EtherNet/IP を使用する IntelliCENTER®テクノロジ
ネットワーク接続された CENTERLINE® モータ・コントロール・センタから
情報をリアルタイムに配信

今日の要求の厳しいビジネス環境で競争力を維持するには、最大の効率で、
モ ー タ 制 御 を 含 む 工 程 の すべ ての 構 成 を 連 携 さ せる 必 要 が ありま す。
CENTERLINE モータ・コントロール・センタは、一元化されたモータ制御のため
の柔軟なソリューションであるだけでなく、ネットワーク接続時に情報をリアル
タイムで配信することで工程の停止を防ぎます。

スマートモータ制御
稼動データとプロセスのステータスがすぐにわかるという利点は、損失が出るか利益が出るかの分かれ目となります。
順調に生産を続けるために、IntelliCENTERテクノロジを駆使したCENTERLINEモータ・コントロール・センタ(MCC)は、統合ネット
ワークとソフトウェアを組み合わせて、稼動データをユーザに直接配信します。

CENTERLINE MCC (IntelliCENTERテクノロジ搭載) は、インテリジェントモータ制御、内蔵型のネットワーク技術、および

構成済み・検証済みソフトウェアを使用して、システム全体の通信を介してパフォーマンスを向上させます。この内蔵型の
ネットワーク技術を使用すると、予知保全、プロセス監視、および高度な診断を実施するための情報を取得できるため、
ユーザはモータ、制御装置、さらに最終的にはアプリケーションの状態を完全に把握することができます。

IntelliCENTERテクノロジ
IntelliCENTERテクノロジの特長として、工場で構成済み・検証済みの内蔵型イーサネット、インテリジェントモータ制御、
および高度なモニタリングソフトウェアが挙げられます。その統合されたネットワーク基盤と構成済みユーザ・インター
フェイス・ソフトウェアによって、どこからでもMCCをモニタし、診断できます。

IntelliCENTERテクノロジは、CENTERLINE MCCをお使いの方に、事前に構成済みで統合されたハードウェア、ソフトウェア、
および通信ソリューションを提供します。
• 統合およびセットアップ時間を短縮します。
• プロセスおよび診断情報を向上します。
• 稼働時間中の事前警告とトラブルシューティングツールを強化します。
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内蔵型ネットワーク

IntelliCENTERソフトウェア

インテリジェントモータ制御

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。複 雑
な 内 部 配 線 は 1本 の イーサ ネット
ケーブルにまとめられます。また、
ネットワークは構成済み・検証済み
であるため、デバイス接続、IPアド
レス、およびサブネットマスクが設
定されます。

IntelliCENTERソフトウェアを使用す
ることで、MCCの詳しい 稼 動 状 況

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

を把握できます。リアルタイムでの
診断とMCCに関する情報の取得が
簡単にでき、MCCおよび関連 装置
のパフォーマンスを最 大化するの
に役立ちます。

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。

MCC のセットアップに要する時間を短縮
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、配線設置時間を最大 90%
短縮

• IP アドレスとサブネットマスクがお使いの MCC に事前構成されているため、インテリジェントモータ制御デバイス
を使用して即座に通信し、ネットワーク上でデバイスパラメータを構成する準備が完了

• Studio 5000®ソフトウェアを使用して、1つのプログラミング環境で Logix コントローラ、ソフトスタータ、可変周波数
ドライブ、電子過負荷リレー、および低圧モータ・コントロール・センタに対応

• デバイスすべてを1つのソフトウェアパッケージで一度に設定できるため、プログラミング作業が減少

工場の企業 IT ネットワークを使用して統合を強化
工場の資産管理を有効に行なうために、必要なときに必要な場所で情報を取得できます。
• 製造作業ネットワークを企業ネットワークと簡単に統合し、既存のネットワークリソースとツールを再利用すること
で、保守コストを削減します。
• ネットワークセキュリティを犠牲にすることなく、デバイスと上位レベルのネットワーク間のネットワークレイヤを
削除することで、生産データとビジネスシステムをシームレスに統合します。

MCC のドアを開けなくても、情報にアクセス可能
• IntelliCENTER テクノロジを使用して、MCC のリアルタイムデータを離れた場所からモニタすることで、工場の安全
を強化します。

• MCC を遠隔操作でモニタ、設定、トラブルシューティングすることで、工場作業員が有害なエネルギーレベルにさ
らされることを減らし、日常的な保守作業のために「服装を整える」必要性を少なくします。

• デバイスで障害が発生するまでにアラーム通知を受信することで、予期しないダウンタイムを防ぐためにすばやく
対処することができます。

MCC をどこからでも迅速にモニタ、
トラブルシューティング、および診断
IntelliCENTER テクノロジを使用して、工場を稼動させた状態で、電子文書作成、リモート診断、予知保全、および MCC
ユニットの簡単な交換を実施します。

