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本章の内容

新製品
PowerFlex® 6000T の機能拡張は以下の通りです。

高速アプリケーション
PowerFlex 6000T は、あらゆる制御モードで出力周波数 120Hz までの⾼速アプリケーションを制御できる能力を備えています。

CIP Security 対応
PowerFlex 6000T は多層防御機能をサポートし、すべてのサイバーセキュリティインシデントにおけるセキュリティ保護のため、
CIP Security ™に対応しています。

対応⼊力電圧の拡⼤
出力電圧定格 3.3 および 4.16kV の PowerFlex 6000T A フレーム IEC ドライブは、最大 13.8kV までの⼀次⼊力電圧に対応可能です。

オプションの RealSine ソリューション
2.4 〜 4.16kV、最大 215A まで、ドライブトランス⼆次巻線の数を変更することなく使⽤でき、この電圧範囲での従来の 18 パルス
または 24 パルス仕様と比較して、各巻線が 54 パルスまたは 72 パルスを達成するように特別に位相シフトされます。オプション
の RealSine ™ソリューションにより、全⾼調波電流歪み (THDi) を最大 30％改善します。この新設計は追加のハードウェアを必要
とせず、ドライブの設置面積にも影響を与えません。

設置面積が小さい A フレーム
定格電圧 6 および 6.6kV の PowerFlex 6000T IEC ドライブが、最大出力 215A のオールインワン設計で利⽤できるようになりまし
た。これらのコンパクトドライブは、ドライブの寸法は変わらずに最大 13.8kV の主電圧で使⽤できます。
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PowerFlex 高圧ドライブの利点
ロックウェル・オートメーションは、産業⽤オートメーションと情報に専心する世界最大の企業で、80 年以上にわたって業界を
リードする⾼圧モータ制御技術の開発を続けてきました。当社のドライブは以下の機能を備えています。

⽤途分野の専門知識
約 30 年に及ぶ経験とさまざまな業種における
数千件の導⼊実績に裏付けられた⾼圧ドライ
ブからは、信頼性の⾼い実証済みの結果を得
ることができます。当社のアプリケーション
エンジニアとテストエンジニア、プロジェク
ト管理チーム、フィールド・サービス・エン
ジニアが、お客様のニーズに即したソリュー
ションを開発し、提供します。

インテリジェントモータ制御 – コネクテッド
エンタープライズ ®
⾼圧ドライブは、ドライブの健全性とプロセ
スパラメータに関する貴重な情報を制御シス
テムに提供します。Studio 5000® と
Connected Components Workbench ™ソフ
トウェアツールをフルサポートし、これらの
スマート資産を制御システムに統合するのに
必要な時間と労力を最⼩限にします。

接続性
当社の⾼圧ドライブはEtherNet/IP™通信機能
を内蔵し、その他のよく使⽤される通信プロ
トコルもサポートしています。柔軟な接続機
能と制御システムの互換性により、制御シス
テムのシームレスな統合が実現します。

実証済みの信頼性
強力な設計ガイドライン、信頼性の⾼いコン
ポーネント、少ない部品点数、制御電源ライ
ドスルー、および自動再起動機能が最大の稼
働時間をもたらします。重要な機器の冗⻑化
とバイパスオプションは、工場出荷前の動力
計試験と併せて、すべてが資産活⽤の改善に
貢献します。

安全 / 品質基準
当社の品質保証システムとプロセスにより、
最⾼品質の製品をお客様の手元に確実に届け
られるようになります。耐アーク・エンクロー
ジャ・オプションと機能安全オプションは、
人員とプロセスのための安全の最適化に役⽴
ちます。

エネルギー効率
エコ設計の冷却ファンと⾼効率の絶縁トラン
スがシステム効率を最大限に⾼め、運⽤コス
トを削減します。トランスなしの構成では、
最⾼のシステム効率を達成できます。

目的に合った製品ポートフォリオ
当社のポートフォリオは、汎⽤ファン、ポン
プ、コンプレッサの各アプリケーションや、
特殊⽤途ミキサ、コンベア、クレーン、ホイ
ストの各アプリケーションのニーズに応える
品揃えになっています。

グローバルなサポート 
豊富な設置ベースは、世界をカバーするサー
ビス / サポートネットワークによりサポート
されます。お客様は、必要なサポートを必要
な場所で必要なときに利⽤することができ
ます。

総合的なテスト
PowerFlex ⾼圧ドライブをお選びになると、
お客様のお手元に届く前に既に十分に確認済
のソリューションが約束されます。⾼圧誘導
モータによる全負荷テスト 定トルクおよび可
変トルクアプリケーションの負荷プロファイ
リングテスト テスト施設はカナダ、中国、ブ
ラジル、ポーランドにあります。
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アプリケーションに最適な PowerFlex ドライブの選択
PowerFlex ⾼圧ドライブファミリーは、ドライブとオプションの幅広い選択肢によって、アプリケーションに求められるパフォー
マンスを提供します。汎⽤の PowerFlex 6000T ドライブは、ファン、ポンプ、コンプレッサ、コンベア、ミルなどのアプリケー
ションを操作するための⾼性能な特性を備えています。特殊⽤途の PowerFlex 7000 ドライブは、ボールミルや SAG ミル、コンベ
ア、押出機、ミキサなどの特殊アプリケーションを操作するための機能拡張特性を備えています。

PowerFlex 高圧ドライブに最適な機構

要件 PowerFlex 6000T PowerFlex 7000

標準的なアプリケーション

• 可変トルク ( ファン、ポンプ、コンプレッサ ) 
• 定トルク ( 非回生アプリケーション、フラットランド

コンベア )
• 最大 120Hz までの⾼速アプリケーション

• 可変トルク ( すべて )
• 定トルク ( すべて )

ドライブシステム構成 スタンドアロン、複数のモータの場合の同期転送、負荷共有 スタンドアロン、複数のモータの場合の同期転送、負荷共有
ドライブの冷却要件 空冷式 空冷式、⽔冷式
定格モータ電圧 最大 11kV 最大 6.6kV
定格モータ電流 最大 680A 最大 720A
モータタイプ 誘導 誘導、同期
回生ブレーキ なし (2 象限動作 ) あり (4 象限動作 )
モータケーブル⻑ 最大 10km (6.2 マイル ) 最大 30km (18.7 マイル )
ゼロ速度での保持トルク あり、磁束ベクトル、クローズドループ制御モードのみ あり
耐アーク性エンクロージャ要件 なし あり - 50kA アーク閃光定格に対して認証

Special Purpose
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PowerFlex 6000T ドライブ
PowerFlex 6000T ⾼圧ドライブは、ファン、ポンプ、コンプレッサ、
コンベア、ミルなどの汎⽤アプリケーションに適しています。これ
は、100 〜 11,000kW (190 〜 14,600HP) のモータ制御アプリケー
ションや、最大 120Hz までの出力周波数の 2.3 〜 11kV 定格のモータ
に最適なソリューションです。
空冷式 PowerFlex 6000T ドライブは、通常負荷およびヘビーデュー
ティのアプリケーションでのソフトスタートと可変速度制御を可能
にすることで、最大のエネルギー効率を実現するよう設計されてい
ます。
低⼊力⾼調波とほぼ 1 の力率を実現するために、このドライブではカ
スケード H ブリッジ (CHB) トポロジが使⽤されています。このトポ
ロジは、内蔵された位相シフト絶縁トランスと直列接続のパワーセ
ルを位相ごとに組み合わせています。
PowerFlex 6000T ドライブは、Studio 5000 アドオンプロファイルと
のプレミア統合により、積分時間を短縮します。TotalFORCE ドライ
ブは、稼働を継続させる適応制御が組み込まれ、さらに保守のスケ
ジューリングを簡略化する保守分析機能を備えています。

