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Liebert NXrが実現する
高適応性アーキテクチャ

適応性の高いアーキテクチャで
将来の技術革新に対応

Liebert NXr

非常に優れた性能
大効率96% 

入力力率＞  99% 
入力THD i ＜3 %

省スペース
160kVA UPS で 0.5m2 未満  

高度な適応性とフレキシビリティ
上下からケーブル引込み
160kVA UPSで300 kg未満
フレキシブルなバッテリ構成:
12Vx 30/32/34/36/40 cell design

現代の電源インフラは、企業全体で活用し、絶え間ない変動に対応できる

性能が必要です。求められているのは、ブレードサーバなどの高密度機器を

問題なく導入でき、費用対効果の高いインフラであり、また、VoIP スイッチで

要求される厳しい条件に見合った高品質の電源を供給できるインフラです。

可用性やサービス性を損なわずに容量を増設できるインフラの構築も重要

です。 

スケーラビリティのみで目的にたどり着くことは困難です。さらに一歩先へと

リードしてくれるインフラが不可欠です。お客様のニーズに適応できるインフラ

が、強い味方となってくれるのです。

 

最小限のオーナーシップ･コスト 

Liebert NXr には、設備投資費用を 小限に

抑え、 大限の効率を実現する設計がなされて

います。貴重なスペースを大きく取らずにすむ設

置面積で、高密度のデータセンタ設備を効果的

に管理します。低入力 THDi、高入力力率に加

え低入力ケーブルおよびスイッチギア定格である

ことから発電機互換性が高く、100%使用可能

な有効電力を供給します。 

さらにフレキシブルな運転機能 

新技術を求める声に応える Liebert NXr は、

高密度化に対しても、運転への影響を 小限

に抑えながら、さらに進化した可用性、サポート

を提供します。バッテリはニーズに合わせた構成

が可能で、ケーブル引込みは上部が標準となっ

ています。デュアルバスや並列構成など、異なる

システム･アーキテクチャも容易に構築できます。

システムの可用性を向上

Liebert NXr はミッションクリティカル･テクノロジー

を採用し、1 カ所の障害がお客様のネットワーク

全体に広がることを回避します。お使いの IT シス

テムで 大限の可用性を確保する UPS として、

低 MTTR（平均故障修理時間）による高信頼

性が、Liebert NXr の特長のひとつです。



効率がさらに向上

Note: Cost is based on $0.10 kWH.

定格  (kVA) 　　従来型  UPS 
(92%)

Liebert NXr (96%) 年間節約コスト       10年間の節約コスト

30 $28,565 $27,375 $1,190 $11,902 

60 $57,130 $54,750 $2,380 $23,804 

90 $85,696 $82,125 $3,571 $35,707 

120 $114,261 $109,500 $4,761 $47,609 

150 $142,826 $136,875 $5,951 $59,511 

Liebert NXr
 クリティカルなアプリケーションに

優れた効率と適応性の電源を提供

特長と利点

 

 
 
 
 
 
 

Unparalleled Ef  ciency
Low Footprint

Truly Adaptive and Flexible

エマソン･ネットワークパワーの Liebert NXr はお客様のネットワークに、効率的かつ省スペー

スのフレキシブルなソリューションを提供します。業界基準を超える 大 96%という効率を、

設置面積が少なくてすむコンパクトな設計に搭載した Liebert NXr で、コストおよびデータセ

ンタのスペースを節約しながら、お客様のネットワークを保護します。 
クラス 高のオンライン式二重変換テクノロジー、冗長機能オプション、フレキシブルなバッテ

リ構成が可能な Liebert NXr なら、すでに定評のある Liebert NX UPS シリーズと同じ高レベ

ルの信頼性をお約束できます。 
 

オンライン式二重変換運転で、 大効率 96% 
高出力密度 設置面積<0.5m2 で 160kVA 負荷 
高性能デジタル信号プロセッサ(DSP)とデジタル制御テクノロジーでシステムの信頼性を

さらに向上 
4 台構成の並列運転が、集中型バイパス･キャビネットやモジュールを追加せずに可能 
デジタル電流分担テクノロジーにより循環電流が極小、高い並列信頼性 
ワイドな入力電圧・周波数範囲で厳しい電源環境にも対応 
パワフルな過負荷および短絡耐量により、極限状態でもシステムの安定性と安全性を

確保 
インテリジェント機能によるバッテリ管理でバッテリを自動保守し、バッテリ寿命を持続 
6 インチ LCD 画面で 12 カ国語の表示が可能 
レイヤー構造の個別密閉型ダクトおよび冗長ファン設計、基板塗装保護、防塵フィル

タにより、優れた耐性で厳しい環境に対応 
高度な監視・通信機能により、可視性および制御性を向上 
低 MTTR（平均故障修理時間）、前面保守 
異なる運転方式に対応するフレキシブルな UPS システム構成 

