アナログ入力ユニット

CK3W-AD□100
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CK3Mシリーズ
モーションコントローラ用の
アナログ入力ユニット

CK3W-AD□100

特長
・電圧入力タイプ（-10 〜 +10V）
・アナログ入力4点タイプ、8点タイプの2機種をラインナップ

EtherCAT®は、ドイツBeckhoﬀ Automation GmbHによりライセンスされた特許取得済み技術であり登録商標です。
その他、記載されている会社名と製品名などにつきましては、各社の登録商標または商標です。
本カタログで使用している製品写真や図にはイメージ画像が含まれており、実物とは異なる場合があります。

ご購入 当社販売店 または オムロンＦＡストア

www.fa.omron.co.jp
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アナログ入力ユニット

CK3W-AD□100

システム構成図
基本構成
エンコーダ
（パルスエンコーダ、シリアルエンコーダ）
＊1

GC2001

サポートソフト
XY

Z

Laser

レーザ
ガルバノスキャナ

PLC

産業用
スイッチングハブ
サーボドライバ
（アナログ入力タイプ）
または、ステッピングモータ

プログラマブル
ターミナル

EtherNet/IP
Modbus-TCP

EtherCATネットワーク

Ethernet
ネットワーク
スレーブ
ターミナル

サーボ
ドライバ／
エンコーダ
入力スレーブ

汎用
スレーブ

＊1. 本ユニットは、ガルバノスキャナを使用する場合に必要となります。

CK3Wユニット構成
（CPUラック/増設ラック）
CK3Wユニットを接続する構成です。
CPUラック
CPUラックのCK3Wユニット構成は電源ユニット、CPUユニット、CK3W-AX ユニット、CK3W-MDユニット、CK3W-AD
ユニット、CK3W-ECSユニット、CK3W-GCユニット、エンドカバーからなります。
CPUユニットにCK3Wユニットを最大4台（CK3W-AX ユニットは最大2台）
まで接続できます。
増設ラック
増設ラックは、CPUユニット1台につき1台接続することができます。
増設ラックを接続するには、増設マスタユニット
（形CK3W-EXM01）
と増設スレーブユニット
（形CK3W-EXS02）
を使用します。
増設ラックには、CK3Wユニットを最大4台（CK3W-AX ユニットは最大2台）まで装着することができます。
増設マスタユニット
（形CK3W-EXM01）
は、CPUユニットのすぐ右側に接続してください。増設スレーブユニット
（形CK3WEXS02）
は、電源ユニットのすぐ右側に接続してください。
増設マ ス タ ユ ニ ット（形CK3W-EXM01）を、CPUユ ニットのすぐ右側以外に接続した場合は、Sys.Status レジスタの
CK3WConﬁgErrが「5」になります。

お問い合わせ 0120-919-066 または直通電話 055-982-5015（通話料がかかります）
www.fa.omron.co.jp
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2

アナログ入力ユニット

A

B

E, F, G, H

D

C

CK3W-AD□100

I

K
A

J

E, F, G, H

D

I

電源
記号
A

構成内容

備考

電源ユニット

24V電源を入力します。CPUラックと増設ラックは、必ず同一の電源から配線するようにしてください。

B

CK3MシリーズCPUユニット

モーションコントロールの中心となるユニットで、モーションプログラムを実行します。

C

形CK3W-EXM01

増設マスタユニット。増設ラックを使用する場合にCPUユニットのすぐ右側に接続します。

D

CK3W-AXユニット

軸インタフェースユニット。軸制御のためにサーボドライバ、エンコーダと接続します。

E

CK3W-MDユニット

デジタル入出力ユニット。入力16点、出力16点のデジタル入出力を追加できます。

F

CK3W-ADユニット

アナログ入力ユニット。4点または8点、電圧入力タイプのアナログ入力を追加できます。

G

CK3W-ECSユニット

エンコーダ入力ユニット。シリアルエンコーダを4チャネル接続できます。

H

CK3W-GCユニット

レーザインタフェースユニット。XY2-100またはSL2-100のインタフェースに対応したガルバノスキャナを接続で
きます。

I

エンドカバー

CPUラックおよび増設ラックの右端に必要です。CPUユニットおよび増設スレーブユニットに1個、標準で付属し
ています。

J

形CK3W-EXS02

増設スレーブユニット。増設ラックで使用します。電源ユニットのすぐ右側に接続します。

増設ケーブル

増設マスタと増設スレーブを接続します。ケーブル長は30cmになります。形CK3W-CAX003A（30cm）
を必ず使用
してください。

K

EtherCATネットワーク構成
EtherCATネットワーク構成は、電源ユニット、CPUユニット、エンドカバー、EtherCATの各スレーブからなります。
CK3MシリーズCPUユニットの内蔵EtherCATポートを使用して、EtherCAT各種スレーブに接続します。

