
完全な駆動システムを
ワンソースから
ギヤモータと周波数インバータ
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NORD DRIVESYSTEMS グループ

ギアモータ産業用ギアユニット 周波数変換器とモータスタータ

トランスミッション生産

エンジン生産

インバータ生産

バーグテハイデに本社を置く 生産・組立 エンジン組立

 バルクテハイデ (ハンブルク)にある本社お
よび技術センター。

 革新的な駆動ソリューションを100 以上
の業界に提供。

 先進的な7 つの製造拠点で、ギヤユニット
モーター、駆動エレクトロニクスを製造し、
完全な駆動システムをワンソースから供 。

 NORD は、36 カ国に48 の子会社と、50 
カ国以上にその他の販売パートナーを持っ
ています。これらの会社が、現地での保管、
組立センター、技術サポート、カスタマーサ
ービスを提供します。

 全世界で4,700 人を超える従業員がお客
様専用のソリューションを提供します。
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シール面変換システム
nsd tupHによるNORDギヤモータは、過酷な環境
条件での使用に最適です:

  簡単に清掃できる表面
  酸およびアルカリに強い(広いpH範囲)
  損傷があっても浸潤なし
  剥がれない
  耐腐食性、接触腐食を防止
  ステンレスの代替として使用可能
  FDA 第21章 CFR 175.300に適合
  クロメートフリー

過酷な条件に対する完全なソリューション:

  表面処理されたハウジング部品
  ステンレス製のDIN/標準パーツ
  洗い流しできるハウジング(ギヤユニ

 ットおよびモータ)
  ステンレス製シャフト
  特殊なシャフトシールリング
  食品グレードオイル

非常に高い要求に応えるnsd tupH:

  飲料業界および食品業界
  乳製品製造工場
  製薬業界
  上下水道システム
  自動洗車装置
  沖合海域および沿岸地域
  化学薬品による洗浄

 (洗い流し、広いpH範囲)

面処理アルミニウムハウジング部品
の実施試験:

  ASTM D714 泡形成
  ASTM D610-08 腐食
  ASTM D1654-08 割れ
  ASTM B117-09 塩水噴霧試験
  ASTM D3170 グラベロ試験
  DIN EN ISO 9227 塩水噴霧試験
  DIN EN ISO 2409 クロスカット試験

nsd tupHによるNORDスムーズサーフェスモータ

提供可能な 
nsd tupH
製品: 

モータスタータ
SK 135E 

スムーズサーフ
ェスモータ

NORDBLOC.1®

ヘリカルギヤ  
(サイズ6まで)

NORDBLOC.1®

2段ベ
ベルギヤ 

UNIVERSAL SMI 
ウォームギヤ

周波数インバータ
SK 180E 

周波数変換器とモータスタータ
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完全な駆動ソリューションをワンソースから
NORD DRIVESYSTEMS

体型ブロックハウジングを備える
信頼性の高いギヤユニットは、ど
のような負荷にも耐えます。
  高い出力密度
  長寿命

最大の高性能モータが、どの
ような運転状況でも駆動システム
を動かし続けます。
  国際規格に準じた設計
  高い過負荷容量
  優れたエネルギー効率

インテリジェントな駆動エレクト
ロニクスが、お客様のニーズにぴ
ったり合った制御オプションを提
供します。
  拡張可能な機能
  完全なフィールドバス接続オ

 プション
  幅広い性能範囲
  無料のPLC統合

駆動エレクトロニクス

駆動ソリューション
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NORDのモジュール型製品システムによって、ギヤユニット、モータ、駆動エレクトロニクスの3つのコンポーネン
トから、最適でカスタマイズされた駆動ソリューションが生まれます。どのようなバリエーションでも、最高の品
質、短期のプランニングと組み立て、短期間で確実な納品、優れたコストパフォーマンスを提供いたします。

豊富な通信オプションにより、あ
らゆるレベルから駆動装置へのア
クセスが可能になったことで、多
様な設定オプションが提供されて
います。
  一般に流通しているすべての

 バスシステム
  取り付け可能な操作ボックス

 または NORDCONソフトウェ
 アによるスピーディで簡単な
 運転開始
  オンサイト操作のための快適

 な手持ち式ボックス
  イントラロジステックスのオ

 プション付き

すべてのインターフェースは、簡
単に取り扱える設計になっていま
す。駆動装置の設定および設置は
簡単に行うことができます。
  一般に流通しているあらゆる

 コネクタとの簡単なプラグア
 ンドプレイ
  電源ケーブルとモータ出力は

 脱着可能
  脱着可能なセンサおよびエン

 コーダ
  組み立て済みケーブル
  無料のPLC統合

ッチおよびボタン類は直接駆
動装置に配置されており、ダイレ
クトなスタート、ストップならび
にモード変更が可能です。
  電源スイッチ
  オンサイト操作または遠隔操

