Integrated Architecture (統合アーキテクチャ)
リアルタイムの制御と情報により、スマートマニュファクチャリング、
マシン、および装置を実現

コネクテッド
エンタープライズの
実現

目次

コネクテッドエンタープライズでは、製造業務や産業業務にお
けるデジタルトランスフォーメーションを通じてお客様に価値
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コネクテッドエンタープライズを通じて、ロ

ロックウェル・オートメーションは、統 合さ

ックウェル・オートメーションの高性能アー

れた制御および情 報により実現され、産業
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当社のIntegrated Architecture®
(統合アーキテクチャ)の制御およ
び情報製品ラインにより障壁を
取り除くことができるため、従来
は取り出せなかったデータに安全
にアクセスできます。そのデータ
は状況に当てはめた説明にされ
て、適切な情報が必要なときに必
要な人に提供できるようになりま
す。このすぐに使用できる情報は、
生産スループット、工程品質、資産
の健全性、
エネルギー効率のよう
な主要業績評価指標に影響を与
えるため、真の事業価値をもたら
します。
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スマートマシンと機器
当社の統合アーキテクチャの制御
および情報製品ラインは、
OEM

E

(相手先商標製造会社)によるイン
テリジェントな製造装置の製作を

Analytics

サポートします。これらは簡単に設
備に組込むことができ、情報にア
クセスでき、市場環境の変化に素
早く対応できます。ロックウェル・オ
ートメーションは、機械装置メーカ

(OEM)とそのお客様が繋がり、規格
に適合し、競争力を得ることができ

INTEGRATED CONTROL & INFORMATION

るようサポートします。

オープン – セキュア – スケーラブル

企業のリスク管理

ライフサイクル管理の向上、より

資産活用の改善と
最適化

スによる立上げ時間の短縮、グリーン

効率的な運用の実現、エネルギー

信頼性の強化と品質の向上、インテ

る危険性が低い安全でセキュア

フィールドによるより短時間でのス

管理の強化、より使いやすい

リジェンス運用ツールにより行なう

なオペレーション環境下で知的

テクノロジへの移行。

予知保全。

財産およびブランドイメージを

市場導入時間の短縮

総所有コストの低減

設計生産性、インテリジェントデバイ

タートアップ、オペレーションおよびIT

低品質の製品と内外の脅威によ

保護。

のリスク低減に関して定評のある
テクノロジ、お客様の動向により迅速
に反応する敏捷性。
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さらにスマートな
テクノロジ

課題

制御システムを単に稼動させることではなく、
制御システムをシームレスに協調して稼動さ
せることが問題となっています。

さまざまな分野を1つの
オートメーション
アーキテクチャに統合
さまざまな分野の力を統合アーキテクチャシステムに
役立てます。
技 術が革新を続けると共に、お客様の生 産

生産データにリアルタイムでアクセスできる

企業も競争力を維持するために進歩し続け

ため、マシンパフォーマンスのモニタと改善

る必要があります。お客 様の生 産分野を統

が可能になります。同様に、エネルギー消費

合された工場全体のアーキテクチャに収束

を洞察できるようになり、需要を予測し、コ

することにより、生 産の 拡 大と工場 規模 の

ストが最適化された供給と合致させ、ピーク

拡大を支援する、陳腐化しない単一のネット

時の使 用パターンの管理を改善することが

ワークテクノロジのメリットを手に入れるこ

できます。

とができます。
プ ロセ ス、バッチ、ディスクリート、ドライ
ブ、安全およびモーションを接続されセグメ
ント化された工場全体にわたる1つの基盤に
統合することにより、運用のすべてのレベル
で効率と生産性を向上させることができま
す。これにより、複数の異なる制御システム
の必要がなくなり、設置稼動およびメンテナ
ンスが簡単な1つの共通フレームワークに置

統合アーキテクチャにより、お客様のコネク
テッドエンタープライズを以下の点で強化す
ることができます。
•資
 産活用とシステム性能を高める継続的改

善によりさらに高まる生産性

ソリューション

統合のメリット – 1つの共通の制御プラットフォーム、共通の
ネットワークおよび共通の設計環境のメリットは、
すべてを
簡略化してコストを削減できることです。

•迅
 速でコスト効率の高い市場変化への対応
を通じてビジネスにおける俊敏性の向上
•セ
 キュリティリスクの低減による人員、情報
および機器などの重要な資産の保護
•シ
 ステム設計の効率性と迅速な資産統合に
よる市場投入に要する時間の短縮
•製
 品ライフサイクルの延 長、より安 全な 環
境、およびエネルギー使用量の削減による
サステナビリティのサポート

ケーススタディ
ノース・アメリカン・ティリッジ・ツールズ(NATT)社
ノース・アメリカン・ティリッジ・ツールズ(NATT) 社は、農機具メーカ向けスチール
ディスクを毎年180 万枚生産しています。NATT は、生産性を高めるため、安全およ
びモーションコントロールが統合されているロックウェル・オートメーションのシ
ステムを備えた新しいプレスの金型を導入しました。これで、NATT は要求生産量
とCSA/TÜV 安全規格を満たしながら、生産ラインを将来にわたって使えるように
なりました。

き換えることができます。
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さらにスマートな
テクノロジ

統合アーキテクチャ

プログラマブル・
オートメーション・コントローラ

I/Oデバイス

CompactLogix™ • Compact GuardLogix® •
ControlLogix® GuardLogix® •
Armor™ GuardLogix® • Micro800®

COMPACT 5000™ I/O • FLEX 5000™ I/O •
FLEX™ I/O • POINT I/O™ •
1715冗長I/O • Dynamix

オペレータインターフェイスおよび
産業用コンピュータ

PanelView™ • MobileView™ • VersaView®

視覚化および
情報ソフトウェア

FactoryTalk® • Arena® • ThinManager®

オートメーション設計ソフトウェア

産業用ネットワーク
インフラおよびメディア

統合のメリット

モーションコントロール

電力およびエネルギー管理の
統合

Kinetix® • iTRAK® • MagneMotion®

電力およびエネルギー管理の統合により、単

Stratix®

Logixテクノロジを使用して、1つの制御エ
ンジンと1つのネットワークテクノロジを工
場全体のアプリケーション、運用および環

独のエネルギー管理ソリューションを構成し

境で使用することにより、プロセス、バッ

たり、投資することなく、既存の投資を活用

チ、ディスクリート、ドライブ、安 全、およ
びモーションコントロールを1つのインフ
ラに統合することができます。

モータ制御装置

分散制御システム

PowerFlex® • IntelliCENTER®

PlantPAx®

してエネルギー消費を視覚化し、能動的に管
理することができます。

ディスクリート制御

モータ制御

モーションコントロール

安全の統合

連続プロセス制御

バッチプロセス制御

Logixは、ディスクリートアプリケーション

モータ制御装置をLogix環境で構成するこ

Logixは、構成からプログラミング、立上げ、診断

統合安全ソリューションでは、全体的なマシ

PlantPAx®分散制御システムは、工場全体の

Logixは、効率的で予測可能なバッチ処理、

で優れた信 頼性と高いパフォーマンスを

とにより、コントローラのプログラミング

およびメンテナンスまで、モーションコントロー

ンパフォーマンスに焦点を当てているため、

制御と統合アーキテクチャシステムの比類の

バッチ間の一貫性、バッチ実行中のイベント

提供します。プログラミングソフトウェア、

とドライブシステムの構成、稼動およびメ

ルを完 全にサポートしています。真の 統 合によ

高 い 効 率 性と設 計 生 産 性 により機 械 製 造

ない拡張性に、最新の分散制御システム(DCS)

情 報と共に、Logixベースのシーケンスマネ

のコア機能を組み合わせたものであるため、

ジャによるコード、レシピ、フェーズおよびロ

競争上の優位性を得ることができます。

ジックの再利用性により、お客様の製品の市

コントローラ、およびI/Oモジュール間の緊

ンテナンスを統合し、プログラミング時間

り、立上げとデータ収集を簡素化し、市場投入に

メーカは競争力のある価格で、柔軟で高性能

密な 統 合により、開発時間と立 上げ時お

を短縮し、スタートアップと立上げを容易

要する時間を大幅に短縮し、稼 働時間を最 大化

な機 器を提 供することができます。安 全 速

よび通常運転時のコストを削減します。

にし、診断へのアクセスを合理化すること

します。

度や安全方向のようソリューションにより、

場展開までの時間短縮に必要な柔軟性を提

コストのかかるシャットダウンを大幅に減ら

供します。

ができます。

すことができます。
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さらにスマートな
テクノロジ

課題

さまざまなプログラミングツールを使用すること
によって、複数のネットワーク上でスムーズに動
作する拡張性に富んだ、統合されたハードウェア
と見えるシステムは、実際は不必要に複雑な場合
があります。

拡張性に富んだ
アーキテクチャ
柔軟性が高く拡張性に富んだオートメーション
アーキテクチャを実装することで、最も競争力
のある価格でさまざまなアプリケーションに
対応すると同時に、可能な限り小さな設置面
積を実現します。
これらの目標を達成することは、特にさまざ

使用します。この種の拡張性があれば必要な

柔軟性の向上

まなお客様の要件を満たす幅広い機器を製

ものだけを買えば済むため、総所有コストを

造する場合に、大きな課題となります。ハー

削減できます。このため商機を機敏につかむ

共通のコンポーネントやツールを使用するこ

ドウェアソリューションを指定オートメーシ

ことができ、習得や導入のための投資を低く

ョンベンダーから採用することは、拡張性が

抑えることができます。

あるように見えますが、 実際には、さまざま
なネットワークやプログラミングツールを使
用している場合が多いため、機器の設計や開
発は複雑化します。
当社のアプローチでは、規模や複雑さに関わ
らずさまざまなアプリケーションに、共通の
オートメーションコンポーネントとツールを

10

ウェアを用途のニーズに合わせて拡張するこ
とができます。
メンテナンス費用とダウンタイムを削減

制御および視覚化の設計と実装を再利用す

システムコンポーネントは、トレーニング要

が 実現し、統 合が 改善され、生 産 性が最 適
化されます。

問題の多いアプリケーションのために一体化された、
拡張性に富んだ設計環境、
ネットワークテクノロジ、
およびオートメーション製品ライン。

とにより、自身のハードウェアおよびソフト

開発サイクル中の時間と費用を節約
ることができるため、迅速なスタートアップ

ソリューション

件、予備部品の在庫、および平均修復時間を
削減することで、メンテナンス費用を削減す
るのに役 立ちます。そして、これらはすべて
稼動時間の向上に繋がります。

ケーススタディ
バイオファーマックスグループ
世界的な製薬施設の会社であるバイオファーマックスグループは、将来の拡張
に対応でき、最小の設置面積と高い清浄度を維持できる、オープンで拡張性に
富むシステムを必要としていました。そのソリューションは、製造変数に迅速に
対応でき、改善措置を提供する拡張性に富む最新の統合アーキテクチャシステ
ムでした。

詳細はこちらをご覧ください:

rok.auto/ia

さらにスマートな
テクノロジ

拡張性に富んだアーキテクチャ

適切な規模の制御および
インテリジェンス

統合アーキテクチャツール

大規模な制御システムから小規模なシステ

化されたマシンを創造するための時間を最

ムまで、当社では一定範囲の制御タイプとサ

小化する高度なアクセラレータツールキッ

イズを特定のアプリケーションニーズに合わ

トまでの統合アーキテクチャシステムの計

当社は、単純な部品表の作成機能から差別

せて開発しました。そのすべてが同じLogix

マシン

プラント

制御エンジンを使用し、すべてが世界をリー

画と構成を支援することができます。

ドする性能と柔軟性を備え、低コストの生
産と高い投資利益率を誇ります。

産業安全ソリューション

製造生産のインテリジェンス

I/Oの柔軟性の向上

このシンプルなアプローチにより、小型

単一の拡張性に富んだ
ネットワーク

当社は、産業安全における専門知識、経験お

当社の視覚化製品は、重要な生産およびプロ

シャーシベースまたは分散型、In-Cabinet

マシンから工場全体までのあらゆるアプリ

当社のネットワークソリューションは、お客

よびテクノロジにより、この分野における世

セス情報や企業データを表示する手段を提

様のオートメーション制御システムを相互に

界的リーダとしての地位を確立しています。

供します。あらゆるタイプの産業、アプリケー

(キャビネット収納型)、On-Machineまたは内
蔵型であるかに関わらず、当社のI/Oソリュー

当社の製品ラインには、固定速度スタータ

ケーションに対応することができます。アプ
リケーションにとって「要十分な」機能を指

接続すると共に、企業の残りにも接続でき

当社の機械、プロセスおよび電気安全アプ

ションおよび製造環境にわたり、これらの製

ションにより、柔軟性を向上させ、配線の煩

波数ドライブ、最も要件の厳しいアプリケー

定できると共に、必要に応じた柔軟性と拡張

ます。当社は、最も単純なアプリケーション

リケーション向けの機能安全ソリューション

品は意思決定と動作効率の向上を支援し

雑さやコストを削減するための支援を提供

ション向けの高性能な多軸サーボドライブ

性を提供します。

から工場全体への展開まで拡張可能な標準

は、要求される安全遂行レベル(PL)に合わせ

ます。

します。安全ソリューションについて、当社

までが揃っています。

イーサネットネットワークを使用してこれを

てオーダーメイドすることができ、傷害やコ

の安全定格I/O製品は、SIL 3、PLe、カテゴリ4

実現しています。

ストを削減すると同時に、生産性を向上させ

までのTÜV認定を受けています。

1つの設計環境

モータおよびモーション
コントロール
から、広範なアプリケーション向けの可変周

ることができます。
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詳細はこちらをご覧ください:

rok.auto/ia

生産性の向上

課題

設計プロセスは、それぞれのタスクに異なるツールを
使用することにより複雑化する可能性があります。

オートメーション
設計の生産性
ソリューション

オートメーションプロジェクトの設計、
開発、および納入のための時間とコストの削減を
支援する単一の設計環境。

当社の5000 Automation Engineering & Design
Environment®は、設計およびエンジニアリングの要素を、
簡単かつ直感的な使用を実現するワークフローを備えた
1つの標準フレームワークに結合します。

オートメーションへのユニークなアプローチ
を提供します。あらゆるオートメーション分
野および産業に対応する世界クラスの機能
を提供するよう設計された共通の制御エン
ジンと開発環境を使用できます。

Studio 5000開発環境を使用することで、市
場の変動やビジネスニーズに迅速に対応し、
総所有コストを削減できます。また、新しい
設計機能により、オートメーションの生産性
を向上させ、プロジェクトのライフサイクル
コストを削減できます。Studio 5000は、コン
トローラという枠を越え、システム全体の開
発および設計ツールとなっています。

主な特長
•高
 い拡張性と柔軟性 - モジュール式のコー

ドを使用してアプリケーションを簡略化
する
•効
 率的なプロジェクト設計 - コードの作成、
構造化、テスト、およびコピー
•効
 果的なコンテンツ管理 - コンテンツの作
成、格納、共有、および再利用
•迅
 速なダウンタイムの回復 - 迅速にトラブ
ルシューティングする必要があるコードを
論理的に検索する

ケーススタディ
CKCエンジニアリング社
CKCエンジニアリング社は、世界最大手のある医療機器メーカから、新しい押出
工場向けのカスタム・マイクロボア・チューブ・スプーラ機の設計と開発を依頼さ
れました。ロックウェル・オートメーションのソリューションは、プログラミング
および立上げ時間を25% 短縮しました。

•協
 調エンジニアリング - 複数の人間がコー
ディングした後、比較しマージできる
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詳細はこちらをご覧ください:

rok.auto/ia

生産性の向上

Architect

Logix Designer

簡略化されたシステム設計と
データ交換が可能

Application
Code Manager

システムの再使用と短時
間でのプロジェクトの構築

協調システムプログラミングと
構成

Logix Emulate

仮想設計とオペレータ・
トレーニング・システム

アプリケーションの設計、操作、維持に最適

バーチャル設計および
エンジニアリング

な方法でシステムを構成します。Studio 5000

デジタル設 計、シミュレーション、エミュレ

は、設計ワークフローの中核として、適時に

ーションにより、削 減 を 達 成して 競 争上の

システム構成

優位性を維持します。シミュレーションは、

適切なユーザに状況に合った情報を提供す
る主要な手段です。

View Designer

Logixで高度に統合され
たHMI

新しいビジネスのアイデア、規則、および戦
略の影響を実装前に分析することでビジネ
スを保護します。これは、開発サイクルの短
縮、リスク緩和、システム設計の最適化に役
立ちます。

情報利用

システムセキュリティ

デバイス管理

コードの編成、アクセス可能性、再使用を簡

モジュール式
オートメーション

デバイスとシステムのデータ構造により、簡

インフラのセキュリティ、ユーザアクセス制

すべての種類のデバイスに名前付きのデータ

コラボレーティブ
エンジニアリング

略化し、ベストプラクティスと標準化の確立

設計エンジニアが複雑なプロセスを管理し

単な作業で企業全体のデータを収集して、す

御、変更の検出と対応、および知的財産の管

構造と共通のユーザエクスペリエンスを提供

システム間でシームレスにデータを共有する

を支 援します。再 利 用可能 なコンテンツを

やすいタスクと論理的な機能のグループに

ぐに使 用できる情 報に変 換し、適切な人 員

理に重点を置いたリスク軽減と重要な資産

することで、アプリケーションの設計、コード

ことにより、開発時間を短縮します。これに

効率的に管理すると、特にApplication Code

分解することを可能にします。これにより、

が適時に利用できるようにします。これによ

の保護に役立ちます。

の再使用、故障または老朽化したデバイスの

より、複数の人間が同一のプロジェクトで世

Manager のバ ルクエンジニアリング機能と

コードの再利用が容易になり、トラブルシ

り、より良い意思決定を支援し、全体的なパ

迅速な交換が簡略化されます。これにより、

界中のどこからでも同時に作業を行なうこと

組み合わせた場合に、設計時間を短縮でき

ューティングに役立ちます。

フォーマンスを改善します。

生産性が向上し、設計サイクルが減少して市

が可能になります。

ライブラリ管理

ます。

場投入に要する時間を短縮することができ
ます。
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詳細はこちらをご覧ください:

rok.auto/ia

課題

生産性の向上

生産データを収集する情報システムは数多く存在します
が、
ビジネス価値を増大させるすぐに使用できる情報が
得られるとは限りません。

製造インテリジェンスと
運用管理

世界中に展開する産業企業では、新たに出現したテクノロジを
活用して、生産データを解析し、新しいビジネス価値を生み出
す、すぐに使用できる情報に変換することが始まっています。企
業全体を通じて異なる生産システムやプロセス間をシームレス
でセキュアに接続することが可能になり、非常に有益な効果が
あります。
最新の運用管理では、既存のデータを上手

