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L i e b e r t スタティック･トランスファー･スイッチ 2 / 分電ユニット

電力変換・分電装置

高可用性電源システムを実現した
完全パッケージ型分電・切替装置

単入力および2入力負荷用
二重化AC電源スイッチング
省スペース型パッケージ
実績のある信頼性
分電・監視機能搭載
保守作業は前面からアクセス

Liebert STS2/PDU 600A

合理的なパッケージ仕様で
分電および電源切替を実行します。
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単入力負荷に二重化電源の信頼性を提供、またはデュアル入力負荷に

実績のあるシステム

冗長性を付け加えるなど、Liebertの製品を導入することにより、

複数の機器をつなぎ合わせるという従来の構成に

お客様の重要な装置は安全を守りやすくなります。

比べ、パッケージ型のLiebert STS2/PDUは便利で

Liebert Static Transfer Switch 2/分電ユニットは、省スペース設計の

省スペース、さらには設置作業にかかる時間とコストを

一体型システムで、分電および2系統のAC電源間自動切替を行うことが
できます。

削減できるシステムです。数千の設備で実績を誇る
システム設計に基づくSTS2/PDUは、設置現場で構成
していく非定型型の分電システムと異なり、信頼性の

重要な分電および
自動切替を簡素化

ある安定した性能を確実なものにするため、完成

お客様のクリティカルな設備内にクローズド・ループの

います。

されたシステムとして工場で十分な試験が実施されて

配電系統を実現する、という目的でLiebertが設計した
システムが、STS2/PDUです。

主な特長:

カスタマイズされた電源システムとしての利点に加え、

真のデュアルバス分電 — 2系統のAC電源間で

パッケージ化され工場試験の完了したユニットだから

切替を行います。

こそ得られる使いやすさとコスト節約を提供します。

コンピュータ・グレード接地—大手メーカーの推奨

分電機能、コンピュータ・クラスの接地、絶縁、電源

基準やNational Electric Code（全米電気安全基準）の

監視機能、さらにはデュアル電源切替機能が1つの

接地要件に合わせ、自動的に一点接地に接続

キャビネットにまとめられて内蔵、お客様の設備に
必要不可欠なコンピュータや通信機器を保護します。
250～800Aのシステム容量があり、サイトが将来拡大
しても、フレキシブルに拡張することができます。

自動的に、あるいは手動操作により、

します。
非線形負荷に対応— 最新のコンピュータ・システムを
始めとする電子機器のような、非線形負荷もまったく
問題ありません。
監視機能— 計測・警報発報機能を内蔵。Liebertの
集中監視設備とコミュニケーションをとります。
大幅な省スペース— 非パッケージ型に比べ、キャビネット
1台というコンパクト設計で、設置面積を縮小。
容易な設置工事— キャビネット1台という設計のため、
設置にかかる時間とコストを削減。
設置場所をフレキシブルに選択— 簡単にユニットを
移設でき、お客様の投資を無駄にしません。
完全なシステムとしてUL認定 — 安全規格に
適合していることから、点検・設備基準承認の手間を
短縮できます。
分電構成をフレキシブルに選択— サイトの要件に
合ったオプションが利用できます。

Liebert STS2/PDU 250A

設置面積、価格ともに
小さくなった一体型電源システム。
クリティカルな装置を
信頼できるシステムで保護。
STS2/PDUには、お客様の基幹アプリケーションに
適した、よりお高品質の電力供給を実現する機能が
数多く組み込まれています。
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• デュアルAC入力、自動または手動切替
機能により、信頼性電源の可用性は、
保護された単一電源機器にレベルアップ。
• 一次側トランスの過電流保護、
電源遮断は、メイン入力ブレーカが
対応。
• ビル配線システムで発生することの
ある中性線の高調波電流を内蔵
トランスが除去。
• 負荷に近い二重シールド構造トランスに
による優れた騒音吸収。
• 分電方式:
単出力ブレーカ
または、個別の42極、分電盤メイン・ブレーカ、
個別の絶縁ニュートラルおよび接地バスバーを
i搭載した分電盤最大4台で、負荷の精密機器に
給電
またはサーキットブレーカ最大10個搭載のI-Line
分電盤で負荷分担（分離した絶縁中性線および
接地バスバー）
• ニュートラルの部品を大きくし、中性線電流耐量は
全負荷電流の≧1.73倍。

パッケージ構成に収められたLiebertの
システムなら、容易な取付作業で設置にかかる
時間・コストともに削減できます。前面・側面の
いずれからもアクセス可能であることから
設置場所もフレキシブルに選択でき、設置面積も
縮小。また、電源を同室内に置けるため接地の
接続も手間をかけずに正しくできます。ビル配線
系統から被る危険のある中性線高調波電流も
システムが除去します。

効果的な保護機能を追求し
新たに設計されたシステムです。
Liebert STS2/PDUは、その効果が実証済みのLiebert製部品を
組み込んで設計。貴重な床面積を節約する一方で、電源品質を
大幅に向上させるパッケージとして完成しました。

