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Chloride Trinergy UPS システム  200 ～ 1200 kVA

1 内容

 

2 一般仕様

この資料には、連続稼働対応の三

相、ソリッドステートのフル IGBT （絶

縁ゲートバイポーラトランジスタ）方式

のダブルコンバージョン方式無停電電

源（UPS）システムの仕様が記載され

ています。商用交流電源で停電また

は異常が発生した場合、本 UPS が

規定された範囲内で中断することな

く、電力を継続的に自動供給します。 

バッテリ・システムによって補償された

時間内は、制御された電力が継続

的に供給されます。 

整流器、インバータ、その他ミッション・ク

リティカルな UPS 内変換器は、専用の

デジタル信号プロセッサ（DSP）システム

で実行されるベクトル制御のアルゴリズ

ム（特許 95 P3875、 95 P3879、 96 

P3198 で保護）により制御されます

（Trinergy のアルゴリズムと共に作動）。 

2.1 適用規格 

エマソン・ネットワークパワーでは、ISO 

9001 に準拠した品質管理システムお

よび ISO 14001 に準拠した環境方

針・管理システムを実践しています。 

Chloride Trinergy（クロライド・トリナジー）

は、 EU 指令 2006/95（73/23 および

一連の修正条項に優先）および欧州

EMC 指令 2004/108（89/336、 

92/31、93/68 に優先）に適合した CE

マークを表示します。 Chloride Trinergy

は、以下の国際規格に準拠して設計・

製造されています。 

• IEC/EN62040-1-1 一般・安全

要求事項 

• EN62040-2 EMC 要求事項 

• EC/EN62040-3 動作要求事項 

• IEC/EN 62040-3 による分類: VFI-
SS-111 

2.2 安全規格 
一般・安全要求事項について、本 UPS

は IEC/EN 62040-1-1 の  立ち入り自由

な場所における使用に関する基準に準

拠しています。 

2.3 EMC およびサージ抑制 
コンピュータ・システムその他同様の電子

負荷に対する悪影響および本 UPS への

影響が生じるのを防ぐため、電磁効果は

最小限に抑えられます。本 UPS は EN 
62040-2, Class C3 に適合した設計と

なっています。

製造元とお客様は協力して、今回

の当該機器設置において重要な

EMC 対策を導入することとします。 
 

2.4 ニュートラル接続と接地 
Chloride Trinergy の出力ニュートラル

は、UPS 筺体から電気的に絶縁します。

入出力ニュートラルは同一、つまり最終

的に一点で接続された接地となります。

そのため、いずれの運転モードでも UPS

が上流のニュートラルの状態を変更す

ることはなく、UPS 下流の分電のニュー

トラルの状態はメインの状態に左右さ

れます。 

Chloride Trinergy は、TN または IT

系統いずれの方式にも対応可能です。

詳細は、テクニカル・サポート・チームに

お問い合わせください。 

2.5 材料 
本 UPS の使用材料および部品はすべ

て、製造時の最新版です。 
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3 システムについて

3.1 システム 
電子機器向けの高品質交流電源を

供給する本 UPS には、以下のような

特長があります。 
• Chloride Trinergy テクノロジー 
• エネルギーを最大限に節約 
• 9.6 MW まで拡張可能

3.2 各種モデル 
高出力モジュラー型 UPS の Chloride Trinergy は、中央部に I/O Box（入出力ボックス）

が 1 個あり、これに最大 6 台の CORE が接続可能です。Chloride Trinergy は、単一

のシステムで 200 kVA から 1.2 MVA までカスタマイズできます。容量に応じて、各 I/O 
Box には最大 CORE 台数の半分を左に、半分を右に搭載することができます。 

• 電力品質の向上 
• フル入力力率改善（PFC）、超低

THDi
• TN および IT 系統いずれの方式にも

完全に対応 
• いずれの予備発電機にも完全に

対応 
• ディレーティングなしの力率最大 1
でどんな負荷にも対応 

• 停電保護

• 高性能バッテリ管理 
• トランスレス設計 
商用交流電源で停電または異常が発

生した場合、本 UPS が規定された範囲

内で中断することなく、電力を継続的に

自動供給します。 

Chloride Trinergy は 1 台の UPS で、

並列構成の CORE（200kW パワー・モ

ジュール）最大 6 台の容量または冗長

性に対応できます。 
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CAD - Chloride Trinergy 内部構造 
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図 1. Chloride Trinergy CAD モデル. 
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図 2. Chloride Trinergy 600kVA 単結図 
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3.3 I/O Box（入出力ボックス） 
中央部にある I/O Box は、電気接続

とユーザーのやり取りに使用する共通

インターフェイスです。 

この I/O Box は、400kVA、800kVA、

1200kVA の 3 種類の定格があり、その

定格によって最大 2 台、4 台または 6

台の CORE が接続できます。 

Chloride Trinergy はモジュラー構造で

あるため、CORE を増設する際、既存の

設備に変更を加える必要はありません。 

このボックス正面には以下のスイッチが

搭載されています。 

• バイパス

• 入力 

• 出力 

• 保守バイパス

• バッテリ 

これにより、負荷を切り離すことなく保

守作業ができます。中央部にある I/O 

Box には入出力端子とバッテリ接続部

があり、ケーブルは上下いずれからも入

線可能です。 

システムの保守作業を可能にするため

システム全体の手動無停電バイパスを

導入することもできます。この場合、バ

イパス経由で負荷への給電が継続さ

れ、UPS は給電ネットワークから切り離

されているため無電圧になります。接

続されている電気負荷へ影響を与え

ずに UPS の保守作業を行うことができ

ます。バッテリは集中型、分散型どちら

も可能で、常に I/O Box から接続され

た状態となります。 

バッテリを保守作業のために外す場

合は、外部スイッチ（バッテリ・キャビ

ネット内などに搭載）で UPS から切り

離す必要があります。UPS は運転を

継続し、バッテリのバックアップ時間を

除き、仕様通りの性能を発揮します。

I/O Box には houses a 12.1 インチの

タッチスクリーン・パネルが搭載されて

おり、システムおよび各 CORE を容易

に監視できます。 タッチスクリーンから

はサービス履歴を見ることもでき、保

守作業の時間と手間が短縮できます。

電気部品や制御基板はすべて、それ

ぞれの CORE に分散されているため、

単一障害点は完全に排除されてい

ます。 

正面 正面 正面 

400kVA 800kVA 1200kVA 

図 3. Chloride Trinergy I/O Box の設置面積 
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3.4 CORE（パワー・モジュール） 

各 Chloride Trinergy CORE には個

別の引き出しが 8 個あり、個々の

CORE は非常にサービスがしやすく

なっています。CORE には以下が搭

載されています。 
• フル IGBT 方式整流器 
• IGBT ブースター/バッテリ充電器

• IGBT 方式インバータ 
• パワー・インターフェイス/スタティック・バ

イパス 
• パワー・コントロール

各 CORE に搭載されているスイッチは以

下の通りです。 
• 入力 
• 出力 
• バッテリ 
• ニュートラル 
• バイパス

これらのスイッチで CORE 単体を完全に

絶縁し、保守や修理作業が行えます。 
保守や修理のために CORE1 台を

停止させても、クリティカルな負荷へ

の給電が中断することはありません。

完全な絶縁状態となり、ヒューズや

内蔵のパワー機能モジュール、制御

基板などのサービス可能な部品はす

べて、絶縁されます。 
負荷への給電は残りの CORE によって

継続され、システムの保守作業が行うこ

とができます。最高水準の電源保護が

損なわれることはなく、システム全体を手

動保守バイパスに切り替える必要もあり

ません。 
. 

