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 ソリッドステート機器はエレクトロメカニカル機器とは動作特性が異なりま

す。『ソリッド・ステート・コントロール ソリッドステート機器のアプリ

ケーション、設置、および保守のための安全ガイドライン』（Safety 
Guidelines for the Application, Installation and Maintenance of Solid State Controls 
（Pub.No. SGI-1.1））（当社の営業所または

http://literature.rockwellautomation.com からオンラインで入手可能）に、ソ

リッドステート機器とハード配線エレクトロメカニカル機器との重要な相違

点が記載されています。この相違点、またソリッドステート機器はさまざま

な用途に使われることからも、取扱責任者は使用目的が適切であるかどうか

を充分確認してください。 

 Rockwell Automation, Inc.は、いかなる場合も、本機器の使用または適用によ

り発生した間接的または派生的な損害について一切の責任を負いません。 

 本書で使用した図表やプログラム例は内容を理解しやすくするためのもので

あり、その結果としての動作を保証するものではありません。個々の用途に

ついては数値や条件が変わることが多いため、当社では図表やプログラム例

に基づいて実際に使用した場合の結果については責任を負いません。 

 本書に記載されている情報、回路、機器、装置、ソフトウェアの利用に関し

て特許上の問題が発生しても、当社は一切責任を負いません。 

 Rockwell Automation, Inc.の書面による許可なく本書の全部または一部を複製

することは禁じられています。 

 本書を通じて、特定の状況下で起こりうる人体または装置の損傷に対する警

告および注意を示します。 
 

 

本書の「警告」は、人身傷害または死亡、物的損

害、または経済的損失の原因となる可能性がある、

危険な環境での爆発を引き起こす可能性のある操作

や状況に関する情報を示します。 

  

 
本書の「重要」は、製品を正しく使用および理解す

るために特に重要な事項を示します。 

  

 

本書の「注意」は、人身傷害または死亡、物的損

害、または経済的損失の原因となる可能性がある操

作や状況に関する情報を示します。注意事項によ

り、危険を識別、回避し、起こりうる結果を認識す

ることができます。 

  

 

危険な電圧が発生する恐れがあることを警告するた

めに、ドライブやモータなどの装置または装置の内

部にラベルを貼っています。 

  

 

表面が危険な温度に達する恐れがあることを警告す

るために、ドライブやモータなどの装置または装置

の内部にラベルを貼っています。 

 

やけどの危険やけどの危険

感電の危険感電の危険

注意注意

重要重要

警告 警告

お客様への 
ご注意 
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1.0  概要    はじめに 
 

ロックウェル・オートメーションは、あらゆる産業の要件

を満たす高品質な高圧製品を 70 年以上に渡り製造してきま

した。 
 
ロックウェル・オートメーションは、初期の油入コンタク

タからエアブレーカや真空コンタクタ、そしてスマート・

モータ・コントローラや AC 可変周波数ドライブなどのソ

リッド・ステート・コントローラに至るまで、モータ制御

機器の安全性向上、メンテナンス軽減、長寿命、信頼性が

求められる産業界の要求を満たす高圧製品群を開発・製造

しています。 
 
このテクニカル・データ・ガイドでは、OneGear™ MV 
SMC™ Flex の技術的な特長および機能をすべてご紹介しま

す。この製品は、10〜14.4kV のアプリケーションを始動す

るモータ用ソリッドステート・モータ・コントローラです。 
 

ソリッド・ステート・モータ・コントローラの 
利点 

 
1) 最小限のダウンタイム/稼動コスト 

• 直入れ（全電圧）始動により、ベルト、ギア、機械

が破損することがあります。 
• 機械装置の寿命を延長 
• 急始動および急停止により、材質が破損したり破壊

されたりすることがあります。 
2) 突入電流の最小化によるコスト削減 

• 入力ライン電流に対する電力会社の制約 
• 弱電力ラインでは高い突入電流を処理できず、電圧

低下やライン障害を引き起こします。 
 

OneGear™ MV SMC™ Flex モータコントローラ 
 
ロックウェル・オートメーションは、ソリッドステートか

つ減電圧モータコントローラの OneGear MV SMC Flex ライ

ンで、産業界の要求に応えます。OneGear MV SMC Flex は、

定格最大 340A 全負荷電流、AC10〜14.4kV、50/60Hz、最高

50℃の産業用モータの制御に使用されます。条件によって

はこれより大きなモータ全負荷電流を使用できる場合もあ

りますが、条件については必ずロックウェル・オートメー

ションにご確認ください。 
 
OneGear MV SMC Flexは、SMC Flexデジタル制御モジュール

を使用したソリッドステート減電圧コントローラです。これ

は、低圧 Bulletin 150 SMC Flexコントローラの制御モジュー

ルと同一のものです。 
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OneGear™ MV SMC™ Flex の制御機能 
OneGear MV SMC Flex には、3 相モータを始動および停止す

るクローズド・ループ・マイクロプロセッサ制御が用意さ

れています。1 つのコントローラで複数の標準動作モードを

使用できます。 

• 選択可能なキックスタート付きソフトスタート 
• 選択可能なキックスタート付き電流制限始動 
• 選択可能なキックスタート付き直線加速  
• 直線減速  
• ソフトストップ 
• デュアルランプ始動 
• 全電圧始動 
• 始動および停止制御を含むポンプ制御（オプションの制

御モジュール） 

 モータタコジェネレータが必要です。 
  

制御特性の詳細は、『SMC Flex ユーザーズマニュアル』

（Pub. No. 150-UM008_-JA-P）を参照してください。 
 

その他の機能 
•  ソリッド・ステート・モータ保護 
•  測定 
•  DPI（ドライブ・プログラミング・インターフェイス）

通信 
•  LCD ディスプレイ 
•  キーパッドプログラミング 
•  高圧 SCR の光ファイバー制御（絶縁用） 
•  電流ループ・ゲート・ドライバ・ボード 
•  取り外し可能な PowerBrick™ SCR アセンブリ 
•  コンパートメント構造 
• 電源バス（オプション） 

 

使用可能な切換えテクノロジ： 
引出し式真空コンタクタ（VC）、10〜12kV（最大 160A） 
引出し式真空サーキットブレーカ（VB）、10〜15kV 

 
Bulletin 番号の説明 
レトロフィットコントローラ ............................................ 7760 
OEM コントローラ  .............................................................  7761 

コンプリートコントローラ（真空コンタクタ） ............  7762 

コンプリートコントローラ（真空ブレーカ） ................  7763 
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2.0 アプリケーション OneGear MV SMC Flex モータコントローラは、さまざまな産