コンピュータ・グレード接地
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STS2/PDUは、重要負荷を一点接地で接続します。
電源の接地とコンピュータの接地を同一にする
ことで、接地ループ電流や共通モード障害を
最低限に抑えます。出力ケーブル長を短くして、
絶縁・安定機能を損なわないようにします。

非線形負荷対応
STS2/PDUは標準仕様で中程度の高調波電流に
対応できる設計となっています。深刻なレベルの
高調波電流が予想される場合は、Kファクタ・トランスで
高調波電流を除去できます。

安全で確実な配電と
回路識別
分電盤は、関係者以外入室が許されない電算機室
室内に設置されます。各ブレーカにはすぐ横に
IDタグが付いており、素早く回路を識別できます。

単入力負荷用の
デュアル入力電源
停電発生時には、内蔵のソリッドステート・バス切替
スイッチが、自動または手動操作でスタンバイAC電源に
切り替えます。単入力の装置でも、デュアル電源の
保護機能得られるということになります。

真の冗長性を内蔵
デュアル内蔵トランスによる冗長性だけにとどまらず、
切替スイッチそのものも三重の冗長ロジック設計と
なっています。各DSPコントローラは独自に機能でき、
それぞれが残り2台を監視しています。1台で障害が
発生すると、残り2台によってロックアウトされます。
各コントローラとも両系統から給電されています。

オンサイト電源監視機能
一体型の電源監視盤が、パラメータの包括的な計測・
警報処理を行います。カラー表示のタッチスクリーンを
搭載したLCD画面では分かりやすいポップアップ・
メニューから、操作や稼動状態に関する
さまざまな情報を得ることができます。
以下のような監視項目があります。
• RMS実測値
• 警報しきい値（可変）
• カスタム警報（プログラム可能）
• 警報メモリ（バッテリ・バックアップ付）

集中型監視インターフェイス
Liebert STS2/PDUは弊社の集中監視
システムSiteScanに対応しており、電源の
状態監視・警報発令を一点で行うことが
できます。さらに、RS-232 ASCII絶縁
ポートが付いており、監視パラメータや
警報情報について、他の監視システムと
交信することも可能です。
LiebertのOpenComms NICインターフェイス・
カードを利用して、お客様の設備やネットワーク監視
システムで、STS2/PDUを経済的にモニタすることもできます。

オプションによるシステムの機能拡充
Liebertのパッケージ型電源システムには、以下のようなオプション機能を
搭載して、お客様のニーズにぴったり合った設計も可能です。
•最大42極搭載の分電盤
クリティカルなお客様の装置に給電。
Liebert STS2/PDU 600A

•サーキットブレーカ10個搭載のI-Line分電盤
それぞれの負荷に分電。
•耐サージ装置(TVSS)
電圧サージに対する保護機能を強化。
相互配線長を短くすることで、優れたクランプ性能を発揮。
•K20トランス
ディレーティングなしで高レベルの高調波電流にも安全に対応。
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コンパクトな設置面積で
取付工事・保守作業が可能です。
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他のLiebertシステム同様、 STS2/PDUも

単体キャビネット設計

「かたち」と「機能」がうまく融合された

優れた設計に基づくLiebert STS2/PDUは、必要とする床面積が小さく、設置

製品です。他の追随を許さない高信頼性

にかかる時間も最低限に抑えます。キャビネット1台に収められたSTS2/PDUは

電源であるだけでなく、コンパクトな

工場で配線・試験を完了、実績を誇るソリューションであると同時に、設置面積は

パッケージで省スペース、さらには容易な
取付工事・定期保守によって時間の節約も

個別に構成していく従来型システムの3分の2未満しか必要としません。増大する
ニーズに合わせて拡張可能、また保護対象の機器設置場所が変わる場合でも、
移設が簡単な設計のシステムです。

実現できます。

大幅に縮小化されたスペースで高効率な配電を行います。
複数の機器を組み合わせて
構築する従来型システム

大幅に設置面積を削減できる
単体キャビネット型設計

47.7 Sq. Ft.

37.8 Sq. Ft.

保守は作業しやすく、時間も短縮
STS2/PDUの取付工事・操作・保守作業は、
正面、側面、上部以外のアクセスを必要と
しません｡定期保守が必要な部位はすべて、
ヒンジ付または取り外しが簡単なパネルを
開けると手が届きます。本体は、交換可能な
サブユニットごとに構成されており、認定を
受けた専門業者によって、高電圧にさらされる
ことなく、容易に交換作業が行えます。接続・
保守作業で誤りのないよう、保護対象の機器
名称用プレートが付いています。

Liebert STS2/PDU 250A

Liebert STS2/PDU 600A

Liebert STS2/PDU 800A
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Liebertスタティック・トランスファー・スイッチ2 / 分電装置 仕様
Amp
定格

入力
電圧

出力
電圧

熱出力
(KW)

梱包前寸法
（幅×奥行き×高さ）
(inches)
(mm)

