
インテリジェントモータ制御
 オートメーションのライフサイクル全体の
生産性の増大

 より良い意思決定のための
インテリジェンスの向上

 運用での安全を保証
 環境を保護
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効率的なモータは産業の
パフォーマンスを促進

モータの故障原因
• モータ故障の最も一般
的な原因

- 熱過負荷

- 単相

- ベアリングの故障

- ロータの故障

- 固定子の故障

- 汚染物質

モータのコスト
• モータは産業で最大の
エネルギー消費者

• モータは産業アプリケ
ーションで50%を超え
るエネルギーを消費

• モータには、毎年その
初期購入価格の10倍の
コストがかかる

• モータ速度を20%下げ
ると、ランニングコスト
を50%セーブ可能

メンテナンスオプション
• 高度な診断情報

• 反応的ではなく
予防保全

• 計画的なダウンタイム
が可能

• プラントを制御

• メンテナンスコストの
削減

ダウンタイムのコスト
• 生産の損失

• 製造での廃棄物

• 故障原因(機械的/電気
的)の確立

• モータとシステムの
修理費用

• 安全問題

• 他の機器への影響

生産性の増大
• 予期しないダウンタイ
ムを削減することで
生産性が向上

• 生産工程を制御

• エネルギーコストの
削減

• 高度な診断情報を使用
して事実に基づいた意
思決定を下す。

複数のアプリケーションにわたって、電気モータは産業を稼動させ、モーションシステム、
換気装置、コンベアからポンプやコンプレッサまであらゆるところで使用されています。
生産と産業のパフォーマンスの中心であるため、モータの故障の影響は非常に大きく、
1時間当たりの生産損失量は数千～数十万にものぼります。そして、最も高価なモータが
必ずしも最も重要であるとは限りません。小型のミキサモータが1台故障すると、プラント
の生産性が大幅に低下する可能性があります。

のモータの故障は、適切
な保護手段によって防ぐ
ことができます。
出典: IEEE Petro-Chemical Paper PCIC-94-01 

75%
予期しないモータの停止
による出費はいくらになり
ますか? > ブログをお読み
ください

http://www.rockwellautomation.com/global/news/blog/detail.page?docid=ddf57974626c948c0eeaad14848593c7&G11N/Locale=en&geography=global&content_type=blog&pagetitle=Motor-Protection-SCADA-%7C-Blog
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モータ故障の原因
過負荷
電力の不平衡または単相
過電圧または不足電圧
周囲温度が高い
頻繁な始動
ロータの故障
ベアリングの損傷
… などなど

モータ故障の影響
機器のダウンタイム
生産の損失
付属する機器の損傷
機器の交換
未完成品の廃棄
修理作業員の残業
作業員の安全上の危険

10年間で、モータのエネルギーコストは
購入価値の100倍になる可能性がありま
す。信頼性が高く効率的なモータ性能は
ビジネス上の優先事項です。

モータライフを予測できたらどうなる
か想像してみてください... > ブログを
お読みください

機械的
44%

モータ故障の
原因

過電流
30%

単相
14%

その他
12%

http://www.rockwellautomation.com/global/news/blog/detail.page?docid=14e46185e90dc4f1a2cb01f94958262a&G11N/Locale=en&geography=global&content_type=blog&pagetitle=Electronic-Relay-Motor-%7C-Blog
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インテリジェントモータ制御
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統合されたデータ駆動型アプローチにより、
生産性を向上し、モータの故障を防止
アレン・ブラドリーのモータ制御装置がLogix制御プラットフォームに統合されたこと
によって、プログラミング時間が短縮され、セットアップと立上げが簡単になり、診断
を合理化できました。単一のソフトウェア環境であるStudio 5000 Logix Designer®で
は、コントローラのプログラミングとデバイスのシステム構成、運用、保守を統合して
提供することができるため、プレミア統合が複雑さとエラーが減少します。

ロックウェル・オートメーシ
ョンの統合アーキテクチ
ャの一部として機能する
場合、モータ制御装置は、
始動と停止コマンドに単
に応答するだけでなく、多
くのことを行なうことがで
きます。

例:  診断やリアルタイムデ
ータを使用して機械的
な問題を予測し、パフ
ォーマンスを向上でき
ます。

例:  パフォーマンスをロー
カルまたはリモートで
モニタして、資産に関
する情報に基づいて意
思決定を下します。

Logix/モータ制御システム
全体を構成およびプログ
ラミングするための単一の
開発環境

アドオンプロファイルとモー
ション命令によって、機械の
開発、使用、メンテナンスを
簡略化できます。

 Studio 5000環境への診断、
フォルト、アラーム、および
イベント情報の統合

自動デバイス構成(ADC)に
よって、Logixコントローラ
が交換されたモータ制御
装置を検出して、すべての
構成パラメータを自動的
にダウンロードできます。

モータ制御構成は、Studio 5000 

Logix Designerプロジェクトファイル
の一部として保存されます。複数
のファイルを保存および管理する
必要はありません。コントローラと
モータ制御の構成に、1つのファイ
ルしか必要ありません。

