組織を変革する
安全と制御の
ソリューション

CENTERLINE® 1500 モータ・コントロール・センタは、
事業全体にわたり人、機械、データをリンクします。

当社のパワー
およびプロセス制御の専門知識の活用

お客様のビジネスの可能性を解き放つ

当社のスマートかつ完全統合されたパワーおよびプロセス制御システムは世界中のお客様
から信頼を得ています。
それには正当な理由があります。
当社の高圧モータ・コントロール・
センタは、過酷な環境と要件の厳しいアプリケーションのための運用を改善します。

• 石油およびガス精製

• 発電

• 産業用製造業

• 上下水道施設

• 鉱業および選鉱

• 食品・飲料製造

アジャイルなソリューションが
お客様の目標達成を支援

お客様の重要なアプリケーションが過酷な環境の中で安全かつ信頼性の高い動作を実現
するためには、高圧モータの選択が重要です。CENTERLINE® 1500 高圧モータ・コント
ロール・センタ (MCC) は、すべての産業用電力および制御ニーズに対応する 1 つの基盤を
提供します。結果 : システム全体の保護の強化とパフォーマンスの向上。

アプリケーションに適合した当社のソリューションは、お客様が必要とする具体的なモータ
制御要件と構成に対応します。これは全電圧、ソフトスタート、および可変周波数ドライブ
の統合を含みます。

また、当社の業界トップのテクノロジもメリットを提供します。お客様の運用全体にわたる
プロセスの知見も提供できます。IntelliCENTER® テクノロジは、リアルタイムのシステム
制御、データ、安全、パワーおよびプロセス制御を、すべて共通のスケーラブルなプラット
フォーム上で実現し、離れた場所にあるユーザステーションからの可視性を提供します。

新しい安全基準の始まり

CENTERLINE 1500 モータ・コントロール・センタは、さらに大きな安心を提供します。

当社のスマートで拡張性に優れた設計は、生産性と安全を向上させるための能力をカスタ
マイズできます。当社はお客様に必要な UL および NEMA 要件に適合するための MCC を
構築します。そしてそれだけでなく…
画期的な IPMG (Integrated Protective Maintenance Grounding) デバイスが、ついに
利用できるようになりました ! ロックウェル・オートメーションが独占的に展開している
IPMG デバイスは、レバーを回転させるだけで、すべての負荷側接続と負荷ケーブルを
接地します。この UL 認証の画期的なデバイスは、危険な一時接地デバイスの手作業での
取付けを不要にします。しかも、CENTERLINE 1500 MCC パワーセルにシームレスに
組み込めます。

その上、当社の特許取得の ArcShield ™テクノロジがアーク放電を軽減し、オペレータ
保護を促進します。この安全機能はオペレータを安全に保つために、アーク放電の方向を
変え、抑制します。IEEE C37.20.7 準拠。
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信頼できるグローバルパートナ

CENTERLINE 1500 モータ・コントロール・センタは、産業用モータと電力制御を
1 つの効率的な一元化されたパッケージに統合したオーダーメイドのソリューション

を提供します。

• 2.4kV ～ 6.9kV、最大 9000HP が利用可能
• 最大定格 800A

• CENTERLINE 1500 MCC が世界で最も過酷なアプリケーションのいくつかを稼働中
• パワーおよびプロセス制御を 50 年間稼働させるための賢い選択
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IntelliCENTER テクノロジ

当社の IntelliCENTER テクノロジは、EtherNet/IP、
インテリジェントなモータ制御および高度なモニタソフトウェア
を備えており、すべて出荷時に構成および検証済みです。

その統合されたネットワークインフラ、インテリジェントな
モータ制御装置、
および構成済みのユーザ・インターフェイス・
ソフトウェアにより、使用中の MCC をどこからでもモニタし、
診断できます。これにより以下を実現します。
• 統合およびセットアップ時間の短縮
• プロセスおよび診断情報の改善