PowerFlex 7000 ドライブ
PowerFlex 7000 ⾼圧製品ラインは、重工業分野での
広範なニーズと構成に適合するように設計されてい
ます。⾼性能、安全、堅牢な通信機能により、海上
石油プラットフォーム、天然ガスや石油のパイプラ
イン、採掘現場、給排⽔施設から海洋アプリケーショ
ンなどにわたる重要な分野で、お客様の資産活⽤率
を⾼め、安全性のリスクを低減します。
PowerFlex 7000 ⾼圧 AC ドライブには、Direct-to-
Drive ™テクノロジを採⽤した AFE ( アクティブ・フ
ロント・エンド ) および⾼性能トルク制御などのドラ
イブ構成と制御オプションがあり、アプリケーショ
ンのニーズに簡単に対応できます。この機能に加え
て、安全トルクオフ (STO) 制御オプション、
ArcShield ™耐アーク・エンクロージャ・オプション
が加わることで、PowerFlex 7000 ドライブは、重要
な資産のためにより⾼い性能と安全を提供する完全
なソリューションとなります。
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高圧ドライブの選択フローチャート

モータ電圧が 6.6kV を
超えていますか ?

⽔冷式ドライブが必要ですか ?

耐アーク性ドライブが
必要ですか ?

アプリケーションは
回生ですか ?

モータケーブル⻑が 10km を
超えていますか ?

同期モータが必要ですか ?

開始

はい

いいえ

いいえ

「PowerFlex 6000T ⾼圧 AC ドライブ」を
参照してください。

「PowerFlex 7000 ⾼圧 AC ドライブ」を
参照してください。

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

はい

はい

はい

はい

はい

90Hz を超えるオーバー
スピードが必要ですか ?

はい

いいえ
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PowerFlex 高圧ドライブの比較
PowerFlex ドライブの比較

特⻑
PowerFlex 6000T 汎⽤ドライブ PowerFlex 7000 専⽤ドライブ

空冷式 空冷式 ⽔冷式
定格電力範囲 (2.3/2.4kV のとき ) 最大 2390kW (3205HP) 150 〜 1500kW (2000HP) —
定格電力範囲 (3kV のとき ) 最大 2990kW (4010HP) —
定格電力範囲 (3.3kV のとき ) 最大 3280kW (4398HP) 187 〜 3600kW (4750HP) —
定格電力範囲 (4/4.16kV のとき ) 最大 4140kW (5525HP) 261 〜 4400kW (5750HP) 2240 〜 3900kW (5000HP)
定格電力範囲 (6kV のとき ) 最大 5970kW (8006HP)

—
定格電力範囲 (6.3kV のとき ) 最大 6300kW (8450HP)
定格電力範囲 (6.6kV のとき ) 最大 6570kW (8810HP) 400 〜 6000kW (8000HP) 3000 〜 5595kW (7500HP)
定格電力範囲 (6.9kV のとき ) 最大 6870kW (9210HP)

—定格電力範囲 (10kV のとき ) 最大 9950kW (13,343HP)
定格電力範囲 (11kV のとき ) 最大 10,950kW (14,686HP)
トポロジ カスケード H ブリッジ CSI PWM
モータタイプ 誘導 誘導と同期

制御電源 120V 60Hz、240V 60Hz、110V 50Hz、または
220/230V 50Hz 220/240V または 110/120V、単相 - 50/60Hz (20A)

⼊力定格電圧 2.4kV、3kV、3.3kV、4.16kV、6kV、6.6kV、
6.9kV、7.2kV、10kV、11kV、13.8kV 2.4kV、3.3kV、4.16kV、6.6kV 4.16kV、6.6kV

⼊力電圧許容範囲 公称値の ±10% 公称値の ±10%
⼊力電圧低下 公称値の -30% 公称値の -30%、ディレーティング時も継続
⼊力周波数 50/60Hz、±5% 50/60Hz、±5%
⼊力力率 > 0.95 > 0.95 (AFE 整流器 )

⼊力インピーダンス装置 多相絶縁トランス
• ラインリアクタ (Direct-to-Drive AFE)
• 絶縁トランス (AFE)
• 多相絶縁トランス (18 パルス )

VFD システム効率の標準値(1) • 500kVA まで = 96%
• 500kVA を超過 = 96.5% > 97.5% (Direct-to-Drive AFE)、> 98% (18 パルス )

VFD ノイズレベル(2) • A フレームドライブ : 80dB(A)
• B および H フレームドライブ : <85dB(A) < 85dB (A)

出力電圧

0 〜 2300/2400V、0 〜 3000V、0 〜 3300V、
0 〜 4000/4160V、0 〜 6000V、0 〜 6300V、
0 〜 6600V、0 〜 6900V、0 〜 10,000V、
0 〜 11,000V

0 〜 2300V、0 〜 3300V、
0 〜 4000V、0 〜 6600V(3) 0 〜 4000V、0 〜 6600V(3)

過負荷容量

• 10 分ごとに 1 分間 110% の過負荷
( 通常の負荷 )

• 10 分ごとに 1 分間 150% の過負荷
( 重い負荷 )

• 10 分ごとに 1 分間 110% の過負荷 ( 通常の負荷 / 可変トルク負荷 )
• 10 分ごとに 1 分間 150% の過負荷 ( ⾼負荷 / 定トルク負荷 )

整流器の構成 18 パルス〜 54 パルス

• Direct-to-Drive  
( トランスなしの AFE 整流器 )

• 独⽴した絶縁トランス付き AFE
• トランス内蔵の AFE
• 独⽴した絶縁トランス付き

18 パルス

• Direct-to-Drive ( トランスなしの
AFE 整流器 )

• 独⽴した絶縁トランス付き AFE
• 独⽴した絶縁トランス付き

18 パルス

整流器スイッチ ダイオード SGCT (AFE 整流器 )、SCR (18 パルス )
インバータの構成 パルス幅変調 (PWM) パワーセル パルス幅変調 (PWM)
インバータスイッチ IGBT SGCT
出力電流 THD < 3% < 5%
モータへの出力波形 正弦波に近い電流と電圧 正弦波に近い電流と電圧
⾼圧絶縁 光ファイバー 光ファイバー

制御方法

• V/f
• センサレスベクトル制御 (SVC)
• 磁束ベクトル制御 ( エンコーダレス )
• エンコーダフィードバック付きの磁束

ベクトル制御 ( オプション )

• デジタルセンサレス直接ベクトル
• エンコーダフィードバック付きの完全ベクトル制御 ( オプション )

速度調整

•  ±0.5% (V/f および SVC 制御 )
• ≤ ±0.1% ( オープンループのベクトル制御 )
• ≤ ±0.01% ( クローズドループのベクトル

制御 )

• 0.1% ( エンコーダフィードバックなし )
• 0.01 〜 0.02% ( エンコーダフィードバック付き )

出力周波数 0.3 〜 120Hz、最大 200:1 速度範囲 (FVC CL) • 0.2 〜 75Hz ( 標準 )
• 0.2 〜 90Hz ( オプション )

加速 / 減速時間 0 〜 3276 秒 0 〜 4800 秒
フライングスタート機能 あり あり
電源切断時の自動再起動 あり あり
回生モータブレーキ なし あり
Rockwell Automation Publication PFLEX-SG003I-JA-P - November 2022 7



PowerFlex 高圧 AC ドライブ 選択ガイド
オペレータインターフェイス 10 インチ 拡張カラータッチスクリーン 10 インチ 拡張カラータッチスクリーン

言語

英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、
ロシア語、ドイツ語、フランス語、
イタリア語、ポーランド語、韓国語、日本語、
トルコ語、チェコ語

英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、ドイツ語、
フランス語、イタリア語、ポーランド語、韓国語、日本語、トルコ語、
チェコ語

