生産性の向上と
稼働時間の増加

PowerFlex® 755T AC ドライブは、過酷な産業アプリケーション向けに
柔軟な高性能モータ制御を提供

過酷な産業アプリケーション向けの

強力なモータ制御

プラントの生産性を飛躍的に向上

産業用製造メーカは、TotalFORCE® テクノロジを搭載した

PowerFlex® 755T 可変周波数ドライブを使用して、以下のよ

うな大きな課題に真正面から挑戦しています。

• プラントの生産性の向上
• ダウンタイムの最小化

• エネルギーコストの削減

どんな業界でも、旧式の機器やシステムをどうにか活用して

いる場合でも、または新規プラントを設計している場合でも、
ロックウェル・オートメーションのスマートモータ制御ソリュー

新製品 PowerFlex 755TS ドライブは御社のアプリケーション

要件を満たす多数の機能を備えた、次世代の産業用ドライブ

を代表するモデルです。PowerFlex 755TS は、TotalFORCE

テクノロジを採用した最初の 6 パルスドライブです。このテクノ
ロジは、柔軟な高性能モータ制御、リアルタイムのオペレー

ショナルインテリジェンス、アプリケーションの自動立上げと
最適化を実現します。

PowerFlex 755TLドライブは、アクティブ・フロント・エンド
技術を使用して、高調波軽減および力率補正を行ないます。

PowerFlex 755TRドライブは、回生用アクティブ・フロント・

エンド技術を使用して、エネルギーを 100% 入力電源に戻しま

ションが御社の生産性の目標達成を支援します。

す。それに加えて、高調波軽減および力率補正を行ないます。

お客様の資産と生産時間を最大限に活用

ションで最適化したエネルギー消費および設置面積の縮小を

PowerFlex 755T ACドライブは、

特許取得の TotalFORCE テクノロジを搭載した、広範囲な

アプリケーション要件を満たす柔軟な高性能モータ制御を

PowerFlex 755TMドライブは、マルチモータのアプリケー

実現します。ドライブはコモン DC バスを使用し、回生付きと

回生なしのオプションがあります。

利用できます。

アプリケーションの自動立上げと最適化に加えて、リアルタイム

のオペレーショナルインテリジェンスを追加します。これにより、

この製品ラインナップは御社のオペレーションを常に最適な状
態に保ちます。

PowerFlex 755TL、755TR、および 755TMドライブ
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PowerFlex 755TSドライブ