• 稼働時間の増大、事前の警告および
トラブルシューティングツールの強化

• 高い可用性の実現
内蔵型ネットワーク

内蔵型の配線ユニットで短時間で立ち上げることができます。これまで
の複雑な内部配線をたった 1 本の定格 600V のイーサネットケーブルに
集約できます。
ネットワークが事前構成および検証済みで、PowerFlex® ドライブおよび
E300 ™電子過負荷リレーおよび高度なポート設定のための IP アドレス、
サブネットマスク、カスタムパラメータ設定はすでに完了しています。

INTELLICENTER ソフトウェア

IntelliCENTER ソフトウェアを使用して、MCC の詳しい稼動状況が把握
できます。ソフトウェアはリアルタイムの診断と MCC のドキュメントを提
供し、MCC と関連機器のパフォーマンスを最大化します。
スマートデバイス

IntelliCENTER テクノロジを利用した MCC は、インテリジェントモータ

制御と保護デバイスを高度なネットワーク技術と診断機能と組み合わせ
て、お客様にモータ制御アプリケーションを提供しています。

IntelliCENTER テクノロジは、

データおよびトラブルシューティングの
ためのリモートアクセスを提供します。
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企業全体を接続

詳しい情報 – 高度な設備資産管理に必要な場所で必要なときに。EtherNet/IP は、
統合の強化をサポートし、MCC のセットアップ時間を短縮し、さらには、企業全体を
接続するネットワークを使用することで MCC の迅速なモニタ、トラブルシューティング、
診断を可能にします。

製造用の業務ネットワークを企業の基幹ネットワークに簡単に統合でき、既存のネット
ワークリソースやツールを再利用できるため、メンテナンス費用が削減されます。

ネットワークセキュリティを犠牲にすることなくデバイスと高レベルのネットワーク間に
あるネットワーク層をなくすことで、生産データやビジネスシステムをシームレスに統合
できます。Modbus TCP/IP オプションが利用可能で、サードパーティの制御システムと
容易に統合できます。

迅速な統合

EtherNet/IP ネットワークを使用した CENTERLINE MCC は、
Logix ベースの PlantPAx® 分散制御システムと簡単に統合する
ことができ、稼動をより効果的に管理できます。IntelliCENTER
ソフトウェアの Integration Assistant により、以下のことが可能に

CENTERLINE 1500 高圧 MCC
Stratix® 5700

イーサネットスイッチ

なります。

• インテリジェントなモータ制御装置を Studio 5000 Automation
Engineering & Design Environment® に素早く追加可能
• 適切な EtherNet/IP ネットワーク構成でインテリジェント機器が
Studio 5000 Logix Designer® I/O ツリーに自動的に追加され
るため、プログラミング時間が短縮

• デバイス・アドオン・プロファイルを使用して自動的にデバイス・
コントローラ・タグが作成されるため、統合が簡単

コネクテッドテクノロジ

設置から構成、および操作にいたるまで、IntelliCENTER テクノロジ
を使用すると、各ステップに要する時間を短縮できます。

• 事前構成済み・検証済みの CENTERLINE MCC
(IntelliCENTER テクノロジ搭載 ) を使用して、配線にかかる
時間を最大 90% 短縮
• IP アドレスおよびサブネットマスクがお使いの MCC 用に

あらかじめ構成されているため、インテリジェントなモータ制御
装置とすぐに通信でき、ネットワークを介してデバイスのパラメー
タを構成可能

• Studio 5000® ソフトウェアを使用して、1 つのプログラミング

IntelliCENTER
ソフトウェア

Studio 5000
Logix Designer

環境ですべてのインテリジェントなモータ制御装置に対応可能

詳しくは、rok.auto/intellicenter をご覧ください。
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オペレーションを変革するアプリケーション
に対応したソリューション

柔軟なオプションはCENTERLINE 1500 MCC ファミリにお任せください。高圧アプリケー
ション向けのベストマッチを選択します。

さまざまなフレームサイズと制御フォーマットを含む製品 :