当社のソリューションは、1台のマシンまたは

に利用してパフォーマンスを高めるために、

ラインレベルに個別に配備して特定のニーズ

システムやプロセスを改善する効果 のある

を解決することができ、さらに複数のライン

状況に即したロール(役割)ベースの情報を提

またはプラントに拡張して企業全体の事 業

供するために設計されたツールを組み合わ

目的を達成することができます。

せて使用します。
当社の視覚化、報告および解析ソリューショ
ンにより、パフォーマンス、効率性、品質およ
びエネルギー管理に影響する重要な要因をモ
ニタし、見やすいダッシュボードで会社全体
から参照することができます。
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ソリューション

重要な生産情報にリアルタイムでアクセスし、
精度の高い迅速な意思決定やビジネスにおける
俊敏性を実現し、
パフォーマンスと生産性を
向上させます。

ケーススタディ
トリッグ・テクノロジーズ社
トリッグ・テクノロジーズ社は、石油およびガス会社向けの炭化水素転送装置の
販売、リース、および修理を行なっています。クラウドプラットフォームを組み合
わせた当社の制御および情報ソリューションを使用することで、支払請求サイク
ルが平均20日短縮され、タグ付けミスが実質的にゼロになりました。トリッグ・
テクノロジーズ社は転送、石油の全体的な品質、および長期にわたる生産性に
ついての履歴トレンドデータをリアルタイムに把握できるようになったため、
メンテナンスと意思決定を改善できました。

詳細はこちらをご覧ください:

rok.auto/ia

生産性の向上

製造インテリジェンスと
運用管理

統合された制御および情報を
提供するアーキテクチャの
選択

生産性の改善

優れたソリューションを構築するには堅固

中に製 造メーカが 採用する技 術にシームレ

な基盤が重要です。Stratix®スイッチに接続

スにつながります。そして知識のコラボレー

されたLogixコントローラにより強化された

ションと共有、生産のライブ診断の表示、マ

FactoryTalk®情報ソフトウェアは、さらに生

シンのアラームとの対話、およびデバイスの

産的でよりセキュアな高度に情報化された

トラブルシューティングを通じてチームの生

システムの構築を支援します。

産性を向上させます。

FactoryTalk® TeamONE™モバイルアプリケー
ションは、デジタルトランスフォーメーション

エンタープライズ製造インテ
リジェンス(EMI)による
パフォーマンス管理

製造実行システム(MES)

情報の活用

コラボレーション(共同作業)

モバイルソリューション

百聞は一見にしかず

当社のMESソリューションにより、標準化さ

当社のシステムは、情報の収集、解析、文脈

情報を活用して正しい意思決 定と周囲との

適切な情報を適切なタイミングで適切な人

適切な情報ソフトウェアを使用することによ

れたワークフローを提供し、生産業務を最適

化 および共 有を容 易にします。柔 軟 でオー

交流を図ります。当社のソリューションによ

間が適切な機器で取得することにより、情報

り、運用の可視性を高めることができます。

当社のソリューションは、プラント・オート

化する手順と実行を管理できます。

プンな規格をサポートするソフトウェアツー

り、制御システムのデータをカスタマイズし

を活用して正しい意 思決 定を下すことがで

当社のソフトウェアは、実際に発生している

メーション・システムに直感的に接続し、機

ルを使用することにより、データをすぐに使

てお客様のニーズに合わせ、現在最も一般的

きます。当社のソリューションは、お客様が

状 況 の 測 定と表 示を支 援します。パネルか

器の稼働状態を表示することができます。総

用できる情報に接続し組織化することがで

なテクノロジを使用して周囲と情報を共有す

使用するすべての主要なモバイルプラットフ

らデスクトップ、大画面からモバイル用小画

合設備効率(OEE)、平均修復時間(MTTR)など

きます。製 造データから判断力と洞察を得

ることができます。

ォームに対応しています。当社では、デスク

面まで、適切な情報インフラを使用すること

の重要な主要業績評価指標(KPI)を把握する

ます。

トップコンピュータに縛られない直 感的な

は、希望する方法でデータを表示するために

ワークフローによりユーザの 使 用可能性に

重要です。

ことができます。

重点を置いています。
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詳細はこちらをご覧ください:

rok.auto/ia

セキュアな環境

課題

産業組織は、制御システムを企業に接続することにより
シームレスな情報の流れを確立する必要がありますが、
複雑な相互接続システムは必ず問題があります。

産業オートメーショ
ンセキュリティ
制御システム、ネットワーク、およびソフト
ウェアのすべてがセキュリティの脅威およ
びリスクからの保護のために役立ちます。
リスクを管理し、お客様のニーズに応える
セキュアな産業用制御システムを構築して
ください。
ロックウェル・オートメーションでは、内部お

これらのソリューションには以下のものが含

よび外部からのセキュリティ上の脅威からシ

まれます。

ステムを保護するために多層防 御アプロー
チの導入をお奨めしています。このアプロー
チでは、アーキテクチャおよびプラントの個
々のレベルで、物理、手順および電子層から
なる多層防御の活用を提案します。
多層防御の目的には、攻撃のリスクの低減、
お 客 様 の 資 産 へ の 潜 在 的 な 攻撃 の 試 み の
識 別、攻撃 の 遅 延化が含まれ、お客 様 がリ
スクに対応し適切な対 策を講じるための時
間を増やします。ロックウェル・オートメー
ションでは、多層 防 御ストラテジの 構 築 を
支援する製品やサービスを提供しています。
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•ネ
 ットワークインフラの保護

外部からの攻撃に耐性がある制御システム
ネットワークの作成
•コ
 ンテンツの保護
重要な制御システムのコンテンツおよび知
的財産を不正使用や違法コピーから保護

ソリューション

制御システムだけでなくデータやポリシー、手順
にも拡張でき、人員、
プロセスおよびテクノロジ関
連のリスクにも対応できる産業用セキュリティへ
の一貫した、総合的なアプローチ。

• 改ざんの検出
制御システムへの攻撃の検出、記録、およ
び通知
•ア
 クセス制御およびポリシー管理
誰が、何を、どこで、いつアクセスを許可す
るかを制御することによる信頼性の高い環
境の作成

ケーススタディ
MGブライアン社
MGブライアン社は、重機および石油&天然ガス産業向け機械の製造メーカです。

同社は、
リアルタイム情報へのセキュアなアクセスを通じたハイテク水圧破砕機器
のリモート資産管理のためにクラウドコンピューティングを採用し、分、時間、および
日単位での水圧破砕トラックの使用をモニタできるようになりました。これにより、
同社は業界標準の月次契約から利用回数制料金モデルにリース契約を変更するこ
とができました。

詳細はこちらをご覧ください:

rok.auto/ia

セキュアな環境

産業オートメーションセキュリティ
コンピュータ

アプリケーション
物理的

ポリシー、手順および意識

ネットワーク

デバイス

アクセス制御および
ポリシー管理

ネットワークおよび
セキュリティサービス

ソフトウェアおよび 特 定のユーザ 役 割およ

ロックウェル・オートメーションのネットワー

ントローラの変更検出およびイベントログ

び権限の認証および権限付与は、FactoryTalk

クおよびセキュリティサービスは、お客様の

機能を使用して変更を検出します。

Securityにより制御でき、セキュリティ権限バ

セキュリティプログラムやアーキテクチャの評

インディングおよびデータアクセス制御を使

価、設計、実装および監査を支援し、グローバ

用して更に制限することができます。

ルなセキュリティ規格に準拠することができ

改ざんの検出

多層防御アプローチ

コンテンツの保護

適切な制御を適用することによりさまざま

生産データ、レシピ、コードなどの貴重な知

ネットワークインフラの
セキュリティ

なレベルでのセキュリティ上の脅威から産業

的財産をLogixデータ保護サービスを利用し

ネットワークへのアクセスを制御する機能を

Studio 5000およびFactoryTalk® AssetCentre
のデジタル署名付きファームウェア、Logixコ

用資産を保護し、さまざまなタイプのリスク

てアクセスや閲覧から保護します。

提供し、お客様の工場フロアネットワーク上
のデバイスに関連する望ましくない活動を制

に対応できる多層的アプローチ。

御します。

ます。
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詳細はこちらをご覧ください:

rok.auto/ia

セキュアな環境

課題

技術は速いペースで進歩していますが、サプライヤだけが
先に進み、お客様が時代遅れの機器と共に取り残されるよ
うな状態では生産の問題点は解決されません。

収益性の高い
パートナシップ
グローバルな需要の継続的な増加により、ダウンタイムを防止
し、生産性を向上し納入を促進するようにグローバルな製造
メーカへの圧力が高まっています。当社は世界最大の産業
オートメーション専門の企業として、お客様がこの需要に対応し
事業収益を最適化することを支援できます。
お客様の明確な目標を達成するには、生産を

生産性の最大化

改善のための戦略の策定

評価、分析および適合し、ダウンタイムの時

お客様の成功なくして、当社の成功はありま

お客様の日常的なニーズを満たすだけでな

せん。当社の唯一 の目標は、お客 様 の 生 産

く、実 行可能な改善計画により事 業改善の

性が年々向上することを支援することです。

機会を発見し結果を出すことができる専門

当社固有の、経 験に裏打ちされたサービス

家にいつでも相談することが必要です。

間当たりのコストの増加や熟練従業員の求
人難などを含む数多くの課題を克服する必
要があります。技術が常に変化を続ける分野
では、競争力を維持するためにソリューショ
ンやサービス、サポートを提供するビジネス
パートナと提携する必要があります。
当社は、お客様のダウンタイムを最小限に抑
え、収 益 性が 高く、安 全、そしてサステナブ
ル(持続可能 )な運用を目標としています。こ
の目標を達 成するため、当社では固有の産
業リソースとテクノロジ固有の専門知識を開
発し、プロジェクトのリスクを低減し、お客
様のニーズに特化したソリューションを提供
し、グローバルに事業を展開し、現地でのサ
ポートを行なってきました。
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ソリューション

優秀な納入実績とお客様の事業とオートメーション
への投資に対して長期的に責任を持って対応する
専門のサプライヤ 。

は、お客様のオートメーションへの投資を最
大化するよう設計されています。
お客様のニーズに対応
あらゆる産業生産設備は、基本的ニーズ、つ

ケーススタディ

まり部品の現地調達、施設でのサポート、現
地の言 語でのトレーニングおよび世界クラ
スの専門知 識を、日々の業務で満たす必要
があります。当社のグローバ ルな事 業 展 開
はお客 様 のこれらのニーズを満たすことが
できます。

ASARCO社

銅採掘、溶錬、および製錬を行なう総合企業であるASARCO社は、製錬所にある電
解質浄化装置の制御システムのアップグレードが必要になりました。ASARCO社は、
ロックウェル・オートメーションと共に作業することで、
システム全体の効率性、保全
性、および柔軟性を改善することができ、新しい統合ソリューションを施設の他の
部分にも適用することができました。

詳細はこちらをご覧ください:
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セキュアな環境

収益性の高いパートナシップ

運用を最適化
産業およびプロセス全 体について、ロック
ウェル・オートメーションは 、収 益 性 が 高
く、安 全、そしてサステナブル ( 持続可能 )な
運用を目標としています。当社は、産業およ
び技術固有の専門知識をお客様に提供し、
これらの目標とお客様の固有の課題を達成
します。

拡張性に富んだソリューション

最新化のサポート

戦略的提携

PartnerNetwork

当社はソリューションをお届けするだけで

お客様が必要とするサポート
を必要とするときに

今日のお客様のニーズに合致したソリューシ

製品が開発されてから年数がたつと、当社で

当社のアライアンス(提携)パートナは当社お

当社のPartnerNetwork™フレームワークは、

なく、世界規模のサポートセンターと技術顧

リモートサポート、交換部品およびオンサイト

ョンを開発するだけでなく、当社は常に明日

は可能な限り製品寿命を延ばすためのオプ

よびお客様と協力して、シームレスなソリュー

サプライチェーンを合理化しプロジェクトの

問の 構 造基 盤により、お客 様 のオートメー

サービスが1つに統合された定額料金制のサ

を見つめています。お客様の現在の状態や、主

ションを提 供し、可能な限りシームレスに次

ションを提 供する能力を高め、お客様の企

実 施を簡素化することにより、お客様の製

ションへの投資を保護し、施設の資産を最

ポート契約で保証され、お客様のすべての機

要な要因として拡張性に重点を置いたソリュー

世代に移行することができるように十分に余

業内およびサプライチェーン全 体を通じて

造およびオートメーションの課題を解決す

適化し、生 産性を向上し、財務実績を改善

器および修理のニーズに対応した単一の窓口

ションをどのように設計するかを理解するた

裕を持った事前通知を行ないます。

最強の技術的、競争および戦略上の利点を

るために協力して作業する、エンジニアリン

します。

を提供します。

めに、当社は共同アプローチをとっています。

提供します。

グの専門家とクラス随一のサプライヤとの

投資の保護

統合チームから構成されています。
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詳細はこちらをご覧ください:
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センサと安全

ハードウェア
製品ライン

スマートセンサ

•	コネクテッドエンタープライズの実現テクノロ
ジとして機能する、IO-Linkを装備したスマート
センサ

•	IO-Linkが統合アーキテクチャを通してセンサ
のシームレスな統合を実現

•	多数のマスタオプションと、幅広いIO-Link対
応のスマートセンサを使用可能

•	ダイレクトEtherNet/IP接続を備えた無線自動
識別(RFID)システムとエンコーダ

スマートセーフティ

•	GuardLinkテクノロジにより、セーフティコン

ポーネントの統合アーキテクチャへのシーム
レスなリンクが実現

•	ソフトウェアで構成可能なセーフティリレーと
GSR単一機能セーフティリレーのためのイーサ
ネット接続

•	440C-CR30ソフトウェアで構成可能なセーフ
ティリレーは、オプションのEtherNet/IPプラ
グイン式モジュールにより、制御システムと
の情報共有が可能

•	インテリジェントなGuardmaster®セーフティリ
レーが、オプションの440R-ENETR EtherNet/IP
インターフェイスを介したネットワーク接続を
実現

モータ制御
PowerFlex ACドライブ
• アプリケーションの柔軟性に対応した設計

当社は、産業用オートメーションに専心する世界最大の企業の
1社として、豊富な製品ライン、サービス、およびサポートを提供
することで、お客様の製造サイクルを改善します。

•電
 力および制御システムに関するリアルタイム
情報へのアクセス

•シ
 ームレスな制御システム統合のためのStudio
5000ソフトウェアによるプレミア統合
PowerFlex高圧ドライブ
•高
 電力需要によるプロセスのソフトスタートお
よび可変速度制御が有効

•エ
 ネルギーコスト、コンポーネント数、メンテ
ナンスおよびモータ摩耗の削減を支援

プログラマブル・オートメーション・コントローラ
• 拡張性に富んだモジュール式のシステム
• SIL 2およびSIL 3安全認証
• プロセス、バッチ、ディスクリート、ドライブ、
• 組 込みおよび分散型I/O
安全およびモーションコントロール

• 高可用性

• 過酷な環境(XT)およびコンフォーマルコー
ティング

• シャーシベース、ローカル、ファミリー固有、
通信ネットワーク経由で分散可能
• 分散型、In-Cabinet (キャビネット収納型)モジ
ュール式 – 柔軟でカスタマイズ可能
• 分散型、In-Cabinetブロック – ネットワーク
アダプタ、アナログ、デジタル、および特殊を
含む

• On-Machine™モジュール式 – 直付け、配線コ
ストの削減、メンテナンスが簡単

• 分散型/内蔵型 - 組込みEtherNet/IP™および
DeviceNet™のサポート、IO-Linkテクノロジ、オ
プションのDeviceLogix™スマートコンポーネン
ト技術

• S MC™ソフトスタータをインテリジェントな

モータ制御ソリューションに簡単に統合する
ことで、生産性の向上とダウンタイムの短縮
を実現

•低
 圧 / 高圧両用、IECおよびNEMAアプリケー

ションに対応した汎用的で堅牢なスタータお
よびリレー

•柔
 軟なサーボ制御のためのリニアアクチュエー

• ロータリ式およびリニア式サーボモータ

•ク
 ローズドループ制御システムのためのアブソ

ライブ

タおよびステージ

リュートエンコーダ

•イ
 ンクリメンタル光学エンコーダにより低コス

オペレータインターフェイスおよび産業用コンピュータ
• 苛酷な環境用コンピュータ
• 危険な領域用のATEXおよびUL定格
• 産 業環境、ディスプレイ非搭載、ディスプレイ
搭載型コンピュータ

•デ
 バイス・レベル・リング(DLR)トポロジ用デュア
ル・イーサネット・ポート付きグラフィック
ターミナル

•産
 業用フラットパネル、LCDモニタ – クラスI、
ディビジョン2の領域

産業用ネットワークインフラおよびイーサネットメディア

状態およびエネルギーモニタ
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モータ制御

ト、小型、高周波および高分解能を実現

• 安全 – FLEX 5000™ I/O、POINT Guard
I/O™、ArmorBlock® I/O、CompactBlock™
Guard I/O™ – 配線コストの削減と
スタートアップ時間の短縮、In-Cabinetおよび
On-Machineアプリケーションが使用可能

の削減、メンテナンスが簡単

Stratixスイッチ

ネットワークトポロジ

•管
 理型イーサネットスイッチはCisco®オペレー

• デバイス・レベル・リング(DLR)

ティングシステムを使用

状態モニタ

エネルギーモニタ

• EtherNet/IPネットワークでの一体型状態モニタ

• EtherNet/IPネットワークでのエネルギーモニタ

• 高性能の携帯型データコレクタ

• 以下の総合的な情報を取得：
- 使用電力量
- 主要負荷
- 電力使用量ピーク時間帯
- 電力料金
- 電力品質

• 完全なソリューションのためのセンサおよびア
クセサリ

によるすべてのモータ制御のニーズに対応する
堅牢な高性能パッケージソリューション

•幅
 広いアプリケーションのためのサーボド

限にし、エネルギーおよび生産廃棄物を削減

• On-Machine™直付け、ブロック – 配線コスト

• 実績のある総合的な予知保全ソフトウェア

•C
 ENTERLINE®モータ・コントロール・センタ(MCC)