業用アプリケーション向けに設計されています。以下にアプ

リケーション例を示しますが、用途はこれに限定されるわけ

ではありません。 
 

石油化学業 林産業 
- パイプラインポンプ - ファンポンプ 
- ガスコンプレッサ - 誘引通風機 
- ブラインポンプ - ボイラー給水ポンプ 
- ミキサー/押出機 - パルパー 
- 電動水中ポンプ - 精製機 
- 誘引通風機 - ラインシャフト 
 
鉱工業 セメント業 
- スラリーポンプ - キルン誘引通風機 

- 換気ファン - 強制通風機 

- スケール除去ポンプ - 冷却バグハウスファン 

- コンベア - 予熱塔ファン 

- バグハウスファン - 生コン誘引通風機 

- サイクロン・フィード・ポンプ - キルン・ガス・ファン 

- BAG ミル - 冷却排気ファン 

- SAG ミル - 分離ファン 
 
上下水処理業 電力業 

- 未処理下水ポンプ - 給水ポンプ 

- 生物反応塔ポンプ - 誘導通風ファン 

- 処理ポンプ - 強制通風ファン 
- 淡水ポンプ - バグハウスファン 

  - 排水ポンプ 

  - コンプレッサ 



4 Bulletin 7760、7761、7762、7763 – OneGear™ MV SMC™ Flex ソリッド・ステート・モータ・コントローラ 

 

7760-TD001B-JA-P – July 2011 

3.0 機器の設計 一般 
および選択 

OneGear MV SMC Flex は、デッドフロントの自立式縦型ス

チール構造です。 

 
各構成部は拡張性に優れ、 取扱いおよび取付けを容易にす

るための脱着式のリフティング手段が付属しています。 
 
このコントローラはモジュール式の設計を採用し、メンテ

ナンスの効率化を図っています。脱着式の高圧コンポーネ

ントや電源コンポーネントなど、各モジュールもメンテナ

ンス作業に配慮して設計、製造されています。 
 
完成品コントローラは、以下の絶縁コンパートメントに分

かれています。 
•  メイン電源バスコンパートメント 
•  パワー・セル・コンパートメント 
•  ケーブル終端コンパートメント 
•  低圧コンパートメント 

 
接地金属バリアが、低圧コンパートメント、パワーセル、

メイン電源バスコンパートメントおよびケーブル終端コン

パートメント間に取付けられています。作業員は、コント

ローラが印加された状態でも、高圧部品に接触することな

く低圧コンパートメントにアクセスすることができます。 
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構造部およびコントローラ 

 
各構造部には、以下が含まれています。 

 

レトロフィットコントローラ（Bulletin 7760） 
（メイン絶縁コンタクタ/ブレーカなし） 

• 引出し式バイパス真空ブレーカ 
• 取り外し可能な PowerBrick SCR アセンブリ  
• 電圧検知ボード 
• SMC Flex 制御モジュールから PowerBrick のゲート・ 
ドライバ・ボードまでの光ファイバー接続 

• すずめっき加工の絶縁銅製水平電源バス 
• 連続した裸銅線接地バス 
• SMC Flex 制御モジュール、関連するインターフェイス 
ボードおよび終端を搭載した LV 制御パネル 

• 底面にある給電ラインおよび負荷接続用の設備 
• アーススイッチ（オプション） 

 

 
図 3.1 � Bulletin 7760 シングル配線図（底面ケーブル入口） 
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OEM コントローラ（Bulletin 7761） 

• 取り外し可能な PowerBrick SCR アセンブリ 
• 電圧検知ボード 
• SMC Flex 制御モジュールから PowerBrick のゲート・ 
ドライバ・ボードまでの光ファイバー接続 

• SMC Flex 制御モジュール、関連するインターフェイス 
ボードおよび終端を搭載した LV 制御パネル 

• 底面にある給電ラインおよび負荷接続用の設備 
• すずめっき加工の絶縁銅製水平電源バス  
• 連続した裸銅線接地バス 

 

 電源バスは、適切な構造部が 7761 構造部の両側にあってバス用の終

端と補助になっている場合のみ取付け可能です。 
 
 

   
 

図 3.2 � Bulletin 7761 シングル配線図（底面入口） 

3.0 機器の設計 
および選択（続き） 
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完成品コントローラ（VC）（Bulletin 7762）（最大 12kV） 

 
• 引出し式メイン絶縁（始動）真空コンタクタ 
• 引出し式バイパス（実行）真空コンタクタ 
• 取り外し可能な PowerBrick SCR アセンブリ 
• 各メインコンタクタおよびバイパスコンタクタ用に 

3 相電流制限電源ヒューズ 
• 6 つの電流トランス 
• すずめっき加工の絶縁銅製水平電源バス 
• 連続した裸銅線接地バス 
• 電圧検知ボード 
• SMC Flex 制御モジュールから PowerBrick のゲート・ 
ドライバ・ボードまでの光ファイバー接続 

• SMC Flex 制御モジュール、関連するインターフェイス 
ボードおよび終端を搭載した LV 制御パネル 

• 底面にある負荷接続用の設備 
• アーススイッチ（オプション） 

 

 
 

図 3.3 � Bulletin 7762 シングル配線図（底面ケーブル入口） 
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完成品コントローラ（VB）（Bulletin 7763） 

• 引出し式メイン絶縁（始動）真空ブレーカ 
• 引出し式バイパス（実行）ブレーカ 
• 取り外し可能な PowerBrick SCR アセンブリ 
• 6 つの電流トランス 
• すずめっき加工の絶縁銅製水平電源バス 
• 連続した裸銅線接地バス 
• 電圧検知ボード 
• SMC Flex 制御モジュールから PowerBrick のゲート・ 
ドライバ・ボードまでの光ファイバー接続 

• SMC Flex 制御モジュール、関連するインターフェイス 
ボードおよび終端を搭載した LV 制御パネル 

• 底面にある負荷接続用の設備 
• アーススイッチ（オプション） 

 

 
 

図 3.4 � Bulletin 7763 シングル配線図（底面ケーブル入口） 

3.0 機器の設計 
および選択（続き） 
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OneGear MV SMC Flex 制御モジュール 

 
電装 

 
SMC Flex 制御モジュールには、クローズド・ループ・デジ

タル・マイクロプロセッサ、および SCR 点火パルス制御を

含むすべてのコントローラ動作の管理機能が用意されてい

ます。この制御モジュールは、低圧アプリケーションと同

じ OneGear MV SMC Flex で使用されます。 
 
SMC Flex 制御モジュールにより、以下の制御機能が可能

です。 

• 選択可能なキックスタート付きソフトスタート 
• ソフトストップ 
• 選択可能なキックスタート付き電流制限始動 
• 選択可能なキックスタート付き直線加速  
• 直線減速  
• 選択可能なキックスタート付きデュアルランプ 
• 全電圧 
• プリセット・スロー・スピード 
• ポンプ制御（オプションモジュール） 

