重工業と
アプリケーションのための
生産性の向上
PowerFlex® 6000 および 7000 高圧 ACドライブ

パワフルなパフォーマンスと 柔軟な制御

Allen-Bradley® の PowerFlex 高圧 AC ドライブの

メリット

アプリケーションの専門知識

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。

接続性

当社の高圧ドライブは EtherNet/IP 通信機能
を搭載し、その他の一般的に広く使用されて
いる通信プロトコルをサポートしています。柔
軟な接続性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。

安全 / 品質基準

品質は Allen-Bradley ブランドの代名詞と言
えます。当社のドライブ製品ラインナップは、
すべてのグローバル IEC および UL 規格に適
合しています。耐アークエンクロージャのオプ
ションと機能安全オプションは、人材とプロセ
スの安全の最適化に役立ちます。

目的に合った製品を幅広く提供

当社の製品ラインナップは、最高 120Hz まで
の汎用ファン、ポンプおよびコンプレッサの各
アプリケーションや、ミキサ、コンベア、クレー
ンやホイストの専用アプリケーションのニーズ
に応えるよう構成されています。
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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

当社の高圧ドライブは、ドライブの健全性とプ
ロセスパラメータに関する価値ある情報を制
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まで削減します。

実証済みの信頼性

確固とした設計ガイドライン、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によって、確実
に稼働時間を最大化します。重要部品の冗長
化とバイパスオプションに加え、工場出荷前の
ダイナモ試験の実施など、すべてが資産活用
の改善に貢献します。

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。

グローバルなサポート

対応範囲の広い設置ベースは、世界中に展開
するサービス / サポートネットワークによって、
時と場所を問わずお客様の声にお応えします。

取引先の業種と用途
石油 & ガス

• 石油パイプライン
ポンプ

• 天然ガス・パイプライン・
コンプレッサ

• 電動水中ポンプ

発電

• 給水ポンプ

• ファンポンプ

• 押込ファン

• ボイラー給水ポンプ

• 誘引ファン

水 / 廃水処理

• 排水ポンプ

• 低圧用 / 原水ポンプ
• 高圧用 / 処理済水
ポンプ

• 通気ブロワ

• 洪水対策ポンプ

• 誘引ファン

海洋

• 主推進機関

• 位置決めスラスタ

• パルパー
• 精製機

• 誘引ファン

• 未処理下水ポンプ

林産物

商業

• HVAC/OEM
チラー / コンプレッサ
• 空港のコジェネレー
ション

• 病院のコジェネレー
ション

• 大学のコジェネレー
ション

鉱業、
スチール & セメント

その他

• スラリーポンプ

• テストスタンド

• デスケーリングポンプ

• 振動機

• 換気ファン
• コンベア

• 誘引ファン

• 風洞

• ゴムミキサ

• ミル
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用途に合ったドライブの選択
ロックウェル・オートメーションの高圧ドライブは、アプリケーション要件に基づいて 2 つの区分に分類されます。

汎用ドライブ

• ファン、ポンプ、コンプレッサ、コンベア、ミルや最高 120Hz ま
での高速アプリケーションの作動に必要な性能特性を備えて
います。

カテゴリ

• 特殊用途ドライブ

• コンベア、ボールミルおよび SAG ミル、押出機、ミキサなどの
特殊アプリケーションの作動に必要な性能特性を備えてい
ます。

汎用

特殊用途

PowerFlex 6000ドライブ

PowerFlex 7000ドライブ

製品

ファン、ポンプ、コンプレッサ、
コンベア、ミル、およびチラー

ファン、ポンプ、コンプレッサ、チラー、ホイスト、クレーン、コンベア、
ミキサ、押出機、ボールミル、SAGミル、電動水中ポンプ

トポロジ

カスケードHブリッジ

CSI PWM

整流器タイプ

18～54パルスダイオード

アクティブ・フロント・エンドSGCTまたは18パルスSCR

インバータタイプ

IGBT

SGCT

電力範囲

150～11,000kW (150～15,000HP)

