分散型モータ制御ソリューション
軽工業および重工業アプリケーションのニーズに応える
ArmorStart®ソリューション

利点:

ON-MACHINE™アーキテクチャ
OEM – 生産性の向上
 より多くのマシンをより速く製造
 売上、キャッシュフロー、リードタイム、品質保証す
る経費の改善
 一貫した納品日により顧客満足度の向上を支援

エンドユーザ – 機器の効率全体(OEE)
を改善
 見やすいLEDによる優れた診断機能
 迅速なケーブル交換により平均修理時間
(MTTR)を短縮
 開閉が必要なエンクロージャを排除

利点:

ARMORSTART分散型モータ制御
 簡単な設置により人件費を30%削減
 クイックディスコネクト機能により、配線時間を
20%短縮
 プラントから企業までの情報をシームレスに統合
 スケーラブルで柔軟性に富んだ構成

省力化 + 配線削減+ プレミア

EtherNet/IP
2

パワーメディア

アドオンプロファ
イル(AOP)

ArmorStart LT
ArmorStart
ArmorStart DeviceNet™
					 Safety

• EtherNet/IP™とDeviceNetを使用
可能
• デバイス・レベル・リング(DLR)対応
• DeviceLogix™内蔵
• 複数のプログラム可能なI/O
• 全電圧および反転始動
• 可変周波数ドライブ(VFD)

理想的なアプリケーション
•
•
•
•

軽工業コンベア
分類システム
マテリアルハンドリング
食品と飲料

• EtherNet/IPとDeviceNetを使用
可能
• デバイス・レベル・リング(DLR)対応
• DeviceLogix内蔵
• 全電圧および反転始動
• センサレスベクトル制御(VFD)

理想的なアプリケーション
•
•
•
•

重工業コンベア
手荷物処理
食品と飲料
自動車

• 安全カテゴリ 4 PL eまでの安全アプ
リケーションに最適
• Guard I/O™およびGuardLogix®ソ
リューションを活用
• 全電圧および反転始動
• センサレスベクトル制御(VFD)

理想的なアプリケーション
• 安全アプリケーション
• 重工業コンベア

統合= 生産性の改善と作成の迅速化
スマートフォンでこのQRコード
をスキャンし、ArmorStartファ
ミリーページにアクセスしてく
ださい。
スマートフォンにQRコードリーダ
がない場合は、スマートフォンか
らApp Storeにアクセスし、QRコー
ドにスマートフォンのカメラをポイ
ントします。
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ON-MACHINE ETHERNET/IPソリューション

リアルタイム情報

ControlLogix®

Eタップ

PanelView™ コンポーネント

OK
LINK 1
LINK 2
DEVICE
PORT

PanelView 300 Micro

!

1783-ETAP
00:00:BC:5B:BB:99
Etherent Address

EtherNet/IP
1
(front)

2
(rear)

F1

F2

F3

F4

ETHERNET

デバイス・レベル・
リング ( DLR )

ArmorBlock®

-

+

ArmorStart®

ArmorStart LT
3相電源
制御

制御
3相
電源

Bulletin 294の外観

Bulletin 284の外観

At-Motorディ
スコネクト

At-Motorディ
スコネクト
ハンドオフ-自
動(オプション)

配線用のアク
セスドア

ステータス、診断、
およびリセット
アドレス
スイッチ

電源、制御、および
モータ接続
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ステータス、診断、
およびリセット
ハンド-オフ-自動
(オプション)

2つの出力
4つの入力

ソースブレーキ接
続(オプション)

アドレスス
イッチ
ネットワーク
接続

ネットワーク接続
6人のユーザ
が構成可能

配線用アクセスドア

ダイナミックブレーキ接続(オプション)

付属するモータケーブル
を使用したモータ接続

• 変化する環境にすぐに対応できる。
• 強化された制御により情報を提供
• パラメータ、ステータス、診断に簡単にアクセス
• アーキテクチャ内でプレミア統合

透過的な時計

アドオンプロファイル
(AOP)

Integrated Architecture™

プレミア統合

• 迅速かつ効率的なプログラム開発
• ステータス、診断、およびコマンド情
報の自動説明タグの生成

• ミスの低減とプログラム時間の短縮
• 単一のソフトウェア構成
• ユーザフレンドリなインターフェイス

• 高精度時間プロトコル(IEEE 1588)のサポート
• デバイスの分散型ネットワーク内で動作
• デバイスを、さまざまなパフォーマンス特性と同
期化

ArmorStart LTとEtherNet/IPで真の組み込みデュアル・
ポート・スイッチ・テクノロジを実現し、リニアトポロジまたは
デバイス・レベル・リング(DLR)トポロジをサポートします。

DEVICELOGIX
• 追加費用がいらない標準機能
• 高速ローカルI/O処理
• 制御システムパフォーマンスの改善
• システム信頼性の向上
• システム/マシンのモジュール性の向上