外部デジタル⼊力定格  DC24V ( 標準 )、120/240V が使⽤可能 • AC または DC50 〜 60Hz
• 120 〜 240V – 1mA

外部デジタル出力定格 ドライ接点定格、DC24V、最大 2A • AC または DC50 〜 60Hz
• 30 〜 260V – 1A

アナログ⼊力 (2) 絶縁、DC0 〜 10V (3) 絶縁、4 〜 20mA または 0 〜 10V

アナログ出力 (2) 非絶縁、DC0 〜 10V または 4 〜 20mA (1) 絶縁、4 〜 20mA、
(8) 非絶縁、0 〜 10V (600Ω)

通信プロトコル ( オプション )
EtherNet/IP、Modbus RTU フォロワ RS-485、
Modbus-TCP、Modbus-PLUS フォロワ
RS-485、PROFIBUS RS-485

EtherNet/IP、RI/O、DeviceNet®、Lon Works、Can Open、PROFIBUS DP、
RS485 HVAC、Modbus、RS-485 DF1、Interbus、RS-232 DF1、
ControlNet®、USB

モータケーブル⻑

• 最大 800m (0.5 マイル )
• 最大 2km (1.2 マイル )、出力 dv/dt フィルタ

付き
• 最大 10km (6.2 マイル )、カスタムフィルタ

付き

30km (18.6 マイル )

安全

• UL バージョン : 電気機械式およびトラップ
キー機械式インターロック ( 標準 )

• IEC バージョン : 電気機械式インターロック
( 標準 ) およびトラップキー機械式インター
ロック ( オプション )

• トラップキー機械式インターロック
• 安全トルクオフ

デジタルセキュリティ • CIP Security ™準拠設計 なし なし

エンクロージャ • IP31( 標準 )
• IP42 ( オプション )

• IP21/NEMA タイプ 1 ( 標準 )
• IP42 ( オプション )

耐アークエンクロージャ なし あり、ArcShield オプションを利⽤可能

完成構造

• エポキシ粉末 - 塗料
• 外装 Sandtex ライトグレー (RAL 7035 と

同等 )、黒色のテクスチャ加工 (RAL 8022 と
同等 )、テクスチャ加工 LV ドア

• 内装 - 制御サブプレート - ⾼光沢の白色
(RAL 9003 と同等 )

• エポキシ粉末 - 塗料
• 外装 Sandtex ライトグレー (RAL 7035 と同等 )、黒色のテクスチャ加工

(RAL 8022 と同等 )、テクスチャ加工 LV ドア
• 内装 - 制御サブプレート - ⾼光沢の白色 (RAL 9003 と同等 )

コンフォーマルコーティング あり あり

周囲温度 ( 動作 ) • 0 〜 40°C (32 〜 104°F)( 標準 )
• 0 〜 50°C (32 〜 122°F)( オプション )

• 0 〜 40°C (32 〜 104°F)( 標準 )
• 0 〜 50°C (32 〜 122°F)( オプション )

周囲温度 ( 保管 ) -25 〜 +55ºC (-13 〜 +133ºF) -40 〜 +70°C (-40 〜 +158°F)
相対湿度 最大 95% ( 結露なきこと ) 最大 95% ( 結露なきこと )

⾼度
• 0 〜 1000m (0 〜 3280 フィート )( 標準 )
• 1001 〜 5000m (3284 〜 13,123 フィート )

( オプション )(1)

• 0 〜 1000m (0 〜 3280 フィート )( 標準 )
• 1001 〜 5000m (3284 〜 16,404 フィート )( オプション )(1)

設計規格 NEMA、ANSI、IEEE、UL、CSA、IEC、CE、
EEMAC NEMA、ANSI、IEEE、UL、CSA、IEC、CE、EEMAC

方向 – トルク 正方向と逆方向、モータリング 正方向と逆方向、モータリングと
回生 —

(1) 標準の 4 極誘導モータに基づく。
(2) 冗⻑ファンオプションなし。冗⻑ファンオプションありの場合、<215A は 83dB(A)、216 〜 680A は 85dB(A) のまま。
(3) Direct-to-Drive AFE 構成の場合、最大出力電圧は⼊力電圧より約 3 〜 4% 低くなります。

PowerFlex ドライブの比較 ( 続き )

特⻑
PowerFlex 6000T 汎⽤ドライブ PowerFlex 7000 専⽤ドライブ

空冷式 空冷式 ⽔冷式
8 Rockwell Automation Publication PFLEX-SG003I-JA-P - November 2022



PowerFlex 高圧 AC ドライブ 選択ガイド
標準的なアプリケーションの負荷トルクプロファイル
標準的なアプリケーションの負荷トルクプロファイル

アプリケーション

負荷
トルク

プロファ
イル(1)

標準的な負荷トルク
( 全負荷トルクの割合 (%))(2)

追加の始動
トルクの

ために
エンコーダが
必要ですか ?

標準的な
過負荷定格

(%)

必要な
ドライブ
サービス
負荷定格

回生
ブレーキ

または
減速が

必要ですか ?

推奨ドライブ
切断 加速 ピーク

動作

ファン
( 遠心、
周囲 )

ダンパー閉 VT 25 60 50 いいえ 110 通常 チェック事項(3) PowerFlex 6000G/T

ダンパー開 VT 25 110 100 いいえ 110 通常 チェック事項 (3) PowerFlex 6000T
PowerFlex 7000

ファン
( 遠心、
⾼温ガス )

ダンパー閉 VT 25 60 100 いいえ 110 通常 チェック事項 (3) PowerFlex 6000G/T

ダンパー開 VT 25 200 175 いいえ カスタム(4) カスタム (4) チェック事項 (3) PowerFlex 6000T
PowerFlex 7000

ファン ( プロペラ、
軸流 ) VT 40 110 100 いいえ 150

ヘビー
デューティ
( ⾼負荷 )

チェック事項 (3) PowerFlex 6000T

キルン ( ロータリ、
ロードあり ) CT 250 125 125 はい カスタム (4) カスタム (4) チェック事項 (3) PowerFlex 6000T

PowerFlex 7000

ブロワ
( 遠心 )

ダンパー閉 VT 30 50 40 いいえ 110 通常 チェック事項 (3) PowerFlex 6000G/T

ダンパー開 VT 40 110 100 いいえ 150
ヘビー

デューティ
( ⾼負荷 )

チェック事項 (3) PowerFlex 6000T

チッパー ( 木材 )、
無負荷始動 CT 50 40 200 いいえ カスタム (4) カスタム (4) チェック事項 (3) PowerFlex 6000T

PowerFlex 7000

ポンプ

遠心力、放電開 VT 40 100 100 いいえ 110 通常 チェック事項 (3) PowerFlex 6000G/T
遠心力、放電閉 VT 40 75 75 いいえ 110 通常 チェック事項 (3) PowerFlex 6000G/T
油田フライ
ホイール CT 150 200 200 はい カスタム (4) カスタム (4) チェック事項 (3) PowerFlex 6000T

PowerFlex 7000
プロペラ VT 40 100 100 いいえ 110 通常 チェック事項 (3) PowerFlex 6000G/T
ファンポンプ VT 40 100 100 いいえ 110 通常 チェック事項 (3) PowerFlex 6000G/T

レシプロ / 容積式 CT 175 30 175 はい カスタム (4) カスタム (4) チェック事項 (3) PowerFlex 6000T
PowerFlex 7000

ねじタイプ、始動
ドライ VT 75 30 100 いいえ 110 通常 チェック事項 (3) PowerFlex 6000G/T

ねじタイプ、
プライミング、
放電開

CT 150 100 100 はい 150
ヘビー

デューティ
( ⾼負荷 )