• 内蔵型ネットワークによって、企業のネットワーク上のあらゆる場所からMCCをトラブルシューティングできます。
• 交換用のプラグイン式 IntelliCENTER ユニットは簡単に取付けが可能で、電源や隣接するユニットとの通信を中断す
る必要もありません。

• IntelliCENTER ソフトウェアには重要なデバイスマニュアル の電子バージョン、カスタマイズされた配 線ダイア
グラム、およびスペアパーツ一覧が収録されているため、MCCのトラブルシューティング情報は簡単にクリックして
表示できます。
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内蔵型ネットワーク
EtherNet/IP は、統合を強化し、MCC セットアップ時間を短縮して、ネットワーク速度を向上させ、企業全体と通信するネット
ワークを使用して、MCC のモニタ、トラブルシューティング、診断を素早く行なうことができます。各 MCC は、Stratix 5700™
産業用スイッチと 600V イーサネットケーブル接続を利用するように、インテリジェントモータ制御向けに設計および
検証済みです。

• CENTERLINE MCC は、ユーザのニーズに最も合ったネットワークとコンポーネントの取付けに対応するように設計されて
います。

• Stratix 5700 スイッチには、複数のお客様の仕様を満たすように、柔軟な取付け場所が用意されています。
• イーサネットスイッチの数とポート機能は、
MCC 全体にわたり特定のノード密度を満たすようにカスタマイズされています。
• 複数のイーサネット接続とケーブル・ルーティング・オプションによって、ネットワークの柔軟性がさらに向上します。
• ご自分に合った EtherNet/IP トポロジをお選びください。IntelliCENTER MCC には、より柔軟に対応できるように、リニ
ア、スター、およびリング設定オプションが含まれています。

MCC の立上げ時間の短縮とネットワークトラブルシューティング作業の削減には、特別なイーサネットの文書をお読み

ください。この文書には、イーサネット・ケーブル・ラベルおよびスイッチとエンドデバイスの接続情報(ポートマッピング、

IPアドレス、デバイスの場所など)を説明した高度なネットワーク図が記載されています。IntelliCENTER ソフトウェアと
相まって、長 期間にわたってMCCを維持するために、この文書にアクセスしてリモートから変更することができます。
詳細は、
『EtherNet/IP IntelliCENTER Reference Manual』(Pub.No. MCC-RM001)を参照してください。

600Vイーサネットケーブル
過酷な高圧環境用に特別に開発された、この Allen-Bradley® の 600V 対応ケーブルはUL 規格と PLTC 定格に
準 拠してい るため、インテリジェントモ ー タ制 御 装 置に対して堅 牢 な 接 続 が 可能 です。動 作温 度 範 囲が
-20～80°C (-4～176°F)で、フォイルシールドと編組シールドの両方を備えたこのケーブルは、過酷な産業環境で
信頼性の高い通信性能を実現します。
この ケーブルは、ノイズイミュニティと通 信ケーブル の 保 護を確保しながら、他の高圧ケーブルと同じ領域に
直接適用されるように特別に設計されています。

詳細はリファレンスマニュアルを参照してください：http://literature.rockwellautomation.com
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企業全体をネットワークに接続
EtherNet/IP は、装置の設計の簡素化と強化に役立つ実証済みの広い範囲で採用されているネットワークです。
• マルチネットワークアーキテクチャと比べて、低コスト、高パフォーマンス、および使いやすいという利点があ
ります。

• CENTERLINE MCC、PowerFlex ドライブ、I/O、スマートアクチュエータ、およびその他のEtherNet/IP対応デバイ
スと簡単に統合します。

• EtherNet/IP接続性はリニア、スター、およびリングトポロジに対応しています。
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Stratix 5700 産業用管理型イーサネットスイッチ
Stratix 5700 スイッチは、高ノイズの産業環境で稼 動するように設計さ

れ、高度なセキュリティ、ネットワーク管 理と診断機能を 発 揮します。

Studio 5000 ソフトウェアまたはお使いの Web ブラウザから柔軟に設定
できるため、このスイッチは簡単に設定・維持することができます。

Studio 5000 ソフトウェアのアドオンプロファイル、事前定義された Logix
タグと事前にシステム化された FactoryTalk® View HMI 診断フェイスプ

