Bulletin 1426 PowerMonitor™ 5000
強化されたテクノロジにより、総合的なエネルギー
情報を取得

アレン・ブラドリーのPowerMonitor
5000は、新しいテクノロジと機能を活
用して、エネルギーネットワークに関
する総合的な電力品質データを取得
できます。

利点
• 精度が0.2%のメータにより、エネル
ギーコストをより良く理解できるよ
うになる。
• 電力品質のモニタ機能は、設備の
どこに影響があるかと、どのように
影響するか判断するのに役立つ。

特長
• スケーラブルな電力品質プラットフ
ォーム製品は、電気周波ごとに4つ
の電圧と4つの電流チャネルをモニ
タする。
• サイクルごとに 8つのチャネルで
1024のサンプルを提供
• 最大127の高調波を測定

アレン・ブラドリーのPowerMonitor 5000

概要
Allen-Bradley®のPowerMonitor 5000は、ロックウェル・オートメーション
が提供する主要な電力品質メータです。コアの電力とエネルギー測定機
能に基づいて製造されたPowerMonitor 5000は、以下のような機能を追
加することで次のレベルのエネルギーモニタを行なうことができます。

• メータ用の内部ウェブページによっ
て、簡単に構成でき、リアルタイム
データを見ることができる。

• 仮想配線修正機能

• 仮想配線修正機能が立上げ時の誤
配線を修正できるため、修正のた
めに電力をダウンする必要が減少

• 単一サイクル測定

• 最大20のイベントのための構成可
能なアラームが、問題や装置の損
傷の防止に役立つ。
• WAGES (水、空気、ガス、電気、蒸
気)データ収集のために4つの入力

• サグ/スウェル(電圧低下/増大)検出アラート
• 条件、論理、および関係のプログラミングで最大20のセットポイント

この電力計は、プラント全体のネットワークに完全に統合できるスケー
ラブルなソリューションです。他のPowerMonitor 5000メータと接続して
いるときは、特許出願中のシステム・イベント・スナップショット・ツール
機能は、プロセスの上流と下流を見ることができるシステム全体のイベ
ント図を提供し、エネルギー構造と、計器への潜在的な影響をよりよく
理解できるようになります。
この最先端のメータは詳細な電力品質デー
タを提供し、FactoryTalk™ EnergyMetrixソフ
トウェアと共に使用すると、電力品質の問題
とエネルギー管理活動を理解して対処する
ために、パワフルなデータ分析のセットを
提供できます。

• SCADAまたは制御システムへの接
続のために4つの出力
• ネイティブEtherNet/IP™通信ポート
を搭載
• DeviceNet™通信オプション
• ControlNet™通信オプション

最大3台のPowerMonitor 5000
ユニットの電力とエネルギー
データ用のディスプレイを別に
搭載

技術的な仕様
25°Cで50/60Hz一貫した力率のときの
読取り精度(%)

項目
電圧検知入力: V1, V2, V3, VN

±0.1%

公称/範囲
ライン-ニュートラル間rms: 公称398V、15～660V
ライン-ライン間rms: 公称690V、26～1144V
電力システムのアースグラウンドにのみ接続

VG
電流検知入力: I1, I2, I3, I4

±0.1%

公称5A、0.05～15.6A rms
公称50Hzまたは60Hz、40～75Hz

周波数

±0.05Hz

電力機能: kW, kVA, kVAR
デマンド機能: kW, kVA
エネルギー機能: kWH, kVAH

ANSI C12.20 -2010クラス0.2

測定更新レート

ラインサイクルごと

EN 62053-22 -2003クラス0.2精度

入力/出力定格

制御リレー

項目

定格

項目

50/60Hz AC RMS

制御電源(AC)

AC85～264V, 47～63Hz (38VA)または
DC106～275V (26VA)

最大抵抗負荷
切換え

250Vのとき10A
(2500VA)

DC
30Vのとき10A、およ
び250Vのとき0.25A

制御電源(DC)

DC22.8～25.2V (12VA)

最小負荷切換え

24Vのとき10mA

24Vのとき10mA

電圧検知入力:
V1, V2, V3, VN

入力インピーダンス: 最小5MΩ
入力電流: 最大2mA

UL 508, CSA 22.2,
IC定格クラス

B300

Q300

電流検知入力:
I1, I2, I3, I4

過負荷抵抗: 連続22A、1秒間に200A
バーデン負荷: ごく少量
インピーダンス: ごく少量
5Aのときの最大クレスト係数: 4.0
始動電流: 5mA

最大メイク値
(誘導負荷)

120Vのとき30A
240Vのとき15A
(3600VA)

125Vのとき0.55A
240Vのとき0.27A
(69VA)

最大ブレーク値
(誘導負荷)

120Vのとき3A
240Vのとき1.5A
(360VA)

125Vのとき0.55A
240Vのとき0.27A
(69VA)

最大モータ負荷
切換え

125Vのとき1/3HP
250Vのとき1/2HP

ステータス入力

接点閉(内部DC24V)

KYZ出力

ソリッドステートKYZ: AC/DC240Vのとき
80mA

制御リレー

ANSI C37.90トリップデューティ: 2005

環境条件
一般的な仕様

項目

項目

定格

定格

動作温度

-20～+70°C (+4～+158°F)

端子台

14AWG

保管温度

-40～+85°C (-40～+185°F)

耐電圧

UL 61010およびEN 61010

湿度(結露なきこと)

5～95%

承認機関

UL, CE

衝撃 - 動作時

30G

衝撃 - 非動作時

50G

機械的な寸法
項目

定格

幅 x 高さ x 奥行(mm (インチ))

185 x 132 x 178 (7.29x 5.2 x 7.0)
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