 

二重変換型 UPS を選ぶ理由とは 
入出力間を完全に絶縁し、電源を完全に再生

する二重変換方式のみが、100%の保護を提供

できます。二重変換型 UPS なら、100%のパ

ワーコンディショニング、バッテリヘの切替時間

ゼロ、安定性の高い出力電圧･周波数が得られ

るほか、ラインインタラクティブ方式に比べて、

より高度のトランジェント抑制が可能です。 

二重変換型システムでは入力電圧範囲が広く

なっており、サグが大きくなっても UPS はバッテ

リヘの切替をせずに吸収できます。 

 

DSP 制御 

フルデジタル制御により、従来のアナログ電子

回路に比べて高精度でドリフトのない制御が可

能。さまざまな条件下で、UPS が精度・信頼性と

もに高い保護機能を提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

拡張された負荷範囲 

一般的に、現代のデータセンタやブレードサー

バ、IT アプリケーションが必要とする有効電力

が増大しています。さらには、誘導負荷（遅れ

力率）を使用していた従来のシステムに対し、

新のデータセンタでは容量性負荷（進み力

率）となっていることがあります。 

 

進み力率 

これは、容量性回路が誘導性回路より勝ってい

る場合です。電流の曲線を二次元グラフで見る

と、電圧の曲線よりも前方に移相しているため、

「進み」と呼ばれます。UPS は、実負荷条件に

合わせて運転しなければなりません。以前は IT

アプリケーションで力率 0.7～0.8 が主流でした

が、今日のコンピュータ力率は 1.0 に近づいて

います。 



高い効率と信頼性、優れた価値 ――
1つのコンパクトなパッケージで
UPS システムにベストな投資

 
 

  

 

 
 

 

 
 

  

 

  

 

 

 
 
 
 
 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

大の投資効果を得る方法は？ 
 

高力率(kVA=kW)の Liebert NXr は、さ
らに大きい有効電力でお客様のミッション
クリティカルな負荷に対応します。 
オンライン式二重変換型で 大効率
96%を実現した NXr なら、市販されてい
る従来型 UPS に比べ、運転費用の節約
が可能です。 

 
Liebert NXr で、使用しているネットワークに
対してどのように 大限の保護機能が得ら
れますか。 
 

Liebert NXr の二重変換テクノロジーによ
り、 大 96%という業界水準平均を超え
る高効率を実現。お客様のネットワークお
よびデータセンタの機器を、 高レベルの
効率でフルに保護します。 

 
Liebert NXr で設置面積の節約は可能？ 
 

Liebert NXr は設置面積が小さくてすむコ
ンパクトな UPS です。 
160kVA タイプの Liebert NXr なら、
0.5m2 未満のスペースに設置できます。 

 
どのようにして 高レベルの保護機能・可用
性が得られるのでしょうか。 
 

Liebert NXr は、階層化した冷却技術に
よってクリティカルな部品を冷却し、冗長
冷却ファンを搭載するなど、内蔵された信
頼性を提供します。 
入力電圧・周波数ともに許容される変
動範囲が広く、電源の可用性アップにつ
ながります。 
デジタル制御により搭載部品数を削減す
る一方、可能な限り高速で電力を管理
し、信頼性、精度、効率を向上させま
す。 
デュアルバス対応、システム冗長性により、
電源の可用性はさらに高まります。 
高過負荷に対応した保護機能を搭載。
110%過負荷 60 分間、125%過負荷で
10 分間、150%過負荷で 1 分間の耐性
があります。 

 

どうしたら電気料金および投資コストの節約
ができるでしょうか。 
 

Liebert NXr の改善された入力力率によ
り、電気の使用量を削減することができま
す。 
定格の線形・非線形負荷で 0.99 を超え
る 大限の力率により、 大限の効率を
実現します。 
入力電流歪率低減・力率補正だけでな
く、5～30 秒で設定変更できる Liebert 
NXr 特有のパワー・ウォークイン機能を搭
載。バックアップ用発電機の容量を軽減
してコスト削減することができます。 
コンパクトな本体は占有面積も小さくす
み、節約したスペースに他の機器を設置
できます。 
Liebert NXr は並列基板および負荷バス
同期(LBS)基板を内蔵しており、ハード
ウェアを追加することなく、並列ケーブルの
みで容易に並列構成が可能です。 

 
新世代のサーバの要求仕様を満たすに

は？ 
 

Liebert NXｒは遅れ 0.5 から進み 0.9 まで、
幅広い変動範囲の負荷に対応できるた
め、ありとあらゆる負荷に対する有効電
力が増え、 新の IT トレンドを追った
UPS となっています。 