• 入力ラインユニット

• 可変周波数ドライブ入力および
バイパスコントローラ

• 負荷ブレークスイッチ

• 補助キャビネット

• 全電圧コントローラ

• 減電圧ソフトスタータ

• 2 段変速コントローラ
• 同期コントローラ

複数のモニタの同期

複数のモニタシステムの同期には、シームレス構成用に設計された Allen-Bradley® の
PowerFlex 6000 および PowerFlex 7000 高圧 ACドライブをお選びください。
高圧ドライブおよびモータコントローラを独立したシステムとして構成するソリューション
とは異なり、当社の統合ソリューションは、コモンバス上に単一ラインナップを作成します。

その結果、ケーブルが減って設置が簡単になり、設置面積が小さくなり、さらに、総所有
コストも削減されます。

PowerFlex 6000
または

PowerFlex 7000高圧
ACドライブ
固定周波数バス

1512M

1512M

1512M

1512M

1512M

M

M

M

M

M

当社の構成可能な制御モジュールは
事実上メンテナンスが不要

多くの高圧モータコントローラが真空コンタクタ制御に電気機械装置を使用するのに対し、
CENTERLINE 1500 MCC は、当社の IntelliVAC ™ 制御モジュールによる高度なデジタル
制御を実行します。

当社のソリッド・ステート・コントローラには機械部品がありません。実質的にメンテナンス
は不要です。一貫した真空ピックアップを提供し、
ドロップアウト時間が選択可能です。その
うえ、電源損失ライドスルー、接触防止、差し込み防止機能が搭載されています。
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安全に関することとなると、良いというだけでは十分ではありません
安全はここから始まります。お客様の工業生産、
処理環境、生産環境を改善するために、当社は
日夜奮闘しています。

CENTERLINE 1500 MCC は、当社の新しい IPMG
(Integrated Protective Maintenance
Grounding) デバイスを使用して、新たなレベルの

電力およびモータ制御の安全を実現します。この
画期的な接地方式は、すべての負荷側接続と負荷
ケーブルをレバーを回して接地するもので、危険な
一時接地デバイスを手作業で取付ける必要がなく
なります。

UL 認定 IPMG デバイス :

• 自動的にすべての負荷側接続と
負荷ケーブルを接地

• 作業が面倒な汎用タイプの接地ボールと
一時接地ケーブルのアセンブリが不要

• MCC パワーセルのドアを開けずに、
出力 ( 負荷側接続 ) を接地

• 当社の CENTERLINE MCC パワーセルと
シームレスに一体化

安全と生産効率を増大
資本コストと運用コストを削減

すべての CENTERLINE 1500 MCC の材料と機能は過酷な環境におけるパフォーマンスと
保護の向上を目的に設計されており、長期的な ROI を実現します。ビジネスの場所に関係
なく、1 つのプロバイダから他にはない優れたサポートを受けることができ、お客様のモータ
制御のすべてのニーズに応えます。

1

絶縁型低圧コンパートメント

• アクセスしやすい外開き型パネル内に、MCC のすべての低電圧コンポーネントを
装備しています。

• 高圧にさらされることなく、パワーセルのテストおよびトラブルシューティングが可能

1

• 視認性の高い白色塗装

2

絶縁型パワー・セル・コンパートメント

• 統合型無負荷ブレーク絶縁スイッチにより、視覚的な分離と、デッドフロント保護を提供
• 安全をさらに向上させる絶縁負荷ケーブル接続のための十分なスペース
• 上部と下部にあるケーブルの入口 / 出口

3

シンプルで堅牢な機械的および電気的インターロック

2

3

• 無負荷ブレーク絶縁スイッチインターロックが、コンタクタがオンしたとき、
または高圧ドアが開いた場合に、スイッチが開くのを防止

• 機械的ハンドルインターロックが、パワーセルがオンの時にドアの閉状態を保持
• 強制駆動型の補助接点により、制御回路の安全なインターロックを実現

4

堅牢な構造のコンポーネント

• 取付けチャネルによる簡単な設置

4

• モジュール設計によりメンテナンスが容易
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ArcShield テクノロジ ― 従業員とオペレーションの安全を支援
ArcShield テクノロジにより、アーク放電の危険が低減される一方、
内部電気アーク故障からの保護が強化されます。

