三菱 iQ Platform対応
C言語コントローラ

カスタマイズ自在のオープンプラットフォーム、
C言語コントローラ

Global Player

三菱電機グループは「グローバル
環境先進企業」を目指します。

三菱電機グループは、
以下の多岐にわたる分野で事業を展開しています。
三菱電機グループは、
「常により良いものを
目指し、変革していく」
という Changes for
the Better の理念のもと、活力とゆとりの
ある社会の実現に取り組んできました。
そし
ていま、時代に応える eco changes の精
神で、家庭から宇宙まで、あらゆる事業を通
じ、環境に配慮した持続可能な社会の実現に
向けてチャレンジしています。そのために、
社員一人ひとりがお客さまと一体となって、
グローバルな視点で、暮らしを、ビジネスを、
社会を、より安心・快適に変えてゆきます。
三菱電機グループは、最先端の環境技術と優
れた製品力を世界に展開し、豊かな社会の構
築に貢献する「グローバル環境先進企業」を
目指します。

重電システム
タービン発電機、水車発電機、原子力機器、電動機、変圧器、パワーエレクトロニクス機器、遮断
器、ガス絶縁開閉装置、開閉制御装置、監視制御、保護システム、大型映像表示装置、車両用電
機品、エレベーター、エスカレーター、ビルセキュリティーシステム、ビル管理システム、粒子線
治療装置、
その他
産業メカトロニクス
プログラマブルコントローラー、
インバーター、
ＡＣサーボ、表示器、電動機、
ホイスト、電磁開閉
器、ノーヒューズ遮断器、漏電遮断器、配電用変圧器、電力量計、無停電電源装置、産業用送風
機、数値制御装置、放電加工機、レーザー加工機、産業用ロボット、クラッチ、自動車用電装品、
カーエレクトロニクス、
カーメカトロニクス機器、
カーマルチメディア機器、
その他
情報通信システム
無線通信機器、有線通信機器、監視カメラシステム、衛星通信装置、人工衛星、レーダー装置、
アンテナ、放送機器、データ伝送装置、ネットワークセキュリティーシステム、情報システム関連
機器及びシステムインテグレーション、
その他
電子デバイス
パワーモジュール、
高周波素子、
光素子、
液晶表示装置、
その他
家庭電器
液晶テレビ、
ルームエアコン、
パッケージエアコン、
ヒートポンプ式給湯暖房システム、
冷蔵庫、
扇風機、換気扇、太陽光発電システム、電気温水器、LED ランプ、蛍光ランプ、照明器具、圧縮
機、
冷凍機、
除湿機、
空気清浄機、
ショーケース、
クリーナー、
ジャー炊飯器、
電子レンジ、
IH クッキングヒーター、
その他
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iQ PlatformでFactory Automationを「繋ぐ」
上位情報システム
（製造実行システム
（MES）
）
と生産現場を情報連携した
「e-F@ctory」
とともに三菱電機が提言する、生産現場
のコントローラ、HMI、
エンジニアリング環境、
ネットワークを統合・連携するソリューション
「iQ Platform」
は、開発・生産・保守のコスト
削減のために、先進のテクノロジーでお客様のシステムを統合、最適化していきます。

情報システムと生産現場を「繋ぐ」

ERP（業務計画システム）
MES（製造実行システム）
ERP

人と機器を「繋ぐ」

コントローラ&HMI
ME
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機器内・機器間を「繋ぐ」
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ネットワーク
プログラミング環境を「繋ぐ」
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FA の課題を TCO の視点から抜本的に解決する
コントローラ &HMI

ネットワーク

エンジニアリング環境

生産性・製品品質を向上

高い精度と生産スピードで
ロスを低減

開発、運用・保守を効率化

1 MELSEC シリーズのシステムバス性能
の高速化によるトータルシステム性能の
大幅向上
2 プログラム標準化に必要な FB・ラベル
の専用メモリの装備
3 統一した強固なセキュリティ機能の搭載

1 CC-Link IE で実現する 1Gbps 高 速 通
信をロスなく取り込み可能
2 SLMP を用いた各種機器のシームレス
通信の実現

1 大規模ネットワーク構成図を実機から検
出して生成可能
2 MELSOFT Navigator と各エンジニアリ
ングソフトウェア間でのパラメータ相互
反映の実現
3 各コントローラと HMI 間共通で保有す
るシステムラベルのデバイス変更を自動
追従
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お客さまのマイコン/パソコン環境の信頼性を大幅に向上。
革新のオープンプラットフォーム C言語コントローラ。
C言語コントローラは、長期安定供給、高信頼、高性能、フレキシブルな
MELSEC上でC言語プログラムを実行できる、革新のオープンプラットフォームです。
VxWorks ®プリインストールで、高度な情報処理と安定のI/O制御に対応する
ハイエンドモデル Q24DHCCPU-V/-VGと、
省スペースと高速なI/O制御を実現するスタンダードモデル Q12DCCPU-V。
そして、パートナー製品のLinux®、eT-Kernelをインストールし、高度な情報処理と、
パソコンと同様のユーザインタフェース環境を構築できる、
OS非搭載モデル Q24DHCCPU-LS、Q26DHCCPU-LS。
これら5つのC言語コントローラとMELSEC-Qシリーズの各種ユニット、
パートナー製品やオープンソース、お客さまのプログラム資産等を組み合わせた、
多彩なシステムの構築。
より堅牢に、より簡単に、より高性能に。そして、より自由に。
MELSEC C言語コントローラは、あらゆるシーンで使われるパソコン、マイコンに代わる
新たなプラットフォームとして、これからも進化し続けます。

多 様 なシステムを簡単に構 築したいという声。
それ に応えるプラットフォームが C 言 語コントローラで す。
C言語コントローラがプラットフォームとなり、パートナー製品アプリケーションの活用やパートナー製品OSのイン
ストール、プログラム資産の流用やオープンソースの活用により、お客さまがシステムを自由に、簡単にカスタマイズ
できます。

パートナー活用
OS

アプリケーション

カスタマイズ
システム
インテグレータ

プラグイン

アプリケーション
開発

デバイス
オープンソース

C言語コントローラ

MELSEC-Qシリーズ

オープンプラットフォーム
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C言語コントローラ用
設定・モニタツール

CW Workbench
CW-Sim

マイコン/パソコン環 境の 維 持 管 理コストという課 題 。
それ を 解 決 するプラットフォームが、C 言 語コントローラで す。
安心の長期安定供給。FA仕様の耐環境性。そして、C言語プログラム資産の流用。
C言語コントローラは、マイコン、パソコン環境をMELSEC環境に移行し、より高信頼なシステムを構築する
ためのプラットフォームです。
マイコン/パソコン環境が抱える
さまざまな問題点
製品の
が短い
イクル
サ
フ
ライ

ドライ
バ
開発
者が
退職

装置が大きい

パソコン
は故障
しやすく
保守が
大変

C言語コントローラへの
移行メリット
豊富なI/Oと
シームレスなネットワークによる
トータルな提案が可能

高信頼・
長期安定供給

C言語資産の活用

ップの
ボード/チ
生産中止

旧環境（マイコン/パソコンなど）
ボードの生産中止などによる
製品安定供給に対する
不安と維持管理コストの増大

メンテナンスコストの
大幅削減

装置の小型化

新環境
（MELSEC-Q）
供給面での不安は解消
維持管理開発から脱却して
付加価値部分に開発集中可能
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Line up
ラインアップ

情報処理なら、
ハイエンドモデル
C言語コントローラ

“安心と競争力”同時に手にする5つのC言語コントローラ。

Q24DHCCPU-V
Q24DHCCPU-VG※1

高速I/O制御なら、
スタンダードモデル
C言語コントローラ

Q12DCCPU-V

オープンソースカスタマイズなら、
OS非搭載モデル
C言語コントローラ

Q24DHCCPU-LS
Q26DHCCPU-LS
NEW

Q24
-V

Intel®ATOMTMの性能を活かした情報処理
MELSEC-Qシリーズユニット制御などシステム制御用の
MPUと、
ユーザプログラム実行用のMPUの2MPUを搭載。
ユーザプログラム実行用MPUにはIntel®ATOMTMを採用し、
システム制御負荷の影響を受けずその性能をフルに活かし
て、
データ処理、通信処理など情報処理を実行できます。
また、オープンアーキテクチャの Q 2 4 D H C C P U - L S 、
Q26DHCCPU-LSでは、
お客様にてユーザプログラム実行用
MPUのIntel® ATOMTMにOSをインストールできます。

MELSEC-Qシリーズ
ユニット制御を実行

システム制御用
MPU

Q12DCCPU-V

システム制御
+
ユーザプログラム
実行用MPU

ユーザアプリで
専用ライブラリ関数を
コールし、MELSECの
各種ユニットに
高速アクセス

Q24
-LS

Q26
-LS

データ処理、通信処理、

システム制御負荷の 数値解析処理などを実行
影響を受けずに
ユーザプログラムを実行

＋

ユーザプログラムからダイレクトにMELSEC-Qシリーズの各種ユニットにアクセス
ユーザプログラムから三菱電機の専用ライブラリ関数を用い
てダイレクトにMELSEC-Qシリーズの各種ユニットにアクセス
でき、高速・高精度な制御を実現します。

Q24
-VG

ユーザプログラム
実行用MPU

Q12
-V
モーション
制御

センサ入力、
バルブなど
I/O制御

アナログ入出力、
温度入力、
パルス入力など

リモートI/O
制御

※1 株式会社アイ・エル・シーのGENWARE® 3-VGとのセット品
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OS非搭載モデル
Q24DHCCPU-V