  モータタコジェネレータが必要です。 
 

標準の始動時間は、0〜30 秒をプログラム可能です。 
 
標準の停止時間は、0〜30 秒をプログラム可能です。始動時

間または停止時間をこれより長く設定できる場合もありま

すが、対象となるアプリケーションについては必ずロック

ウェル・オートメーションの技術専門家にご確認ください。 
 
ソフトスタート、電流制限、および直線加速で選択可能な

キックスタートにより、通常の始動モードの前に電流のタ

イムパルスを調整できます。また、電流を制御して 0.0〜2.0
秒間にロータ拘束時トルクの 0〜90%に調整することも可能

です。この機能は完全に現場で選択可能です。 
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ポンプ制御（オプション） 

• SMC Flex 制御モジュールのポンプ制御オプションにより

モータのクローズドループ制御が可能で、遠心分離ポン

プの始動時および停止時の特定のトルク要件を満たすこ

とができます。この特許取得済みの機能は、一般的に

「水撃」と呼ばれる現象の解消に効果があります。標準

の始動時間は 0〜30 秒ですが、これより長い時間に設定

できる場合もあります。対象となるアプリケーションに

ついては必ずロックウェル・オートメーションの技術専

門家にご確認ください。 
• 外部センサまたはフィードバック装置を使用せずに 
クローズドループ制御を実現 

• 専用のポンプ停止入力によりポンプ停止操作を開始別の

停止入力により、惰走停止も可能 
• ポンプ停止時間は 0〜120 秒の間で調整可能 

 

モニタ 

 
SMC Flex 制御モジュールには、以下の値に関する内蔵 LCD
ディスプレイを使用したモニタ機能、または通信ポートを

経由したリモートモニタ機能が備わっています。 

• 相間電源電圧 
• 3 相ライン電流 
• 3 相電源（MW、MWh、力率） 
• 経過時間 
• モータの熱容量使用量 
• モータ速度（オプションのタコジェネレータ入力および

直線ランプ機能を使用）

3.0 機器の設計 
および選択（続き） 
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保護および診断機能 

 
SMC Flex 制御モジュールでは、以下の保護および診断機能

が標準装備されています。保護および診断機能は、コンタ

クタを使用したコントローラで使用可能です。  

• 電源損失（位相表示付き、始動前） 
• ラインフォルト（位相表示に付き、始動前）。 
以下が通知されます。 

  � 短絡 SCR 
  � 負荷接続の欠落 
• ラインフォルト（稼動時保護）。以下が通知されます。 

  – 電源損失 
  – 短絡 SCR 
  – 負荷接続の欠落 
• 電圧不均衡  
• 位相反転  
• 不足電圧  
• 過電圧  
• ストール  
• ジャム  
• 過負荷  
• 負荷不足  
• 時間当たりの始動回数超過  
• ゲート開放（位相表示付き） 
• 温度過昇（電力スタック、位相表示付き） 
• 通信損失 
• モータ温度（PTC 入力経由） 
• 地絡（GFCT オプション） 

 
 これらの機能は、無効にすることもできます。 

 ブレーカベースのユニットは、SMC Flex 制御モジュールには 
搭載されていない電流保護機能を必要とするため、別途保護リレーが

必要です。 
 

過負荷保護 
 

• 3 相電流センサが使用されます。 
• クラス 10、15、20、30 の過負荷トリップが用意されてお

り、これらはユーザがプログラミング可能です。 
• 電子サーマルメモリにより、モータ保護が強化されてい

ます。 
• バイパス構成中に、コントローラを使用した保護が可能

です。 



12 Bulletin 7760、7761、7762、7763 – OneGear™ MV SMC™ Flex ソリッド・ステート・モータ・コントローラ 

 

7760-TD001B-JA-P – July 2011 

 

エンクロージャタイプ 
 

OneGear MV SMC Flex は、標準で IEC IP4X 準拠のエンク

ロージャを採用しています。オプションのエンクロージャ

は、以下の通りです。 

– IEC IP41 
– IEC IP42 

 
 

アーク抵抗エンクロージャ 
 

高圧モータ・コントローラは、アーク抵抗エンクロージャ

として設計されています。 
 
アーク抵抗ユニットは、IEC 62271-200の付録 A による要件

を満たしており、以下の利点があります。 
 

• フォルト時に最大 31.5kA のアーク閃光物質を 0.5 秒間抑

える強化構造 
• アーク閃光物質を排出するアークの排出口 
• アーク閃光物質を迂回させるプレナムまたはチムニー 
• アーク閃光物質が入らないよう密閉された 
強化低圧パネル

3.0 機器の設計 
および選択（続き） 
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フレームの仕上げ 
 

標準では、すべての外部ドアおよびラインナップ側面プ

レートは RAL 7035 で塗装、凹凸加工されています。低圧コ

ンパートメントのすべての金属製背面プレートは、視認性

を高めるために光沢性のある白で塗装します。エンクロー

ジャフレーム、内部構造部の金属部分および金属製バリア

は、亜鉛めっき加工のスチール製または同等の材質です。 
 

説明 ………… ハイブリッドエポキシ粉末塗装 
標準色 ……… RAL 7035 凹凸加工 
工程 ………… 連続した塗装ラインベースとなるすべての 

スチール製部品は組み立て前に塗装 
事前作業…… アルカリ洗浄/すすぎ/リン酸鉄すすぎ/ 

クロム鉄シーラーすすぎ/脱イオン循環水に 
よるすすぎおよび未使用の脱イオン水による

すすぎ 
塗装 ………… 電動噴霧器を使用 

塗装厚 - 最小 0.002 インチ 
（0.051mm） 

焼付け……… 最低 179℃（355°F）の天然ガス窯を使用 
 

注: 
1. オプションのカスタム塗装色を指定した場合、外部ハン

ドルアセンブリ、リフトアングル、リフトブラケットを

除きすべてのドアおよびラインナップ側面プレートが指

定のカスタム色で塗装されます。 
2. 上述以外のすべての無塗装スチール製部品は、亜鉛めっ

きまたはクロム酸亜鉛めっき加工されています。 
 

メイン電源バス（オプション） 
 

電源バスは固体銅製の導線でできており、耐腐食性を高め

るためにすずめっき加工されています。該当部分には、標

準で熱収縮絶縁カバーを装着しています。電源バスに使用

される材質は、メイン電源バスからパワーセルへのライン

側接続まで共通です。パワーセルの負荷側端子から負荷

ケーブル接続部にも同じ材質を使用しています。 
 
メイン電源バスは、コントローラ上面と背面の電源バスコ

ンパートメント内に配置されます。 
 

バス定格 
 

メインバスは定格 1250A または 2000A で、 許容電流は 1 秒

当たり 31.5kA です。オプションで、より高い定格も使用可

能です。 
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バスコンパートメントへは、エンクロージャ上部、背面、