3.5 マイクロプロセッサ制御および診断 
UPS の運転と制御は、マイクロプロセッサ制御ロジックを使用して行います。表示や計

測、警報、バッテリのバックアップ時間は、タッチスクリーン画面に表示されます。 

起動、シャットダウン、負荷の手動パイパス切り換えの方法も、画面上に手順が

分かりやすく説明されています。 

3.6 制御と診断 
CORE 電子部品の制御を最適化し、以下が可能になります。 

• 最適な三相電源および負荷のコンディショニング

• 制御されたバッテリ充電

• 電源ネットワークに最小限の影響

Chloride Trinergy は高性能デジタル制御プラットフォーム（各 CORE に内蔵）を搭載し

ています。これによって、すべてのベクトル制御アルゴリズムを実行するダブル DSP と、内外

すべての信号のインターフェイスを行いながら最大限の柔軟性を備えた通信を可能にする

マイクロコントローラの利点が融合します。  

このプラットフォームのおかげで、Chloride Trinergy による UPS 業界最強のコントロール

が実現します。 

3.6.1 ベクトル制御と Chloride Trinergy アルゴリズム 

測定したデータを素早く柔軟に処理するため、DSP には特別な演算アルゴリズムが組み込ま

れ、制御変数がどんどん作成されていきます。これにより、インバータ・エレクトロニクスのリアル

タイム制御が可能になり、パワー・コンバータの性能には以下のような利点が明らかに現れま

す。 

• 個々の位相制御が速くなるため、短絡時の反応が向上

• メイン電圧に歪みが生じても、USP 出力－バイパス間で同期または位相角が

正確 

• 並列運転での高柔軟性。複数の CORE および並列構成の Chloride Trinergy

システムで負荷分担

ベクトル制御ファームウェアに含まれるアルゴリズムの一部は、Chloride 取得の特許で保

護されています（95 P3875、95 P3879、96 P3198）。 

Chloride Trinergy の精密制御により、 3 種類ある UPS 機能モードのいずれかを

素早くシームレスに作動させ、それぞれの標準構成がもつ効率・効果を実現します。

同時に、Chloride Trinergy は Class 1（IEC 62040-3） UPS の性能・電源保護を

負荷に提供し続け、上流分電系統に完璧な入力電源調整を継続します。 
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3.6.2 状態監視 
システムの信頼性を最大限に生かすた

め、整流器、インバータ、バッテリについ

て広範囲にわたる動作パラメータを制

御ユニットが監視します。温度、システ

ム入出力における周波数・電圧の安

定性、負荷パラメータ、内部システム

値といった重要な動作パラメータはすべ

て、異常がないか常時監視・制御され

ます。UPS あるいは負荷で深刻な状

況が発生するまえにシステムが自動的

に反応し、厳しい状況になっても負荷

への給電を確保します。 

3.6.3 遠隔診断および遠隔監視 
システム信頼性を損なわないようにす

るため、既述のすべての運転モードで

UPS をサービス・センタなど遠方からの

監視・制御が可能です。動作パラメー

タに関する情報は不揮発性 FRAM に

記憶され最長 45 年保存可能となる

ため、UPS を完全にシャットダウンした

状態でも、この情報が失われることは

ありません。 

3.6.4 サービス性とコミッショニング 
Chloride Trinergy の設計は、容易な

設置とサービス性を考慮した引き出し

タイプになっているため、モジュラー型

サービスが可能で修理に必要な時間

も最小限に抑えることができます。機

能モジュールがすべて、機器前面から

引き出しを開けて取り外すことができま

す。各 UPS に ID カードがついており、

主要な UPS 運転パラメータがすべて

含まれています。このカードにより、

MDT（平均故障時間）を削減し、サー

ビスおよびコミッショニング作業を短縮で

きます。 

3.7 並列構成 

3.7.1 並列の原理  
無停電電源装置 Chloride 
Trinergy は、並列接続してマルチ

モジュール構成とすることができま

す。I/O Box には最大 6 台の

CORE を接続可能で、この場合

Chloride Trinergy UPS 1 台で

1.2 MW を出力します。 
Chloride Trinergy UPS は最大 8 台

の並列構成が可能です。UPS を並

列接続することで、信頼性を向上さ

せ容量を増大させることができます。 

信頼性 
冗長化構成が要求される設備の場合、

各 UPS の電力は Ptot/(N-1)を下回ら

ないようにしなければなりません。 
ここで、Ptot/(N-1)は以下のように算出

します。 

通常運転中、負荷へ供給する電力は

並列バスに接続されている CORE が分

担します。過負荷が発生すると、この構

成では負荷を予備電源に切り替えるこ

となく、Pov x N を供給可能です。ここで、

Pov x N は以下の通りです。 

P   =CORE1 台の最大過負荷電力 ov 

N =並列接続されている CORE 数 

CORE のいずれか 1 台で障害が発生

すると、この問題の CORE は完全に絶

縁され、残りの CORE が給電を遮断す

ることなく負荷への供給を継続します。

内部冗長性により、特定の CORE を

対象に保守作業を行い、他の CORE
は負荷への保護を完全に継続できる

ため、システム全体の可用性は大幅に

向上します。Chloride Trinergy UPS
は最大 8 台の並列構成が可能です。 

P =総負荷電力 tot 

N =並列接続されている CORE 数 
1 =最小冗長係数 

UPS 1 UPS 2 UPS n 

BATT BATT 

図 4. Chloride Trinergy の並列システム 

SBS 負荷 
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4 AC/DC IGBT コンバータ（整流器）

3.7.2 モジュラー並列 
Chloride Trinergy UPS は、モジュラー並

列構成で運転できます。 
並列構成は、隣接の UPS システムにス

クリーン付データ・ケーブルを接続するの

みで可能になります（閉ループの環状母

線）。 
個々の CORE を制御することで、マルチ

モジュール・システムは自動的に制御・

監視されます。 
並列システムの制御はユニット間で分

散されています（マスタ/スレーブ構成な

し）。各 UPS に内蔵されるバイパス系

統およびインバータが負荷を分担しま

す。UPS 並列システム間の負荷分担

（インバータ運転）は、許容差 3%未満

（公称負荷時）で行われます。データ・

ケーブルで遮断が発生しても、ループ

状通信線によってて並列ユニットは負

荷分担制御を継続できます（単発故

障回避システム）。 

3.7.3 循環冗長性 
循環冗長により、軽負荷時でも UPS
の効率が最適化できます。出力負荷

への CORE 全数を必要としない場合、

Chloride Trinergy は実負荷への給電

に実際に必要な（同時に要求される冗

長性を維持できる）CORE の台数を判

断します。負荷上昇が確認されるとす

ぐに、CORE が起動します。 
その負荷レベルで最小限必要な台数の

みのインバータに給電するため、使用可

能な CORE 全数が、定期的に交代して

運転します。 
この機能が最高レベルの効率を、常時

維持します。 

4.1 プライマリ入力 

商用電源から得た三相電流は、各 CORE の IGBT 方式整流器によって制御され

た DC 電圧に変換されます。システム内の電気部品を保護するため、整流器入力

側の各相には、個別の速断ヒューズが搭載されています。図 2 に示す通り、DC 電

源は IGBT 方式整流器から DC/AC 出力コンバータ（IGBT 方式インバータ）と、バッ

テリ充電モードであれば DC/DC バッテリ・コンバータ（ブースター/バッテリ充電器）に

送られます。 

4.2 全高調波歪み（THD）および力率（PF） 

整流器入力（商用電源または発電機のいずれからも）に許容される最大電圧

THD（THDV）は、15%（最大 8%まで平常運転を保証）です。メイン回路に流れる

電流 THD（THDI）の最大値は最大入力電力時で 3%未満、最大入力電圧 

THDV は 1%未満です（公称電圧および電流）。入力力率（PF）は  > 0.99 です。

他の入力条件および他の出力負荷率の場合、THDI は< 5%となります。これは、

Chloride Trinergyが一次側メイン電源および分電にとって抵抗負荷と見なされるとい

うことになり（有効電力のみを吸収し、電流波形は実質的に正弦波）、どのような電源

にも完全に確実に対応可能ということを意味します。 

4.3 ディーゼル発電機を使用した運転 

入力電圧で要求される THD とするためには、ディーゼル発電機と UPS の協調は、発

電機の 短絡リアクタンスではなく初期過渡リアクタンスをベースとします。 

4.4 ソフトスタート 

UPS ロジックへの給電に問題がなければ、入力電圧印加後に整流器は追加のプロ

グラマブル電流ソフトスタート（1～90 秒）を起動させます。入力電圧を供給している

ネットワークから得た電流は、徐々に立ち上がります。 
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遅延 
(1- 180s) 

電流 
ソフト 
スタート
(1-90 s) 

