
Armor ™ PowerFlex®モータ制御ソリューション –  
スマートで安全、セキュアでシンプルな設計

最も過酷なアプリケーションにも対応する 
On-Machine™ モータ制御ソリューション



On-Machineソリューションが必要な理由は いくつかあります。設置時間の
短縮やダウンタイムの削減が必要なら、On-Machineソリューションが最適
な選択肢です。フロアスペースが不足気味ではありませんか? 予定外のダウ
ンタイムから迅速に復旧できれば収益が改善しますか? もしそうなら、On-

Machineソリューションをお試しください。

On-Machineソリューションは、ゼロ･キャビネット･アーキテクチャに向か
う業界動向を支援します。これらのソリューションによって設置コストを削減
し、マシンサイズを縮小することができます。On-Machineソリューションは、
より拡張性が高く、柔軟な設計ソリューションを提供することができます。 
さらに、On-Machineソリューションではお客様のニーズに変化に応じて 

より簡単かつ迅速に切換えることができます。

On-Machine機能はより多くのマシンをより速く、かつ短期間に製造するこ
とを支援します。この機能はリソースの制約をなくし、稼動の継続を実現し
ます。また、お客様は次世代のマーケットソリューションに余裕をもって取り
組むことができます。マシンをより多く、より速く製造することは、収益改善と
リードタイム短縮の助けとなります。その結果は、顧客満足度の向上につな
がります。

On-Machine 
ソリューション
小さなスペースでも 
大きな能力を発揮
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Armor PowerFlex によるゼロ ･ キャビネット･ デザインの実現



当社は、Armor PowerFlexモータ制御ソリューションによってOn-Machineモータ制御を 1つ上のレベルに引き上げま
した。スマートで安全、セキュアでシンプル – Armor PowerFlexドライブはお客様のアプリケーションニーズに応えるよう
設計された拡張性の高いソリューションです。

システムを迅速に立上げ稼動させることが重要である場合
は、Armor PowerFlexモータ制御ソリューションがお役に
立てます。お客様が機械装置メーカ (OEM)であるかエンド
ユーザであるかに関わらず、時間は貴重です。Armor 
PowerFlexドライブと当社のLogix制御プラットフォーム
は、単一のユーザフレンドリなソフトウェア環境を共有して
います。プラットフォームを共有することで、統一されたシ
ステムをより簡単かつ迅速に設計、統合およびメンテナン
スすることが可能になります。より効率的な立上げは魅力
的だと思いませんか? 内蔵のスタートアップウィザード、柔
軟な取付けオプション、およびクイック接続ケーブルは、設
置時間の短縮に役立ちます。

手間のかかる仕事は ARMOR POWERFLEX に
おまかせください

機器は常にきれいに洗浄しておく必要があります。Armor 
PowerFlexドライブは流水で洗浄できる耐水設計になっ
ているため、お客様のシステム稼動環境に最適です。それ
だけではありません。Armor PowerFlexドライブに組み
込まれたネットワーク安全機能は、マシン設計を簡略化し、
コンポーネントの冗長性を最小限に抑えます。

 また、Armor PowerFlexモータ制御ソリューションを選
択することにより、人材と投資を保護することができます。

耐久性と安全が織り込まれた設計

システムの信頼性の高い稼働を維持することは、お客様
に託された責任です。予知保全を実行することにより、機
器の故障に備えることができます。予知保全では、Armor 
PowerFlexドライブを構成するコンポーネントの寿命を
モニタします。それにより、保守が必要な時期を予測し計
画を立てることができ、費用がかかる予定外のダウンタイ
ムを避けることができます。障害が発生した場合でも、自
動デバイス構成を使用してダウンタイム発生後の迅速な
再起動が可能になります。

より多くのデータによって 
実現できること

次世代の 
Allen-Bradley® の 
On-Machineドライブ
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スマート、安全、セキュア、シンプル

5 ～ 10HP



顧客価値 : 

市場投入までの 
期間の短縮

総費用の削減

取付け時間の短縮

設定および 
立上げ時間の短縮

目的に合った設計

ARMOR POWERFLEX の特長

コスト

設置

• ローカルディスコネクトやダイナミックブレーキなどの複数の 
制御機能を組み合わせて、確固とした成果につなげる 
統合ソリューション。この機能により、設計、設置、および 
統合プロセスを迅速化することができます。