 
上流に接続されている装置も保護したいの
ですが。 
 

入力電流 THDi レベルが業界 小の
Liebert NXr なら、上流側の電力を 大
限にクリーンに保ちます。 
上流側の電力をクリーンに保ち、上流分
電バスに接続されている他の負荷を損傷
から保護します。 

 

需要が増えた場合、どのようにシステムを拡
張できますか。 
 

Liebert NXr は容易でシンプルなスケーラ
ビリティと冗長性を備えています。冗長構
成で 大 6 台の Liebert NX モジュールを
並列接続して、信頼性・保守性を追加
することが可能です。 
Liebert NXr は Liebert 独自の LSB に対
応します。 

 
 

も過酷な条件でも UPS が確実に運転で
きるようにしたいのですが。 
 

入力電圧範囲は 305V～477V、周波
数許容範囲は 40Hz～70Hz と、標準以
下の入力パラメータでも高品質の電源を
供給できるため、バッテリへの切替を 小
限に抑え、充電・放電サイクルを短縮し
ます。 
バックフィード検出保護機能により、シス
テム全体としての品質も確実にします。 
短絡のない、DSP 制御インバータにより、

高品質の出力電力を供給します。 
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Liebert NXr バッテリの構成
バックアップ時間15分  バックアップ時間30分

NXr バッテリ ストリング 1ストリングの
ブロック数

バッテリ 　　　　ストリング 　　　1ストリングの
ブロック数

30 45AH 1 40 75AH 1 40

60 90AH 1 40 150AH 1 40

90 134AH 1 40 230AH 1 40

120 175AH 1 40 150AH 2 40

150 230AH 1 40 175AH 2 40

STS 1

重要負荷  #1

重要負荷  #2

電源2電源1

デュアルバス構成

デュアルバス

信号ケーブル

重要負荷

1+N 構成

Li
eb

er
t N

X

スタンドアロン

重要負荷

NOTE: 1. バックアップ時間15分のEODは 1.67V
              2. バックアップ時間30分のEODは 1.75V

STS 1

並列信号

ケーブル

UPS の容易なメンテナンスは可能ですか。 
 

Liebert NXr は保守バイパス内蔵、キャビ
ネットは、正面ドア開放時でも IP 20 に適
合した保護構造となっています。 
冗長構成により、モジュール単体を運転
しながら残りのモジュールの保守作業が
行えます。 
デュアルバス対応により、負荷を代替電
源に切り替えて、保守作業を行えます。 

 
どのように UPS を監視、通信できますか。 
 

さまざまなニーズに合わせるため、Liebert 
NXr はウェブや MODbus および SNMP
通信プロトコルを使用した通信機能が可
能です。 

 
UPS の稼働状況をどのように確認できます
か。 
 

Liebert NXr は重要部品に前面からアク
セスできるほか、自己診断機能、各種監
視オプションがあり、容易に確認すること
ができます。 
大きくて使いやすい LCD ディスプレイを搭
載。12 カ国語で動作情報を表示できま
す。 

特定のニーズにこたえることはできますか。 
 

バッテリの種類、シングルまたはマルチユ
ニット構成、その他さまざまな内外部の電
源・通信オプションから選択することで、フ
レキシブルに対応します。 
自動再起動機能により、可用性をさらに
向上します。 
55dBA 未満という非常に小さい騒音レベ
ルであることから、設置場所の選択肢が
広がります。 
可変パワー･ウォークイン機能、ユーザー
指定可能な各種設定項目、選べる電
源監視通信手段、使いやすい制御機能
などはすべて、メニュー形式の LCD コント
ロールパネル上で操作でき、詳細なデー
タを読み取ることができます。 
エマソン･ネットワーク･パワーは優れたソ
リューション・プロバイダとして知名度をあげ
ています。 寄のエマソン･ネットワーク･パ
ワー窓口で詳細をご相談ください。 

 
バッテリの寿命を保護し、できるだけ長持ち
させるには？ 
 

Liebert ＮＸのワイドな入力電圧変動範
囲は 小で 305V となっているため、バッ
テリへの切替が 小限ですみます。 
温度補償バッテリ充電により、バッテリの
寿命を長持ちさせます。 

  
 
 
 

フル機能を搭載した構成で、 
高可用性電源にお客様が求める

ニーズをすべて満足させます。 
 

【シングルまたはデュアル入力運転】 
Liebert NX電源システムは、シングルまたは

デュアルいずれの入力でも使用することが

できます。 

デュアル電源とすることにより、二次電源で 

得られる利点を活用できるようになります。 

シングル入力構成向けには、オプションとし

て回り込み保守バイパスの搭載も可能です。 
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高度な監視・通信機能を搭載し、
常に情報をキャッチしてコントロール

オプション機能で通信手段を拡充

さまざまな環境に対応可能な
Liebert NXr UPSシステム用通信オプションを用意

 
 