5 DC/DC IGBT コンバータ（ブースター/バッテリ充電器） 

この機能により、待機中の発電機があ

れば UPS 入力に段階的につながりま

す（図 5 参照）。 

複数の整流器が同時に起動するのを防

ぐため、各ユニットの起動を一時保留させ

る遅延時間を設定（1～180秒）すること

も可能です。 

本 UPS はさらに、「発電機運転中」機

能を搭載しており、浮動接点で作動

すると、バッテリ充電、インバータの直

接ライン電源との同期、または直通ラ

インへの切り替えを禁止することが可

能になり、ユニットは強制的に二重変

換モードとなります。UPS がフライホイー

ル・システムと共に運転している場合、

該当する一時保留およびソフトスター

トのパラメータは、発電機の要件に合

わせて設定しなければなりません。 

詳細は、テクニカル・サポート・チームにお

問い合わせください。 

AC 
入力 
電流 

5.1 ブースター/バッテリ充電器 

図 2 にあるように、この双方向型 IGBT

方式 DC/DC コンバータには、以下のよ

うな機能があります。 

• 一次側入力メインが所定の許容範囲

内の時、DCバスから受電しているバッ

テリを再充電 

• 一次側メインが使用不可の場合、

バッテリから適切な DC電源をフルに

IGBT出力インバータへ供給 

5.2 バッテリ充電モード 

コンバータは以下のタイプのバッテリに使

用できます。 

• 密閉式鉛蓄電池 

• 制御弁式鉛蓄電池（VRLA）

• ニッケル・カドミウム蓄電池

最適な充電方式は、マイクロプロセッサ

が完全に管理して数種類の中から選択

します。 

5.3 電圧制御と温度補償  

最適なバッテリ充電を行うため、浮動

電圧は周囲温度に合わせて自動調

整されます。UPS の入力 AC 電圧が

仕様にある公称電圧を下回った状態

でも、IGBT 整流器はバッテリ充電器

に定格電力で DC 電圧を供給できま

す。入力 AC 電圧がさらに降下した場

合（指定の制限範囲内であること。た

だし、これは負荷が出力電力の応じて

変化する）、バッテリ充電器は強制停

止されますが、バッテリの放電は不要

です（詳細は図 6 参照）。 

5.4 残留リップルの除去 

バッテリ充電器出力の残留リップル電圧

は 1%未満です。 

5.5 容量および充電特性 
一次メイン電源が整流器の給電に適し

ていない場合、DC/DC コンバータ（ブー

スター・モード）がバッテリに蓄積されたエ

ネルギーを使用してインバータが必要と

する電源を供給します。 

バッテリが放電し入力 AC 電源が復帰す

ると、整流器がインバータに給電しバッテ

リ充電器モードの DC/DC コンバータ経由

でバッテリを再充電します。 

使用している蓄電池の種類に合わせて、

次のように数種類の充電方式があります。

メイン障害 メイン OK 時間 

図 5. 整流器のソフトスタート 

10 
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5.5.1 密閉式のメンテナンス・フリー

鉛蓄電池 

定電流で最大浮動電圧レベルまで充

電。その後電圧は狭範囲の一定レベル

に維持（シングル・ステップ充電）。 

5.5.2 密閉式のロー・メンテナンス

鉛蓄電池またはニッケル・カドミウム

蓄電池 

高い充電電圧および一定の充電電流

で充電（均等充電）。充電電流が下限

しきい値を下回ると、バッテリ充電器は

自動的に浮動電圧レベルに復帰（2 ス

テップ充電）。 

5.6 過電圧保護 

DC バッテリ電圧が運転状況に関連す

る上限値を超過すると、バッテリ充電

器は自動的に OFF になります。 

5.7 バッテリ管理  

Trinergy は高性能バッテリ管理（ABC）

機能でバッテリ運転時間を最大 50%

延長します。主なバッテリ管理機能は

以下の通りです。 

5.7.1 運転パラメータ 

メンテナンス・フリーの制御弁式鉛蓄電

池（VRLA）を使用している場合、セルごと

のパラメータは以下のとおりです。  

• 放電終止電圧(V) 1.65 

• シャットダウン直前緊急警報(V) 1.75 

• 最小バッテリ試験電圧 (V) 1.9 

• 公称電圧(V) 2.0 

• バッテリ放電警報 (V) 2.20 

@ 20°C

• 浮動充電電圧(V) 2.27 @ 20°C 

• 高圧警報(V) 2.4 

5.7.2 自動バッテリ試験  

バッテリの動作状態は、指定した間

隔（週 1 回、隔週、月 1 回など）

で制御部が自動的に試験します。 

バッテリ試験はどの機能モードでも実行

可能です。バッテリを短時間放電するこ

とで、バッテリ・ブロックおよび接続部品

いずれも問題のないことを確認します。 

誤った診断を防ぐため、試験は直近の

バッテリ放電から 24 時間以上経過し

てから開始します。 

バッテリが完全に不良な状態であっても

バッテリ試験を実行することで負荷へのリ

スクが生じることはありません。どのバッテリ

に異常が発見されたか、ユーザーに通知

されます。バッテリ試験でバッテリのシステ

ム期待寿命に悪影響がおよぶことはあり

ません。 

5.7.3 周囲温度補償機能付き

バッテリ充電器 

バッテリの動作寿命を最大限に生かす

ため、浮動電圧はバッテリ・コンパートメ

ント内の温度に応じて自動調整されま

す（1℃あたり-0.11%）。 

入力電圧 vs 出力負荷 

出力負荷 P/Pn (%) P/Pn 

入力電圧(V) 

図 6. 商用 AC 電源低下時のバッテリ状況 
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6 DC/AC IGBT コンバータ （インバータ）

5.7.4 放電終止電圧の時間補償 
放電時間が１時間を超過すると、

VRLA のシャットダウン電圧は自動的に

上昇し（図 7 参照）、軽負荷が原因で

バッテリ放電が長引くのを防ぎます。 

5.7.5 バッテリ残り時間  
Chloride Trinergy は、高度のアルゴリ

ズムを使用し、温度、放電、充電周期、

放電深度など実際の状態に基づいて

バッテリ残量を判断します。 

6.1 AC 電圧の生成 

インバータは、ユーザーの負荷に使用す

る正弦波 AC 電圧を、中間回路の DC
電圧からパルス幅変調（PWM）で生成

します。制御回路のデジタル信号プロ

セッサ（DSP）がインバータの IGBT を制

御して、DC 電圧はパルス電圧パケット

に分割されます。 
低域フィルタにより、パルス幅変調された

信号は正弦波 AC 電圧に変換されま

す。 
IGBT インバータは絶縁トランスが不要

なため、優れたエネルギー変換効率、

CORE の寸法・重量の削減といった利

点が得られます。 

6.2 電圧制御 
三相のインバータ出力電圧は個別に制

御され、次のような性能を実現します。 

• 入力電圧が安定し負荷変動が規

定範囲内であれば、インバータの定

常出力電圧の偏差は±1% 以内 

• 100%負荷の接続・切断時、イン

バータの過渡電圧は Class 1 の制限

値を超えることはない

（IEC/EN62040-3 に規定） 

6.3 周波数制御 

インバータの出力周波数は、以下

のように制御されます。 

• バイパス電源に同期時、インバータ

の定常出力周波数の偏差は±1% 

以内（±2%、±3%、±4%で設定変更

可）

• 周波数のスルーレートは<1 Hz（毎
秒）

• インバータの出力周波数は水晶

発振器が制御し、これはフリーラ

ンまたは別の AC 電源との同期運

転いずれも可能。周波数制御の

精度はフリーラン時±0.1%

6.4 周波数制御 

インバータは高調波を抑制・フィル

タリングし、電圧の THD を線形負

荷時 1%未満に抑えます。非線形

負荷（IEC/EN62040-3 に規定）

時の THDv は 3%未満となります。 

12 

セル単位の電圧 

1.80 

1.75 

1.70 

1.65 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
時間 (hours) 

図 7.放電時間に対する放電終止電圧 
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6.5 ニュートラルのサイズ選定 
インバータのニュートラルはいずれの定格