Q24DHCCPU-LS

Q24DHCCPU-VG

Q26DHCCPU-LS

VxWorks 版OS
パソコン
置き換え

I/O
制御

Q24
-V

豊富なインタフェースでより柔軟にシステムを拡張
ユーザプログラムで使用するギガビットEthernetポートを2ch、
設定・モニタツールや各種MELSOFT接続用のシステム
Ethernetポート、SDメモリカードスロット、USBコネクタ、
PCI Express®拡張コネクタなど豊富なインタフェースを搭載。
より高速な上位通信や大容量データへの対応、
PCI Express®、
PCIバスを持つ機器の資産活用など、
より高性能に、柔軟に
システムを拡張できます。
また、Linux®への対応で、豊富な周辺機器
（ドライバ）
やアプリ
ケーションを活用することができ、
柔軟にシステムを拡張できます。

Q24
-VG

Q24
-LS

システムEthernetポート
Ethernet対応機器
C言語コントローラ設定・モニタツール
MELSOFT

Q26
-LS

1Gbps
ユーザEthernetポート
（CH1）
上位ネットワーク

バーコード
リーダ※1

アナログRGB
汎用ディスプレイ※1※2

SDメモリカード
スロット
ユーザプログラム・
レシピデータ

キーボード・
マウス※1※2

ユーザEthernetポート
（CH2）
1Gbps
装置内ネットワーク

CD-ROM
ドライブ※1

プリンタ※1

USBコネクタ
（USB1）
USBマスストレージクラス
対応機器

USBコネクタ
（USB1）
HDD

Specifications Total control Partner Product

Q12DCCPU-V

Support

省スペースでMELSEC-Qシリーズの
豊富なユニットを制御
マイコンを使用した制御システムの
置き換えに最適

Feature

マイコン
置き換え

Product List

Intel®ATOM™の性能を活かした
情報処理能力と、
柔軟な拡張性
パソコンを使用した情報処理システムの
置き換えに最適

Development
environment

Line up

2MPUアーキテクチャと
表示インタフェースを活用しながら、
上位パソコンベースのシステム制御を実現
自由にカスタマイズしたOSのインストールが可能

Solution

情報
処理

PCI Express®
拡張コネクタ※3
PCI Express®
バス・PCIバス機器

※1 Linux® OSがインストールされたQ24DHCCPU-LS、Q26DHCCPU-LSで利用できます。
※2 Q24DHCCPU-VGで利用できます。
※3 PCI Express®拡張コネクタの使用を検討されるお客さまは、最寄りの当社支社、
または代理店にご相談ください。

Q12
-V

機能拡張モードを追加
1.メンテナンス性が向上
ユーザファイル格納用に、12MBの標準ROMを新しく搭載しました。

2.各種ユニットのパラメータ設定、診断、モニタがより簡単に
SW4PVC-CCPUに対応したことで、各種インテリジェント機能ユニット、
ネットワークユニットのパラメータを1ツールで簡単に設定できます。

3.接続性が向上
CPU内蔵EthernetポートがSLMP
（MCプロトコル）
に対応しました。

4.セキュリティが向上
アクセス権機能、
サービス停止機能に対応しました。

※4 シリアル番号上5桁15102以降の製品が対応しています。
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Line up
ラインアップ

情報処理なら、
ハイエンドモデルC言語コントローラ

Q24DHCCPU-V
Q24DHCCPU-VG
オープンソースカスタマイズなら、
OS非搭載モデルC言語コントローラ

Q24DHCCPU-LS
Q26DHCCPU-LS

NEW

2MPU
安定稼動・高信頼
リアルタイムOS VxWorks®標準搭載
（Q24DHCCPU-V・Q24DHCCPU-VG）
パートナOS搭載
（Q24DHCCPU-LS・Q26DHCCPU-LS）
iQ Platform対応
ドットマトリクスLED表示
Ethernet
（3ch.）
、USB×2、
®
PCI Express 、RS-232、
アナログRGB※1

ドットマトリクスLED
デバッグ、診断用

USB2（コネクタタイプmini-B）

SDメモリカード

C言語コントローラ設定・モニタツール
およびMELSOFTの接続

ユーザプログラム、
レシピデータなどの保存

USB1（コネクタタイプA）
USBターゲット機器
（USB HDD）
の接続

バッテリバックアップRAM
ユーザデータ
（稼動履歴、診断データ…）
などの保存

ユーザEthernet

（10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T）
コンピュータとのTCP/IP通信など

PCI Express®
拡張コネクタ
（底面）

システムEthernet

（10BASE-T/100BASE-TX）

開発環境

Ethernet対応機器の接続
C言語コントローラ設定・モニタツール
およびMELSOFTの接続

●C言語コントローラ用エンジニアリングツール
CW Workbench
●統合開発環境 Wind River Workbench
●C言語コントローラ用設定・モニタツール
※1 Q24DHCCPU-Vでは使用できません。
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PCI Express®、
PCIバスを持つ機器との接続

アナログRGB（底面）※1
汎用ディスプレイなどの接続

RS-232（底面）
汎用機器とのシリアル通信

パソコン

Ethernet

Line up

高速I/O制御なら、
スタンダードモデルC言語コントローラ

Development
environment

Q12DCCPU-V

7セグメントLED
デバッグ、診断用

コンパクトフラッシュカード
ユーザプログラム、
レシピデータなどの保存

USB（コネクタタイプmini-B）

Product List

Support

Specifications Total control Partner Product

Feature

Solution

1MPU
高信頼
コンパクトサイズ
リアルタイムOS VxWorks®標準搭載
iQ Platform対応
7セグメントLED表示
Ethernet
（2ch.）
、USB、RS-232

MELSOFTの接続

バッテリバックアップRAM
ユーザデータ
（稼動履歴、診断データ…）
などの保存

Ethernet（10BASE-T/100BASE-TX）
コンピュータとのTCP/IP通信など

RS-232（底面）
汎用機器とのシリアル通信

開発環境
●C言語コントローラ用
エンジニアリングツール
CW Workbench
●統合開発環境
Wind River Workbench
●C言語コントローラ用設定・モニタツール

Ethernet
パソコン
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Development
environment
開発環境

手軽にユーザアプリケーションを開発。

組込みシステム開発環境をお求めやすい価格でご提供
C言語コントローラ用エンジニアリングツール

CW Workbench

Q24
-V

Q24
-VG

Q12
-V

SW1DND-CWWL□-E□

導入コストを抑え、手軽にアプリケーションを開発
従来高価であった組込みシステム環境を、お求めやすい価格でご提供。
本格的な組込みシステム開発を低コストで導入できます。
プログラム編集からコンパイル、ソースコードデバッグまでの基本機能を備え、
手軽にC言語コントローラ用アプリケーションを開発できます。

プラグインツールによる機能拡張で多言語化対応
EclipseベースのCW Workbenchは、サードパーティ製のプラグインツールを用いて
多言語化対応、ソースコード管理など機能を拡張できます。

CW Workbench

Editor ウィンドウ
プログラム編集

Project Explorer ウィンドウ
Debug ウィンドウ

プロジェクトの管理、設定

デバッグ操作

Breakpoints ウィンドウ
ブレイクポイント管理

Remote Systems ウィンドウ
C言語コントローラへの接続操作

Ethernet

パソコン

Variables ウィンドウ
Build Console ウィンドウ
ビルド処理過程の表示

ローカル変数の現在値の表示

Registers ウィンドウ
レジスタの現在値の表示
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Expressions ウィンドウ
ウォッチ登録した変数の現在値の表示

Memory Browse ウィンドウ
C言語コントローラ上のメモリダンプの表示

Line up

C言語コントローラユニットがなくても、VxWorks®のシミュレーションが可能
VxWorks® Simulator

CW-Sim
CW-Sim Standalone
Q12
-V

Development
environment

Q24
-VG

SW1DNC-CWSIM-E

Q24
-V

Q24
-VG

Q12
-V

CW-Sim ライセンス品 シミュレーション環境
上位サーバ

上位サーバ

Ethernet
CW-Sim

CW Workbench

CW Workbenchをインストールしたパソコンで、
プログラムをデバッグできます。

C言語コントローラ実機
なしで、VxW or ks ® の
シミュレーションができ
ます。※2

インストール

CW-Sim Standalone シミュレーション環境
パソコン

CW-Sim Standalone
（実行ファイル）

• C言語コントローラユニットがなくても、VxWorks®のシミュレーションができます。※2

実行モジュール
コンパイル済み
プログラム

Ethernet

CW Workbenchをインストールしていないパソコンでも、
プログラムを実行できます。
ステップ実行はできません。

• 実際に装置を動かす前に、
プログラムの品質、装置の安全性を向上できます。

カメラ

マイコン

シーケンサ

• 複数のC言語コントローラで構成されるシステムのデバッグやトレーニングに使用できます。
※1 追加ライセンス品（SW1DNC-CWSIM-EZ）
もご用意しております。
※2 CW-SimおよびCW-Sim Standaloneは、Wind River VxWorks® Simulatorの必要最小限の機能のみ実装しています。

Support

CW Workbenchのライセンスについて
CW WorkbenchでQ24DHCCPU-V/-VGを使用する場合とQ12DCCPU-Vを使用する場合で、
それぞれご購入いただくライセンスが異なります。

新規でC言語コントローラをご購入いただく場合
CASE 1 Q24DHCCPU-V/-VGをご使用いただく場合

すでにC言語コントローラを導入いただいている場合
使用中

CW Workbenchを使用するパソコン1台につき
Q24DHCCPU-V/-VGのライセンスを一つ取得ください。

DVDパッケージ、
ライセンスセット品

Q24

CASE 3 Q24DHCCPU-V/-VGを追加でご使用いただく場合

＋

CW Workbench Q12DCCPU-V用ライセンスを
取得しているパソコン一台につき、
Q24DHCCPU-V/-VG用ライセンスを追加する
アップデートライセンスを一つ取得ください。