 

 
 
 

 

エマソン･ネットワークパワー･サービス

ミッションクリティカルなアプリケーションの保護にベストなシステムの選択には、ソフトウェアと通信オプションが重要なカギと

なります。お客様にベストなソリューションをお約束するエマソンでは、Liebert NXr 用に広範囲にわたる高度なソフトウェ

アおよび通信オプションを用意しています。 
 
 
 
 
 
 

 
 
Modbus および Jbus プロトコルでビル管理システム（BMS）から制御 

SNMP プロトコルによるウェブ監視・管理 
ネットワーク管理システムに対応 
ソフトウェア･ソリューション 

サイト監視ソフトウェア 
設備全体の監視 
コンピュータ機器用シャットダウン･ソフトウェア 

異なるプロトコルによる同時監視 

エマソン･ネットワークパワー・サービ

スでは、お客様のミッションクリティ

カルな機器がスムーズに稼動し続

けるための各種サービス・保守プロ

グラムを用意しております。技術

面・ビジネス面いずれの観点から

も、お客様のニーズにマッチした総

括的なパッケージをデザインし提

供することを目標としています。

エマソン･ネットワークパワー・サービ

スは世界各地で数多くの企業・

団体から、クリティカルなシステム

が緊急事態に陥ったり遮断したり

することを 大限に防ぐ任務を任

されています。業界 大規模を

誇るテクニカルサポートおよびカス

タマ対応システムがバックアップ体

制を構成し、工場で訓練を受け

たカスタマーエンジニアおよびサービ

ス専門家が100 カ所を超えるサー

ビスセンターで対応し、年間 365
日24時間いつでも、お客様のアッ

プタイム維持のお手伝いができる

ようになっています。

AC 電源、DC 電源からバッテリ設

備、通信システム、環境・サイト

監視サービスにいたるまで、お客

様のビジネスでクリティカルなインフ

ラ全体のサービス業務を、エマソ

ン･ネットワークパワー・サービスが

お引き受けいたします。
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機器仕様
機種 NXr 

出力 30 kVA 60 kVA 90 kVA 100 kVA* 120 kVA 150 kVA 160 kVA* 

 30 kW 60 kW 90 kW 90 kW* 120 kW 150 kW 144 kW* 

システム効率 

AC-AC オンライン式二重変換型 大96% 

入力パラメータ 

定格入力範囲 380/400/415VAC, ３相4線 

定格動作周波数 50/60 Hz 

入力電圧範囲 305V - 477V （全負荷時） 

-25% to -40% （線形負荷ディレーティングあり） 

入力周波数範囲 40Hz - 70Hz 

入力力率 >0.99 （全負荷時）, >0.98 （50%負荷時） 

入力THDI <3% 

入力ウォークイン機能 Available, 5 - 30s (設定変更可) 

DC パラメータ 

バッテリ種類 VRLA 

バッテリ補償 あり 

充電器出力電圧精度 1% 

DCリプル低電圧 1% 

出力パラメータ 

インバータ出力電圧 380/400/415VAC, 3相4線 

インバータ出力周波数 50/60 Hz 

出力周波数安定度 50Hz/60Hz±0.02% 

負荷力率 （容量ディレーティングなし） 0.9 進み - 0.9 遅れ 

電圧安定度 

定常時 < ±1%（代表値） 

過渡時 +/-5%（代表値） 

過渡時応答時間 <20ms 

インバータ過負荷耐量 110%（1時間）, 125%（10分間）, 150%（1分間）, >150%（200ms） 

移相 

100%平衡負荷 <1° el 

100%不平衡負荷 <1° el 

THDv 

100%線形負荷 <1% 

100% 非線形負荷 <4% 

バイパス･パラメータ 

バイパス入力電圧 380/400/415VAC, 3相4線 

バイパス電圧範囲 デフォルト設定は -20%～+15%, その他（-40%, -30%, -10%～+10%, +15%）はソフトウェア設定変更可 

バイパス過負荷耐量 135%（長時間）, 170%（1時間）, 1000%（100ms） 

環境条件 

動作温度範囲 0 - 40°C * 

保存温度 -25 - 70°C 

大動作高度 1000m（1000>2000mの運転では、高度100m上昇ごとに1%のディレーティング） 

相対湿度 95% 

騒音(1m) 55-62dB（負荷率により調整） 

IP 等級 IP20 

規格 安全規格: IEC60950-1; IEC62040-1-1/AS62040-1-1 

EMC: IEC62040-2/AS62040-2/EN50091-2 CLASS A 

設計･試験: IEC62040-3/AS62040-3 

寸法と重量 

寸法  幅×高さ×奥行き (mm) 600 × 1400 × 843mm 

重量 (kg)                                              200                     234                       268                       268                     302                        336                      336 

*一定条件によります。 

 