150～6300kW (200～8500HP)

出力電圧

2.3～11kV

2.3～6.6kV

出力周波数

0.3/0.6*～120Hz (* エンコーダ付き)

0.1～90Hz

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

モータのタイプ

誘導

誘導と同期

標準的なアプリケーション
ドライブ冷却方式
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空冷式

空冷式または水冷式

PowerFlex 6000T AC

ドライブ

シンプル。コネクテッド。使いやすい。
共通の制御アーキテクチャと
TotalFORCE® テクノロジ

PowerFlex 6000T 高圧ドライブを使用することで、統合および運用
体験を簡素化できます。本製品は、当社の最新世代の PowerFlex
755T 低圧ドライブと同じハードウェア、ファームウェア、およびイン

ターフェイスソフトウェアを採用しています。可変周波数ドライブの設
置ベース全体で共通の制御プラットフォームを使用することで、統合、
運用、およびサポートの費用が削減されます。また、プラットフォーム
が共通しているため、製品固有のトレーニング要件やスペアパーツの
在庫を削減できます。

PowerFlex 6000T 高圧ドライブの特長 :

• Studio 5000 設計環境での構成、統合、および視覚化が簡単。

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
が 1 つにまとめられたものです。また、ドライブデータを制御シス
テムに送るプライマリツールでもあります。

• 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。1 つの多言語ソフトウェアパッケージ
で簡単に構成、プログラム、視覚化が可能です。

• 多言語対応 ( ポルトガル語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、中
国語、ポーランド語、ロシア語など ) の 10 インチ (254mm) カラー
タッチスクリーン HIM により、より直感的で簡略化されたローカル
制御、モニタ、および診断を実現。

• リアルタイムのアラートは、デバイス用のFactoryTalk® Analytics™
を使用したデバイスの健全性診断に利用可能

PowerFlex 6000T 高圧ドライブ

は、特にファン、ポンプ、ミル、コンベア、コンプレッサのよう
な汎用で回生機能がないアプリケーションに最適です。
これは、100 ～ 11,000kW (150 ～ 15,000HP) のモータ制
御アプリケーションおよび 2.3 ～ 11kV 定格モータに最適な
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 ACドライブはさまざまなアプリケー
ションでの柔軟性が考慮され、モータの電圧に基づいて多
数の構成で使用可能です。
• 磁束ベクトル制御を含む複数の制御モード エンコーダ付きの場合最大 150% の始動トルク
• すべての定格電圧および定格電力での
シンプルな空冷設計

• エコ設計の主冷却ファンにより、効率が向上し
損失が減少

• 内部に取付けたマルチパルス絶縁トランスにより、
ライン側の高調波を低減

• 自動パワー・セル・バイパスにより、重要なアプリケーション
のダウンタイムを最小化

• 簡単に取り外せるように設計された共通のモジュール・
パワー・セルにより、平均修理時間を短縮

• kW、kVA、kVAR、累積 kWh、MWh、および力率に対する広範な
入力電源モニタ機能

• 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

• TotalFORCE テクノロジは、メンテナンス分析

ツールのアラートを使用してドライブおよびプ
ロセスの稼働時間を最大化することを保証す
る一方、速度およびトルクの正確な適応制御に
より優れたモータ制御を提供
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TotalFORCE テクノロジ

PowerFlex の

当社の低圧ドライブ製品のテクノロジと同様に、PowerFlex 6000T 高圧ドライブ
の TotalFORCE テクノロジは、アプリケーションのスループットを増大し、品質を
改善し、ダウンタイムを削減できます。

コンパクトな設計

ドライブの高性能トラッキングが速度やトルクコマンドに高精度で追従します。
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生産増加を助けます。

• 背面からのアクセスが不要

• 3 つのフレームサイズ ( 最大 70A、
71 ～ 140A、141 ～ 215A) が 2.3 ～
6.6kV で利用可能

アプリケーションのスループットの向上

• 上部または底部のライン /
負荷ケーブル

最終製品の品質の向上

迅速な処理速度により、ドライブは精密な速度および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
しい張力制御アプリケーションで速度制御の維持を助けます。