レートによって、ネットワークステータスにアクセスすることができま
す。Stratix 5700 スイッチは CENTERLINE MCC に統合されているため、
簡 単 なセットアップと機 械 の 即 時 立 上 げ のために 事 前 に 構 成 さ れて
います。
これらの堅牢なイーサネットスイッチは、安 全かつ 使いやすく、機械や
工場フロアに簡単にイーサネットネットワークを導入できるように設計さ
れています。
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IntelliCENTER ソフトウェア
IntelliCENTER ソフトウェアを使用することで、MCC の詳しい稼動状況を把握できます。リアルタイムでの診断と MCC
に関する情報の取得が簡単にでき、MCC および関連装置のパフォーマンスを最大化するのに役立ちます。
• IntelliCENTER ソフトウェアは MCC ラインナップを視覚的に表現
• MCC に応じて工場出荷時に構成済みのソフトウェア
• 簡単なユーザ体験を実現

• MCC のモニタ、診断、変更がどこからでも可能
• エネルギー消費量をリアルタイムで分析
• データ追跡情報を予知保全に使用可能
• デジタルカタログへのアクセス

• MCC ラインアップへの変更や追加(ユニット、セクションなど)は、ラインアップを稼働時間中に最新の状態に維持
するように、ソフトウェア内で簡単に反映できます。

優れた統合機能で立上げ時間を短縮
EtherNet/IP ネットワークを使用したCENTERLINE MCC は、Logix制御システムと簡単に統合することができる
ため、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 を使用すると、
スマートモータ制御装置を Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™ にすばやく追加
できます。この制御システム統合によって、CENTERLINE MCC 装置が適切なイーサネットネットワーク設定で
Studio 5000 Logix Designer® の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の短縮に役立ち
ます。さらに、Integration Assistant では、既存のアドオンプロファイルを使用して自動的にコントローラタグ
を作成し、エラーをなくして、Studio 5000 ソフトウェアにインテリジェントデバイスを統合するのに要する時
間を短縮します。

Studio 5000

IntelliCENTER
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IntelliCENTER Energy
IntelliCENTER Energy は、可変周波数ドライブ、過負荷リレー、およびSMCを含むMCCのインテリジェント
なモータ制御装置用の FactoryTalk® EnergyMetrix™ ソフトウェアの構成済みセットアップを提供します。
IntelliCENTER Energy を使用することで、IntelliCENTER ソフトウェアで、デバイスレベルのエネルギー消費

を直接見ることができるため、産業施設でのエネルギー使用量のモニタおよび管理が簡単になります。

IntelliCENTER Energy は、事実に基づく決定に必要な情報を提供するため、エネルギー使用量を最適化し、
機器の性能を向上させ、実質的な費用削減を実現するのに役立ちます。

IntelliCENTER Energy は、FactoryTalk EnergyMetrix ソフトウェアによって動作し、現在 IntelliCENTER ソフト

ウェアによって提供されているモニタおよび診断機能を利用して、ユーティリティレベルではなく負荷レベ
ル(デバイスがエネルギーを消費するレベル)でエネルギーを遠隔操作でモニタします。このデバイスレベル
の情報は、エネルギーに関して最適な決定を行ない、大幅なエネルギー削減を実現するのに役立ちます。

MCC を 通 じ て 供 給 さ れ る 年 間 エ ネ ル ギ ー は 、
MCC の元の購入価格の5倍以上の費用になります。
エネルギーモニタによって 2% のエネルギーを
削減できれば、年間で MCC の購入価格の 10% を
超える量を節約できます。
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IntelliCENTER ソフトウェア
HMIのサポート
すべ ての IntelliCENTER ソフトウェアのビュー は 、マシン上の HMI と簡 単に 統 合する
ための ActiveX オブジェクトとして使用できます。
ソフトウェアデータ CD には、Studio 5000 プロジェクトで説明タグを生 成するための
ネットワーク構成ファイルが含まれています。

• IntelliCENTER Integration Assistant の自動タグ生成によって PLC 開発時間を短縮する。
• MCC の電源投入前に PLC プログラマがネットワーク構成を完了できる。
• ビューを作成し直すために必要な HMI プログラミング時間を短縮する。
• ActiveX オブジェクトを構成するだけですべてのビューの機能が使用可能になる。
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資産管理
IntelliCENTER ソフトウェアには、スペアパーツ一覧表、配線図、
装置の取扱説明書など、IntelliCENTER で使用する MCC の文書が

すべて電子形式で収録されています。つまり、マニュアルが必要
なときにはいつでも使用できます。

• MCC の文書を管理する。
• お使いの MCC に同梱されたマニュアルにアクセスすること
で、トラブルシューティングに要する時間を削減する。

• 特定の MCC 配線図を使用して制御回路をチェックする。
• ユニットまたはラインアップの文書を更新
または追加する。
• 装置のステータス履歴を表示するために
イベントログを確認する。
• お使いの MCC 装置用の
スペアパーツの在庫を
管理する。

