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1. 初めに
コンベヤ操作にあたっては、注意事項に則った通常のルールを守る一方で、他方、弊社カタログが記載す
るローラ/架台の許容荷重や推奨仕様を考慮に入れて、日常の使用にあたってください。又、次の 2 項．
メンテナンスの注意事項に従って下さい。尚、ATEX ゾーンで使用するコンベヤであれば、5 項に書いて
ある注意事項に従って下さい。
通常、ローラ表面には赤色粉体塗装が施されており、シャフトにはワックス防錆油 Tectyl oil が塗ってあ
ります。この防錆油は使用にあたり拭き取る必要はありません。その被膜はごく薄く、乾けばベルトに
影響はありません。
2. メンテナンス
ラルメカのローラには、長持ちする撥水性のリチウムグリースが工場出荷時に封入されています。
従って、定期的なグリース補給の必要はありません。
ローラ/架台の正しいメンテナンスをきちんと行うには、次の注意事項を守る事をお勧めします。
毎月ごとに(アプリケーションや故障の頻度に依ってはもっと短い間隔で)ローラや架台がトラブルを
起こす恐れがないかどうかのチェックをして下さい。
ローラが“ブロック状態”になる事で生じるトラブル/故障には、次のような事柄があります。
●

搬送物である石等がローラと架台の間に落ちて挟まる事に依って生じるトラブル

●

水、砂、汚染物、酸化と云った理由からローラ内のベアリング及びシールが“ブロック状態”に
なるトラブル

●

リターンローラによく起こる事例で、ローラとベルト間に落下物が溜まる事で生じる“ブロック状
態”のトラブル。これがベルト蛇行や“ベルトたたき(Belt tracking)”を起こします。従って、リター
ンローラに落下物が付着しているかどうかの注意が普段に必要です。このような場合、ベルトクリ
ーナーを据え付けるか、或いは、きちんとクリーナーが機能しているかどうかをチェックする要が
あります。

●

ローラ表面がベルトとの擦れに依って過度に摩耗して穴が開いたり、鋭いナイフのような形状に
なるトラブル

●

架台やブラケットを留めるボルト類が緩んで生じるトラブル。

●

ガーランド事例で、ローラとローラ、或いは、ローラと吊下フックを繋ぐジョイントリンクやボル
トが緩む事で生じるトラブル、及び、それらが摩耗して生じるトラブル

こうしたトラブル/故障を改善するには、コンベヤやベルトが損傷する前に、出来るだけ早く、回らな
いローラ/架台類を新しいものに取り替える事です。尚、もし回らないローラが多く、それもリターン
ローラが多いなら、ベルトクリーナーを付けるか、既設クリーナーを取り替える必要があります。
ローラ修理の為にローラ内部を解体して、ベアリングや部品を取り換えようとする事お奨めできませ
ん。何故なら、その手直しに要する時間/コストは思ったより多く高いものになるばかりでなく、何よ
り、ローラの堅牢姓、精密度、正確な回転と云った点に於いて、その保証が出来ないからです。
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架台類を固定するボルトが緩んでいたら、緩み止め剤を併用してしっかりと締め直します。曲がった
架台はローラをきちんと支えず危険なので、矯正するなり補強するなり、或いは、取替えます。
ガーランドでのボルトが緩んでいたら、緩み止め剤を併用してしっかりと締め直すか新しいものに取
り替えます。又、錆びたり破損した部品類は早期に取替える必要があります。
溶接プーリは定期的な点検が必要です。軸受への定期的グリース給油の要があります。グリースは
充分に補給し、稼働条件(Max-Min 温度/湿度/洗浄は常態かどうか等)にあった適正なものを使用し
て下さい。尚、軸受を取り外しての再給油にどれだけのグリース量の補給をすればよいか等は、そ
のメーカー基準に従って下さい。又、定期的な点検の際に、ゴム被覆等の状態を確認すると共に、
軸受等から出ている音や振れ具合をチェックして適正な交換を実施して下さい。
注意！
不具合あるローラ類を長期間使い続ける事は絶対に避けなくてはなりません。それは、摩耗して
いたり、回らなくなっていたり、壊れていたりとかの物理的損傷が生じている状態です。それを
避ける為に、メンテ経験の豊富な人に依る定期点検は絶対に必要で、起こり得る状況を察知し、
早めの要交換部品を取り替えるようにして下さい。
3. 取付にあたっての注意事項
3.1 ローラの取付
架台にローラを取り付ける際は、ローラ･シャフトの切溝幅と架台
のシャフト受幅の隙間が 1 ミリないし 2 ミリ以上無い事を確認し
てください。もし、それ以上の隙間があるようなら、その隙間を
狭くする為にハンマーなりを使って架台のシャフト受幅を狭くす
るようにしてください。
又、ローラ･シャフトの切溝幅(ch)寸法と架台のシャフト受幅との
寸法差が Max で 1 ミリ以下である事を確認してください。この
確認は、実際に稼働した際に何らかの働きで生じうる、例えば、
ローラのシャフトが架台の受け部分から外れるとかのトラブル
を未然に防ぎます。
尚、ローラ取付にあたっては、特別に必要な専用工具とか調整とかは必要ありません。
3.2 架台の取付
キャリア架台及びリターン用ブラケットの取付は、ボルト及びスプリング･ワッシャーを使用して、
振動でボルトが緩む事が無いように、きつく締めてください。次に、架台がベルト進行方向にきちん
と直交で、又、進行方向に水平を保っているかどうかをチェックしてください。
ベルトが常に一方方向のみに進むコンベヤの場合には、ベルトの蛇行を抑える為に、架台の外側ブラケ
ットがベルト進行方向に向かって 2°前傾している ”前傾架台” をラルメカは提供しており、その使用
が効果的です。尚、この取付にあたっては、架台が前傾方向に正しく組付されているかどうかを確認す
る必要があります。