• オプションでサージ避雷器が
利用可能 ( サイズアップなし )

• IP31/IP42 およびタイプ 3R/IP54
エンクロージャを使用可能

予知保全による機器のダウンタイムの削減

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
コンポーネントの健全性を追跡し、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、装置の故障を予測し、予期しないダウンタイム防止のため
の措置を講じることができます。

• 80dB(A)

• 立上げ時間を短縮

• 平均故障間隔 (MTBF)、
最小 100,000 時間

さらに、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。

• サイズアップなしで自動パワー・セル・
バイパス・オプションが利用可能

• 最大 13.8kV 入力に対応

PowerFlex 6000T ドライブ同期転送バイパス

同期転送は、1 台のドライブでの複数のモータの制御始動と速度制御に使用されます。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、稼動状態に応じて、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損が抑えられるため、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、各モータ当たり最大 680A ( 合計で最大 3000A) まで起動可能

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

PowerFlex 6000T ドライブ同期転送システム設計アーキテクチャ
MOTOR #2 VFD OUTPUT AND
BYPASS CABINET

Fixed
frequency bus

POINT I/O

MOTOR #1 VFD OUTPUT AND
BYPASS CABINET

POINT I/O

VFD INPUT AND OUTPUT
CABINET

CONTROL AND VISUALIZATION /
OUTPUT REACTOR CABINET

TO SUPERVISORY
CONTROL

VFD CABINET

POINT I/O

Bypass PT

Bypass PT

Bypass
Contactor

Bypass
Contactor

Input PT

Input
Contactor
LV Control Panel

*
Protection
Relay

Protection
Relay

EtherNet/IP

Variable
frequency bus
Output PT

Output PT

VFD

VFD Output
Isolation Switch
Output Reactor

Output
Contactor

+X%

Output
Contactor

-X%

*

X%

CTs

CTs

* Simpliﬁed power cabling is shown. Cabling enters/exits

M2
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M1

through access openings in cabinet top or bottom plates.

自動パワー・セル・バイパス

U0
V0
W0
U1
V1
INPUT POWER
3 PHASE AC
ANY VOLTAGE

W1
U2
V2
W2
U3
V3
W3

ドライブトポロジ、AC4160V

M

あるパワーセルに万一故障が発生した場合には、自動パワー・セ
ル・バイパス・オプションにより、PowerFlex 6000T ドライブは該
当する位相のパワーセルをその他の 2 つの位相の対応するパワー
セルと共にバイパスします。これによって、ドライブは能力が低下し
た状態で運転を続け、計画シャットダウンのプランを立てる時間を
稼ぐことができます。

• 重要なアプリケーションの稼働時間の最大化が可能
• ソリッド・ステート・バイパス・サーキットがプロセスの中断時間
を削減

カスケード「H」ブリッジ (CHB) トポロジ

定評のある CHBトポロジは、完全取付け式位相シフト絶縁トラン
スと直列に接続するパワーセルを位相ごとに組み合わせます。

絶縁トランスは、入力電圧の降圧以外に、以下の主要な 2 つの機能
を備えています。

• コモンモード電圧ストレスを緩和し、標準絶縁レベルのモータを
使用可能にする

• 二次巻線の位相シフトによる全高調波歪を低減し、入力側高調
波がプラントや公共の送電線網に悪影響を与えないようにする

標準パワーセル

複数の同一の低圧パワーセルを直列に接続 ( カスケード ) し、モー
タの作動に必要な高圧レベルを生成します。各パワーセルの電圧
ステップは比較的小さく、パルス幅変調の切換えパターンを使用す
るため、モータでの出力高調波およびトルク脈動が低速時でも最
低限に抑えられます。この技術は、新規アプリケーションでの標準
モータの使用を可能にするだけでなく、既存のモータへのレトロ
フィットにも最適です。また、出力フィルタリングを行なわずに、
モー
タケーブル長を長くすることができます。