チェック事項 (3) PowerFlex 6000T
PowerFlex 7000

スラリー処理、
放電開 CT 150 100 100 はい 150

ヘビー
デューティ
( ⾼負荷 )

チェック事項 (3) PowerFlex 6000T
PowerFlex 7000

タービン、遠心力、
深井⼾ VT 50 100 100 いいえ 110 通常 チェック事項 (3) PowerFlex 6000G/T

ベーンタイプ、
容積式 CT 150 150 175 はい カスタム (4) カスタム (4) チェック事項 (3) PowerFlex 6000T

PowerFlex 7000
セパレータ、空気
( ファンタイプ ) VT 40 100 100 いいえ 110 通常 チェック事項 (3) PowerFlex 6000G/T

電動⽔中 [ESP] VT 20 〜 100 評価 評価 いいえ カスタム (4) カスタム (4) チェック事項 (3) PowerFlex 6000T
PowerFlex 7000

コンプレッサ

軸方向ベーン、
ロードあり VT 40 100 100 いいえ 110 通常 チェック事項 (3) PowerFlex 6000G/T

レシプロ式、
始動時アンロード CT 100 100 100 はい 150

ヘビー
デューティ
( ⾼負荷 )

チェック事項 (3) PowerFlex 6000G/T

コンベア

ベルトタイプ、
ロードあり CT 150 130 100 はい 150

ヘビー
デューティ
( ⾼負荷 )

チェック事項 (3) PowerFlex 6000T
PowerFlex 7000

ドラッグタイプ CT 175 150 100 はい カスタム (4) カスタム (4) チェック事項 (3) PowerFlex 6000T
PowerFlex 7000

ねじタイプ、
ロードあり CT 200 100 100 はい カスタム (4) カスタム (4) はい PowerFlex 7000

押出機 ( ゴムまたは
プラスチック ) CT 150 150 100 はい カスタム (4) カスタム (4) チェック事項 (3) PowerFlex 6000T

PowerFlex 7000
Rockwell Automation Publication PFLEX-SG003I-JA-P - November 2022 9



PowerFlex 高圧 AC ドライブ 選択ガイド
ミキサ

化学薬品 CT 175 75 100 はい カスタム (4) カスタム (4) チェック事項 (3) PowerFlex 6000T
PowerFlex 7000

液体 CT 100 100 100 はい 150
ヘビー

デューティ
( ⾼負荷 )

チェック事項 (3) PowerFlex 6000T
PowerFlex 7000

スラリー CT 150 125 100 はい 150
ヘビー

デューティ
( ⾼負荷 )

チェック事項 (3) PowerFlex 6000T
PowerFlex 7000

固体 CT 175 125 175 はい カスタム (4) カスタム (4) チェック事項 (3) PowerFlex 6000T
PowerFlex 7000

パルパー VT 40 100 150 いいえ カスタム (4) カスタム (4) チェック事項 (3) PowerFlex 6000T
PowerFlex 7000

バンベリー CT 200 〜 250 評価 評価 はい カスタム (4) カスタム (4) チェック事項 (3) PowerFlex 6000T
PowerFlex 7000

振動機

液体 CT 100 100 100 はい 150
ヘビー

デューティ
( ⾼負荷 )

チェック事項 (3) PowerFlex 6000T
PowerFlex 7000

スラリー CT 150 100 100 はい 150
ヘビー

デューティ
( ⾼負荷 )

チェック事項 (3) PowerFlex 6000T
PowerFlex 7000

ミル

砂糖 CT 150 評価 評価 はい 130
ヘビー

デューティ
( ⾼負荷 )

チェック事項 (3) PowerFlex 6000T
PowerFlex 7000

垂直ローラ
( 生ミル ) CT アンロード - 30

ロード - 評価 評価 評価 はい 150
ヘビー

デューティ
( ⾼負荷 )

チェック事項 (3) PowerFlex 6000T
PowerFlex 7000

循環型 CT 評価 評価 評価 はい カスタム (4) カスタム (4) チェック事項 (3) PowerFlex 6000T
PowerFlex 7000

ボールとサグ CT >150 〜 225 評価 評価 はい カスタム (4) カスタム (4) はい PowerFlex 7000

ドラグライン

バケットホイール
掘削機および
リクレーマ

CT >150 評価 評価
チェック
事項 (4) 175 〜 225

ヘビー
デューティ
( ⾼負荷 )

はい PowerFlex 7000

ドラグライン CT >150 評価 評価
チェック
事項 (4) 175 〜 225

ヘビー
デューティ
( ⾼負荷 )

はい PowerFlex 7000

クレーンおよび
ホイスト CT 評価 評価 評価

チェック
事項 (4) 150

ヘビー
デューティ
( ⾼負荷 )

はい PowerFlex 7000

冷却装置 冷却装置 CT 評価 評価 評価
チェック
事項 (4) 110 通常 チェック事項 (3) PowerFlex 6000

推進機 船舶プロペラ CT >120 評価 評価 はい カスタム (4) カスタム (4) はい PowerFlex 7000

(1) CT: 定トルク、VT: 可変トルク
(2) 網掛けの負荷トルク属性は、PowerFlex 6000T ドライブ定格に影響を与える可能性があります。ロックウェル・オートメーションの担当部署または当社代理店までお問い合わせください。
(3) 回生や迅速な減速が必要な場合は、PowerFlex 7000 ドライブを選択してください。
(4) ドライブ定格については、ロックウェル・オートメーションの担当部署または当社代理店までお問い合わせください。

標準的なアプリケーションの負荷トルクプロファイル ( 続き )

アプリケーション

負荷
トルク

プロファ
イル(1)

標準的な負荷トルク
( 全負荷トルクの割合 (%))(2)

追加の始動
トルクの

ために
エンコーダが
必要ですか ?

標準的な
過負荷定格

(%)

必要な
ドライブ
サービス
負荷定格

回生
ブレーキ

または
減速が

必要ですか ?

推奨ドライブ
切断 加速 ピーク

動作
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PowerFlex 高圧 AC ドライブ 選択ガイド
PowerFlex 6000T 高圧 AC ドライブ

PowerFlex 6000T ドライブは、堅牢な動力構造と安全お
よびスマート機能を備え、実績あるテクノロジをコン
パクトなデザインで提供します。TotalFORCE®テクノロ
ジによって提供されるユーザフレンドリな制御とプレ
ミア統合により、⽴上げ時間が短縮され、ドライブのラ
イフサイクル全体にわたるドライブとプロセスの稼働
時間が増加します。

特⻑
• V/f、汎⽤アプリケーションに適したセンサレス

ベクトル制御 (6000G/6000T)
• ⾼い始動トルクと低速動作を必要とするアプリ

ケーション向けの磁束ベクトル制御 (6000T のみ )
• 出力フィルタなしで最大 800m (2625 フィート )、

フィルタ付きで最大 10km (6.2 マイル ) のモータ
ケーブル⻑をサポート

• 自動セルバイパスにより、ダウンタイムを最⼩限
にするために容量を抑えて連続運転が可能で、ド
ライブをサイズアップする必要なし

• EtherNet/IP をはじめとしたさまざまな通信モジュールをサポート
• コンパクトな設計によるクラス最⼩の設置面積、3 つのフレームサイズ ( 最大 70A、71 〜 140A、141 〜 215A) の 2.3 〜 6.6kV

がある
• NEMA タイプ 1/IP31 または IP42 ( オプション ) の強化エンクロージャはメンテナンスが容易なフロントアクセス設計で、電

気機械式インターロック ( 標準 ) やトラップキー機械式インターロック ( オプション ) などの組込み安全機能を搭載
• 同期転送およびバイパス (2.4 〜 11kV で使⽤可能 ) は、1 台のドライブで最大 10 台のモータを最大 680A ( 合計で最大 3000A)