ベルトコンベヤ用 ローラ/プーリ類に関する

メンテナンス(含：取付、防災、保管)・マニュアル
監修：技術部/カタニ部長

IST-01 ATEX ing Bulk 改１版

02/2007 版

4/12 頁

常に一方方向のみに進むベルトコンベヤの場合、旋回リング式の
自動調芯架台(ラルメカ型番；
“S”タイプ[ブレーキ無]、及び、
“F”
タイプ[ブレーキ付])を使用しますが、これらの機種は、サイドロ
ーラがキャリアローラと同列に置かれていません。
従って、
“S” 及び“F”の自動調芯架台を取付する際は、サイドロ
ーラ位置が図の様にベルト進行側にあるように取り付け、ベルト
の蛇行を抑える機能が有効に働くようになっているかどうかを
確認する必要があります。何故なら、蛇行が発生したら、ベルト
はサイドローラを押しますから、旋回架台は右図のように傾き、
ベルトを中央に戻そうと働きます。
このような動きで蛇行を抑え
るので、その機能が有効に働くようにする必要があるからです。

3.3 ガーランドの取付
ガーランド（吊下キャリア/リターンセット）の取付はリンクサポー
トの先に付いているフックを用い、コンベヤフレーム(或いは架台)
に取り付けます。フックのリンクサポートは円弧形状に作り、両端
ローラと同じように任意の角度に傾くようにしなければなりませ
ん。このようにすれば、ガーランド及びフックは、ベルト上の搬送
物が起こす“stress(荷の動きに依る振れ)”を前後に或いは上下に受
け止める事が出来るようになるからです。
従って、リンクサポートがベルト進行方向にきちんと直交で、又、進行方向に水平を保っているかどう
かをチェックしてください。
次に、ガーランドを取り付けたら(荷が載った状態で)、サポートの高さと距離が適正かどうかを、必要と
されるベルト面高さ中央位置のローラがきちんと保っているかどうかでチェックして下さい。
尚、カタログに言及ある標準フックが付いているガーランドなら取付にあたり特別な工具は不要でチェ
ックの要はありません。
3.4 溶接プーリの取付
プーリの取付にあたっては、ベルト進行方向に対し直交で、且つ、中央にあり調芯位置に取り付けられ
ているかどうかをチェックして下さい。
ベルト下のプーリがすべらないようにベルトはしっかり締め付け、プーリのクラウン面にしっかりなじ
み、自ずと調芯機能が生じるようにして下さい。締め付けが充分でないと、ベルトはプーリ上ですべり、
プーリ中央位置からベルトが外れ、調芯機能が失われかねません。とは云え、ベルトを過度に張り過ぎ
ると、軸受部が真っ先に影響を受け、又、シャフトが折れる危険性が生じるので、注意が必要です。
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4. 爆発災害/火災を防ぐにあたっての注意事項
4.1 Max.表面温度
ローラはローラ各メーカーが定めている温度条件下で常に使う必要があります。ローラは、通常の使用
にあたって、使用環境温度以上の温度にならないように配慮されて作られています。又、ローラを構成
する原材料/部品は、220℃に至ってもでも引火する恐れのない原材料/部品が使用されています。
引火性ある粉塵のある環境で使う場合に於いては、ローラは、構成原材料/部品から生じる微粉塵混合
物が気体になったり、或いは、500μ を越えない固体形状になった状態でもその環境温度に至らないよ
う、ローラ表面はその環境温度に決してならない様に作られていなくてはなりません。
溶接プーリについては、プーリは全て鉄に依る構成物ですから特に温度に制限はありませんが、ゴム・
ラギングは、搬送物 Max.温度での使用でも問題なく、摩耗にも腐蝕にも耐え、稼働使用環境に適合し
て問題なく使えるものでなくてはなりません。
注意！
日常搬送している運搬物温度を常にチェックし、専用安全チェック用紙を設けて記入し、
その発火温度と比較すると云うルール作りの導入を、ユーザーに、是非、お奨めします。

