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Kinetix 5700 パッシブ ・ シャン ト ・ モジュール
パッシブ ・ シャン ト ・ モジュールについて

Kinetix® 5700 パッシブシャン トは、ド ラ イブの内部シャン ト容量を超えたアプリ ケーシ ョ ン

にシャン ト容量を追加するための外部モジュールです。

Cat.No. 2198-R014、 2198-R031、および 2198-R127 は、 エンクロージャ内に収容されている

レジスタコイルで構成されています。 Cat.No. 2198-R004 は、 エンク ロージャのないシャン

ト レジスタです。

配線、 電源の投入、 ト ラブルシューティング、 ControlLogix® または CompactLogix™ コン ト

ローラ と の統合については、 『Kinetix 5700 サーボ ド ラ イブ ユーザーズマニュ アル』

(Pub No. 2198-UM002) を参照して ください。

2198-R014、 2198-R031、 および 2198-R127
シャン トモジュール

2198-R004
シャン ト レジスタ
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Kinetix 5700 パッシブ ・ シャン ト ・ モジュール
2198-R014、 2198-R031、 および 2198-R127 シャン ト

モジュールの取付け

Cat.No. 2198-R014、 2198-R031、および 2198-R127 を取付ける場合は、以下のガイ ド ライン

を参照してください。

• 換気カバーを取り外して、 取付け穴が見えるよ うにします。

– カバーは 5/16 インチの六角ねじで固定されています。

• ド ラ イブ ・ システム ・ キャビネッ トの外側の換気された場所にシャン トモジュール

を取付け、 以下の図に示す間隔要件を満たしているこ とを確認します。

– 電磁波障害 (EMI) の影響を軽減するために、 シャン トエンク ロージャをパネル

に接着します。 高周波 (HF) ボンディングの概念については、 『System Design for
Control of Electrical Noise Reference Manual』 (Pub No. GMC-RM001) を参照してく

ださい。

– 取付け穴の位置については、 5 ページの 「製品寸法」 を参照して ください。

• M10 (3/8 インチ ) 留め具を使用して、 シャン トモジュールを取付けます。

• 換気カバーを元に戻します。

間隔要件 ( シャン トモジュール )

ド ライブシステムの取付けについては、 『Kinetix 5700 サーボド ライブ ユーザーズマニュア

ル』 (Pub No. 2198-UM002) を参照してください。

注意 : 2198-R127 シャン トモジュールの重量は 22.2kg (49 ポンド ) であるため、

持ち上げには危険が伴います。 人体への危険を防止するために、 製品を持ち

上げる際は十分に注意を払って ください。

注意 : これらの Bulletin 2198 パッシブ ・ シャン ト ・ モジュールの性能を最大限

に引き出すには、取り外し可能なカバーを上に向けた状態で、シャン ト をド

ライブキャビネッ トの外側に取付ける必要があります。

610 (24)

152
(6.0) 152

(6.0)
152

(6.0)

寸法は、 mm ( インチ ) 単位です。

2198-R014、 2198-R031、
および 2198-R127

5/16 インチ  六角ねじ

5/16 インチ  
六角ねじ

側面図

取り外し可能カバー
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Kinetix 5700 パッシブ ・ シャン ト ・ モジュール
2198-R004 シャン ト レジスタの取付け

Cat.No. 2198-R004 を取付ける場合は、 以下のガイ ド ラインを参照して ください。

• シャン ト レジスタをド ラ イブ ・ システム ・ キャビネッ ト内のサブパネルに直接取付

けます。

– 間隔要件については以下の図を参照し、取付け穴の位置については 6 ページの製

品寸法を参照してください。

– 電磁波障害 (EMI) の影響を軽減するために、 シャン トエンク ロージャを接着し

ます。 高周波 (HF) ボンディングの概念については、『System Design for Control of
Electrical Noise Reference Manual』 (Pub No. GMC-RM001) を参照してください。

• M5 (#10) 留め具を使用して、 シャン トモジュールを取付けます。

間隔要件 ( シャン ト レジスタ )

注意 : 最大限の性能を引き出すために、 2198-R004 シャン ト レジスタをド ライ

ブキャビネッ ト内に垂直に取付けて ください。

152 (6.0)

76
(3.0)

76
(3.0)