で起動可能
• ドライブをサイズアップすることのないオプションのサージアレスタ
• マルチレベルのカスケード H ブリッジ設計で、VFD とトランスを含めて 96.5％の効率を実現
• プレミア統合を介した Studio 5000 環境で容易な構成、統合、視覚化を実現 - ドライブ資産の Logix 制御プロジェクトへの

統合で得られる共通したメリット。PowerFlex 6000T アドオンプロファイルは、事前構成済みデータトランスレータ、視覚
的なユーザインターフェイス、およびデータコンフィギュレータを 1 つにまとめたもので、ドライブデータを上位の制御シ
ステムに送信する主要なツールです。

• Connected Components Workbench ソフトウェアによるデバイスプロファイルの完全サポート - 単⼀のソフトウェアパッ
ケージ ( デバイスに接続またはオフライン ) での構成、プログラミング、および可視化が容易

• 10 インチ大型カラータッチスクリーン拡張 HIM (eHIM) によるシンプルで直感的なオンマシンの制御、モニタ、および診断
の各操作 

• 広範な⼊力電源モニタ機能 - kW、kVA、kVAR、累積 kWh、MWh、および力率 
• 単⼀ファイルからのすべてのメイン・コントロール・ボードおよびパワーセルの Flash-over-Fiber ファームウェア更新を迅

速かつセキュアに実⾏
• フォレンジック・データ・レコーダ機能によって、より包括的で迅速なトラブルシューティングが可能
• リアルタイムの予測および予防保守診断により、ファンの寿命を予測し、ドライブと重要なコンポーネントの寿命に関する

要件をモニタして、計画外のダウンタイムを防止
• 本質的にすべての制御モードで最大 120Hz までの出力周波数の⾼速アプリケーションを制御可能
• CIP Security 対応により多層防御戦略をサポートし、あらゆるサイバーセキュリティインシデントに対してセキュリティ保

護を実現
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PowerFlex 高圧 AC ドライブ 選択ガイド
同期転送バイパス
同期転送は、1 台のドライブによる複数モータの制御始動と速度制御に使⽤します。このドライブを使⽤して、大型モータのソフ
トスタートによって突⼊電流を制限したり、プロセスに応じて、複数のモータの速度を⼀度に 1 台ずつ制御したりすることができ
ます。同期転送によりモータの機械的な摩耗や破断が抑えられるため、モータの寿命が延びます。ユーザの投資および運⽤コスト
も削減されます。

• 2.3 〜 11kV で使⽤可能
• 1 台のドライブで最大 10 台のモータを最大 680A ( 合計で最大 3000A) で起動可能
• バンプレス転送
• 天然ガスまたは石油パイプラインのアプリケーションに最適
• EtherNet/IP をはじめとしたさまざまな通信モジュール

NEMA 3R エンクロージャ
PowerFlex 6000T は、屋外⽤途に適した NEMA 3R エンクロージャで使⽤できます。エンクロージャは A フレームと B フレームの
どちらのドライブにも使⽤できます。ドライブは実質的にどこにでも取付け可能なため、プラントフロアのスペースを節約でき
ます。

• ウォークイン型と非ウォークイン型の両方のエンクロージャで使⽤可能
• 強制冷却式と気 - 気式の両方の熱交換方式で使⽤可能
• IP54 でも使⽤可能 
• コンクリートパッドは不要
• 動作温度範囲 : -40 〜 +50°C(-40 〜 +122°F)
• 最適なエネルギー効率のための PLC 制御エンクロージャ熱管理システム
• 気 - 気式熱交換器設計によるオプションのクローズドループ内部冷却システム
• 簡単な取付け : 3 線⼊力、3 線出力
• 最⼩限のフィルタメンテナンス
• 総所有コストの削減

VFD

M2 M1

+X%

X%

-X%
*

*

モータ #2 VFD 出力および
バイパスキャビネット

モータ #1 VFD 出力および
バイパスキャビネット

VFD ⼊力および
出力キャビネット

制御および視覚化 / 出力
リアクタキャビネット

VFD キャビネット

固定周波数バス

可変周波数バス

保護
リレー

保護
リレー

Point I/OPoint I/OPoint I/O

VFD 出力絶縁
スイッチ

出力
リアクタ

監視制御へ

バイパス
コンタクタ

バイパス
コンタクタ

⼊力
コンタクタ

⼊力 PTバイパス PT

出力 PT 出力 PT

出力
コンタクタ

出力
コンタクタ

EtherNet/IP

低圧制御パネル

制御トランス

* シンプルになった電源配線を示す。配線はキャビネット上板
または底板にあるアクセス開口部を通します。

バイパス PT

制御トランス
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PowerFlex 高圧 AC ドライブ 選択ガイド
TotalFORCE テクノロジ
TotalFORCE テクノロジにより、アプリケーションのスループットの向上、品質の向上、およびダウンタイムの低減を実現でき
ます。

アプリケーションのスループットの向上
優れたトラッキング機能で、ドライブは速度またはトルクコマンドに厳密に従います。さらに、負荷が急激に変動した場合に外乱
を効果的に排除し、アプリケーションのスムーズな稼動と出力の増大を助けます。

最終製品の品質の向上
迅速な処理速度により、ドライブは精度の⾼い速度とトルク制御を実現できるため、最終製品の均⼀性の向上に役⽴ちます。さら
に、⾼トルク精度は、要求が非常に厳しいアプリケーションでの速度規制の維持に役⽴ちます。

機器のダウンタイムの短縮
PowerFlex 6000T ドライブは、稼動を継続的にモニタしながら、ドライブ内の電気部品の健全性を追跡し、制御システムに診断情
報をリアルタイムで報告します。この情報をもとに、機器の不具合を予測し、計画外のダウンタイムの予防策を講じることができ
ます。
さらに、ドライブ内の適応制御機能は、悪影響を及ぼす恐れがある振動を隔離し、差異の補正を自動的に⾏ない、アプリケーショ
ンの稼動状態を維持します。

負荷 固定 / 調整負荷

負荷変動

計画外のダウンタイムを削減
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PowerFlex 高圧 AC ドライブ 選択ガイド
カタログ番号の説明
以下のカタログ番号チャートを使⽤して、⾼圧ドライブの構成を理解してください。このセクションの例は、製品選択を目的とし
たものではありません。すべての組合せが有効なカタログ番号を示しているわけではありません。製品の注文の可否については、
当社までお問い合わせください。

詳細な選択、ドライブオプション、仕様、寸法、および重量については、『PowerFlex 6000 Medium Voltage AC Drives Technical
Data』(Pub.No. 6000-TD100) を参照してください。

6000T – A A 140 M J 6 AJ – J HE E – など
a b c d e f g h i j k l

a b c d
Bulletin 番号 ドライブのフレームサイズ サービスデューティ ドライブ電流定格範囲

コード 説明 コード 説明 コード 説明 コード 説明
6000G PowerFlex 6000G A A フレーム ( 空冷式 )

A
通常負荷、0 〜 1000m の⾼度。

最大 40°C (104°F) の周囲温度、10 分ごとに
1 分間 110% または 120% の過負荷

15 15A
6000T PowerFlex 6000T B B フレーム ( 空冷式 ) 680 680A

H H フレーム ( 空冷式 )

C
⾼負荷、0 〜 1000m の⾼度。

最大 40°C (104°F) の周囲温度、10 分間ごとに
1 分間 150% の過負荷

Z カスタム構成 ( 最寄りの当社事務所または
販売代理店にお問い合わせください )

e f g h
エンクロージャタイプ 公称システム電圧 ライン周波数 制御電圧

コード 説明 コード 説明 コード 説明 コード 説明 コード 説明

D タイプ 1/IP21 
( ドアガスケット使⽤ )