EtherCATスレーブ

スレーブターミナル

サーボドライバ／
汎用スレーブ
エンコーダ入力スレーブ

EtherCATはCK3MシリーズCPUユニットのサーボサイクルと同期されます。これにより、スレーブターミナルなどのIOデー
タがサーボサイクルに同期して取得できます。
NXシリーズEtherCATカプラユニットを使用する場合は、
「CK3Mシリーズ プログラマブル多軸モーションコントローラ ユー
ザーズマニュアル ハードウェア編（マニュアル番号：SBCE-435）
」を参照してください。

ご購入 当社販売店 または オムロンＦＡストア

www.fa.omron.co.jp
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アナログ入力ユニット

種類/標準価格

CK3W-AD□100

（納期についてはお取引商社にお問い合わせください。）

アナログ入力ユニット
商品名称
アナログ入力ユニット

入力レンジ
-10 〜 +10V

入力点数

形式

4点

◎形CK3W-AD2100

8点

◎形CK3W-AD3100

標準価格（￥）
オープン価格

一般仕様
ここでは、モーションコントローラの仕様について、説明します。
項目
構造
接地方法

D種接地（第3種接地）
使用周囲温度

0〜55℃

使用周囲湿度

10〜95%RH
（結露・氷結がないこと）

使用周囲雰囲気

腐食性ガスがないこと

保存周囲温度

−25〜70℃（結露・氷結がないこと）

耐振動

IEC60068-2-6に準拠
5〜8.4Hz 振幅3.5mm、
8.4〜150Hz、加速度9.8m/s2
X、Y、Z各方向100分
（掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分）

耐衝撃

IEC60068-2-27に準拠
147m/s2 X、Y、Z各方向3回

使用環境

絶縁抵抗

仕様
盤内内蔵型

絶縁されている回路間20MΩ以上（DC100Vにて）

耐電圧

絶縁されている回路間AC510V、1分間、漏れ電流5mA以下

適合規格

cULus、EU：EN 61326、RCM、KC、EAC

お問い合わせ 0120-919-066 または直通電話 055-982-5015（通話料がかかります）
www.fa.omron.co.jp
2D・3D CADデータ/マニュアル/最新の商品情報は
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アナログ入力ユニット

CK3W-AD□100

仕様
入力方式

差動、シングルエンド＊1

入力レンジ

-10〜+10V

絶対最大定格

±12V
（GND基準）

入力インピーダンス

1MΩ以上

分解能

1/65116
（フルスケール）

精度（25°C）

±1.0%FS

温度の影響

±0.018%FS/°C

絶縁方式

入力と内部回路間: 電源＝トランス、信号＝デジタルアイソレータ（ただし各入力間は非絶縁）

入力0+〜7+
AMP

回路構成

内部回路

入力0-〜7510KΩ

510KΩ

AGND*1
AGND*1

アナログ入力

AGND: アナログ回路内部GND
差動入力の場合
入力0+〜7+
入力0-〜7FG

端子接続図

FG

シングルエンド入力の場合
入力0+〜7+
入力0-〜7FG

FG

AGND

・シングルエンド入力時は、入力0-〜7-とAGNDを短絡してください。
・ケーブルはシールド線を使用し、両側を接地してください。
消費電力

形CK3W-AD3100: 5V 0.9W以下、24V 2.0W以下
形CK3W-AD2100: 5V 0.9W以下、24V 1.4W以下

外形
（高さ×奥行×幅）

90
（H）
/80
（D）/31.6（W）

質量

形CK3W-AD3100: 140g以下
形CK3W-AD2100: 120g以下

＊1. ユニット内で差動とシングルエンドは混在可能です。

ご購入 当社販売店 または オムロンＦＡストア

www.fa.omron.co.jp
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アナログ入力ユニット

CK3W-AD□100

各部の名称と機能
(A)

(B)

(C)

(F)

(D)