または側面から取付けおよび電源バス接続の定期保守作業が

可能です（スイッチギア部の前面からも作業は可能ですが、

ある程度分解する必要があります）。 
 

接地バス 
 

コントローララインナップの全長に沿って、連続した銅製

の接地バスが取付けられています。この接地バスには、特

定の環境条件における耐腐食性を高めるためのすずめっき

加工を施すことも可能です。10〜50mm2（#8〜#1/0 AWG）、

または 16〜120mm2（#6〜250MCM）ケーブル用の機械式ラ

グが、ラインアップの入力終端に取付けられています。ま

た、この接地バスは、3秒間、31.5kAの短時間電流レベルに

耐えることができます。 接地バスは、8 x 50mm（5/16 x 2 イ

ンチ）の裸銅線です。 
 

バスリンキング 
 

バス・リンキング・システムを使用し、隣接するユニット

の電源バスおよび接地バスを接続することが可能です。 
 

真空コンタクタの仕様（入力およびバイパス: 10〜12kV） 
 

高圧引出し式コンタクタは磁気駆動真空式で、定格 400A
（10〜12kV 時）です。 
 
各真空コンタクタにより、以下の安全機能が提供されます。 
• 装置を閉じた状態でのラックへの挿入、取り出しを防止

する。 
• トラックが未定義の位置（稼動位置またはテスト位置以

外）にある場合に、装置が閉じることを防止する。 
• マルチ接点プラグが挿入されていない場合に、装置の

ラックへの挿入を防止する。 
• トラックが稼動位置または未定義の位置にある場合に、

マルチ接点プラグの引き抜きを防止する。 
• トラックが稼動位置または未定義の位置にある場合に、

アーススイッチが閉じることを防止する。 
• アーススイッチが閉じている場合に、装置のラックへの

挿入を防止する。 
 

コンタクタを引き出しているときは、自動シャッタにより

メイン電源バスおよび負荷端子から絶縁されます。コンタク

タの電気的寿命は最大操作回数 10 万回（AC3）、機械的寿

命は最大操作回数 100 万回です。このコンタクタには、非常

時手動操作装置が付属しています。 

3.0 機器の設計 
および選択（続き） 
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インターロック 

• トラックが稼動位置または未定義の位置にある場合に、

装置のコンパートメントドアが開くことを防止 
• コンパートメントドアが開いている場合に、装置のラッ

クへの挿入を防止する。 
• アーススイッチが開いている場合に、フィーダのコン

パートメントドアが開くことを防止する。 
• フィーダのコンパートメントドアが開いている場合に、

アーススイッチが開くことを防止する。 

 
その他のインターロック 
キー式 

• 装置をラックに挿入する。 
• アーススイッチを閉じる。 
• アーススイッチを開く。 
• 装置ラックレバーを挿入する。 
• アーススイッチ操作レバーを挿入する。 

 
南京錠式 

• コンパートメントドアを開く。 
• 操作レバーまたはラックレバーを挿入する。 
• シャッタを開閉する。 

 
モータが全速力になると、バイバスコンタクタによりモー

タがメインバス電圧に接続されます。停止オプションを選

択すると、バイパスコンタクタは開となり、3 相電源スタッ

ク回路（PowerBrick）内の SCR が電力回路に戻されます。 
 
このバイパスコンタクタは全定格であり、緊急時のバイパ

スの場合は全電圧始動が可能です。 
 
真空サーキットブレーカの仕様（入力およびバイパス:  
10〜15kV） 

 
高圧真空引出し式サーキットブレーカは真空式で定格 12kV
または 17.5kV で、 真空サーキットブレーカは定格 1250A
です。 
 
スプリング式および磁石式の 2 つのタイプの高圧サーキッ

トブレーカが使用可能です。 
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真空サーキットブレーカにより、以下の安全機能が提供さ

れます。 

• 装置（コンタクタまたはブレーカ）を閉じた状態での

ラックへの挿入、取り出しを防止する。 
• トラックが未定義の位置（稼動位置またはテスト位置以

外）にある場合に、装置が閉じることを防止する。 
• マルチ接点プラグが挿入されていない場合に、装置の

ラックへの挿入を防止する。 
• トラックが稼動位置または未定義の位置にある場合に、

マルチ接点プラグの引き抜きを防止する。 
• トラックが稼動位置または未定義の位置にある場合に、

アーススイッチが閉じることを防止する。 
• アーススイッチが閉じている場合に、装置のラックへの

挿入を防止する。 
 

インターロック 
• トラックが稼動位置または未定義の位置にある場合に、

装置のコンパートメントドアが開くことを防止する。 
• コンパートメントドアが開いている場合に、装置のラッ

クへの挿入を防止する。 
• アーススイッチが開いている場合に、フィーダのコン

パートメントドアが開くことを防止する。 
• フィーダのコンパートメントドアが開いている場合に、

アーススイッチが開くことを防止する。 
 

その他のインターロック 

キー式 
• 装置をラックに挿入する。 
• アーススイッチを閉じる。 
• アーススイッチを開く。 
• 装置ラックレバーを挿入する。 
• アーススイッチ操作レバーを挿入する。 

 
南京錠式 

• コンパートメントドアを開く。 
• 操作レバーまたはラックレバーを挿入する。 
• シャッタを開閉する。 

 
モータが全速力になると、バイバスブレーカによりモータ

がメインバス電圧に接続されます。停止オプションを選択

すると、バイパスブレーカが開となり、3 相電源スタック回

路（PowerBrick）内の SCR が電力回路に戻されます。 
 
このバイパスブレーカは全定格であり、緊急時のバイパス

の場合は全電圧始動が可能です。 

3.0 機器の設計 
および選択（続き） 
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3 相電源スタック回路（PowerBrick™） 