Q12DCCPU-V
Q12

SW1DND-CWWLQ24-E

Q24
Q24
Q24
Q24

ライセンス品
SW1DND-CWWLQ24-EZ

Q12

CW Workbenchを使用するパソコンの台数分の
Q24DHCCPU-V/-VG用ライセンスが必要です。

CASE 2 Q12DCCPU-Vをご使用いただく場合

Feature

Solution

SW1DNC-CWSIMSA-E

Specifications Total control Partner Product

Q24
-V

Product List

※1

使用中

CW Workbenchを使用するパソコン1台につき
Q12DCCPU-V用ライセンスを一つ取得ください。

アップデートライセンス品
SW1DND-CWWLQ24-EVZ

CW Workbench Q12DCCPU-V用ライセンスを
取得しているパソコンの台数分の
アップデートライセンスが必要です。

CASE 4 Q12DCCPU-Vを追加でご使用いただく場合

＋

CW Workbench Q24DHCCPU-V/-VG用ライセンスを
取得しているパソコン一台につき、
Q12DCCPU-V用ライセンスを追加する
アップデートライセンスを一つ取得ください。

Q24DHCCPU-V/-VG
DVDパッケージ、
ライセンスセット品

Q12

Q24

SW1DND-CWWLQ12-E

Q12
Q12
Q12
Q12

ライセンス品
SW1DND-CWWLQ12-EZ

CW Workbenchを使用するパソコンの台数分の
Q12DCCPU-V用ライセンスが必要です。

Q24

アップデートライセンス品
SW1DND-CWWLQ12-EVZ

CW Workbench Q24DHCCPU-V/-VG用
ライセンスを取得しているパソコンの台数分の
アップデートライセンスが必要です。

※詳細については、  P47  P48 をご参照願います。
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Development
environment

手軽にユーザアプリケーションを開発。

開発環境

簡単設定、診断、モニタにより開発コストを削減

C言語コントローラ用設定・モニタツール
SW4PVC-CCPU

Q24
-V

Q24
-VG

Q12
-V

Q24
-LS

Q26
-LS

プログラムレスのパラメータ設定
C言語コントローラ自身のシステム設定や、C言語コントローラ
の管理するCC-Link IEフィールドネットワーク※1、CC-Link
IEコントローラネットワーク、CC-Linkなどのネットワーク
ユニットやインテリジェント機能ユニットのパラメータ※2を
プログラムレスで簡単に設定できます。
※1	SW3PVC-CCPUはCC-Link IEフィールドネットワークのパラメータ設
定に非対応です。
※2	SW3PVC-CCPUはインテリジェント機能ユニットのパラメータ設定に
非対応です。

プログラムレスの簡単診断
C言語コントローラで発生したエラーやユーザアプリケーション
で発生したイベント履歴の確認、ネットワーク診断※3による
ケーブル断線や通信状態などの確認で、簡単にトラブル
シューティングを行えます。
※3	SW3PVC-CCPUはCC-Link IEフィールドネットワークの診断に非対応
です。

ツールでのモニタ・テストに対応
各装着ユニットの状態（入力/出力/バッファメモリ/マルチCPU間共有メモリ）のモ
ニタや、
データ入力により、
簡易的なデバッグや、
ユニットの動作確認を行えます。
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SW3PVC-CCPU

Q12
-V

Q12
-V

高度なランタイム解析ツールを実装

組込みLinux®開発環境

Lineo uLinux ELITE

Q24
-LS

Q26
-LS

リネオソリューションズ株式会社製

Line up
Product List

Support

Specifications Total control Partner Product

Wind River Workbenchは、
プログラムの編集からコンパイル、
ソースコードデバッグまでの基本機能に加え、
高度なランタイム解析ツールを実装しています。
高度な解析が必要な場合、
この解析ツールによりタスク、
割込み処理の実行順序の分析などを行い、
より詳細なアプリケーションの動作確認、
デバッグを行うことができます。

Q24
-VG

Development
environment

ウインドリバー社製品

Q24
-V

Solution

Wind River Workbench

3.2
2.6.1

Feature

アプリケーション開発の全フェーズをサポート

C言語コントローラのMPUに対応したLinux®システムの開発が可能
ELITEは、Linux®カーネル、
パッケージ、
ツールチェーンなどの基本
ソフトウェアから構成される、GUIベースの開発フレームワークで
す。C言語コントローラQ24DHCCPU-LS、Q26DHCCPU-LS
対応Board Support Packageと組み合わせて使用します。ELITE
を使うことで、Q24DHCCPU-LS、Q26DHCCPU-LSに最適な
Linux®システムの構築、Q24DHCCPU-LS、Q26DHCCPU-LS
への転送、
ソースコードの編集、
デバッグまで実行できます。
C言語コントローラQ24DHCCPU-LS、Q26DHCCPU-LS専
用の開発者向けサイトと併用することで、安全性の高い最新の
Linux®システムを、長期に渡ってお使いいただけます。
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Development
environment
開発環境

手軽にユーザアプリケーションを開発。

組込みソフトウェア開発スイート

eBinder®

Q24
-LS

イーソル株式会社製

μITRON/T-KernelベースリアルタイムOSを使うシステムの効率的な開発が可能
イーソル株式会社のeBinder®は、リアルタイムOSを使うシステム開発のためにゼロから設計さ
れた組込みソフトウェア開発の開発スイートです。
開発ツール・機能群を使うことで、リアルタイムシステム特有の問題を容易に解決できます。これ
により開発者の負担を軽減し、開発効率を高められます。
・コンフィギュレーションからビルド、
デバッグ、
検証まで、
主要な開発工程をカバーする豊富なツール/機能群
・大規模な分散開発時に有効な、
プラットフォームパッケージ生成機能
・ソフトウェア部品の流通と再利用を促進する支援ツール
・T-KernelとμITRONに対応、
メモリ保護機能/プロセスモデルのリアルタイムOSもサポート
・リアルタイムOSと、
USB、
ネットワーク、
ファイル等のミドルウェアを統合したプラットフォームとして提供
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Solution

CASE 1
題

Solution

● マイコンベースのシステムは、製造中止などに影響され、
ライフサイクルが短くなる。
● クローズドシステムのアーキテクチャを使用しているため、
メンテナンスが困難。

● 制御システムの各ハードウェアを制御するプログラムを
正しく動作させるには、膨大な時間と手間がかかる。

解決策
C言語コントローラ＋高速入力/出力ユニット

C言語コントローラ
＋
高速入力/出力ユニット

システムの更新時に、必要な高速入力/出力が使用できないときは、制
御アーキテクチャを全体的に見直す必要があります。これは、マイコンお
よび産業用パソコンベースの制御システムに共通する問題です。シーケ
ンサによる制御システムなら、制御システムのアーキテクチャが、製品の
長いライフサイクル、および製造が中止された製品に対するサポートと
明確な置き換えサポートを基本としているため、これらの不安はほとん
ど解消されます。
また、パソコンで構築されているシステムを置き換える場合、MELSEC
の豊富なユニットにより、ご使用目的にあったユニットを選択でき、C
言語で作成されたプログラム資産は、C言語コントローラユニットの使
用により再利用できます。

入力信号の変化を
μsレンジ※2で捉え、
割込みプログラムを起動

Support

● パソコンベースのシステムなので、ソフトウェアのウィル
ス対策が大変。

Specifications Total control Partner Product

Feature

● カスタムメイドのプログラム構築にコストがかかりすぎ
て、
システムのアップグレードにまで費用がかけられない。

Product List

課

Development
environment

カスタムメイドのプログラムを活用する高速I/Oアプリケーション

Line up

ソリューション事例

さらに、MELSEC-Qシリーズの高性能モーションコントローラユニット
を使用すれば、ラベル貼り付けなどの動作を高速、かつ正確に行うこと
が求められる包装機械などのアプリケーションの性能を向上できます。

出力信号を
遅延なし※1で、瞬間出力

MELSECコントロールシステムは、パソコンのOSシステムを基本として
いないため、ウィルスの心配がなく、制御システム全体のセキュリティも
強化されます。

※1 OFF→ON：2μs、ON→OFF：2μs
※2 OFF→ON：5μs、ON→OFF：10μs

利

点

● 高速入力/出力性能
● 製造中止製品の低減でメンテナンスコスト削減
● ソフトウェア普及に影響されない、高度セキュリティシステム

● ソフトウェアに必要なのは、
マイナー修正のみ
● 既存のプログラム使用による、オーバーホール低減
● 堅牢な産業レベル構造により、対環境設計コストを低減
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Solution

ソリューション事例

CASE 2
機器サイズの小型化による、
工場内設置面積（フットプリント）
の削減
課

題

● パソコン、VME、
ボード使用により設置スペースが肥大化
し、機器が複雑になると、設置コストがかさむ。
● 複雑な配線により、機器のメンテナンスが困難。
● 独自で開発されたシステム（パソコン/マイコンボード）
は、保守・メンテナンスが複雑。
● 制御データの通信速度が不十分なため、生産のために
必要なデータ量がサポートできない。
● 上位システムとの接続により、データの流れにボトルネ
ックを生じることがある。

解決策
C言語コントローラによる、FPD製造装置の構造簡略化
FPD（フラットパネルディスプレイ）製造装置では、パネ
ルサイズの拡大や製造データの増加により、装置の構造、
制御用ソフトウェアが複雑になり、装置が大型化しメンテ
ナンス作業が難しくなっています。一方エンドユーザは、設
備の設置面積の縮小や、メンテナンス性の改良によるトー
タルコスト削減を求めています。

管理パソコン

Ethernet

装置コントローラ
（データ収集コントローラ）

装置コントローラ
（搬送・ローダ/アンローダ部）

モーションネットワーク

フィールドネットワーク
サーボ
アンプ

リモートI/O

チャンバー

利

ローラ、
シーケンサ、
モーションCPU）
を同じ基本ベースユニット
に設置し、制御システムを統合する
「iQ Platform」によって、
製造装置が複雑でも、製造装置の小型化と装置内の省配線
を実現します。
さらに、上位システムに直接接続して、膨大な
製造データを送信できます。