 作の選択スイッチ
  スタート/ストップおよび前進/

 後退のスイッチ
  優れたエネルギー効率

ギヤユニットモータ
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完全な駆動ソリューションをワンソースから
NORD DRIVESYSTEMS

すでに1981年に開発されたNORD DRIVESYSTEMSの革新的ブロックハウジング構造。
シングルピースから、すべてのギヤエレメントを一体化したクローズドギヤハウジングが作られます。

   すべてのベアリング位置をハウジン
 グブロックに統合
   一回の締付けで完全な処理
   高い出力トルク

   軸方向および半径方向の高い負荷容量
  最大の動作信頼性
   長寿命
   静かな作動

 脚取付式またはフランジ取付式
 長寿命、メンテナンスフリー

 最適な気密性
 ブロックハウジング

サイズ: 11
出 力: 0.12 – 160 kW
トルク: 10 – 26,000 Nm
ギヤ比: 1.35 – 14,340.31:1

UNICASE ヘリカルギヤユニット (カタログ G1000)

 脚取付式またはフランジ取付式
 アルミニウムダイカスト製ハウジング

 ブロックハウジング
 業界標準に準じた寸法

サイズ: 13
出 力: 0.12 – 37 kW
トルク: 30 – 3,300 Nm
ギヤ比: 1.07 – 456.77:1

NORDBLOC.1® 1段および2段ヘリカルギヤユニット (カタログ G1000)

 脚取付式、フランジ取付式またはは  
 め込み式ハウジング

 中空シャフトまたはソリッドシャフト

 短い構造
 鋳鉄製またはアルミニウム製のブロ

 ックハウジング

サイズ: 15
出 力: 0.12 – 200 kW
トルク: 110 – 100,000 Nm
ギヤ比: 4.03 – 15,685.03:1

UNICASE 平行軸歯車装置 (カタログ G1000)

 脚取付式、フランジ取付式またはは  
 め込み式ハウジング

 中空シャフトまたはソリッドシャフト
 ブロックハウジング

サイズ: 11
出 力: 0.12 – 200 kW
トルク: 180 – 50,000 Nm
ギヤ比: 8.04 – 13,432.68:1

UNICASE ベベルギヤユニット (カタログ G1000)
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 モジュラー式
 汎用マウントオプション

 生涯潤滑
 IEC仕様

サイズ: 5
出 力: 0.12 – 4.0 kW
トルク: 21 – 427 Nm
ギヤ比: 5.00 –  3,000:1

 脚取付式、フランジ取付式またはは  
 め込み式ハウジング

 中空シャフトまたはソリッドシャフト
 アルミニウム製ハウジング

サイズ: 6
出 力: 0.12 – 9.2 kW
トルク: 50 – 660 Nm
ギヤ比: 3.03 – 70:1

NORDBLOC.1® 2段ベベルギヤユニット (カタログ G1014)

UNIVERSAL SMI ウォームギヤユニット (カタログ G1035)

 モジュラー式
 汎用マウントオプション

 生涯潤滑
 IEC仕様

サイズ: 5
出 力: 0.12 – 4.0 kW
トルク: 21 – 427 Nm
ギヤ比: 5.00 – 3,000:1

UNIVERSAL SI ウォームギヤユニット (カタログ G1035)

 脚取付式、フランジ取付式またはは  
 め込み式ハウジング

 中空シャフトまたはソリッドシャフト
 ブロックハウジング

サイズ: 6
出 力: 0.12 – 15 kW
トルク: 93 – 3,058 Nm
ギヤ比: 4.40 – 7,095.12:1

UNICASE ウォームギヤユニット (カタログ G1000)

  高効率のIE5+ Motor
  92%のシステム効率
  他のドライブシステムに比べ、TCO（Total Cost 

 of Ownership; 総保有コスト）を明らかに低減
  高い出力密度 

サイズ: 3
出 力: 0.35 – 1.5 kW
トルク: 26 – 80 Nm
ギヤ比: 3.24 – 16.2:1

DuoDrive – 内蔵ギヤモータコンセプト (カタログ G5010)

  非常に少ない騒音放射
  プラグアンドプレイによる簡単な運転開始
  衛生的なデザイン（洗い流し）
  形状: M1、M4、M5、M6
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完全な駆動ソリューションをワンソースから
NORD DRIVESYSTEMS