• On-Machineではカスタムパネルが不要になるため、 
オンプレミスの設置や設計変更を迅速に実施できます。

• 現場での接続にすべてクイック･ディスコネクト･ケーブルを 
使用することで、手作業につきものの配線ミスによる 
テスト失敗を極力抑えます。

• プレミア統合により、設計、設定、操作および保守まで、一貫した
ユーザエクスペリエンスを提供し、企業組織全体でのデータアク
セスを実現します。

• Armor PowerFlex製品ラインナップ全体に共通するシンプルな
ワークフローにより使いやすさを実現します。

• ネットワーク接続された安全機能により、共通したソフトウェア 
およびハードウェアの操作性と稼働を通して、複雑さと 
トレーニングの必要性を軽減する費用効率に優れた機械安全を
実現できます。
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立上げ時間の
短縮

安全コストの
削減

予知保全

平均修理時間 (MTTR)の
短縮

トラブルシューティングが
簡単

ダウンタイムの防止 
• 予知保全に対応し、上位レベルの分析モデルへの 
アクセスが可能なリアルタイムのデバイスデータ。

• 内蔵されたデバイス･レベル･リング(DLR)機能を使用する 
レジリエントでフォルトトレラントなギガビットEtherNet/IP ™ 
ネットワーク。

• 自動デバイス構成により迅速な復旧と交換が可能。

ダウンタイム
コストの削減

取付け 
パーツ数の 
削減

エラーの低減 

パネルの 
小型化 
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Armor PowerFlex

PLCが使用できない場合のための
ローカル制御用HOAキーパッド。 
ユーザプログラム可能なボタンにより
柔軟なローカル制御が可能。

ローカルステータスの診断情報により、 
問題発生時にオペレータは直ちに 

ステータスとトラブルシューティングの問題を 
確認可能。

組込みのユーザ入力および 
出力によりマシン設計を簡略化。

デュアルポートEtherNet/IPギガバイト 
スイッチにより、高速ネットワークを実現。

ロック可能なローカル･ 
メンテナンス･ディスコネクトにより、 
最小限の中断時間でモータを 
安全にメンテナンスすることが 
できます。

組込みの安全入力および 
出力により、安全装置を 
安全オートメーションシステムに 
簡単に接続できます。

フィードスルー DC24V補助電源により、
3 相電源がオフの時でもデバイスの設定が
可能。内部電源はオプション。

1 ～ 3HP  
0.75 ～ 2.2kWフレーム
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5つのプライベート･アドレス･ 
グループから静的 IPアドレスを 

設定可能。

ダイナミックブレーキの 
クイックディスコネクトにより 
内部の過熱状態から 
レジスタを保護。

簡単に洗浄でき、 
ごみがたまりにくい設計。

クイックディスコネクト付きの 
標準化されたモータ･ケーブル･ 

アセンブリにより 
取付けの複雑さを解消。

テストポイントを使用して、 
メンテナンスを実施する前に 

DCバスとモータ電圧ステータスを 
安全に検査可能。

フィードスルー 3 相電源および 
補助電源により 
コスト削減と 

迅速な設置が可能。

Armor PowerFlex1 ～ 3HP  
0.75 ～ 2.2kWフレーム



モデル 標準モデル 35Eおよび安全モデル 35S

電力範囲 0.75～ 7.5kW/1～ 10HP (11～ 14kW/15～ 20HPリリース予定 )

可変周波数ドライブ(VFD)制御 V/f、センサレスベクトル制御 (SVC)、エコノマイザSVCモータ制御、クローズドループ速度ベクトル制御、位置制御 *

対応モータタイプ 誘導モータ(IM)、表面取付けおよび埋込構造永久磁石モータ(SPMおよび IPM)、同期リラクタンスモータ* (SynRM)

エンコーダ インクリメンタルエンコーダ、AqB、サイン/コサイン、Hyperface

モータ過負荷 クラス 10、I 2t、パワーロス保持付き

保守用ディスコネクト ロック対策付きのステータスON/OFF (ネットワーク状態を表示 )