 
この電源スタックは、単純な「積み木」方式のコンポーネ

ント（PowerBrick テクノロジを使用した 2 つのデバイス電

力回路）で構成され、アセンブリ数を最小限に抑えていま

す。使用する PowerBrick 数はシステム電圧の機能に応じて

異なり、必要なピーク逆電圧（PIV）に応じて増加します。 
 
PowerBrick アセンブリの定格については、「仕様」のセク

ションに記載しています。 
 
PowerBrick アセンブリの各フェーズは、メンテナンスの効

率化を図るために脱着式のカートまたはトラックに取付け

られています。 
 

低圧配線路 

 
標準の低圧配線路は、エンクロージャ上部に水平に取付け

可能です。 

• 153 x 100mm（6 x 4 インチ） 
 

マスタパネルまたはプログラマブルコントローラ回路との

インターフェイス時に、コントローラ間の制御用配線を低

圧配線路を使用して簡単に相互接続できます。 

 

低圧コントロールパネル 

 
各コントローラには、前面からアクセス可能な独立した低

圧制御コンパートメントが搭載されています。このコン

パートメントは完全に絶縁され、低圧コンパートメントと

パワーセルまたはメイン電源バス、またはその両方との間

に接地した金属バリアを使用して、LSC2B サービスの中断

を防ぎ、最大限の安全性を実現しています。 
 
オプションのメータ、モータ保護リレー、セレクタスイッ

チ、オペレータ、指示灯などは、コンタクタまたはブレー

カユニット内の低圧ドア前面に取付けられ、合理的かつ対

称に配置されます。 
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低圧パネルの採用により、以下の特長があります。 

• 低圧制御装置、トランス、測定器を配置するための 
スペース 

• 必要な端子台オプションとして端子台を追加できます。 
• コントローラを「停止」することなく、低圧制御パネル

に前面からアクセス可能 

• すべてのリモート低圧ケーブルをエンクロージャ上面ま

たは底面から低圧制御パネル内に挿入可能挿入は、エン

クロージャ上面または底面にある金属製の脱着式開口部

プレートを開けて行なう。 

• 真空コンタクタまたはブレーカの操作にパイロット制御

リレーを使用 

• 制御パネル電圧の定格は AC110/120V または AC220/240V、
50/60Hz 

• 低圧制御パネルのドアには覗き窓があり、内蔵ディスプ

レイを使用して MV SMC Flex コントローラの動作をモニ

タすることができる。 
 

電源ヒューズおよびヒューズホルダ 
（コンタクタベース） 

 
電流制限電源ヒューズが取付けられます。DIN 式バック

アップヒューズにより、高圧モータおよびモータコント

ローラを短絡保護します。 
 
高圧コントローラには、分解せずに簡単に点検および交換

できる場所に DIN 式電源ヒューズホルダがあります。電源

ヒューズには、ヒューズ開放インジケータが付属していま

す。電源ヒューズのサイズは、モータの仕様および保護装

置の特性によって異なります。 

 

制御回路電源 

 
引出し式コンタクタまたはサーキットブレーカ、コント

ローラ内のその他の制御装置および保護装置の動作用に、

ユーザが独自に制御電源を用意する必要があります。 
 
最小要件は、AC110/120V または AC220/240V、250VA です。 

3.0 機器の設計 
および選択（続き） 
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電流トランス 

 
高圧フィーダのコンパートメントには、接続されるすべて

の装置の要件を満たすための十分なボルトアンペア（VA）

容量を備えた 3 つの電流トランスが含まれています。 
 
各電流トランスの主な定格は、モータまたはフィーダの定

格全負荷電流に適合しています。また、電流トランスは、5
つの電流出力と接続される保護装置または計測装置のタイ

プおよび数量に適した精度を備えています。すべての電流

トランス制御配線は、電流トランス上の二股ラグで終端処

理されます。 
 

負荷終端 
 

負荷終端は、負荷ケーブル接続用の 1 穴の取付けつまみを

収容しやすい場所に設けられています。 
 
標準で、最大断面積 185mm2のストレスコーンを使用する場

合は 1 相につき最大 3 つの単極ケーブル、または最大断面

積 300mm2のストレスコーンを使用する場合は 1 相につき最

大 2 つのケーブルを接続することが可能です。ケーブル接

続部の床からの高さは、最小で 530mm です。 
 
零相地絡保護機能が必要な場合に備え、環状（ドーナツ

状）の地絡検知電流トランスを設置するための規定が用意

されています（7760、7762、または 7763）。 
 

アーススイッチ（オプション） 

OneGear MV SMC Flex には、高速正閉用のスナップ作動式

手動アーススイッチを装備できます。このユニットには、

定格短絡電流に耐え得る容量も備えられています。スイッ

チには、アースピンによって 3 相すべてを接続するアース

ブレードが付属しています。このアーススイッチの定格は

IEC 62271-102 に準拠し、 短絡定格はバイパス部もしくは入

力部、またはその両方の定格に適合します。 
 

タコジェネレータ信号調節器（オプション） 
 

• パネル取付け式のタコジェネレータ信号調節器（TSC）
を直線加速/減速アプリケーションで使用できます。 

• TSC には適切な電力が給電されます。 
• TSC は、モータ速度フィードバック信号（パルス形式）

の DC0V から DC4.5V レベルへの変換に使用されます。 
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制御モジュール 
 

この制御モジュールは、安全性を考慮し OneGear MV SMC 
Flex の低圧パネル内に取付けるよう設計され、幅広い定格

電流および定格電圧に対応しています。 
 
この制御モジュールは、電源、論理制御回路、シリコン制

御整流器（SCR）の点火回路、I/O 回路、デジタル・プログ

ラミング・キーパッド、バックライト付き LCD ディスプレ

イ、および DPI ポートで構成されています。 

 
制御モジュールプログラミングおよびディスプレイ 

 
標準装備されているキーパッドにより、デジタルパラメー

タ調整を行なうことができます。内蔵のバックライト付き

LCD ディスプレイにより、コントローラのセットアップ、

診断、状態確認、およびモニタが可能です。ディスプレイ

には、3 行×16 文字を表示できます。 
 
このディスプレイには、パラメータを 1 つ調整するだけ

で以下のどの言語でも英数字を表示できます。 
• 英語 
• フランス語 
• スペイン語 
• ドイツ語 
• ポルトガル語 
• 標準中国語 

 

制御モジュールの通信 

 
シリアル通信ポート DPI（ドライブ・プログラミング・イン

ターフェイス）が標準装備されています。オプションで、

リモート I/O、DeviceNet™、ControlNet™、Ethernet、RS-485、
Modbus RTU、Profibus-DP、および Modbus/HCP との通信プ

ロトコルインターフェイスも用意されています。 

 

