移行ソリューション
SLC™ 500からCompactLogix™ 5380制御システムへ

最新技術による生産性の最適化とリスクの最小化

変化する市場の需要を先取りするには、旧式の機器を維持するリスクを低減し、生産性の向
上を実現できる、移行ソリューションが非常に重要です。
アップグレード戦略を策定するた
めの製品、サービス、および業界の知識を併せ持つパートナと協力して、競争力を最大化し
てください。

SLC™ 500コントローラとSLC™ I/O

ロックウェル・オートメーションとパートナ各社は、
アプリケーションニーズと長期目標に適
合した最新化戦略をお客様と共に策定します。移行は一度にまとめて行なうことも、段階的
に行なうこともでき、
ご予算に合わせてお客様に適したペースで行なうことができます。そ
のため、SLC™ 500からCompactLogix™ 5380制御システムに簡単に移行することができます。

製品ライフサイクル

カタログ番号別に特定のライフサイクル情報を検索するには、Web上の製品ライフサイクルステータス検索ツールを
使用します。

アクティブ

アクティブマチュア

生産終了

廃番

アクティブ：製品カテゴリ内で最新の製品。
アクティブマチュア：全面的にサポートされていますが、新しい製品またはファミリーが存在しています。移行による
メリットがあります。
生産終了：生産終了日が発表されます。移行と最終購入を積極的に進める必要があります。通常、生産終了日まで製品を
ご注文いただけます1。
廃番：製品が新たに製造されることはなく、調達できなくなります2。修理と交換サービスは利用可能な場合があります。
1
2

製品によっては、生産終了日前に廃番になることがあります。
地域によっては、限定在庫を期限切れモードで使用できる場合があります。

Compact GuardLogix® 5380
SIL 3コントローラ
CompactLogix™ 5380コントローラと
Compact 5000™ I/Oシステム

Compact GuardLogix® 5380
SIL 2コントローラ

アップグレードまたは移行する理由
最新技術は、性能を向上させ、効率を高めることにより、
グローバル市場で有利な立場を
維持するのに役立つ

1492 I/O配線および変換システム
1492 I/O変換モジュール：
Compact 5000™ I/Oインターフェイス
CompactLogix™ 5380コントローラ

Compact 5000™ I/O
モジュール

SLC™ 500制御システムの移行は、当社が用意している、先を見据えた最新化計画の一部です。旧式のオート
メーションシステムを最新化すると、
スマートマシンおよび製造用機器の需要増大に対応するために、優れ
たシステム性能、容量、生産性、セキュリティを実現できます。

上部取付け
プレート

SLC 500からCompactLogix™ 5380制御システムへの移行を今すぐ計画して、旧式の機器を維持するリスクを
低減し、生産性の向上を実現してください。CompactLogix 5380の標準オプションおよびCompact GuardLogix®
5380コントローラの安全オプションを使用して、
より多くのアプリケーション要件を満たすチャンスです。

既存のSLC™ I/O
(Bulletin 1746)
フィールド配線

1492 I/O変換モジュール：SLC™ I/O
(Bulletin 1746)インターフェイス
注：示されている変換モジュールケーブル
は、実際より長くなっています。

利点
CompactLogix 5380制御システムの利点
• EtherNet/IP™での最大32軸の統合モーションによる、柔軟性の向上

• 高速I/O、モーションコントロール、デュアルギガビット(Gb)イーサネットポートを搭載したデバイス・レベル・
リング(DLR)およびリニアトポロジによる、性能の向上
• コントローラベースの変化検出、ロギングおよび暗号化されたファームウェアによる、セキュリティの強化
• 制御の改善およびリアルタイム診断へのアクセスによる、既存資産の収益の最大化

• 単一の共通プログラミング環境であるStudio 5000 Logix Designer®アプリケーションによる、立上げ時間の
短縮と生産性の最適化

下部取付けプレート

簡単に移行

• 変換にかかる総合的な時間を短縮し、作業を低減
- コード変換ツールを使用してコントローラ
プログラムの書き換え時間を短縮
- I/Oを変換し、既存のフィールド配線接続を維持