サーボモータ

搬送ロボット

点

● 装置サイズの縮小化
● 省配線
● 上位システムとのデータ接続
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シーケンサを使用した制御システムなら、
パソコンベースのシステ
ムと比べ、
システムのアーキテクチャの統合が進んでいるため、
メンテナンスの頻度・コストが削減できます。
また、
フィールドネット
ワーク CC-Link IE フィールドネッ
トワークおよびモーションネッ
ト
ワーク SSCNETⅢ/Hなら、
すべての制御CPU
（C言語コント

● 省メンテナンス
● 装置の信頼性と性能の強化
● 統合されたコントロール・アーキテクチャ

● カスタマイズの減少による、ソリューションの標準化
● 高速データ収集

Line up

CASE 3
題

● 建築物のエネルギーコストの増大。

Solution

● ビルオートメーションシステムを統合する、プロトコル・
規格および製品が多様。
● パソコンを使用したシステムはセキュリティ上問題がある。

解決策
C言語コントローラのオープンソースソリューションによるビルオートメーションシステムの構築

3階

4階

POWER

5階

POWER

PULL

継続的な省エネルギー要求を満たすため、ビルオートメー
ションシステムでは、さまざまなネットワークのプロトコル
を介して機器間を接続する必要があります。

照明センサ、温度センサ、
露点センサ、大気質センサ

PULL

6階

POWER

POWER

PULL

メインコントロール
（1階）

地下

また、ビルの自動化は、インフラソリューションと同様に、
オンラインセキュリティの脅威を受けやすく、深刻な被害を
受ける場合があります。C言語コントローラなら、Linux®

2階

POWER

POWER

そこで、OS非搭載モデルのC言語コントローラとLinux®
をメインコントロールシステムに採用すれば、オープンソー
スソリューションや、C言語コントローラの機能を活用し、
高度なエネルギー管理アルゴリズムを流用できます。

PULL

POWER

PULL

PULL

PULL

ビルディングネットワーク・プロトコル
（BACnet™、KNX など）

プリンタ

利

空調設備

センサ

監視制御/エネルギー管理

照明

Support

ビル自動化制御

Specifications Total control Partner Product

Feature

● 建築物の二酸化炭素排出量削減の必要性。

Product List

課

Development
environment

エネルギー管理機能の有効活用、
およびセキュリティ向上

に基づくソリューションにより、ビルオートメーションシス
テムを中断することなく、セキュリティ配置をより自由に制
御できます。さらに、C言語を基本とするプログラミング
機能により、空調設備や照明コントロールシステムに関連
する高度エネルギー監視・管理アルゴリズムが活用できま
す。C言語コントローラのオープンプラットホーム・アーキ
テクチャと、
インバータや様々な入出力機器をビルオートメ
ーションシステムに統合し、効率的なエネルギー節約ソリ
ューションが構築できます。

点

● 強化されたセキュリティ
● 高度なアルゴリズムの活用
● 建築物の二酸化炭素排出量の削減

● 広範囲にわたる、センサを中心とする制御ソリューション
● 様々な制御機器の統合
● 魅力的な規模の経済

● 様々なプロトコル規格を追加する柔軟性
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Solution

ソリューション事例

CASE 4
生産ラインの試験設備における長寿命化および信頼性の向上
課

題

● より信頼性の高いシステムに変更したいが、既存デバイ
スの統合が難しい。
● パソコンは耐環境性が低く、過酷な工場の運転環境に
対処できず、頻繁なメンテナンスが必要。
● インライン試験セルが、
生産ラインのボトルネックになる。
● 複数のボードを装着するためボードごとにドライバの更
新があり、そのつどメンテナンスが必要。
● 既存の生産制御ネットワークに簡単に接続できない。

解決策
C言語コントローラによる既存デバイス活用ソリューション
インライン生産試験セル

生産サイクルは高速化し、全体的な品質を改善するため、
トレーサビリティに求められる精度はますます厳しくなり、
生産ラインのパソコンベースの解析システムに堅牢な分
散制御システムを統合することは必要不可欠となりつつあ
ります。

C言語コントローラから
試験手順を実行

汎用ディスプレイ
（RGB接続）

（表示灯、
スイッチ/ボタン、搬送装置など）
Ethernet
（プラント全体のネットワークへ）
USB

CD-ROM
ドライブ

キーボード・
マウス

プリンタ

HDD

既存のPC周辺機器を使用

利

また、OS非搭載モデルでは、Linux®（Linux®OSは、お
客様にてインストール）を使用することによりUSBタイプ
のパソコン周辺機器を活用することができます。独自で作
成された既存のC言語ベースプログラムは、少しのカスタ
マイズで流用できるため、既存のパソコンベースのシステ
ムから簡単に移行できます。
さらに、試験装置を生産システムのネットワークと接続し、
重要な生産情報を上位システムに送信できますので、生産
ラインのトレーサビリティを向上します。このシステムでは
各装置のスイッチやランプなどの制御機器とも連携し、生
産ライン全体の制御情報を共有できます。

点

● 既存のパソコン周辺機器の活用
● 産業用途向けの堅牢なアーキテクチャ
● オープンソース機能
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分散制御は、実際の機器制御に理想的ですが、生産管理・
試験手順などの解析プロセスについては見逃されてきまし
た。C言語コントローラユニットは、過酷な製造現場を対
象として設計され、メインコントロールシステムのラックに
設置するパソコンのような性能を満たしています。

● 工場ネットワークへの統合
● 長期的にコスト効率のよい設備更新
● 調整試験が簡単な標準コンポーネント

● C言語ベースのプログラムを流用

Line up

CASE 5

曲炉

● パソコンOSやドライバなどアップデート後、システムと
の調整が必要である。

曲型

● 設備を制御するパソコンがひとたび停止してしまうと、稼
働率が低下する。

切断

面取り

シーケンサ
予備圧着

シーケンサ
内板
積層

素板受け入れ

フィルム挿入
周辺トリミング
外板

Feature

● 振動や塵などが発生し易い工場の環境ではパソコン故
障のトラブルが頻発する。

Solution

ガラス

シーケンサ

● ドライバやネットワークの設定作業に手間がかかる。

C言語コントローラ
洗浄

本圧着
（オートクレーブ）

シーケンサ

検査

包装

出荷

解決策
C言語コントローラによるMES通信と設備制御の実現

MES

現場

C言語コントローラ

Ethernet

FA環 境に特化された耐久性の高いC言語コントローラ
の導入により、安定的なシステム構築とダウンタイム短縮
による生産性・稼働率の向上を実現することが可能にな
ります。
また、三菱電機シーケンサMELSECの親和性により、高
度なモーション制御や高速入出力制御、様々なネットワ
ークともつながるため、多様な用途での活用が期待でき
ます。
C言語プログラム（MES通信）を用いた既設のシステムか
らもスムーズに移行が可能になり、プログラミング工数の
削減が可能になります。

Specifications Total control Partner Product

内板プリント

Support

題

Product List

課

Development
environment

MES通信の信頼性向上によるダウンタイムの短縮

パソコンで制御している装置を、C言語コントローラでの
制御に置き換えることで、新しいFAコントローラとして、活
用することが期待できます。

利

点

● 信頼性の確保
● 既存資産の流用
● 活用範囲の拡張
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Solution

ソリューション事例

CASE 6
厳しい環境下でのパソコンレスによる高速データ収集の実現
課

題

● 既存のパソコンデータ収集システムのハードウェアが
老朽化し、更新したいが既に同じパソコンが手に入ら
ない。
● OS（Windows®98）
の供給停止やIOボードの生産中
止に伴い、ソフトウェアの再開発が必要。
● パソコンの性能の問題で、収集する制御データの追加が
困難。

解決策
C言語コントローラによる設備データの高速収集の実現
鉄鋼業界では、設備の長期運用が要求されており、C言
語コントローラの導入でMELSECの高信頼性・長期安定
供給により、システムの安定稼働と長期稼働を実現しま
した。

Ethernet

サーバー

クライアント

データ収集用PC

Ethernet

制御データ

C言語コントローラ

C言語コントローラに搭載しているMPU性能と、C言語コ
ントローラに搭載しているリアルタイム・マルチタスクOSで
あるVxWorks®の高速性・安定性により制御データを非常
に短い周期で取りこぼし無く収集・保存が可能です。
C言語コントローラはMELSECシーケンサで使用できる
周辺ユニットがほぼすべて使用できます。そのため、補用品
の流用が可能になり、メンテナンスコストも削減できます。
パソコンのように専用ボードが不要で、ボードの改廃など
にも影響されません。また、多種多様なネットワークに対応
しているため、データ収集先も自由に選択できます。

制御データ
（開始/停止指令、圧延速度など）
制御盤

利

点

● 信頼性の確保
● 演算処理の明瞭化
● 大容量データの高速収集・編集・加工
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● 活用範囲の拡張
● システム稼働率向上
● システム拡張コスト削減

● データ収集性能向上

Line up

CASE 7
石灰石

● 長期連続稼働するプラント（二重化システム）と、演算
制御部（従来のパソコン）ではシステム安定性にリスク
がある。

補正演算

● パソコンで実行していたプログラムをより、リアルタイム
に実行させて精度向上や性能向上を図りたい。

制御系

Solution

鉄鉱石

焼結鉱

焼結機

解決策

高炉

C言語コントローラによる設備データの高速収集の実現
管理用パソコン
C言語コントローラ
Q24DHCCPU-LS、Q26DHCCPU-LS
Linux OS

Ethernet

補正演算機能
補正演算管理機能

C言語コントローラにはファンやハードディスクなどの駆
動部分が無いため、温度差が大きく、振動がある環境でも
安定して稼働できます。
PCやサーバの商品サイクルが長くて5年から10年ほどだ
が、シーケンサのMELSECシリーズでは、10年以上の供
給実績があり、システムの更新周期を長くできるという利
点があります。
PCI Express®、1GバイトEthernetなど汎用インタフェース
を搭載していますので、パソコンで使用していた機器をそ
のまま使用することも可能です。

