PowerFlex 7000 高圧 AC ドライブで安全に
作業者と機器を保護

高い安全基準への適合
産業の業種にかかわらず、施設の安全レベルの向上と作業者や資産の保護強化を求める声が
相次いでいます。国際規格は、このように進化する要件を反映して変化し続けています。ロック
ウェル・オートメーションでは、安全に対する包括的なアプローチを通して、安全、効率、生産
性を高めながら機械の機能的運用を向上させるための革新的な安全ソリューションを提供し
ています。産業用オートメーションおよび安全分野の世界的リーダーであり、テクノロジに革
新をもたらすロックウェル・オートメーションの高圧安全ソリューションが、生産性と作業者の
安全をいかにして向上させているかをご覧ください。

運用全体のリスクを低減
Allen-Bradley® の PowerFlex® 7000 AC ドライブは、
重工業などの非常に要求の厳しいアプリケーション
のための効率的で信頼性の高いモータ制御として評
価されています。
最先端のアプローチとテクノロジが、作業者と機器
を安 全に保護して作 業現場での危険を最小限に抑
えます。

PowerFlex 7000 ドライブには、Direct-to-Drive™ テ

クノロジおよび 高 性 能トルク制 御を採 用したアク
ティブ・フロント・エンド(AFE)などのドライブ構成お
よび制御オプションが搭載されており、より高いパ
フォーマンスが求められるアプリケーションに対応し
ています。この機能に加えて、安全トルクオフ(STO)
制 御オプション、ArcShield™ 耐アークエンクロー
ジャオプションが加わることで、PowerFlex 7000 ドラ
イブは、高性能と重要資産の安全を保証する包括的
なソリューションとなります。

当社の革新的な高圧ドライブは、人的安全、効率、
生産性を向上させると同時に機械の機能的運用
を改善するのに役立ちます。
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安全トルクオフ(STO)によって機能安全を強化
機能安全エンジニアリング規範では、厳しい国際安全規格に適合するための信頼できる安全
対 策を定めています。これらは、機械設計に安 全機能を直接組み込むことによってユーザの
安全を強化し、システムの複雑さを緩和するために有効な規範です。

機能安全の設計の簡略化に役立つ、安全トルクオフ(STO)を搭載した
PowerFlex 7000 高圧ドライブ
安全トルクオフ(STO)テクノロジによって、ドライブへの電力を除去することなくモータの電力を
除去し、安全な状態に戻った後にシステムを迅速に復旧することができます。
安 全トルクオフ(STO)はドライブ制御部に組み込まれているため、電 気機械部品を増設する
必要はなく、配線作 業も不 要です。さらに、ハードウェアの在 庫および設置コストが低減し
ます。
マテリアルハンドリングのコンベアや 粉砕 機 などの産 業 用アプリケーションに理 想的な、
安全トルクオフ(STO)を搭載したPowerFlex 7000ドライブはTÜV認定済みです。また、IEC 61508の
安全度水準(SIL) 3、安全遂行レベルe (PLe)、ISO 13849-1の安全カテゴリ3 (ドライブで達成し得る
最高レベル)も達成しました。
•• ドライブからのモータへの回転エネルギーの供給を防止
•• 再起動の反復による摩耗を削減

•• IEC 61508 によるSIL 3、PLe、ISO 13849-1による
安全カテゴリ3の要件を達成

•• TÜV認定
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ArcShield搭載 PowerFlex 7000 ドライブシステム
高圧ドライブテクノロジの進化による、アーク・フラッシュ・ハザードの削減とリスク
の緩和
電 気機器の操作およびメンテナンスに伴うリスクを減らし、お客様のニーズに応えるため、
ロックウェル・オートメーションは、初のアーク耐性高圧ドライブシステムを発表しました。10 年
以上にわたる、アーク耐性高圧および低圧モータコントローラの設計および導入実績に基づい
て考案された ArcShield テクノロジを搭載した PowerFlex 7000 ドライブシステムは、作業者を事
故から防護して予定外の停電およびダウンタイムを最小限に抑えます。