時間短縮を実現する設計と
機能

ニアが御社のリソースを補完し、機器の稼働状態

設置と保守の簡略化

PowerFlex755Tドライブの全ファミリーは、容易な設置、立上げ、お

最新化および移行サービス

ターンキー・エンジニアリング・サービスにより、

いつでもご要望に応じてサポート

当社の経験豊富なフィールド・サービス・エンジ

を改善し、長期の運用を保証します。

よび保守を目指して構築されています。コンパクトなコンポーネントに
簡単にアクセスできる設計で、取付けや取り外し、保守作業も簡単で

す。スロットベースのハードウェアアーキテクチャが、アプリケーション
に適した I/O、通信、安全、およびフィードバック用に最大 5 つのオプ

ションカードを選択できる柔軟性を提供します。

PowerFlex 755TSドライブは小さな設置面積で大きなパワーを提供

床据付式の PowerFlex 755TL、TR、および TMドライブの電力密度は

市場をリードし、設置、修理、交換が容易です。

• 保守時には、電源モジュールは簡単に引き出すことができ、

ジへと移行できます。

ドライブのスタートアップ

フィールド・サービス・エンジニアはドライブの

設置スペースが最も重要な場合は

し、スペースと投資を最大限に活用できます。

旧式のプラットフォームから当社の最新テクノロ

設置状況をプラントの基準に照らし合わせて検査、
確認し、アプリケーションに合わせてドライブと

パラメータを調整します。加えてドライブを立上げ、
正常に動作しているか、パフォーマンスが最適かを
確認します。

予防保守

年間契約またはカスタム契約によりハードウェアの

その状態でも電力配線は接続状態を維持できます。

ライフサイクルの延長とパフォーマンスの最適化を
支援します。

• 主要なコンポーネントへの容易なアクセス

• オプションの配線ベイにより、キャビネットの上面から
入出力ケーブルのアクセスが可能

「容易な構成、統合、および視覚化を、

FactoryTalk Studio 5000® 設計環境で

実現」

簡素化されたドライブ構成とプログラミング

PowerFlexドライブでは、使いやすいソフトウェアパッケージと

ツールにより、構成とプログラミングを短時間でかつシンプルに
行なうことができます。

• Logix プログラマブル・オートメーション・コントローラを
使用してプレミア統合を実現

ローカルまたはリモートの PowerFlex HIM

• 単一開発環境で、制御システムおよびデバイスシステム

• この無料ソフトウェアの直観的なインターフェイスと

• ドライブ関連のデータは自動的に生成されるため、

Connected Components Workbench ™ ソフトウェア
スタートアップウィザードを使用して、ドライブを立上げて
稼働
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FactoryTalk® Studio 5000 Logix Designer® 環境

全体を構成し、プログラミング

構成が容易で不適合エラーを排除

• システム、機械、診断データへの容易なアクセス
3

TotalFORCE テクノロジは、

すぐに使えて生産性を飛躍的に増大
ドライブを戦略的な優位性に変える

TotalFORCE テクノロジを搭載した PowerFlexドライブで、

お客様の生産高、稼働時間、エネルギー効率の目標を達成する

ことができます。

TotalFORCE テクノロジは柔軟で高性能なモータ制御、高度な

自己モニタ機能、およびリアルタイムのデジタルプラットフォームを

組み合わせたものです。このテクノロジの採用は、利益を生むか、
損失を被るかの決定的な分岐点となります。
柔軟で高性能なモータ制御

PowerFlex 755Tドライブは、最も過酷な産業アプリケーション

でも正確な速度、トルク、および位置制御で一段とすぐれた電気

モータ制御を実現します。

PowerFlex 755Tドライブの充実した製品ラインナップを活用し

て、スタンダードおよびプレミアム産業用モータ制御アプリケー
ションから低調波および回生ソリューションまで、どんなアプリ

ケーションにも適合できます。

リアルタイムのオペレーショナルインテリジェンス

これらの PowerFlex ドライブからの情報や知見を使用して、

スマートオペレーション、エネルギーと予知保全の判断を行なう

ことができます。

立上げの自動化と最適化

一連の適応制御機能はスタートアップと立上げ時間を短縮し

( 複雑なコードもドライブ調整の専門家も不要 )、自動的にアプリ

ケーションの負荷や機械的な変化に応答し、電気的な効率や
機械システムの信頼性を改善します。
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サイバー攻撃の
リスクを低減

スマートマシン、ネットワーク、および製造機器のセキュ

リティを強化します。PowerFlex 755Tドライブのような

CIP Security 対応のデバイスは、プラントのセキュリ

ティを改善し、サイバーインシデントのリスクを最小限に
できます。CIP Security は、EtherNet/IP ネットワーク
でセキュアなトランスポート層を提供し、悪意のある