高故障耐性SCCR 最大 100kA

ネットワーク スター、リニア、およびリングトポロジ ; デュアルポート ; ポート当たり1000Gbps; 静的および動的 IPアドレス 

通信 EtherNet/IP、内部スイッチ、デバイス･レベル･リング(DLR)、CIP ™

安全保護 CIPセキュリティ; IEC 62443-4-2セキュア産業オートメーション*

構成 Studio 5000®アドオンプロファイル、自動デバイス構成のサポート、MainsFreeの構成

DeviceLogix ™ * ディスクリートI/O、アナログ、計算処理、マクロ機能

機能安全

ハード配線による安全 (STO、SS1(t))
ネットワーク安全 (STO、SS1、安全 I/O、およびSBC)
高度な安全 (SLS、SDI、SPC)
性能 : SIL2～ 3、カテゴリ3～ 4、安全遂行レベル (PL) 安全パフォーマンスおよびリスクアセスメントによってPld～ PLe 

機能安全パフォーマンス
SIL CL2、PLd、CAT3のエンコーダに基づく安全レベル
SIL CL3、PLE、CAT4 STO、SS1(t)
SIL CL3、PLE安全 I/O 

安全 I/O 2 x デュアルチャネル入力または 4 x シングルチャネル入力、1 x 安全バイポーラ出力 

ディスクリートI/O 4点の入力と2点を構成可能
安全入力の使用時は最大 10の標準入力 

クイック接続 (QC) QCが標準仕様。配線管の支持が利用可。3相および補助電源がフィードスルーで付属。

環境条件 周囲温度 : -25 °C～ +55 °C (-22 °F～ +131 °F)
IP54～ IP66、タイプ4/12、衛生的設計

デバイスのステータス情報 総合的なローカルおよびネットワークステータス。詳細なフォルト情報、予知保全、タイムスタンプ付きのイベントログ、 
プロセス変数のモニタ

取付け費用の削減
高い電源効率、コンパクトな設置面積、簡単接続、統合安全セキュリティ、選択式デュアル･モータ･プロファイル、 
統合されたダイナミックブレーキ保護、ローカル制御モード、構成可能キーパッド、モータおよびEMブレーキの統合、 
エンコーダ統合サポート、モータ非依存、内部電源、ローカルディスコネクト

設置 /取付け 水平 : 0°、90°、180°
回転 : 水平軸に沿って: +/-60°

国際的な評価

• ULリスト
• cULusリスト(モータのグループ取付け )
• CEマーク
• RCM
• EN61508
• IEC 62443-4-2、セキュリティ
• ATEX、グループ IIカテゴリ(3) GDアプリケーションの

ATEX認証済みモータ
• KCC

• EAC
• SEMI F47
• EU RoHS、BSMI RoHS (台湾 ) China RoHS
• NFPA 70に適合
• NFPA 79に適合
• NEMA ICS 7.1
• EN61800-3 カテゴリC2およびC3
• EN61000-6-4 CISPR11 グループ 1 クラスA
• ODVA

可用性 『Armor PowerFlex Drives Speci�cations』(Pub.No. 35-TD001)を参照

*今後のリリース

ARMOR POWERFLEX の特長
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rok.auto/lifecycle

デジタルトランス 
フォーメーション& 

コネクテッドエンタープライズ

データサイエンス& 
アナリティクス

エンタープライズテクノロジ

オートメーションFEED/FEL

安全とリスク管理

メイン･オートメーション･ 
コントラクタ(MAC)

最新化と 
移行エンジニアリング

プログラムとプロジェクトの 
管理&実装

グローバルロールアウト

OTネットワークと 
サイバーセキュリティ

マネージドサービス

OT関連のサービスとしての 
インフラストラクチャ (IaaS)

リモートサポート

予知的 /処方的な分析

eラーニング

インストラクタによる 
トレーニング& 

バーチャルトレーニング

人材の評価

仮想現実(VR)/拡張現実(AR)

資産の修繕、再製造、および
管理

安全評価と修正措置

オンサイトの技術サポート

コンサルティング
サービス

専門サービス コネクテッド 
サービス

人材サービスフィールドサービス

適切な専門知識を適切なタイミングで提供します。
お客様のライフサイクルおよびデジタルトランスフォーメーションの取り組みを、 

当社の幅広い分野の専門知識でサポートします。

https://www.rockwellautomation.com/en-us/capabilities/lifecycle-services.html