(E)
記号

名称

A

スライダ

機能
ユニット同士を固定します。

B

電源状態表示LED

電源の状態を表示します。

C

端子台

アナログ入力を接続します。

D

ユニット接続コネクタ

ユニットと接続するコネクタです。

E

DINレール取り付けフック

DINレールへの取り付けに使用します。

F

アドレススイッチ

Gate3インデックスを設定します。

お問い合わせ 0120-919-066 または直通電話 055-982-5015（通話料がかかります）
www.fa.omron.co.jp
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アナログ入力ユニット

CK3W-AD□100

配線
適合する電線
端子台に接続できる電線は、より線に装着した棒端子や、より線／単線です。適合する電線の寸法や加工方法を以下に説明します。

棒端子を使用する場合
棒端子を使用する場合、より線を装着して使用します。
棒端子に装着するより線のストリップ長は、使用する棒端子の使用方法に従ってください。
棒端子は、めっきされた1本差し棒端子を使用してください。めっきされていないものや、2本差し棒端子は使用できません。
適合する棒端子、電線、圧着工具は、以下のとおりです。
メーカ

適合電線
（mm2（AWG））

棒端子形式

フエニックス・コンタクト

ワイドミュラー

AI0,5-10

0.5
（#20）

AI0,75-10

0.75
（#18）

AI1,0-10

1.0
（#18）

AI1,5-10

1.5
（#16）

H0.5/16

0.5
（#20）

H0.75/16

0.75
（#18）

H1.0/16

1.0
（#18）

H1.5/16

1.5
（#16）

圧着工具
（かっこ内は適合電線サイズ）

フエニックス・コンタクト
CRIMPFOX 6
（0.25〜6mm2、AWG24〜10）

ワイドミュラー
PZ6 Roto
（0.14〜6mm2、AWG26〜10）

より線／単線を使用する場合
電線の種類
単線

導体長
（ストリップ長）

導体断面積
0.14〜1.5mm2

より線

10mm

使用工具
電線の取り外しには、マイナスドライバを使用します。
推奨ドライバの形式は以下のとおりです。
形式

メーカ

SZF 0-0,4X2,5

外形寸法

フエニックス・コンタクト株式会社

CADデータ マークの商品は、2次元CAD図面・3次元CADデータをご用意しています。
CADデータは、www.fa.omron.co.jpからダウンロードができます。

アナログ入力ユニット

（単位：mm）

90

80

CADデータ

31.6

ご購入 当社販売店 または オムロンＦＡストア

www.fa.omron.co.jp
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アナログ入力ユニット

CK3W-AD□100

関連マニュアル
関連するマニュアルは、下表のとおりです。併せてご覧ください。これらのマニュアルの入手方法は当社営業にお問い合わせく
ださい。
マニュアル名称

Man.No.

用途

内容

SBCE-435

CK3Mシリーズ プログラマブル多軸
モーションコントローラの概要／設
計／取付／保守などの基本的な仕様
について知りたいとき。
おもにハードウェアに関する情報。

CK3Mシリーズのシステム全体概要、および以下の内容
を説明します。
・特長やシステム構成
・概要
・各部の名称と機能
・一般仕様
・設置と配線
・保守点検

O014

CK3Mシリーズ プログラマブル多軸
モーションコントローラの機能、お
よび使用例について知りたいとき。

CK3Mシリーズ プログラマブル多軸モーションコント
ローラに関して、以下の内容を説明します。
・基本的な機能
・設定例
・プログラム例

Power PMAC Software Reference Manual

O015

CK3M シリーズ プログラマブル多軸
モーションコントローラのシステム
のプログラミングについて知りたい
とき。

CK3Mシリーズ プログラマブル多軸モーションコント
ローラに関して、以下の内容を説明します。
・コマンドの詳細
・データ構造体の詳細

Power PMAC IDE User Manual

O016

本コントローラの統合開発環境であ
るPower PMAC IDEの操作方法につ
いて知りたいとき。

Power PMAC IDEの操作方法、およびシステムの立ち上
げ例について説明します。

Power PMAC-NC Quick Start Manual

O017

Power PMAC-NCの基本的な使用方
法を素早く理解したいとき。

Power PMAC-NCをデスクトップPCで実行するための簡
単な設定方法について例を用いて説明します。

Power PMAC-NC .ini Configuration Manual

O018

Power PMAC-NCを用いて、CNC装
置のアプリケーションを構築すると
き。

Power PMAC-NCの起動時に読み込む設定データファイ
ルである「PowerPmacNC.ini」の設定方法を説明します。

Power PMAC-NC Software User Manual

O019

本コントローラをCNC装置に使用す
るときに使用するサポートソフトで
あるPower PMAC-NCの使用方法、
および機能について知りたいとき。

Power PMAC-NCに関して、以下の内容を説明します。
・ソフトウェアの使用方法
・ソフトウェアに含まれる機能
・カスタマイズ可能な機能

Power PMAC-NC Mill G-Code Manual

O020

Power PMAC-NCを用いて、CNC装 Power PMAC-NCで使用できる基本的なG-codeセットと
置のプログラミングを行いたいとき。 その指示について説明します。