ArcShield はロックウェル・オートメーションが考案し、商標登録したアーク耐性設計の名称で、

アーク耐性エンクロージャにインテリジェントな制御システムを組み合わせることで安全機能を
改善し、リモート操作およびモニタリング機能もあります。

効率設計による安全規格への適合

このシステムは、
以下の国際規格に
適合しています。

IEEE C37.20.7
CSA C22.2 No. 22-11
EEMAC G14-1
IEC 62271-200

ArcShield 搭載 PowerFlex 7000ドライブシステムは、完全一体型 Allen-Bradley® の CENTERLINE®
スタータと PowerFlex 7000 ドライブを組み合わせたソリューションです。当社の既存の高圧
スタータの製品ラインと連動するように設計された、このスタンドアロン型の完全一体型シス
テムには、アークフォルト定格 40kA のものと50kAのものがあり、いずれかをお選びいただけ
ます。

IEC 62477-2

アーク・フラッシュ・イベントによって発生するエネルギーの方向をエンクロージャ上部と作業者
から逸らすように設計されたタイプ 2B は、その接近性により、アークフォルト発生時にエンク
ロージャの前面、側面、背面のどの位置にいても作業者を保護します。また、タイプ 2B の防護
機能は、低圧制御ドアをメンテナンスのために開いていると
きも変わりません。

アークフラッシュは、アーク末 端の温 度が
19,500 °C を超えると、人身傷害や機器損傷
の原因となります。

包括的安全強化プログラムで急速に関心が高まって
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圧 力リリーフベントが、アークフラッシュ
発生時にエンクロージャの前面、背面、側
面からアークガスや飛び散る物質を逸らし
ます。
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ガ スと 物 質 はベ ントアップし、プレ ナム
排出システムを通じてエンクロージャ上部
から排出されます。

3

特許取得済みの自閉型ベントプレートが、
ファン排気口からアークフラッシュのガス
が漏出されるのを防止します。

4

キャビネットのドアは、アークフラッシュ
発 生の 際 に構 造 的 完 全 性 を 保つために
溶接チャンネルで補強されています。

5

補強された側板、ドア、天盤、裏板などの
堅牢なキャビネット構成には、アーク・フォ
ルト・エネルギーを封じ込めるための高い
剛性があります。

6

高 強 度ヒンジ、ラッチ、ボ ルトがド アを
キャビネットにしっかりと固定して防護性
を高めます。

7

特許取得済み自閉型ベントプレートが、
前面の吸気ベントからアークフラッシュの
ガスが漏出されるのを防止します。

いる問題の 1 つに、アーク・フラッシュ・イベントに
起因する深刻な潜在的ハザードがあります。
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アーク・フラッシュ・イベントからの防護を強化し、
より安全な作業環境を創出
ArcShield エンクロージャに収納された PowerFlex 7000 ドライ
ブシステムは、アーク・フラッシュ・イベントに起因する圧力波
を封じ込めるように強化されています。さらに、支持部材やプ
レートなどでも補強されており、すべてのドア、側板、天盤、裏
板には 12 ゲージスチールを採用しています。非常に強力なマ
ルチポイントラッチや堅牢な蝶番によって、エンクロージャの

主扉の安全性が増しました。アーク排気ガスの方向を逸らすた
め、エンクロージャの天盤にある特殊な圧力リリーフベントが
開いて圧力を放出します。さまざまな天井プレナム排出システ
ム構成により、過熱状態のガスや気化した銅およびスチールが
安全な制御された場所に導かれます。
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ArcShield テクノロジを採用した、完全一体型 50kA 定格 PowerFlex 7000ドライブシステム
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重要な資産を簡単、安全にリモートモニタリング
リモートモニタリングでは、アプリケーションを使用せずにドライブを管理およびモニタす
ることができ、危険な作業や潜在的ハザードにさらされる可能性が減ります。
PowerFlex 7000 ドライブは、潜在的な電気的ハザードから作業者を保護するのに役 立つ実用的な機能を備えていま
す。PowerFlex 7000 ドライブの動作状況は、EtherNet /IP 通信を通じて効率的に制御およびモニタできます。それには、
制御システムアーキテクチャにドライブを統合するか、または離れた場所に置かれた PanelView™ HMI を使用します。ド
ライブとのリモート接続により、作業者が電気室に入る必要性を最小限に抑えることができます。
PowerFlex 7000 ドライブをアレン・ブラドリーの Logix プログラマブル・オートメーション・コントローラと組み合わせる
ことによって、Studio 5000 Logix Designer® との統合が合理化されると同時に制御室にまで管理と運用を拡大し、1つの