• スタートアップ時のトラブルシューティングを低減
- 配線エラーなし

• 設置時間を短縮

- 変換シャーシは既存の取付け穴を利用するため、
穴開け不要

最新化計画の策定
先を見越したライフサイクル計画のためのオプションを評価してください。
ロックウェル・オートメーションによる最新化サービス

お客様固有のニーズに合った最新化ソリューションにより、移行プロセス前、移行プロセス中、移行プロセ
ス後のライフサイクルリスクを軽減してください。当社の最新化サービスおよびサポートは、
ダウンタイム
の最小化、運用成果の最大化、旧式機器の維持に伴うリスクの緩和に役立ちます。
プロジェクト管理からス
タートアップまで、お客様の施設にとって効果的な最新化戦略の設定と実現を支援します。
認定システムインテグレータまたはソリューションプロバイダ
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お客様による移行
SLC™ 500からCompactLogix™ 5380制御シス
テムへの移行を支援なしで行ないたい場
合、ロックウェル・オートメーションはできる
だけ生産を中断せずに移行を計画し実行す
るのに役立つ数多くのツールとリソースを
提供しています。

識

当社のPartnerNetwork™プログラムは、オートメーションおよび製造業界のリーダであるエンジニアリング
の専門家とサプライヤの統合されたチームをお客様に提供します。
このチームは、ロックウェル・オートメー
ションのソリューション向け製品またはサービスの提供において優れた実績があります。

移行を計画して実行するためのツール
ロックウェル・オートメーションは、ハードウェアの選択と変換、
コードの変換のための移行ツールを提供しており、
これによってフィールドデバイスの配線の変更が不
要になります。移行を実施するのがロックウェル・オートメーションか、
システムインテグレータか、
またはお客様かにかかわらず、すべてのツールを利用できます。
設置ベースの評価

RSLogix 5000またはStudio 5000プロジェクトマイグレータ

Installed Base Evaluation™ (IBE®: 設置ベースの評価)サービスは、お客様の重要なプラント資産
とその状態を徹底的に分析します。
このサイト配布型サービスは、サイト、エリア、
ライン、マシ
ン、およびパネルごとに詳細なレポートを提供します。

プロジェクト移行ツールを使用すると、SLC™ 500アプリケーションコードを変換する際の
時間とエンジニアリングリソースを節約できます。RSLogix 500®プロジェクトファイルを
エクスポートしたら、組込み変換ユーティリティを使用して、RSLogix 5000®またはStudio
5000 Logix Designer®アプリケーションにコードをインポートできます。

Integrated Architecture Builder
Integrated Architecture® Builder (IAB)ツー
ルは、CompactLogix™ 5380制御システム
アーキテクチャ(現在のSLC™制御システム
に基づく詳細な部品表(BOM)を含む)を
自動的に定義して構成することのできる、
グラフィカルでユーザフレンドリなソフト
ウェアツールです。

SLC EtherNet/IP通信モジュール
SLC EtherNet/IP™通信モジュール(1747-AENTR)は、イーサネット通信
を使用してCompactLogix 5380コントローラとリモートI/O間の通信と
データ転送を可能にします。段階的な最新化で1747-AENTRモジュー
ルを使用すると、既存のリモートI/Oネットワークの稼働状態を維持
できます。また、新しいアプリケーションに切換える前にテストし、
古いアプリケーションに簡単に戻すことできます。

CompactLogix 5380コントローラの一般的な構成図

Compact 5000 I/Oシリアルモジュール

このシステム構成図を使用して、産業アプリケーションに適した拡張性の高いIntegrated
Architecture®(統合アーキテクチャ)システムを構築し、コントローラの基本的な性能、容量、
および構成を把握してください。

Compact 5000™ I/Oシリアルモジュール(5069-SERIAL)は、シリアルネットワーク
上のコントローラとI/O間の通信を可能にします。EtherNet/IPネットワーク上で
ローカルI/OまたはリモートI/Oモジュールとして機能することができます。

ProposalWorks proposal builder

1492 I/O配線および変換システム

このツールを使用すると、
自動化プロジェクトの部品表、RFQ、提案をコンピュータから直接作
成できます。
このツールには1,500以上のウィザードや使いやすい検索機能が搭載されてお
り、
アプリケーション要件を満たす適切な製品を見つけることができます。

1492 I/O変換システムは、SLC I/OからCompact 5000 I/Oに素早く効率的に変換できる方
法を提供します。既存の制御キャビネットからフィールド配線を取り除くことなくI/O変換
を実施するため、配線エラーのリスクがなくなります。

はじめに：オートメーションシステムの分析
業界に関する知識とグローバルなサポートサービスを備えたロックウェル・オートメーションは、お客様がSLC™ 500からCompactLogix™ 5380制御システムにスムーズ
に移行できるよう支援します。
ステップ1：既存のシステムレイアウトを文書化し、将来のシステム要件を定義する

