
ロックウェル・オートメーションの鉱業向け
ソリューション

スタッカ/リクレーマ

コネクテッドマイン向けスタッカ/リクレーマソリューション
採収、加工、および輸送から、バルク材料の保管および出荷まで、
採掘事業チームは、生産性を最大化し安全を維持しつつ、予期しな
いダウンタイムを最小限に抑えるための多くの課題に直面してい
ます。当社のスタッカ/リクレーマソリューションは、お客様の技術 
要件を満たした上で、それぞれの用途や運用目標に配慮して設計さ
れています。これらは、より包括的なロックウェル・オートメーション
の鉱業ソリューション(RAMS)に含まれています。

ロックウェル・オートメーションは、世界中の主要な採掘事業全般
の数十年にわたる鉱業分野の知識をいかし、生産目標の達成の 
ために、お客様の事業のあらゆる段階をサポートします。

当社のスタッカ/リクレーマソリューション：
• 信頼性の高い最先端のAllen-Bradley®のテクノロジを使用して、 

厳しい環境に耐え、中断のない長期的なサービスを提供する
• 電源およびオートメーションコンポーネントと、内蔵のデバイス

レベル診断およびリモートワイヤレス通信を完全に統合すること
で、稼働時間を向上させる

• 非常停止/高速停止、バケット紛失検出、ブレーキ制御、および 
トルク制限機能により、業務上の安全の課題を強化する

当社のソリューションの基盤は、お客様のニーズに合わせて拡大 
縮小が可能な分散制御システムを使用することです。これにより、
同じ制御可視化環境内で、プロセス、ディスクリート、電力モニタ、
ドライブ、および安全アプリケーションを実行し、鉱山全体を一体
化したシステムを実現できます。

最新の鉱山のスタッカ/リクレーマソリューションを見つける。

利点
鉱 山 は お 客 様 ごとに 異 なりま す。 
ロックウェル・オートメーションのコン
サルタントは、お客様それぞれの懸念
に配慮し、採掘事業を最適化する設計
ソリューションを提供します。以下に、
スタッカ/リクレーマソリューションの
利点を示します。

• コネクテッドマインのアーキテクチャ
を使用して、運用目標を達成する

• 中央制御室からのリモート通信
または企業全体にわたるリモート 
通信により、問題点を迅速に診断
し修正する

• 履歴データと向上した診断を使用
して、将来の諸問題を予測し、説明
責任を果たす

• プ ログラム可 能 なイベント ベー
スのアラームを備えたIntegrated 
Architecture (統合アーキテクチャ)
を導入し、安 全な自動 化された 
運転をサポートすることで、安全 
要件を満たす

• 制御システムが標準化されるため、
機械のエネルギー効率、モニタ、 
およびメンテナンスの改善の効果
を期待できる

https://www.rockwellautomation.com/ja_JP/capabilities/process-solutions/overview.page?pagetitle=Process-Systems&docid=66db2005dafa9537a6a5ca459c5c9cdc
https://www.rockwellautomation.com/ja_JP/industries/mining-metals-cement/overview.page?pagetitle=Mining-Automation&docid=77fc25fe203963b572e0623c8cffb2ec
https://www.rockwellautomation.com/ja_JP/capabilities/industrial-automation-control/overview.page?pagetitle=Integrated-Architecture-System&docid=48cedc1ee381bcae4ac89f17e40411cb
https://www.rockwellautomation.com/ja_JP/capabilities/industrial-automation-control/overview.page?pagetitle=Integrated-Architecture-System&docid=48cedc1ee381bcae4ac89f17e40411cb


採掘事業全体の生産性の最大化

高精度な制御
スタッキングおよびリクレーミング回数の削減と目標 
の効果的な実現に常に悩まされていませんか? GPS  
(グローバル・ポジショニング・システム )、最新の 
計装、および堅牢なドライブシステムのシームレスな
統合により、最速で高精度の運用が可能になります。
当社のソリューションは、動的制御により、スタッキ
ングおよびリクレーミング目標の達成をサポートしま
す。また、浸透率、深さ、旋回速度、回転速度、切削の
高さなどのリクレーミングパラメータは、システムで
継続的に計算されます。

ドライブ調整 

可変周波数ドライブは、スタッカ/リクレーマ機械で
幅広く使用されており、移動、旋回、昇降、バケット 
ホイール、およびケーブル・リール・ドライブの速度
とトルク制御操作を調整できます。ドライブ調整を 
最新のものにすると、スタッカ/リクレーマの操作に
以下のようなメリットがもたらされます。
• 制御が強化され、機械のサイクルタイムが短縮される
• スムーズな加速と減速によって機械的摩耗が最小

