
AZシリーズ
EtherCATドライブプロファイル
対応 ドライバ
EtherCAT通信に対応したドライバです。CiA402ドライブプロ
ファイルに対応しています。
当社のAZシリーズのモーターと、それらを搭載している電動
アクチュエータを接続できるため、幅広い用途にお使いいただ
けます。

AC電源入力 DC電源入力

ネットワーク上からモーターを制御

ネットワーク上からの直接制御が可能です。
上位制御機器とEtherCAT対応ドライバをEtherCAT通信ケーブル1本で接続するため、省配線を実現します。

ネットワークから
モーター制御

省配線

・運転の実行
・各種パラメータの設定
・アラーム情報の確認

・上位制御機器との配線を
  EtherCAT通信
  ケーブルの1本に集約
・配線ミスや工数を削減

AZシリーズ
EtherCATドライブプロファイル
対応ドライバ
✽写真はAC電源入力ドライバです。

上位制御機器

AZシリーズのモーターと、それらを搭載している電動アクチュエータを接続できます。
●以下の製品は代表例です。

AZシリーズ
AZシリーズ搭載
電動スライダ
EASシリーズ

AZシリーズ搭載
電動シリンダ
EACシリーズ

AZシリーズ搭載
中空ロータリーアクチュエータ
DGⅡシリーズ

AZシリーズ搭載
ラック・ピニオンシステム
Lシリーズ

コンパクト電動シリンダ
DRシリーズ

電動グリッパ
EHシリーズ

コンパクト電動シリンダ
DRS2シリーズ

AC電源入力・DC電源入力

AC電源入力のみ DC電源入力のみ

 ●ESIファイル
EtherCAT対応製品をより簡単にお使いいただけるようESIファイルをご用意しています。
ESIファイルは当社WEBサイトからダウンロードできます。
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AC電源入力

■システム構成
 ●AC電源入力のEtherCATドライブプロファイル対応ドライバと組み合わせた場合

モーター、ドライバ、接続ケーブルセット /可動接続ケーブルセットは、別手配です。

必ずご購入ください
必要に応じてご購入ください

モーター

AC電源
（主電源）

上
位
制
御
機
器

サポートソフトMEXE02

DC24V電源
（制御用）

お客様にて、
必ずご用意ください。

電磁ブレーキ用

エンコーダ用

モーター用

　接続ケーブルセット

　DC電源用ケーブル

　入出力信号用ケーブル

●サポートソフトMEXE02は当社WEBサイト
　からダウンロードいただけます。

ドライバ

お客様にて、
ご用意ください。

USBケーブル

お客様にて、
ご用意ください。

EtherCAT通信ケーブル

ご注意
 ●モーターから出ているモーターケーブルおよび電磁ブレーキケーブルは、ドライバに直接接続できません。ドライバに接続する場合は、接続ケーブルをお使いください。

■品名の見方

AZD - C ED
① ② ③

① ドライバ種類 AZD：AZシリーズドライバ

② 電源入力 A：単相100-120V
C：単相 /三相200-240V

③ ネットワーク種類 ED：EtherCAT ドライブプロファイル

■種類と価格
電源入力 品名 定価
単相100-120V AZD-AED 57,000円

単相 /三相200-240V AZD-CED 57,000円

■付属品
コネクタ 取扱説明書

 · CN4用（1個）
 · CN1用（1個）
 · CN7用（1個）
 · コネクタ結線レバー（1個）

1式
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■仕様
 ●通信仕様

項目 内容
通信規格 IEC 61158 Type12
物理層 /プロトコル 100 BASE-TX（IEEE 802.3）
伝送速度 100 Mbps

通信サイクル
 · Free Runモード：1 ms以上
 · SM2イベント同期モード：1 ms以上
 · DCモード：0.25 ms、0.5 ms、1 ms、2 ms、3 ms、4 ms、5 ms、6 ms、7 ms、8 ms

通信ポート /コネクタ
RJ45×2（シールド対応）
ECAT IN：EtherCAT入力
ECAT OUT：EtherCAT出力

トポロジ ディジーチェーン（最大65,535ノード）
プロセスデータ 可変PDOマッピング

シンクマネージャー

 · SM0：メールボックス出力
 · SM1：メールボックス入力
 · SM2：プロセスデータ出力
 · SM3：プロセスデータ入力

メールボックス（CoE）

 · エマージェンシーメッセージ
 · SDOリクエスト
 · SDOレスポンス
 · SDOインフォメーション

同期モード
 · Free Runモード（非同期）
 · SM2イベント同期モード
 · DCモード（SYNC0イベント同期）

デバイスプロファイル IEC 61800-7 CiA402ドライブプロファイル

 ●ドライバ仕様 
ドライバ品名 AZD-AED AZD-CED

主電源

入力電圧 単相100-120V　−15∼+6%　50/60Hz
・単相200-240V　−15∼+6%　50/60Hz
・三相200-240V　−15∼+6%　50/60Hz

入力電流✽1

単相

AZM46：2.7A、AZM48：2.7A、AZM66：3.8A
AZM69：5.4A、AZM98：5.5A、AZM911：6.4A
DGB85：2.7A、DGM85：2.7A、DGB130：3.8A
DGM130：3.8A、DGM200：6.4A
LM2：3.8A、LM4：3.8A