通信からドライブを保護できます。CIP Security は以下

を提供します。

• 信頼された接続 - 不正なデバイスが通信を
確立することを防止

• 整合性 - 通信の改ざんまたは変更を防止
• 暗号化 - データの開示を防止

適応制御は

お客様のパートナとして

機械の信頼性とパフォーマンスを向上

当社の工場で経験を積んだ専門家が、PowerFlex

生産性を向上し、機械の摩耗と
ダウンタイムを低減

適応制御は TotalFORCE テクノロジの鍵となるコンポーネントで、

ドライブの導入のすべての段階で支援を提供できます。

適応制御は、適応チューニング、ロードオブザーバ、バスオブザー

スタートアップや立上げ、リモートや現場での技術

短縮し、機器の稼働時の機械特性をモニタします。

プログラムにまで及びます。これらのライフサイクル

生産性の改善を支援します。

バの組み合わせで、連携してスタートアップ時の立上げ時間を

時間の経過に伴う機械動作特性の変化に対応して、PowerFlex

755Tドライブは変化を自動的に補正して調整を行ない生産性を
維持します。この高度な機能は機械の摩耗を低減し、オペレー

ションの最適な生産状態を継続することができます。

• チューニングのための複雑なコードやドライブチューニングの
専門家を必要とせずスタートアップ時間を短縮

• リアルタイムにドライブおよびシステムのパフォーマンス特性を
モニタし、必要に応じて調整

• 潜在的な有害性のある共振や振動状態を識別し、
共振を抑制してオペレーションを継続

• イナーシャの変化やモータの負荷の変化をモニタして自動的に
補正し、負荷の変化や外乱に関係なくプロセスの高いスルー

プットを実現

負荷
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行程の全段階で支援

負荷の変化

修正/調整された負荷

グローバルな活動は、システム設計やエンジニアリング、

サポート、積極的な予防保守、および MRO や資産管理
サービスは、生産性の最大化とダウンタイムやメンテナ

ンスコストの最小化に最重点を置いています。

予測テクノロジが
稼働時間を拡大
先行診断データ

PowerFlex 755Tドライブは、診断データを受信して積極的な

アプローチを提供します。そこではドライブの健全性を継続的

にモニタし、当社の特許取得の TotalFORCE テクノロジによる

アプリケーション設定と現在の稼働状態を比較できます。

リアルタイムモニタとオンボードの予測分析は、計画外のダウ

ンタイムを低減でき、リソースが最適化された保守戦略を開発
することができます。

予測分析によりダウンタイムの最小化を支援

PowerFlex 755Tドライブは、ドライブや以下に挙げるモータ

の健全性を危険にさらす可能性のある問題について、直ちに
オペレータに通知します。

• ヒューズ溶断

• 寿命が近いコンポーネント

• 通常の動作温度範囲を逸脱した温度上昇

PowerFlex 755Tドライブは、特許取得の予知保全モデルと

アルゴリズムを使用し、生産性を向上する機能を備えています。

• DC バスコンディショナは、DC バスの電圧変動を最小限に
抑えることで、電源コンポーネントの保護を助けます。

• 電圧ブースト機能は、電圧が下がった入力ラインで動作中
の場合でも、モータに全電圧を送ることができます。
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• サーマルマネージャは温度をモニタすることにより製品の

熱過負荷を引き起こす危険な稼動状態を管理する機能を
果たします。

• ドライブは 2 種類の入力電源を使用でき、商用電力と

発電機によるバックアップ電力を切換えることができます。

予測分析を搭載したドライブは、機器の予測寿命をモデル化す

ることによりメンテナンスコストやダウンタイムを低減できます。
例えば、分析モデルは測定された周囲温度 ( ドライブモジュー

ルにセンサを内蔵 ) を考慮して、機器の稼働速度を測定します。
速度の低下は、ベアリングが壊れている可能性があることを

示します。

予知保全モデルはセキュアなイーサネットネットワーク経由で
制御システムに、機器が予測寿命の特定の割合 ( デフォルトで

80%) に達したことを通知します。これを保守チームに警告し、
計画外のダウンタイムを避けるために、次の計画停止時に

機器を交換します。

省エネルギーの実現 ...