よりもサイズを大きくし、単相非線形負

荷の運転で発生するニュートラル線の高

調波結合に耐えられるようにします。 

6.6 過負荷 
インバータの過負荷耐量は、公称電力

の 125%（１０分間）および 150%（1 分

間）です。異なる負荷レベルの場合は、

個別の過負荷曲線を参照してください。

詳細は、テクニカル・サポート・チームにお

問い合わせください。 

6.7 インバータのシャットダウン 
内部障害発生時、インバータは制御部

が直ちにシャットダウンします。当該 UPS
または並列運転の UPS システムは、バ

イパス系統（許容範囲内であることが条

件）から負荷へ無遮断で給電を継続し

ます。 

6.8 出力電圧の対称性 
インバータは、出力電圧の対称性を平

衡負荷で±1%、100%不平衡負荷で 
±3%保証します。 

6.9 位相変位  

三相電圧間の位相角変位は以下

の通りです。 
• 120° ± 1°（平衡負荷） 
• 120° ± 3°（非平衡負荷 0, 0, 100%） 

6.10 短絡 
Chloride Trinergy のインバータ短絡容 

量は、いずれの短絡回路構成でも最初

の 10ms は 300%です。最初の 10ms
が経過すると、電流を 5s 以内 150%に
制限し、その後シャットダウンします。 

6.11 インバータ定格電力の自
動アップグレード 
インバータは、周囲温度および動作温

度に合わせて電力を自動的にアップグ

レードします（図 8 参照）。もっとも一般

的な条件下（25℃）で、Chloride 
Trinergy は公称値より 10%増の電力

を供給します。この場合、バッテリ充電

もこれに応じて低減されます。これにか

かわらず UPS 出力で得られる有効電

力の制限は、出力 PF1 の公称皮相電

力を考慮ししたものとなります。  

6.12 対称的な力率出力図 
フル IGBT 方式インバータは、どのような

負荷にも（進みおよび遅れ）ディレーティ

ングなしに最大力率 1 で電力を供給

できます。 

これは、出力段階におけるすべてのコン

ポーネントの完璧なディメンショニングに

より、0 に対して完全に対称な力率出

力を図で表すことができます。 

市場でも珍しいこの機能を有した

Chloride Trinergy は各設備および手

段に最大限の柔軟性と適合性を提供

し、お客様は今後、力率の異なる負荷

変更について心配する必要はありませ

ん。 

インバータが 100%電力で運転可能な

ため、最大力率 1 の負荷は種類を問

わず（進みまたは遅れ）、UPS がディレー

ティングなしに給電できることが、図 9 に

ある青い部分が明確に示しています。 
. 

出力電力 

% 

110 

105 

100 

周囲温度 

15 25     30 40 °C 

図 8. 自動電力アップグレード 図 9. 力率出力図 
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7 パワー・インターフェイス/電子スタティック・スイッチ
（バイパス） 