Studio 5000®は、コントロー
ラのメモリにモータ制御パ
ラメータを自動的に設定す
ることにより、プログラミン
グ時間を短縮できます。
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スケーラブルな
パフォーマンス
シンプルな固定速度制御から過酷な
可変速度制御、正確な多軸モーション
コントロール、さらには特定の設計
ソリューションまで、インテリジェント
モータ制御はより高いレベルの性能
を達成するのに役立ちます。

保護
インテリジェントモータ制御製品は、
常に稼動をモニタし、不要なダウン
タイムを減らして、生産効率を高め、
安全性と予知保全を強化します。

情報
オープンでネットワーク接続された
アーキテクチャによって、モータの
保護が強化され、診断情報が共有さ
れ、迅速なトラブルシューティングが
可能になり、より生産的でインテリジ
ェントなプロセスが実現します。

インテリジェントモータ制御の
メリット
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電流

熱容量の使用割合(%)

トリップ/警告の履歴

トリップまでの時間

リセットまでの時間

稼働時間

始動回数

電圧

エネルギー&電力

従来のアプローチ
多くのデバイスは依然としてハード配線されており、
上位の制御システムと通信することができないため、
リアルタイムデータにアクセスできません。
 リアルタイムデータへのアクセスなし
 オン、オフ、およびトリップ - 事前警告なし
 フォルトを見つけるためにはユーザーズマニュ
アルが必要 - 診断データなし

 不要なダウンタイム期間
 メンテナンスコストが高い
 パラメータを変更するには専門エンジニアが必要
 エネルギーコストの追跡と記録が困難

インテリジェントモータ制御は重要な
診断情報を提供できるため、稼動と
パフォーマンスのトレンドにリアルタ
イムでアクセスして、パフォーマンス
を最適化します。

生産データと機械データにアクセスする
ことで、生産を増加し、ダウンタイムを低
減し、生産性を向上させ、収益性を向上
させる情報に基づいた意思決定を下すこ
とができるため、従来のアプローチに比
べて大きな利点がもたらされます。

今日のインテリジェントなアプローチ
 シームレスな通信とシステムの可視性によって、
パフォーマンスと柔軟性が向上

 稼動および保守インテリジェント機器とネットワークに
よるモータ性能

 アラームと高度な診断情報によって、予期しないダウン
タイムを低減

 エネルギー消費をモニタ
 リモートモニタによって、作業員を潜在的な危険源
(ハザード)から守る

 トラブルシューティングの簡略化とスタートアップ時間
の短縮

必要とする情報を提供
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E300 Electronic Overload 
has detected an overload 
condition on bottling 
conveyor – Line 2 – Motor 5
MAINTENANCE 
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2./3. モータ制御装置が特定のモータで問題を検出しま
した。数秒以内に、フォルトと特定のモータを識別
するアラートが制御室に送信されます。

従来の技術と
インテリジェント
モータ制御
ソリューション
インテリジェントモータ制御技術は、問題を早期に診断し、
どこに問題があるかを特定し、生産の損失を大幅に削減
します。予期しないダウンタイムダウンタイムが最小限に
抑えられ、先行保全を計画してさらなる問題を防ぐことが
できます。

• 早期警告および診断機能

• 生産の損失を0にすることができます。

• 反応的ではなく予知保全の機会

ダウンタイムのコスト
• 生産の損失 

• 製造での廃棄物 

• 故障原因(機械的/電気的?)の確立

• トラブルシューティングと問題の診断の理解にかかる
時間

• 安全問題 

• 他の機器への影響

1. コンベアは正常に稼動しています。

シナリオ

インテリジェントモータ制御がどのような違いを生むかを知るには、ここをクリック

http://www.rockwellautomation.com/global/products-technologies/intelligent-motor-control/overview.page?
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E300 Electronic Overload 
has detected an overload 
condition on bottling 
conveyor – Line 2 – Motor 5
MAINTENANCE 

REQUIRED. !
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6. この問題は解決され、生産の損失
が最小限に抑えられた状態で正常
に戻ります。

インテリジェントモータ制御装置によっ
て、エネルギー消費を各モータを個別
にどの時点でもモニタできます。これ
は、エネルギーコストの管理に役立つ
だけでなく、傾向の変化を知ることが
でき、それに応じた行動をとれるように
なります。