工業用ギヤユニットのモジュール
個々のコンポーネントを最適に相互調整する
ことは、バリエーションの多様性、高い
柔軟性ならびに短時間のプランニングおよび
組み立てを実現するための基本です。こ
れにより、大型ギヤユニットでも短い納期で
それぞれの駆動ソリューションをお客様
のニーズに合わせて個別にカスタマイズする
ことが可能になります。

最大 282,000 Nm 

NORD DRIVESYSTEMSは、最大出力トルク 282,000 Nmのモジュラー式工業用
ギヤユニットをブロックハウジングに一体化して製造する唯一のメーカーです。

  一回の締付けですべてのベアリング位置およ
 びシール面が完成

  ハウジングに継ぎ目がないため、トルクが加
 わるシール面がありません

  最大の軸精度による静かな作動
  長寿命、メンテナンスフリー
  脚寸法が同じ場合のギヤ比範囲5.54～400:1
  ギヤユニット: 軸平行および垂直

サイズ: 11
出 力: 1.5 – 6,000 kW
トルク: 15,000 – 282,000 Nm
ギヤ比: 5.54 – 30,000:1

工業用ギヤユニットMAXXDRIVE® (カタログ G1050)
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  最適化されたハウジングと表面設計
 高温で最高の性能を発揮するために

  ハウジングに継ぎ目がないため、トルクが加
 わるシール面がありません

  すべてのベアリングとシール面は、
 1回のクランプ操作で製造されています。
    (よりスムーズな走行と長寿命化)

  最高の車軸精度で静かな走行を実現
  長寿命、低メンテナンス
  アンギュラギア 

MAXXDRIVE® XTインダストリアルギアユニットは、対称的なデザインで、さまざまな取り
付け位置に取り付けることができます。最適化された軸流ファンとエアガイドフードとの組
み合わせによる高度なリブ設計により、非常に高い熱性能を実現しています。

サイズ: 7
出 力: 22 – 2,100 kW
トルク: 15,000 – 75,000 Nm
ギヤ比: 6.14 – 22.91:1

工業用ギヤユニットMAXXDRIVE® XT(カタログ G1050)
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完全な駆動ソリューションをワンソースから
NORD DRIVESYSTEMS

NORD DRIVESYSTEMS
は、自社開発したモ
ータを世界各地の重
要な市場に供給して
います。この独自性により、
サプライヤーに依存
しない高い独立性を
確保し、確実で短い
納品期間という重要
なメリットをお客様
に提供します。

エコデザインガイド
ラインEN50598に準
拠したモータシステ
ムとモータコントロ
ールシステムの併用

国際高効率規格
  EU: IE1 – IE4 (IEC 60034-30に準拠)

  US: ee labeling (EISA 2007に準拠) (エネルギー省)
  CA: CSA energy verified (EER 2010に準拠)
  CN: CEL (GB 18613に準拠)

  KR: KEL (REELS 2010に準拠)
  BR: Alto Rendimento (Decreto nº 4.508 に準拠)
  AU: MEPS (AS / NZS 1359.5に準拠)

省エネモータ
(カタログ M7000)

極数変換モータ
(カタログ M7000)

単相モータ
(カタログ M7000)

スムーズサーフェスータ
(カタログ M7010)

IE5+ 同期モータ (特設チラシ 9012)

防爆モータ
ガス雰囲気 (カタログ G2122)

防爆モータ
ダスト雰囲気 (カタログ G2122)
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NORD DRIVESYSTEMS – インダストリー4.0に対応!
„NORD 4.0 READY!“ – NORDの駆動装置は、ネットワーク化された、自律的でスケーラブルな
装置です。その支柱となっているのは、高性能プロセッサを備え、豊富なインターフェースと機能が
装備された周波数インバータです。この周波数インバータは、自分自身とモータを監視するだけで
はなく、システムセグメントおよびその他の負荷状況に対する影響も監視します。

統合PLCは、接続されているセンサおよびアクチュエータのデータを処理し、必要に応じて直接シ
ーケンス制御を開始し、高品質の駆動データおよびアプリケーションデータをコントロールセンタ
へ、さらにはネットワークに組み込まれているその他のコンポーネントへ伝送します。

インテリジェントなシーケンス制御は、例えば、駆動装置が自律的にスイッチポジションを決定し、
それ応じて反応するように設定することができます。さらに、駆動ユニット間では、「商品パッケージ
をそちらへ送るので、ベルトコンベアをスタートします。注意してください」といった相互通信も可能
です。スレーブの駆動装置は、特定のタスクのために自分自身をマスターの駆動装置に同期させて
から、再びノーマルモードに戻ることができます。頻度の高い何百もの機能がパラメータセットとし
て保存されており、簡単に適用が可能です。