このテクノロジが成果を保証

わずか 6 か月でエネルギー投資を回収

エネルギー消費は、製造業における最大の運用コストの

1 つです。産業用モータの電力消費が産業エネルギー消費
量の 50% を超える場合があります。

6 パルス可変周波数ドライブ (VFD) 設計に関する新命令は、

お客様のアプリケーション制御に必要なエネルギー量の

削減に貢献します。PowerFlex 755TS ドライブの効率性は

アプリケーションの稼働状態を改善してエネルギー使用量を
低減します。これによりアプリケーションに対してドライブを

「最適なサイズ」に調整できます。

「クラス最高効率の

PowerFlex 755TSドライブは、

アプリケーションの
パフォーマンスを改善し、
エネルギー使用量を低減」
IEC 61800-9-2、IE2 EcoDesign 指令による

TotalFORCE テクノロジを搭載した PowerFlex 755T

ドライブは、多くの省エネソリューションを提供します。

ドライブは永久磁石モータなどのさまざまなモータに対応し、
以下を実現します。

• モータの熱損失を低減

• 広い速度範囲、高いトルク性能、小さな可聴ノイズや
振動の実現

• 小型軽量モータで機械の重量とサイズを低減

アクティブ・フロント・エンド技術による利点：

• 入力電源に電力を戻すことができる回生機能

• ファン速度を下げ、PowerFlex 755Tドライブまたは

バス電源装置を低電力状態に設定し、総電力消費量の
削減に貢献するエネルギーポーズモード

• 高調波低減および力率補正によるエネルギー使用の
低減

持続可能なライフサイクルサービス

ロックウェル・オートメーションは信頼性の高い電力制御製品をお客様に提供します。製品は故障しても修理して繰り返し使用する

ことができます。PowerFlex 755T ファミリーは予知保全機能を備えており、保守作業の費用や頻度を最適化するための予防的な

対策を可能にします。修理が必要となった場合には、当社の再製造サービスはすべての工程で品質とサステナビリティ ( 持続可能

性 ) を考慮した環境にやさしいオプションを提供します。資産価値を延ばすことは、当社が産業の変革に使用するレジリエントで

サステナブルな方法の 1 つにすぎません。詳しくは、rok.auto/sustainability をご覧ください。
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安全ソリューションによる
生産性の向上

安全はすべてに優先します

過去においては安全ソリューションの導入により生産性を損なうことが珍しく

ありませんでした。PowerFlex 755T ドライブは、計画と計画外の両方の

ダウンタイムを低減する傍ら人員と装置の保護を支援する安全オプションを
提供することによって、生産性の課題に対処します。

PowerFlex 755Tドライブには、4 つの安全オプション

モジュールが用意されています。

ハード配線による安全トルクオフは、ドライブから回転動力が除去される

ことで機能する安全関連アプリケーションに向けて設計されています。
これは、安全システムで要求された高速スタートアップを提供します。

SIL3、PLe、カテゴリ 3

ネットワーク接続された安全トルクオフは EtherNet/IP ネットワークを

使用して安全コマンドを送信し、ハード配線の安全トルクオフと同じ効果を

提供します。さらにネットワーク接続された安全ソリューションでは機械設計

を簡略化でき、必要機器を最小限に抑えます。SIL3、PLe、カテゴリ 3

安全速度モニタは、動作が制限されている安全領域へアクセスすることで

PowerFlex 755Tドライブには、ローカルアプリケー

ションや補助監視制御用の内蔵制御機能である

DeviceLogix ™ テクノロジが標準で装備されてい

ます。

スタンドアロンアプリケーションの生産性の向上に
最適な DeviceLogix は、入力イベントに対して高

速かつ局所的な応答を必要とするアプリケーション
向けに設計されています。そのため、ネットワーク

の往復によるポーリング時間の遅延がありません。
加えて、ローカルでロジックを処理することでトラブ

ルシューティングが容易で、プロセスはネットワーク
障害の際にも稼働し続けることができます。

DeviceLogix は、ファンクションブロックとラダー

エディタをサポートするシンプルなプログラミング

ツールを使用します。このツールには、
FactoryTalk®

Studio 5000® アドオンプロファイルを使用してアク

セス可能です。DeviceLogix テクノロジは特定の

状況下で動作するように設定できます。作成された

機能するアプリケーション向けのソリューションです。オペレータは、機械を

プログラムは、ロジックが有効で、非連動電力が

統合コントローラベースの安全機能は、PowerFlex 755T AC ドライブに

ファームウェアをなくすことができます。

停止させることなくプロセスや保守作業を実施できます。

EtherNet/IP ネットワーク上で高度な安全を提供します。オプション
モジュールは、IEC 61800-5-2 に基づいた安全命令を使用しています。

ドライブベースの安全命令には以下が含まれます。

• 安全トルクオフ (STO)

コントローラベースの安全機能 :