6.13 VI モードでのアクティブ・フィルタ

容量 
DC/AC IGBT 方式インバータはデジタル

信号プロセッサ（DSP）による制御で、効

率レベルが向上する場合は直列または

並列アクティブ・フィルタとして機能すること

が可能です。 

並列アクティブ・フィルタとしてのインバー

タ: インバータは電流制御発電機として

機能し、負荷の無効高調波成分を補

償する電流を生成します。 

直列アクティブ・フィルタとしてのインバー

タ: アクティブ・フィルタの電流は、許容範

囲から逸脱しないよう、バイパス入力電

圧を補償する形状になっています。これ

は、直列インダクタンスを内蔵したパ

ワー・インターフェイスを併用することで実

現しますが、このパワー・インターフェイス

の主要な目的は小さな入力インピーダン

スを加えることにあり、インバータが生成

したアクティブ・フィルタ電流と相互作用

することで能動的電圧補償が行われま

す。 

7.1 概要 
パワー・インターフェイスは、バイパス・スタ

ティック・トランスファー・スイッチと上流

チョークで構成されます。負荷およびネッ

トワークの状態に問題がなければ、この

インターフェイスが負荷へ給電し最大省

エネ・モード（VED）および高効率&パ
ワー・コンディショニング・モード（VI）を活

用します。 
インタラクティブ・モードでは、インバータは

パワー・インターフェイスと共に直列アク

ティブ・フィルタとして運転し、わずかな偏

差を補償します。バイパス・スタティック・

スイッチは、連続運転可能なフル定格

の高速ソリッドステート切換装置です。  
電子スタティック・スイッチにより、次のよう

な切替・切戻しが行われます。 
• 以下発生時に無遮断でバイパス運

転に自動切替: 
-インバータ出力過負荷 
-バックアップ運転中、バッテリ電圧が

許容範囲外に逸脱 
-高温異常 
-インバータ故障 

• 切替必要時にインバータとバイパス

が非同期の場合、スイッチング遅延

時間の設定でクリティカルな負荷を

保護し、不測の移相による負荷の

破損を防ぐ（遅延の既定値は 20ms）
• 制御盤から無遮断の手動バイパス

切替・切戻しが可能 
• デジタル・インタラクティブ・モードを有

効設定することで、無遮断のバイパス

自動切替・切戻しが可能.
• インバータの負荷給電容量復旧と同

時に、バイパスから無遮断で自動切

戻しを実行 

• 以下の場合はインバータからバイパ

スへの無遮断切替を禁止:
-バイパス系統の電圧が許容範囲外 
-電子バイパス・スイッチの故障 

• 以下の場合は無遮断自動切戻しを

禁止:
-保守スイッチ経由でパイパスに手動で

切り換えられた場合 
-UPS 出力過負荷

-周波数変換器 

7.1.1 電圧 
バイパス入力電圧の既定値は

230/400V RMS です。電圧が公称電

圧±10%（標準設定）を超えると、イン

バータからバイパスへの切替は禁止さ

れます。 

7.1.2 切替時間（二重変換） 
インバータ⇔バイパス切替時間は、同

期時であれば 0.5ms 未満です。 
負荷をインバータ運転に復帰させる際、

システムはインバータが安定した正常運

転を行っていることを確認してから切戻し

を行います。非同期時の切替時間は既

定のパラメータに従って行われ、逆相によ

る負荷損傷を防ぎます。 

7.1.3 過負荷 
バイパス・スタティック・スイッチの過負荷耐

量は以下の通りです。 
125% （10 分） 
150% （1 分） 
700% （600 ミリ秒） 
1000%    （1 00 ミリ秒） 

14 
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8 機能モード

7.2 バックフィード保護  
通常、UPS バイパス入力の電源が OFF
になっていれば、UPS バイパス入力に危

険な電圧/電流/電力は存在しませんが、

バイパス・スタティック・スイッチの異常があ

る場合は、UPS バイパス入力端子が通

電しているリスクが生じます。この場合、

インバータが重要負荷と上流の入力系

統に給電します。 
異常の発生したバイパス系統を経由

して、この危険を伴った予想外の電

力が上流分電系統に流れる可能性

があります。バイパス・スタティック・ス

イッチの SCR 障害発生時、UPS バイ

パスの入力 AC 端子での感電を防ぐ

バックフィード保護機能が働いて、安

全を確保します。制御回路には接点

（ユーザー使用可）があり、バックフィー

ドを検知するとこれが電気機械式継

電器やトリップコイルなどの外部絶縁

装置を作動させます。 
IEC/EN 62040-1-1に基づき、絶縁装置は

UPS に内蔵されていません。外部絶縁

装置は、4 極（三相+ニュートラル）エア

ギャップ・アイソレータで、上記規格の

5.1.4 条項に定義されるものとします。 

Chloride Trinergy は、1 台のトランスレ

ス UPS に既存の 3 つの標準構造を組み

込まれています。 
• 最大電力制御モード（IEC 62040-3 

VFI）:  最高レベルのパワー・コンディショ

ニングを実現するダブルコンバージョン・

モードです。より多くのエネルギーを使用

して、いかなる種類の電気的ネットワー

ク障害からも負荷を保護します。最新

トランスレス・テクノロジーによる全負荷

時の効率は 95%を超えています。 
• 最大省エネ・モード（IEC 62040-3

VFD）: 供給されているメインのエネ

ルギーが理想的な品質で、コンディ

ショニングの必要性が高くないことを

Chloride Trinergy が検知すると、バ

イパス経由でエネルギーを供給します。 
この場合、効率は 99%に達します。

• 高効率&パワー・コンディショニング・

モード（IEC 62040- 3 VI）: 負荷

THDi、負荷力率、メイン電源のサグ

や過大振幅といったメイン障害のみ

を補償します。使用するエネルギー

は、アクティブ・フィルタとして必要な

無効電力すべてを供給するインバー

タから得ます。負荷の種類（非線形、

線形など）および入力メイン条件に

よって、このモードでの効率は 96～
98%が典型的といえます。

Chloride Trinergy の精密制御により、

各標準構成の効率および効果を実現

するため、この 3 つの異なる機能モードの

いずれかを素早くシームレスに作動させま

す。同時に、Chloride Trinergy は Class 
1 (IEC 62040-3) UPS の性能および保

護機能を維持し、負荷および上流分電

入力の完璧なパワー・コンディショニング 
を実現します。 

入力ネットワークおよび出力負荷に関連す

る主要パラメータがリアルタイムにトラッキン

グされ、それに基づいて 3 つの異なる機能

モードのいずれかが起動されます（UPS が機

能モードをどのように選択するかについての

詳細は、アプリケーション・ノート『UPS 
Functioning Modes 』を参照してください）。

以下に挙げる監視対象の変数が規定範

囲外の場合、UPS は別の機能モードを作

動させます。 
パラメータは、要請があればサービス担当エ

ンジニアが変更致します。 
これらの条件は全出力負荷に該当します。 

8.1 ダブルコンバージョン・

モード（VFI） 

8.1.1 通常（VFI） 
UPS インバータが常時、重要 AC 負荷へ

給電します。 
商用 AC 電源から得た電力は、整流器に

よって DC 電力に変換されインバータおよ

びバッテリ充電器に供給されます。バッテリ

充電器はバッテリを満充電状態に維持し

て最適な動作状態を保ちます。DC 電力

はインバータによりクリーンで制御された AC
電力に変換され、重要負荷に供給（制御

された入力）されてバイパス電源の周波数

と同期します。これにより、過負荷などの理

由で自動的にバイパス運転に切り替わって

も、周波数が同期状態で重量負荷への

給電が遮断されないようにします。 

15 
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8.1.2 過負荷（VFI） 
インバータ過負荷、手動による停止ま

たは障害発生時、スタティック・スイッチ

が重要負荷を無遮断でバイパス運転

に切り替えます。 

8.1.3 緊急時（VFI） 
商用 AC 電源で障害または電圧低下

（セクション 12 参照）が発生すると、イン

バータがバッテリ・ブースター経由でバッテ

リ電力を利用して重要負荷へ給電しま

す。 
商用 AC 電源の障害・電圧低下・復旧

時に負荷への給電が遮断することはあり

ません。UPS がバッテリ運転中、実際の

バッテリ残り時間とメイン障害継続時間

が表示されます。 

8.1.4 再充電（VFI） 
商用 AC 電源が復旧すると、バッテリが

完全に放電した状態である場合でも、

整流器は自動的に再起動し（ウォークイ

ン）、インバータおよびバッテリ充電器の

双方を徐々に引き継ぎます。この機能

は完全自動で行われ、重要負荷への

給電が遮断することはありません。 

20%負荷までの 95 - 99%効率 

% 

負荷 

8.2 最大省エネ・モード（VFD） 
この運転モードでは、UPS の AC/AC
効率全体を最大 99%に引き上げるこ

とで、大幅なエネルギーの節約を可能

にします。 

8.2.1 通常（VFD） 
この運転モードは、直近のメイン電源

品質および負荷の電気的特性に依

存します。この時間枠内で入力品質

パラメータが許容範囲内に維持されれ

ば、クリティカルな AC 負荷はパワー・イ

ンターフェイスを介して直送ラインで継

続的に給電されます。 
IGBT インバータ制御は IGBT を駆動

せずに、直送ラインと常時同期した状

態です。これにより、入力電源が事前

設定した許容レベルから外れた場合、

負荷は給電が中断されることなく、制

御された入力系統へ切り替えられま

す。この時間枠内で直送ラインの故

障率が許容パラメータから外れた場

合、Chloride Trinergy は制御された

入力系統から負荷へ給電します。

バッテリの最大充電を維持するために 

最大効率 

% 

最小効率 

必要なエネルギーは、バッテリ充電

器が供給します。 

8.2.2 VFI 緊急運転への切替（メイン

電源障害または許容範囲逸脱時） 
Chloride Trinergy が直送ラインで負

荷へ給電中にバイパス・メイン電源が

許容レベル（ソフトウェアで設定変更可）

を超えた場合、 負荷は直送ラインから

制御されたラインへ切り替わります。負

荷は整流器およびインバータ経由でメ

インから給電されます（入力メインがセ

クション 12 にある許容範囲内であるこ

とが条件）。 
入力メインが下限値を下回った場合、

バッテリがインバータ経由で負荷へ給電

します。 

8.2.3 VFD への復帰 
メイン電源が許容範囲内に復旧すると、

一定時間（直送ライン故障率に依存）が

経過するまで Chloride Trinergy が制御

されたラインから負荷へ給電します（制御

されたラインはバッテリではなくメイン電源

からの電源を使用）。直通ラインが安定す

ると、Chloride Trinergy は通常運転に

復帰。最大バックアップ時間をできる限り

短時間で保証できるよう、バッテリ充電器

は自動的にバッテリ再充電を開始します。 

図 10. 循環冗長を利用した Chloride Trinergy 効率値 
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8.3 高効率 & パワー・コンディ

ショニング・モード（VI） 
この機能モードでは、負荷へのパワー・コ

ンディショニングを供給しながら、効率

（代表値）96% ～98%で運転することで、

大幅なエネルギー節約を可能にします。 

8.3.1 通常（VI） 
この運転モードは、直近のメイン電源品

質および負荷の電気的特性に依存し

ます。 

入力電源品質が許容パラメータ範囲内

に維持され、負荷がパワー・コンディショニ

ング（THDi、THDv、PF）を必要としてい

る場合、パワー・インターフェイスがクリティ

カルな AC 負荷への給電を継続する一

方、インバータは直列および並列アクティ

ブ・フィルタとして動作します。 
IGBT インバータは負荷力率、電流高

調波歪み、電圧高調波歪みを補償。

最高レベルの効率を維持しながら、最

大限のパワー・コンディショニングを確実

に提供します。 

8.3.2  VFI 緊急運転への切替（メイン電

源障害または許容範囲逸脱時）   

バイパス・メイン電源が許容レベル（ソフ

トウェアで設定変更可）を超えてアクティ

ブ・フィルタによる補償が不可になった場

合、 負荷は直送ラインから制御されたラ

インへ切り替わります。負荷は整流器お

よびインバータ経由でメインから給電され

ます（入力メインがセクション 12 にある

許容範囲内であることが条件）。 

入力メインが下限値を下回った場合、

バッテリがインバータ経由で負荷へ給電

します。 

8.3.3 VI への復帰 
メイン電源が許容範囲内に復旧すると、

一定時間（直送ライン故障率に依存）

が経過するまで Chloride Trinergy が制

御されたラインから負荷へ給電します（制

御されたラインはバッテリではなくメイン電

源からの電源を使用）。直通ラインが安

定すると、Chloride Trinergy は通常 VI
運転に復帰。最大バックアップ時間をで

きる限り短時間で保証できるよう、バッテ

リ充電器は自動的にバッテリ再充電を開

始します。3 タイプの異なる機能モード起

動に関する詳細は、アプリケーション・ノー

ト「Chloride Functioning Modes 」を参
照してください。 
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9 監視、制御、インターフェイス

9.1 概要 
オペレータは UPS の制御、機器、イン

ジケータを利用して、システムのステータ

スやパフォーマンスを監視し、必要に応

じて対応することが可能です。 
また、サービス機能に加え、さらなる監

視・制御が可能なインターフェイスも搭

載されています。 

9.2 タッチスクリーン・ディスプレイ 
Chloride Trinergy は、UPS と容易

にやり取りできるようにする標準でタッ

チスクリーン・ディスプレイを搭載してい

ます。ユーザーおよびサービス・エンジ

ニアのアクセス権は 2 段階の異なる

パスワードで管理され、高レベルの 

セキュリティを提供します。 

インテリジェント機能により、以下のような

利点が得られます。 
• 負荷電力マージンおよび位相不均

衡についてユーザーが定義したしきい

値を監視

• 電力、負荷、バッテリ、その他シス

テムの状態に関するデータおよびイ

ベント履歴を記録、トラッキングが

可能 
• システム全体および CORE の即

応性を監視。データ、警告、クリ

ティカル・ステータスを表示 

• 整流器、インバータ、バッテリ、スタ

ティック・スイッチ、バイパスなど主要

構成品について CORE レベルのア

ラート

• ミミック単結図で給電系統をアニ

メーション表示 
• 各相のシステム電圧および電力

－入出力、バイパス

• 負荷 vs. 容量表示 
• 負荷位相バランス表示 
• システム温度計 
• バッテリ充電表示 
• サービス作業履歴 
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UPS の単結図はデフォルト画面に常時