これにより、このインバータは、システム制御とは無関係に必要に応じて簡単なアプリケーシ
ョンと複雑なアプリケーションを調整し、プロセス変更に対応し、外部の介入なしに自律的に
多くのプロセス障害を解消することができるのです。

当社は、インテリジェントなプロセス、すなわちネットワーク化された、
自律的で、スケーラブルなプロセスのための駆動装置を製造してい
ます。今日、NORD DRIVESYSTEMSのインテリジェントな駆動装
置は、高度にネットワーク化されたシステムにおいて重要な役割を果
たしており、あらゆるレベルでの膨大な情報交換を中心とするいわゆ
る第4次産業革命を推し進めます。

センサ/プロセスデータ

アクチュエータ

国際高効率規格
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完全な駆動ソリューションをワンソースから
NORD DRIVESYSTEMS

NORD DRIVESYSTEMS は、必要なパワーエレクトロニクスのための周波数インバータおよびモータスタ
ータを製造しています。
インバータソリューションは、コントロールキャビネットに設置する従来型の他に、分散型および完
全統合型駆動ユニット向けも提供可能です。

 内蔵型電子式ブレーキ整流器
 一貫したパラメータ構造

 ソフトスタート機能付きリコイル

サイズ: 2
電圧: 3 ~ 200 – 240 V,  3 ~ 380 – 500 V
出 力: 0.12 – 3 kW または最大 7.5 kW

NORDAC START SK 135E モータスタータ (カタログ E3000)

 スタンドアロン運転
 4つのパラメータセット

 センサレス電流ベクトル制御 
   (ISD制御)

 統合型PLC

サイズ: 2
電圧: 1 ~ 110 – 120 V, 1~ 200 – 240 V, 3 ~ 200 – 240 V, 3 ~ 380 – 500 V
出 力: 0.25 – 2.2 kW

NORDAC BASE SK 180E 周波数インバータ (カタログ E3000)

 省エネ機能
 統合位置決め制御POSICON

 統合型PLC

サイズ: 4
電圧: 1 ~ 110 – 120 V, 1~ 200 – 240 V, 3 ~ 200 – 240 V, 3 ~ 380 – 500 V
出 力: 0.25 – 22 kW

NORDAC FLEX SK 200E 周波数インバータ (カタログ E3000)

 周波数インバータまたはモータス
   ータ

 全接続部が脱着可能なので、修理お     
   よびメンテナンスが簡単

 駆動関連機能のためのPLC機能

サイズ: 3
電圧: 3 ~ 380 – 500 V
出 力: 周波数インバータ  0.37 – 7.5 kW, モータースタータ  0.12 – 3 kW

NORDAC LINK SK 250E フィールドディストリビュータ (カタログ E3000)
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 スタンドアロン運転
 4つのパラメータセット

サイズ: 11
電圧: 1 ~ 110 – 120 V, 1 ~ 200 – 240 V, 3 ~ 200 – 240 V, 3 ~ 380 – 480 V
出 力: 0.25 – 160 kW

NORDAC PRO SK 500E 周波数インバータ (カタログ E3000)

 高精度な電流ベクトル制御  
   操作用オーバーロードリザーブ 
   非同期・同期電動機

 リアルタイムイーサネット用のユニバ 
 ーサルインターフェース

 ドライブ関連のPLC機能を統合 
   基本単位からすでに機能

サイズ: 3
電圧: 1 ~ 200 – 240 V, 3 ~ 380 – 480 V
出 力: 0.25 – 5.5 kW

NORDAC PRO SK 500P 周波数インバータ (カタログ E3000)

 独立型パラメータメモリ
 インバータ用Bluetoothインターフェ 

 ース とNORDCON APP

 USB経由でPCへのデータ転送
 操作中に差し込むことができます/取 

 り外すことができます 稼動中に取り  
 外し

NORDAC ACCESS BT

 ドライブモニターとエラー診断をダッ 
 シュボード形式で視覚化

 ヘルプ機能とパラメータクイック		
	 アクセスが付いたパラメータ設定

 ドライブ解析用オシロスコープ機能   
  個別に設定可能

 バックアップ・リカバリー機能で簡単 
 に 駆動パラメータの取り扱いが容易

NORDCON APP

        センサレス電流ベクトル制御 
         (ISD制御)
        統合型PLC

NORDCON APPとNORDAC ACCESS BTのは、すべての
NORDドライブのためのモバイル試運転およびサービスソリュー
ションです。

 フォーカシングによる最適化
 プラグアンドプレイによる迅速な運

 転開始

 非常にコンパクトな構造
 内臓イーサネットインターフェース

サイズ: 2
電圧: 3 ~ 400 V
出 力: 0.37 – 0.95 kW

NORDAC ON / ON+  SK 300P (フライヤー S9013 F と  3080)
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完全な駆動ソリューションをワンソースから
NORD DRIVESYSTEMS