4. 保守エンジニアは、進行中の問題に
ついてアドバイスを受け、必要な処
置を計画することができます。

5. これで、保守エンジニアは生産が停止
する前にすぐに問題を解決したり、制
御シャットダウンを実行できるように
なりました。

さらなるメリット - リアルタイムのエネルギー管理
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資産をよりインテリジェン
トに活用できるソリュー
ション
シンプルな固定速度と可変速度制御から正確な
トルクおよび位置制御まで、当社は、あらゆる
アプリケーションに適した制御レベルを実現する
インテリジェントモータ制御ソリューションの
完全な製品ラインナップを揃えています。

状態監視保全(CBM)ソリューション
によりダウンタイムを低減

お客様の導入事例をお読みください

エコドライブおよび
コネクテッドエンタープライズ
お客様の導入事例をお読みください

http://www.rockwellautomation.com/global/news/case-studies/detail.page?docid=91d4f27a54e1902d2db00e73c045d7f8&G11N/Locale=en&geography=global&content_type=casestudy&pagetitle=Coal-I%2FO-Controllers-ICM-%7C-Case-Study
http://www.rockwellautomation.com/global/news/blog/detail.page?docid=ccab29757d730ca13dc9dab6625a40cd&G11N/Locale=en&geography=global&content_type=blog&pagetitle=VFDs-Drives-IoT-%7C-Blog
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新規プロジェクトや既存のアプリケーションのアップグレード
にインテリジェントモータ制御ソリューションの導入を
ご検討ください

コネクテッドエンタープライズを進める一環として、
インテリジェントモータ制御をご活用ください
インテリジェントモータ制御でロックされていない情報は、今日の技術を最大限に活用するための重要なステップとな
ります。コネクテッドエンタープライズは、情報技術(IT)と運用技術(OT)を統合して生産性と競争力を最適化します。

• データを実行可能なリアルタイム
情報に変換

• 標準化されたセキュアなネットワ
ークを採用したスマートマニュファ
クチャリング

• 接続され、効率的で安全な機器
• よりスマートな運用と資産利用率
の向上

• 従業員の効率を向上させ、総所有
コストを削減

既存のアプリケーションを
アップグレード
• 既存の設置をアップグレードし、OPEX投資を強化
• 夕方、週末、または休憩時間にアップグレードが可能
で、中断を最小限に抑えることができる。

• 制御オプションを変更し、リアルタイムデータにアク
セスすることで、すぐに省エネルギーを達成

• 生産性向上の観点から、診断情報によりすぐに投資
収益を得ることができる。

新規アプリケーションの場合
• 新しいプロジェクトやグリーンフィールドサイトのた
めの、CAPEX資金提供ソリューションの一環として
実装

• 最新技術への投資は、生産性と稼働時間によっても
たらされる利益、運用効率と省エネルギーによって
すぐに回収できる。

• 新規プロジェクトに最適なインテリジェントモータ
制御ソリューションを指定することで、将来の設計
に役立ち、投資を保護できる。

コネクテッドエンタープライズに
ついては、こちらをご覧ください

アプリケーションの更新については、ロックウェル・オートメーションまで
お問い合わせください。

http://www.rockwellautomation.com/global/innovation/connected-enterprise
http://www.rockwellautomation.com/global/support/overview.page?


ロックウェル・オートメーションとの連携

コネクテッドエンタープライズについては、ロックウェル・オートメーション
と当社パートナまでお問い合わせください。

 販売、製品、サービス、および技術サポートの疑問に関する答えが得られ
ます。 こちらをご覧ください

 業界をリードする販売業者やシステムインテグレータなどで構成される
ロックウェル・オートメーションのPartnerNetwork™を通じて、貴社のシス
テムソリューションの設計、構築、および維持するための支援を受けるこ
とができます。 こちらをご覧ください

Allen-Bradley, LISTEN. THINK. SOLVE., Rockwell Software, Studio 5000, およびStudio 5000 Logix Designerは、Rockwell Automation, Inc.の商標です。 
Rockwell Automationに属していない商標は、それぞれの企業に所有されています。

ロックウェル・オートメーション(NYSE:ROK)は、産業用オートメーションに専心する世界最大の企業で、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。
当社のAllen-Bradley®およびRockwell Software®の製品ブランドは、世界中でその革新性と優秀性を評価されています。

 Facebook、Twitter、Google PlusでROKAutomationをフォローしてください。Youtubeで当社をチャンネル登録してください。Linkedinで当社とつながってください。

Publication  IMC-BR004A-JA-E  December 2015 Copyright © 2015 Rockwell Automation, Inc.All Rights Reserved.

http://www.rockwellautomation.com/global/support/overview.page?
http://www.rockwellautomation.com/global/sales-partners/overview.page?
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