場所からすべての稼動をモニタできるようになります。

PowerFlex 7000 ドライブは、タッチスクリーンおよび組み込み PDF ビューア、統合された制御インターフェイスなど、
ユーザフレンドリな PanelView™ グラフィックターミナルを備えています。HMIは離れた場所に設置できるため、電気的
ハザードから作業者を防護することができます。

長尺モータケーブル
PowerFlex 7000 ドライブは、長尺モータケーブルにも対応しているため、作業者のリスク発生がモータ配置環境に起因
する場合は、作業者の安全が向上します。競合他社のほとんどの高圧ドライブテクノロジとは異なり、PowerFlex 7000
ドライブは、スイッチングデバイスのスイッチング周波数やdv/dt 特性が高いため、つまり静電結合が大きいため、モータ

ケーブル長に制限がありません。

PowerFlex 7000ドライブは、フィルタなしの場合、ドライブから 15km 離れたモータを制御する能力があります。このよ
うな能力は、陸上や海上のプラットフォームベースの電動水中ポンプアプリケーションや、環境的制約のため、電気制御
ハウスの一元配置およびモータ配置の分散が必要なアプリケーションに最適です。

PanelView™グラフィックターミナル
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投資の保護
各地に張り巡らされたサポートセンター網や技術者が、
お客 様のオートメーション投 資の早 期回収を支 援しま
す。当社は、お客様に安心を提供するだけでなくプラン
トの連続稼動を支援しながらプラント運用全体を評価
し、複数のサービスを適切に組み合わせてご提案するこ
とによって生産性を最大限高め、プラント資産を効率的
に運用し、業績全体を改善するお手伝いをいたします。
安全の評価では、安全を重要視する制御についてコンサ
ルティングサービスを提供いたします。お客様の現行お
よび将来の規格コンプライアンスにお役立てください。
安全の評価が完了すると、詳細な資料と対策提案を提供
いたします。

安全評価サービスには、以下の項目が含まれ
ます。
•• リスクアセスメント
•• アークフラッシュ解析
•• 安全リスクアセスメント
•• ハザード評価

トレーニング
ロックウェル・オートメーションでは、サービスの他にも、
電 気安 全、全 米防火協会(NFPA) 70E、およびアーク・フ
ラッシュ・コンプライアンスに関するトレーニングコー
スもご用意しています。これらは、感電やアークフラッ
シュ、アーク爆発の危険性に対する作 業者の認識を高
めると共に、OSHA およびNFPA 70E 2015 が要求している
電気関連トレーニングの受講規定にも適うトレーニング
です。
当社では、以下の重要な分野に関するトレーニングコー
スをご用意しています。

•• NFPA 70E 2015® 電気安全要件
•• 安全電気規範

Virtual Support Engineer™
オートメーション機器のパフォーマンスを把握することは、•
運用を最適化し、高くつくダウンタイムイベントを回避するた
めに不可欠です。

Virtual Support Engineer を利用すると、簡単にかつ安全に
機器をモニタし、有用なパフォーマンス解析情報を収集できま
す。Virtual Support Engineerでは、機械の稼働状況がどのよ
うなものか正確に把握することができ、パフォーマンスが定義
済みパラメータの範囲外になると注意を促します。
PowerFlex 7000 高圧ドライブをモニタするために、ドライブ•
内には Virutal Support Engineer ゲートウェイデバイスが•
組み込まれています。Virtual Support Engineer は、ドライブ
の重要な変数を継続的にモニタし、ドライブのパフォーマンス
に影響を及ぼすイベントがあれば、これをロックウェル・オート
メーションまで通知してきます。