電流ループ・ゲート・ドライバ（GLCD）ボード 

このボードにより、SCR デバイスをオンにできます。この

ボードは、ボードとゲート・ソース・ロジック間を光ファ

イバーで絶縁しています。このボードはスナバ回路からの

回復電力によって動作するため、制御回路および論理回路

から完全に絶縁されます。さらに、電流ループ電源からも

短期間電力が供給されます。 

3.0 機器の設計 
および選択（続き） 
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制御モジュールのインターフェイスボード 

 
このインターフェイスボードは、最大 14.4kV の OneGear 
MV SMC Flex を操作するために必要なフィードバック信号

および制御信号を提供します。以下の機能が装備されてい

ます。 

• 光ファイバー拡張ボードと合わせて、1 相当たり 
最大 12 のデバイスに十分なゲートドライブ信号を提供 

• 電流フィードバック 
• 電圧フィードバック 
• 電力スタックヒートシンク温度フィードバック 
• 入力電源の要件 

o AC110～240V（-15/+10%）、50/60Hz 
o 15VA  
o 自動検知（ジャンパ不要） 

 
このインターフェイスボードには、セットアップおよびト

ラブルシューティング用に以下の機能が装備されています。 
• 診断 LED 
• 手動によるゲート点火パルスの有効/無効（ユニットに

MV が適用されていない場合のみ使用） 
• ヒートシンク温度フィードバックの有効/無効 

 
 

電圧検知モジュール 

 
電圧検知ボードには 6つの独立したチャネルがあり、それぞ

れ既定の電圧範囲に基づいた容量の異なるレジスタが設けら

れています。これにより、10〜14.4kVの電圧を SMC Flex制
御モジュールロジックで使用可能な低圧に変換します。 

 
 
 
 
 

上記の表に、電圧検知モジュールの各バージョンで必要な

MV 率を示します。MV 比率は、精度を上げるために SMC 
Flex 制御モジュールのディスプレイで微調整される場合が

あります。モータをバイパスモードで稼動している場合、

制御モジュールに表示される電圧を、OneGear MV SMC Flex
が制御しているモータと同じ電源電圧に接続した既知の正

確な計測器として比較してください。 

ライン電圧（3 相、50/60Hz） MV 比率（パラーメータ 106） 
10,000～12,000V 126 
12,001～14,400V 97 
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光ファイバー拡張ボード 

 
光ファイバー拡張ボードは、制御モジュールのインター

フェイスボードからのファイバー・ゲート・ドライブ信号

を受信し、OneGear PowerBrick で必要な 10～15kV の光ファ

イバー・ゲート・ドライブ信号に分割します。この拡張

ボードは 36 個までの MV SCR を制御することができます。 

入力電源の要件 

• AC110〜240V（-15/+10%）、50/60Hz 
• 最大 25VA 
• 汎用入力 

3.0 機器の設計 
および選択（続き） 
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4.0 基本データシート 
 

表 4.A –電気定格（Bulletin 7761） 
電気定格 IEC  

電力回路 

接続方法 デルタ型またはスター型接続のモータ、 
巻線および電源間の SCR 

極数 3 相負荷用に設計された機器のみ 
定格電圧（Ur） 12kV / 15kV 
定格絶縁電圧（Ui） 12kV / 15kV 
定格インパルス電圧（Uimp） 75kV / 95kV 
耐電圧 28kV / 36kV 
定格繰返しピーク逆電圧 32500/39000 

出力定格 100～9700HP 
75～8000kW 

半導体絶縁 光ファイバー 
動作周波数 50/60Hz 
dv/dt 保護 RC スナバネットワーク 
過渡電流保護 内蔵過電圧トリガ回路 

定格電流 160A 
340A 

dv/dt 1000V/µsec 
di/dt 100A/µsec 

電圧降下 
（ラインから出力端子） 

バイパスなしの場合、1 つの SCR 当たり 2.5V、  
バイパスありの場合、合計で 1.0V 未満 

全体効率 バイパスありの場合、99.95% 
始動トルク ロータ拘束時トルク値の 0～90% 

熱容量 
600%、10 秒 
450%、30 秒 

ランプ時間 0～30 秒 
（長くする場合は工場にご確認ください。） 

キックスタート 0.0～2.0 秒間でロータ拘束時トルク値の 0～90% 

認可 

 安全:  92/59/EEC（指令） 
 参照: BSEN 61010-1 :1993 
  BSEN 60204-1 :1997 
  IEC 62271-1 
  IEC 62271-100 
  IEC 60146-1-1 
  IEC 60947-4-2 

短絡保護 
電子機器ユニットは、電流制限ヒューズまたは高速サーキットブレーカで保護する必要があります。 
標準の 12kV 組合せコントローラには、適切なヒューズが搭載されています（モータに調節済み）。 
フォルトレベル耐性  31.5kA、100msec 

制御回路 
定格動作電圧  AC120/240V（-15%、+10%）/115/230V ~（-15%、+10%） 
耐電圧 AC1600V / 2000V ~ 
動作周波数 50/60Hz 

 電子機器を除く 
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表 4.A – 電気定格（続き） 
電気定格 IEC 

エンクロージャ 
エンクロージャタイプ IP4X、IP41、および IP42 

過負荷特性（SMC Flex 制御モジュール） 
タイプ 欠相を伴うソリッドステート熱過負荷 
電流範囲 1.0～1,000A 
トリップクラス 10、15、20、および 30 
定格トリップ電流 モータ FLC の 117% 
極数 3 

電力要件 
制御モジュール 75VA 

ゲート・ドライバ・ボード  75VA（合計） 

真空コンタクタ/ブレーカ 「コンタクタ/ブレーカの仕様」（26～29 ページ）を 
参照してください。 

最大熱放散（kW）（対流） 

コントローラ定格 

開始または停止サイクル 
（起動時の負荷 450%のとき） 連続 

 160A 340A 580A  
12000V 27 57 98 .5 
15000V 32 69 117 .5 

補助接点（制御モジュール） 

定格動作電圧（最大） 
20～265V ~ 

DC5～30V（抵抗） 
定格絶縁電圧 277V ~ 
動作周波数 50/60Hz、DC 
従来の熱電流 Ith 5A 
利用カテゴリ AC-15/DC-12 

機械的な定格（制御モジュール） 

端子 
制御端子: 