AZM46：1.7A、AZM48：1.6A、AZM66：2.3A
AZM69：3.3A、AZM98：3.3A、AZM911：3.9A
DGB85：1.7A、DGM85：1.7A、DGB130：2.3A
DGM130：2.3A、DGM200：3.9A
LM2：2.3A、LM4：2.3A

三相 −

AZM46：1.0A、AZM48：1.0A、AZM66：1.4A
AZM69：2.0A、AZM98：2.0A、AZM911：2.3A
DGB85：1.0A、DGM85：1.0A、DGB130：1.4A
DGM130：1.4A、DGM200：2.3A
LM2：1.4A、LM4：1.4A

制御電源
入力電圧 DC24V±5%✽2

入力電流 0.25A（0.5A）✽3

インターフェイス

パルス入力

・2点、フォトカプラ
・最大入力パルス周波数
ラインドライバ：1MHz（デューティ50%時）
オープンコレクタ：250kHz（デューティ50%時）

制御入力 6点、フォトカプラ
パルス出力 2点、ラインドライバ
制御出力 6点、フォトカプラ・オープンコレクタ
動力遮断信号入力 2点、フォトカプラ
動力遮断モニタ出力 1点、フォトカプラ・オープンコレクタ
フィールドネットワーク EtherCAT

 ✽1 組み合わせるモーターによって異なります。
 ✽2 電磁ブレーキ付モーターをお使いの場合、当社のケーブルでモーターとドライバ間を20 mに延長したときはDC24 V±4%になります。
 ✽3 （ ）内は、電磁ブレーキ付モーターを接続したときの値です。AZM46は0.33Aです。
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 ●一般仕様
保護等級 IP10

使用環境

周囲温度：0∼+55˚C（凍結しないこと）✽
湿度：85%以下（結露しないこと）
高度：海抜1000 m以下
雰囲気：腐食性ガス、塵埃がないこと。水、油が直接かからないこと。

保存環境
輸送環境

周囲温度：−25∼+70˚C（凍結しないこと）
湿度：85%以下（結露しないこと）
高度：海抜3000 m以下
雰囲気：腐食性ガス、塵埃がないこと。水、油が直接かからないこと。

絶縁抵抗

DC500 Vメガーを次の場所に印加したとき、100 MΩ以上あること。
・保護接地端子－主電源端子間
・エンコーダコネクタ－主電源端子間
・入出力信号端子－主電源端子間

絶縁耐圧

規定の電圧を次の場所に1分間印加しても異常がないこと。
・保護接地端子－主電源端子間　AC1.5kV　50/60 Hz
・エンコーダコネクタ－主電源端子間　AC1.8kV　50/60 Hz
・入出力信号端子－主電源端子間　AC1.8kV　50/60 Hz

 ✽200×200mm、厚さ2mmのアルミ板相当以上の放熱板取り付け時
ご注意

 ●絶縁抵抗測定、絶縁耐圧試験をおこなうときは、モーターとドライバを切り離してください。
また、モーターのABZOセンサ部は、これらの試験をおこなわないでください。

■外形図 （単位mm）

 

品名 質量 kg 2D CAD
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保護接地端子 2×M4

 ●付属品
主電源・回生抵抗用コネクタ（CN4）
　コネクタ ： 05JFAT-SAXGDK-H5.0（日本圧着端子製造株式会社）
　コネクタ結線レバー

DC24V電源入力・電磁ブレーキ接続・回生抵抗サーマル入力・動力遮断信号入出力用コネクタ（CN1）
　コネクタ ： DFMC1,5/7-ST-3,5-LR（フエニックス・コンタクト株式会社）

入出力信号用コネクタ（CN7）
　コネクタ ： DFMC1,5/12-ST-3,5（フエニックス・コンタクト株式会社）
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DC電源入力

■システム構成
 ●DC電源入力のEtherCATドライブプロファイル対応ドライバと組み合わせた場合

モーター、ドライバ、接続ケーブルセット /可動接続ケーブルセットは、別手配です。

必ずご購入ください
必要に応じてご購入ください

モーター ドライバ

上
位
制
御
機
器

サポートソフトMEXE02

DC電源
（主電源）

電磁ブレーキ用

エンコーダ用

　接続ケーブルセット

モーター用

　DC電源用ケーブル

　入出力信号用ケーブル

●サポートソフトMEXE02は当社WEBサイト
　からダウンロードいただけます。

お客様にて、
ご用意ください。

USBケーブル

お客様にて、
ご用意ください。

DC24V電源
（制御用）

お客様にて、
必ずご用意ください。 　DC電源用ケーブル

EtherCAT通信ケーブル

ご注意
 ●モーターから出ているモーターケーブルおよび電磁ブレーキケーブルは、ドライバに直接接続できません。ドライバに接続する場合は、接続ケーブルをお使いください。

■品名の見方

AZD - K ED
① ② ③

① ドライバ種類 AZD：AZシリーズドライバ
② 電源入力 K：DC24/48V
③ ネットワーク種類 ED：EtherCAT ドライブプロファイル

 