表示されています。UPS の主要機能ブ

ロックおよび給電経路は世界共通の技

術図記号を使用しており、UPS 全般の

状況を即座に判断することができます。 

同一画面には、出力負荷率（%）がダッ

シュボード形式（各出力相に 1 つずつ）

で常時表示されています。UPS の機能

モードに異常が発生した場合、デフォル

ト画面から「警告および警報」のサマリ・

ページへ直接飛ぶことができます。警報

と警告は文字列とコードで表示され、

バッテリ運転時は、警報コードと推計

バックアップ時間（分）が交互に表示され

ます。 
何も操作されない状態（画面やボタンに

触れない状態）が 30 秒間継続すると、

画面は UPS のステータス（平常、警告、

警報）を表示するスクリーン・セーバーの

ページに戻ります。 
タッチスクリーンのテキストで表示可能な

言語は英語、イタリア語、フランス語、ド

イツ語、スペイン語、ポルトガル語、トル

コ語、ポーランド語、スウェーデン語、ノ

ルウェー語、フィンランド語、チェコ語、ロ

シア語、アラビア語、中国語の 15 カ国

語があり、いずれもユーザーが選択でき

ます。 
詳細は取扱説明書を参照してください。 

9.3 インバータの起動と停止  
タッチスクリーンには起動および停止用

プッシュボタンがあります。 
制御には、誤操作を防ぐと同時に緊急

時には素早くシャットダウンを実行できる

安全機能が組み込まれています。 

9.4 インターフェイス 

9.4.1 イーサネット RJ45 インターフェイ

ス （X9）  
Chloride Trinergy には RJ45 イーサ

ネット・インターフェイスが搭載されていま

す。 
このインターフェイスは、10/100MBit
オートネゴシエーション、全二重/半二

重 RJ45 イーサネット・インターフェイス

です（LAN 通信、サービス・ソフトウェ

ア PPVis 使用）。コミッショニングおよ

び保守作業中、UPS のパラメータが

設定可能です。 

9.4.2 リモート監視 LAN / SNMP / 
MODBUS RTU / JBUS  
タッチスクリーン画面では、ネットワー

ク接続された UPS を TCP/IP プロト

コルで監視・制御できます。このアダ

プタで以下が可能になります。 
• SNMP 経由で NMS からの UPS
監視

• ウェブ・ブラウザを利用して PC から

UPS を監視

• イベント発生時に電子メールでメッ

セージを配信

さらに、ネットワーク・パワー管理をユー

ザーがカスタマイズできるため、

MODBUS RTU、MODBUS/TCP また

は JBUS プロトコルで Chloride UPS シ

ステムをビル管理システムと容易に統

合化できます。 

9.4.3 RS232 サービス・ポート（X3） 

Chloride Trinergy には、 D-sub コネクタ

（ 9 ピン、メス）が 1 個搭載されており、

シリアル RS232 通信が可能です（用途

はサービス作業のみ）。 

図 11.タッチスクリーン画面 
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9.4.4 Chloride LIFE.net (X6) 

サービス作業に使用するインターフェイス

は、RS232 シリアル通信用 D-sub コネ
クタ（9 ピン、オス）です。 

Chloride Trinergy は、Chloride 
LIFE.net スロット・モデム用に XS6 接続

ポートがあります。スロット・モデムが搭載

されていない場合、このポートは外部

Chloride LIFE.net キット（Chloride LIFE 
over IP, GSM など）に使用できます。 

9.4.5 スロット・カード・ベイ（XS3 & XS6） 

Chloride Trinergy には、オプションの通

信カード用スロット・ベイが 2 個搭載され

ています。うち 1 個のスロット（XS6）は

Chloride LIFE.net スロット・モデム用で、

もう 1 個（XS3）は Chloride 

ManageUPS NET III などの通信オプ

ション用です。 

使用可能なスロット拡張カードに関す

る詳細は、 Chloride Connectivity 

Solutions を参照してください。 

9.5 入出力接点用 16 極 
ネジ接続コネクタ（TB1）×2 
16 極 ネジ接続コネクタが 2 個搭

載されており、いずれも個別設定

可能な出力接点 6 個と入力接点

4 個が接続可能です。接点は

PPVis （サービス・ソフトウェア）でプ

ログラミングでき、広範囲にわたる

機能が利用できます。 
このインターフェイスは UPS の主要回路

から絶縁された SELV 回路です。出力

接点の最大定格は 24V および 1A 未

満です。 

9.6 Chloride LIFE.net 
Chloride Trinergy システムの全体的な

可用性を向上させるため、診断サービス

を可能にする Chloride LIFE.net に接続

する通信キットを利用できます。UPS の

耐用期間中、最大限の可用性を確保

できるよう、Chloride LIFE.net は IP 接

続（インターネット接続）、電話回線、

GSM リンクで UPS のリモート診断を可

能にします。 

接点（コネクタ下列）: 

ピン ステータス 既定値 

PIN 1 (左) 常時閉 サマリ警報 

PIN 2 常時開 

PIN 3 常時閉 バイパス作動中 

PIN 4 常時開 

PIN 5 常時閉 低バッテリ 

PIN 6 常時開 

PIN 7 常時閉 AC 障害 

PIN 8 常時開 

PIN 9 PIN1-PIN8 コモン なし 

PIN 10 なし なし 

PIN 11 常時閉 選定可能 

PIN 12 常時開 

PIN 13 PIN11-PIN12 コモン なし 

PIN 14 常時閉 選定可能 

PIN 15 常時開 

PIN 16 PIN14-PIN15 コモン なし 

インターフェイスは UPS 主要回路から絶縁された SELV 回路 
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UPS は訓練を受けたエンジニアが常駐

するサービス・センタと常時通信可能で

す。この機能により、24 時間×365 日

のリアルタイム監視を実現できます。

UPS は指定された間隔でサービス・セン

タへ自動的にダイヤルアップを行って詳

細な情報を送信。この情報を解析して、

切迫した問題がないか予測します。ま

た、UPS の遠隔操作も可能です。 

UPS からのデータは内蔵モデム経由

で Chloride LIFE コマンド・センターへ、

次のような間隔の送信が可能です。 

• ROUTINE: 5 分～2 日間隔で設定

可能な定期的送信（通常、1 日 1

回の設定） 

• EMERGENCY: 問題発生時または

パラメータが許容値を超えた時に緊

急として送信

• MANUAL: コマンド・センターから

の要求による手動送信

コール中、コマンド・センターは以下を行

います。 

• 接続されている UPS を識別

• 最後の接続時以降に UPS メモリに保

存されたデータを要求 

• リアルタイムの情報を UPS に要求

（選択可能）

サービス・センターが履歴を解析し、通

常の詳細レポートをお客様に発信して

UPS の運転状態と、重要事項があれ

ばそれも通知します。 

Chloride LIFE.net センターでは、オプ

ションとして LIFE- SMS デリバリ・システム

の有効設定が可能。この場合、以下の

イベントのいずれかが発生すると、SMS

通知がお客様に届きます。 

• メイン停電障害

• メイン電源復帰 

• バイパス系統障害 

• 予備電源が負荷に給電 

入力接点（コネクタ上列）: 

ピン ステータス 既定値 

PIN 1 (左) Input 1 (24VDC OUT) 

選択可 

PIN 2 Input 1 (24VDC signal) 

PIN 3 Input 2 (24VDC OUT) 

選択可 

PIN 4 Input 2 (24VDC signal) 

PIN 5 Input 3 (24VDC OUT) 

選択可 

PIN 6 Input 3 (24VDC signal) 

PIN 7 Input 4 (24VDC OUT) 

選択可 

PIN 8 Input 4 (24VDC signal) 

