )

モジュールの上の通気と設置のための間隔
100mm (3.94 インチ )

2198-ABQE
エンコーダ出力
エミ ュレータ
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エンコーダ出力エミ ュレータ
モジュールの取付け

以下の手順に従って、 エンコーダ出力エ ミ ュレータを取付けてください。

1. DIN レールをパネルに取付けます。

適切なボンディング技法に従って、 DIN レールがパネルに対して高周波ボンディングを維持しているこ とを確認します。 シ
ステムボンディングについて詳し くは、 『System Design for Control of Electrical Noise Reference Manual』 (Pub.No.GMC-RM001)
を参照して ください。

2. 接地ポイン トの下の開放位置にロ ッ ク されるまで取付けラ ッチを下に引き下げます。

3. モジュールを取付けるためのおよその位置を決め、 DIN レールに取付けブラケッ ト を引っかけます。

4. DIN レールに対して平らになるまでモジュールを下方向に回します。

5. ラ ッチが所定の位置にロ ッ クするまで、 取付けラ ッチを上方向に押し込みます。

6. 必要に応じて、 DIN レールの上でモジュールを右、 左に調整し、 エンドアンカー ( モジュールの両側に 1 つずつ ) を取付

け、 DIN レール上の所定の位置にしっかり と固定します。

2198-KITCON-ABQE スペアコネクタ とエンドアンカーのセッ トには、 DIN レールのエンドアンカーが 2 個含まれます。

重要 取付けラッチは、 安全接地をつなぐために DIN レール用の閉位置でしっかりとロックしなければなりません。

重要
エンコーダ出力モジュールは、 隣接するモジュールか、 エンドアンカーをどちらかの側に取付け、 モジュールが DIN レール上で

左または右に移動しないようにする必要があります。

取付けラッチ

取付けブラケッ ト

引き下げて開く
引き上げて閉じる

2198-ABQE
エンコーダ出力エミ ュレータ

( 背面図 )

開放位置にロックされた
取付けラッチ

安全接地ポイン ト

MOD
NET

OUTPUT-A OUTPUT-B

エンドアンカーねじ
0.50 Nm (4.4 ポンドインチ ) トルク

2198-ABQE
エンコーダ出力エミ ュレータ
( 前面図 )エンドアンカー (2)

8.0mm (0.31 インチ )
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エンコーダ出力エミ ュレータ
製品寸法

出力コネクタに接続されている 2198-K57CK-D15M コネク タキッ ト も この数字に含まれます。 DIN レール上にモジュールを固定す

るエンドアンカーには、 モジュールのどちらの側にも 8mm (0.31 インチ ) を追加して ください。

2198-K57CK-D15M コネクタキッ ト付きエンコーダ出力エミ ュレータ

MOD
NET

OUTPUT-A OUTPUT-B

34
(1.34)

寸法は、
mm ( インチ ) 単位です。

2198-K57CK-D15M
コネクタキッ ト

2198-ABQE
エンコーダ出力
エミ ュレータ、 前面図

2198-ABQE
エンコーダ出力

エミ ュレータ、 側面図
150

(5.91) 158
(6.22)

62
(2.44)

154
(6.06)

120
(4.72)

50
(1.97)

5.0
(0.20)
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エンコーダ出力エミ ュレータ
コネクタデータ

この図を使用して、 エンコーダ出力エミ ュレータの機能と インジケータを確認して ください。

モジュールの機能およびインジケータ

エンコーダ出力エミ ュレータのコネクタ

制御入力電源 (CP) コネクタのピン配列

24V コネクタ配線要件

識別子 説明 コネクタ

CP 24V 制御入力電源 2 ポジショ ンプラグ、 端子ねじ

PO1
周辺機器へのエンコーダ出力 デュアルスタ ック 15 ピン、 シールド D-Sub メス

PO2

PORT1, PORT2 イーサネッ ト通信ポート RJ45 イーサネッ ト

CP ピン 説明 信号

1 24V 電源 ( お客様が用意 ) 24V+

2 24V コモン 24V-

端子に接続 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

CP-1
CP-2

24V+
24V-

2.5 ～ 0.5
(14 ～ 20)

7.0 (0.28) 0.22 ～ 0.25
(1.9 ～ 2.2)