BAND
入力1

ブーリアンAnd
入力1

出力

出力A

入力2
入力2

内蔵WEBサーバを
サポート
• オンラインステータス、診断パラメータ構成をどこに
いても提供

• フォルトおよび警告の電子メール通知を受信
• 特別なソフトウェアは不要、標準のWebブラウザ
のみ
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包括的なON-MACHINEソリューション
ArmorStart分散モータコントローラのファミリーは、コンベアおよびマテリ
アルハンドリングのアプリケーションに最適です。軽工業および重工業の
両方のソリューションを制御するニーズに応えます。

重工業

汎用マテリ
アルハン
ドリング

パワーメディア
安全

接続ソリューション
ARMORCONNECT®制御および
3相パワーメディア
• プラグ＆プレイ方式パワーソリューション
• 複数のArmorStartコントローラを接続
• 取付け時間の短縮
• 配線ミスの低減

工業用ETHERNETメディア
• シームレスな接続
• 現場で取付け可能なコネクタ
• パッチコードセットを使用可能
6

280E 䜎䛯䛿㻌281E
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㟁※DC24V
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284E

PLC

Ethernet 䝯䝕䜱䜰

ArmorConnectコントロール・
パワー・メディア
Controle ArmorConnect
㠀ᖖṆฟຊ

㠀ᖖṆධຊ
㠀ᖖṆฟຊ
㠀ᖖṆ㻖

ArmorConnect 3┦䝟䝽䞊䝯䝕䜱䜰

* シングルチャネルの非常停止を示しています。リスクアセスメントを実施して特定の
アプリケーション要件を調査することが必要です。

ArmorStart DeviceNet Safetyバージョンに
は、統合On-Machine安全ソリューションがあ
ります。ArmorStart DeviceNet Safetyは、2つ
の内部安全コンタクタを使用することでカテ
ゴリ4の機能性を達成しています。安全I/Oモ
ジュールを使用して、ArmorStart内部の安全
コンタクタを制御およびモニタしています。

軽工業および重工業ソリューション

ARMORSTARTSAFETY
5(6(7

2))

「従来の手法による複雑な配線を排除し、取付け配線の貴重な
時間とコストを節約できました。ArmorStart®はコンベアの下方に
ぴったりと納まるので見た目もすっきりします。」
– Polytron Inc.
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ON-MACHINEアクセラレータ
このような使いやすいツールとテンプレートにより、On-Machine
アプリケーション独自の機能の開発に集中することができま
す。間接費を増やす日常的な作業に取り紛れる必要はありま
せん。

スマートフォンでこのQRコードをス
キャンしてOn-Machineアクセラレ
ータファミリーのページにアクセス
してください。

スマートフォンにQRコードリー
ダがない場合は、スマートフォ
ンからApp Storeにアクセスし、
QRコードをスマートフォンのカ
メラでスキャンしてください。

ProposalWorks
s
提案および提出物の作成

Product
Selection
Toolbox

Integrated
Architecturer Builder

eCADWorks
CAD描画ソース

MCS Star
Design MCS Bus Systems

自動システムコンフィギュレータ

設計MCSバスシステム

CrossWorks

UserDefined
Device

競争力のある相互参照プログラム

ユーザ定義デバイス

Current

プログラムアップデータ

RailBuilder

デザインDINマウンタブルシステム

Rockwell Automationは、お客様独自のニーズに対応した広範な高品質の
Allen-Bradley®コンポーネントを提供しています。 当社は、コンポーネントの
選択を支援するさまざまな構成および選択ツールを用意しています。
௦⌮ᗑ

代理店については、1.800.223.3354 まで電話でお問い合わせください。
http://www.rockwellautomation.com/distributor/

䜸䞁䝷䜲䞁〇ရ䝕䜱䝺䜽䝖䝸

当社の広範なポートフォリオは、あらゆる製造サイクル段階を通じてお客様のプロセスを改
善するために設計されています。
http://www.rockwellautomation.com/products/

Product Selection Toolbox

当社の広範な製品選択およびシステム構成ツールが、お客様の製品の選択および利
用を支援します。
http://www.rockwellautomation.com/en/e-tools/

䜹䝍䝻䜾

カタログには、お客様に役立つ広範なAllen-Bradleyコンポーネント製品についての情報
が記載されています。
http://www.ab.com/catalogs/

産業用オートメーションで世界をリードするRockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK)は、持続可能な方法で生産性を向上さ
せるお手伝いをします。当社の誇る代表的なAllen-Bradley®およびRockwell Software®製品ブランドは、革新的かつ優秀な
製品として世界中で広く使用されています。
FacebookやTwitterでROKAutomationをフォローしてください。		

LinkedInで当社とつながってください。

Allen-Bradley、ArmorBlock、ArmorConnect、ArmorStart、DeviceLogix、Guard I/O、GuardLogix、Integrated Architecture、MCS、On-Machine、Product Selection Toolbox、ProposalWorks、RailBuilder、
Rockwell Softwareは、Rockwell Automation Inc.の商標です。DeviceNetおよびEtherNet/IPは、Open DeviceNet Vendor Associationの商標です。
Rockwell Automationに属していない商標は、それぞれの企業が所有しています。
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