モーションコントロール

•安
 全サーボドライブによりダウンタイムを最小

入出力

モータ・コントロール・センタ

• ITおよび製造環境の両方に対応したさまざま
な機能

• 3リングDLR
• 並列冗長プロトコル(PRP)
メディアおよびコネクタ

•非
 管理型イーサネットスイッチは、小規模で分

•産
 業用イーサネット物理メディアの完全な製

Stratixセキュリティアプライアンス

• In-Cabinet (RJ45)ネットワークメディア

•複
 数の最新のセキュリティ機能を単一の装置に

• On-Machine (M12およびVariant 1)イーサネッ

離したネットワークに最適

結合

品ライン

トメディア

• 事故の検出、予防、および対応をサポート

詳細はこちらをご覧ください:
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視覚化とコラボレーション

ソフトウェア
製品ライン

FactoryTalk® View SE
分散型サーバ/マルチユーザアプリケーションのモ
ニタおよび制御を目的とした監視レベルのHMIソフ
トウェア。

FactoryTalk® View ME
マシンレベルのオペレータインターフェイス装置向
けの専用の強力なソリューションを提供する汎用HMI
アプリケーション。

FactoryTalk® ViewPoint
出先、
自宅、
またはオフィスで、
Webブラウザを介し
て、FactoryTalk® Viewのグラフィック、
トレンディン
グ、
およびアラームアプリケーションとのセキュアな
インターフェイスを使用できます。ユーザがどこに
いてもアクセスできるように範囲が拡大し、
リアル
タイムの意思決定力が向上します。

FactoryTalk® TeamONE
FactoryTalk TeamONE生産性アプリケーションは、

デジタルトランスフォーメーション中に製造メーカ
が採用する技術にシームレスにつながります。そし
て知識のコラボレーションと共有、生産のライブ診
断の表示、
マシンのアラームとの対話、
およびデバ
イスのトラブルシューティングを通じてチームの生
産性を向上させます。

ThinManager
ThinManager®は、産業環境の規模または施設の数

にかかわらず、
スケーラブルなプラットフォームで
比類なき制御とセキュリティを実現できるようにし
ます。そのシンクライアントアーキテクチャは、
より
コストの低いハードウェアを導入できるようにする
一方で、
親しみのあるアプリケーションやツールを
ユーザに提供し、
一元管理によってセキュリティを
強化します。

製造インテリジェンスおよび分析

Rockwell Software®は、コネクテッドエンタープライズ全体に効

率と価値をもたらす完全なソフトウェア・ツール・セットを提供し
ます。

FactoryTalk® VantagePoint EMI

FactoryTalk® EnergyMetrix™ソフトウェア

製造情報が必要なときに希望する確認方法で提
供されるので、情報に基づいた判断が可能になり
ます。また、モバイル機器を使用して生産情報に
関する実際の洞察を得たり、Webベースのレポー
トやKPIダッシュボードを確認したりすることもで
きます。

実質的にどこからでも重要なエネルギー情報が
得られるWeb対応の管理ソフトウェアパッケージ
であり、完全なエネルギー管理の意思決定をサポ
ートします。

FactoryTalk® Historian

設計および構成

Studio 5000 Application Code Manager

Studio 5000® Automation Environmentはエンジニアリ
ングと設計の要素を、
生産性を最適化し立上げ時間を短
縮する標準化された1つのフレームワークに結合します。

Studio 5000® Application Code Managerソフトウェア
は、再利用可能なコンテンツを活用できるようにする新
しい設計ツールで、導入効率や精度の向上と全体的な
コスト削減に役立ちます。

Studio 5000 Architect™ソフトウェアは、統合エンジニア
リング環境で、
LogixおよびFactoryTalk® Viewオートメー
ションシステムの構築時間を効率化できるようにし、
コン
テンツの再利用をサポートして、
エンジニアリングツール
間でのシームレスなデータ交換を可能にします。

エミュレーションとシミュレーション

Studio 5000 Architectソフトウェア

Studio 5000 View Designerソフトウェア
Studio 5000 View Designer®ソフトウェア
は、PanelView™ 5000グラフィックターミナル用の設計
環境です。View Designerソフトウェアは、
Studio 5000環
境の一部として、強化されたLogix統合を実現してオペレ
ータのパフォーマンスを向上させます。

Studio 5000 Logix Designerソフトウェア
RSLogix 5000®ソフトウェアの上位ソフトウェアである
Studio 5000 Logix Designer®は、ディスクリート、プロセ

• エミュレーション：Studio 5000® Logix Emulate™ソフ
トウェアはStudio 5000仮想設計のコア機能で、
マシン
のプロトタイピング、
スループット分析、仮想立上げ、
お
よびオペレータ・
トレーニング・システム(OTS)を有効にし
ます。Logix Emulateソフトウェアには、物理ハードウェ
アに関係なくアプリケーションコードを検証、
テスト、最
適化する機能があります。
• シミュレーション：Arenaシミュレーションソフトウェア
は新しいビジネスのアイデア、規則、
および戦略の影響
を実装前に分析することで、
ビジネスを保護します。こ
れは、開発サイクルの短縮、
リスク緩和、
システム設計
の最適化に役立ちます。

ス、
バッチ、
モーション、安全、
およびドライブベースのシ
ステムのための標準化されたフレームワークを提供する
ため、
プログラミング時間を短縮できます。

運用の改善に必要なデータを取得します。強力な
レポートおよびトレンド分析ツールによって性能
パラメータに関する重要な洞察が得られます。ま
たこれらのツールは高速で使用でき、
マシンから
企業まで信頼して使用できます。

FactoryTalk® Metrics
実際のプロントフロアの活動についての正確なレ
ポートが生成されるので、総合設備効率(OEE)に関
する重要な洞察と、生産性と収益性の向上につい
てのダウンタイム分析が得られます。

Connected Components Workbench™ソフトウェアは、構成、プログラミング、および仮想化の機能を備えたソ
フトウェアで、1つのソフトウェアソリューションでスタンドアロンマシンの開発を簡潔化します。PanelView 800 HMI
エディタの統合およびPowerFlex®ドライブの構成機能により、Micro800®コントローラを簡単にプログラミングでき
ます。
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生データを収集し、拡張性に富んだ分析ソリュー
ションを使用して、すぐに使用できる情報にデータ
を変換します。当社では、産業用IoTセンサからマ
シンにいたるまで、エンタープライズ内のすべての
工程において適切なアプリケーションを通じて支
援を行ない、成功を阻む障壁を取り除きます。

FactoryTalk® AssetCentre
工場全体のオートメーションに関連する資産情報
を保護、管理、履歴管理、追跡、および報告する
ための一元化されたツールです。稼働時間、生産
性、品質、従業員の安全、または法規制の遵守を
改善できます。

製造実行システム(MES)
MESソフトウェアは、標準化されたワークフロー

をオペレータに提供し、最高の生産品質や法令遵
守を保証します。医薬品、消費財、および自動車
産業向けの標準的なアプリケーション・ライブラ
リ・スイートを提供します。

ERP統合ゲートウェイ
エンタープライズ・リソース・プラニング(ERP)やそ
の他の業務システム内にあるビジネスプロセスお
よび情報と、製造業務を連携させるコスト効率の
高いアプリケーション。

FactoryTalk® ProductionCentre®ソフトウェア
品質管理やビジネス分析とペーパーレスの
工場現場や修理業務を統合します。これにより、
運用効率が向上するだけでなく、法規制の順守と
最高品質が保証されます。

プロセス
PlantPAx®システム

ロックウェル・オートメーションのソフトウェアを搭載したFactoryTalk® LinxおよびRSLinx® Classicを使用して、
ネットワークをブラウズし、互換性のあるデバイスと通信します。これにより、OPC通信インターフェイスを
介して他のソフトウェアの制御システムデータへのアクセスが可能になります。

FactoryTalk® Analytics

ロックウェル・オートメーションが提供する世界
クラスの最新の分散制御システム(DCS)です。
スケーラブルなアーキテクチャを基盤としてい
るこのシステムは、工場全体の制御およびロッ
クウェル・オートメーションのインテリジェント
モータ制御製品ラインとのシームレスな統合を
可能にします。

FactoryTalk® Batch
一貫性がある予測可能なバッチ処理を提供し、
コード、レシピ、フェーズ、およびロジックの再

利用をサポートします。ISA S88規格を実績のあ
るテクノロジと組み合わせて、市場投入までの
時間を短縮する柔軟性を提供します。

Pavilion8®ソフトウェア
運用の俊敏性を改善するツールを提供するモデ
ル予測制御ソフトウェアで、変化し続ける業務
の優先順位とお客様の需要に素早く対応できる
ようにします。ソフトウェアには、制御、分析、モ
ニタ、視覚化、保管、およびその強力なモデリン
グエンジンによって統合するモジュールが含ま
れています。

詳細はこちらをご覧ください:
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プログラマブル・オートメーション・コントローラの一覧

ControlLogix 5580
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ControlLogix 5570

CompactLogix 5480

CompactLogix 5380

CompactLogix 5370

Micro800

概要

Logixプログラマブル・オートメーション・コントローラは、共通の開発環境で共通の制御エン
ジンを使用することで、使いやすい環境で高い性能を発揮します。ControlLogix®コントローラ
は、要求の厳しいアプリケーションに適しており、同じシャーシ内で標準制御と安全制御を行
なうことができるため、本当の意味で統合されたシステムが実現します。高可用性で苛酷な
環境向けの機能をいかして、
ユーザのアプリケーションのニーズを満たします。

CompactLogix 5480コントローラは、
Windows®ベースのコンピューティングに
よるLogix制御のメリットをもたらします。
市販のCPUおよびLogix制御エンジンと並
列で実行されるWindows 10 IoT Enterprise
オペレーティングシステムにより、
サード
パーティアプリケーションを実行する機
能を備えた高性能アーキテクチャを提供
します。

Logixプログラマブル・オートメーション・コントローラ
は、共通の開発環境で共通の制御エンジンを使用
することで、使いやすい環境で高い性能を発揮しま
す。CompactLogix™コントローラは、小・中規模のマシン
に適しており、標準オプションと安全オプションの両方
において低コストマシン向けの統合アーキテクチャの
メリットを提供します。

Logixプログラマブル・オートメーション・コントローラ
は、共通の開発環境で共通の制御エンジンを使用
することで、使いやすい環境で高い性能を発揮しま
す。CompactLogix™コントローラは、小・中規模のマシンに
適しており、
低コストマシン向けの統合アーキテクチャの
メリットがあります。

Micro800®コントローラは、スタンドアロンマシン向け
の基本制御機能を備えたカスタマイズソリューション
を提供します。各種のフォームファクタが用意されて
いるこれらのマイクロコントローラは、マシンのライ
フサイクルのあらゆる段階を通じてスマートで生産性
の高いセキュアなソリューションをもたらします。こ
れらはConnected Components Workbench™ソフトウェ
アを使用して簡単にプログラムでき、共通のアクセサ
リ、プラグイン、および拡張I/Oモジュールを共有する
ことで、機械メーカがコントローラに特定の機能を追
加できるようにしています。

主な特長

•高
 性能ディスクリートおよびモーションアプ
リケーションに最適
• EtherNet/IP™上の統合モーション
•同
 じシャーシに複数のコントローラがあり、
それぞれ独立して動作
• 1Gbのイーサネットポートを搭載
• Compact 5000™ I/Oを使用することで高性
能を発揮
•コ
 ンフォーマルコーティングが過酷な環境
での保護を強化

• プロセス、
モーション、
ディスクリート、安
全、
および高可用性アプリケーションに
最適
• GuardLogix®コントローラは機能安全に関し
てTÜV認定済み
• EtherNet/IP上のモーションと安全の統合
•同
 じシャーシに複数のコントローラがあり、
それぞれ独立して動作
• コンフォーマルコーティングが過酷な環境
での保護を強化
• 高可用性要件をサポートする冗長性
• -20～70˚C (-4～185˚F)の動作環境で使用可
能なControlLogix-XT™

• 単一のハードウェアプラットフォーム
で高性能制御とコンピューティング機
能を提供
• L ogixリアルタイム制御と並列でサード
パーティのアプリケーションを実行す
る機能を提供
•最
 大31のローカルCompact 5000 I/Oモ
ジュールをサポート
•通
 信機能を内蔵、周辺機器の接続
性、統合DisplayPortおよび複数の高速
EtherNet/IPポートを備えた簡略なアー
キテクチャ

•高
 性能ディスクリートおよびモーションアプリケー
ションに最適
• EtherNet/IP上の統合モーション
•そ
 れぞれに構成可能なIPアドレスがあり、速度を1Gb
まで調整可能な2つのイーサネットポート
•C
 ompact 5000 I/Oを使用することで、
ローカルまたは
EtherNet/IPのいずれでも高性能を発揮
•オ
 プションのコンフォーマルコーティングが過酷な環
境での保護を強化

• プロセス、
モーション、
ディスクリート、
および安全アプリ
ケーションに最適
• EtherNet/IP上の統合モーション
• EtherNet/IPを介した分散I/O
• ロボットキネマティクス
•プ
 リンタやバーコードリーダなどのデバイス向けのオ
ープンソケット機能
•内
 部エネルギー貯蔵ソリューションによりバッテリが
不要
•オ
 プションのコンフォーマルコーティングが過酷な環境
での保護を強化

•低
 コスト、スタンドアロン、ディスクリート、プロセ
ス、およびパルス列出力(PTO)モーションのアプリケー
ションに最適
• Micro800 コントローラの機能をカスタマイズおよび
拡張し、プラグインおよび拡張I/Oモジュールを使用
して特定のアプリケーションのニーズに対応
• 100kHzハイスピードカウンタを内蔵
• EtherNet/IPおよびDeviceNet™
•サ
 ードパーティ製デバイスと通信するためのModbus
TCP、Modbus RTU、ASCII、およびオープンソケット機能
をサポート
• Micro820™コントローラ：データロギングおよびレシ
ピ管理用のMicroSD™スロット
•オ
 プションのコンフォーマルコーティングが過酷な
環境での保護を強化

内蔵メモリ

最大40MB
GuardLogix 5580は最大5MBの安全メモリ

ControlLogixコントローラ：最大32MB
GuardLogixコントローラ：8MB (標準)/3.75MB
(安全)

20MB (Logix)約16GBの空き領域(OS)

最大10MB
Compact GuardLogix 5380では最大5MBの安全メモリ

CompactLogix L1：最大1MB、L2：最大1MB、L3：最大5MB

最大280KB

モーションコントロール

EtherNet/IP上で最大256軸の統合モーション
標準的なコントローラ性能は32軸/msec

EtherNet/IP上で最大100軸の統合モーション
標準的なコントローラ性能は6軸/msec

最大150軸のモーション

EtherNet/IP上で最大32軸の統合モーション
標準的性能は32軸/msec

EtherNet/IP上で最大16軸の統合モーション

モーションコントロールの場合、最大3軸の100kHzのPTO

安全レベル

GuardLogix 5580：SIL 2、PLd、
カテゴリ3
GuardLogix 5580：SIL 3、PLe、
カテゴリ4
(安全パートナが必要)

ControlLogixコントローラ：
『ControlLogix SIL 2
セーフティ・リファレンス・マニュアル』
に
従う場合SIL 2。GuardLogix 5570：SIL 3、PLe、
カ
テゴリ4 (安全パートナが必要)

適用しない

Compact GuardLogix 5380：SIL 2、PLd、
カテゴリ3

Compact GuardLogix 5370：SIL 3、PLe、
カテゴリ4

適用しない

On-Machine

適用しない

Armor™ ControlLogix®コントローラ：IP67定格
Armor™ GuardLogix®コントローラ：IP67定格

適用しない

適用しない

Armor™ CompactLogix™：IP67定格
Armor Compact Guardlogix：IP67定格

適用しない

サポートする言語

ラダーロジック、構造化テキスト、
ファンクションブロック、
シーケンシャル・ファンクション・
チャート

ラダーロジック、構造化テキスト、
ファンクションブロック、
シーケンシャ
ル・ファンクション・チャート

ラダーロジック、構造化テキスト、
ファンクションブロック、
シーケンシャル・ファンクション・チャート

ラダーロジック、構造化テキスト、ファンクションブ
ロック

通信

USBおよび1Gbイーサネットポートを装備

USBを装備

• 3つ(デュアルIPまたはDLR向けに構成
可能な2ポートおよび1つのGbEポー
ト(OS))
• 1つ(DisplayPort) - HDMI、DVI、VGAディス
プレイ用標準コンバータをサポート
• 1つのデバイスポートLogix)、
2つのUSB
3.0ホストポート(OS)

• USBと、DLR/デュアルIP (選択可能)付きイーサネット
を装備
• 1Gbイーサネットポート

USBと、DLR付きイーサネットを搭載

USB、RS232/485、およびイーサネットを装備

規格

cULus、CE、IECEx、KC、EtherNet/IP、
FM、CSA、RCM、Ex、EAC、Marine (申請中)

cULus、CE、KC、FM、RCM、IECEx、EAC、Marine
さらに、GuardLogixコントローラ：FM、TÜV

cULus、CE、RCM、KC、EAC、EtherNet/IP

cULus、CE、RCM、ATEX、IECEx、EtherNet/
IP、KC、EAC、Marine

cULus、CE、RCM、ATEX、EtherNet/IP、KC、EAC、Marine

cULus、CE、RCM、KC、EtherNet/IP、Marine

環境

0～60˚C (32～140˚F)

0～60˚C (32～140˚F)
XTバージョン定格-25～70˚C(-13～158˚F)

0⁰C < Ta < +60⁰C (+32⁰F <Ta < +140⁰F)

0～60˚C (32～140˚F)

L1：-20～60˚C (-4～140˚F)
L2/L3：0～60˚C (32～140˚F)
Armor®：0～60˚C (32～140˚F)

Micro810®：0～55˚C (32～131˚F)
Micro820、Micro830®、Micro850®、Micro870™：-20～65˚C
(-4～149˚F)

詳細

当社のプログラマブル・オートメーション・コントローラおよびアクセサリ全般に関する最新情報については、以下のWebサイトを
ご覧ください。
ab.rockwellautomation.com/Programmable-Controllers

当社のマイクロPLC製品の一覧と、
これらの製品について
は、以下のWebサイトをご覧ください。
http://ab.rockwellautomation.com/ProgrammableControllers/Micro-and-Nano

詳細はこちらをご覧ください:

rok.auto/ia

I/Oモジュールの一覧
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ControlLogix

Compact 5000

Compact

FLEX 5000

FLEX

概要

デジタル、診断、
アナログ、
モーションコン
トロール、特殊I/Oが幅広く用意されていま
す。ControlLogix®コントローラのローカルシ
ャーシ、
またはEtherNet/IP™上のControlLogix
コントローラにリンクされているシャーシで
モジュールを使用できます。

Compact 5000 I/Oプラットフォームは、
コン
パクトな設計でありながら高性能の通信
機能と、SIL定格の安全モジュールを備えて
います。

CompactLogix 5370ファミリーのコント
ローラによってローカルおよび分散I/O
として使用できます。ラックなしの設計
にラックタイプの機能を備えており、
コ
ストと交換部品在庫を削減します。

FLEX 5000 I/Oは、
モジュール式で設置の簡単な、柔軟性と信頼性に優れたI/Oソリュー
ションです。また、過酷な環境や危険な環境で使用できるように設計されており、
フェ
イルセーフSIL 3定格の安全モジュールを含んでいます。