CK3Mシリーズ
プログラマブル多軸モーションコントローラ
ユーザーズマニュアル
ハードウェア編

Power PMAC User

s Manual

お問い合わせ 0120-919-066 または直通電話 055-982-5015（通話料がかかります）
www.fa.omron.co.jp
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8

オムロン商品ご購入のお客様へ

ご承諾事項
平素はオムロン株式会社(以下｢当社｣)の商品をご愛用いただき誠にありがとうございます。
｢当社商品｣のご購入について特別の合意がない場合には、お客様のご購入先にかかわらず、本ご承諾事項記載の条件を適用いたします。
ご承諾のうえご注文ください。

1. 定義
本ご承諾事項中の用語の定義は次のとおりです。
(1) ｢当社商品｣：｢当社｣のＦＡシステム機器、汎用制御機器、センシング機器、
電子・機構部品
(2) ｢カタログ等｣：｢当社商品｣に関する、ベスト制御機器オムロン、電子・機構
部品総合カタログ、その他のカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等
であって電磁的方法で提供されるものも含みます。
(3) ｢利用条件等｣：｢カタログ等｣に記載の、｢当社商品｣の利用条件、定格、性能、
動作環境、取り扱い方法、利用上の注意、禁止事項その他
(4) ｢お客様用途｣：｢当社商品｣のお客様におけるご利用方法であって、お客様が
製造する部品、電子基板、機器、設備またはシステム等への｢当社商品｣の組
み込み又は利用を含みます。
(5) ｢適合性等｣：｢お客様用途｣での｢当社商品｣の(a)適合性、(b)動作、(c)第三
者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守

2. 記載事項のご注意
｢カタログ等｣の記載内容については次の点をご理解ください。
(1) 定格値および性能値は、単独試験における各条件のもとで得られた値であ
り、各定格値および性能値の複合条件のもとで得られる値を保証するもので
はありません。
(2) 参考データはご参考として提供するもので、その範囲で常に正常に動作する
ことを保証するものではありません。
(3) 利用事例はご参考ですので、｢当社｣は｢適合性等｣について保証いたしかねま
す。
(4) ｢当社｣は、改善や当社都合等により、｢当社商品｣の生産を中止し、または｢当
社商品｣の仕様を変更することがあります。

3. ご利用にあたってのご注意
ご採用およびご利用に際しては次の点をご理解ください。
(1) 定格・性能ほか｢利用条件等｣を遵守しご利用ください。
(2) お客様ご自身にて｢適合性等｣をご確認いただき、｢当社商品｣のご利用の可否
をご判断ください。
｢当社｣は｢適合性等｣を一切保証いたしかねます。
(3) ｢当社商品｣がお客様のシステム全体の中で意図した用途に対して、適切に配
電・設置されていることをお客様ご自身で、必ず事前に確認してください。
(4) ｢当社商品｣をご使用の際には、(ⅰ)定格および性能に対し余裕のある｢当社
商品｣のご利用、冗長設計などの安全設計、(ⅱ)｢当社商品｣が故障しても、｢お
客様用途｣の危険を最小にする安全設計、(ⅲ)利用者に危険を知らせるため
の、安全対策のシステム全体としての構築、(ⅳ)｢当社商品｣および｢お客様
用途｣の定期的な保守、の各事項を実施してください。
(5) ｢当社｣は DDoS 攻撃（分散型 DoS 攻撃）、コンピュータウイルスその他の技術
的な有害プログラム、不正アクセスにより、｢当社商品｣、インストールされ
たソフトウェア、またはすべてのコンピュータ機器、コンピュータプログラ
ム、ネットワーク、データベースが感染したとしても、そのことにより直接
または間接的に生じた損失、損害その他の費用について一切責任を負わない
ものとします。
お客様ご自身にて、(ⅰ)アンチウイルス保護、(ⅱ)データ入出力、(ⅲ)紛失
データの復元、(ⅳ)｢当社商品｣またはインストールされたソフトウェアに対
するコンピュータウイルス感染防止、(ⅴ)｢当社商品｣に対する不正アクセス
防止についての十分な措置を講じてください。