アーク放電がいつ発生するかは予測できません。そのためモータ・
コントロール・センタの設計に、耐アーク性を指定することは非常
に重要です。米国電気工事規程 (NEC)、全国消防協会 (NFPA) に
よる職場における電気安全規格、および電気電子技術者協会
(IEEE) などの規格では、アーク閃光の危険性の認識が重視されて
います。

アーク放電は、ツールの落下、電気系統への偶発的な接触、導電
性の埃の蓄積、腐食、ネズミなどの小動物、不適切な作業手順
など、多くの要因によって発生します。これが発生すると、
ArcShield はリスクを軽減し、アーク閃光事故から保護します。

ユニット天板の
圧力除去プレート

堅牢なドアヒンジと
マルチポイント式
ラッチ

高度な補強構造

( ブラケットおよび
プレート )

ドア、側面、天板、および後板に
厚肉のスチールを使用

高圧ドアにある絶縁スイッチの
状態確認用窓

低電圧コンパートメント

• ドアが開いているときにアーク閃光が発生した場合、強化パネルが
従業員を保護 ( 耐アーク性タイプ 2B または IEEE C37.20.7、タイプ 2B)

• 「ノーマル・オフ・テスト」回路が、
「テスト」モードの制御トランスを通して
高圧の逆給電を防止

• オフライン制御回路のテスト機能を提供
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カスタムソリューション

ArcShield テクノロジを使用した CENTERLINE MCC が多数の構成で利用可能 :
• 入力ユニット

• 可逆コントローラ

• 1 段および 2 段キャビネット

• 補助キャビネット

• SMC-50 ソフトスタータ

安全基準の適合試験済み

ArcShield を搭載した CENTERLINE 1500 MCC は、アーク抵抗についての厳しい IEEE C37.20.7、タイプ 2B アクセス性準拠要件を
満たしています。アーク閃光テストにより以下の 5 つの基準レベルのすべてを満たすことが確認された装置のみが準拠しています。
基準

1. ドアとカバーが開かない ( 曲がりは可 )
2. 装置から部品が飛び出さない

3. アークにより、検証済み構造物の外側 ( 接近性レベルの該当する面 ) にある穴が
燃えてはならない

4. 未処理綿テストインジケータは発火してはならない、または穴があいてはならない
( 一般的な産業用作業服と同等 )
5. 接地接続は有効なままでなければならない

さらに、IEEE C37.20.7 規格では、接近性タイプも定義されています。タイプ 2B のアクセス性とは、MCC が周辺、つまり装置の前面、
背面、装置の側面を完全に保護していることを意味し、加えてアーク障害の発生時でも、指定された低圧コンパートメントにアクセス
できることを含みます。そのため、低圧ドアを開いてメンテナンスを行なっている場合でも、作業員の保護状態は継続します。

ArcShield テクノロジおよび PowerFlex 7000 高圧 AC ドライブ搭載の完全統合 CENTERLINE 1500 MCC
9

当社は産業アプリケーションの
課題を理解
SMC ™ -50 減電圧ソフトスタータ

柔軟性を最大限に高めるには、SMC-50 制御モジュールが統合
されている CENTERLINE 1500 高圧 MCC 構成がお奨めです。
このコンパクトで多機能のソリッド・ステート・コントローラには、
電子過負荷バイパスと一体型バイパスが内蔵されています。

SMC-50 コントローラは、以下のすべての始動および停止モード

を標準で備えています。

• ソフトスタート *
• ソフトストップ

• 電流制限始動 *

• センサレス直線加速 * と減速
• デュアル・ランプ・スタート
• トルク制御始動
• 全電圧

• ポンプ制御

CENTERLINE SMC-50 オプションには、新たな設置用の組合
せコントローラ、お客様が用意した既存のスタータと連動して動
作させるための後付けコントローラ、およびマシンアプリケー
ション用モジュール式 OEM オプションがあります。
* 選択可能なキックスタート付き