4.2 機械災害の予防
摩擦の発生、火花(スパーク)の発生、高温状況発生と云った事態を避ける為には、ローラと搬送物と
の直接接触は避けて下さい。避けるには、ローラ稼働状況の定期的なチェックを規定として必ず行い、
併せて、適正な稼働状況であるかどうか、及び、コンベヤはフル稼働しているかどうかをチェックし
てください。
高速搬送コンベヤの場合、ローラの金属部分と搬送物の接触はスパーク状態を引き起こす可能性が
あります。(リターンローラ/溶接プーリと汚れたベルトとの接触も同じ事が言えます。) 従って、
こう云う場合は、搬送物とローラ/プーリ金属部分との直接接触を回避する為に、ゴムリング付リタ
ーンを使用するか、ゴム被覆を施したローラ/プーリを使用します。 (但し、ベルト反転装置のある
コンベヤやパイプコンベヤの場合を除きます。)
又、代案として、帯電状況を避けられるステンレス仕様のローラを採用する対策も有用です。(尚、
ローラのステンレス仕様オプションは、一部のローラ機種だけでの対応になります。)
4.3 火災に依る災害の予防
タイプ PSV, MPS, M, MPR のローラ、それに対応する架台、及び、各ガーランドについては、その
構造仕様から、全てが帯電しない静電気対応製品です。何故なら、これらのローラは架台に取り付
けられたローラ(金属)本体から発生する静電気が(ローラ/架台/コンベヤフレームを経て)地中に自然
放電される構造だからです。
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タイプ PLF/20, RTL ローラについては、高絶縁性あるエンドハウジングを使用しており、ATEX 環
境(爆発/火災環境)での使用でのアプリケーションを求められた場合には、スパークの発生を避けて
静電気放電が出来る、即ち、金属間を経ての放電が管-軸-架台(地中と通電)を通じて出来る、通電
性ある部品を内部構成部品に使用する特別仕様を用意しています。従って、この 2 つのタイプにつ
いては、ATEX アプリケーションである事を告げて、特別仕様で製作するようオーダーする必要が
あります。
全てがスチールで作られている溶接プーリについては、ゴムラギングの仕様で無い限り、帯電し蓄
電する事はありません。尚、ATEX 環境(爆発/火災環境)のアプリケーションについては、静電気対
応ゴムラギング材の使用をお奨めします。
ATEX 環境(爆発/火災環境)では、ローラと溶接プーリを通じて静電気を放電できる静電気対応ベルト
を常に使用する事が必要です。 但し、この場合、帯電するゴムリングを付けたゴムリング付リター
ンローラや帯電ゴムを被覆したリターンローラを使う事は問題有りません。
注意！
溶接プーリやローラ、ガーランドを保持する架台類については、全て金属製で作り、発
生した電気が地中に放電出来て、スパークが発生しないようにしなくてはなりません。

4.4 塵埃蓄積の予防及び制限
引火性ある塵埃の中にコンベヤがある場合には、次のような物質を常に取り除く事を心掛け、それら
を減らす装置を設けてください。)
● コンベヤに付着する塵埃物質を吹き飛ばす事
● キャリア側コンベヤベルト上にカバーを設ける事
● リターンベルト側に於いて、付着物を除去する適切ヶ所にクリーナーを設ける事
● コンベヤのローラをきれいにするように定期的に清掃する事
● パイプコンベヤにする事