このパワーセルのコンセプトにより、メンテナンスが素早く簡単に
行なえます。各パワーセルは、万一の故障の際に交換が必要な
セルを識別して隔離する、診断機能を内蔵しています。これによ
りパワーセルの交換時間が短縮でき、プロセス稼働時間が長くなり
ます。多数のシステム・バイパス・オプションが用意されています。
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PowerFlex 6000T の最大電力と定格電圧の比較
18000
16000
14000
Power (kW/HP)

12000
10000
8000

ソリューションにより
入力高調波を抑制

オプションの RealSine ソリューションにより、ドライブの入力高調
波を大幅に抑制します。

6000
4000
2000
0
kW

RealSine ™

2300

3300

4160

6000

6600

10000

11000

Motor Voltage (V)

HP

2.4 ～ 4.16kV、最大 215A まで、ドライブトランス二次巻線の数を
変更することなく利用でき、この電圧範囲では、従来の 18 パルス
または 24 パルス設計と比較して、各二次巻線が 54 パルスまた
は 72 パルスを達成できるように特別に位相シフトされます。

このオプションには追加のハードウェアは必要なく、ドライブの
設置面積に影響はありません。

ライン側波形

2400V、3000/3300V または 4160V の場合、この新しい設計に
より全高調波電流の歪み (THDi) を最大で 30 ％改善しました。
クリーンなスペクトルによりドライブの動作効率が改善し、環境の
サステナビリティが向上します。
Phase Current

Phase Voltage

6.6kV
Input
Pulse)
入力
パルス
6.6kV
(36(36
)

位相電流

位相間電圧

電力システムフレンドリな入力電流および電圧波形は

IEEE 519-2014 の高調波のガイドラインに準拠しています。

モータの波形

6.6kV
Output
出力
6.6kV

U相電流

U相-V相電圧

U Phase Current
モータフレンドリな電流および電圧波形は、
新しいまたは既存の標準
モータでの稼動に最適です。インバータ・デューティ・モータは不要。
U-V Phase Voltage
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24 パルスと 72 パルス間の一次電流波形の比較

PowerFlex 7000 AC ドライブ
効率的で統合された高電力性能

PowerFlex 7000 高圧 ACドライブファミリーは、1 つのソリューションで、150kW ～
6300kW (200HP ～ 8500HP)、定格 2.4kV ～ 6.6kV のモータ制御アプリケーショ

ンにおいて柔軟性と高い電力性能を発揮します。

エネルギーコストを削減し、モータの摩耗を減らすために、PowerFlex 7000 ドライ
ブでは電力要求の厳しいプロセスにおけるソフトスタートおよび可変速度制御が可能
です。当社の製品ラインでは、事実上完璧な出力電流および電圧波形を提供しており、
標準または既存のモータおよびモータケーブルを使用できます。
高度な電源半導体技術とシンプルでわかりやすい設計により、ドライブのコンポーネ
ント数が現在提供されている高圧ドライブの中で最も少なくなっています。その結果、
信頼性が向上し、ダウンタイムが低減し、スペア部品の数が減ります。より高い効率
を実現するには、Direct-to-Drive ™ ( ダイクレトドライブ ) 技術を使用した構成を選
択し、絶縁トランスを使用せずにモータを直接ドライブに接続します。

PowerFlex 7000ドライブには、プロセスのモニタと制御のために情報と通信機能、
直観的で使いやすいカラータッチスクリーンのオペレータインターフェイスが搭載され
ています。また、性能とメンテナンスの最適化も行ないます。