  

Aktuelle Spannung

P722

160 v

Aktuelle Drehzahl

687,5

0              1375

1282 rpm
P717

  NORD正規センサー
  お客様固有のセンサーを接続可能（アナログ/デジタル）

  PT1000ベース上のモータ温度センサ
  周辺温度またはシステム温度

  バーチャルオイル温度に基づく最適なオイル交換時点の検出
  アルゴリズムが内部PLCで作動

  ドライブシステムのドライブパラメータの読み取り
  バーチャルセンサを採用

  ドライブ固有のパラメータおよびドライブ関連センサの前処理
  ドライブ作動状態の評価

  ドライブ作動状態のローカル表示
  拡張可能な表示

  ドライブおよびシステム分析のためにドライブデータを処理
  コンディションモニタリング

  ドライブデータおよびシステムデータの表示

  お客様側でのコンディションモニタリング情報の処理
  収集されたコンディションモニタリング情報のプロセスデータへの統合

振動センサー
システム

温度センサー

オイル交換

ドライブパラメータ

統合型PLC

信号

ローカルデータ管理
(IPC)

ローカルダッシュボ
ード

上位PLC

コンディションモニタリングでは、駆動
データおよび状態データが定期的または
連続で検出され、機械システムの作動安
全性と効率を最適化します。コンディシ
ョンモニタリングから、予知保全に関す
る重要なインフォメーションを導き出す
ことが可能です。

その目的は、機械およびシステムの予知
保全、ダウンタイムの縮小、システム全
体の効率改善です。
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ドライブベースのアプローチ
コンディションモニタリングからの情報は、予知保全に用いることができます。

モジュール式サービスコンセプトにより、NORD DRIVESYSTEMSは以
下のようなソリューションを提供します。ドライブ技術の可用性と価値の
保持 それは異なった提供しますコンパクトモジュールの形でのサービス 
- 試運転中のサポートから試運転時のサポート、特定のメンテナンスパッ
ケージ、およびオンサイト修理費用を見積もるための現場分析 これに追
加されたのは近代化・最適化対策。最後に、演算子はは、様々なトレーニン
グコースを利用して従業員の資格を取得することができます。

NORD DRIVESYSTEMS モジュラーサービスコンセプト

NORD サービスモジュール
  設置・試運転
  定期的なメンテナンスと状態監視
  修理・オーバーホール・交換
  スペアパーツの物流
  製品の教育・研修
  個別契約
  24時間365日の緊急サービス
  近代化と拡張

  ギヤユニットパラメータおよび稼働に基
 く固有のパラメータにより、オイル交換
 時点をより正確に指定。
  NORDのソリューションは、ギヤユニッ
 でのオイル劣化が、特にオイル温度に左
 右されるという事実を利用しています。

  物理的温度センサーを廃止し、駆動固
 のパラメータに基づいて現在のオイル
 度を連続的に計算するバーチャルセン
 ーを採用。
  既存のNORD周波数インバータを評価
 ニットとして使用:アルゴリズムが内
 PLCで作動。

  NORD正規センサー
  お客様固有のセンサーを接続可能（アナログ/デジタル）

  PT1000ベース上のモータ温度センサ
  周辺温度またはシステム温度

  バーチャルオイル温度に基づく最適なオイル交換時点の検出
  アルゴリズムが内部PLCで作動

  ドライブシステムのドライブパラメータの読み取り
  バーチャルセンサを採用

  ドライブ固有のパラメータおよびドライブ関連センサの前処理
  ドライブ作動状態の評価

  ドライブ作動状態のローカル表示
  拡張可能な表示

  ドライブおよびシステム分析のためにドライブデータを処理
  コンディションモニタリング

  ドライブデータおよびシステムデータの表示

  お客様側でのコンディションモニタリング情報の処理
  収集されたコンディションモニタリング情報のプロセスデータへの統合

  バーチャルオイル温度に基づく最適なオ
 イル   交換時点のセンサレス検出
  統合型PLCにおけるドライブデータの
 前処理

  市販のあらゆるインターフェースを介して 
 お客様にこれらのデータを提供

ギヤユニット内のオイル温度変化 
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