こうする事で、カバーがかかっていないローラや架台上に溜まる塵埃の日常発生/滞留を防ぐ事が
出来ます。
4.5 使用工具について
工具類を使用するにあたって事前に用意する要はありません；コンベヤへのローラの据付/取り外しの
際にも不要ですし、ローラ寿命を延ばすグリース補給と云った事も、ローラ内部部品を取り換える必
要がないノー・メンテナンスの製品ですので必要ありません。
コンベヤフレームにローラやガーランドをキャリア架台やリターン用ブラケットに取り付けて固定す
る際には、その作業に相応しい工具類でボルト類を固定する必要があります。
ローラの取り外しや、ガーランドセットからフックを取り外すには、市販のスパナやレンチを用い、
“取付プレート”に固定しているボルト及びジョイントリンクを緩めてください。
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5. 保管にあたっての注意事項
摩耗したり、壊れたり、危機的な状況での欠陥状態のまま長期間に亘りローラやガーランドを使用
する事は避けなくてはなりません。その為には、損傷している部品を直ちに交換し、起こり得る欠
陥を未然に防ぐ為に、経験豊かな人に依る定期的な検査が必要です。
長期にわたり保管する場合、木箱や段ボール箱に収納した製品に際し、結露や錆(酸化)を防止する為
に、上に置かれている製品だけでなく、下や横にある製品についても、空気が行きわたっているか
どうかを確かめる事が重要です。
錆が生じた場合は、箱を開け(紙やすりかサンドブラスト、或いは、相応の錆び取り製品を用いて)
錆を取り除き、ローラにはワックス防錆油であるテクタイルオイル(Tectyle oil) - 502C (Valvoline 社
製) か相当品を使用します。又、プーリの軸等、機械加工を施された所には油膜のより薄いワック
ス油を施します。
6. ローラの使用/選定にあたって
6.1 ローラ
ローラは、ベルトコンベヤ用途に特化して、多くの優れた
特徴を持って作られており、大容量搬送や大塊搬送のニー
ズにも、ハードな使用環境にも充分耐えるよう作られてい
ます。又、メンテナンスに関しては、メンテナンスを最低
限にした設計です。
各ローラは、以下のような所で使われています。

『PSV』重荷重用

『RTL』中軽荷重用

● 鉱山や露天掘、セメント・プラント、石炭火力発電所、或いは、港湾荷揚搬送と云った重荷重搬送

の用途にはタイプ PSV がお奨めです。
● 通常のベルト巾で中重荷重或いは中荷重の搬送事例としてよくある、露天掘での採取、セメント・

プラント、砂利搬送、木材と云った“バラ物(bulk)”搬送ニーズには、タイプ MPS, M, MPR がお奨
めです。
● 中荷重或いは軽荷重の搬送事例としてよくある、穀物搬送や木材チップ、砂及び砂利と云った搬送

ニーズには、タイプ RTL がお奨めです。
● 塩のプラントや岩塩、化学物質や肥料プラント、そして、海洋沿岸環境にあるコンベヤのニーズに

は、タイプ PLF/20 がお奨めです。
これら各タイプのローラには、ローラ寿命を適正に保証する潤滑グリースとして、防水性あるリチウム・
グリースを採用しており、シェル製 Retinax WB2 を使用しています。
グリースが封入されているこれらの標準仕様ローラの使用温度範囲はそれぞれ下記になります。
-20℃ ～ +100℃、 タイプ PSV, MPS, M, MPR ローラ
-10℃ ～

+70℃、 タイプ PLF/20 ローラ

-20℃ ～

+60℃、 タイプ RTL ローラ

ベルトコンベヤ用 ローラ/プーリ類に関する

メンテナンス(含：取付、防災、保管)・マニュアル
監修：技術部/カタニ部長
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タイプ PSV, MPS, M, MPR ローラ
については、特殊なグリースやベア
リング＆シールを封入する事で,上
記表記温度以外で使用するように
出来ますが、タイプ PLF/20, RTL に
ついては、カタログ記載の許容荷重
値より低くなり、且つ、衝撃荷重値
も低下します。