ステップ2：移行を計画する

基準点として既存のシステムを文書化することによって、移行計画を開始してください。そう
することで、使用可能なオプションを検討し、現在および将来の要件に最適なソリューショ
ンを見つけることができます。

総合的な移行アプローチが得られたら、詳細な計画に役立つIntegrated Architecture® Builder
(IAB)ツールを使用してください。IABに組込まれているSLC移行ウィザードが、システム構成
プロセスを支援します。
どのコンポーネントを再利用するか、
または交換するかを決定でき
ます。SLC I/Oを再利用する場合は、IABがモジュールのサポートと電源の負荷を確認し、新し
いEtherNet/IPネットワークのレイアウトを支援します。IABの1492 I/O変換システムは、I/O変
換時に既存のフィールド配線接続を維持することによって、配線エラーのリスクを最小限に
抑えることができます。

PanelView™ Standardグラフィックターミナル

SLC™ 500制御システム

シリアル

SLC™リモートI/Oラック

前進：プロジェクトの実行
一度にすべての移行を実施される場合でも、段階的に実施される場合でも、当社は豊富なツールと経験を基に、移行全体にわたってお客様をサポートします。下位
互換性と結びついたモジュール式オートメーションへの当社のアプローチにより、
オートメーションシステムを部分的にアップグレードしながら生産性を維持すること
ができます。
段階1：アプリケーションのコードの変換

段階2：SLCコントローラやモジュールの交換

RSLogix 5000®またはStudio 5000 Logix Designer®アプリケーションの組込み変換ユーティリ
ティを使用して、SLC™ 500アプリケーションコードを変換する際の時間とエンジニアリング
リソースを節約してください。PanelView™ StandardアプリケーションからPanelView Plus 7
アプリケーションへの変換は、FactoryTalk® View Machine Editionソフトウェアへの既存の
プロジェクトのインポートと同じくらい簡単です。

CompactLogix™ 5380システムの取付けおよび配線を行ない、SLCの最初のスロットモジュー
ル（SLCプロセッサまたは通信モジュール）をSLC EtherNet/IP™通信モジュール(1747-AENTR)
に交換します。
このモジュールを使用すると、新しいCompactLogixコントローラからSLC I/O
シャーシを制御しながら、既存のSLC I/Oを保持し、既存のフィールド配線を維持できます。
このアプローチにより移行プロセスが簡略化され、I/Oの再配線に関連するリスクが低下
し、貴重な時間を節約できるため、短時間でアプリケーションを生産環境で稼働させること
ができます。

ツール：RSLogix 5000/Studio 5000 Logix Designerアプリケーション、FactoryTalk® View Studioソフトウェア

アプリケーションコードの利点：

ツール：
『SLC EtherNet/IP communication module user manual』(1747-UM076)、
『CompactLogix 5380およびCompact
GuardLogix 5380コントローラ ユーザーズマニュアル』(5069-UM001)
PanelView™ Plus 7グラフィックターミナル

• 自動コード変換を使用してコードを変換

• 強力な構造および機能を活用してアプリ
ケーションを改善

特長:

ヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)
アプリケーションの利点：

• 必要に応じて、SLC I/Oに戻す
ことが可能

• ほとんどの場合、
さらなる変更が不要

CompactLogix™ 5380コントローラ

EtherNet/IP™

• 既存のフィールド配線を維持
1747-AENTRモジュールが
取付けられたSLC™ I/O

• ユーティリティが変換ログを生成し、
選択された新しいハードウェアに
サポートされていない機能を特定
• 機能の強化とグラフィックの改善

• コントローラとの統合を強化

1747-AENTRモジュールが
取付けられたSLC™ I/O

前進：プロジェクトの実行
段階3：他のシステムハードウェアの交換と投資のレビュー

段階4：I/Oの交換

制御システムに旧式または他社製の可変周波数ドライブ、モーションコントロール、
センサ、またはモータ・コントロール・センタがある場合でも、ロックウェル・オート
メーションは移行を支援できます。世界規模のサービスグループを通じて、移行作
業、オペレータの補助とトレーニング、
または移行完了後のメンテナンスサービスを
提供できます。
また、お客様のネットワークニーズと施設全体の資産管理をレビュー
するお手伝いもいたします。