プロセス
コンピュータ
POWER

POWER

POWER

POWER

PULL

POWER

PULL

PULL

POWER

PULL

PULL

PULL

ライン制御シーケンサ
（二重化CPU）

シーケンサのラダーでは不得意な複雑な演算も、C言語
であれば明示的にわかりやすく作成することができるた
め、メンテナンスも容易です。
Linux®が使用できるモデルも用意していますので、拡張性
に優れたシステムを開発することも可能になります。

Ethernet

利

Specifications Total control Partner Product

Feature

● Linux®で開発した資産があるので、これを流用して開発
コストを低減したい。

Support

題

Product List

課

Development
environment

Linux®資産を活用したパソコンレスシステムの構築

点

● 信頼性
● 長期供給
● 既存資産の流用

● 演算処理の明瞭化
● 活用範囲の拡張
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Solution

ソリューション事例

CASE 8
数値演算処理と高速データ収集の実現
課

題

● 設備間を繋ぐ制御ネットワークにパソコンを使用し、検
査結果の収集・出荷の判定を行っていたため、パソコン
が故障するとライン停止となり、稼働率が低下。
出荷判定

● 複雑かつ大容量なデータを高速で収集し、リアルタイム
に出荷結果を判定する性能が必要。

工程n
工程2
工程1

合格
不合格

解決策
C言語コントローラによる設備データの高速収集の実現
データベースサーバ

インターネット

C言語コントローラ
Q12DCCPU-V

Ethernet

データ収集・演算機能
判定結果演算機能
※データはWebで閲覧可能

POWER

PULL

POWER

PULL

工程2設備

また、パソコンのように故障することが無いため、ライン停
止による稼働率低下や製造損失が大幅に改善しました。
パソコンにはCC-Link IEコントローラネットワークカード
が必要でしたが、C言語コントローラではMELSECシー
ケンサのCC-Link IEコントローラネットワークユニットが
使用できるため、補用品の削減が可能になりました。

POWER

PULL

工程n設備

出荷判定設備

点

● 長期供給
● 既存資産の流用
● 信頼性
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POWER

PULL

工程1設備

利

データ管理機能

各工程設備での品質データを高速演算で処理し、出荷判
定設備に到達した時点でOK/NG判定の処理を行っていま
す。C言語コントローラで高速処理が可能になったため、
装置のラインタクトが短縮され生産効率が上昇しました。

● 演算処理の明瞭化
● 大容量データ 高速収集・編集・加工

情報系機能

Q24
-V

Q24
-VG

Q12
-V

Q24
-LS

Q26
-LS

C言語コントローラ内にデバイスを作成
デバイスの読み書きによるデータ交信で、
表示器との簡単な通信を実現

GOT

GOTの画面作成だけでOK。
通信プログラム開発を省略し、
簡単にHMI環境を構築できた。

Q24
-V

Q24
-VG

Q12
-V

Q24
-LS

Q26
-LS

シーケンサ用の通信プロトコルであるSLMP（MCプロトコル（QnA
互換３Eフレーム）
）に対応します。
システムEthernetポート経由でデバ
イスの読み書きができます。
外部機器（パソコン・表示器など）から通信相手（C言語コントローラ、
シーケンサ）を選ばず、
同じ通信方式でデータ交信できます。

Support

パソコン・表示器からのシステム監視・データ解析・生産管理を容易に実現
接続しているC言語コントローラへのみ交信可能
マルチCPU他号機CPU、
ネットワーク経由他局
CPUへのアクセスは不可

外部機器からの
デバイスデータ書き込み、
デバイスデータ読み出し

Product List

SLMP
（MCプロトコル）

Specifications Total control Partner Product

Feature

デバイス機能を設定することで、C言語コントローラのメモリ上に、 ■用途例：GOTを用いて装置の表示・操作部を簡単に構築
シーケンサCPUと同等のデバイスを作成できます。
作成したGOTの画面から、
三菱表示器GOTから、シーケンサCPUと同等に通信プログラムレスでデ
デバイスにアクセスしてデータを
読出し・書込み
バイスにアクセスし、
データを読み出しまたは書き込むことができます。
ユーザアプリケーションで
デバイス機能により、
ソケット通信やシリアル通信でのデータ読み書き
デバイスのデータ読出し、
を行うプログラム作成の手間を省き、HMI環境構築期間を短縮する
データ書込み
ワードデバイス ビットデバイス
ことができます。
D0 M0

Line up

高機能と使い易さの両立。

Development
environment

特長

Solution

Feature

ワードデバイス ビットデバイス

D0

M0

Ethernet

パソコン
（ユーザプログラム）

表示器

画像処理システム
（COGNEX）

バーコードリーダー
（COGNEX）

SLMP
（MCプロトコル）
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Feature
特長

高機能と使い易さの両立。

アクセス権限機能

Q24
-V

Q24
-VG

Q12
-V

Q24
-LS

Q26
-LS

ログインユーザのアクセス制限、
ロックアウト設定により不正アクセスを防止
C言語コントローラ設定・モニタツール、FTP、Telnetで接続する際のログインユーザの設定、アカウントのロックアウト※が設定できます。
また、ログインユーザごとにアクセス権限（読出/書込/実行）を設定することにより、ログインユーザごとに役割（管理者、現場オペレータなど）を
設定することが可能となり、不正アクセスを防止します。
※ アカウントの認証に連続して失敗する回数を制限するための設定です。
設定した回数以上、アカウントの認証に連続して失敗すると、一定時間認証を拒否
（ロックアウト）します。

設定・モニタツール

FTP

登録ユーザ：
ベーシック
認証

：登録外ユーザ

不正なユーザからの
アクセスを防止

アカウント設定画面

Telnet

サービス停止機能

Q24
-V

Q24
-VG

Q12
-V

Q24
-LS

Q26
-LS

各種接続サービスを停止し、
セキュリティを向上
C言語コントローラで動作するサービス状態を設定できます。セキュリティを向上させるために、C言語コントローラ設定・モニタツールのパラメ
ータ設定で以下のサービスの状態（有効/無効）を設定することができます。

Telnet
（使用不可）

Ethernet

FTP
（使用不可）

サービス停止機能設定画面
CW Workbench
（使用可）
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Q24
-V

Q24
-VG

Q12
-V

Q24
-LS

Q26
-LS

Feature

ユーザプログラム
実行用MPU

装着

PCI Express®拡張シャーシ

PCI Express®、
PCIバス対応機器

※PCI Express®拡張コネクタの使用を検討されるお客さまは、
詳細について最寄りの当社支社、
または代理店にご相談ください。

表示機能

Q24
-V

Q24
-VG

Q12
-V

Q24
-LS

Q26
-LS

LED表示でデバッグの効率化、
装置の稼動状態の把握やトラブルシューティングを容易に実現
パソコンがなくてもLEDを見てデバッグや装置の稼動状態確認や異常時の一時診断を容易に行えます。
（パソコンからもモニタ可能）

ドットマトリクス LED

［Q24DHCCPU-V/-VG］
［Q24DHCCPU-LS］
［Q26DHCCPU-LS］
アルファベットや
記号も表示可能。

エンドユーザ

装 置メーカ

制御盤を開けてみたら、
2.2 が点滅しているけど、原因は
分かりますか？

2.2 の点滅はxxxが原因ですね、
早速担当の者が伺いますのでお
待ちください。

Specifications Total control Partner Product

＋

Support

システム制御用
MPU

C言語コントローラとPCI Express®拡張
シャーシで、PCI Express®、PCIバス対応
機器の資産をMELSECに活用可能

Product List

PCI Express®拡張コネクタを搭載。PCI Express®方式の拡張シャーシ
を接続することが可能であり、拡張シャーシにPCI Express®、PCI
バス対応機器を装着することで、お客さまの資産を活かして多様な
システム構成に対応できます。
プログラム資 産が豊富にあるPCI Express®、PCIバス対応 機 器
や、特殊な機能を持った専用の機器など使っているシステムでも、
MELSEC-Qシリーズに置き換えできます。

Solution

Development
environment

PCI Express®、
PCIバス対応機器を活用し柔軟に機能拡張

Line up

PCI Express®拡張コネクタ

7 セグメント LED

［Q12DCCPU-V］
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Feature
特長

高機能と使い易さの両立。

専用ライブラリ関数

Q24
-V

Q24
-VG

Q12
-V

Q24
-LS

Q26
-LS

専用関数で各種シーケンサ機器に簡単アクセス
ハードウェア、
マイクロプロセッサを意識しない簡単プログラミングを実現
C言語コントローラユニット専用関数（CCPU関数）
、
バスインタフェース関数（QBF関数）
、MELSEC通信関数（MD関数）を使用することで、C
言語コントローラ、I/Oユニット、インテリジェント機能ユニット、ネットワークユニット、シーケンサCPUやモーションCPUへのアクセスなど、シ
ーケンサ機器を扱うアプリケーションを作成できます。

CCPU関数※1

C言語コントローラの状態読み出しやLED制御、時計およびバッテリバックアップRAMなどのリソースアクセスを行う場合に使用する専用ライブラリ関数です。

QBF関数

C言語コントローラが管理する入出力ユニット、インテリジェント機能ユニットへのアクセス時などに使用する専用ライブラリ関数です。

ISR（Interrupt Service Routine）用QBF関数※2

マルチCPU間同期割込み、インテリジェント機能ユニット/割込みユニットからの割込み、他号機CPUからの割込みで起動する割込みプログラム内でのみ使用できる
QBF関数です。