A 2400V L 7200V 5 50Hz AG 110V
B 3000V P 8320V 6 60Hz AJ 120V

M IP31 ( ドアガスケット
使⽤ )

C 3300V R 10,000V AL 220V
E 4160V S 11,000V AN 230V

K IP42 ( ドアガスケット
使⽤ )

G 4800V T 11,500V AP 240V
D 5500V M 12,000V
F 6000V U 12,470V
H 6300V V 13,200V
J 6600V W 13,800V
K 6900V

i j k l
標準負荷 ( モータ ) 電圧 トランス効率 ドライブ認定 オプション

コード 説明 コード 説明 コード 説明 コード 説明
A 2300V/2400V HE ⾼効率 – 銅 E IEC PowerFlex 6000 ⾼圧ドライブオプション

のリストを参照してください。B 3000V SE 標準効率 – 銅 U UL
C 3300V SA 標準効率 – アルミニウム
E 4000V/4160V
D 5500V
F 6000F
H 6300V
J 6600V
K 6900V
R 10,000V
S 11,000V
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PowerFlex 高圧 AC ドライブ 選択ガイド
PowerFlex 7000 高圧 AC ドライブ
当社の PowerFlex 7000 ⾼圧ドライブの製品ラインナップには、空冷式
および⽔冷式ドライブ、拡張電源構成のドライブ、および特に海洋アプリ
ケーションに適したドライブがあります。

PowerFlex 7000 空冷式ドライブ
2.4 〜 6.6kV で 150 〜 6000kW (200 〜 8000HP) のモータ⽤。このドライ
ブは、各電力範囲に対応するための各種フレームサイズとヒートシンクや
ヒートパイプ構成を備えています。

PowerFlex 7000 拡張電源構成
25,400kW (34,000HP) まで使⽤可能。この強力な空冷式および⽔冷式ドラ
イブモジュールは、ホットバックアップおよび冗⻑化、負荷転流形イン
バータ (LCI: Load Commutated Inverter) レトロフィット、および電源の
アップグレードのための効果的なソリューションです。

PowerFlex 7000 ⽔冷式ドライブ
4.16 〜 6.6kV で 2240 〜 6340kW (3000 〜 8500HP) のモータ⽤。このオプ
ションは、液 - 気熱交換機または液 - 液熱交換機オプションを備えたク
ローズドループ⽔冷式システムを使⽤し、冗⻑ポンプを標準装備して最適
な信頼性を提供します。

PowerFlex 7000 海上⽤ドライブ
定格電力 600kW 〜 24MW (800 〜 32,000HP) のこの⽔冷式海上⽤ドライブは、Direct-to-Drive テクノロジを採⽤して設置スペース
と重量を抑え、海上での使⽤の過酷さに耐えられるよう設計されています。
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PowerFlex 高圧 AC ドライブ 選択ガイド
特⻑
PowerFlex 7000 AC ドライブは、⾼性能の制御オプションと耐アークエンクロージャのオプションにより、優れた柔軟性を発揮し
ます

• 誘導または同期 AC モータの速度、トルク、および方向、通常負荷またはヘビーデューティ ( ⾼負荷 ) を制御
• 幅広い電力範囲 : 150 〜 25,400kW (200 〜 34,000HP) 
• 正弦波に近い電流および電圧波形により標準モータの使⽤が可能
• EtherNet/IP 通信インターフェイス。さまざまなネットワークプロトコルに対応したオプションのインターフェイス
• ドライブコンポーネントの健全性をモニタする内蔵の診断機能と検出機能により、ダウンタイムを大幅に低減
• 同期バイパスと同期転送により複数のモータシステムを制御
• Direct-to-Drive テクノロジにより、かさばる絶縁トランスをなくしてシステムのサイズと重量を減らしながら効率を向上
• 柔軟な⼊力構成 : Direct-to-Drive ( トランス不要 )、絶縁トランスが独⽴または⼀体化したアクティブ・フロント・エンド

(AFE)、トランスが独⽴した 18 パルス整流器など
• 固有の 4 象限ドライブ動作により、追加のハードウェアを使わずに回生機能で効率的なモータブレーキを実現
• 安全トルク・オフ・オプションにより、IEC 61508 および ISO 13849-1 に準拠した SIL 3、PLe までのアプリケーションをサ

ポートして作業員と設備を保護
• TorqProve ™により、停止時に機械式ブレーキが負荷を制御することを検証し、ゼロ速度で 100％の保持トルクを提供
• アクティブ・フロント・エンド (AFE) 構成で安全トルクオフ機能と TorqProve 機能の両方をサポート
• PowerFlex 7000 ドライブのモータケーブル⻑は最大 30km (18.6 マイル ) まで可能で、陸上または海洋プラットフォーム

ベースのアプリケーションに最適
• Studio 5000 Logix Designer アプリケーションがインストールされた Logix 制御プラットフォームへのプレミア統合により、

開発時間と統合時間を短縮 
• リモートモニタが使⽤可能
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PowerFlex 高圧 AC ドライブ 選択ガイド
PowerFlex 7000 (ArcShield テクノロジ塔載 )
ArcShield テクノロジを搭載した PowerFlex7000 ドライブは、アーク閃光の危険を大幅に低減し、電気機器の運転とメンテナンス
に関連するリスクを最⼩限に抑えます。ArcShield テクノロジは、AFE Direct-to-Drive 構成で利⽤でき、従業員を保護して計画外
の停止とダウンタイムを最⼩限に抑えるように設計されています。

• ⾼い回生機能を備えた、定格 50kA の初の耐アーク⾼圧ドライブ
• アークフラッシュ発生時にエネルギーを作業者から逸らす特許取得済みのプレナム設計
• ⼊力スタータと VFD の組み合わせを含む全⼀体型ソリューション
• 当社の既存の Allen-Bradley の耐アーク MCC と互換
• 40kA と 50kA のいずれのアークフォルト定格にも対応
• 低圧制御ドアが開いた状態でも機能するタイプ 2B の保護

項目 説明
1 圧力リリーフベントにより、アークフラッシュ発生時のアークガスや飛散物をエンクロージャの前面、背面、側面から逸らします。
2 ガスと飛散物はベントアップされ、プレナム排気系を通してエンクロージャ上部から排出されます。
3 特許取得済みの自閉型ベントプレートにより、ファン排気口からアークフラッシュのガスの漏出を防止します。
4 キャビネットのドアは、アークフラッシュ発生時の構造的完全性を保つため、溶接チャンネルで補強されています。
5 補強された側板、ドア、天板、裏板などの堅牢なキャビネット構成は、アーク・フォルト・エネルギーを封じ込める⾼剛性構造です。
6 ⾼強度ヒンジ、ラッチ、ボルトがドアをキャビネットにしっかりと固定して防護性を⾼めます。
7 特許取得済み自閉型ベントプレートが、前面の吸気ベントからのアークフラッシュのガスの漏出を防止します。

1

2

3

4

5 6 7
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PowerFlex 高圧 AC ドライブ 選択ガイド
カタログ番号の説明
以下のカタログ番号チャートを使⽤して、⾼圧ドライブの構成を理解してください。このセクションの例は、製品選択を目的とし
たものではありません。すべての組合せが有効なカタログ番号を示しているわけではありません。製品の注文の可否については、
当社までお問い合わせください。

7000 – A 40 D A RPDTD 1 など
a b c d e f g

a b
Bulletin 番号 動作中負荷 / 高度コード

コード 説明 コード 説明

7000A A フレーム ( 空冷式 ) A 通常の負荷、0 〜 1000m
の⾼度、最大 40°C (104°F) の周囲温度

7000 B フレーム ( 空冷式 )

B

通常負荷、1001 〜 5000m の⾼度
周囲温度の低下 (40°C (104°F) を基準とした場合 )