PIN 9 -16 なし なし 

インターフェイスは UPS 主要回路から絶縁された SELV 回路 

. 
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10 機械データ

10.1 筺体 
本 UPS は省スペースのモジュラー型筺

体に収納されており、正面ドアと取り

外し可能なパネル（保護等級 IP 20）
が付いています。 亜鉛めっき鋼板を

使用、ドアは施錠可能です。異な

る I P 保護等級にも対応できます。  

10.2 通気 
搭載部品がすべて仕様範囲内で動作

するように強制冗長空冷を行います。

エアフローは負荷の要求によって制御さ

れます。ファン故障が発生すると、すぐに

ユーザーインターフェイスと Chloride 
LIFE.net 経由で UPS に通知されます。

冷却空気は正面から内部に入り、装

置上部から外へ出ます。冷却空気の

排気が妨げられないよう、装置と筺体

天井部との間に最小 500mm のス

ペースを空けて設置します。 

10.3 ケーブル引込み 
標準仕様のケーブル引込みは底部また

は I/O Box 上部からとなります。 
 

10.4 筺体の設計 
筺体表面全体に、静電塗装によるエ

ポキシ加工が施されています。膜厚は

60 ミクロン以上で 標準色は RAL 
5004 です。 

10.5 内蔵サブアセンブリへの
アクセス 
内部に搭載されているサブアセンブリは

いずれも、ヒンジ付きドアを開けて正面

からアクセスできるため、保守作業も容

易に行えます。据付作業や保守作業

で背面からのアクセスは不要です。 

図 12.電源接続バーを示した I/O 
Box 

11 環境条件

本 UPS は、以下のいずれの環境条件

に耐えることができます。 

機械的または電気的損傷が生じたり、

動作特性が劣化したりすることはありま

せん。 

11.1 周囲温度  

0～40℃。1 日の最大温度（24 時

間）40℃。 

11.2 相対湿度  

温度 20℃で最大 95%（結露のな

いこと）。  

11.3 高度 
ディレーティングなしの最大高度は海

抜 1000 メートル（それ以上の高度の

場合、Chloride Trinergy は IEC/ EN 
62040-3 に準拠）。 
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12 技術データ（400～1200kVA）

UPS 本体 400 600 800 1000 1200 

プライマリ入力 

公称電圧(4) (V) 400 (3 相 + N(1)) 

電圧範囲 (V) 250(5) - 460 

最小電圧(バッテリ放電なし) (V) 250 

公称周波数 (Hz) 50 (60 選択可) 

周波数範囲 (Hz) ± 10% 

力率   

@ 公称負荷 & 公称入力条件(2) % 
≤ 0.99 

入力電流歪み 

@ 公称入力条件(2) & 最大入力電流(6) (2)
<3 

ウォークイン/ソフトスタート(秒) 10 (1 ～ 90 選択可) 

整流器保留(秒) 1 (1 ～  180 選択可) 

突入電流/Imax 入力 ≤ 1 

AC/DC 整流器効率(充電電流なし)

@ 公称入力条件、抵抗負荷:(1) (2)
 

- 50%負荷 ≥ (%) 

- 100%負荷 ≥ (%) 

97.6 

97.5 

97.8 

97.7 

97.8 

97.7 

97.8 

97.7 

97.8 

97.7 

バッテリ 

バッテリ許容電圧範囲 (V) 396 ～ 700 

セル数: 
- VRLA 
- WET 
- NiCd 

240 - 300 
240 - 300 
375 - 468 

VRLA の浮動電圧 @ 20°C (V/cell) 2.27 

VRLA の終止セル電圧 (V/cell) 1.65 

VRLA の浮動電圧温度補償 -0.11% / °C 

バックアップ 10 分の浮動モードの DC リプル電流 

(VDE0510 規格準拠) 
<0.05C10 

浮動電圧安定性(定常状態) % ≤ 1 

DC リプル電流(バッテリなし) % ≤ 1 

最適バッテリ温度 (°C) 15 ～ 25 

バッテリ再充電電流設定範囲: 
240 セル @ 400V 入力電圧 & 公称負荷 (7) (A) 

最大 118 最大 177 最大 236 最大 295 最大 354 

バッテリ再充電電流設定範囲: 
264 セル @ 400V 入力電圧 & 
最大出力負荷(7) (PF = 1) (A) 

最大 40 最大 60 最大 80 最大 100 最大 120 

放電モードのバッテリ出力電力 
(公称出力負荷時) (kW) 

378 567 756 945 1134 

終止バッテリ電圧(240 セル) (V) 396 

終止バッテリ電流(240 セル) 
(公称出力負荷時) (A) 

954 1431 1908 2385 2862 
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UPS 本体 400 600 800 1000 1200 

インバータ出力 

公称皮相電力 @周囲温度 40°C 
遅れまたは進み負荷力率 (kVA) 

400 600 800 1000 1200 

公称皮相出力電力 @ 周囲温度 25°C (kVA) 440 660 880 1100 1320 

公称有効電力 (kW) 360 540 720 900 1080 

公称出力電力 (A) 580 870 1160 1450 1740 

公称皮相電力最大 100%の 
最大有効電力 (8) (kW) 

400 600 800 1000 1200 

公称出力電圧時の過負荷(10 分) (9) (%) 125 

公称出力電圧時の過負荷(1 分)(9) (%) 150 

短絡電流(10ms/ <5s) (%) 300/150 

公称出力電圧 (V) 400 (380/415 選択可, 3 相+N) 

公称出力周波数 (Hz) 50 (60 選択可) 

定常状態の電圧安定度 
入力(AC & DC)変動およびステップ負荷(0～100%) (%) ±1 

動的状態の電圧安定度 
入力(AC & DC)変動およびステップ負荷(0⇔100%) (%) 

 IEC/EN 62040-3, Class 1 準拠 

定常状態の電圧安定度 
100%負荷不均衡 (0, 0, 100) (%) 

±3 

出力周波数安定度 

- バイパス・メインと同期時 (%) 
- 内蔵クロックと同期時 (%) 

±1 (2, 3, 4 選択可) 
±0.1 

周波数スルーレート (Hz/sec) <1 

出力電圧歪み 
100%線形負荷時 (%) 

<1 

出力電圧歪み 
@ 基準非線形負荷(IEC/EN 62040-3 による) (%) 

<3 

負荷クレストファクタ(UPS ディレーティングなし) (Ipk/Irms) 3:1 

位相角精度(平衡負荷) (度) 1 

位相角精度(100%不平衡負荷) (度) <3 

DC/AC インバータ効率   

@ 公称入力条件、抵抗負荷: 

- 50%負荷 ≥ (%) 
- 100%負荷 ≥ (%) 

97.3 

97.5 

ニュートラル線のサイズ選定 1.5 x 公称電流 

周囲温度に伴う出力電力向上: 

- 25°C の場合 (%) 

- 30°C の場合 (%) 

- 40°C の場合 (%) 

110 

105 

100 
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UPS 本体 400 600 800 1000 1200 

スタティック・バイパス 

公称バイパス電圧 (V) 400 (380/415 選択可, 3 相+N) 

バイパス電圧許容範囲 10% (5 ～ 15%選択可) 

公称周波数 (Hz) 50/60 (選択可) 

周波数範囲 (%) ±1 (2, 3, 4 選択可) 

電圧範囲 (%) ±10 

最大過負荷耐量(9)
 

- 10 分 (%) 

- 1 分 (%) 

- 600 ミリ秒 (%) 

- 100 ミリ秒 (%) 

125 

150 

700 

1000 

SCR(10) 

インバータ・ヒューズ定格 

I2t @ 
Tvj=125 
°C8.3-10 ms 

1280kA2s 2880kA2s 5120kA2s 8000kA2s 11520kA2s 

ITSM @ 
Tvj=125 °C 
10 ms 

16kA 24kA 32kA 40kA 48kA 

I2t 268kA2s 603kA2s 1072kA2s 1676kA2s 2412kA2s 

切替時間(インバータがバイパスと同期): 

- インバータ→バイパス (ms) 

- バイパス→インバータ (ms) 

無遮断 

無遮断 

インバータ→バイパス切替遅延デフォルト値 
(インバータがバイパスと非同期) (ms) <20 

システム・データ 

AC/AC 効率 VFI モード @ 公称入力条件(1) 