『MPS』中重荷重用

『MPR』

『PLF/PL』PVC(塩ビ)仕様

6.2 架台
これら架台は、ベルトの下で荷を運ぶ役割を果たすローラ(1 本か 2 本、ないし 3 本)を固定しセット
するようになっている金属製のローラ保持台で、搬送物の負荷をしっかり受けとめる為、コンベヤフ
レームに 2 本ないしそれ以上のボルトで固定します。
架台選択にあたってのユーザー注意事項
ラルメカは搬送物の負荷如何に依って、重荷重用或いは中軽荷重用等のスペックの異なった下記種
類の架台を用意しています。これら種々の架台は、キャリア/リターン/インパクトの各架台に、搬
送負荷如何に依って任意に選択し、据付が出来るよう用意しています。つまり、幾分細かめ目の搬
送物でコンスタントに搬送するニーズ向にはタイプ A2S, A3L 及び A3M の架台とか、大塊の搬送物
でイレギュラーな搬送を伴うニーズ向にはタイプ A3P 及び A3S の架台を用意し、ニーズに合った
機種が選択出来るようにしています。こうした種々の架台を用意する事で、搬送物の負荷荷重や搬
送物の種類の違いに依って、サイズの異なるベルトコンベヤ毎に、それぞれのコンベヤに相応しい
架台を選択し構成する方途を提供しています。

『A3 M-30°』中荷重仕様

『A3 S-35°』重荷重仕様

『R2 S』

『Q1/2 L/P』

反転の無い一方方向のみに走行するコンベヤと事前に判っている 3 槽キャリア架台なら、両端のロ
ーラを 2 度前に傾けた前傾架台を用います。こうする事に依って、走行するベルトは調芯性を保ち
ます。しかしながら、正転逆転するベルトには前傾架台を使う事は出来ません。
尚、リターン架台については、ニーズ如何に依って異なった仕様の架台/ブラケットを選択する事
が出来ます。例えば、又、返りベルトに付着する搬送物カスを落とす働きのあるゴムリング付リタ
ーンローラを取り付けると云った選択も一法です。

ベルトコンベヤ用 ローラ/プーリ類に関する

メンテナンス(含：取付、防災、保管)・マニュアル
監修：技術部/カタニ部長
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6.3 ガーランドセット
ガーランドは、ローラをジョイントリンクで繋げて構成されているローラセット(2 本,3 本,5 本,それ以
上で構成)で、種々のフックで吊下げて使用する製品です。(ATEX ゾーンでの)ガーランドには、次の
タイプ PSV,MPS,M 及び PLF/20 の使用をお奨め出来ます。
ガーランドの形状は、吊下ローラが固定されていない事から動きが柔軟で適応性がある事で、ベルト
にフィットした理想的な形となると共に、調芯性を有します。又、ガーランドはフックでしっかりフ
レームに取り付けられる一方、クッション性を持つので、荷の動きに柔軟で適応力ある製品です。
ガーランド選択にあたってのユーザー注意事項
ガーランドは、大容量の搬送ニーズ及び尖った
形状搬送物の搬送ニーズに適した製品で、その
他、ホッパー位置で落下差が大きいコンベヤと

ﾌｯｸ A

か、ローラに大きな負荷がかかりやすい所に適
した製品です。
『650W G5 (35/60°)PSV1, 89N ｶﾞｰﾗﾝﾄﾞ+ﾌｯｸ A 付仕様』

この他、ホッパーや載せ込みの所に於いて、従来の架台式のキャリアセットのケースであれば、
一回り大きなローラ/架台を使わないとその荷重負荷に対応出来ないような場合に、ガーランドで
あれば、そのままのローラスペックで対応出来るだけでなく、スチール製ローラより高価なイン
パクトローラやゴム被覆ローラを使わないで済むメリットがあります、何故なら、ガーランドに
は衝撃を吸収する働きがあり、通常の架台式と較べると 2～4 倍の許容負荷があるからです。
ガーランドは、キャリア用では 2,3,5,6 本のローラを繋いで構成し、スチール製キャリアローラか
インパクトローラを使用します。リターン用では、2 本ローラ構成で、通常のスチール製リター
ンローラかゴムリング付リターンを使用します。
Valmec(バルメック)®は 6 本のキャリア/インパクトローラを繋ぎ、
キャリア側に於いてベルトの半長円くぼみを形成するガーランド
(尚、リターン側は 2 本繋ぎ構成)ですが、その中央部のローラには
鉄線ケーブルが取り付けられており、ベルトコンベヤが回り始める
と、全キャリア側ガーランドの中央部のローラが両端部のローラに
較べて少し後ろ側に引っ張られるように据え置いてベルトを走行
させるコンベヤシステムです。
この新しいコンベヤシステムはベルトの走行を安定させると共に、
半長円形の 6 本繋ぎガーランドの形状が搬送容量を増やします。
この他、中央部のローラが後ろ側に引っ張られるように設置する
事が、調芯効果を生み、より高速を可能にするだけでなく、他の
架台設置式のカーブに較べ、曲げがきついカーブを形成できるメ
リットを生みます。