• 安全停止 1 (SS1)

• 安全フィードバックインターフェイス (SFX) • 安全制限速度 (SLS)
• 安全停止 1 (SS1)

• 安全制限位置 (SLP)

• 安全動作停止 (SOS)

• 安全ブレーキ制御 (SBC)

• 安全停止 2 (SS2)

• 安全方向 (SDI)

GuardLogix® 5580ES コントローラまたは Compact GuardLogix 5380ES

コントローラを搭載した統合安全システムの一部として使用する場合、この
統合安全機能オプションモジュールは最大 SIL3 と PLe カテゴリ 4 に適合

する安全定格を提供します。その場合、Studio 5000 Logix Designer アプ

リケーションのバージョン 31 以降が必要となります。
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組み込まれた
制御ツール

存在している場合のみ実行されます。また、内蔵

DeviceLogix 機能を使用することで、ユーザは冗長

アプリケーションのいくつかの例 :

• 速度リファレンスの選択
• 複雑な数学関数

• 信号値のスケーリング
• フォルト処理

• セレクタスイッチ機能

• バッチ処理用の材料カウント
• エンコーダ機能

• 信号コンディショニング

• 温度制御

• モータ制御アプリケーション

過酷な環境での保護
腐食性ガスに対する防御

XT 腐食性ガス保護を搭載した PowerFlexドライブは、腐食による
早期の機器故障の脅威を軽減します。

当社は、この広く認識されている業界の課題を誰よりも深く把握する

ために調査を行ないました。

当社の調査から、プラントで可変周波数ドライブの腐食の問題に取り

重量物の吊り上げの
ソリューションを実現
お客様がクレーン、ホイスト、または荷重の吊り

上げに関する業務に従事している場合、これらの

アプリケーションの固有の課題が何であるかを

分かっています。すなわち安全、信頼性、生産性

が常に課題となっています。幸運なことに、

Allen-Bradley® のドライブはこうした仕事を容易

にするために特別に設計されています。

組む製造メーカを支援できるソリューションと推奨事項を開発しまし

これらの PowerFlexドライブの以下のような機能

ロックウェル・オートメーションの独自調査、テスト、製品設計、インスト

• TorqProve™ 制御により、リフトアプリケーション

た。これを XT と呼んでいます。

レーションインストラクションを活用して、XT 腐食性ガス保護を搭載し

た PowerFlexドライブはダウンタイムを削減できます。こうしたダウン

タイムは、高腐食性ガス環境での腐食による機器の早期故障に関連

します。現在、PowerFlex 755TL、TR、および TM ドライブのすべて

に標準で搭載され、PowerFlex 755TS ドライブではオプションとして
利用できます。

を活用して、パフォーマンスの改善に投資しましょう。
で荷重を確実に制御

• アンチスウェイ ( 揺れ防止 ) 技術による設計が、
移動荷重の揺れを減らし安全と効率が向上

• 回生機能は入力ラインにエネルギーを戻すこ

とができるため、抵抗ブレーキよりもはるかに
エネルギー効率の高いソリューションを提供
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PowerFlex 755TS ドライブ、

