
パワートレインアプリケーション向けのオートメーション制御
ロックウェル・オートメーションおよびFANUC： CNC、ロボット、およびPAC統合

課題
燃費と排出ガス規制が世界的にますます厳しくなるに伴い、製造メーカ
はパワートレインの再設計を迫られています。今日の新しい安全およ
びセキュリティ要件を満たすだけでなく、高まる製造インテリジェンス
の重要性に対処するためには、より高い柔軟性と敏捷性のある製造
システムが求められます。しかし、こうした要件をすべて満たすために
は、システムはさらに複雑にならざるを得ません。これを解決する最善
の方法は、標準化された製品で統合オートメーションソリューションを
実装、運用、保守、管理、およびインテリジェンスを合理化することです。

現在、複雑なシステム内では、接続、制御、および統合された制御およ
び情報ネットワークを介したデータ通信を必要とする、より高度な機器
が使用されています。オペレータ、管理者、およびIT部門のニーズは
それぞれ異なりますが、製造システム内で対処する必要がある点は 
どれも同じです。オペレータは、機械安全システムが生産を停止した
ときの原因を特定するために、直観的な診断情報を必要とします。 
管理者は、より十分な情報に基づいた判断を下し、競争力を維持する
ために、生産履歴だけでなく品質データも示した意味のあるデータ
を必要とします。ITシステムでは、使用可能なインテリジェンスの整合
性を確保するために、各機械で特定のデータ形式に従う必要がありま
す。さらに、これらのシステムは、短くなり続けるプロジェクトサイクル
の中で、複数のサプライヤのマシンにわたって統合する必要があり 
ます。

パワートレインアプリケーション向けに
設計済みの統合オートメーション 
ソリューション 

利点
• 製造メーカ：スタートアップ時間とコストを

削減、機械加工システムアーキテクチャの
仕様を簡素化

• 工作機械メーカ：システムエンジニアリング
に要する時間とコストを削減し、複数のCNC
およびロボットをセルコントローラに統合

• 統合安全ネットワークにより、簡単な診断の
実施と工作機械、ロボット、およびセルの 
調整を行ない、機械加工、マテリアルハンド
リング、および防護用の安全規定なども 
含め、全体のパフォーマンスを改善

• 安全署名の集約を使用して、機械加工用 
セルに加えた安全署名の変更を簡単に 
特定および管理

• 製造インテリジェンスの品質、数量、使い 
勝手を改善し、生産および機械情報を企業
のITシステムに簡単に移行し、優れた意思
決定とコスト削減を実現

• 構成を監視、バックアップ、および復元し、 
重要な情報をFactoryTalk® Security 
(FactoryTalk AssetCentreですぐに入手可能) 
で安全に管理しながら、ダウンタイムを
削減

ソリューション
• 統合またはスタンドアロンソリューション
• 複数のFANUCロボット、CNC、およびロック

ウェル・オートメーションの機器で構成さ
れるスケーラブルな機械加工用セル 
コントローラのアーキテクチャ

• FANUCロボットおよびCNCへの接続ツール 
は、ロックウェル・オートメーションの
Studio 5000®ソフトウェアに付属されてい
るため、制御および通信システムを素早く 
構成

• FactoryTalk AssetCentreに内蔵された 
モニタ機能を使用して、CNCプログラムに
加えられた変更を特定

• EtherNet/IP™は、セルコントローラをCNC、
ロボット、および他の機器に接続するのに
必要な唯一のネットワークです



ソリューション
機械システムがますます複雑になるという市場の課題
に対処するために、ロックウェル・オートメーション 
およびFANUCでは、FANUC CNCとロボットを
Rockwell Automation®のセルコントローラに統合する
パワートレインアプリケーション用に設計済みの統合
オートメーションソリューションを用意しました。この 
ソリューションによって、コストダウン、セットアップの 
時間短縮、優れた部品品質、安全な作業環境、使用 
可能な製造インテリジェンス、および全体的な生産性
の向上を実現できます。ロックウェル・オートメーション
およびFANUCが提供する統合オートメーション・パワー
トレイン・ソリューションには、製造メーカと工作機械 
メーカの両方にとって工学上の利点とコスト削減の 
メリットがあります。