システム・レベル・ダッシュボード
システム・レベル・ダッシュボードは、MCC ライン
ナップ 全 体 をわかりやすくグラフィカル に 表 現し
ます。色の 変 化によって準 備 完 了、実 行 中、警 告、
フォルト、またはオフラインを示すステータスインジ
ケータによって、各モータコントローラの状態を素早
く判別できます。
各 MCC ユニット上の表 示 文字はカスタマイズ 可能
で、モータ、機械、またはプロセスをすぐに特定でき
ます。アレン・ブラドリーの CENTERLINE MCC のこの
優れた機 能をぜ ひご 利 用く
ださい。

• MCC をわかりやすく表 現

されたビューで見ることが
できる。

• MCC のモータ制御の状態
を素早く特定する。

• ユニットを選択するだけで
簡単にアクセスできる。

コンポーネントのモニタと診断
モニタ画面には、モニタ中のインテリジェントモータ
制御装置の概要が表示されます。
• リアルタイムデータを追跡し、MCC の状態をモニ
タすることで、予期しないダウンタイムを減らす。
• 設定可能なアナログゲージ、トレンドグラフ、およ
び I/O ステータスフィールドを使用して、表示する
装置パラメータを選択する。
• 装置設定とネットワークパラメータを変更する。

• ドラッグ＆ドロップ作業だ
けでビューを構成できる。
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インテリジェントモータ制御
IntelliCENTER テクノロジの主要な核となっているのは、世界クラスのインテリジェントモータ制御装置を取り揃え
たアレン・ブラドリーのファミリー製品です。これらの装置には制御情報と診断情報が含まれているため、お使い
のシステムの管理を簡単かつ効果的に実行できます。

E1 Plus™ 電子過負荷リレー、E300™ 電子過負荷リレー、Point I/O™ファミリーのモジュール式分散I/O、
SMC™ Flexソフトスタータ、PowerFlex®ドライブ、857モータ/フィーダ保護、PowerMonitor™ 5000
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CENTERLINE モータ・コントロール・センタ
アレン・ブラドリーの CENTERLINE 低圧と高圧モータ・コントロール・センタは、お客様のグローバルな
ニーズに応えるために、最高のセキュリティとパフォーマンス、そして信頼性を提供しています。
低 圧と高 圧 CENTERLINE MCC の 製 品ラインから、お使い のアプリケーションに適したモータ・コント
ロール・センタをお選びください。お使いのアプリケーションの要件を満たすために設計されたこの製品
ラインは、標準設計、ネットワーク接続、および ArcShield™ テクノロジを搭載した IEEE 認可のアーク抵抗
エンクロージャとしてご利用いただけます。

CENTERLINE 2100 MCC
一元化された1つのパッケージに制御と電力が統合さ
れており、さまざまなモータ制御オプションが用意さ
れています。

NEMA 規格に適合した CENTERLINE 2100 MCC には、
作業員を電気的障害から保護するために設計された
SecureConnect™ と呼ばれる引出し型ユニット用のオ
プションも付いています。

CENTERLINE 2500 MCC
世界中で規定されている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 MCC には、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。

CENTERLINE 1500 MCC
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
CENTERLINE MCC には、お使いのアプリケーショ
ンに最も適したものを世界中の製品の中から選
んでくれる柔軟性があります。
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IntelliCENTER ソフトウェア仕様
ポーリング速度

1.0～9.9sec

データ容量
トレンドグラフ当たりのサンプル数

5,000

ラインナップ当たりのイベント数

32,767

ラインナップ当たりの文書の数

32,767

一度に可能な最大ビュー数

無制限

ライセンス
マシン当たり1つのIntelliCENTERソフトウェアライセンス

ActiveX – ライセンスはHMIアプリケーションにのみ使用可能
コンピュータの最小要件
オペレーティングシステム

Windows XP SP1

ビデオ解像度

True Colorの1024x768
(24ビット以上)

CD-ROM

4倍速(16倍速を推奨)
600MBの空き

ハードディスク容量

ディスク容量

CENTERLINE 2100 & CENTERLINE 2500 MCC コンポーネント
ユニット

通信アダプタ

スタータ

E1 Plus過負荷リレー
E300電子過負荷リレー

193-ETN
EtherNet/IP搭載

分散 I/O

Point I/O

1734-AENT

SMC Flexソフトスタータ

20-COMM-E

PowerFlex® 753
PowerFlex® 755
PowerFlex® 523
PowerFlex® 525

20-750-ENETR
EtherNet/IP搭載
25-COMM-E2P
EtherNet/IP搭載

ユーザ供給115V
ディスコネクトオプション
サーキットブレーカのオプション

注：すべての電源ユニットには冗長オプションが含まれて
います。選択情報については、
『 CENTERLINE 2100 MCC selection guide 』
(Pub.No.2100-SG003)または『 CENTERLINE 2500 MCC Selection Guide 』
(Pub.No. 2500-SG001)を参照してください。

ソフトスタータ

可変周波数ドライブ

電源装置
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