ベルトコンベヤ用 ローラ/プーリ類に関する

メンテナンス(含：取付、防災、保管)・マニュアル
監修：技術部/カタニ部長
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このバルメック システムの稼働にあたっては、ローラのタイプに依って適正温度条件が異なる事
に留意する必要があります。
グリースが封入されているこれらの標準仕様ロー
ラのガーランドでの使用温度範囲はそれぞれ下記
になります。
-20℃～ + 100℃、 タイプ PSV, MPS, M ローラ
-10℃～ + 70℃、 タイプ PLF/20 ローラ

上記事例; 800W,126m/分,500t/h,砕石(max200mm), R 半径;260m

タイプ PSV, MPS, M, MPR ローラについては、特殊なグリースやベアリング＆シールを封入する事
で,上記表記温度以外で使用するように出来ますが、タイプ PLF/20 については、カタログ表記の許
容荷重値より低くなり、且つ、衝撃荷重値も低下します。
注意！

引火性ある物質を搬送する事が分かっている所に使用する場合は、タイプ PSV ローラ
に難燃性ゴムのゴムリングを付けたリターンローラを使う事をお奨めします。(但し、
リターンベルトを反転させる長距離コンベヤやパイプコンベヤの場合はその限りでは
ありません。)
6.4 溶接プーリ

ﾃｰﾊﾟﾛｯｸ

溶接プーリはコンベヤベルトを動かすのに使われ
(駆動ヘッドプーリ)、或いは、ベルト走行を変更す
る(スナッブ・テール等の従動プーリ)のに使われま
す。プーリはスチールで作られ、プーリ本体とシャ
フトはテーパロック等で締結されます。プーリは外
付のピローブロック(タイプ USC 及び USF)か、或
いは、プーリ本体とシャフト間にベアリングを封入
(タイプ CUF)する事で回転する構造です。
シェル管は、通常クラウン加工され(プーリ中央部はプーリ両端より数ミリ大きく加工され、太鼓を
側面から見たような形状になります)ていますので、ベルトが自ずと中央に寄るようになります。
プーリにはシェル表面に平ゴムを貼る事が出来ます。又、ベルトが滑るのを避ける為、シェル
表面とベルト間の摩擦を依り増すように、ダイヤモンド形かダブルヘリカル形のゴムラギング
が施こされます。又、シェル表面が摩耗したり腐蝕したりするのを防ぐ目的でゴムラギングを
施す場合があります。
プーリ本体は次の部材と材料から作られています：
- シャフト

炭素鋼 C40 or より上位材

- シェル(管)

鋼材 St 37 or より上位材

- ハブ(ボス)

鋼材 St 37 or より上位材

ベルトコンベヤ用 ローラ/プーリ類に関する

メンテナンス(含：取付、防災、保管)・マニュアル
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調芯球軸受/コロ軸受 市販品

注記：溶接プーリは、一般に、お客様が用意した図面をもって製作されます。又、プーリはベル
ト張力及び駆動力(いわゆる T1+T2)に依って計算された負荷値から寸法/仕様が決められなくては
なりません。この計算はお客様に依ってなされるべきもので、シャフト径や軸受、及び、鋼材材
料/規格はお客様に依って選定されなくてはなりません。（尚、お客様からそのアプリケーション
の必要データが与えられた場合には弊社ラルメカが最終的な検証を行う事は可能です。
）

7.“欧州指令”(ATEX 防爆機器指令)認証製品リスト及びその概容
ローラ: 各タイプ PSV, MPS, M, MPR, PLF/20*, RTL*のローラ
上記各タイプのスチール製キャリア/リターン及びインパクト,ゴム被覆,ゴムリング付のローラ
＊