Virtual Support Engineer を利用することによって、機械に•

関 する 豊 富 な 有用デー タおよび 解 析 情 報 を入手 で きま
す。Virtual Support Engineer は、アーカイブ、パフォーマ•
ンス解析情報、履歴データ/トレンディング情報が保管された•
クラウドにすべてのデータを送信します。

Virtual Support Engineer は、ドライブのさまざまなパラ•
メータ(以下を含む)をモニタするように構成されています。

•• アークフラッシュ防護境界の計算

•• 速度

•• 個人保護具

•• 電流

当社のトレーニングコースについては、当社または当社
の認定代理店までお問い合わせください。

•• 電圧
•• 電源

コースの詳しいリストについては以下のWebサイトを
参照してください。

•• ドライブ警告キュー

http://www.rockwellautomation.com/training

•• ドライブ・フォルト・キュー
•• ドライブステータス
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当社サービスおよびサポート
グローバルサポート。現地対応。安心。
ロックウェル・オートメーションは、必要なリソースをいつでもどこでも提供
し、ISO 認定取得修理センター、中継ハブ、現地サービスの専門家、IACET 認定
トレーニングセンター、認証技術電話サポートセンター、およびオンライン
ツールで構成される総合グローバルネットワークを備えています。

www.rockwellautomation.com/go/services
日常の技術的要件への対応
リモートサポート&•
モニタリング
• リアルタイムの製品、シス
テム、およびアプリケー
ションレベルのサポート
• 豊富なオンラインリソース
およびツール
• ライブチャットおよび
サポートフォーラム

トレーニングサービス
• 講師、コンピュータ、または
Webを利用したコース
• 仮想教室

オンサイトサービス
• 派遣エンジニアリング

• 製品の再製造

• 予防保全

• 広範な産業用オートメー
ションブランドおよび製品
の修理サービス

• 移行および変換

• トレーニング評価
• ワークステーションおよび
学習支援ツール

修理サービス

• 立上げと試運転

• 年間修理契約

• セキュアな機器モニタリン
グ、警告、診断

オートメーションへの投資を最大化

• 包括的な資産管理
プランニング
• 信頼性の高いサービス
• 保証追跡
• 海外からの予備部品の在庫
への簡単アクセス

ネットワーク&•
セキュリティサービス

ライフサイクルの•
拡大および移行

MRO 資産管理

• 制御システム・ライフ
サイクル・サービス

• Installed Base Evaluation™
• 陳腐化リスクの特定
• 生産リスクを緩和する
ツールおよびライフサイク
ル・サポート・サービス契約

• ネットワーク収束の管理

安全サービス
• 安全の評価と改善
• 安全設計、統合、検証
サービス

• セキュリティテクノロジ、
ポリシーおよび手続き
サービス

技術情報および支援については、ロックウェル・オートメーションのサポートセンター•
(www.rockwellautomation.com/knowledgebase)をご覧ください。

• 技術/アプリケーションに関する情報の閲覧

• 製品/サービスの電子メールによる通知の購読

• ソフトウェアパッチの入手

• ご質問の送信、ライブチャット、サポートフォーラムなど多数

「今すぐサポートを取得」(www.rockwellautomation.com/go/support)にアクセスして、お客様の国を選択のうえ、
現地サポート情報をご覧ください。

Allen-Bradley、ArcShield、CENTERLINE、Direct-to-Drive、Listen. Think. Solve.、PanelView、PowerFlex、Rockwell Automation、Rockwell Software、Studio 5000 Logix Designer 、およびVirtual Support Engineer は、
Rockwell Automation, Inc.の商標です。Rockwell Automationに属さない商標は、それぞれの企業に所有されています。
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