セルフリフティング・クランプ・プレート付き 
M 3.5 x 0.6 ポジドライブねじ 

SCPD 性能 タイプ 2 アラーム状態が存在する。 
SCPD リスト 1000A のフォルト電流時クラス CC 8A 

DPI 通信（制御モジュール） 
最大出力電流 280mA 

測定機能（制御モジュール） 
電圧、電流、MW、MWh、 
変位力率 あり 

タコジェネレータ入力（制御モジュール） 
電圧 DC0～5V、DC4.5V で 100%の速度 
電流 1.0mA 

 電流ループ・ゲート・ドライバ電源の所要電力は、すべての電圧で同一です。 
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表 4.C – コントローラのディレーティング 

高度範囲 
パワーセル定格 基本インパルス 

レベル（B.I.L） 
および電力周波数 
耐定格の低下   

160A 340A 
 定格最大連続電流は以下のように低下: 

1000～2000m 
（3,300～6,600 フィート） 5A 10A 13% 

2001～3000m 
（6,601～9900 フィート） 10A 20A 28% 

3001～4000m 
（9,901～13,200 フィート） 15A 30A 44% 

4001～5000m 
（13,201～16,500 フィート） 20A 40A 63% 

 ここで示す電流ディレーティングは最低水準です。電力ヒューズの制限により、さらにディレーティングが 
必要となる場合があります。 
詳細は、工場にお問い合わせください。 

  絶縁耐電圧の標高補正率は、IEC 62271-1 に基づいています。 
 
 

周囲温度のときのパワーセル定格電流 

40℃ 50℃ 

160A 130A 

340A 270A 

表 4.B – 環境定格 
環境条件 IEC 

動作温度範囲 0～50℃（32～122℉） 
（40℃を超えるとディレーティングあり） 

保管時および輸送中の温度範囲 -20～+75℃（-4～167℉） 
高度 0～1000m（3,300 フィート）ではディレーティングなし  
湿度 5～95%（結露なきこと） 
汚染度 2 

  1000m 以上の高度については、表 4.C を参照してください。 
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表 4.D – 出荷時の重量および寸法  

定格電流 
KW（馬力） 寸法：mm（インチ） 出荷時の重量 

10000V 12000V 14400V 幅 奥行き 高さ ポンド kg 

10～15kV SMC Flex 完成品コントローラ（真空コンタクタ）– Bulletin 7762 

160A 2700（3100） 3000（3800） 3700（4500） 
2800 
（110） 

1340 
（53） 

2200 
（86） 

6000 2728 

10～15kV SMC Flex 完成品コントローラ（真空サーキットブレーカ）– Bulletin 7763 

160A 2700（3100） 3000（3800） 3700（4500） 2800 
（110） 

1340 
（53） 

2200 
（86） 

6000 2728 
340A 5500（6750） 6700（8000） 8000（9700） 

10～15kV SMC Flex OEM コントローラ – Bulletin 7761 
160A 2700（3100） 3000（3800） 3700（4500） 1500 

（59） 
1340 
（53） 

2200 
（86） 

3200 1455 
340A 5500（6750） 6700（8000） 8000（9700） 

10～15kV SMC Flex レトロフィットコントローラ – Bulletin 7760 
160A 2700（3100） 3000（3800） 3700（4500） 2800 

（110） 
1340 
（53） 

2200 
（86） 

5700 2591 
340A 5500（6750） 6700（8000） 8000（9700） 

  重量および寸法はおおよその値です。オプション内容（上面入口、PFCC など）により、重量および寸法が変わることが

あります。 
正確な寸法および重量については、工場にお問い合わせください。 
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表 4.E – 電源バスの仕様 

説明 仕様 

メイン電源バス 

バスバーの材質 すずめっき加工絶縁銅 

オプションの電源バスめっき加工 銀めっき 

40℃（104℉）のときの連続定格電流 1250、2000A 

全負荷時の最大温度上昇 65℃（149℉） 

全負荷時の最大温度 周囲温度 40℃のとき 105℃（221℉） 

定格耐フォルト電流（3 秒） 31.5kA RMS SYM 

バスブレーシングのタイプ エポキシ樹脂、ガラス繊維ポリエステル樹脂 

位相ごとの寸法 
1250A 
2000A 

数量 1 – 10 x 80mm（3/8 x 3 インチ） 
数量 2 – 10 x 80mm（3/8 x 3 インチ） 

位相ごとの断面積 
1250A 
2000A 

合計 800mm2（1.125 インチ 2） 
合計 1600mm2（2.25 インチ 2） 

位相および接地間の絶縁材質 

タイプ: スリーブ、熱収縮 

材質: ポリオレフィン 

厚さ: 3.0mm（0.12 インチ/ 120mils） 

除湿性: 0.25% 

電気強度: 500V/mil（20kV/mm） 

ユニットバス  

バスバーの材質 銅無垢 

オプションのユニットバスめっき加工 すずめっきまたは銀めっき 

40℃（104℉）のときの連続定格電流 630A 

定格耐フォルト電流 31.5kA、100msec 

絶縁材質（必要個所） 

タイプ: スリーブ、熱収縮 

材質: ポリオレフィン 

厚さ: 3.0mm（0.12 インチ/ 120mils） 

除湿性: 0.25% 

電気強度: 500V/mil（20kV/mm） 

接地バス 

接地バスの材質 銅無垢 

オプションの接地バスの材質 すずめっき加工銅 

40℃（104℉）のときの連続定格電流 600A 

寸法 600A 8 x 50mm（5/16 x 2 インチ） 

断面積 600A 合計 400mm2（0.625 インチ 2） 

定格耐フォルト電流（3 秒） 31.5kA 
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 表 4.F –高圧スプリング式真空サーキットブレーカ: 10～12kV 