表示の付いた 2 機種については、ATEX 認証製品として提供するには静電気を帯電しない

ように、別途に製作する必要があります。
キャリア/リターンセット(ベルトコンベヤ用) : ローラ∔架台/ブラケット)
機種 : A2S, A3L,A3M, A3P, A3S (2 本/3 本キャリアローラ架台)
機種 : R2S, R2SP (V リターンローラ架台)
機種 : P3L, P3M, P3P, P3S (自動調芯キャリア架台)
機種 : Q1L, Q1P (自動調芯フラットリターン架台)
機種 : Q2L, Q2P (自動調芯 2 本ローラリターン架台)
機種 : SPT (フラットキャリア/リターン架台)

ガーランド (吊下キャリア/リターンセット＋吊下フック含)
機種 : GS2, GS3, GS5 (2 本/3 本/5 本ローラ吊下キャリア/リターンセット)
機種 : Valmec(バルメック)®仕様の 2 本/6 本ローラセット)
上記各機種のスチール製キャリア/リターン及びインパクト,ゴム被覆,ゴムリング付のローラ

溶接プーリ
上記各機種は ATEX 防爆機器指令(94/9/CE 規格)に準じて製造されており、これらの製
品を組み付けたコンベヤは以下カテゴリーの CE 認証を得たコンベヤと見なされます。

ベルトコンベヤ用 ローラ/プーリ類に関する

メンテナンス(含：取付、防災、保管)・マニュアル
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GⅠ ｶﾃｺﾞﾘｰ M2 ｸﾗｽ - 鉱山向仕様 高度の防護対応
注記：GⅠ(爆発性坑内ガス/炭塵が存在する鉱山での使用)で、&、M2(メタン等爆発性ガス
/炭塵がある恐れある場所での使用)に於いて、使用しても防災上安全な製品との認証。[K.H]
GⅡ ｶﾃｺﾞﾘｰ 2G ｸﾗｽ – ガス対応仕様 高度の防護対応
注記：GⅡ(鉱山ではない爆発性ガス雰囲気環境)で、&、2G(稼働時に爆発性ガスが断続的に存在
している恐れがある場所での使用)に於いて、使用しても防災上安全な製品との認証。 [K.H]
GⅡ ｶﾃｺﾞﾘｰ 2D ｸﾗｽ – 粉塵対応仕様 高度の防護対応
注記：GⅡ(鉱山ではない爆発性粉塵雰囲気環境)で、&、2D(稼働時に爆発性粉塵が断続的に存
在している恐れがある場所での使用)に於いて、使用しても防災上安全な製品との認証。[K.H]
GⅡｶﾃｺﾞﾘｰ 3G ｸﾗｽ – ガス対応仕様 通常の防護対応
注記：GⅡ(鉱山ではない爆発性ガス雰囲気環境)で、&、3G(稼働時には通常発生しないが、時折、爆発
性ガスが発生する恐れがある場所での使用)に於いて、使用しても防災上安全な製品との認証。[K.H]
GⅡｶﾃｺﾞﾘｰ 3D ｸﾗｽ – 粉塵対応仕様 通常の防護対応
温度ｸﾗｽ**: 粉塵対応 T85℃,及び,ガス対応 T6 ｸﾗｽ
注記：GⅡ(鉱山ではない爆発性粉塵雰囲気環境)で、&、3D(稼働時には通常発生しないが、時折、爆発性
粉塵が存在する恐れがある場所での使用)に於いて、使用しても防災上安全な製品との認証。又、ローラ Max
表面温度がガス環境＆粉塵環境に於いて Max85℃(T6 クラス)を越えないレベルの製品との認証。([K.H]
温度クラス T1～T5 が示す温度域(450℃<AT<85℃) を含め、上記の各認証を取得している製品は、物流搬
送に使用されるコンベヤに使用する事ができ、又、爆発災害クラス Z1, Z2(ガス対応)、及び、クラス Z21,
Z22(粉塵対応)に使用できるスペックです。
**表示の温度クラスは、コンベヤの雰囲気温度が Max40℃にならないコンベヤに於いて、通常稼働で、
ローラ/プーリの表面温度が Max でその各所定温度にしかならない事を示す温度の指標です。温度爆発
リスクに対する内在的安全性を“温度指標”として示すものです。
注意！
上記各ローラ/プーリは、CE ExⅠM1 o CE ExⅡ1、或いは Z0 o Z20 ゾーンでの使用を認
証されている製品ではなく、使用できません。これらのゾーンは爆発災害に対し極めて高
度な防御が必要なゾーンです。