スマートなモータ制御の決定

プレミアムドライブの製品ラインナップへの
新製品追加

PowerFlex 755TSドライブは、従来の可変周波数ドライブ
(VFD) アプリケーションから、精密な速度、トルク、位置決めの

ための高性能モータ制御を必要とするさらに高度なモータ制御

アプリケーションまで、あらゆるプラントに適用可能です。この

ドライブは、TotalFORCE® テクノロジを提供する産業用標準
の初の 6 パルスドライブです。

数え切れないアプリケーションや産業界のために設計された

PowerFlex 755TS は、お客様が必要としている生産性と

スループットを実現できます。

生産性の向上と稼働時間の増大を以下のような機能で

現実のものにします。

• 精密な速度、トルク、位置決めが可能な高性能モータ制御

コスト効率に優れた機械の安全を実現

• 共通のソフトウェアとハードウェアを使用して複雑さを
緩和しトレーニングを減らす

• 複数のモータタイプのサポート – 誘導モータ、永久磁石
モータ、同期リラクタンスモータ

• デュアルポートのギガビットイーサネットを搭載、1000MB -10/100MB と比較して 10 倍高いスループット

• DeviceLogix™ は、入力イベントに対して高速かつ局所的な
応答を必要とするアプリケーション用のロジック解決機能を
組み込み

• 光ファイバー高速ドライブ間通信用の T-Link オプション
カード

• セキュアな通信のための CIP Security により、信頼された
デバイス間の認証、整合性、プライバシーを保証

• 特許取得の予知保全テクノロジによるシンプルな

• XT 腐食性ガス保護オプションは、稼働時間を拡大し、

• リアルタイムのデバイスデータによるプラントレベルでの

• 400 ～ 480V: 1 ～ 400HP、0.75 ～ 270kW

設備保全とサービス

速やかな意思決定と、クラウドベースのアクセス可能な

データ分析エンジン

• 適応制御機能による迅速な機械のスタートアップと機械の
信頼性およびパフォーマンスの向上

「数え切れないアプリケーションや
産業界のために設計された
PowerFlex 755TS は
お客様が必要としている生産性と
スループットを実現できます。
」
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• 統合ネットワーク接続とハード配線された安全が、

高腐食性ガス環境での腐食を低減

• -20 ～ 60 ° C 動作温度(-20 ～ 50 ° C、ディレーティングなし)

• エンクロージャオプション : IP54、フランジ、および
XT 腐食性ガス保護オプション
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PowerFlex 755TL & 755TR ドライブは
生産性を飛躍的に向上

他社の追随を許さない
幅広いスマートソリューション

運用データとプロセス制御のステータスが簡単に確認でき、
利益と損失の分岐点が明確になります。

PowerFlex 755Tドライブファミリーは、プロセス制御システム

その他のメリット

各種コンポーネントが内蔵されているため、必要となる設置面
積とパネル幅が小さくなり、市場をリードする電力密度を達成

• 電源損失ライドスルー制御によって、大半のライン障害の
中で稼動を維持

の生産性を向上し、
コストを下げ、
パフォーマンスを向上できます。 • Studio 5000 Logix Designer® または Connected
アクティブ・
PowerFlex 755TL とPowerFlex 755TRドライブは、

フロント・エンド技術を使用した高調波軽減および力率補正

Components Workbench ™ ソフトウェアを使用して、

コンバータとインバータを構成およびプログラム可能

機能を内蔵しています。高調波歪みの悪影響を低減することで、 • デュアル EtherNet/IP ポートが標準で搭載されているため、
トポロジの柔軟性とプレミア統合を Logix 環境に提供
ドライブはエネルギー効率の改善とエネルギー費用の削減、
および工場フロアの配電上の問題も最小限に抑えます。

• 高度な診断と予知保全によりパフォーマンスと稼働時間を

入力電源装置にエネルギーを戻すことによりエネルギー消費

• PowerFlex 755TL および TRドライブは、XT 腐食性ガス

また、回生機能を搭載した PowerFlex 755TR ドライブは、
を低減することができます。

向上し、立上げ時間を短縮
保護を標準装備

高調波軽減の利点

• 高調波軽減と力率補正により、電源装置の大型化を抑制
• 高調波歪みを軽減することで、他の機器への弊害を
最小限に抑制

• IEEE 519 規格に準拠 ( 全高調波歪み 5% 以下 )

回生の利点

• ドライブは入力電源側に電力を戻すことができるため、
抵抗式または機械式ブレーキよりもはるかに

エネルギー効率の高いソリューションを提供

• ブレーキレジスタと冷却装置、およびそれに付随する配線、
労力、取付け、メンテナンスのコストが不要になる

「すぐに使える」ソリューションを
お探しですか ?