PowerFlex 7000 ドライブ製品ラインナップ
空冷式ドライブ

150 ～ 6000kW (200 ～ 8000HP)、2.4kV ～ 6.6kV のモータ用。このドライブは、

各電力範囲に対応するために、さまざまなフレームサイズとヒートシンクまたはヒー
トパイプを備えています。
水冷ドライブ

4.16kV ～ 6.6kV で 2240kW ～ 6340kW (3000 ～ 8500HP*) のモータ用。この
オプションは、液 - 気 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
冷システムを使用し、最適な信頼性のために冗長ポンプを標準装備しています。
海上用ドライブ

定格電力 600 ～ 24,000 kW(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、海上での過酷な
使用にも耐えられるように設計されています。

制御オプション

安全トルクオフ

ダウンタイムを低減することにより時間と
コストを節約し、安全トルクオフによって
システムの安全機能を高めることにより、
作業員と設備を避けられる事故から保護
します。この機能は TÜV の認証取得済
みで、SIL 3/PLe/IEC 61508/ISO
13849-1 の要件を達成できます。この
オプションは AFE PowerFlex 7000 ドラ
イブで使用できます。
高性能トルク制御

PowerFlex 7000 高圧 ACドライブには
現在、ゼロ速度保持トルク制御機能と

TorqProve 制御のオプションがあります。

この機能は、ホイスト、ドラグライン、ウィ
ンチ、
テストスタンドなどのアプリケーショ
ンに最適であり、PowerFlex 7000 ドラ
イブは今ではゼロ速度で 100% のトルク
を実現しています。この制御機能はゼロ
速度近辺でのトルク制御を継続的に支援
するもので、このようなアプリケーション
に必要なより高速のドライブ速度やトル
ク応答を可能にします。このオプションは
AFE PowerFlex 7000ドライブで使用で
きます。

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長化、負荷転流形インバータレトロフィット、
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。

制御オプション :

• 安全トルクオフ
• TorqProve ™ テクノロジによる
高性能トルク制御

• 同期転送

エンクロージャオプション :

• ArcShield ™ 耐アーク
エンクロージャ

• IP42

* シングル・ドライブ・チャネル構成の定格
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ArcShield 技術搭載のドライブシステム
効率設計による安全規格への適合

ArcShield 技術を搭載した PowerFlex 7000ドライブシステムは、Allen-Bradley の CENTERLINE® スタータと PowerFlex 7000
ドライブを完全に一体化したものです。当社の既存の高圧スタータの製品ラインと連動するように設計された、このスタンドアロン型
の完全一体型システムには、アークフォルト定格 40kA のものと 50kA のものがあり、いずれかをお選びいただけます。

アークフラッシュが起こったときに発生するエネルギーの方向をエンクロージャ上部と作業者から逸らすように設計されたタイプ 2B
は、アークフォルト発生時にエンクロージャの前面、側面、背面のどの位置でも、そのアクセス性が作業者を保護します。また、タイプ
2B の防護機能は、低圧制御ドアがメンテナンス作業時に開になっているときも維持されます。

1

2
3

圧力リリーフベントが、アークフラッシュ発生時にエンクロー
ジャの前面、背面、側面からアークガスや飛び散る物質を逸ら
します。
ガスおよび物質はベントアップされ、プレナム排出システムを
通りエンクロージャ上部から排出されます。

特許取得済みの自閉型ベントプレートが、ファン排気口からの
アーク・フラッシュ・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にも構造を
維持するため、溶接チャネルで補強されています。

5

6
7

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ため
の高い剛性を備えます。
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。
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・ガスの漏出を防止します。

2

3

1

4

5

6

7

電流定格 50kA の完全一体型の ArcShield 技術を搭載した PowerFlex 7000 ドライブシステム
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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
当社の広範囲にわたる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

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

最新化と
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

エンタープライズテクノロジ

オートメーション FEED/FEL

グローバルロールアウト

安全とリスク管理

マネージドサービス

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

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

人材の評価

仮想現実 (VR)/ 拡張現実 (AR)

お客様に固有のビジネス課題を当社のソリューションが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/services

サービス内容は地域により変わります。

PowerFlex 高圧ドライブについては、rockwellautomation.com をご覧ください。
私たちとつながりましょう
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