梱包前
重量
(lbs)
(kg)

出荷時寸法1
（幅×奥行き×高さ）
(inches)
(mm)

出荷時
重量1
(lbs)
(kg)

250

208,380,400,
415, 480 or
600 VAC

208

3.69

77x32x77

1956x813x1956

3530

1601

48x44x80

1016x1194x2032

3730

1692

400

380,400,
415, 480 or
600 VAC

208

5.90

73x49x77

1854x1245x1956

4700

2132

48x44x80

1016x1194x2032

4900

2223

600

380,400,
415, 480 or
600 VAC

208

8.85

73x49x77

1854x1245x1956

5380

2440

48x44x80

1016x1194x2032

5580

2531

480 or
600 VAC

208

11.80

97x49x77

2464x1245x1956

8362

3794

50x58x82

4200

1905

4745

2152

800 2

66x58x82

Module A
1270x1473x2082
Module B
1676x1473x2082

Note: 出荷時の重量には、ﾊﾟﾚｯﾄ、梱包材料が含まれています。実際の重量は、搭載オプション部品によって異なります。
2
800A ﾀ ｲ ﾌ ﾟ は 、 ﾓｼﾞｭｰﾙ2台として出荷されます（分割梱包）。
1

動作仕様
入力電圧: 208, 380, 400, 415, 480
または 600 VAC, +/- 10%
周波数: 50 または60 Hz, +/- 5%
感知・切替時間: 最大4ms
過負荷耐量: 125%（10分間）,
150%（2分間）
動作温度: 0～40° C

標準仕様
• 取付工事・保守作業は、本体前面
および側面からアクセス
• 押しボタンの代わりにタッチスクリーン式
カラーLCDインターフェイス搭載
• ドロップダウン・メニューとダイアログ・
ボックスによる使いやすいインターフェイス
• 三重冗長DSPロジック
• 二重冗長電源
• 100%定格、ヒューズレス設計
• ホットスワップ可能なサーキットブレーカ
• 重要負荷に給電した状態でフラッシュ
メモリによるファームウェア更新
• CANBUSによる内部制御配線
• 600Aまでのモデルでは制御・電源部を
まとめて取り外し、重要負荷への
給電を遮断せずに保守、修理、全交換
作業が可能
• ケーブル導入は上部および底部から
• デュアルラグ・インストレーション・バス
• UL規格

オプション機能
• 一連のOpen Comms™ハードウェアと
ソフトウェア
• 内蔵モデムにより警報を電話または
ポケベルにダイヤルして通知
• 警報や接続をプログラムしてカスタマイズ
できる出力リレー
• 他の機器からの警報を
STS2/PDUに表示
表示できる機能
• TVSS
• キーロック・スイッチ
• 遠隔電源選択
• サブフィーダ・ブレーカ

まず最初の一歩から、
正しい選択のお手伝いをします。
L i e b e r t スタティック・トランスファー・スイッチ2 / 分電装置

電力変換・分電装置

リーバートは35年以上にわたり、クリティカルな電子システムの動作保護を目的に、さまざまな業界で
それぞれの目的に合わせたソリューションを提供しています。通信から産業ビジネスのネットワークに
至るまで、適切な製品やサイト監視機能、グローバルなサービス体制を、専門のノウハウを駆使して
各種のソリューションに組み込んできました。
長年にわたり培ってきた実績、最新技術に関する知識により、Liebertはお客様のニーズを
総体的な信頼性、機器保護に関わる具体的な内容という側面から、しっかりと理解することが
できます。既設・新設を問わず、お客様のご意見・ご要望に耳を傾け、お使いのアプリ

800 222 5877 PHONE
614 841 6755 (OUTSIDE U.S.)

ケーションに最適なソリューション構築のお手伝いをさせていただきます。
Liebertでは、要求される仕様がケース･バイ･ケースで異なることを常に把握しています。
知識、経験、製品、サービスといった要素を的確に組み合わせることにより、他社よりも
優れた体制でお客様の仕様に合ったレベルの信頼性を、適切な価格で提供できます。

本文の内容には万全を期して作成いたしましたが、
Liebert Corporationは記載されている情報の利用、
誤り、または記載漏れによる損害責任を免除させて
いただきます。
© 2004 Liebert Corporation. 全世界における版権所有。
仕様は予告なしに変更することがあります。

製品ご購入の前も後も、最寄のLiebertがサポートします。
Liebertが同業他社と一線を画している数々の理由のひとつに挙げられるのが、ローカルで
対応できる体制です。Liebertは、世界で最も幅広いセールスおよびサービスのネットワークを
展開。業界最大を誇るサービス事業部のバックアップを得ながら、広い地域を網羅する
テクニカル･セールス担当者が、お客様のニーズに迅速に対応いたします。

記載されている名称はすべて、各製品所有者の商標または
登録商標です。
® LiebertおよびLiebert のロゴは、
Liebert Corporationの登録商標です。
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Emerson Electric Co.の商標およびサービスマークです。
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