3

11

4

8
7

10

9

MOD
NET

5

6

24V–

24V+

OUTPUT-A OUTPUT-B

2

1

0 1 2 3 4 5
 6 

7 8 9
0 1 2 3 4 5

 6 
7 8 9

0 1 2 3 4 5
 6 

7 8 9

2

1

2198-ABQE
エンコーダ出力エミ ュレータ、
上面図

2198-ABQE
エンコーダ出力
エミ ュレータ、 前面図

2198-ABQE エンコーダ出力エミ ュレータ、
側面図 項目 説明

1 IP アドレススイッチ

2 取付けラッチ

3 15 ピン出力コネクタ  - A

4 15 ピン出力コネクタ  - B

5 イーサネッ ト (PORT1) RJ45 コネクタ

6 イーサネッ ト (PORT2) RJ45 コネクタ

7 ネッ トワーク ・ ステータス ・ インジケータ

8 モジュール ・ ステータス ・ インジケータ

9 24V 制御入力電源 (CP) コネクタ

10 リンク速度ステータスインジケータ

11 リンク / アクティビテ ィ ・ ステータス ・
インジケータ

1
2
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エンコーダ出力エミ ュレータ
イーサネッ ト通信 PORT1 および PORT2 のピン配列 

出力コネクタのピン配列

15 ピン出力コネクタのピンの方向

ポートピン 説明 信号

1 送信ポート (+) データ端子 TD+ 

2 送信ポート (-) データ端子 TD- 

3 受信ポート (+) データ端子 RD+ 

4 – –

5 – –

6 受信ポート (-) データ端子 RD- 

7 – –

8 – –

ピン 説明 信号 ピン 説明 信号

1 ディ ファレンシャル A 相信号 - 正 (RS422)/
ディ ファレンシャルステップ信号 - 正

A+ / Step+ 9 予約 –

2 ディ ファレンシャル A 相信号 - 負 (RS422)/
ディ ファレンシャルステップ信号 - 負 (RS422)

A– / Step– 10 ディ ファレンシャル Z 相信号 - 負 (RS422) Z-

3 ディ ファレンシャル B 相信号 - 正 (RS422)/
ディ ファレンシャル方向信号 - 正 (RS422)

B+ / Direction+ 11 予約 –

4 ディ ファレンシャル B 相信号 - 負 (RS422)/
ディ ファレンシャル方向信号 - 負 (RS422)

B– / Direction– 12 シングルエンド A 相信号 / シングル ・ エンド ・
ステップ信号

A / Step

5 ディ ファレンシャル Z 相信号 - 正 (RS422) Z+ 13 シングルエンド B 相信号 / シングルエンド方向
信号

B / Direction

6 出力信号用リファレンス / コモン COM 14 シングルエンド出力信号用電源 ( お客様が用意 ) PWR

7 予約 – 15 予約 –

8 シングルエンド Z 相信号 Z

1

8

標準 RJ45

Pin 11
Pin 6

Pin 15

Pin 1

Pin 10
Pin 5
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エンコーダ出力エミ ュレータ
モジュールの配線

2198-K57CK-D15M コネク ト キッ ト を使用して、 周辺機器から 15 ピン出力コネクタを配線します。

2198-K57CK-D15M コネクタキッ ト配線要件

キッ トの仕様、 ケーブルの準備、 およびシールド接地情報については、 『Universal Feedback Connector Kit Installation Instructions』
(Pub.No. 2198-IN010) を参照して ください。

モジュールのサブパネルへの接地

アースグラウンドへのモジュールの安全なグラウンド接続は、 モジュールが DIN レールに適切に取付けられたと きに実現されま

す。 説明図については、 「モジュールの取付け」 の 3 ページのステップ 5 を参照して ください。

参考資料

以下の資料には、 当社の関連製品に関する追加情報が記載されています。

重要 取付けラッチは、 安全接地をつなぐために DIN レール用の閉位置でしっかりとロックしなければなりません。

参考資料

マニュアル名 説明

Encoder Output Emulator Module User Manual
(Pub.No. 2198-UM003)

ご使用のエンコーダ出力エミ ュレータモジュール用のト ラブルシューティング情報を提供します。 また、 エンコーダ出
力エミ ュレータを含むドライブシステム用のアドオンプロファイル (AOP) やアドオン命令 (AOI) へのアクセス方法や、
インストール方法が記載されています。