FLEX™ I/Oは省スペースで、
より大型のラックベースI/Oと同等の機能を備えています。
複数の長い配線を排除し、終端を削減し、
エンジニアリングおよび設置コストと時間を
節約し、
ダウンタイムを大幅に削減できます。さらにFLEX I/Oは、
コスト効果、柔軟性、
モ
ジュール式の設計、信頼性が特長です。

主な特長

•総
 合的な診断により、
システム側とフィール
ド側の両方の障害を検出可能
• シーケンス・オブ・イベント・アプリケーション
用のタイムスタンプ機能を搭載
• 電子キーイングにより交換エラーを防止
•過
 酷な環境から保護するためのコンフォー
マルコーティングも対応可能
• フィールド側の配線をすべて接続するため
の脱着式端子台または配線インターフェイ
スモジュール

•取
 付けやメンテナンスを簡単に行なえる
スライド式
•総
 合的な診断により、
システム側とフィール
ド側の両方の障害を検出可能
• シーケンス・オブ・イベント・アプリケーション
用のタイムスタンプ機能を搭載
• 電子キーイングにより交換エラーを防止
•フ
 ィールド側の配線をすべて接続するため
の脱着式端子台
• さまざまな終端形式に対応

•柔
 軟なオプション(DINレールまたはパ
ネル取付け)
•ポ
 イント診断ステータスインジケータ
が個別に設置されているため、
トラブル
シューティングが簡単
•モ
 ジュールの誤配置を防止するソフトウ
ェアキーイング
• Compact 5000 I/Oのバンクを最大3つま
でコントローラに接続可能(通信アダプ
タモジュールおよび電源装置を使用)

• 過酷で危険な環境に対応し、-40～70˚C (-40～158˚F)で動作が可能
• 1GBのEtherNet/IP接続で通信を向上
• システムの稼働中にモジュールを交換することで、電源投入状態での取り外しと取
付け(RIUP)を行ない、
ダウンタイムを削減
•最
 大で32のチャネルデジタルI/Oと8つのチャネルアナログI/Oをサポートする能力を
備えた柔軟なモジュール方式
• SIL 3、
PLe、
およびカテゴリ4までの定格の安全モジュールを搭載
• 標準入力と安全入力に共通した配線構成

•モ
 ジュール方式設計になっており、
I/O、終端形式、
およびネットワークインターフェイ
スを個別に選択可能
• ツールを使わずに組立て可能であり、
すべてのコンポーネントをDINレールに
はめ込んで同時に接続することでI/Oシステムを形成
• 水平または垂直に取付け可能
• システムの稼働中にモジュールを交換することで、電源投入状態での取り外しと取付
け(RIUP)を行ない、
ダウンタイムを削減
•苛
 酷な環境で保護機能を提供するコンフォーマルコーティングを使用可能

I/Oタイプ

デジタル
• 8～32点のモジュール
•さ
 まざまな電圧に対応
•絶
 縁および非絶縁のモジュールタイプ
アナログ
• 入力、出力、
および組合せの各モジュール
• 熱電対およびRTD用のモジュール
特殊
•構
 成可能なフローメータモジュール
•ハ
 イスピード・カウンタ・モジュール
• プログラム可能なリミット・スイッチ・
モジュール
絶縁アナログHART
• チャネル対チャネル絶縁で最大16点を提供
•チ
 ャネルごとにHARTモデムを割当てること
でHARTデータをより迅速に更新
拡張アナログ
• 絶縁8チャネルと非絶縁12および16チャネ
ルのモジュール、
および温度動作範囲全体
における安定性

デジタル
•モ
 ジュール当たり4～16点
•幅
 広いAC/DC電圧に対応
•接
 点出力モジュールを含む
•絶
 縁および非絶縁のモジュールタイプ
•内
 蔵された拡張機能、
イベントトリガ、単純
なカウンタ、
タイムスタンプ機能、
スケジュール出力
• 拡張保護機能
アナログ
• 汎用アナログ入力モジュール
• アナログ出力モジュール
• 高分解能 - 高速変換率
特殊
• シリアル通信
•ア
 ドレス予約、
ハイスピードカウンタ、
フィ
ールド配電
安全
•安
 全デジタル入力モジュール — 単一チャ
ネルPLd、
デュアルチャネルPLe
•構
 成可能安全出力モジュール(ソース/バイ
ポーラ) — ソースモード：単一チャネルPLe、
デュアルチャネルPLe、
バイポーラ
モード：PLe

デジタル
• モジュール当たり8～32点
•幅
 広いAC/DC電圧に対応
•接
 点出力モジュールを含む
•高
 速入力モジュールを搭載
アナログ
•ア
 ナログ、熱電対およびRTD用のモ
ジュール
特殊
•ア
 ドレス予約、ASCII、
ブーリアン制御お
よびハイスピード・カウンタ・モジュール
が使用可能
• Compact 5000 I/OからDPI/SCANport™、
およびCompact 5000からDSI/Modbus
モジュールを経由した、PowerFlex®ドラ
イブおよびその他のデバイスへの直
接1769プラットフォーム接続
•デ
 ジタル入力およびデジタル出力モ
ジュール
•P
 Ld定格、単一チャネル安全入力
•P
 Le定格、
デュアルチャネル、安全入力
•P
 Leまでの安全出力(GuardLogixファミ
リーで使用)
• 標準のCompact 5000 I/Oシステムでは
水平方向で使用可能

デジタル
• 16点の入力および出力モジュール
- 高電流出力モジュール
- 8チャネルリレー出力モジュール
アナログ
•電
 圧、電流、RTD、
およびTC入力をサポートする8チャンネルアナログ入力モジュール
• 8チャネル入出力
安全
• 16点のデジタル入力および出力モジュール
• 4点絶縁リレー出力モジュール

デジタル
•モ
 ジュール当たり8～32点
•絶
 縁入力または出力
•モ
 ジュールによっては、出力の保護、電子ヒューズ保護、
または診断が可能
アナログ
• 個々に構成可能なチャネル、多くのモジュールで入力フィルタを選択可能
• シングルエンドまたはディファレンシャル入力
• 熱電対、RTD、
およびHART用のモジュールを使用可能
特殊
• 周波数
• 超高速カウンタ
• パルスカウンタ
過酷な環境用FLEX I/O-XT™
• -20～70℃ (-4～185˚F)で使用可能であり、過酷な環境用ControlLogix-XT™システムに
対応
• HARTをサポートするアナログ入力
• 熱電対、RTD、
および組合せのI/Oモジュール

通信

ローカルシャーシ、
またはControlNetや
EtherNet/IP上のControlLogixコントローラに
リンクされたシャーシ内

CompactLogix 5380およびCompactLogix
5480コントローラへのローカルシャ
ーシ、ControlLogix 5580コントローラに
EtherNet/IPで分散

CompactLogix 5370コントローラへの
ローカルシャーシまたはEtherNet/IP
で分散

CompactLogix 5380、CompactLogix 5480、
またはControlLogix 5580コントローラに
EtherNet/IPで分散

EtherNet/IP、ControlNet、DeviceNet、PROFIBUS DP

詳細

当社のI/Oモジュールおよびアクセサリ全般に関する最新情報については、以下のWebサイトをご覧ください。
ab.rockwellautomation.com/IO

詳細はこちらをご覧ください:

rok.auto/ia
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POINT

ArmorBlock

1719 Ex

1715冗長

概要

柔軟性と低所有コストを求めるアプリケーションに適しています。点
数の単位が1～8点であるため、必要なI/Oのみを購入できます。限
られたパネルスペースにも簡単に取付けられるよう、
コンパクトな
設計になっています。POINT I/O™は、
リニア、
スター、
およびリング型
EtherNet/IPアーキテクチャ用ODVA要件に準拠した唯一のIP20定格モ
ジュール方式I/Oソリューションです。

ArmorBlock® I/Oモジュールは、低コストで耐久性のあるI/Oで、
マシンに取付けることで配線コストを削減し、メンテナンスを
容易にします。ArmorBlock I/Oは、診断やローカル制御が
必要とされない自動車、マテリアルハンドリングおよび
包装アプリケーションや、機械アプリケーションに使用
できます。

ゾーン2またはディビジョン2に取付けられ、EtherNet/IPを介してお客様が危険な(
ゾーン0、1、またはディビジョン1)領域のデバイスを統合できるようにする、本質安
全の分散型1719 Ex I/Oソリューション。

冗長I/Oは、
冗長イーサネットアダプタおよび複数のI/Oモジュールを使用して、
重要なプ
ロセスにフォルトトレランスおよび冗長性を提供します。I/Oモジュールは診断機能を備
えており、制御システムを中断することなく交換できます。また、動作するにあたってユ
ーザのプログラミングコードや追加のハードウェアは必要ありません。

主な特長

• I/O、終端形式、
およびネットワークインターフェイスを個別に選択
可能
• 取付けやメンテナンスを簡単に行なえるスライド式
• 取り外し式の配線システムにより、
設置やトラブルシューティングに
要する時間を短縮しコストを節約
• 包括的な診断が可能で、機能を構成可能
• システムの稼働中にモジュールを交換することで、電源投入状態で
の取り外しと取付け(RIUP)を行ない、
ダウンタイムを削減
• ディレーティングなしで横方向または縦方向に取付け
• On-Machineアプリケーションには1738 ArmorPOINT® I/Oも使用可能
• 苛酷な環境で保護機能を提供するコンフォーマルコーティングを使
用可能

• IP67/69K定格の耐水性および耐食性に優れたハウジングにより、
筐体のコストを削減
•業
 界標準のコネクタにより配線が単純化され、
平均修復時間が
短縮
• デバイス・レベル・リング(DLR)に対応するスイッチを搭載
• ロータリスイッチでIPアドレスを設定
• 自動構成ブロックは入出力両方の機能を含む

•本
 質安全フィールド接続用I/Oモジュール、
ゾーン2またはクラスIディビジョン2での
取付けに適合
• EtherNet/IP DLRアダプタ
• オプションのN+1電源冗長
•電
 源投入状態での取り外しと取付け(RIUP)により、
システムの稼働中でも(潜在的な
危険性が存在しない場合は)モジュールの交換と接続が可能
• モジュール方式と複数のシャーシオプションにより、大規模なアプリケーションでの
拡張性を実現
• HART 7がすべてのアナログモジュールでの標準をサポート

•デ
 バイス・レベル・リング(DLR)などの複数のネットワークトポロジをサポートして、
レジリ
エンシ(回復力)を向上
• ユーザ構成可能なI/Oアプリケーションに適した柔軟なモジュール式構成
• 高可用性を必要とするシステムに適したI/O冗長性
• シンプレックス(一重)およびデュプレックス(二重)接続、
フォルト・
トレランス・アプリケー
ションに最適
• 信号入力を中断せずにオンラインでモジュールを取り外しおよび交換可能

I/Oタイプ

デジタル
•入
 力、出力、
およびリレー出力モジュール
•幅
 広い電圧
アナログ
• モジュール当たり最大8つのシングルエンド入力または出力
• 4チャネル入出力
•熱
 電対およびRTD用のモジュール
特殊
•カ
 ウンタモジュールおよびエンコーダモジュール
•同
 期シリアルインターフェイスのアブソリュート・エンコーダ・モジ
ュール
• シリアル・インターフェイス・モジュール
•ア
 ドレス予約モジュール(ARM)
• IO-Linkマスタモジュール
POINT Guard I/O™安全
•デ
 ジタル入力、
デジタル出力、
アナログ入力モジュール、
およびバイ
ポーラ出力モジュール
• SIL 3、
カテゴリ4、PLeまでの機能安全に関してTÜV認定済み
•標
 準のPOINT I/Oシステムでは水平方向で使用可能

ArmorBlock® I/O
• ブロック当たり最大16点の入力、
出力、
および組合せのモジュール
•一
 部のブロックでCIP Syncを使用可能
• 4点アナログ、熱電対、
およびRTD I/Oブロック
• IO-Linkマスタモジュールにより、IO-Link対応デバイスへの
接続をサポート
•一
 部のブロックでクイックコネクトを使用可能
• IP69KおよびNEMA 4X (マークのある場合)
Armor WeldBlock
• 16点
•溶
 接ヘッド近辺に見られる溶接スラグおよび磁場の影響への
耐性
•軽
 量のニッケルめっきのアルミニウム製のハウジング
ArmorBlock® Guard I/O™安全
• 16点の組合せI/Oブロック
• PLd定格、単一チャネル安全入力
• PLe定格、
デュアルチャネル、安全入力
• PLeまでの安全出力(GuardLogix®ファミリーで使用)
• デュアルIP65およびIP67定格

デジタル
• 8チャネルNAMURデジタル入力モジュール
• ほとんどのソレノイド要件をサポートする2チャネルデジタル出力モジュール
アナログ
•構
 成可能な4チャネルアナログI/Oモジュール
• 4チャネルアナログ入力、熱電対、RTDモジュール
特殊
•単
 一チャネル周波数カウンタモジュール

デジタル
• 16チャネル入力
• 8チャネル出力
アナログ
• 16チャネル入力
• 8チャネル出力

EtherNet/IP、ControlNet、DeviceNet、PROFIBUS DP

DeviceNetまたはEtherNet/IP

EtherNet/IP

EtherNet/IP：デバイス・レベル・リング(DLR)などの複数のネットワークトポロジをサポート
して、ネットワーク耐性を向上

通信
詳細
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当社のI/Oモジュールおよびアクセサリ全般に関する最新情報については、以下のWebサイトをご覧ください。
ab.rockwellautomation.com/IO

詳細はこちらをご覧ください:

rok.auto/ia

状態およびエネルギーモニタの一覧

Dynamixシリーズ統合機械モニタシステム

40

PowerMonitor 1000

PowerMonitor 5000

概要

標準の制御システム内で回転式および往復式の機械を保護します。Studio 5000で構成されEtherNet/IPで接続されているシステムは、
制御および保護のための単一アーキテクチャを提供します。

概要

負荷プロファイリング、
コスト配分、
またはエネルギー制御を行なう
ためのコンパクトな電力モニタです。既存のエネルギー・モニタ・シス
テムと統合してサブメータリングを実現します。Logixコントローラと
簡単に通信して、
オートメーションシステムでエネルギーデータを使
用できます。

次世代型の高性能な電力品質測定製品です。コア出力およびエネル
ギー測定機能を搭載したPowerMonitor™ 5000は、
ワンランク上のエネ
ルギーモニタを実現します。

主な特長

• v24以降またはV20ファームウェアがインストールされたCompactLogixまたはControlLogixコントローラを、Studio 5000を使用して構成
•第
 5世代のAPI-670に対する機械の保護が可能
•単
 一または冗長DC18～-32V SELV電源で電力供給
•温
 度定格：-25～70˚C
•危
 険な領域の認証：IECEx適合、
ATEXゾーン2、ULクラス1ディビジョン2、
グループA、B、C、D
•ス
 プリング式またはねじ式の取り外し式プラグコネクタ
• コンフォーマルコーティングされている回路カード
•衝
 撃および振動に関する船舶規格に認定

主な特長

•コ
 ンパクトなサイズ
• LCDディスプレイ一体型
• パネルまたはDINレールに取付け可能
•配
 線の診断
•使
 用時間(ピーク時、
オフピーク時)
•最
 小電力使用量、最大電力使用量、
ステータス、負荷率ログ
•集
 約型のWebページでデータの参照および構成が可能

•す
 べての電気サイクルに対して4電圧および4電流チャネルをモニ
タ – 12～17msecごとに8チャネルで1024データポイント
• サイクル当たり6,000を超えるパラメータを計算
• WAGESデータ収集用の4デジタル入力
• SCADAまたは制御システム接続用の4つの出力
• 最大20のイベントに対して構成可能なアラーム
• 仮想配線修正機能

オプションモジュール

タコジェネレータ信号コンディショナ拡張モジュール
•一
 般の速度検知トランスデューサからの信号を、6つまでのダイナミック測定モジュールでの使用に適した1回転と同じ周期で変化する
TTLクラス信号に変換する2チャネルのモニタ
リレー拡張モジュール
• 4つのリレー拡張モジュールであり、各ダイナミック測定モジュールに、
リレー拡張モジュールを3つまで使用可能
アナログ出力拡張モジュール
• ダイナミック測定モジュールから提供された測定値に比例する4～20mAのアナログ信号を出力する4チャネルのモジュール

オプション

1408-BC3A-ENT
•基
 本消費メータ
1408-TS3A-ENT
•消
 費+電圧/電流
1408-EM3A-ENT
•エ
 ネルギー管理メータ

M5 – 基本モデル
M6 – 基本機能モデルに加え、以下を装備：
•高
 調波
• オシログラフィ
• イベント同期
M8 – 基本機能モデルに加え、以下を装備：
•高
 調波
•オ
 シログラフィ
•イ
 ベント同期
• フリッカ
•次
 数間高調波
•過
 渡検出

メインのモジュール入力

4チャネルが動的、2チャネルがタコジェネレータ(TTL)

精度レベル(EN6205322規格に従う)

クラス1、
エネルギー精度1%

クラス0.2、
エネルギー精度0.2%

周波数範囲

11.5Hz～40kHz

出力

トラッキングフィルタ

チャネル当たり4

•M
 odbus RTU
• EtherNet/IP
• KYZ信号

• デジタル信号
• EtherNet/IP
• DeviceNet
• ControlNet
• KYZ信号

アラーム

23の測定アラーム、
13の票決アラーム

通信

EtherNet/IP、
デュアルポート、
またはデバイス・レベル・リング(DLR)

通信

EtherNet/IP、
シリアルDF1、Modbus RTU、
およびModbus TCP通信が可能

ネイティブEtherNet/IPポートを装備
補助通信ポートを装備

詳細

当社の状態モニタ製品の一覧、
およびこれらの製品については、以下のWebサイトをご覧ください。
http://ab.rockwellautomation.com/Condition-Monitoring

詳細

当社のエネルギーモニタ製品の一覧、
およびこれらの製品については、以下のWebサイトをご覧ください。
http://ab.rockwellautomation.com/Energy-Monitoring

詳細はこちらをご覧ください:

rok.auto/ia

インテリジェントデバイスの一覧

56RF高周波無線識別装置(RFID)システム

IO-Linkセンサ

Guardmaster 440C-CR30ソフトウェアで構成可能なセーフティリレー

Guardmasterセーフティリレー

概要

低負荷の産業用アプリケーションで製造プロセスを通過する製品の
追跡および記録に最適です。RFIDシステムのタグ、
トランシーバ、
およ
びインターフェイスは、高周波用のオープンなISO 15693規格を満た
すように設計されています。

IO-Linkテクノロジは世界的なオープンスタンダードのプロトコ
ルであり、
これを使用してIO-Link対応のデバイスをIO-Linkマス
タモジュールに接続し、当社のコネクテッドエンタープライズに
センサを統合できます。これにより、効率的な方法でセンサから
のデータを制御システムに直接送信できます。柔軟性に優れた
IO-Link対応センサでは、診断機能を備えたコントローラを使用
することで、効率的に機械を操作できます。製品の検出のほか
に、詳細で正確な機械の動作状態が得られるため、動作可能時
間が向上します。