製造メーカは、1つの産業用EtherNet/IPネットワークを
介して、幅広い機器からデータを制御および収集する
ことができます。複雑な機械加工に必要な機器を一社
のベンダーがすべて製造することはありませんが、 
工作機械の機器向けのEtherNet/IP接続機能を提供す
るサプライヤの数は増えており、ロックウェル・オート 
メーションでは、その多くの機器用にロジック命令と
HMIフェイスプレートを事前に開発しています。機械 
安全の防護と制御でさえ、標準I/Oおよびデータ収集 
トラフィックと同じEtherNet/IPネットワークで処理され
ます。ユーザは、安全署名の集約を使用して、機械加 
工用セルに加えた安全署名の変更を簡単に特定、管理
できます。 

ロックウェル・オートメーションおよびFANUCは、パワー 
トレインアプリケーション用の完全なハードウェアおよび
ソフトウェアスイートを使って、ロックウェル・オートメー 
ションのIntegrated Architecture™ (統合アーキテクチャ)に 
基づいた補完的なソリューションを設計しています。統合
アーキテクチャの生産制御と情報システムは、生産性の 
向上とコストの削減に役立ちます。

共通のネットワークトポロジを使用することで、重要な
機械の状態とパーツの生産データを、機械加工セル、
プラントフロア、および企業のどこからでも入手でき、
複雑で高コストのカスタム設計されたネットワーク用 
ハードウェアやソフトウェアも不要です。共通ネットワーク
は、ますます増加する傾向にあるITとOTのコンバージェ
ンスにも対応しているため、製造者と企業の従業員の
両方がネットワークを管理する上でより総合的アプローチ
を採用することができます。CNC、ロボット、およびセル
コントローラ間では統合が設計済みであるため、製造
メーカは、これらのコネクションを指定し、各機械メーカ
がコンプライアンスに準拠しているかどうかを確認する
時間を最小限に抑えることができます。

工作機械メーカは、ネットワークとプログラミング環境
を1つずつ用意するだけで済むため、エンジニアリング
時間の短縮とコスト削減を実現できます。ロックウェル・
オートメーションのStudio 5000のプログラミングソフト
ウェアには、FANUC CNCおよびロボット用に事前定義さ
れたコネクションのプロファイルが含まれているため、
素早くロードできます。プログラマは、接続メニューか
らFANUC製の機器を名前で選択し、アプリケーション 
プログラムの作成を開始できます。統合作業はすでに
完了しています。これによって、機械制御プログラムの
開発とトラブルシューティングが一層簡単になる、機械
安全が同じセルコントローラ内にある、オペレータの 
診断メッセージの組み込みが可能になる、データ収集
と報告を同一システムを使用できる、といった利点が
あります。さらに、Studio 5000独自のタグベースの 
アドレス指定を使用すると、部品データをITシステムに
送信することがこれまで以上に簡単になります。機械
加工から取得した部品情報はITサーバに直接送られる
ため、この情報を集めて煩わしいメモリマップ形式にま
とめる必要はありません。実際、データ量が多い場合
は、簡単な配列で送信することができます。



統合ソリューションは、いくつかのFANUC CNCの切断パーツと、ロードとアンロードを処理するFANUCのロボットから 
構成される機械加工セルコントローラのアーキテクチャに最適です。これらのアーキテクチャには、通常、クーラントと 
チップ除去システム、バリ取りと洗浄機械、テスト操作、パーツマーキング、識別および点検ステーションなどが 
含まれます。EtherNet/IPへの共通接続によって、このすべての統合の設計と管理がさらに簡単になります。特に、 
Studio 5000プログラミングソフトウェアで既にプロファイルが作成されている機器を使用する場合は特に簡単 
です。このソリューションは非常にスケーラブルであるため、必要な機器を選択することができます。事前開発され
た工具とお好きな統合方法を利用して、エンジニアリング時間を短縮してください。