76 (3.0)

76
(3.0)

寸法は、 mm ( インチ )
単位です。

2198-R004 シャン ト レジスタ

( サブパネルに取付けたもの )

Ø (2)
5.6 (7/32) 取付け穴

M5 (#10) 取付け具

エンクロージャ

内部のサブパネルエンクロージャ内部の

サブパネル

サブパネルの

前面図
サブパネルの

側面図
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Kinetix 5700 パッシブ ・ シャン ト ・ モジュール
製品寸法

以下の寸法は、 エンクロージャがあるユニッ トに適用されます。

Cat.No. 2198-R014、 2198-R031、 および 2198-R127

注意 : 動作中はレジスタに触らないで ください。 シャン ト レジスタには熱保

護装置がないため、表面温度が 385°C (725°F) まで上昇することがあります。 可
燃物の近くにレジスタを取付けないで く ださい。 このパッシブ ・ シャン ト ・

レジスタの横に取付けたコンポーネン トはこの影響を直接受け、過熱状態に

陥ることがあります。 そのため、 ユーザが触れないようにシャン ト レジスタ

を取付けて ください。

Cat. No. A B C D E F G

2198-R014 445 (17.5) 191 (7.5) 492 (19.38) 483 (19.0)
178 (7.0)

254 (10.0) 251 (9.88)

2198-R031 635 (25.0) 343 (13.5) 683 (26.88) 673 (26.5) 406 (16.0) 403 (15.88)

2198-R127 673 (26.5) 267 (10.5) 721 (28.38) 711 (28.0) 305 (12.0) 330 (13.0) 327 (12.88)

A

B

D

C

E

F

G

寸法は、 mm ( インチ ) 単位です。

前面図左側面図

Ø (5) 配線管ノ ックアウト

12.7 (0.5)

Ø (4)
11.1 (7/16) 取付け穴

上面図 ( カバーを取り外した状態 )

取り外し可能

カバー

5/16 インチ 六角ねじ

5/16 インチ 
六角ねじ
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Kinetix 5700 パッシブ ・ シャン ト ・ モジュール
以下の寸法は Cat.No. 2198-R004 ( エンクロージャのないユニッ ト ) に適用されます。

Cat.No. 2198-R004

配線要件 ( エンクロージャのあるユニッ ト )
以下の手順に従って、 エンク ロージャのあるユニッ トにシャン ト配線を取付けて ください

(Cat.No. 2198-R014、 2198-R031、 および 2198-R127)。

1. 4 本の 5/16 インチ六角ねじを外し、 左側のカバーを取り外します。

2. シャン ト接続を挿入できるよ う、 適切な配線管ノ ッ クアウ ト を取り外します。

3. 高温配線をサーボド ライブから端子 R1 および R2 に接続します。

R1 および R2 端子に 2.3Nm (20 ポンド インチ ) の トルクをかけて締めます。

4. サーモスタ ッ ト入力をド ラ イブ I/O からサーモスタ ッ ト ・ スペード ・ コネクタに接

続します。

5. 接地端子 ( 緑色 ) をキャビネッ トの接地バスに接続します。

接地端子に 2.3Nm (20 ポンド インチ ) の トルクをかけて締めます。

6. 左側のカバーを戻します。

注意 : シャン ト配線の損傷を防止するために、制御ワイヤとは別の配

線管を通る 1000V 定格の高温ツイストワイヤを使用して ください。 米
国電気工事規定 (NEC) および使用する地域の電気工事規定がある場合

は、 ここに記載される値や方法よりもそちらを優先して ください。

38.1 (1.5)

76.2
 (3.0)

292 (11.5)
305 (12.0) 寸法は、 mm ( インチ ) 単位です。

457mm (18 インチ ) 450°C (842°F)
高温ワイヤリード

上面図

側面図

Ø (2)
5.6 (7/32) 取付け穴
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Kinetix 5700 パッシブ ・ シャン ト ・ モジュール
Cat.No. 2198-R014、 2198-R031、 および 2198-R127

配線要件 ( エンクロージャのないユニッ ト )
2198-R004 シャン ト レジスタの リード線をサーボド ライブに直接接続します。

Cat.No. 2198-R004

シャン トモジュールの仕様

ド ラ イブ と シ ャ ン ト レジス タの組合せについては、 『Kinetix Servo Drives Specifications
Technical Data』(Pub No. KNX-TD003) を参照して ください。 シャン ト レジスタの選択を評価