柔軟性と費用効率に優れた使いやすい製品です。このリレーは、必要なデュアルチャネ
ル安全回路が最大10で、制御する出力ゾーンが最大5つのアプリケーションに適してい
ます。認証された安全ファンクションブロックを選択してこのリレーを構成すれば、
アプ
リケーションを迅速に構築することができます。このリレーは、Logixコントローラと完全
に統合されており、Studio 5000 Logix Designerアプリケーションを使って構成できます。

さまざまなアプリケーションの広範な安全デバイスをモニタします。これらの単一
機能セーフティリレーは、安全システムで必要なほぼすべての機能が用意されてい
るため、購入や部品管理を簡単に行なうことができます。設置とシステムを簡略化
する重要な機能も備えています。さらに、
オプションのEtherNet/IPインターフェイス
を通じてGSRインテリジェント・セーフティ・リレーから収集された情報により、予定外
のダウンタイムが最小限に抑えられ、効率が向上し、
コネクテッドエンタープライズ
を可能にします。

主な特長

•堅
 牢なトランシーバ型で産業用のさまざまな場所に対応
• 13.56MHzの高周波テクノロジ(軽工業アプリケーション用)
• ISO 15693/ISO 18000-3 M1
•タ
 グメモリのオプション：64B、128B、256B、2KB
•読
 取り/書込み速度：最大625B/sec
•さ
 まざまな形式のタグがあり、検知距離は最大7.3インチ (185mm)
•再
 利用可能なRislan®タグ
• Studio 5000でプログラム(AOPおよびアドオン命令を使用可能)

• IO-Linkテクノロジが統合アーキテクチャ
を通してセンサのシームレスな統合を実現
•使
 用可能なセンサで高度な機能と診断が可能
•製
 品の検出のほかに、詳細で正確な機械の動作状態が得られ
るため、
動作可能時間が向上
• POINTおよびArmorBlock IO-Linkマスタモジュールと、幅広い
IO-Link対応スマートセンサを使用可能

• PLe、
カテゴリ4 (ISO 13849-1)およびSIL CL3 (IEC 62061)までのアプリケーションに最適
• 22点の埋め込み安全I/O
• 最大2つのMicro800プラグイン式モジュールに対応
• Guardmaster®セーフティリレー間のインターロックの単線安全入出力点数は2点
•オ
 プションのイーサネット通信モジュールによりLogixコントローラへの診断データの
通信が可能

• 幅広い安全機能を提供
• ISO 13849-1やIEC 62061などの新しい機能安全規格に対応
• 単純なロジック、
リセット、
タイミング構成によって多様性を提供
• 取付けが簡単でシステムの柔軟性を実現するセーフティリレーの単線接続
• 電源入力と出力がグループ化された端子で確実な接続を実現
• DINレールのエネルギーとスペースを節約するコンパクトなソリューションを提供
• 一貫性のある端子のレイアウトと構成で取付けを簡略化

オプション

EtherNet/IPインターフェイスブロック
• 1つまたは2つのRFIDポートとI/O
トランシーバ
•長
 方形80 x 90
•正
 方形40 x 40
•円
 筒形M30
•円
 筒形M18
タグ
•デ
 ィスク – 128バイトSLI (直径8～50mm)
•デ
 ィスク – 高耐衝撃性(非常に高い耐久性)
•デ
 ィスク – 金属取付け
•デ
 ィスク – 大容量メモリFRAM (2または8KB)
•デ
 ィスク – 高温

現在IO-Linkは以下のセンサで使用できます
• 42EF RightSight™汎用センサ：小・中規模の産業用途向け
• 42JSおよび42JT VisiSight™センサ：小型の四角形のパッケージで、
アライメントの調整を簡単に行える可視光ビームと、
業界標準
の取付け具を装備
• 45CRMカラー登録マークセンサ：応答時間が短く、
マークと背景
の色の差を識別
• 45LMSレーザ測定センサ：中・長距離向けの卓越した測定ソリュ
ーションを提供
• 871Cミニ管状センサ：鉄および非鉄の金属製の物体を触れる
ことなく検知する汎用ソリッドステート装置
• 871TM管状ステンレススチール製センサ：過酷な環境や非常に
要件の厳しい環境に最適

2080-IQ4OB4
• 8点組合せ：4点デジタル入力、DC12/24V、
シンク/ソース、
タイプ3、
および4点デジタル出
力、DC12/24Vソース
2080-IQ4
• 4点デジタル入力、DC12/24V、
シンク/ソース、
タイプ3
2080-OB4
• 4点デジタル出力、DC12/24V、
ソース
2080-OW4I
• 4点リレー出力、個々に絶縁、2A
2080-MEMBAK-RTC
• プロジェクトのバックアップおよびリストアモジュール
440C-ENET
• イーサネットプラグイン式モジュール、
スロット1のみ

Guardmaster® DI/DIS
• 2台のセーフティリレーの機能を1つの電気機械式リレー(DI)またはソリッドステート
(DIS)出力に統合
Guardmaster® SI/CI
• 1つのデュアルチャネルまたはシングルチャネルの安全装置を使用した安全機能に
最適。別のGSRリレーと組み合わせると、
グローバルな非常停止機能に最適。
Guardmaster® EM/EMD
• 4つのN.C.瞬時(EM)出力または遅延(EMD)出力をシステムに簡単に追加
Guardmaster® GLT/GLP
•停
 止時間、静止速度、
または安全制限速度をモニタするアクセス制御を必要とし、
装置が安全条件に達したときにガードのロックを解除するアプリケーション向けに
開発。

1および2チャネルEtherNet/IPインターフェイスを使用可能
デバイス・レベル・リング(DLR)に対応するスイッチを搭載

デバイスをPOINTおよびArmorBlock IO-Linkマスタモジュール
に接続

• USBプログラミングポートおよび非絶縁シリアルポート(RS-232通信用)を使用した組込
み通信が可能
•オ
 プションのイーサネットプラグイン式モジュールを提供

オプションのGuardmaster® EtherNet/IPネットワークインターフェイス

当社のRFID製品全般に関する最新情報については、以下のWebサイ
トをご覧ください。
http://ab.rockwellautomation.com/Sensors-Switches/RFID/HighFrequency-RFID

当社のIO-Link製品全般に関する最新情報については、以下の
Webサイトをご覧ください。
http://ab.rockwellautomation.com/Networks-andCommunications/IO-Link

当社のセーフティリレー全般に関する最新情報については、以下のWebサイトをご覧く
ださい。http://ab.rockwellautomation.com/Relays-and-Timers/Safety-Relays

通信
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詳細はこちらをご覧ください:

rok.auto/ia

サーボドライブの一覧

Kinetix 5700

Kinetix 5500

Kinetix 350

Kinetix 300

Kinetix® 5700サーボドライブにより、
EtherNet/IPの統合モーションのメ
リットが大型のカスタム機械メーカアプリケーションにまで拡大され
ます。Kinetix® 5700サーボドライブは、立上げ時間を短縮して機械の
性能を改善します。機械の立上げと高速稼働をサポートする優れた
簡易性、
パワー、省スペース性を提供します。

Kinetix® 5500サーボドライブは、
Logixコントローラと接続および
併用でき、EtherNet/IP上の統合モーションに対応します。革新的
なコンパクト設計により、
Kinetix 5500ドライブは機械の設置面積
の最小化とシステム配線の簡易化を実現します。

Kinetix® 350単軸EtherNet/IPサーボドライブは、統合モーションに拡張性をもたらしま
す。EtherNet/IPでは、1つのネットワークを活用して、
HMI、
プログラマブル・オートメーシ
ョン・コントローラ、I/O、
モーションを含むシステム全体を簡単に統合できます。

Kinetix® 300 EtherNet/IPインデキシング・サーボ・
ドライブは、
コスト効率が良く協調的な
モーションコントロールを提供します。EtherNet/IP™通信は、
スタンドアロン動作による
立上げ、構成、
および始動に使用されます。

• 2軸モジュールに対応
• サーボおよび誘導モータを制御
• シングルケーブル技術により配線を簡略化
• ほぼすべての軸で立上げ時のチューニングが不要
• キャビネットスペースを40～70%節約
•オ
 プションのエンコーダ出力モジュールをサポート
•エ
 ネルギー管理と低高調波動作を備えたアクティブ・フロント・エン
ド・オプション
•苛
 酷な環境で保護機能を提供するコンフォーマルコーティングを
使用可能

•革
 新的なコモンAC/DCバスにより、
ハードウェア、設置時間、
およびコストを削減
•接
 続が少なく配線が簡単で、1つのケーブルフィードバックで
配線を60%低減
• コンパクトで最適化された電力密度
• VPに合わせて最適化されたドライブ定格電力
• 低イナーシャモータのファミリー
• サーボと誘導モータをサポート
•オ
 プションのエンコーダ出力モジュールをサポート
•苛
 酷な環境で保護機能を提供するコンフォーマルコーティン
グを使用可能

• キネマティクスを含む、
Studio 5000モーション命令セット
• 便利なコンパクトサイズにより簡単に接続
• MP-Series™およびTL-Series™のサーボモータおよびアクチュエータとシームレスに
統合

• 5種類のインデックスタイプと最大32のインデックスをサポート
• アナログ入力制御とステップおよび方向制御
• 自動デバイス交換のためのメモリモジュール
• Studio 5000 Logix Designerでプログラム可能
• Integrated Architecture (統合アーキテクチャ)システムの一部としてLogixコントローラ
と統合
• MP-SeriesおよびTL-Seriesのサーボモータおよびアクチュエータとシームレスに統合

標準Kinetix 5700サーボドライブ
•統
 合安全トルクオフ：PLe、
カテゴリ3 (ISO 13849)、SIL CL 3
(IEC 61508、EN 61800-5-2、EN 62061)
•ハ
 ード配線された安全トルクオフ：PLe、
カテゴリ3、SIL CL 3
高度な安全Kinetix 5700サーボドライブ
•ネ
 ットワークベースの高度な安全機能
•認
 定PLe、SIL 3
•速
 度、方向、
および位置をモニタする機能
•制
 御およびモニタされた停止を実行する機能と、
ゼロ速度のモニ
タを実行する機能

統合安全、安全トルクオフ機能
• PLe、
カテゴリ3 (ISO 13849)
• SIL CL 3 (IEC 61508、EN 61800-5-2、EN 62061)
ハード配線された安全 - 安全トルクオフ
• PLd、
カテゴリ3 (ISO 13849)
• SIL CL 2 (IEC 61508、EN 61800-5-2、EN 62061)

ハード配線された安全 - 安全トルクオフ
• ISO 13849-1安全遂行レベルd (PLd)
• IEC 61508 SIL 2

ハード配線された安全 - 安全トルクオフ
•安
 全トルクオフは、ISO 13849-1 PLe、SIL 2の認可を受けており、
EN954-1、
カテゴリ3への
対応には外部セーフティリレーが必要
•安
 全回路のトリップ後の、
ドライブの再起動を防止

連続電力

1.6～112kW

0.5～15kW

• 0.4～0.8kW (115V単相)
• 0.4～1.7kW (230V単相)
• 0.5～3kW (230V 3相)
• 1～3kW (460V 3相)

• 0.4～0.8kW (115V単相)
• 0.4～1.7kW (230V単相)
• 0.5～3kW (230V 3相)
• 1～3kW (460V 3相)

電源電圧

AC325～528V

• AC195～528V、単相(H003-H015)
• AC195～528V、3相、全モデル

• AC115～240V、単相
• AC230～480V、3相

• AC115～240V、単相
• AC230～480V、3相

• EtherNet/IP上の統合モーション
• デュアルポート・イーサネット・コネクタにより、
ライン型トポロジ
とデバイス・レベル・リング(DLR)型トポロジの両方に対応

EtherNet/IP上の統合モーション

EtherNet/IPネットワーク

概要

主な特長

安全レベル

通信

詳細
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•	EtherNet/IP上の統合モーション
• 	デュアルポート・イーサネット・コネクタにより、
ライン型トポロジと
デバイス・レベル・リング(DLR)型トポロジの両方に対応

当社のサーボドライブ全般に関する最新情報については、以下のWebサイトをご覧ください。
http://ab.rockwellautomation.com/Motion-Control/Servo-Drives

詳細はこちらをご覧ください:

rok.auto/ia

サーボモータの一覧

Kinetix VPロータリ

Kinetix MPロータリ

TL-Seriesコンパクトロータリ

LDC & LDLリニア

概要

Kinetix 5500ファミリーのサーボドライブと併用できるよう最適化され
ており、EtherNet/IP上の統合モーションをサポートしています。これら
のモータは、動的性能に実績のあるMPテクノロジをベースとして、
フ
ィードバック、
ブレーキ、
パワーに多くのシングルケーブルのメリット
をもたらします。

低イナーシャで高出力のブラシレス・サーボ・モータ。この
コンパクトで高度に動的なブラシレスのサーボモータは、
高性能モーションシステムの厳しい要件を満たす製品です。
通常は、Kinetix® 5700、Kinetix® 6000、Kinetix® 6200、
Kinetix® 6500、Kinetix® 300、
およびKinetix® 350サーボドライブの
ファミリーに使用されます。

軽工業アプリケーション用の低イナーシャで高性能のサーボモータ。小さな設置面積で
十分な出力を備えており、
トルク密度が高いのが特長です。アブソリュートエンコーダま
たは2000ラインのインクリメンタルエンコーダを使用できます。

リニアモータの高速性能および加速能力と、
ロータリモーションをリニアモーション
に切換えるアプリケーションでよく見られる機械伝動装置部が減ったことで、
スルー
プットと信頼性を向上させることができます。

主な特長

• 定評のある磁石コアMPテクノロジに基づく
•デ
 ジタルフィードバック装置を介して制御システムにリアルタイム
でモータパフォーマンス情報を提供
• 1本のケーブルでフィードバック、
モータブレーキ、
およびモータ電
源を供給
•効
 率的なシステムサイズ決定を可能にするドライブ定格に適合す
るように最適化
• 24V保持ブレーキオプションを統合
モデルの種類
• VPL – 標準的な低イナーシャ
• VPF – 食品用
ステンレススチール製のシャフトと留め具
食品用およびREACH準拠のシャフトシール用グリース
改善された食品用の白色塗装
食品用シャフトシール
コ
 ネクタはIP66およびIP67定格であり、
ツールを使用せずに回転さ
せることが可能
•V
 PC – 連続トルク
最大30kWの高連続出力アプリケーション
現場で交換可能なファンキット

• 高エネルギー希土類磁石により加速度が向上
• 標準IEC 72-1取付け寸法
• SpeedTEC DIN型コネクタにより、
コネクタの方向を柔軟に変え
ることが可能
• 24V保持ブレーキオプションを統合
モデルの種類
• MPL – 低イナーシャ
• MPM – 中イナーシャ
• MPF – 食品用
ステンレススチール製のシャフトと留め具
シャフトシールに食品用グリース
耐久性のある2液型食品用エポキシ樹脂塗料
シ
 ャフトシールおよびシャフトの耐久性を高める強力なシャフ
ト摩耗スリーブ
コ
 ネクタはIP66およびIP67定格であり、
ツールを使用せずに回転
させることが可能
• MPS – ステンレススチール製
しっかりと密封することで最大限の保護と耐食性を実現
シ
 ャフトシールおよびシャフトの耐久性を高める強力なシャフ
ト摩耗スリーブ
1200psiウォッシュダウンのIP66、IP67、
およびIP69Kの要件に適合

• バッテリバックアップが使用可能なマルチターンフィードバック
• 安定したシステムを維持しながら、負荷対モータの高いロータイナーシャ比を制御
• オンボードメモリでモータIDを保持
• シリアル通信で自動的にIDをドライブに送信
• 46mm、70mm、90mm、
および100mmのフレームサイズ
• 一体式24Vブレーキオプション
モデルの種類
• TL – 四角形のプラスチック製コネクタを装備、
Kinetix 3サーボドライブ専用
• TLY – 円形のプラスチック製コネクタを装備、
Kinetix 2000/6000サーボドライブで使用

•最
 大10m/secの速度と、最大10msecの加速度
•正
 確なリニア位置決め
•摩
 耗のない部品(ベアリング、
ギア、ベルトなど)
• S tudio 5000環境によるセットアップおよびプログラミングのフルサポート

定格トルク/荷重

• VPL連続0.46～32Nm (4～283ポンドインチ)
• VPF連続0.93～19Nm (8～172ポンドインチ)
• VPC連続最大191Nm (1,593ポンドインチ)

• MPL連続0.26～163Nm (2～1440ポンドインチ)
• MPM連続2～62Nm (19～556ポンドインチ)
• MPF連続2～19Nm (14～172ポンドインチ)
• MPS連続4～21Nm (32～190ポンドインチ)

連続0.086～5.42Nm (0.85～48ポンドインチ)

• LDL連続63～596Nまたは14～134ポンドフォースピーク時209～1977Nまたは
47～444ポンドフォース
• LDC連続74～1922Nまたは17～432ポンドフォースピーク時188～5246Nまたは
42～1179ポンドフォース

フィードバックオプション

•シ
 ングルターン、
デジタル、
アブソリュートエンコーダ
•マ
 ルチターン、
デジタル、
アブソリュートエンコーダ
•ハ
 イデンハインエンコーダ(VPCのみのオプション)

• シングルターン、1024サイン/コサイン、
アブソリュートエンコーダ
• マルチターン、1024サイン/コサイン、
アブソリュートエンコーダ

適用しない

ユーザ側でご用意ください

400Vクラス巻線

200Vおよび400Vクラス巻線

200Vクラス巻線

200Vおよび400Vクラス巻線

巻線電圧
詳細
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当社のサーボモータ全般に関する最新情報については、以下のWebサイトをご覧ください。
www.ab.rockwellautomation.com/Motion-Control/Servo-Motors

詳細はこちらをご覧ください:

rok.auto/ia

アクチュエータおよび独立カート技術

MPシリーズ/Tシリーズ

LDATシリーズ・リニア・スラスタ

iTRAKインテリジェント・ムーバ・
システム

MagneMover LITE

QuickStick

QuickStick HT

概要

電動シリンダは、空気圧および油圧ソリュー
ションにかわる小型かつ軽量で強力なアク
チュエータです。すぐに設置可能な当社の
電動シリンダは、
エネルギー効率に優れて
おり、機械に精度やマルチポイントの位置
決めなどの柔軟性を持たせることができま
す。業界標準の取付け器具と手先効果器を
使用することで、組立作業を簡素化し、機械
的設計におけるエンジニアリング、配線、立
上げの各作業に要する時間を短縮すること
ができます。