[ 補記.] ローラの当マニュアルに ATEX 95 Equipment Directive 94/9/EC(防爆機器指令)の認可製品である事
が記載されているのは、
『欧州では、爆発性雰囲気に設置、使用される防爆機器は、ATEX95 により、2003 年 7
月以降、防爆指令が強制適用となり、Directive 94/9/EC の認証機関での認証を取得したもの以外、欧州域内で
の流通或いは使用ができなくなっている。尚、非電気防爆についても、EN13463 ｼﾘｰｽﾞにより既に規格化され
ており機器認証も行われている。』(「防爆電気機器の安全設計とエンジニアリング」P.8) 現状があり、マニュアルを現
場で常備する必要がある為です。日本では IEC 規格である ATEX 95 Equipment Directive 94/9/EC については
そのまま翻訳する形で一部 JIS 化されていますが(JIS C 60079-各番)、労働安全衛生法の防爆構造規格が以前か
らある事から、IEC 規格は限定的な適用に留められています。しかし、消防白書の「危険物に掛る事故報告」
を見るまでもなく、静電気火花/過熱着火/高温表面熱/摩擦熱等の目に見えない事象事故が多い事を知れば、可
燃物搬送事例の多いベルトコンベヤに於いて、ATEX 認可製品の使用は事故を事前に防ぐ一方途です。[K.H]

伊東電気販売㈱ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ；
『粉塵の発火度と分類例』表を転載

:
『防爆電気機器の安全設計とエンジニアリング』依り転載

日本アスコ㈱ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ；『第 13 話：IECEx / ATEX 指令の防爆マーキングについて』依り転載

2014 年『消防白書』依り転載

[ 補記.] 尚、ラルメカのモータープーリはオプションで ATEX 95 Zone 22Ⅱ 3 D 135℃ グレードを提供しています。[K.H]

下記指令に適合した事を証する製造証明書

(“ATEX”94/9/CE(防爆機器)指令, 8 箇条, 3 項に依る)

イタリア/ベルガモ市/アルメ, 24011 に在るラルメカ (Rulli Rulmeca S.p.A.)は下記のコンベヤ部品を製造している事をここに告知します。

- ラルメカ社の各タイプローラ PSV, PS, MPS, MPR, PLF/20*, RTL*

＊

表示の 2 機種については、ATEX 認証製品とするには静電気を帯電しないように特別に製作する必要があります。
- ローラを保持する架台
- ガーランドセット(吊下キャリアセット),

通常型 及び Valmec ® タイプ

- 溶接プーリ

上記各製品は“ATEX” 94/9/CE 防爆指令及びイタリア D.P.R. 126/98 の基準に準拠して製造されており、イタリア認証局
に於いて下記テクニカルファイル証書番号で登録されています

次に、EC 指令に於いて示されているどの認証に弊社各製品の”コンポーネント”が適合しているかを示します
グループ

Ⅰ,

カテゴリー

M2 (鉱山)

グループⅡ、カテゴリー

3G (ガス)及び 3D (粉塵)

グループⅡ、カテゴリー

2G (ガス)及び 2D (粉塵)

温度区分＊＊：T85℃(粉塵)及び T6

(ガス)

番丁が小さい T1 から T5 が示す温度域 に合致

製造者ラルメカ社から給されたマニュアルに則り、常備し遵守して使用する範囲に於いて、これらの製品をコンベヤ機
器に取り付けて、クラス Z1,Z2 (ガス)、及び、クラス Z21,Z22(粉塵)の爆発リスクのある所に使用出来ます

**表示の温度クラスは、コンベヤの雰囲気温度が Max40℃にならないコンベヤに於いて、通常稼働でローラ/プーリの表面温度が Max
で、その各所定の温度にしかならない事を示す温度の指標です。温度に依る爆発リスクに対する内在的安全性を“温度指標”として
示すものです。

ルゥリィ ラルメカ 社
アルメ(ベルガモ市,イタリア)

ラルメカ社 MD
( 署名 )
マルコ ギザベルティ

ラルメカ日本総代理店
www.bulkworld.co.jp

㈱バルクワールド

本社:〒274-0082 千葉県船橋市大神保町 189-4
TEL: 047-401-0137 FAX: 047-401-8386
北日本事務所:〒024-0004 岩手県北上市村崎野 14-49-19
TEL: 0197-62-5911 FAX: 0197-62-5922