するには、 Motion Analyzer ソフ ト ウェアを使用します。 Motion Analyzer ソフ ト ウェアは、

モーシ ョ ンプロ フ ァ イル と負荷要件を使用し て、 回生の必要性を判断し ます。 Motion
Analyzer ソフ ト ウェアは以下のサイ トからダウンロード して ください。

https://motionanalyzer.rockwellautomation.com/

注意 : ワイヤの損傷を防ぎ、 シャン ト接続の応力を解放するには、 クランプ

を配線管ノ ックアウトに追加し、 ワイヤを固定する必要があります。

Cat. No. 抵抗


連続出力

W
概算重量

kg ( ポンド )

2198-R004 33 400 1.8 (4.0)

2198-R014 9.4 1400 9.1 (20)

2198-R031 33 3100 16.8 (37)

2198-R127 (1)

(1) この製品の持ち上げには危険が伴います。 人体への危険を防止するために、 製品を持ち上げる際は十分に注意を払っ

て ください。

13 12,700 22.2 (49)

R1    

R2

キャビネッ ト接地バス

サーモスタ ッ ト 6.35mm (0.25 インチ ) スペード接続

グラウンド端子

ド ライブ ・ シャン ト ・

コネクタへ

側面図 ド ライブ ・ シャン ト ・ コネクタへ
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Kinetix 5700 パッシブ ・ シャン ト ・ モジュール
参考資料

以下の資料には、 当社の製品に関する追加情報が記載されています。

これらの資料は、以下の Web サイ トで閲覧したりダウンロード した りするこ とができます。

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

マニュアル名 説明

Kinetix 5700 サーボド ライブ  ユーザーズマニュアル 
(Pub No. 2198-UM002)

Kinetix 5700 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。

System Design for Control of Electrical Noise Reference Manual 
(Pub No. GMC-RM001)

電気ノ イズから生じるシステム障害を最小限に

抑えるための設計情報、 例、 手法。

Motion Analyzer System Sizing and Selection Tool ( モーシ ョ

ン ・ アナライザ ・ システムのサイズ指定および選

択ツール ) https://motionanalyzer.rockwellautomation.com/

Kinetix Motion Control システムの分析、 最適化、 選

択、および妥当性確認に使用する、総合的なモー

シ ョ ンアプリケーシ ョ ンのサイズ設定ツール

製品認定に関する Web サイ ト ： rok.auto/certifications 適合宣言、 認可、 およびその他の承認の詳細が

記載されています。

配線と接地に関するガイド ライン  (Pub No. 1770-4.1)
ロックウェル ・ オート メーシ ョ ンの産業用シス

テムの取付けに関する一般的ガイ ド ラインを提

供します。
8 Rockwell Automation Publication 2198-IN011B-JA-P - March 2019
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Kinetix 5700 パッシブ ・ シャン ト ・ モジュール
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当社のサポートサービス

以下の方法で、 サポート情報を取得できます。

マニュアルに関するご意見や要望

お客様のコ メン トは、 お客様のニーズに合ったマニュアルを提供するために役立ちます。 
本マニュアルの内容の改善についてご意見がある場合は、  
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/du/ra-du002_-en-e.pdf
「How Are We Doing?」 フォームにご記入のうえお送り 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、 および製品更新

通知。

https://rockwellautomation.custhelp.com/ 

地域のテクニカル

サポートの電話番号

お住まいの国の電話番

号をご確認く ださい。

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

ダイレク ト ・

ダイアル ・ コード

製品のダイレク ト ・ダイ

アル・コードが掲載され

ています。 このコー ド

を使用すると、テクニカ

ル・サポート ・エンジニ

アに直接、電話がつなが

ります。

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

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)

製品がどのよ うに連携

しているかについての

情報の取得、特長や機能

のチェ ック、および対応

するフ ァームウェ アを

取得できます。

http://www.rockwellautomation.com/global/support/pcdc.page 
Allen-Bradley、 CompactLogix、 ControlLogix、 Kinetix、 Rockwell Automation、 および Rockwell Software 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。

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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