■種類と価格
電源入力 品名 定価
DC24/48V AZD-KED 44,000円

■付属品
コネクタ 取扱説明書

 · CN4用（1個）
 · CN1用（1個）
 · CN7用（1個）

1式
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■仕様
 ●通信仕様

項目 内容
通信規格 IEC 61158 Type12
物理層 /プロトコル 100 BASE-TX（IEEE 802.3）
伝送速度 100 Mbps

通信サイクル
 · Free Runモード：1 ms以上
 · SM2イベント同期モード：1 ms以上
 · DCモード：0.25 ms、0.5 ms、1 ms、2 ms、3 ms、4 ms、5 ms、6 ms、7 ms、8 ms

通信ポート /コネクタ
RJ45×2（シールド対応）
ECAT IN：EtherCAT入力
ECAT OUT：EtherCAT出力

トポロジ ディジーチェーン（最大65,535ノード）
プロセスデータ 可変PDOマッピング

シンクマネージャー

 · SM0：メールボックス出力
 · SM1：メールボックス入力
 · SM2：プロセスデータ出力
 · SM3：プロセスデータ入力

メールボックス（CoE）

 · エマージェンシーメッセージ
 · SDOリクエスト
 · SDOレスポンス
 · SDOインフォメーション

同期モード
 · Free Runモード（非同期）
 · SM2イベント同期モード
 · DCモード（SYNC0イベント同期）

デバイスプロファイル IEC 61800-7 CiA402ドライブプロファイル

 ●ドライバ仕様 
ドライバ品名 AZD-KED

主電源

入力電圧 ・DC24V±5%
・DC48V±5%

入力電流✽1

AZM14：0.4A、AZM15：0.5A、AZM24：1.6A、AZM26：1.5A
AZM46：1.5A、AZM48：2.1A、AZM66：3.3A、AZM69：3.1A
DGM60：1.6A、DGB85：1.5A、DGM85：1.5A、DGB130：3.3A
DGM130：3.3A、DR28：1.3A、DRSM42：1.5A、DRSM60：2.2A
EH4：1.6A

制御電源
入力電圧 DC24V±5%✽2

入力電流 0.15A（0.4A）✽3

インターフェイス

パルス入力

・2点、フォトカプラ
・最大入力パルス周波数
ラインドライバ：1MHz（デューティ50%時）
オープンコレクタ：250kHz（デューティ50%時）

制御入力 6点、フォトカプラ
パルス出力 2点、ラインドライバ
制御出力 6点、フォトカプラ・オープンコレクタ
動力遮断信号入力 2点、フォトカプラ
動力遮断モニタ出力 1点、フォトカプラ・オープンコレクタ
フィールドネットワーク EtherCAT

 ✽1 組み合わせるモーターによって異なります。
 ✽2 電磁ブレーキ付モーターをお使いの場合、当社のケーブルでモーターとドライバ間を20 mに延長したときはDC24 V±4%になります。
 ✽3 （ ）内は、電磁ブレーキ付モーターを接続したときの値です。AZM46は0.23Aです。

 ●一般仕様
保護等級 IP10

使用環境

周囲温度：0∼+50˚C（凍結しないこと）
湿度：85%以下（結露しないこと）
高度：海抜1000 m以下
雰囲気：腐食性ガス、塵埃がないこと。水、油が直接かからないこと。

保存環境
輸送環境

周囲温度：−25∼+70˚C（凍結しないこと）
湿度：85%以下（結露しないこと）
高度：海抜3000 m以下
雰囲気：腐食性ガス、塵埃がないこと。水、油が直接かからないこと。

絶縁抵抗 次の箇所をDC500 Vメガーで測定した値が100 MΩ以上あります。
・保護接地端子－電源端子間

ご注意
 ●絶縁抵抗測定をおこなうときは、モーターとドライバを切り離してください。
また、モーターのABZOセンサ部は、これらの試験をおこなわないでください。
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■外形図 （単位mm）

 

品名 質量 kg 2D CAD
AZD-KED 0.18 B1505
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 ●付属品
主電源用コネクタ（CN4）
　コネクタ ： DFMC1,5/3-ST-3,5-LR（フエニックス・コンタクト株式会社）

制御電源用コネクタ（CN1）
　コネクタ ： DFMC0,5/5-ST-2,54（フエニックス・コンタクト株式会社）

入出力信号用コネクタ（CN7）
　コネクタ ： DFMC0,5/12-ST-2,54（フエニックス・コンタクト株式会社）
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FAネットワークやModbus RTUに
関する技術的なお問い合わせ窓口

ネットワーク対応製品専用ダイヤル

受付時間  平日 9：00～17：30 （土日祝日･その他当社規定による休日を除く）

TEL 0120-914-271

オリエンタルモーター ショップW E BOM
送料・代引手数料無料

様々なメーカー品をご用意
安心の技術サポート

●AZシリーズカタログ 

AZシリーズは、製品カタログ
をご用意しています。
製品の選定にあたっては、製品
カタログ（V-184）を合わせてお
使いください。
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