1001 〜 2000m = 37.5°C (99.5°F) 
2001 〜 3000m = 35°C (95°F) 

3001 〜 4000m = 32.5°C (90.5°F) 
4001 〜 5000m = 30°C (86°F) 

7000L C フレーム ( ⽔冷式 )

c C ⾼負荷、0 〜 1000m の⾼度、最大 40°C (104°F) の周囲温度
ドライブ定格電流

D ヘビーデューティ ( ⾼負荷 )、1001 〜 5000m の⾼度。周囲温度の低下
(40°C (104°F) を基準とした場合 ) - 上記 “B” コードと同じコード 説明

40 40A E 通常負荷、0 〜 1000m の⾼度。最大 35°C (95°F) の周囲温度
46 46A

F

通常負荷、1001 〜 5000m の⾼度
周囲温度の低下 (35°C(95°F) を基準とした場合 )

1001 〜 2000m = 32.5°C (90.5°F)
2001 〜 3000m = 30°C (86°F) 

3001 〜 4000m = 27.5°C (81.5°F) 
4001 〜 5000m = 25°C (77°F) 

53 53A
61 61A
70 70A
81 81A
93 93A G ヘビーデューティ ( ⾼負荷 )、0 〜 1000m の⾼度。最大 35°C (95°F) の周囲温度

105 105A J 通常負荷、0 〜 1000m の⾼度。最大 50°C (122°F) の周囲温度
120 120A L ヘビーデューティ ( ⾼負荷 )、0 〜 1000m の⾼度。最大 50°C (122°F) の周囲温度
140 140A N 通常負荷、0 〜 1000m の⾼度。最大 20°C (68°F) の周囲温度
160 160A

Z カスタム構成 ( 最寄りの当社事務所または販売代理店にお問い合わせください )185 185A
215 215A
250 250A
285 285A d
325 325A エンクロージャタイプ
375 375A コード 説明
430 430A D タイプ 1/IP21 ( ドアガスケット使⽤ )
495 495A K IP42 ( ドアガスケット使⽤ )
575 575A
625 625A
657 657A
720 720A
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PowerFlex 高圧 AC ドライブ 選択ガイド
詳細な選択、ドライブオプション、仕様、寸法、および重量については、『PowerFlex 7000 Medium Voltage AC Drives Technical
Data』(Pub.No. 7000-TD010) を参照してください。

7000 – A 40 D A RPDTD 1 など
a b c d e f g

e f
電源電圧 / 制御電圧 / 制御電源トランス (C.P.T) 選択 整流器構成 / ライン・インピーダンス・タイプ

フレーム
サイズ

電圧
周波数 (Hz)

コード コード 説明
公称ライン 制御 C.P.T あり(1)

(1) 制御電源トランスの変更はトランスのサイズに合わせて選択する必要があります (6、6B など )。

C.P.T なし(2)

(2) 制御回路電力は独⽴ / 外部電源から供給されます。

RPDTD 内蔵のラインリアクタおよび Direct-to-
Drive DC リンク付き AFE 整流器

A フレーム

2400
120

60
A AD

120 〜 240 AA —
RPTX 独⽴した絶縁トランスへの接続が可能な

AFE 整流器 ( 標準 DC リンク )3300
110

50
CY CDY

220 CP CDP

4160

110
50

EY EDY
RPTXI 内蔵絶縁トランス付き AFE 整流器

( 標準 DC リンク )(3)

(3) RPTXI 構成は “A” フレーム構成にのみ使⽤できます。

220 EP EDP
120

60
E ED

R18TX 独⽴した絶縁トランスへの接続が可能な
18 パルス整流器 ( 標準 DC リンク )(4)

(4) R18TX 構成は “B” および “C” フレーム構成にのみ使⽤できます。

120 〜 240 EA —

6600

110
50

JY JDY
220 JP JDP

110 〜 220 JAY — g
120

60
J JD オプション

240 JA — コード 説明

“B” および
“C” フレーム

2400
208

60
AHD PowerFlex 7000 ⾼圧 

ドライブオプションのリストを参照してください。480 ABD
600 ACD

3300
230

50
CPD

380 CND
400 CKD

4160

230
50

EPD
380 END
400 EKD
208

60
EHD

480 EBD
600 ECD

6600

230
50

JPD
380 JND
400 JKD
208

60
JHD

480 JBD
600 JCD
Rockwell Automation Publication PFLEX-SG003I-JA-P - November 2022 19

https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/7000-td010_-en-p.pdf


PowerFlex 高圧 AC ドライブ 選択ガイド
ドライブオプション
PowerFlex ⾼圧ドライブには、アプリケーションのニーズに応えるための各種のオプションが⽤意されています。オペレータイン
ターフェイス、通信、ドライブシステム構成、機能安全、およびモータ制御に関して、選択できるオプションが多数あります。機
器を扱うための工具も注文できます。
使⽤可能なオプションの完全なリストについては、以下の各ドライブに対応する資料を参照してください。

• 『PowerFlex 6000 Medium Voltage AC Drives Technical Data』(Pub.No. 6000-TD100)
• 『PowerFlex 7000 Medium Voltage AC Drives Technical Data』(Pub.No. 7000-TD010)

ドア取付け式のオペレータインターフェイス
いずれのドライブファミリーにも、各種パイロットライトや始動 / 停止押しボタンからヒューマン・インターフェイス・モジュー
ル (HIM) まで、ドア取付け式のインターフェイスオプションが⽤意されています。HIM は、ドライブの簡単な構成、モニタ、およ
びローカル制御を提供します。
PowerFlex 6000T ドライブは、直感的なカラータッチスクリーンによる拡張 HIM を提供します。PowerFlex 7000 は、ローカルお
よびリモート取付けの HIM オプションを提供します。

絶縁アナログ信号インターフェイス
⼊力速度リファレンスまたは出力速度、電圧、または電流リファレンスオプションから選択します。最大 4 つの出力オプションを
選択できます。

通信モジュール
複数の産業⽤ネットワーク⽤通信オプションをご⽤意しています。

• EtherNet/IP
• デュアル EtherNet/IP
• Modbus
• PROFIBUS
• PROFINET

冗⻑オプション
冗⻑ファンと電源オプションは、システムの稼働の継続を支援します。

I/O モジュールオプションとオプションカード
PowerFlex 6000T 制御ポッドを使⽤すると、必要に応じて、デジタル / アナログ I/O カードとさまざまなオプションカードを追加
できます。
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PowerFlex 高圧 AC ドライブ 選択ガイド
エンクロージャタイプ

タイプ 1/IP21 ( 汎⽤ )
タイプ 1/IP21 エンクロージャは屋内使⽤を目的としており、主として異常な使⽤条件が存在しない場所で密閉された機器との接触
に対するある程度の保護を提供します。エンクロージャは鋼板で、耐腐⾷処理が施されています。

タイプ 1/IP21 ( ドアガスケット使⽤ )
タイプ 1/IP21 ( ドアガスケット使⽤ ) エンクロージャは、ドアの周囲にガスケットを追加したタイプ 1/IP21 エンクロージャと同じ
です。これは汚染物質の侵⼊に対する保護を強化したものです。エンクロージャは鋼板で、耐腐⾷処理が施されています。

タイプ 1/IP42 ( ドアガスケット使⽤ )
タイプ 1/IP42 エンクロージャは、屋内使⽤を目的としており、密閉された機器との接触に対するある程度の保護、ワイヤやねじな
ど ( 直径 1mm 以上 ) の侵⼊に対する保護、垂直から 15° 以内の⾓度で落下する⽔滴に対する保護を提供します。エンクロージャ
は鋼板で、耐腐⾷処理が施されています。