限に抑えられるため、メンテナンスコストが削減さ
れ、システムの寿命が延びる

• 最適化された生産と高いスループットデータに 
より、さまざまな状況に素早く対応できる

衝突防止と安全性 

当社の衝突防止ソリューションにはGPSが使用されて
います。これは、スタッカ/リクレーマと、他の動いて
いる機器または固定障害物との間を正確に位置測定
します。内蔵アラームにより、問題の早期発見が可能
になり、オペレータによるエラーのリスクが削減され
るため、生産性の低下を防ぎ、安全性の問題が最小
限に抑えられます。

全体的な安全性に関する懸念に対処するには、CIP 
Safet yプロトコルおよび EtherNet / IPを 利 用した
ControlLogix®制御システムでシステム全体を設計しま
す。これにより、セキュアで一貫性のあるネットワーク
が実現し、安全機能SIL要件も満たされます。フェイル 
セーフ動作機能には、非常停止/高速停止、移動ドライブ 
のスキュー制限、ブレーキ制御、トルク制限、バケット
紛失検出などがあります。

モータ制御
ほとんどの採掘事業チームが取り組んでいるエネ
ルギー消費の削減についても、精密制御、ドライブ 
制御、およびモータ制御システムを調整することで、
エネルギー効率の向上が実現します。また、従来の全
電圧始動をPowerFlex可変周波数ドライブに置き換え
ることで、エネルギー消費の大幅な削減が見込めま
す。当社の分析ツールは、エネルギーデータを機械か
ら収集し、消費量をリアルタイムで監視し、Logixベー
スの制御システムを介してその結果を報告すること
で、結合プロセスおよび電力情報を提供します。これ
で、エネルギー使用量に関する生産決定を瞬時に行
なうことができます。このような可視性の向上は、高
度なストックヤード運用に向けた重要なステップで
あり、エネルギー消費を削減しながら生産性の目標
を達成できます。

状態モニタ
既存のシステムに組込むことができる状態モニタ 
ソリューションによって、バケットホイール、ロングト
ラベル、旋回アーム、モータ、およびギアボックスの機
器の故障や異常な振動をリアルタイムに検出します。 
当社のDynamix™ 1444一体型状態モニタシステムは、
機械の保護と標準の制御システムを統合しています。

運用の統合
当 社のスタッカ/リクレーマソリューションは、 
ロックウェル・オートメーションの鉱業向けソリュー
ションスイートの一部です。これらのソリューション
は、数十年にわたる鉱業分野の専門知識、アプリケー
ション固有の問題解決法、コネクテッドマインを実現 
するグローバルなフィールドサポートに基づいていま
す。ネットワークアーキテクチャは、ロックウェル・ 
オートメーションと当社の戦略パートナであるシスコ
社が鉱業界向けに設計したものであり、起動時間と
ライフサイクルコストの削減を目的としています。
これは、PlantPAx®分散制御システムを基にして構
築されており、シームレスな機械レベルの統合と、 
サイト全体の運用のインテリジェンスデータを実現
します。

スタッカ/リクレーマのダッシュボードに、リアルタイムの生産データ
がはっきりと示されている。

https://www.rockwellautomation.com/ja_JP/products/drives/overview.page?
https://www.rockwellautomation.com/ja_JP/products/programmable-controllers/overview.page?
https://www.rockwellautomation.com/ja_JP/products/drives/overview.page?
https://ab.rockwellautomation.com/ja/condition-monitoring
https://www.rockwellautomation.com/global/industries/mining-metals-cement/overview.page?pagetitle=Mining-Solutions&docid=e7531bc321b47018088e6a7ae0d9e18a
https://www.rockwellautomation.com/global/industries/mining-metals-cement/overview.page?pagetitle=Mining-Solutions&docid=e7531bc321b47018088e6a7ae0d9e18a
https://www.rockwellautomation.com/ja_JP/products/distributed-control-systems/overview.page?pagetitle=PlantPAx-Distributed-Control-System&docid=68fe0ce0487bd025140cf61c0b625a87