説明 仕様 
定格電圧  
定格最大電圧 12kV 

基本インパルスレベル（B.I.L.）耐性 – 位相から接地、位相から位相（kV） 75 

定格絶縁電圧  12kV 

50Hz のときの耐電圧  28kV 

周波数定格  50/60Hz 

定格電流  
定格正常電流（40℃） 1250A 

定格遮断容量（kA）（定格対称短絡遮断電流） 16, 20, 25, 31.5 

定格短時間電流（3 秒）（kA） 16, 20, 25, 31.5 

閉路容量（kA） 40, 50, 63, 80 

極距離（mm） 150 

開離時間（msec） 33 – 60 

アーク時間（msec） 10 – 15 

合計遮断時間（msec） 43 – 75 

投入時間（msec） 60 – 80 

動作温度（℃） -5～+50 
（ディレーティングあり） 

  ここで示す定格電圧および定格電流は、1,000m（3,300 フィート）まで有効です。それを超える高度での定格に

ついては、24 ページの「コントローラのディレーティング」の表を参照してください。 
 
 
表 4.G –高圧スプリング式真空サーキットブレーカ: 12.5～15kV 

説明 仕様 
定格電圧  
定格最大電圧 17.5kV 

基本インパルスレベル（B.I.L.）耐性 – 位相から接地、位相から位相（kV） 95 

定格絶縁電圧 17.5kV 

50Hz のときの耐電圧 38kV 

周波数定格 50/60Hz 

定格電流  
定格正常電流（40℃） 1250A 

定格遮断容量（A）（定格対称短絡遮断電流） 16, 20, 25, 31.5 

定格短時間電流（3 秒）（kA） 16, 20, 25, 31.5 

閉路容量（kA） 40, 50, 63, 80 

極距離（mm） 150 

開離時間（msec） 33 – 60 

アーク時間（msec） 10 – 15 

合計遮断時間（msec） 43 – 75 

投入時間（msec） 60 – 80 

動作温度（℃） -5～+50 
（ディレーティングあり） 

  ここで示す定格電圧および定格電流は、1,000m（3,300 フィート）まで有効です。それを超える高度での定格に

ついては、24 ページの「コントローラのディレーティング」の表を参照してください。 
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表 4.H –高圧磁石式真空サーキットブレーカ: 10～12kV 

説明 仕様 
定格電圧  
定格最大電圧 12kV 

基本インパルスレベル（B.I.L.）耐性 – 位相から接地、位相から位相（kV） 75 

定格絶縁電圧 12kV 

50Hz のときの耐電圧 28kV 

周波数定格 50/60Hz 

定格電流  
定格正常電流（40℃） 1250A 

定格遮断容量（kA）（定格対称短絡遮断電流） 16, 20, 25, 31.5 

定格短時間電流（3 秒）（kA） 16, 20, 25, 31.5 

閉路容量（kA） 40, 50, 63, 80 

極距離（mm） 150 

開離時間（msec） 35 – 45 

アーク時間（msec） 10 – 15 

合計遮断時間（msec） 45 – 60 

投入時間（msec） 50 – 60 

動作温度（℃） -25～+50 
（ディレーティングあり） 

機械的動作（アクチュエータ）（サイクル） 100000 

機械的動作（定格電流）（サイクル） 30000 

  ここで示す定格電圧および定格電流は、1,000m（3,300 フィート）まで有効です。それを超える高度での定格に

ついては、24 ページの「コントローラのディレーティング」の表を参照してください。 



30 Bulletin 7760、7761、7762、7763 – OneGear™ MV SMC™ Flex ソリッド・ステート・モータ・コントローラ 

 

7760-TD001B-JA-P – July 2011 

 
 表 4.I – 高圧磁石式真空サーキットブレーカ: 12.5～15kV 

説明 仕様 
定格電圧  
定格最大電圧 17.5kV 

基本インパルスレベル（B.I.L.）耐性 – 位相から接地、位相から位相（kV） 95 

定格絶縁電圧 17.5kV 

50Hz のときの耐電圧 38kV 

周波数定格 50/60Hz 

定格電流  
定格正常電流（40℃） 1250A 

定格遮断容量（A）（定格対称短絡遮断電流） 16, 20, 25, 31.5 

定格短時間電流（3 秒）（kA） 16, 20, 25, 31.5 

閉路容量（kA） 40, 50, 63, 80 

極距離（mm） 150 

開離時間（msec） 35 – 45 

アーク時間（msec） 10 – 15 

合計遮断時間（msec） 45 – 60 

投入時間（msec） 50 – 60 

動作温度（℃） -25～+50 
（ディレーティングあり） 

機械的動作（アクチュエータ）（サイクル） 100000 

機械的動作（定格電流）（サイクル） 30000 

  ここで示す定格電圧および定格電流は、1,000m（3,300 フィート）まで有効です。それを超える高度での定格に

ついては、24 ページの「コントローラのディレーティング」の表を参照してください。 
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 表 4.J – 高圧真空コンタクタ: 10～12kV 

説明 仕様 
定格電圧  
定格最大電圧 12kV 

定格絶縁電圧 12kV 

インパルス耐電圧 75kV 

50Hz のときの耐電圧 28kV 

周波数定格 50/60Hz 

定格電流  
定格動作電流 A 400 

定格正常電流 A 400 

短時間電流（1 秒） A 6000  

定格ピーク電流 kA 15 

定格短時間 S 1 

½期間における最大定格 
許容過電流（ピーク値） kA 55 

使用カテゴリごとの 
定格負荷および過負荷特性 

（カテゴリ AC4）100回の閉動作（A） 4000 

（カテゴリ AC4）25回の開動作（A） 4000 

カテゴリ AC1 において検証され

た定格電流での電気的寿命 動作回数 1000000 

機械的寿命 動作回数 1000000 

短絡遮断容量 
（O-3 分-CO-3 分-CO） （A） 4000 

短絡閉路容量 
（O-3 分-CO-3 分-CO） （A）ピーク時 8000 

切換え時間 

開離時間（下限値および上限値） 
（msec） 20 – 30 

投入時間（下限値および上限値） 
（msec） 30 – 50 

相対湿度（結露なきこと） % <95 

動作温度 ℃ -5～+50 
（ディレーティングあり） 

  ここで示す定格電圧および定格電流は、1,000m（3,300 フィート）まで有効です。それを超える高度での定格に

ついては、24 ページの「コントローラのディレーティング」の表を参照してください。 
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One Gear MV SMC Flex 機器は、以下の機関が公開する最新

の規格の適用要件またはそれを超える基準で設計、製造、

テストされています。 

• IEC 60470: 高圧 AC コンタクタおよびコンタクタを使用

したモータスタータ 

• IEC 62271-100: 高圧開閉装置および制御装置 

• IEC 62271-1:高圧開閉装置および制御装置 
• IEC 62271-200:高圧開閉装置および制御装置 

• IEC 62271-102:高圧開閉装置および制御装置 
• 安全に関する欧州指令および EMC 

• 米国電気電子学会（IEEE） 
• Guide for Harmonic Control and Reactive Compensation of 

Static Power Converters（IEEE 519-1992） 
 
 
 

 

5.0 参考資料 Pub. No. マニュアル名 

 150-WP003_-EN-P SMC Flex Controller with Pump Control 
White Paper 

 1560E-WP023_-EN-E How to Successfully Apply  
Medium Voltage Soft Starters 

 6500-CO001_-EN-P Terms and Conditions of Sale 

 7760-SR001B-EN-P Specification Guide 

 150-AT002_-EN-P 
Bulletin 150 SMC Flex Application Guide 

（Bulletin 150 SMC Flex  
アプリケーションガイド） 

 インターネット www.ab.com/mvb 
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