タイプ 12/IP52 ( 防塵 )
タイプ 12/IP52 エンクロージャは、屋内使⽤を目的としており、密閉された機器と⾝体の偶発的な接触に対するある程度の保護、
粉塵、落下する汚染物質、垂直から 15° 以内の⾓度で落下する⽔滴に対する保護を提供します。エンクロージャは鋼板で、耐腐⾷
処理が施されています。

タイプ 3R ( 屋外⽤の非ウォークイン )
タイプ 3R の非ウォークインエンクロージャは、⼆重ドア構造を採⽤しています。このエンクロージャは、屋内または屋外使⽤を
目的としており、主として密閉された機器と⾝体の偶発的な接触に対するある程度の保護、落下する粉塵、雨、みぞれ、雪に対す
る保護を提供します。機器はエンクロージャ外側の氷結による損傷から保護されます。エンクロージャは鋼板で、耐腐⾷処理が施
されています。

構造の変更

耐アーク性
耐アーク性エンクロージャは、内部アーク障害時に放出されるエネルギーを人体や隣接する機器からプレナムまたは排気筒に誘導
し、そこに閉じ込めて安全に排出します。耐アーク性エンクロージャ内では、アクセス自由なエンクロージャの前面、側面、背面
や、低圧制御装置や機器コンパートメントの隔離壁の完全性が、アークの発生によって損なわれることはありません。

耐震構造
耐震エンクロージャは通常、太い基台枠材と強化構造部品でキャビネットが補強されています。寸法、重量、および重心を示す追
加の機械図面があります。
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Notes:
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参考資料
以下の資料には、ロックウェル・オートメーションの製品に関連する追加情報が記載されています。これらの資料は、
rok.auto/literature で閲覧またはダウンロードできます。

マニュアル名 説明
PowerFlex 6000 Medium Voltage Variable Frequency Drive Firmware, 
Parameters, and Troubleshooting Manual (Pub.No. 6000-TD004)

ドライブ機能、パラメータ、フォルトのトラブルシューティングに関する詳細情報が記載
されています。

PowerFlex 6000 Medium Voltage Variable Frequency Drive User Manual 
(Pub.No. 6000-UM002) 日々の定常的なドライブの使⽤、HMI、保守作業の手順が記載されています。

PowerFlex 6000 Medium Voltage AC Drives Technical Data 
(Pub.No. 6000-TD100)

技術仕様、認証、寸法、ケーブルの注意事項、ドライブのトルク機能、製品選択表に関す
る情報が記載されています。

PowerFlex 6000 Medium Voltage Variable Frequency Drive Shipping and 
Handling Manual (Pub.No. 6000-IN008) ⾼圧可変周波数ドライブおよび関連する機器の輸送と取扱いの手順が記載されています。

PowerFlex® 6000 中電圧可変周波数ドライブ 出荷、取り扱い、取り付け
マニュアル取り付け説明 (Pub.No. 6000-IN006) ドライブの設置手順、寸法、要件、配線情報が記載されています。

PowerFlex 6000T Drives Programming Manual (Pub.No. 6000-PM100) ドライブ機能、プログラミングパラメータ、フォルトとアラームのトラブルシューティン
グに関する詳細情報が記載されています。

PowerFlex 6000T Drives Hardware Service Manual (Pub.No. 6000-TG100) 日々の定常的なドライブの使⽤、HMI、保守作業の手順が記載されています。
PowerFlex 6000T Drives Shipping and Handling Product Information 
(Pub.No. 6000-PC100) PowerFlex6000T ドライブおよび関連する機器の輸送と取扱いの手順が記載されています。

PowerFlex 6000T Drives Installation Instructions (Pub.No. 6000-IN100) PowerFlex 6000T ドライブおよび関連する機器の設置手順が記載されています。

PowerFlex 7000 AC Drive A Frame User Manual (Pub.No. 7000A-UM200) 空冷式 ( フレーム A) ⾼圧可変周波数ドライブのハードウェアの交換、概要、制御および
電源コンポーネントの定義、保守、仕様に関する詳細情報が記載されています。

PowerFlex 7000 AC Drive B Frame User Manual (Pub.No. 7000-UM202) 空冷式 ( フレーム B) ⾼圧可変周波数ドライブのハードウェアの交換、概要、制御および
電源コンポーネントの定義、保守、仕様に関する詳細情報が記載されています。

PowerFlex 7000 AC Drive C Frame User Manual (Pub.No. 7000L-UM303) ⽔冷式 ( フレーム C) ⾼圧可変周波数ドライブのハードウェアの交換、概要、制御および
電源コンポーネントの定義、保守、仕様に関する詳細情報が記載されています。

PowerFlex 7000 Series Safe Torque Off User Manual 
(Pub.No. 7000-UM203)

PowerFlex 7000 安全トルク・オフ・オプションの安全要件、取付け、構成、予防保全に
関する情報が記載されています。

拡張機能付きの PowerFlex 7000 HMI 製品ユーザーズマニュアル
(Pub.No. 7000-UM201)

PowerFlex 7000 HMI インターフェイスボードの構成、セットアップ、動作、更新、トラ
ブルシューティングに関する詳細情報が記載されています。

PowerFlex 7000 Medium Voltage AC Drives Technical Data 
(Pub.No. 7000-TD010)

技術仕様、認証、寸法、ケーブルの注意事項、ドライブのトルク機能、製品選択表に関す
る情報が記載されています。

PowerFlex 7000 Medium Voltage AC Drives Troubleshooting Guide 
(Pub.No. 7000-TG002)

すべての PowerFlex 7000 ⾼圧ドライブのフォルトと警告のメッセージ、スペアパーツ、
フォルトと警告のコードが記載されています。

PowerFlex 7000 AC Drive Transportation and Handling Procedures 
(Pub.No. 7000-IN008)

⾼圧可変周波数ドライブおよび関連する機器の搬⼊および取扱いの手順が記載されてい
ます。

PowerFlex 7000 ⾼圧 AC ドライブテクニカルデータ
(Pub.No. 7000-TD002) すべての PowerFlex 7000 ⾼圧ドライブの完全なパラメータリストが記載されています。

PowerFlex 7000 AC Drive B Frame Installation Instruction 
(Pub.No. 7000-IN007)

PowerFlex 7000 ドライブ ( フレーム B) の設置と事前⽴上げに関する詳細な手順および
情報が記載されています。

System Security Design Guidelines Reference Manual 
(Pub.No. SECURE-RM001)

セキュリティ評価の実施、セキュリティを確保したシステムへのロックウェル・オート
メーション製品の実装、制御システムの強化、ユーザアクセスの管理、および機器の廃棄
の方法に関するガイドラインが記載されています。

Safety Guidelines for the Application, Installation and Maintenance of 
Solid State Control (Pub.No.  SGI-1.1)

NEMA 規格 Pub.No. ICS 1.1-1987 に合わせて設計されたもので、個々のデバイスまたは
ソリッドステート部品を組み込んだパッケージアセンブリの形式のソリッドステート制御
のアプリケーション、設置、およびメンテナンスに関する総合ガイドラインが記載されて
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総合ガイドラインが
記載されています。

製品認証 Web サイト：rok.auto/certifications 適合宣言、認証、およびその他の認証の詳細情報が記載されています。

https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/6000-td004_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/6000-um002_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/6000-td100_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/6000-in008_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/6000-in006_-ja-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/pm/6000-pm100_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/tg/6000-tg100_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/pc/6000-pc100_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/6000-in100_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/7000a-um200_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/7000-um202_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/7000l-um303_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/7000-um203_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/7000-um201_-ja-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/7000-td010_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/tg/7000-tg002_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/7000-in008_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/7000-td002_-ja-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/7000-in007_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/secure-rm001_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/sgi-in001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1770-in041_-ja-p.pdf
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/support/documentation/product-certifications.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/support/documentation/literature-library.html
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