LDAT一体型リニアスラスタは、梱包から出
してすぐ余計なセッティングを行なわなく
ても、耐負荷性に優れた高速直線運動を実
現し、負荷の押し、引き、運搬の動作を可能
にします。これらは、
ダイレクトドライブ技
術を使用することで、性能と信頼性を最大
化します。

iTRAK®独立カートシステムは、直線または
曲線の軌道上で複数のムーバを独立制御
できるモジュール式のスケーラブルなリ
ニア・モータ・システムです。iTRAKシステム
により、機械設計者は機械的なカム設計
の制約から解放されるので、
プロセス、
プ
ログラミング、流れを大きく変えるような
イノベーションに重点的に取り組むことが
できます。

MagneMover LITEは、軽量の負荷を迅速かつ効率的に
移動するために特別に設計された、
インテリジェント
で費用効率の高いコンベアシステムです。MM LITEは
OEM/機械内アプリケーション用や厳しいモーション要
件用の従来のベルトとチェーンのコンベアよりも優れ
た性能を発揮し、新たなレベルのプロセス最適化とス
ループットをもたらします。

QuickStick®は、向上したスループットおよびより低い総
所有コストを提供する、
パレット・コンベア・システムより
もさらに高速、
クリーンで効率的なインテリジェント・コ
ンベア・システムです。
リニアモータ技術は、
モジュール
のエンドツーエンドの構成を可能にし、
キャリアを従来
のシステムよりも最大で10倍も高速にする電磁力を生
み出します。

QuickStick HT®は、数千キログラムまでの高負荷に対して
高速で正確な移動ができるように設計されています。こ
れは自動車組立や他の産業アプリケーションだけでな
く、
クリーンルーム、
グローブボックス、
または水中のアプ
リケーションに最適なソリューションで、既存の製造ライ
ンに簡単に統合することも、次世代のプラットフォームと
して機能することもできます。

主な特長

• 柔軟で効率的なサーボ制御ロッド作動
•精
 密な位置決め、速度、
または力による伸
縮動作
• 完全組立済みで、
すぐに設置可能
•流
 体動力にかわるクリーンでエネルギー効
率の高い動力
•部
 品、
ツール、
セット作業などに適した柔軟
な位置決め
•幅
 広いリニア・モーション・アプリケーション
に適した動的で正確な応答
• 複数のフレームサイズを使用可能

•押
 す、
引く、
または荷重をかけることが可能
なリニアベアリングを内蔵したリニアアク
チュエータ
• Direct Drive™ (ダイレクトドライブ)技術によ
る高速、加速、
およびピーク推進力を結合
したダイナミック性能
•回
 転式SpeedTec DIN型コネクタを標準装備
•複
 数の取付け面および取付け方法
•移
 動スライダおよび移動固定子を使用
可能
• IP66保護を提供する一体式ブレーキまたは
ブートを装備する改良された標準製品とし
ての可用性

iTRAK®シリーズ組立て済みシステム
•最
 小限のメンテナンス
•ボ
 タンを押すだけで製品を切換え可能
•機
 械設計を簡略化
•複
 雑な機械設備を減らすことで簡単な
アップグレードを実現
• ダウンタイムの少ない迅速な動作
• ダイレクトドライブによりエネルギー消
費量を削減
iTRAK®シリーズシステムの
コンポーネント
•標
 準的な400mmの長さで直線および
90°の曲線リニアモータのセクションを
使用可能
•広
 範なコイルサイズ(50mm、
100mm、
150mm)で異なる力定格に対応
•長
 さを問わず、楕円、正方形、
長方形など多様な構成が可能
•各
 モータセクションに多相ドライブと
アブソリュートエンコーダ

• インテリジェントモーション
• システム設計を簡潔化するプロセス最適化ツール
• 常に完全なトレーサビリティ
• 柔軟なレイアウト
• クリーニングが簡単で、最大でIP65ウォッシュダウンの
メンテナンスが可能

• インテリジェントモーション
•柔
 軟な同時トラッキングおよびモジュールの簡単な追
加と削除
•使
 用の簡単なモジュール設計
• より少ない移動部品によるメンテナンスの簡易化

•産
 業用、
クリーン、過酷、水中、
または他の独特な環境
で機能
•さ
 まざまな構成が可能な革新的設計
•使
 用が簡単なモジュール設計と制御システム
•よ
 り少ない移動部品によるメンテナンスの簡易化

定格荷重

•連
 続力240～7784N (54～1750ポンド)
• ピーク力14500N (3300ポンド)

ピーク力5469N (1229ポンド)

• 50mm：264N
• 100mm：529N
• 150mm：793N

6N/10N

磁石アレイ当たり15.9N

2500N以上(1倍幅)、
5000N以上(2倍幅)

速度比

最大1m/sec

最大5m/sec

• 50mm：>5m/sec
• 100mm：4m/sec
• 150mm：2.75m/sec

2m/sec

100m/sec

2.5m/sec

フィードバックオプション

アブソリュート高分解能マルチターン
フィードバック

インクリメンタルTTLまたはアブソリュート
Hiperface

• アブソリュートフィードバック
• フィードバック分解能 <10µm

アブソリュート

アブソリュート

アブソリュート

200Vおよび400Vクラス巻線

200Vおよび400Vクラス巻線

400Vクラス巻線

36V

48V

400V

iTrak®に関する最新情報については、以下
のWebサイトをご覧ください。
http://ab.rockwellautomation.com//global/
solutions-services/capabilities/motion/itrak

インテリジェントコンベアに関する最新情報については、以下のWebサイトをご覧ください。www.magnemotion.com

電動シリンダ

巻線電圧

詳細
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当社のアクチュエータ全般に関する最新情報については、以下のWebサイトをご覧ください。
http://ab.rockwellautomation.com/Motion-Control/Actuator

詳細はこちらをご覧ください:

rok.auto/ia

ACドライブの一覧

PowerFlex 755T ACドライブ

PowerFlex 750シリーズACドライブ

PowerFlex 520シリーズACドライブ

PowerFlex 6000高圧ドライブ

PowerFlex 7000高圧ドライブ

概要

回生(PowerFlex 755TR)、高調波軽減(PowerFlex 755TL)、柔軟性の高い
コモンDCバス構成(PowerFlex 755TM)のソリューションと共に精密な
モータ制御を提供します。精密なトルク制御を目的とした当社特許
取得済みの現場指向型制御であるTotalFORCE™テクノロジは、位置、
速度、
およびトルクの迅速かつ正確で反応の良い制御を実現します。

柔軟性、接続性、および生産性を実現する製品です。最初
のプログラミングから運用やメンテナンスまで、優れたユ
ーザエクスペリエンスを提供します。同クラスの他のドライ
ブより多くの制御、通信、安全、およびサポートハードウェ
アのオプションを選択できるため、PowerFlex® 750シリーズ
ACドライブは、生産性を最大化するのに必要な機能を提供
できます。

これらのコンパクトな可変周波数ドライブは、革新
的な機能と使いやすさを組み合わせることで、シス
テム性能を最大に高め、設計およびより優れたマシ
ンの提供にかかる時間を短縮できるモータ制御ソリ
ューションを提供します。PowerFlex® 523、PowerFlex
525、およびPowerFlex 527ドライブは、それぞれアプリ
ケーションの特定のニーズを満たすユニークな一連
の機能を提供します。

ファン、ポンプ、圧縮機などの汎用アプリケーション
に最適です。 新規/レトロフィット、可変トルク、お
よび定トルクアプリケーションに適しています。 使
いやすく簡略化されたユーザエクスペリエンスを実
現します。

単一のソリューションで柔軟性と高性能を実現します。回
生ブレーキ機能が内蔵されているため、困難な高性能ア
プリケーションに適しています。コンポーネント数は、市
販品の中で最も少ないため、信頼性が向上し、
ダウンタ
イムが短縮され、予備部品も少なくて済みます。より高
い効率性を実現するには、Direct-to-Drive™技術を使用し
たAFE構成を選択し、絶縁トランスを使用せずにモータを
ドライブに直接接続します。

主な特長

• 回生によりエネルギーコストを削減
• 有効電流および無効電力を力率に対して調整
• IEEE 519に適合
•ア
 クティブ・フロント・エンド・ライドスルー制御により、ほとん
どの電力品質障害時に装置の稼働状態を維持
•ロ
 ードオブザーバおよび適応チューニングにより、立上げ時間を
短縮し機械的摩耗を減らす
•柔
 軟性の高いスロットベースのハードウェアアーキテクチャによ
り、安全、フィードバック、通信、およびI/Oのオプションモジュー
ルを選択可能
• モジュール設計であるため、設置とメンテナンスが簡単
• 予測診断により、予定外のダウンタイムが減り、生産性が向上
• コンパクト
•苛
 酷な環境で保護機能を提供するコンフォーマルコーティング
を使用可能

•複
 数のモータ制御モードと、誘導モータおよび永久磁石モー
タのサポート
•ドライブの寿命を延ばす予測診断
•柔
 軟性の高いスロットベースのハードウェアアーキテクチャに
より、安全、
フィードバック、通信、
およびI/Oのオプション
モジュールを選択可能
• 自動デバイス構成(ADC)により、
Logixコントローラで、
自動的に
交換されたドライブを検出し、
すべての構成パラメータをダウ
ンロード可能
• PowerFlex 755ドライブは、
Studio 5000 Logix Designerアプリケー
ションのモーション命令を使用してプログラムすることも可能
•苛
 酷な環境で保護機能を提供するコンフォーマルコーティン
グを使用可能

•P
 owerFlex 520シリーズのドライブは複数のモータ
制御モードを提供しており、PowerFlex 525は永久磁
石モータ制御をサポート
•コ
 ンパクトな設置面積によりパネルスペースを節約
し、柔軟な設置が可能
• -20～50˚C (-4～122˚F)の動作温度 現在のディレーテ
ィングおよびオプションの制御モジュール・ファン・
キットでは70˚C (158˚F)まで対応
• 垂直または水平に設置可能なドライブ
•自
 動デバイス構成(ADC)により、Logixコントローラ
で、自動的に交換されたドライブを検出し、すべて
の構成パラメータをダウンロード可能
•苛
 酷な環境で保護機能を提供するコンフォーマル
コーティングを使用可能

• エンコーダを使用せずに100%の起動トルクを実現
• 内部電源式の高効率のECOメイン冷却ファンを備
えているため、運転コストが削減され、外部制御電
源が不要
• IEEE 519に適合
• 正弦波に近い出力波形であるため、標準モータと
400mのモータケーブル(出力フィルタなし)を使用可
能
• 自動パワー・セル・バイパスで、ダウンタイムの最小
化を実現(オプション)
• 拡張ライドスルー制御により、ほとんどの電力品質
外乱時にドライブの実行状態を維持
• 直感的で使いやすいカラータッチスクリーンHIM
• コンフォーマルにコーティングされたコントロール
ボードが過酷な環境での保護を強化
• 空冷であるため設置が簡単

• デジタルセンサレス制御、ダイレクトベクトル制御、
またはフルベクトル制御、エンコーダフィードバッ
ク(オプション)付き
• 回生ブレーキによりエネルギーコストを削減し、
エネルギーを入力電源に還元
• 高効率のECOメイン冷却ファンにより、運転コスト
を削減
• アクティブ・フロント・エンド(AFE)テクノロジまたは18
パルス整流器の設計により、入力高調波が低減さ
れ、IEEE 519に適合
• PowerCage™インバータおよび整流器モジュールによ
り、10分以内でSGCTを交換できるため、平均修理時
間の最小化が実現
• コンフォーマルにコーティングされたコントロール
ボードが過酷な環境での保護を強化
• 空冷式ドライブと水冷式構成を使用可能
• 並列モジュールにより、出力範囲を25,400kW
(34,000HP)まで拡張

定格

• 400～480V：160～2000kW/250～3000HP
• 600～690V：250～2500HP/200～2300kW

• 200～240V：0.37～132kW/0.5～200HP/2.2～477A
• 380～480V：0.75～1400kW/1.0～2000HP/2.1～2330A
• 600V：1.0～1500HP/1.7～1530A
• 690V：0.75～1500kW/12～1485A

• 100～115V：0.2～1.1kW/0.25～1.5HP/1.6～6A
• 200～240V：0.2～15kW/0.25～20HP/1.6～62.1A
• 400～480V：0.4～22kW/0.5～30HP/1.4～43A
• 600～600V：0.4～22kW/0.5～30HP/0.9～32A

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

安全

•安
 全速度モニタオプション
•安
 全トルクオフ - ハード配線またはネットワークオプション

• PowerFlex 753：安全速度モニタおよび安全トルクオフのオプ
ション
• PowerFlex 755：安全速度モニタおよびハード配線またはネット
ワーク接続された安全トルクオフのオプション

•P
 owerFlex 525：ハード配線された組込み安全トル
クオフ
•P
 owerFlex 527：組込み安全トルクオフ(ハード配線ま
たはネットワーク接続)

• 電気機械式インターロック(標準)、トラップ・キー・
インターロック(オプション)
• 光ファイバー装置の燃焼バリアおよび機械的バリア
により、高圧制御と低圧制御の間を絶縁

• ArcShield™アーク耐性エンクロージャ(オプション)によ
り、
アークフォルト保護を強化
• ハード配線された安全トルクオフ(オプション)
• トラップキー機械式インターロック
• 光ファイバー装置の燃焼バリアおよび機械的バリアに
より、高圧制御と低圧制御の間を絶縁

• Logix制御環境へのプレミア統合

• Logix制御環境へのプレミア統合

• Logix制御環境へのプレミア統合
•P
 owerFlex 527ではStudio 5000モーション命令を排他
的に使用

PlantPAxフェイスプレートおよびアドオン命令(AOI)に
よるLogix環境への統合

Logix制御環境へのプレミア統合

EtherNet/IP用組込みデュアルポートおよび追加の
産業ネットワークをサポート

PowerFlex 753：シングルまたはデュアルポートEtherNet/IPおよ
び産業用ネットワークの追加のオプション
PowerFlex 755：EtherNet/IP用組込みポート、オプションのデュ
アルポートEtherNet/IP、追加の産業用ネットワークをポート

PowerFlex 523：オプションのデュアルポート
EtherNet/IP
PowerFlex 525：EtherNet/IP用組込みポート、
オプションのデュアルポートEtherNet/IP
PowerFlex 527：EtherNet/IP用組込みデュアルポート
PowerFlex 520シリーズ：追加の産業用ネットワーク

EtherNet/IP用オプションと追加の産業用ネットワーク

EtherNet/IP用オプションと追加の産業用ネットワーク

Logix統合

通信

詳細
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2.3kV：140～2238kW/200～3000HP
3.3kV：160～3280kW/215～4400HP
4.16kV：225～3954kW/300～5300HP
6.6kV：300～6565kW/400～8200HP
6.9 kV：315～6565kW/415～8200HP
10kV：200～9950kW/270～13,350HP
11kV：220～10,950kW/300～14,680HP

2.3～2.4kV：150～1500kW/200～2000HP
3.3kV：187～3600kW/250～4750HP
4～4.16kV：261～4400kW/350～5750HP
6.6kV：400～6000kW/500～8000HP

当社のPowerFlex ACドライブの一覧、
およびこれらの製品については、以下のWebサイトをご覧ください。
www.ab.rockwellautomation.com/Drives

詳細はこちらをご覧ください:

rok.auto/ia

モータ制御装置の一覧

CENTERLINE 2100 NEMAモータ・

CENTERLINE 2500 IECモータ・
コントロール・センタ(MCC)

CENTERLINE 1500高圧モータ・
コントロール・センタ(MCC)

概要

当社の業界をリードするMCCはULおよび
NEMAの規格に適合しており、
ネットワー
ク、通信、
および安全ソリューションを提供
します。

小さな設置面積と包括的な型式試験を組み
合わせることで、CENTERLINE 2500 MCCは、工
場即時対応型、省スペース、低エネルギー、
低コストで効率の良いモータ制御ソリューシ
ョンの世界的需要に応えます。

アーク耐性製品設計を含むさまざまな
形式で使用できます。
コントローラオプシ
ョンには、
全電圧、
可逆、
減電圧、
ソリッド
ステート減電圧、
マルチ速度、
同期制御
などがあります。

主な特長

• 高品質と長年にわたるサービスの実績の
あるテクノロジ
• 一貫した設計により、下位互換性を実現
• バスを中央に取付ける設計により、熱放
散が向上
• 確実な接地システムにより、感電の危険
性を低減

• 高密度型固定ユニット(フロアスペースが
限られた場所)を装備
• 完全引き出し型ユニット
を選択(迅速な交換を必要とする場合)
• 高ユニット密度により、
列のスペースを最適化
• さまざまなインテリジェントモータ制御オプ
ションを提供
• 完全な型式試験済み標準設計を提供

• パワーセルに通電されていないこと
を視覚的に示す
絶縁スイッチ
• CENTERLINE水平電源バス(アクセスし
やすい取り外し可能なカバープレー
ト付き)
• タイプ2Bのアクセス性
• MCCへのアクセスを最小限に抑える
データへのリモートアクセス

定格

最大600V、600～3200A

最大690V、800～4000A

2400V～690V、400～800A

安全

• SecureConnect™ユニットに収納された
CENTERLINE 2100により、感電および電気的
障害への曝露が減少
• ArcShield™テクノロジを搭載する
CENTERLINE 2100により、
アーク閃光の危険
を低減し、
内部電気アークフォルトの保護
機能を強化

• ArcShieldテクノロジを搭載するCENTERLINE
2500により、
アーク閃光の危険が低減さ
れ、内部電気アークフォルトの保護機能
を強化
• PowerFlex®可変速ドライブのアーク耐性バ
ッフルにより、適切な熱放散が行なわれ、
アーク抑制を維持

• ArcShield搭載CENTERLINE 1500はアー
ク閃光の危険を低減：
-内
 部電気アークフォルトの保護機
能を強化
-C
 37.20.7に準拠し、40kAまたは50kAに
対するアーク耐性を提供

コントロール・センタ(MCC)
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Logix統合

• IntelliCENTERソフトウェアによるLogix環境
への統合
• PlantPAx®プロセス・オブジェクト・ライブラ
リ・フェイスプレートとアドオン命令(AOI)の
サポート

規格

• ABS型認定(Marine & Coast Guard)
• 国際建築コード – IBC (耐震)
• UL/cUL
• NMXS-353-ANCE
• CE適合
• ISO 9001認定

IntelliCENTERソフトウェアによるLogix環境へ
の統合

E300電子式

857モータ/フィーダ

SMC Flex

SMC-50

0.1～800A

0.5～65000A

10～20000A

1～1250A

108～480A (内部バイ
パス)
90～520A (ソリッドス
テート)