MD関数

シーケンサCPUのデバイスへのアクセス時に使用する専用ライブラリ関数です。

分かりやすく、
見やすく、
探しやすく。関数ヘルプ。
関数ヘルプにより、各種専用ライブラリ関数のご使用方法を分かりやすく説明します。

※画面はQ24DHCCPU-V用の関数ヘルプです。

■プログラミング例：Y出力

Y出力

※1 Q24DHCCPU-V/-VGのみ対応
※2 Q12DCCPU-Vのみ対応
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Partner Product
Q26
-LS

日本電能株式会社

C言語コントローラが人間の操作を代行することで装置改造無しで装置操作の自動化を実現
Cyber Operator™は、
「キーボード入力」
「
、マウス操作」
「
、画面認識」
「
、画面上の数値読み取り」などの人間の装置操作を代行し、装置改造なしで
製造現場のあらゆる装置、設備の操作を自動化できます。
装置操作の手順は、Cyber Operator™に付属する専用ツールを用いることで、C言語コントローラで動作するアプリケーションとしてビジュアル
に簡単開発※1できます。

Solution

※1 チャートに部品を貼り付けてプロパティ設定するだけの簡単操作で開発可能。

装置操作の
自動化を実現

専用ツールでビジュアル開発、
アプリケーションを自動生成
（設計、製作、試験、保守をサポート）
人の頭脳に
代わって
操作手順を実行

人の目に代わって
画面確認、
数値読み取り

装置自動操作

Cyber Operator™

操作ミス無く
品質が安定
モニタ

TCO削減
開発用パソコン

※2

HUB

キーボード

人の手に代わって
キーボード、
マウスなどを操作

マウス

※2 CW Workbench、C言語コントローラ用設定・モニタツールがインストールされている必要があります。

CIMOPERATOR®

Q24
-V

Q24
-VG

Q12
-V

Development
environment

Q24
-LS

Q24
-LS

Q26
-LS

日本電能株式会社

上位サーバとのSECS通信
（GEM※3/非GEM※3）
がプログラムレスによる簡単設定で実現
CIMOPERATOR®を導入すれば、
『パソコンレス』
『
、プログラムレス』
『
、GEM※3対応』が可能になり、
上位サーバとのSECS通信をプログラムレスで実現できるため、大幅なエンジニアリングコストの削減が可能です。

Feature

Q12
-V

Specifications Total control Partner Product

Q24
-VG

Support

Q24
-V

Product List

Cyber Operator™

Line up

パートナー製品

※3 GEM
（Generic Equipment Model）

装置内シーケンサ

ラダーエンジニアだけで
開発・試験が可能

SECS
メッセージ

通信仕様の変更にも
柔軟に対応

ホストパソコン

パソコンレス

プログラムレス

GEM 対応

ラダープログラム

CIMOPERATOR® SECS+

SECS/GEM
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Partner Product
パートナー製品

CIMSNIPER

Q24
-V

Q24
-VG

Q12
-V

Q24
-LS

Q26
-LS

日本電能株式会社

安価、
簡単にプロセスデータ、
装置異常を監視
設備管理の最適化、
歩留まり向上を実現
CIMSNIPERを導入すれば、装置やMESの改造をせずに、C言語コントローラからプロセスデータや
装置異常を監視するシステムを安価、簡単に構築できます。

C言語コントローラ + CIMSNIPERを装置に外付けし、
簡単設定で装置監視システムを導入
装置を改造せず、
プロセスパラメータを
最適化

安価・簡単に装置データを収集
通信回線設定

外部デバイスデータ設定

サンプリング設定

改造レス

生産管理担当者
MES

プログラムレス

LAN / SECS

装置を改造せず、
レシピに応じた
データを収集し、
プロセス異常を検出

LAN / SECS

パソコンレス
シーケンサ連携

LAN / FTP

設備保全担当者
FDC

外付けセンサ、
コントローラから、
装置データを収集

DNA Designer

マスフロー
コントローラ

Q24
-V

Q24
-VG

Q12
-V

Q24
-LS

Q26
-LS

日本電能株式会社

FA部品をチャートに貼り付けるだけでプログラムを
自動生成する、
モデルベース開発支援ツール
コードレベルの製作が無いため、システム異常を低減し開発期間の大幅な削減によるコストダウンが実現できます。
制御系開発専門の要員がいなくてもFA部品をチャートに貼るだけでシステム開発が可能になります。
C言語のプログラムを部品として取り込み可能なので、社内資産の継承が可能です。
モデリング開発のため、設計と実装のズレがありません。

ビジュアルプログラミング
チャートからプログラムを自動生成

チャートから複雑なマルチタスクプログラムを自動生成

ビジュアルテスト

DNA Designer

チャート上でオンラインデバッグが可能

FA部品
FA機能は部品で提供
資産の継承
マイコンボード、PCなどC言語で作成された
ソフトウェアを部品として取り込み可能

日本電能株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル8F
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製品の全ライフサイクルをサポート
設計、製作、試験、保守、
すべてのフェーズをチャートで対応可能

Ethernet接続

製品の詳細情報・お問い合わせは

TEL：045-476-0160（代表）
FAX：045-476-0169
URL
MAIL

http://www.den.co.jp
product-info@ss.den.co.jp

Q24
-V

Q24
-VG

Q12
-V

Q24
-LS

Q26
-LS

MathWorks Japan

MATLAB®

Simulink®

データ収集

モデリング

データ解析・可視化

シミュレーション

プログラミング

自動コード生成

MathWorks Japan
製品の詳細情報・
お問い合わせは

C言語コントローラに実装

TEL：03-6367-6700
FAX：03-6367-6710
URL

開発環境
C言語プログラムを
（CW Workbenchなど）
で
自動生成
コンパイル

http://www.mathworks.co.jp/

Vmech®

XXX.c

Q24
-V

Q24
-VG

Q12
-V

Q24
-LS

Q26
-LS

ラティス・テクノロジー株式会社

3D-CADデータを活用して、仮想メカ（ディジタル・モックアップ）を
構築し、メカ動作のシミュレーションができます。
装置が完成する前の段階からソフトウェアのデバッグ作業を行うことで、
メカ動作検証のフロントローディングが可能となり、開発スケジュール
を短縮できます。
さらに、実際の装置では難しい異常動作の検証も仮想的に行うこと
が可能となり、ソフトウェアの品質向上が図れます。

Product List

仮想メカモデルによる実機レス開発

Support

XXX.out

Specifications Total control Partner Product

Feature

Solution

MATLAB ®/Simulink®の活用により、線形代数、統計などの複雑な数
値演算アルゴリズムをモデルベースで効率的に開発できます。また、
実装前に十分なシミュレーションが行え、早い段階でのエラー発見、
修正が可能です。
さらに、ブロック線図モデルからC言語コードを自動生成することで、
コーディングにおけるヒューマンエラーを削減することが可能です。

Development
environment

MATLAB®/Simulink®との連携でC言語プログラム開発の効率化を実現

Line up

MATLAB®/Simulink®

C言語CPU

ソケット
（TCP/IP）

MELSEC
C-CPUSim
for Vmech®

接続インタフェース
（Vmech®オプション製品）

モーションCPU 位置決めユニット

ユーザプログラム

モーションプログラム

モーションパラメータ

メモリ

メモリ

メモリ

仮想メカ

ラティス・テクノロジー株式会社
製品の詳細情報・
お問い合わせは

TEL：03-5212-5121
FAX：03-5212-5122
URL

仮想モータ・センサ

http://www.lattice.co.jp/ja/product/vmech.html

28─

Partner Product
パートナー製品

GENWARE®3/GENWARE®3-VG
作画データからの
C言語プログラム自動生成機能により
GUI開発工数を大幅に削減
GENWARE3 ®は、付属のGUI※1開発ツール（GENSKETCH）を用
いて、VB、VCライクなプログラミングスタイルでモニタ監視画面や
操作画面などのGUI※1アプリケーションが開発できます。
汎用デザインツールで作成したアイコン画像データやアニメーション
データを取り込んでC言語プログラムに自動変換できるため、デザイ
ン性の高いGUI※1が簡単に作成できます。
※1 GUI:Graphical User Interface

Q24
-V

Q24
-VG

Q12
-V

Q24
-LS

デザインデータ

Q26
-LS

株式会社アイ・エル・シー

画面遷移図

Visio で作成した画面
遷移図をインポート可能

Photoshopで作成したアイコン画
像データやFlashで作成したアニ
メーションデータをインポート可能
付属のGUI開発ツールで
画面のレイアウト編集
C言語コントローラと接続し
てデバッグ。
作成したGUIの画面遷移
状態をリアルタイムモニタ。
Ethernet接続

ユーザー固有の処 C/C++言語プログラムを
自動コード生成
理プログラムを追記
C言語コント
ローラに書込み

アイ・エル・シー提供ライブラリとリンクし、
指定のコンパイラでビルド
※記載している他社製品名は、各社の商標または登録商標です。

株式会社アイ・エル・シー

FACTICS（ファクティクス）テクニカルセンター

TEL：082-262-7799

製品の詳細情報・
お問い合わせは

URL
MAIL

タッチパネルモニター

Q24
-V

Q24
-VG

http://www.ilc.co.jp
fa@ilc.co.jp

Q12
-V

Q24
-LS

Q26
-LS

FAX：082-263-4411

三菱電機エンジニアリング株式会社

FA環境対応タッチパネルモニター
アナログ抵抗膜方式を搭載。
保護シートを付加することで水、埃、塵な
どの異物をシャットアウトするIP65相当（表示部のみ）の耐環境性を
実現しました。
また、LEDバックライト搭載で消費電力を削減。LEDバックライト寿
命は60,000時間。
アルミ電解コンデンサの推定寿命時間も62,000
時間（使用環境温度 35℃）で設計しています。