コネクテッドマインのメリット 
コネクテッドマインは、採収と加工だけではなく、 
採掘事業全体にわたる真のピット・ツー・ポート(採掘
現場から港湾まで)のソリューションです。コネクテッド
マインは革新的なソリューションですが、既存のイン
フラを完全にオーバーホールする必要はありません。
必要なデータのほとんどが、企業のシステム内に既に
存在しています。それらを収集、分析、共有する手段
がないのが現状です。制御システムの最新化に必要な
手順を踏み、本来異種のシステムを統合することで、
これらのデータを「発掘」するための基礎を構築でき
ます。データを抽出できれば、安全リスクを削減し、
生産性とグローバルな競争力を向上させるためのか
つてないレベルのオペレーショナルインテリジェンス 
を達成できます。ロックウェル・オートメーションの 
鉱業向けソリューションは、これらの目標の達成を 
サポートし、コネクテッドマインを実現します。

可視化およびモニタ
スタッカ/リクレーマの操作には、リアルタイムのビデオ
フィードや、音声による通信機能のほか、オペレータ
への可視化データの提供が必要です。この機能は、 
オペレータのキャビンまたはリモート遠隔操作セン
ター(ROC)にあります。オートメーション、ビデオ、およ
びボイス/IPは、各ネットワークアーキテクチャにあり
ます。この統合により、標準のイーサネット接続を介
したROCと作業員の間の通信を簡単に行なうことが
できます。

リアルタイムデータの可視性は、フィードおよび処理
速度の確認、チェックポイントの特定、機器故障の 
予測、および状態モニタの実現による生産能力の最適
化に役立ちます。このような運用のインテリジェンス
を獲得することで、価値のある大きな影響を事業に 
与えることができます。これを簡単に実現するのが 
当社の鉱業向けソリューションです。
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遠隔操作
企業レベルで資産を結びつけることで、十分な情報
を得た上でのスマートな決定が可能になります。執行 
役員または事務職員が見る情報は、施設の生産管
理者や機器オペレータが見る情報と同じです。遠く 
離れた鉱山を複数所有している場合は、これにより
迅速なトラブルシューティングと、予期しないダウン
タイムの削減や予防が可能になるため、最適な状態
で採掘事業を維持できます。

リモートモニタはセキュアであり、お客様の採掘事
業の拡張と並行して、将来の計画をサポートします。
採収施設から生産施設まで、コネクテッドマインを 
導入することで、運用を最適化し、従業員の効率を 
改善し、生産性を向上させ、安全性リスクを軽減する
ことができます。すべてを中央制御室から実行できる
だけでなく、スタッカ/リクレーマ操作やパフォーマンス
などの特定の処理を監視することもできます。

ロックウェル・オートメーションの鉱業向けソリューションを使用したコネクテッドマインの 
アーキテクチャ

備蓄管理画面には過去24時間のデータが反映される。

https://www.rockwellautomation.com/ja_JP/capabilities/industrial-maintenance-support/overview.page?pagetitle=Remote-Asset-Monitoring-%26-Analytics&docid=54efdf4b327826bba40b1497821bff54
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追加情報
詳細は、最寄の当社代理店または当社の営業所にお問い合わせください。

当社の鉱業、金属、およびセメントに関するWebページもご覧ください。

鉱業界の導入事例については、鉱業、鉱石、およびセメント業界での事例を参照してください。

ライフサイクルサービス
お客様の課題は、複数のハードウェアおよびソフト 
ウェア資産の統合を必要とする端から端までのシス
テムの最新化または特定の性能問題を探ることかも
しれません。スタッカ/リクレーマ機械には、特定の 
鉱 業環 境に適した実 績のあるエンジニアリング 
ソリューションがあります。 

最新化戦略とは必ずしも「完全な置き換え」を意味す
るわけではなく、どちらかと言えば、人材、プロセス、
テクノロジなど、運用のすべての側面に対処するロード
マップを積極的に作成することを意味します。お客様
は、最新化によって、将来の運用を見据えて、現在の
市場における価値を引き出すことができます。

最新化への取り組みが成功すると、ビジネスモデル
を根本から変え、新しい収入源を作り出すことがで
きるため、人材、マシン、およびプロセスの最適化が 
促進され、以下のような現代的なテクノロジを活用
できます。
• モビリティと可視化 
• 情報の管理と分析 
• 拡張性の高いアーキテクチャ 
• 多分野制御 
• セキュアなネットワークインフラ
• 仮想化
当社は、現地の専門知識を有し鉱業界に精通した人
材や、認定されたプロジェクト管理者を世界各地に 
配置しており、システムのライフサイクルを通して、 
お客様のコネクテッドマインに適したソリューション
を探し維持するお手伝いをします。
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https://www.rockwellautomation.com/ja_JP/products/programmable-controllers/overview.page?
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