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フ ァンキッ トの交換
Cat.No. 2198-SK1-FAN060、 2198-SK1-FAN092

本マニュアルは、 Kinetix® 5700 回生バス電源とそれに対応する 1 軸インバータで使用
されている冷却ファンの交換について説明します。 配線、 電源の投入、 ト ラブル
シューティング、 および Logix 5000™ 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。

各キッ トには、 組立て済みのファンとファンキャ リ アが含まれています。 ファンキャ
リ アには、 押すとファンアセンブリから ド ラ イブモジュールを取り外すこ とができ
る、 スナップ機構がついています。

ファンキッ ト交換アプリケーシ ョ ン

ファンキッ トの取り外しと交換

ファンキッ トの
Cat. No. Kinetix 5700 ドライブモジュールのタイプ

Kinetix 5700 ドライブモジュールの
Cat. No.

2198-SK1-FAN060 回生バス電源 2198-RP088

2198-SK1-FAN092

回生バス電源

2198-RP200

2198-RP263

2198-RP312

1 軸インバータ
2198-S263-ERS3、 2198-S263-ERS4

2198-S312-ERS3、 2198-S312-ERS4

注意 ：人身傷害を避けるために、 製品から慎重にファンアセンブリを取り外して くだ

さい。 特に、 シート メ タルや、 プラスチック部品の鋭いエッジに注意して ください。

感電の危険 ：感電の危険や人身傷害を避けるために、 製品の電源を切断し、 保守サー

ビスをする前に安全な状態であることを確認して ください。 このシステムには複数の

電源を使用できます。 システムをオフにするためには、 複数のディスコネク トスイッ

チが必要な場合があります 製品に電源を再投入する前に、 ファンキッ トのすべての分

解、 取付け、 配線をして ください。

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2198-um002_-en-p.pdf


以下の手順に従って、 ファンキッ ト を取り外して交換して ください。

1. ファンアセンブ リ を取り外します。

a. 作業を続ける前に、 少な く と も 5 分間、 すべての制御電源および入力電源

が製品から取り除かれているこ とを確認して ください。

b. ファンキャ リ アの外側のスナップ機構を押します。

c. ファンアセンブ リ をド ラ イブモジュールから引き出し、 ファンのハーネス

プラグをファンアセンブ リから取り外します。

2. ファンアセンブ リの交換品を取付けます。

a. ファンのハーネスプラグをファンアセンブ リ と接続します ( プラグとハウ

ジングはキーで固定されている )。

b. スナップ機構と下部の開口部を合わせます。

ド ライブモジュール内部のファンのハーネスは、 慎重に交換してください。

c. ファンアセンブ リ を押して所定の場所に入れ、 ファンアセンブ リがド ラ イ

ブモジュールの内側に適切に押し込まれているか確認します。

d. 電源を再投入し、 交換したファンが正常に稼働しているか確認します。

スナップ機構を押して、

ド ライブモジュールをファン

アセンブリから引き出します。

ファン

アセンブリ

底面図

ファンのハーネスクリ ップを

押し、 ファンプラグを

ハウジングから引き出します。

Kinetix 5700 回生バス電源

(2198-RP088 バス電源を示す )
Allen-Bradley、 Kinetix、 Logix5000、 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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