TSD-FT1514-MNU

USB

三菱電機エンジニアリング株式会社
製品の詳細情報・
お問い合わせは
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TEL：03-3288-1103
FAX：03-3288-1575
URL

http://www.mee.co.jp/sales/visual/touch-monitor/

映像信号

Q24
-VG

Q12
-V

Q24
-LS

Q26
-LS

コグネックス株式会社

In-Sight EZシリーズ

HUB
In-Sight EZ-700※2

In-Sight 7000シリーズ※2

※1 ネイティブモードはCOGNEXビジョンシステムの専用通信プロトコルです。
※2 In-Sight EZ-700、In-Sight 7000は外部電源
（24V）
が必要です。

コグネックス株式会社

製品の詳細情報・
お問い合わせは

0120-005409（受付：平日9：00 〜 18：00）
URL
MAIL

Solution
Feature

ビジョンシステムで取り込んだ画像を、
C言語コントローラに蓄積することが
可能

http://www.cognex.co.jp/
infojapan@cognex.com

Specifications Total control Partner Product

［SLMPで簡単通信］
In-Sight EZがSLMP（MCプロトコル）に対応したことにより、ビジ
ョンシステムからシーケンサへのデータ書き込みが簡単になります。
また、通信設定も、EasyBuilderにて接続機器、SLMPを選択後、通
信に用いるシーケンサのデバイスを設定し、通信データをリストから
選択するだけの手軽さです。
さらに、SLMPスキャナモードでは、SLMP経由でビジョンシステム
にトリガをかけることができます。

C言語プログラムからEthernet経由で
ネイティブモード※1のコマンドを送信し、
画像処理プロセッサ一体型の
ビジョンシステムで画像の取り込み・
処理を実行

Support

COGNEXのコンパクト、
高性能な画像処理プロセッサ一体型ビジョン
システムとC言語コントローラをEthernetで接続し、
C言語プログラム
でコマンドを送信することで、
撮像や画像の取り込み処理を実行。
COGNEXビジョンシステムとC言語コントローラの連携により、製品
の測定、検査、識別など製造工程の自動化を簡単に実現できます。

Development
environment

COGNEX In-Sight EZ、
In-Sight 7000シリーズと
C言語コントローラによるビジョンシステムの構築を実現

Line up

Q24
-V

Product List

In-Sightビジョンシステム
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Total control

駆動系ユニットとの連携による最適制御の実現。

各種制御の融合

システム規模、
制御軸数に合わせて柔軟に構成を選択可能
■C言語コントローラとシンプルモーションユニット/モーションCPU/
C言語コントローラインタフェースユニットを組み合わせた構成が可能。

■システム規模、制御用途に適した構成を柔軟に構築できます。
シングルCPUシステム

C言語だけで位置決め、同期制御を実現したいお客様向け
C言語コントローラ
// シンプルモーションへ
// バッファメモリへセット
ret=QBF̲ToBuf();

・情報制御
・データ収集
・スケジューリング
・レジピ受け渡し
・位置決め始動

シンプルモーションユニット
インタフェース

読出し/書込み

位置決め制御処理

・多彩な制御を高速・高精度に位置決めユニット感覚で実現。
・従来可能であった位置決め制御に加えて、速度・
トルク制御や同期制御を
サポート。
・
「C言語コントローラ用設定モニタツール」の使用により、位置決め設定や
モニタ、
デバッグが簡単。

位置決めデータテーブル

C言語CPU

・・・

マルチCPUシステム

中規模・大規模システム向け
C言語コントローラ
//モーションCPUへ
// サーボプログラム起動
ret=QBF̲MotionSVST();

・情報制御
・データ収集
・スケジューリング
・レジピ受け渡し
・サーボプログラム起動

モーションCPU
読出し/書込み

・機械制御をC言語コントローラ、
モーション制御をモーションCPUと制御の負
荷分散をすることで、軸数の多いシステム、機械制御の多いシステムも快適
に動作。
・多彩なモーション機能
（補間制御、速度制御、電子カム、軌跡制御など）
を
装備。
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C言語コントローラに
変更

・サーボ制御
・イベント制御

・・・

C言語コントローラ
インタフェースユニット

C言語コントローラ
・情報収集
・データ収集
・スケジューリング
・レシピ受け渡し
・位置決め始動

2ポートメモリ

Q64AD

Q64AD

・・・
PCI Express®

シンプルモーションユニットとモーションCPUとC言語コントローラインタフェースユニットの比較
シンプルモーションユニット

モーションCPU

C言語コントローラ
インタフェースユニット

QD77MS2：最大2 軸
QD77MS4：最大4 軸
QD77MS16：最大16 軸

Q172DSCPU：最大16 軸
Q173DSCPU：最大32 軸

Q173SCCF：最大20 軸

サーボアンプ接続方式

SSCNETⅢ/H

局間距離
（最大）
［m］

100

電子ギア

あり

JOG運転

あり

インクリメンタル送り

あり

補間機能

直線補間：最大4軸
円弧補間：最大2軸

直線補間：最大4軸
円弧補間：最大2軸

同期制御

あり

あり

ー

原点復帰

5種類

12種類

10種類

台形加減速
S字加減速

台形加減速
S字加減速
アドバンストS字加減速

台形加減速
S字加減速
スムージングフィルタ

C言語
（バスインタフェース関数）

モーションSFC

C言語
（位置決め制御用APIライブラリ）

C言語コントローラ用
設定・モニタツール
SW4PVC-CCPU-J

MELSOFT MT Works2

C言語コントローラインタフェースユニット
ユーティリティ
SW1DNC-QSCCF-B

加減速処理
プログラム
エンジニアリングツール

Support

位置決め制御処理

Specifications Total control Partner Product

割込み

QY41P

制御軸数

Line up
Feature

PCI Express®
2ポートメモリへ
読出し/書込み

Product List

ユーザプログラム

void sample()
{
PNT̲DATA̲EX PntData[2] =
{
{ 1000, 200, 20, 20, 0, 0, { 0 }, { 0 }, 0, { 0 } } ,
{ 0, 200, 20, 20, 0, 0, { 0 }, { 0 }, 0, { 0 } } ,
};
ans = sscSetPointDataEx( board̲id, ch, ax, &PntData[0] );
ans = sscAutoStart( board̲id, ch, ax, start̲pnt, end̲pnt );
ans = sscWaitIntDriveFin( board̲id, ch, ax, SSC̲FIN, &ﬁn, 0 );
}

Development
environment

C言語コントローラとPCI Express で直接接続し、
ユーザプログラムからSSCNETⅢ/H対応サーボアンプMELSERVO-J4を制御できます。
・PCI Express でユーザプログラム実行用MPUからダイレクトに接続でき、高速アクセスが可能。
・PCI Express の割込みを使用したイベントドリブン方式でのプログラム作成が可能。
・ポイントテーブル方式の位置決め機能を搭載。
・お客様のソフトウェア開発の効率をUPするAPIライブラリを提供。
・インタフェースモードでは、
ユーザプログラムで作成した位置指令を用いてダイレクトにサーボアンプを制御可能。

Solution

シングルCPUシステム

C言語コントローラと連携して高応答なサーボシステムを構築したいお客様向け

直線補間：最大4軸
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Specifications
一般仕様
一般仕様とは、本製品が設置され使用できる環境仕様を示しています。特に例外仕様が示されていない限り、Qシリーズすべての製品に適用されます。
Qシリーズ製品は、一般仕様に示される環境に設置して使用してください。
※ダブルブランド製品は一般仕様が異なります。各支社にお問い合わせいただくか、各製品のマニュアルをご参照ください。

項 目

仕

使用周囲温度
保存周囲温度
使用周囲湿度
保存周囲湿度

耐振動

耐衝撃
使用雰囲気
使用標高※4
設置場所
オーバボルテージカテゴリ※5
汚染度※6
装置クラス
※1
※2
※3
※4

様※1

0〜55℃
-25〜75℃※2
5〜95％RH、結露なきこと※3

JIS B 3502、
IEC 61131-2
に適合

周波数
定加速度
片振幅
5〜8.4Hz
−
3.5mm
8.4〜150Hz
9.8m/s2
−
5〜8.4Hz
−
1.75mm
連続的な振動が
ある場合
−
8.4〜150Hz
4.9m/s2
JIS B 3502、IEC 61131-2に適合（147m/s2、X、Y、Z各双方向3回）
腐食性ガスがないこと
0〜2000m
制御盤内
Ⅱ以下
2以下
ClassⅠ

断続的な振動が
ある場合

掃引回数
X、Y、Z
各方向10回
−

C言語コントローラに市販のSDメモリカード/コンパクトフラッシュカードを装着する場合、C言語コントローラとSDメモリカード/コンパクトフラッシュカードのいずれか低い方の仕様に従います。
保存周囲温度は、
システムにAnSシリーズユニットが含まれる場合、-20〜75℃となります。
使用周囲湿度および保存周囲湿度は、
システムにAnSシリーズユニットが含まれる場合、10〜90％RHとなります。
C言語コントローラユニットは、標高0mの大気圧以上に加圧した環境で使用または保存しないでください。
使用した場合は、誤動作する可能性があります。
加圧して使用する場合には、最寄りの支社にご相談ください。
※5 その機器が公衆配電網から構内の機械装置にいたるまでの、
どこの配電部に接続されていることを想定しているかを示します。
カテゴリⅡは、固定設備から給電される機器などに適用します。
定格300Vまでの機器の耐サージ電圧は2500Vです。
※6 その機器が使用される環境における導電性物質の発生度合いを示す指標です。
汚染度2は、非導電性の汚染しか発生しません。ただし、偶発的な凝結によって一時的な導電が起こりうる環境です。
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性能仕様※1
Q24DHCCPU-LS
Q26DHCCPU-LS