モータ制御

• ソリッドステート
•標
 準スタータ

• マイクロプロセッサ
ベース
• 標準スタータ
• 可逆スタータ
• Y/デルタ(スター/
デルタ)スタータ
• 2速スタータ

•モ
 ータおよびフィーダ
保護
•低
 圧および高圧制御
• 12チャネル・デジタル・
レコーダ
•リ
 モートRTD検知
•ア
 ナログI/O機能

• 9つの始動/停止モード
を装備
• 3つの制御モジュール
バージョンを装備
- 標準
- ポンプ制御
- ブレーキ制御
•動
 力機構にSCRバイ
パス/ランコンタクタ
を内蔵
•電
 子モータ過負荷保
護を装備

• 17の始動/停止モード
を装備
•オ
 ールインワン型制御
モジュール
•内
 蔵SCRバイパスまた
はソリッドステート構
成を備えた動力機構
•電
 子モータ過負荷保護
を装備
• I/Oオプションモジュー
ルを取付けるための3つ
の拡張ポートを装備
•プ
 ログラム可能なフォ
ルトおよびアラーム
•電
 力モニタを搭載
• DeviceLogix

I/O

• 2つの入力
• 1つの出力

4/3 (AC)、6/3 (DC)、2/2
(AC保護付き)、
4/2 (DC保護付き)

9つ以上の構成可能な出
力接点、18のデジタル入力
およびさまざまな仮想I/O
機能。追加のI/O機能を使
用可能。

機能をプログラム可能
な4つのオンボード出
力接点
(N.O.またはN.C)

• 完全にプログラム可
能な2つの接点：通
常、UTS、
フォルト、
ア
ラーム、外部ブレー
キ、DeviceLogix、補助制
御、
ファン制御、
ネット
ワーク、
または外部バ
イパス
• 拡張用I/Oオプションモ
ジュールを使用可能

通信

EtherNet/IP
通信モジュール

EtherNet/IPネットワー
ク(DRL)

EtherNet/IP、IEC
61850、Modbus
TCP、Modbus、Profibus、DNP
3、IEC 101-10

EtherNet/IPネットワーク用オプションと
追加の産業用ネットワーク

技術資料

EC-CA001

193-SG010A

857-SR001

150-TD009

詳細

当社のモータ保護全般に関する最新情報については、以下のWebサイトをご覧くださ
い。http://ab.rockwellautomation.com/circuit-and-load-protection

過負荷保護リレー
定格

過負荷保護リレー

IntelliCENTERソフトウェアによるLogix環
境への統合

IEC 60204-1
IEC 61439-1および2 (第2.0版)
BS EN 61439-1および2
AS/NZS 61439-1および2
AS/NZS 3439.1 (Annex ZD for Arc Flash
Containmentを含む)
• IEC/TR 61641 (第3.0版)
• 2006/95/EC & 2014/35/EU – 低電圧指令
• 2004/108/EC & 2014/30/EU – EMC指令

• UL 347およびCSA、産業用制御装置
C22.2 No. 253 (UL 347、第5版に調和)
• NEMA、高圧コントローラ定格
1501～7200 VAC ICS 3-2 (旧ICS 2-324)
• アーク耐性について、
IEEE C37.20.7、
タイプ2B
• 米国電気工事規定(NEC)
• 米国労働安全衛生局(OSHA)
• 欧州EMC指令

• EtherNet/IP用オプションと追加の産業用
ネットワーク
• 動作データへのアクセスと、
ダウンタイム
および総所有コストの減少につながるトラ
ブルシューティングを備えたIntelliCENTER®
ソフトウェア装備オプション

• IntelliCENTER技術が搭載された
CENTERLINE 1500により、
MCCへのアク
セスを最小限に抑えるデータへの
リモートアクセスが実現
• EtherNet/IP用オプションと追加の産業
用ネットワーク

•
•
•
•
•

E1 Plus電子式

通信

• EtherNet/IP用オプションと追加の産業用
ネットワーク
• 動作データへのアクセスと、
ダウンタ
イムおよび総所有コストの減少につ
ながるトラブルシューティングを備え
た、IntelliCENTER®ソフトウェア装備オプ
ション

詳細

当社のモータ保護全般に関する最新情報については、以下のWebサイトをご覧ください。https://ab.rockwellautomation.com/Motor-Control

保護リレー

当社のモータ制御装置全般に関する最新情報につい
ては、以下のWebサイトをご覧ください。
http://ab.rockwellautomation.com/motor-control

詳細はこちらをご覧ください:

rok.auto/ia

オペレータインターフェイスの一覧

54

PanelView Plus 7

PanelView 5000

MobileView

PanelView 800

概要

標準および高性能バージョンがあり、4～19インチのディスプレイか
ら選択できるほか、
ワイドスクリーンのオプションも用意されていま
す。FactoryTalk® View Machine Editionを使用することで、
アプリケーショ
ンの構築、
Integrated Architecture® (統合アーキテクチャ)ソリューション
の構成の簡略化や強化が可能になります。VNC接続が可能なイーサ
ネット接続対応リモートモニタ機能を備えています。

直感的な最新設計のPanelView™ 5000ファミリーは、
Studio 5000
View Designerソフトウェアを使用することで、強化されたLogix
統合を実現します。この統合によって、
エンジニアは構成情報を
一度入力すれば、
オートメーション設計の全体で使用できるよ
うになります。

オペレータの生産性を向上し安全な製造環境を提供するモバイル・グラフィック・ター
ミナルです。モバイル・オペレータ・インターフェイスはWindows Embedded Standard
7オペレーティングシステムを実行しますが、開発コストを削減するためFactoryTalk®
View MEおよびFactoryTalk® View Studioアプリケーションを再利用することもできます。

高速プロセッサ、発光ダイオード(LED)バックライト付き高解像度ディスプレイ、内蔵
メモリ、およびリモートモニタ機能を備えたグラフィックターミナルが生産性とメ
ンテナンスを向上させます。マイクロコントローラおよび小型コントローラに接続
できる小・中規模のアプリケーション向けに柔軟なソリューションを提供します。

主な特長

標準バージョン
•基
 本機能を必要とする小・中規
模のマシンアプリケーション
に最適
•コ
 ントローラ1台、最大50画面
(25のオントップ、25の置き
換え)、および500の
アラームメッセージを装備
•ネ
 ットワーク接続用の単一の組
込みイーサネットポート
• ATEXゾーン2/22認定
•オ
 プションのデバイス・レベル・
リング(DLR)

高性能モデル
•小
 型の機械から大型の複雑な
機械まで、あらゆるアプリケー
ションに対応
• デバイス・レベル・リング、
リニ
ア、
またはスター型ネットワー
クトポロジをサポートする高性
能プロセッサおよび組込みイ
ーサネットポート
•上
 級ユーザのためのビデオ再
生をサポート
• メンテナンスマニュアルやそ
の他のドキュメントをターミナ
ルで直接参照可能
• ステンレススチール製のベゼ
ルのオプション
• 9インチおよび12インチのDCタ
ッチ専用ディスプレイ対応の
コンフォーマルコーティング

PanelView 5510
•小
 型の機械から大型の複雑な
機械まで、あらゆるアプリケー
ションに対応
• 7～19インチのディスプレイ
(ワイドスクリーン、
タッチスク
リーン、
キーパッドのオプション
あり)から選択できるモダンな
デザイン
• コントローラ1台、
100画面、
1000のアラーム
• PDFビューワ

• 5m、10m、15mのクイックコネクト式ケーブルおよび取付けブラケットオプション
•ハ
 ード配線されたモメンタリ式押しボタンまたはキースイッチによるソフトウェア割
付け可能なファンクションキーを装備
• 3ポジション・イネーブル・スイッチを搭載
•見
 やすい抵抗膜方式タッチスクリーンを採用した10インチ・ワイド・ディスプレイ
(1280 x 800)
•ア
 プリケーションおよびデータ・ログ・ストレージ用内蔵SDカード
• 意図しない非常停止を発生させないモバイル性を提供
• コスト効率の高いシン・クライアント・モバイル・ターミナルを提供
• 第2世代MobileViewターミナルは、第1世代製品のすべてのモビリティ機能に加え、照
光式非常停止、IP65中継ボックスとの使用、
およびシンクライアントとして使用できる
オプションを装備
• IP65中継ボックスが第2世代MobileViewターミナルと連携し、On-Machineの視覚化ソ
リューションを提供
•非
 常停止ブリッジによって、非常停止回路をトリップすることなく、IP65中継ボックス
からMobileViewターミナルを取り外し可能
•B
 ox ID機能は位置認識を備えているため、MobileViewターミナルで生産ラインの位
置を把握可能

• 65,000色対応のLEDバックライト付き高解像度ディスプレイを搭載
• 仮想ネットワークコンピューティング(VNC)サーバを経由してリモートでターミナルを
モニタおよび構成
• 256MBメモリ搭載の高性能800 MHz CPUプロセッサ
• USBホストポートとmicroSD™サポートによるファイル転送またはファームウェア更新
• 埋め込み変数を含むアラームメッセージによりオペレータにアラートを通知
•構
 成機能により、
データまたはパラメータ設定のグループをアップロードおよびダウ
ンロード
• Micro800®、MicroLogix™、
およびCompactLogix™ 5370コントローラと接続
• 暗号化により電子メール通知を送信
• FTPを使用した、
データログ、
アラーム履歴、
レシピへのリモートアクセス

ディスプレイオプションと
表示領域の寸法

4インチ (95 x 54mm)～15インチ
ディスプレイ(304 x 228mm)
*ワイドスクリーンのオプション
を選択可能

7インチ (132 x 99mm)～19イン
チディスプレイ(376 x 301mm)
*ワイドスクリーンのオプション
を選択可能

7インチ (132 x 99mm)～19イン
チディスプレイ(376 x 301mm)
*ワイドスクリーンのオプション
を選択可能

•画
 面サイズ：10.1インチ
•製
 品直径：349mm (13.74インチ)
•奥
 行き(ハンドルなし)：70mm (2.75インチ)
•奥
 行き(ハンドルあり)：110mm (4.33インチ)

• 4インチ (95 x 53.9mm)
• 7インチ (153.6 x 86.6mm)
• 10インチ (211.2 x 158.4mm)

ディスプレイタイプ

カラーTFT LCD、18ビット・カラー・グラフィック

Color TFT LCD、24ビット・カラー・グラフィックス(1,670万色)、
発光ダイオードバックライト

色/解像度：WXGA/1280 x 800ピクセル、
抵抗性タッチスクリーン

TFTタッチスクリーン、
ワイドLCD

内部メモリ

512MBのメモリ

500MBの内部メモリ

4GB DRAM/32GBフラッシュ/2GB SDカード

256MB

入力電力オプション

DC (DC18～30V)

DC (DC18～30V)およびAC (AC100
～240V)

公称DC24V (DC18～30V)

DC24V

DC24V

通信

• 1つの10/100Base-T、
Auto MDI/
MDI-Xイーサネットポート
(IEEE1588をサポート)
• 2つの10/100Base-T、
Auto MDI/
MDI-Xイーサネットポート(スタ
ー、
リニア、
またはDLRネットワ
ークトポロジをサポート)

• 2つの10/100Base-T、Auto MDI/
MDI-Xイーサネットポート(DLR
(デバイス・レベル・リング)、
リニ
ア、
またはスター・ネットワーク・
トポロジをサポート)
• USB-A x 2、
USB-B x 1 (v2.0高速)

2つの10/100Base-T、Auto MDI/
MDI-Xイーサネットポート(DLR
(デバイス・レベル・リング)、
リニ
ア、
またはスター・ネットワーク・
トポロジをサポート)

1つの10/100Base-T、
Auto MDI/MDI-X
イーサネットポート
(IEEE1588をサポート)

10/100イーサネット

• 1- イーサネット10/100Mbps
•独
 立したRS-232およびRS422/RS485コネクタ

環境

NEMA 12、13、4X、IP54、IP66
0～55˚C (32～131˚F)

NEMAおよびULタイプ12、13、4X
もULの分類によるとIP66定格
0～55˚C (32～131˚F)、EAC、Marine

NEMAおよびULタイプ
12、13、4XもULの分類に
よるとIP65定格 0～50˚C
(32～122˚F)

IP65、0～45˚C (32～113˚F)

IP65、NEMA 4X、12、13

詳細

当社のオペレータインターフェイス全般に関する最新情報については、以下のWebサイトをご覧ください。
http://ab.rockwellautomation.com/Graphic-Terminals

PanelView 5310
•基
 本機能を必要とする小・中
規模のマシンアプリケー
ションに最適
• 6～12インチのディスプレイ
(ワイドスクリーンのオプ
ションあり)から選択できる
モダンなデザイン
•コ
 ントローラ4台、
100画面、
およびコントローラ当たり
1000のアラーム

• 特別な構成作業が不要なLogixベースアラーム
• ジョグアプリケーションに100msec以内に応答する高速HMI
ボタン
•ナ
 ビゲーションボタン、
ディスプレイアラーム、診断、
および
設定情報
• Studio 5000 View Designer®を使用した、
タグやアラーム、
その他データの自動共有機能
6インチワイド(115 x 86mm)
～12インチワイドディスプレイ
(261 x 163mm)
*ワイドスクリーンの
オプションを選択可能

詳細はこちらをご覧ください:

rok.auto/ia

コンピュータの一覧

VersaView 5000

産業環境用コンピュータ

過酷な環境用コンピュータ

概要

ディスプレイ搭載型
VersaView® 5400オープンアーキテクチ
ャのディスプレイ搭載型コンピュータ
およびVersaView 5200シン・クライアン
ト・バージョンには、最新の全面ガラス
のディスプレイが搭載されており、さま
ざまなソフトウェアアプリケーション
をロードできる汎用性があります。

ディスプレイなし
VersaView 5400ディスプレイ非搭載
コンピュータ、VersaView 5200および
ThinManager®シン・クライアント・バー
ジョンは、複数の取付けオプションを
備えた最新の小さな設置面積を実現
します。

モニタ
VersaView 5100モニタには、最新の全面
ガラスのディスプレイ、投影型静電容量
マルチタッチ・タッチ・スクリーン、およ
び複数のディスプレイ入力が搭載されて
います。

産業環境向けコンピュータは、環境の物理的制約および要件についてのソリュー
ションを提供します。産業環境コンピュータには、フォームファクタ、RAM、スト
レージ、および性能のさまざまなオプションがあります。当社の産業用データセ
ンターは、複数のオペレーティングシステムおよびアプリケーションを仮想サー
バ外で実行する機能を備えています。

苛酷な環境向けコンピュータは、危険な領域の認証を受けているだけでなく、市
販のどの製品よりも厳しい温度に耐えることができます。石油&ガス、化学製品、
採鉱などの産業では、ハードウェアが損傷するような場所で爆発性の物質を扱い
ます。

主な特長

ディスプレイ搭載型コンピュータ
•画
 面サイズ：12インチ、15インチ、19イン
チ、22インチ (すべてワイドスクリーン)
•投
 影型マルチタッチ
•性
 能：クアッドコアIntel Atom
•メ
 モリ：128GB SSD
•オ
 ペレーティングシステム：64ビット
Windows
• フルHD 1080Pオプション(22インチシ
ステム)
• DC電源
ディスプレイ搭載型シンクライアント
•ロ
 ックウェル・オートメーションの
ThinManager対応
•画
 面サイズ：12、15、19、22 (すべてワイド
スクリーン)
•投
 影型マルチタッチ
• フルHD 1080Pオプション

ディスプレイ非搭載
• デュアル外部ディスプレイをサポート
•性
 能：クアッドコアIntel Atom
• メモリ：128GB SSD
•オ
 ペレーティングシステム：64ビット
Windows
• DC電源
ディスプレイ非搭載シンクライアント

•画
 面サイズ：12インチ、15インチ、19インチ、
22インチ
(すべてワイドスクリーン)
• 投影型静電容量方式マルチタッチ
• ディスプレイ入力：VGA、DVI、DisplayPort
• 22インチモデルでFull HD 1080Pオプションを
使用可能
• DC電源

6181Pディスプレイ搭載型コンピュータ*
• 12インチ、15インチのワイド、
15.6インチ、17インチ、18.5インチ、19インチのワイド・デ
ィスプレイ・モデル
•ワ
 イドスクリーンおよび投影型マルチタッチオプション
•ス
 テンレススチール製ベゼル(オプション)
•デ
 ュアル外部モニタビデオ出力をサポート
6181Pディスプレイ非搭載型コンピュータ*
•制
 御キャビネットの使用に適した汎用取付けオプション
• Windows Server 2008 R2オプション(RAIDサポート付き)
•現
 場で交換可能な統合ACおよびDC電源
6177Rディスプレイ非搭載型コンピュータ
•あ
 らゆるアプリケーションに対応する複数の性能パッケージ
•前
 面取り外しおよびホットスワップ可能な耐衝撃型の常時フル稼働のハード・ディス
ク・
ドライブ(RAID付き)
• Windows：10 IoT Enterprise、8.1、7、Server 2012、
および2008
• AC100～240V、
自動レンジ調整の電力要件
産業用データセンター
•拡
 張機能を備えた単一または複数のサーバを提供する複数の製品
• 2～9TBを使用可能なストレージ
• vSphere標準からvSphere Enterpriseまで

6181X危険な領域用ディスプレイ搭載型コンピュータ
• 12.1インチ 抵抗性タッチスクリーンを装備し、太陽光の下でも見やすいTFTカラーディ
スプレイ
6181X危険な領域用ディスプレイ非搭載型コンピュータ
• 壁掛け式
•B
 ulletin 6186M高性能産業用モニタを組合せて、
クラスIディビジョン2認証システムを
形成

単一ディスプレイ・シン・クライアント
• コスト意識の高いアプリケーション向け
のよりコンパクトな設計
• 単一DisplayPortビデオ出力
デュアル・ディスプレイ・シン・クライアント
•標
 準的なアプリケーションのニーズを満
たすシングルコアIntel Atom CPU
• デュアル外部ディスプレイ出力
デュアル4Kディスプレイ・シン・
クライアント
•要
 求の厳しいアプリケーション向けの高
性能クアッドコアIntel Atom CPU (複雑な
仮想スクリーン、複数のセッション、複数
のIPカメラからのフィードなど)
• デュアル4Kディスプレイ、1x ディスプレイ
ポート、1x HDMI
マルチ4Kディスプレイ・シン・クライアント
•要
 求が厳しく複数のディスプレイを必要
とするアプリケーション向けの高性能
クアッドコアIntel i5 CPU
• 3台または7台の4Kディスプレイ、
3x DisplayPort、4x mini DisplayPort
(オプション)

ソフトウェア

FactoryTalk Viewまたはシン・クライアント・アーキテクチャ用ロックウェル・オートメーションのThinManagerソフトウェアとの併用に最適な
オープン・アーキテクチャ・プラットフォーム。