(6) ｢当社商品｣は、一般工業製品向けの汎用品として設計製造されています。従いま
して、次に掲げる用途での使用は意図しておらず、お客様が｢当社商品｣をこれら
の用途に使用される際には、｢当社｣は｢当社商品｣に対して一切保証をいたしませ
ん。ただし、次に掲げる用途であっても「当社」の意図した特別な商品用途の場
合や特別の合意がある場合は除きます。
(a) 高い安全性が必要とされる用途（例：原子力制御設備、燃焼設備、航空・宇
宙設備、鉄道設備、昇降設備、娯楽設備、医用機器、安全装置、その他生命・
身体に危険が及びうる用途）
(b) 高い信頼性が必要な用途（例：ガス・水道・電気等の供給システム、24 時間
連続運転システム、決済システムほか権利・財産を取扱う用途など）
(c) 厳しい条件または環境での用途（例：屋外に設置する設備、化学的汚染を被
る設備、電磁的妨害を被る設備、振動・衝撃を受ける設備など）
(d) ｢カタログ等｣に記載のない条件や環境での用途
(7) 上記 3.(6)(a)から(d)に記載されている他、｢本カタログ等記載の商品｣は自動車
（二輪車含む。以下同じ）向けではありません。自動車に搭載する用途には利用
しないで下さい。自動車搭載用商品については当社営業担当者にご相談ください。

4. 保証条件
｢当社商品｣の保証条件は次のとおりです。
(1) 保証期間 ご購入後１年間といたします。
（ただし｢カタログ等｣に別途記載がある場合を除きます。
）
(2) 保証内容 故障した｢当社商品｣について、以下のいずれかを｢当社｣の任意の判断
で実施します。
(a) 当社保守サービス拠点における故障した｢当社商品｣の無償修理
（ただし、電子・機構部品については、修理対応は行いません。
）
(b) 故障した｢当社商品｣と同数の代替品の無償提供
(3) 保証対象外 故障の原因が次のいずれかに該当する場合は、保証いたしません。
(a) ｢当社商品｣本来の使い方以外のご利用
(b) ｢利用条件等｣から外れたご利用
(c) 本ご承諾事項｢3. ご利用にあたってのご注意｣に反するご利用
(d) ｢当社｣以外による改造、修理による場合
(e) ｢当社｣以外の者によるソフトウェアプログラムによる場合
(f) ｢当社｣からの出荷時の科学・技術の水準では予見できなかった原因
(g) 上記のほか｢当社｣または｢当社商品｣以外の原因（天災等の不可抗力を含む）

5. 責任の制限
本ご承諾事項に記載の保証が、｢当社商品｣に関する保証のすべてです。
｢当社商品｣に関連して生じた損害について、｢当社｣および｢当社商品｣の販売店は責任
を負いません。

6. 輸出管理
｢当社商品｣または技術資料を、輸出または非居住者に提供する場合は、安全保障貿易
管理に関する日本および関係各国の法令・規制を遵守ください。お客様が法令・規則
に違反する場合には、｢当社商品｣または技術資料をご提供できない場合があります。

● ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容については、本誌またはユーザーズマニュアルに掲載しております。
● 本誌にご使用上の注意事項等の掲載がない場合は、ユーザーズマニュアルのご使用上の注意事項等を必ずお読みください。
● 本製品の内、外国為替及び外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物(又は技術)に該当するものを輸出(又は非住居者に提供)する場合は同法に基づく輸出許可、
承認(又は役務取引許可)が必要です。

インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー
●製品に関するお問い合わせ先

●その他のお問い合わせ先
納期・価格・サンプル・仕様書は貴社のお取引先、または貴社
担当オムロン販売員にご相談ください。
オムロン制御機器販売店やオムロン販売拠点は、Web ページで
ご案内しています。

携帯電話・PHS・ＩＰなどではご利用いただけませんので、下記の電話番号へおかけください。

電話

055-982-5015（通話料がかかります）

■営 業 時 間 ：8:00～21:00

■営 業 日 ：365日

●FAXやWebページでもお問い合わせいただけます。
FAX 055-982-5051 / www.fa.omron.co.jp
Web版カタログ

2022年2月現在

オムロン制御機器の最新情報がご覧いただけます。

www.fa.omron.co.jp
緊急時のご購入にもご利用ください。
（C）OMRON Corporation 2022

All Rights Reserved.

お断りなく仕様などを変更することがありますのでご了承ください。