抵抗負荷: 

- 25%負荷 (%) 

- 50%負荷 (%) 

- 75%負荷 (%) 

100%負荷 (%) 

95.2 95.2 95.2 95.2 95.2 

95.6 95.6 95.6 95.6 95.6 

95.7 95.7 95.7 95.7 95.7 

95.5 95.5 95.5 95.5 95.5 

効率(VI モード) (%) 最大 98% 

効率(VFD モード) (%) 99 

放熱  
(公称入力条件および最大出力負荷時): 

浮動モード (kW) 

(Btu/h) 

再充電モード (kW) 

(kW) 

21 31.5 42 52.5 63 

65961 98942 131922 164903 197883 

24.2 36.3 48.4 60.5 72.6 

76012 114018 152024 190031 228037 
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UPS 本体 400 600 800 1000 1200 

システム・データ 

騒音 @ 1m(ISO 3746 準拠) (dBA ± 2dBA) 71 73 74 75 76 

保護等級(扉開放) IP20 (さらに高い等級も対応可能) 

寸法: 

- 高さ (mm) 

- 幅 (mm) 

- 奥行き (mm) 

1780 

1800 2775 3450 4450 5125 

860 

フレーム色 (RAL 規格) 5004 

重量 (kg) 1365 2130 2750 3520 4155 

ケーブル引込み 上部/底部 

アクセス 正面および上面 

冷却 

(m3/h) 

強制換気、冗長 

3280 4920 6560 8200 9840 

環境条件 

動作温度(3) (°C) 0 ～ 40 

最大相対湿度 @ 20°C (結露のないこと)      (%) 最大 95 

最大海抜高度(ディレーティングなし) (m) 1000 (さらに上の高度は IEC/EN 62040-3 に準拠) 

電磁的妨害に対する耐性 IEC/EN 62040-2 

EMC CLASS IEC/EN 62040-2 Class C3 

1) 許容範囲は IEC/EN 60146-1 または DIN VDE 0558 を参照。記載のデータは周囲温度 25℃が対象です。

2) 公称電圧および周波数が条件です。 
3) 62040 規格に要求される通り、日常の推奨平均周囲温度は 35℃、最大 40℃（8 時間）。

4) 入力が分割構成の場合、プライマリ入力とバイパス入力はニュートラルを共有していなければなりません。ニュートラル導体はバイパスまたはプライマリ・メイン

いずれかのみ接続させても構いませんが、存在しなければなりません（バイパスとプライマリのニュートラル線は UPS 内で接続）。

5) 公称負荷の 70%に該当。

6) 入力電圧が公称値で電圧歪み THD  1%の場合。

7) バッテリが分割されている場合、再充電電流値は表内の値を CORE 台数で割った値となります。

8) 力率 0.9 未満の公称皮相電力負荷には、他の性能の制約をやや受けた状態で対応可能です。詳細はテクニカル・サポート・チームにお問い合わせください。 
9) その他の過負荷レベルについては、該当する過負荷曲線を参照してください。

10) 設置した装置の選択項目を検討する際、インダクタンス 5%追加（バイパス系統側）を考慮してください。

「技術データ」表では、以下の一般条件を前提としています。 
記載されているデータは代表値であり、他の方法で定義されるものではありません。データは特記のない限り、25℃が適用されます。 

記載されているデータがすべて同時に適用されるとは限りません。事前の予告なしに変更される場合があります。 

記載されているデータは特記のない限り、標準仕様に適用されます。 

セクション 13 で説明されているオプションが追加されている場合、「技術データ」表の内容と異なる場合があります。 

表に記載されていない試験条件および測定許容値については、立会試験成績書にある手順を参照してください。 
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13 オプション

13.1 絶縁トランス 
特定の負荷要求事項に合わせ、

Chloride Trinergy は外部絶縁トランス

を追加して完全に電気的に絶縁した仕

様にできます。詳細はテクニカル・サポー

ト・チームのお問い合わせください。 
このオプションには、以下のような場合に

利点が得られます。 
• 完全な電気的絶縁を必要とする医

療や最重要なアプリケーション 
• ニュートラルを共有しない独立した 2
系統の入力をもつ設備 

• ニュートラルなしの分電設備 
• 電圧順応性 

13.2 CORE 接続キット 
既存構成に CORE1 台を追加する場

合、 CORE の入出力およびバイパス接

続用銅バー（ユニット背部）を、I/O Box
に固定します。搭載する CORE に合わ

せて 6 種類の接続キットを用意していま

す。 

13.3 並列構成  
Chloride Trinergy は、並列盤を追加

せずに最大 8 台の並列構成が可能。

信頼性および柔軟性を最大限に活用

できます。並列接続された UPS 間の通

信用ケーブルを使用して、単機をいつ

でも並列機にアップグレードできます。

並列接続するユニット 1 台ごとに並列

ケーブル・キット 1 つが必要です。 

13.4 リモート・ディスプレイ 
リモート警報パネルを使用して、個々

の UPS から重要なメッセージを表示さ

せることができます。要請に応じて最大

8 つの UPS システムを表示可能です。 

13.5 バッテリ管理モジュール（要
請時のみ）  

バッテリ・ブロックに測定用モジュールを接

続し、以下のような拡充機能を備えた

バッテリ管理が可能になります。 
• 各バッテリ・ブロックの状態を、個別

のバッテリ測定用モジュール（BMM）

で測定 
• 最大および最小電圧を測定して各

バッテリ・ブロックを分析 

13.6 防塵フィルタ 
塵埃の多い環境など、特定のアプリ

ケーションで防塵などの保護等級を

IP20 から IP40 に引き上げることができ

ます。フィルタは UPS キュービクル（IP20）
の内部に取り付けます。 

13.7 周波数変換器としての
使用 
Chloride Trinergy は、周波数変換器

（50Hz 入力 - 60Hz 出力または 60Hz
入力 -50Hz 出力）としてプログラミングし、

バッテリ・バンク有無に関係なく使用する

ことができます。 この運転モードでは、「技

術データ」に記載されている内容と異な

ることがあります（出力過負荷耐性など）。

詳細はテクニカル・サポート・チームのお

問い合わせください。 

13.8 内部バイパス・ヒューズ 
各 CORE は、スタティック・バイパス系統

に内部ヒューズの搭載が可能です（要請

時）。これにより、1 台の CORE で発生し

た単独のスタティック・スイッチ障害(短絡

など)が、他の CORE に波及するのを回

避し、システムの信頼性を向上できます。 
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補足: 計画と据付 

設置場所 
以下の条件を考慮して、設置場所を選定してください。 

• 本 UPS は必ず、密閉された屋内に設置してください。当該場所に 25 リットルを超

える引火性液体（HD 384.4.42 S1 A2, chapter 42 参照、DIN VDE 0100, Part 

420 に該当）が保管されている場合、引火性液体および燃焼性製品が建物内に

広がらないようにしておいてください。 

• UPS 装置の周囲温度は 0℃から+40℃の間に維持してください。最大+50℃の連

続運転では、5℃ごとに最大負荷が公称負荷の 12%削減されます。

• バッテリ・キャビネットの周囲温度は+15℃から+25℃の間に維持してください。

• 上記の周囲温度を維持するため、装置を設置した部屋の冷房が十分であるこ

とを確認してください。UPS の放熱については「技術データ」表に記載されています。

また、UPS に内蔵するバッテリの種類に合わせて十分な換気を行ってください。

• 海抜 1000m を超える高地で Chloride Trinergy UPS を運転する場合、負荷は

適宜軽減する必要があります（『User Handbook』参照）。周囲温度が+30°C 未

満の状態が維持される場合、高度 2000m までは負荷軽減は不要です。 

• 床の耐荷重が UPS およびバッテリの重量に対応できることを確認してください。床

は平坦で水平でなければなりません。 

以下のような有害物を避けてください。 

• 振動、塵埃、腐食性大気、高湿 

以下の最小スペースを空けてください。 

• キャビネット上面と天井との距離最小 500mm

• 壁面とのスペースは不要です。ただし、ケーブルを上部から引き込む場合、使用する

ケーブルの曲げ半径と同じからそれ以上の壁面距離が必要です。被覆部品と床面

との距離は 150mm です。 

• 装置側面は左右とも制限はありません。
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