FactoryTalk® View Site Editionとの使用に適したプラットフォーム

規格および環境

•動
 作温度：0～50˚C (32～122˚F)
• IP65
• cULusリスト、
CE、EAC、KC、RCM

• 動作温度：0～50˚C (32～122˚F)
• CE、ULusリスト、RCM/C-Tick、EAC、WEEE、RoHS、KCKC (韓国)
• NEMA 1/12/4/4x(ステンレス)、IP66

ディスプレイ非搭載
•動
 作温度：-20～60˚C
• cULusリスト、CE、EAC、KC、RCM

•動
 作温度：0～50˚C (32～122˚F)
• NEMA 4X、IP65
• cULusリスト、
CE、EAC、KC、RCM

• 背面にヒータを必要とせずに、-20～70˚C (-4～158˚F)温度範囲で動作可能
• ATEXゾーン2/22、IECEx、
およびクラスIディビジョン2の危険な領域に対するULリストに
適合

ディスプレイ非搭載シンクライアント
•動
 作温度はシンクライアントによって
異なる
• cULus/CE、KC、BIS、EAC、RCM

詳細

56

当社のオープン・アーキテクチャ・オペレータ・インターフェイスのオプションの一覧、
およびこれらの製品については、
以下のWebサイトをご覧ください。
http://ab.rockwellautomation.com/Computers

詳細はこちらをご覧ください:

rok.auto/ia

Stratix産業用ネットワークインフラおよびセキュリティの一覧

Stratix 5700管理型ス
イッチ、ArmorStratix
5700管理型スイッチ

Stratix 5410

Stratix 5400

Stratix 5800

Stratix 8000および8300

概要

ディストリビューションスイッチは、
19インチのラックに取付けるポート密
度の高い設計を提供します。これらの
スイッチには、高い性能が不可欠なネッ
トワーク用の最大4つの10ギガビット・
イーサネット・ポートとネットワークアド
レス変換(NAT)機能があります。

PoEおよびファイバー(SFP)と、オール・
ギガビット・ポート・オプションを備え
た、
レイヤ2スイッチングおよびレイヤ
3ルーティングに対応する管理型スイ
ッチです。

最大限の柔軟性で銅、
ファイバー、
およ
びPoEポートの組合せをサポートするモ
ジュール式管理型スイッチです。オー
ル・ギガビット・プラットフォームでレイヤ
2スイッチングとレイヤ3ルーティングを
サポートします。

モジュール式管理型スイッチ
は、Ciscoオペレーティングシステム
と、IT専門家が使い慣れたツールを
使用して、
エンタープライズネット
ワークとのセキュアな統合をサポー
トします。

小 規 模 なアプリケ ーションか
ら複 雑 な アプリケ ー ションま
で 、コン パクトで 拡 張 性 に 富
ん だ 管 理 型 のレイ ヤ 2 スイッ
チです。Stratix 5700には DINレ
ー ル キャビネット取 付 けが 必
要であり、ArmorStratix 5700は
On-Machine IP66/67環境に使用
されます。

主な特長

• 19インチのラックに取付けるポート密

• レイヤ2アクセス切換えとレイヤ3ル
ーティングにより、
複数のネットワーク
構成を柔軟に作成可能
• オール・ギガビット・プラットフォームで
高性能ネットワークをサポート
• デュアル・ギガビット・リング構成によ
り、
高性能なネットワークレジリエン
シ(回復力)

• モジュール設計により柔軟な構成
が可能
• レイヤ2切換えとレイヤ
3ルーティングオプション
• オール・ギガビット・プラットフォーム

• 銅線、
ファイバー、SFP、
およびPower
over Ethernet (PoE)拡張モジュール
を使用可能
• 産業用オートメーションやEtherNet/IP
装置に対するデフォルト構成

• オプションのネットワークアド
レス変換(NAT)により、
マシン
レベルのローカルIPアドレス
を、広範なプラント
ネットワークにマッピング
• Power over Ethernet (PoE)、
ギガ
ビットポート、
およびIEEE 1588
をサポート
• アクセス制御リスト(ACL)などの
セキュリティ機能

ディストリビューションスイッチ

ポート数

度の高い設計
• 高性能のアプリケーションに対応
する最大4つの10ギガビットのアッ
プリンク
• レイヤ2切換えとレイヤ3ルーティン
グオプション
• 水平スタッキングにより、
ポートの高
密度化を実現
• 複数の高性能ネットワーク・レジリエン
シ・プロトコルをサポート
• 過酷な環境から保護するためのコン
フォーマルコーティングも対応可能

• 合計28ポート
• 16のSFPスロット
• 12のPoEポート
• すべてが1Gbをサポート、最大4つの
SFPスロットが10Gbをサポート

管理型スイッチ

管理型スイッチ

管理型スイッチ

Stratix 8300レイヤ3ルーティング

• 静的、動的、
マルチキャスト、冗長、
IPv6、ポリシーベースの各
ルーティングおよびVFR-Lite
仮想化を実現可能

ArmorStratix 5700

Stratix 2500簡易

Stratix 2000

非管理型スイッチ

バージョン
• SFPスロット(最大12)
• PoEポート(最大8)
• すべてが1Gbをサポート

• CIP、SNMP、Modbus、PROFINETなど

の複数の識別プロトコルを使用して
プラントフロア資産を識別
• VLAN、DLR、および構成可能な
グループのオーバーレイを表示する
ネットワーク・
トポロジ・ビュー

• 6および10ポート・ベース・スイッチ
• 銅線(最大26)、SFPスロット
(最大14)、PoEポート(最大8)と拡張

モジュール
• 2ポートが1Gbをサポート

• 6、10、18、および20ポート
•
•
•
•
•
•

バージョン
2ポート(最大1Gb)
SFPスロット(最大4)
PoEポート(最大4)
8、10、16、18、24ポートバー
ジョン
2ポートが1Gbをサポート
PoEポート(最大8)

FactoryTalk

ネットワークマネージャ

簡易管理型スイッチは、従来の非管
非管理型スイッチは、小規模のネッ
理型スイッチでは診断およびセキュリ トワークに適しています。これらの
ティを提供できないアプリケーション 産業用スイッチは構成作業が不要
でネットワーク接続を可能にします。 であり、
シンプルなケーブル接続を
使用します。

セキュリティアプライアンスは、強化
された複数のセキュリティ機能を1
つのアプライアンスに統合すること
で、産業オートメーションインフラを
保護します。

ネットワークの可視性、
トラブルシュ
ーティング、
および簡略化された構
成とメンテナンスを向上させるソフ
トウェアです。

• 断線検出を含むケーブル診断によ
りダウンタイムを最小化
• ネットワークが完全に停止する前
にSNMPv3、
Syslogがエラーを検出
• VLANが論理セグメント化を提供
• IGMPがデータトラフィック制御用
マルチキャストを有効に
• トポロジ検出(LLDP)
• STP、RSTP、およびMSTP –
ループ防止

• 低コストでコンパクトなソリュー
ションを提供
• 速度およびデュプレックス(二重)
の設定の自動ネゴシエーション機
能を提供
• AC20VまたはDC24V電源で動作
• 自動ケーブルのクロスオーバー
検出を装備

• セル/エリアゾーンのレベルでの
可視性と制御を実現
• Cisco ASAファイアウォールおよび
FirePower技術が脅威検出および
予防を提供
• ディープ・パケット・インスペクショ
ン(DPI)テクノロジがデバイス間の
悪意のあるトラフィックの検出、保
護、対応をサポート
• サブスクリプションライセン
スは、
年中無休24時間体制の
TechConnectSMサポートによって、
脅威およびアプリケーション制御
更新のための期間ベースのソリュ
ーションを提供

• CIP、SNMP、Modbus、PROFINETなど

• 5および8ポートバージョン

• 5～16ポート
• 6ポート(1Gbをサポート)
• 2つのSFPスロット

• 合計4ポート
• 4つの1Gb銅線ポート
• 2つのSFP対応ポート
• 1つのコンソールポート

適用しない

適用しない

• 制御キャビネット内のハード
ウェアの最小化

• 8、12、16、および20ポート

Stratix 5950

セキュリティアプライアンス

管理型スイッチ

の複数の識別プロトコルを使用して
プラントフロア資産を識別
• VLAN、DLR、および構成可能なグ
ループのオーバーレイを表示する
ネットワーク・
トポロジ・ビュー
• リアルタイムで管理型スイッチ・レ
ベル・アラームおよびイベントを取
得し、
さらに正確なトラブルシュー
ティングを実現
• 履歴データを保持
• プラグアンドプレイStratixスイッチ
構成と共に、構成のバックアップと
比較を提供

NAT

あり

あり

オプション

サポートされない

オプション

サポートされない

サポートされない

あり

DLR

サポートされない

あり(3リング)

サポート予定

サポートされない

オプション(単一リング)

サポートされない

サポートされない

サポートされない

セキュリティ機能

• Logixでのポート制御
• アクセス制御リスト(ACL)
• IEEE 802.1xセキュリティ
• 集中型認証応(RADIUS、TACACS+)
• MAC IDポートセキュリティ
• 暗号化管理トラフィック

• ポートセキュリティがポートを無効
にするか、MACアドレスに基づいて
エンドデバイスの接続を制御
• セキュアな接続を提供するSSHお
よびHTTPS

Logix統合

統合アーキテクチャへのプレミア統合には以下のものがあります。
• 構成およびモニタ用のStudio 5000アドオンプロファイル
• モニタおよびポート制御用の定義済みのLogixタグ
• ステータスモニタおよびアラーム用のFactoryTalk Viewフェイスプレート

• Studio 5000®およびFactoryTalk®
Viewフェイスプレートを使用

不要

あり

適用しない

あり

すべての管理型スイッチバージョン
をサポート

サポートされない

適用しない

SDカード(同梱)

適用しない

Cisco IOS

あり

オンボードバック
アップ/リストア

SDカード(同梱)

詳細

• アクセス制御リスト(ACL)
• ステートフルインスペクション用フ
ァイアウォール
-イ
 ンライン透過モード/
ルートモード
- 受動モニタ専用モード
• 脅威の検出および予防のための
FirePowerサービス
• ネットワークアドレス変換(NAT)
• リモートアクセス

• 以下のユーザアクセス権を持つ
ネットワーク管理者、
システム管
理者、
およびオペレータの役割
を提供：
- ロールベースのアクセス制御
- ネットワーク設定
- システム設定
- アラーム管理
- デバイス管理

• Stratixスイッチへのプレミア統

合を可能にするネットワーク管
理ツール

した、構成のアドオンプロファイ
ル(AOP)

Cisco IOS-XE
SDカード(同梱)

あり

SDカード(同梱)

SDカード(オプション)

当社の産業用ネットワークインフラ製品およびアクセサリ全般に関する最新情報については、以下のWebサイトをご覧ください。

http://ab.rockwellautomation.com/Networks-and-Communications/Ethernet-IP-Network
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詳細はこちらをご覧ください:

rok.auto/ia

グローバルビジネスの
実施

イーサネットメディアの一覧

ロックウェル・オートメーションは世界中の80ヶ国を超える国
にセールス、サービスおよびサポート拠点を有しており、お客
様のご要望に直ちにお応えすることができます。
概要

主な特長

詳細

イーサネット・ケーブル・スプール

In-Cabinet接続

On-Machine接続

イーサネット・ケーブル・スプールを使用する
と、過酷な環境で信頼性の高いネットワーク
接続が可能になります。
シールドなしツイストペア、
シールド付きツ
イストペア、および600Vケーブルを用意し
ています。

製品には、
パッチコードおよびコードセット、
現場
で取り外し可能なコネクタ、
クリンプコネクタ、
バルクヘッドアダプタなどがあります。

当社のOn-Machine™ケーブルには、高フ
レックスアプリケーション専用のIP67の
モールド成形コネクタおよびツイスト・ペ
ア・ケーブルがあり、
ノイズや振動が発
生するアプリケーションで高い性能を発
揮します。

• 4芯および8芯
• シールド付きまたはシールドなし
•ノ
 イズイミュニティを高め、反射減衰量
を抑制するために、ツイストペアにより
ケーブル全体の信号の均一性を維持
•汎
 用的な環境に使用できるポリ塩化
ビニル(PVC)ライザーケーブル
•安
 全ネットワークを識別するための赤色
のケーブル被覆を選択可能
•高
 圧電源ケーブルとケーブルトレイを共
有する場合に使用する600V On-Machine™
規格に準拠したケーブル

•非
 シールド・ツイスト・ペア(UTP)とシールド・
ツイスト・ペア(STP)のオプション
•高
 フレックスTPEロボットケーブル(2対およ
び4対)で、1,000万回の屈曲サイクルをテス
ト済み
•汎
 用アプリケーション向けのポリ塩化
ビニル(PVC)ライザーケーブル(4対)
•エ
 ア・ダクト・アプリケーション向けのプレナ
ムケーブル(4対)
•安
 全ネットワークを識別するための赤色の
ケーブル被覆を選択可能
• 600V PVC定格ケーブルを使用可能(2対およ
び4対)
•赤
 色のケーブル被覆でマシンの安全ネット
ワークを識別
•ギ
 ガビットカテゴリ6のオプションを使用
可能

•モ
 ールド成形ハウジングが信号の整
合性を保護
• モールド成形パッチコード
• 現場で取り外し可能なコネクタ
•安
 全ネットワークを識別するための赤
色のケーブル被覆を選択可能
•カ
 テゴリ6ギガビットケーブルにM12 X
コードのパッチコードを使用可能
• IP67ソリューションを実現する、保護用
の熱可塑性プラスチック製のハウジン
グ付きのRJ45コネクタを含むVariant 1
イーサネットケーブル

当社のイーサネット・ネットワーク・メディアの一覧、
およびこれらの製品については、以下のWebサイトをご覧ください。
http://ab.rockwellautomation.com/Connection-Devices/EtherNet-Media

最寄りの営業所をお探しの場合は、以下のウェブサイトをご覧ください。
www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/distributor-locator/sales-locator.page

★ World Headquarters (Milwaukee, WI USA)
★ Regional Headquarters (Hong Kong / Diegem, Belgium / Miami, FL USA)
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詳細はこちらをご覧ください:

rok.auto/ia

サービス

繰返し可能な産業ソリュー
ションは固有のニーズに合
わせてカスタマイズ可能

リスクの最小化
生産性の最大化

ワークフォースサポートと
トレーニング

修正
有効
補完
最適化

人と資産の
安全

資産とプラントの
最適化

危険なエネルギーの制御

在庫管理サービス

電気安全

資産の最新化

機械安全

資産パフォーマンス

情報インフラと
セキュリティ

インフラの開発と
管理
資産パフォーマンス

食品&飲料
• 製品の安全とコンプライアンス
• ラインパフォーマンス
• バッチ、混練、経路制御、CIP
• 生産/オーダ管理

タイヤ&ゴム製品

• 安全なWULO (Wind-up and Let-off)
• カレンダ
• 混合/TSRシステムおよび加硫
• 押出機

• 必要に応じた換気
• 鉱石の選鉱/処理
• 積出システム
• 圧砕機/コンベア

日用品&パーソナルケア
• 材料の追跡/系統化
• 履歴/ダッシュボード
• 混合、混練、経路制御、CIP
• 生産/オーダ管理

石油&ガス
• 統合された制御/安全システム
• 生産/パイプラインSCADA
• 回転装置の制御
• エンジニアリング、調達、および施工

上下水処理

ライフサイエンス

発電

•	
完 全なMES (製造実行システ
ム)とコンプライアンス
• 製剤と充填
• 追跡とトレース

• 燃焼制御/バーナー管理
• 燃料取扱/エネルギー変換
• 電気的な保護/制御
• プラント自動化/統合のバランス

• モジュール式のプロセス構築
製品とアプリケーションのライフサイクルサポート
オンデマンドサポート

統合サポート

マネージドサポート

自動車
• 車体/塗装ライン制御
•	エラー防止手段(ポカヨケ)/
キッティング
• プレス加工/プレスライン制御
• スケジューリング/ERP統合

化学

お客様個々のビジネス課題を当社がどのように解決するのかを詳しくお知りになりたい場合は、最寄りの当社の正規代
理店または営業所に問い合わせるか、以下のWebサイトをご覧ください。rok.auto/services
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• バッチ処理
• 混合/混練
• 材料追跡
• タンクファーム制御

金属

• 溶解&連続鋳造
• ストリップ加工、ストリップ仕上
• ロッドミル、バーミル
• 材料追跡

パルプ&製紙

• バーナー管理&蒸解釜
• 紙料調整/On-Machine DCS
• 抄紙機/薄葉紙機システム
• 巻取り機と平判紙断裁機の安全性

詳細はこちらをご覧ください:

rok.auto/ia

鉱業&セメント

• プロセス制御
• 電力制御
• SCADA - データ収集
• リモート端子ユニット

ロックウェル･オートメーション (NYSE:ROK)は、専業としては世界最大の産業用オートメーションと情報ソリューション企業で、お客様の生産
性を高め、地球に優しい技術を提供します。当社の主力をなすAllen-Bradley® および Rockwell Software®の製品ブランドは、世界中でその革
新性と卓越性を認められています。

Allen-Bradley、ArcShield、Arena、Armor、ArmorBlock、
Armor Compact GuardLogix、Armor CompactLogix、
Armor GuardLogix、ArmorPOINT、ArmorStratix、CENTERLINE、
Compact 5000、
CompactBlock、CompactLogix、Compact GuardLogix、Connected Components Workbench、ControlLogix、DeviceLogix、Direct Drive、Direct-to-Drive、Dynamix、EnergyMetrix、
FactoryTalk、
FLEX、FLEX 5000、FLEX Ex、Flex I/O、Guard I/O、GuardLogix、Guardmaster、Integrated Architecture、IntelliCENTER、iTRAK、Kinetix、Logix Emulate、MagneMotion、MagneMover、MainsFree、
Micro800、MicroLogix、MobileView、MP-Series、
On-Machine、
PanelView、PartnerNetwork、Pavilion8、
PlantPAx、
POINT Guard I/O、POINT I/O、PowerCage、PowerFlex、PowerMonitor、
Production Center、QuickStick、
RightSight、Rislan、Rockwell Software、RSLinx、
RSLogix、RSLogix 5000、SCANport、SecureConnect、SMC、Stratix、Studio 5000、Studio 5000 Architect、
Studio 5000 View Designer、Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment、Studio 5000 Logix Designer、TeamOne、ThinManager、TotalFORCE、TL-Series、VersaView、およびVisiSight
は、
Rockwell Automation, Inc.の商標です。LISTEN.THINK.SOLVE.およびRockwell Automationは、Rockwell Automation Inc.の登録商標です。
ControlNet、DeviceNet、および EtherNet/IPは、ODVAの商標です。Cisco および Catalystは、Cisco Systems, Inc.の商標です。Windowsは、Microsoft Corporation の商標です。
Rockwell Automationが所有しない商標と登録商標は、該当する企業に所有されています。
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