Kinetix Servo Drives Specifications Technical Data 
(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 ネッ トワーク上の Kinetix® 統合モーショ ン、 SERCOS Interface 上の統合モーショ 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 リーの製品規格を記載しています。

Kinetix 5700 Servo Drives User Manual (Kinetix5700 サーボ
ドライブ　  ユーザーズマニュアル ) (Pub.No. 2198-UM002)

ご使用の Kinetix サーボ ・ ド ライブ ・ システムを設置、 構成、 始動、 ト ラブルシューティングするための情報を記載し
ています。

Kinetix 5500 Servo Drives User Manual (Kinetix 5500 サーボ
ドライブ　ユーザーズマニュアル ) (Pub.No. 2198-UM001)

Kinetix 6500 Servo Drives User Manual (Kinetix 6500 サーボ
ドライブ　ユーザーズマニュアル ) (Pub.No. 2094-UM002)

Kinetix 350 Servo Drives User Manual (Kinetix 350 サーボド
ライブ　ユーザーズマニュアル ) (Pub.No. 2097-UM002)

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

端子 信号 
剥く長さ
mm ( インチ )

トルク値
Nm ( ポンドインチ )

1 A+ / Step+

5.0 (0.2) 0.22 ～ 0.25
(1.9 ～ 2.2)

2 A– / Step–

3 B+ / Direction+

4 B– / Direction–

5 Z+

6 COM

7 –

8 Z

9 –

10 Z–

11 –

12 A / Step

13 B / Direction

14 PWR

15 –

16 ドレイン

16 ピン
コネクタ
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これらの資料は、 http://www.rockwellautomation.com/literature/ で閲覧またはダウンロードできます。 印刷版の技術資料を購入される

場合は、 当社または当社の代理店までご連絡ください。

当社のサポートサービス

以下のリ ソースを使用してサポート情報にアクセスして ください。

マニュアルに関するご意見やご要望

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、

 http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/du/ra-du002_-en-e.pdf で、 「How Are We Doing?」 にご記入ください。

テクニカル・サポート ・ センター
ナレッジベースの記事、 操作方法の動画、 FAQ、
チャ ッ ト、 ユーザフォーラム、 および製品の更新通知
を以下のサイ トから利用可能。

https://rockwellautomation.custhelp.com/

各地域のテクニカルサポート電話番号
お客様の国でのサポート電話番号を以下のサイ トから
検索できます。

http://www.rockwellautomation.com/global/support/
get-support-now.page 

直通電話番号
ご使用の製品の直通電話番号を以下のサイ トから検索
できます。 検索した電話番号を使用してテクニカル ・
サポート ・ エンジニアに直接連絡して ください。

http://www.rockwellautomation.com/global/support/direct-dial.page 

文書ライブラリ
インスト レーシ ョ ンインスト ラクシ ョ ン、 マニュア
ル、 カタログ、 およびテクニカルデータを以下のサイ
トからご覧いただけます。

http://www.rockwellautomation.com/global/literature-library/
overview.page 

製品互換性および
ダウンロードセンター (PCDC)

製品間の相互運用性や各製品の機能を確認し、 関連す
るファームウェアを以下のサイ トから検索できます。

http://www.rockwellautomation.com/global/support/pcdc.page 

PowerFlex 750-Series AC Drives Installation Instructions 
(PowerFlex 750 シリーズ AC ド ライブ  インスト レーショ ン
インスト ラクシ ョ ン ) (Pub.No. 750-IN001) PowerFlex® 755 と PowerFlex 527 AC ド ライブの設置、 始動、 ト ライブルシューティングに必要な基本情報を記載して

います。PowerFlex 527 Adjustable Frequency AC Drive User Manual 
(PowerFlex 527 可変周波数 AC ド ライブ  ユーザーズマニュ
アル ) (Pub.No. 520-UM002) 

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。

製品の認可 Web サイ ト、 http://www.ab.com 適合宣言、 認可、 およびその他の認可についての詳細を記載しています。

参考資料 ( 続き )

マニュアル名 説明
Allen-Bradley、 Kinetix、 Logix5000、 PowerFlex、 Rockwell Automation、 および Rockwell Software は、 Rockwell Automation, Inc. の商標です。

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

ロッ クウェル ・ オート メーシ ョ ンは、 以下の Web サイ トで製品の環境に関する最新情報を公開しています。
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page
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