PowerFlex 755TL、TR、および TMドライブは、お客様の
特定のパッケージニーズに応じた以下のようなご注文と
配送が可能です。

• 入力サーキットブレーカまたはヒューズ

• ドア取付け式押しボタンおよびセレクタスイッチ
• オプションのドア取付け式 HIM モジュール
• 出力コンタクタまたは出力フィルタ
• 通信オプション
• I/O オプション

• 電圧検知および赤外線表示ウィンドウ
ProposalWorks を使用した設計および発注。まだ、

当社の構成ツールをご使用になったことがない場合は、

rok.auto/pst から ProposalWorks ツールを

ダウンロードしてください。
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PowerFlex 755TM ドライブソリューションは

システム設計と電力消費を最適化

機動性に優れたオペレーティングシステムが
生産性を大きく向上

回生コモンバス電源およびコモン・バス・インバータ用に設計

された構成シリーズから選択が可能で、システム設計と電力消

費を最適化します。コモン・バス・ドライブ・システムは、設計の

柔軟性やエネルギー最適化を提供し、設置コストを削減します。

それに加えて、PowerFlex 755TM では、高調波軽減と内蔵回
生機能を利用することができます。

PowerFlex 755TM の利点

• 回生負荷とモータ負荷でエネルギーを共有することで
エネルギー効率の向上

• ドライブをコモン DC バスに接続できるため、省スペース化、
設置の簡略化、およびハードウェア数の削減が可能

— AC 電力を各ドライブに個別に配線する必要性を排除
— 取付け時間、労力、配線費用の削減

— DC バス端子が各ユニットに内蔵されているため、

• コモン・バス・システムにより、異なるタイプの可変周波数
ドライブ (VFD)、サーボドライブ、およびその他の電源コン
ポーネントを同一の DC バスに接続できる混合アーキテク
チャが可能

• 複数モータの調整を可能にする設計

— IEEE 519 規格に準拠 ( 全高調波歪み 5% 以下 )

— 高調波歪みを低減することで、エネルギー効率を改善し、
工場フロアでの配電上の問題を最小限に抑える

— 自動トランスまたはフィルタ、およびそれに付随する配線、
労力、設置面積、取付け、メンテナンスコストを不要に

する

PowerFlex 755TM 非回生電源

回生機能および低調波が不要な場合の、コモンバス向けの

高費用効果ソリューションです。このモジュール式の製品展開
は、御社の特定の電力要件に合わせて拡張可能です。

隣接するユニットに簡単に接続可能

— PowerFlex 755TM ドライブは、マルチモータのアプリ
ケーションで最適化したエネルギー消費および設置面
積の縮小を実現します。ドライブはコモン DC バスを

使用し、回生付きと回生なしのオプションがあります。

— PowerFlex 755TM ドライブは XT 腐食性ガス保護を
標準装備

「回生機能は入力ラインに
エネルギーを戻すことができるため、
抵抗ブレーキよりもはるかに
エネルギー効率の高いソリューションを
提供できます。
」

統合サービスがダウンタイムを最小化
せて、計画外のダウンタイムを最小化して、メンテナンスコスト

• 保守の生産性の最適化に向けたデータの知見や拡張現実
(AR) ツールと、スケジュールに合った e ラーニングを活用し

• オンラインと仮想によるサポートオプションで、

• 新しいテクノロジを採用し、オートメーションと

高度なドライブテクノロジと最新のサポートツールを組み合わ

を削減します。

トラブルシューティングをより速く

• 優先サポートを提供する統合サービス展開で
12

テクノロジ投資を最大化

て、保守リソースを強化

制御システムの専門知識を構築

12

技術的な仕様

PowerFlex 755TS

PowerFlex 755TL

PowerFlex 755TR

PowerFlex 755TM

将来的に利用可能

適用しない

適用しない

適用しない

定格電圧400V

0.75 ～ 270kW

7.5 ～ 1250kW

7.5 ～ 3640kW

定格電圧480V

1 ～ 400HP

10 ～ 1800HP

10 ～ 6000HP

定格電圧200/240V

定格電圧600V

定格電圧690V
通信
安全オプション
定格
周囲温度

ドライブ

将来的に利用可能

将来的に利用可能

ドライブ

ドライブ

10 ～ 1500HP

10 ～ 5100HP

11 ～ 1400kW

11 ～ 4550kW

-20 ～ 50 ˚C 周囲温度
( ディレーティングなし )
-20 ～ 60 ˚C
( ディレーティングあり )