認可

高圧モータ・コントロール・センタ用の UL 347

UL は、国際的な独立した安全科学企業であり、
製品の安全、環境、生命と健康、ナレッジサービス、
検証サービスの 5 つの重要な戦略的事業で専門知
識を提供しています。
製品に添付されている UL マークは、UL がその製品
の代表サンプルを検証して評価し、UL およびカナダ
規格協会 (CSA) の要件を満たしていることを確認し
たことを意味します。

高圧モータ・コントロール・センタの UL 規格は
UL 347 です。UL 347 は NEMA ICS 3-2005 の後継
であり、以下が含まれます。

• 50,000A rms 対称以内の短絡回路電流を
持つことが可能な回路に使用するモータ・
コントロール・センタ

• 定格電圧が AC7200V 以内の 3 相 50 および
60Hz モータ・コントロール・センタに適用
CENTERLINE 1500 MCC は以下の規格を満たし

ます。

• CSA 産業用制御装置 C22.2、
No. 253 (UL 347 に対応 )
• ANSI、計器用変圧器 C57.13

• IEEE
• NEC
• OSHA
• NEMA、定格電圧 AC1501 ～ 7200V の
高圧コントローラ、ICS 3-2

SMC-50 制御モジュールには、内蔵型 DPI 通信、
キーパッドプログラミング、およびプログラム可能な
4 つの補助接点が含まれます。
新たな設置の場合、完全なモータ制御ソリューションは効率的な 2 段設計になります。
また、レトロフィットソリューションを、既存の全電圧非可逆コントローラアプリケー
ションに使用することもできます。
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CENTERLINE 1500 モータ・コントロール・センタ

直入れ SMC ™ スタータからソリッドステート SMC ™ スタータにいたる
幅広い設定で使用できる高圧 NEMA CENTERLINE 1500 MCC には、
お使いのアプリケーションに最も適したものを選択できる柔軟性があります。

CENTERLINE 2100 モータ・コントロール・センタ

業界をリードする CENTERLINE 2100 MCC は、UL および NEMA 規格に適合した
堅牢で集中型の 1 つのパッケージに低圧の制御と電力が統合されています。さらに、
最高の安全、性能、および信頼性を実現します。

CENTERLINE 2500 モータ・コントロール・センタ

世界中で規定されている広範な IEC のアプリケーション要件に対応するために
設計された CENTERLINE 2500 は、固定型または引出し型ユニット、高密度の
ラック列、そして完全に型式試験済みの標準設計を備えています。

詳しくは、rok.auto/mvmcc をご覧ください。
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適切な専門知識を
適切なタイミングで提供します。

お客様のライフサイクルおよびデジタルトランスフォーメーションを
当社の広範囲な分野の専門知識で実現します。

コンサルティング
サービス

専門サービス

コネクテッドサービス

フィールドサービス

人材サービス

デジタルトランス
フォーメーション &
コネクテッドエンタープライズ

メイン・オートメーション・
コントラクタ (MAC)

OT ネットワークと
サイバーセキュリティ

資産の修繕、再製造、
および管理

e ラーニング

サービスとしての OT インフラ

現場での技術サポート

データサイエンス &
アナリティクス

エンタープライズテクノロジ

オートメーション FEED/FEL
安全とリスク管理

最新化 & 移行
エンジニアリング

プログラムと
プロジェクトの管理 & 実行
グローバルロールアウト

マネージドサービス
リモートサポート

安全評価と修正措置

予知的 / 処方的な分析

インストラクタによる
トレーニング &
バーチャルトレーニング
人材の評価

仮想現実 (VR) / 拡張現実 (AR)

お客様の固有のビジネス課題を当社のソリューションでどのように解決するかについては、
当社または当社代理店にお問い合わせいただくか、以下のウェブページをご覧ください。

rok.auto/lifecycle

当社とつながりましょう。
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