移行プロセスの最終段階では、1492 I/O変換システムを使用してSLC™ 500をCompactLogix™ 5380
制御システムに交換します。I/Oの交換は多大な投資を意味するため、お客様のスケジュールと予
算に適合したアプローチを提供します。1492 I/O変換システムを使用すると、既存のフィールド配
線接続を取り外すことなく、SLC™ I/OからCompact 5000™ I/Oに変換できます。
これは変換時間を
短縮し、人件費を削減し、移行中の配線ミスから生じるダウンタイムのリスクを低減するのに役立
ちます。I/Oを一度に1ラックずつ入れ替えることも、一度にすべて入れ替えることも可能であるた
め、移行の計画がより管理しやすくなります。
どちらの場合でも、新旧両方のI/Oアーキテクチャを
同時に稼働できます。また、I/O相互参照ドキュメントにより正確性が保証され、将来のトラブル
シューティングまたは診断のための履歴のバックアップが提供されます。

ツール：CompactLogix 5380コントローラの一般的な構成図

ツール：1492 I/O配線および変換システム、ProposalWorks™ proposal builder
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1492 I/O配線および
変換システムを備えた
Compact 5000™
リモートI/Oラック

Kinetix® 5500
サーボドライブ

SLC™リモート
I/Oラック

Stratix® 8000スイッチ

SLC™リモート
I/Oラック

PowerFlex® 525
ACドライブ

Kinetix® 5500
サーボドライブ
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グラフィック
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1492 I/O配線および
変換システムを備えた
Compact 5000™リモート
I/Oラック

PowerFlex® 525
ACドライブ

最新化および変換サービス

ロックウェル・オートメーションは、変換プロジェクトのあらゆる段階で、移行プロジェクトを簡
単にするための技術、業界、およびプロジェクト管理に関する専門知識を提供することができま
す。お客様の短期および長期の目標を達成するための計画作成を支援します。お客様には主要
エンジニアが連絡窓口として割当てられ、実装の作業およびリソースの調整とスケジュール作
成を行ないます。

アプリケーション最新化サービス
当社エンジニアが、旧式の制御、視覚化、および可変周波数ドライブプラットフォームを変換す
るように設計されたカスタム開発の専用ソフトウェアアプリケーションを使用して、変換プロセ
スを完成させてテストし、新しい制御システムおよびハードウェアの操作性を確認します。

主要エンジニアは、標準化されたチェックリストとプロセスを使用して、
プロジェクト範囲の確
認、
リスクの検証、テストおよび承認基準の見直し、既存の画面およびアプリケーションコード
の変換に必要な情報とソフトウェアの収集を行ないます。

• あらゆる命令の修正と変換、
または新しいプロセッサファミリーで発生したエラーの対処
• 提供された多言語データベースの変換

成果物には以下のものがあります。

スタートアップと承認

•
•
•
•

部品表
変換の承認基準
プロジェクトのスケジュールおよびタイムライン
変換エンジニアチームに送られる必要な情報

成果物には以下が含まれます。

設置の前に、該当するすべてのソフトウェアおよびファームウェアの事前ローディングを含む、
総合的な機能テストが実行されます。設置完了後には、エンジニアが、お客様のプラントスタッ
フと緊密に協力して運用コンプライアンスをレビューします。
プロジェクトが承認されると、総合
的なシステム資料が提供されます。

移 行の見 積もりをお 求めの場 合は、最 寄りのロックウェル・オートメーション認 定
代理店または当社事業所にご連絡ください。
ロックウェル・オートメーションでは、
さらに以下の支援も提供しています。

• アプリケーションレベルの電話サポートを、
プロジェクトのスタートアップおよび
デバッグの段階で提供
• システムのリエンジニアリング、オペレータインターフェイス、
アーキテクチャおよび
通信戦略、
トレーニング、オンサイトスタートアップに関するコンサルティング

成果物には以下のものがあります。

• お客様によって実行され検証された運用テスト

• 製品シートおよびソフトウェアファイルを含む、必要な資料
• お客様の承認

• オプション：赤線で修正された図または更新された図

Connect with us.

Allen-Bradley、Compact 5000、CompactLogix、expanding human possibility、FactoryTalk、GuardLogix、Installed Base Evaluation、IBE、Integrated Architecture、Kinetix、PanelView、PartnerNetwork、PowerFlex、ProposalWorks、
Rockwell Automation、RSLogix 500、RSLogix 5000、SLC、SLC 500、Studio 5000 Logix Designer、Stratix、およびTechConnectは、Rockwell Automation, Inc.の商標です。
EtherNet/IPは、ODVA, Inc.の商標です。Rockwell Automationに属さない商標は、それぞれの企業に所有されています。
Publication MIGRAT-PP004C-JA-E - August 2020

Copyright © 2020 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved.