トルク精度
* 3 dB クロス ( クローズドループ ) 仕様

13

コモン・バス・インバータ：
200 ～ 4550kW
回生バス電源装置：
84 ～ 4714kW

-20 ～ 55 ˚C ( ディレーティングあり )

動作時：0 ～ 95% ( 結露なきこと )

規格および認可

コモン・バス・インバータ：
250 ～ 5100HP
回生バス電源装置：
69 ～ 4432kW

-20 ～ 40 ˚C 周囲温度 ( ディレーティングなし )

相対湿度

モータ制御のバンド幅*

コモン・バス・インバータ：
250 ～ 6000HP
回生バス電源装置：
90 ～ 4818kW

ハード配線安全トルクオフ SIL3、PLe、カテゴリ 3 • ネットワーク接続安全トルクオフ SIL3、PLe、カテゴリ 3 •
ハード配線安全速度モニタ SIL3、PLe、カテゴリ 4 • ネットワーク接続統合安全機能 SIL3 および PLe、カテゴリ 4

-40 ～ 70 ˚C

TotalFORCE

コモン・バス・インバータ：
160 ～ 3640kW
回生バス電源装置：
87 ～ 4358kW

ギガビットのデュアル EtherNet/IP ポートを搭載 • ControlNet • DeviceNet • PROFIBUS DP
• PROFINET • 光ファイバードライブ間通信

保管温度

テクノロジモータ制御

ドライブ

センサレスベクトル • 磁束ベクトル制御 • V/f モータ制御設定 • エコノマイザ • フィールド指向制御
• 永久磁石モータ制御 • 同期リラクタンス
速度レギュレータのバンド幅：300Hz (1885 ラジアン /sec)
位置レギュレータのバンド幅：207Hz (1301 ラジアン /sec)

c-UL-us • CE • EAC • KCC • RCM • RoHS • Seismic

製品認定の完全なリストについては、
ロックウェル・オートメーションの Web サイト (literature.rockwellautomation.com) で PowerFlex 認定を検索してください。
モータ基底速度の 5% 以上：定格トルクの 2% – オプションのトルク精度モジュール付き
モータ基底速度の 5% 以下：定格トルクの 5%

適切な専門知識を適切なタイミングで提供します。
お客様のライフサイクルおよびデジタルトランスフォーメーションを
当社の広範囲な分野の専門知識で実現します。

コンサルティング
サービス
デジタルトランス
フォーメーション &
コネクテッド
エンタープライズ

データサイエンス &
アナリティクス

エンタープライズテクノロジ
オートメーション

FEED/FEL

専門サービス

コネクテッドサービス

フィールドサービス

人材サービス

メイン・オートメーション・
コントラクタ (MAC)

OT ネットワークと
サイバーセキュリティ

資産の修繕、再製造、
および管理

e ラーニング

OT 関連のサービスとしての
インフラストラクチャ (IaaS)

現場での技術サポート

最新化 &
移行エンジニアリング

プログラムとプロジェクトの
管理 & 実装
グローバルロールアウト

マネージドサービス

安全評価と修正措置

リモートサポート

予知的 / 処方的な分析

インストラクタによる
トレーニング &
バーチャルトレーニング
人材の評価

仮想現実 (VR)/
拡張現実 (AR)

安全とリスク管理

お客様の固有のビジネス課題を当社のソリューションでどのように解決するかについては、
当社または当社代理店にお問い合わせいただくか、以下のウェブページをご覧ください。rok.auto/lifecycle

当社とつながりましょう。

Allen-Bradley、Connected Components Workbench、expanding human possibility、GuardLogix、LifecycleIQ Services、PowerFlex、Rockwell Automation、Rockwell Software、
Studio 5000 Logix Designer、TechConnect、TorqProve、およびTotalFORCEは、Rockwell Automation, Inc.の商標です。CIP SecurityはODVAの商標です。
Rockwell Automationに属していない商標は、それぞれの企業が所有しています。
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