• Allen-Bradley®のプログラマブル・ 
オートメーション・コントローラ
(PAC)

• FANUC CNC
• FANUCロボット
• EtherNet/IPネットワーク
• SIL 3のモジュール式安全I/O 

との統合
• ロックウェル・オートメーション

のHMIで使用可能なPACおよび
CNC情報

• ロックウェル・オートメーション 
とFANUCの共同開発による、 
Studio 5000アドオンプロファイル
(AOP)との簡素化されたCNC 
およびロボット統合

• FactoryTalk AssetCentreによって
構成上の変更管理と障害回復
が可能

• FANUC CNC
• EtherNet/IP上でFANUC CNCが

制御するロックウェル・オート
メーションI/Oおよび機器

• 機械の状態と診断に用意され
たオプションのロックウェル・
オートメーションHMI

• FactoryTalk AssetCentreに 
よって構成上の変更管理と 
障害回復が可能

スタンドアロンソリューション

一般的なアーキテクチャ
統合ソリューション

スタンドアロンソリューションは、PACとの完全な統合が必要でない、規模は小さいが高い製品構成の 
アプリケーションに最適です。このソリューションは統合ソリューションに合わせてスケーラブルで、 
最低限の機械設計で済みます。
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CNC機械加工アクセラレータツールキット
CNC機械加工アクセラレータツールキットは、ロックウェル・オート
メーションのLogix制御およびモーション、安全プラットフォームと
FANUC CNCシステム間の統合を簡略化するように設計されています。 

ツールキットに収録されているものは以下の通りです。
• FANUC CNC/Allen-BradleyのGuardLogix® PAC機械加工センター 

システムアーキテクチャ
• CADレイアウトと配線図
• FANUC CNC/GuardLogix PACインターフェイス
• 構成済みの監視および安全ロジック
• 構成済みの監視HMIフェイスプレート
• 段階を追ったクイック・スタート・ガイド
最寄の営業所から入手いただけます。
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CNC Machining 
Accelerator Toolkit
•	 Quick	Start	Manual
•	 BOM	Development	Tools
•	 CAD	Drawing	Libraries
•	 CNC	Interface	Configuration
•	 Controller	Logic		
&	HMI	Faceplates

ロックウェル・オートメーションは、PartnerNetwork各社と連携し、お客様が工場全体の最適化を目指した持続的
なアプローチの開発、機械性能の向上、およびサステナビリティの目標の達成を実現できるようお手伝いいた
します。

FANUC America Corporation
CNC, Robot & ROBOMACHINE
Rochester Hills, MI 48309

Phone:  1-888-FANUC-US

www.fanucamerica.com

 

FANUC America Corporation of Rochester Hills MIは、FANUC CORPORATION 
Japanの子会社であり、業界をリードするロボット工学、CNCシステム、およ
びファクトリオートメーションを提供します。FANUCは、その画期的な 
テクノロジと実証済みの専門知識によって、北米の製造メーカが効率性、
信頼性、および収益性を最大限に高めることができるようお手伝いいたし
ます。

FANUC Luxembourg Corporation 
Zone Industrielle 
L-6468 Echternach 
Grand-Duché de Luxembourg

Phone : +352 727777 1

www.fanuc.eu

FANUC European (FANUC Luxembourg Corporation)は、ルクセンブルクの 
エヒタナハに本社を構えています。FANUC Luxembourg Corporationは、 
ヨーロッパに28の子会社を抱え、FANUC CNC、ロボット、およびロボマシン
製品の営業、技術、運営、マーケティング、およびサービスサポートを 
ヨーロッ全域で提供しています。