ユーザプログラム
実行用

Intel® ATOMTM
Processor

システム制御用

バッテリバックアップRAM
OS
プログラム
開発環境

ソフトウェア仕様
開発環境

Ethernet

512MB

PCI Express®拡張コネクタ

表示インタフェース

Q24DHCCPU-LS：512MB
Q26DHCCPU-LS：1GB

512KB※3

最大5MB（標準RAMとの合計で5MB）

VxWorks® 6.4※4
（出荷時組込み済み）

VxWorks® 6.8.1※4
（出荷時組込み済み）

CW Workbench
Wind River Workbench 2.6.1※4

CW Workbench
Wind River Workbench 3.2※4

5MB
Lineo uLinux※5：
kernel2.6.35、eT-Kernel/compact※6※7
（出荷時非搭載）
Lineo uLinux ELITE※5
eBinder®※6※7

C言語（C/C++）
※8
スクリプト言語（Ruby、PHP、Perl、Python）
ユーザEthernetポート
（CH1、CH2）
：10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
システムEthernetポート
（S CH1）
：10BASE-T/100BASE-TX
USB1：コネクタタイプA
USB2：コネクタタイプmini-B
丸型ミニチュアコネクタ
（10pinプラグ）※10

C言語（C/C++）
10BASE-T/100BASE-TX
USBシリーズ miniBコネクタ

RS-232
メモリカード

使用するSDメモリカード/SDHCメモリカードによる
（最大16GB）

128MB

プログラム
言語
※9

USB
周辺機器接続ポート

使用するコンパクトフラッシュカードによる
（最大8GB）

−
Q24DHCCPU-LS：512MB（OS含む）
Q26DHCCPU-LS：8GB（OS含む）

−

PCI Express®

コンパクトフラッシュカード
（1スロット）※11

SDメモリカード
（1スロット）

−

Q24DHCCPU-V：ー
Q24DHCCPU-VG：アナログRGB
D-Sub15pin

アナログRGB

D-Sub15pin

※1 性能仕様は予告なく変更される場合があります。
※2 基本モードは対応していません。機能拡張モードは、
シリアル番号上5桁15102以降の製品で利用できます。
※3	シリアルNo.の上5桁が
“12041”
以前の場合128KB、
“15102”
以降の場合512KB～3,584KBです。
※4	VxWorks® 6.8.1、VxWorks® 6.4、Wind River Workbench 3.2、Wind River Workbench 2.6.1は米国ウインドリバー・システムズ社製品です。
米国ウインドリバー・システムズ社製品の問題および仕様に関しては、米国ウインドリバー・システムズ社製品のマニュアルを参照またはウインドリバー株式会社（日本法人）
にお問い合わせください。
ウインドリバー株式会社のお問い合わせ先は、下記のホームページアドレスを参照してください。
http://www.windriver.com/japan/
※5 リネオソリューションズ社より別途購入が必要です。
※6 イーソル社より別途購入が必要です。
※7 Q26DHCCPU-LSは非対応です。
※8 Lineo uLinuxを使用した場合です。プログラム言語は、使用するパートナーOSの仕様に依存します。
※9	スイッチングハブ使用時の接続可能段数については、使用するスイッチングハブのメーカに確認してください。
※10	RS232コネクタケーブル（Q12DCCPU-CBL）
［オプション］
を装着し、
９ピンDサブ
（オス）
タイプのRS232コネクタを接続してください。
Q06CCPU-Vと同一仕様のRS232ケーブルを使用可能です。
※11	使用可能なカードサイズはTYPEⅠカード です。TYPE Ⅱ カードは使用できません。モデムカードなどのI/Oカードは使用できません。

Solution

ワークRAM
（OS、
ドライバ、ユーザプログラム実行用）

−

Feature

メモリカード

12MB（機能拡張モードのみ）※2

SH-4A
−

Specifications Total control Partner Product

標準ROM
ユーザファイル容量
（ユーザファイル格納用） 内蔵SSD

システム制御用

Support

ハードウェア仕様

SH-4A
最大4MB
（バッテリバックアップとの合計で5MB）
382MB

3MB

Intel® ATOMTM
Processor
（OS非搭載モデル）

ユーザプログラム
実行用

Product List

SH-4A

標準RAM

NEW

リトルエンディアン

Line up

エンディアン形式（メモリ配置）
マイクロプロセッサ

様

Q24DHCCPU-V
Q24DHCCPU-VG

Q12DCCPU-V

Development
environment

仕
項 目
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Specifications
C言語コントローラ機能一覧
項 目

入出力ユニット

アナログ入出力ユニット

使用可能ユニット

パルス入出力・
位置決めユニット
電力計測ユニット

情報ユニット

入力

○

出力

○

入出力

○

割込み入力

○

アナログ入力

○

アナログ出力

○

アナログ入出力

○

ロードセル入力

○

CT入力

○

温度入力

○

温度調節

○

ループコントロール

○

チャンネル間絶縁パルス入力

○

高速カウンタ

○

シンプルモーション

○

位置決め

○

電力計測

○

絶縁監視
○※3

高速データロガー※2

○※3

○
○

Webサーバ※4 ※5 ※6

○

シリアルコミュニケーション

○

CC-Link IE コントローラネットワーク

○

MELSECNET/H

制御ネットワーク
ユニット

NEW

○

MESインタフェース※1

CC-Link IE フィールドネットワーク

Q24DHCCPU-LS
Q26DHCCPU-LS

Q24DHCCPU-V
Q24DHCCPU-VG

Q12DCCPU-V

○
○※7

○※8

CC-Link

○

CC-Link/LT

○

AnyWire DB A20

○

FL-net（OCPN-2）

○

AS-i

○

C言語コントローラは、モーションCPU、
シーケンサCPUと組み合わせて、マルチ制御システムを構築できます。

マルチCPU機能

専用ライブラリ関数により、
C言語コントローラのユーザプログラムからモーショ
ンCPU、
シーケンサCPUに対してデータアクセスや制御指令などができます。

○

×

モーションCPUへの
制御指示機能

C言語コントローラからモーションCPUのプログラム起動や、サーボ設定値/
現在値などの読出し、変更ができます。

○

×

モーションCPUへの
割込み発行機能

C言語コントローラからモーションCPUに対して割込み発行を行うことがで
きます。

○

×

CPU共有メモリによる
データ交信機能

C言語コントローラと他CPU（シーケンサCPU、モーションCPU）間でCPU
共有メモリを介してデータ交信を行うことができます。

シーケンサ制御機能

C言語コントローラのユーザプログラムからシーケンサCPUの実行状態の制御
やシーケンス
（ラダー）
プログラムの実行タイプの制御を行うことができます。

同期イベント通知機能

同期イベントに対応する処理を登録することで、iQ Platform対応モーション
CPUユニットと同期して実行するプログラムを作成することができます。

マルチCPU間高速通信
機能

マルチCPU間高速基本ベースユニット
（Q38DB、Q312DB）
を使用するこ
とで、マルチCPU間高速通信ができます。

○
○

×

○

×
○

インテリジェント機能ユニットからの割込み機能

インテリジェント機能ユニットからの割込み要求により、割込みルーチンを起
動できます。

○※3

×

デバイス機能

C言語コントローラのワークRAM上に、
シーケンサCPUのようなデバイスを
作成します。

○

○

HMIアクセス機能

デバイス機能による接続

バス経由、各種ネットワーク経由で、C言語コントローラのデバイスの読み書
きによりGOTとデータ送受信が行えます。

○

自己診断機能

C言語コントローラが管理する各ユニットの動作状態を監視して、エラー状態
を検出します。

○

H/W自己診断機能

自己診断機能

※3

○※9

※3※9

診断項目にしたがって、C言語コントローラ自身のH/W診断を実施します。

○

ウォッチドグタイマ
（WDT）機能

C言語コントローラの異常を検出するための内部タイマであり、
ウォッチドグ
タイマによりH/Wやユーザプログラムの異常検出ができます。

○

ユーザCPU再起動機能

シーケンサシステム全体をリセットすることなく、ユーザCPUだけを再起動す
ることができる機能です。

×

○

データリフレッシュ機能

C言語コントローラ設定・モニタツールで指定するタイミングでMELSECシス
テムのデータをC言語コントローラのメモリエリアに自動でリフレッシュします。

×

○

アクセス権限設定機能

C言語コントローラユニットにユーザを設定（追加/削除）
することにより、C言
語コントローラ設定・モニタツールからの操作/Telnet機能/FTP機能を制限
します。

×

○

インテリジェント機能ユニット操作

C言語コントローラユニット設定・モニタツールから、
インテリジェント機能ユ
ニットのパラメータ設定やスイッチ設定、モニタを実行できます。

×

○

システムモニタ機能

システム構成をモニタする機能です。

×

○

セキュリティ機能

特定の番地へアクセスすることにより、C言語コントローラユニットの個体識
別情報を読み出すことができる機能です。

×

○

バッテリレス運転機能

C言語コントローラユニットからバッテリを取り外した状態で運転する機能です。

×

○

※1
※2
※3
※4
※5
※6
※7
※8
※9
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専用ライブラリ関数に
よる交信機能

QJ71MES96のシリアルNo.上5桁が12092以降の製品を使用してください。
QD81DL96のシリアルNo.上5桁が12062以降の製品を使用してください。
シリアルNo.上5桁が12042以降の製品を使用してください。
Q12DCCPU-VのシリアルNo.上5桁が12042以降、QJ71WS96のシリアルNo.上5桁が14022以降の製品の組み合わせで使用してください。
GX RemoteService-Iは使用できません。
MX MESInterface-WS Version 1は使用できません。
Q12DCCPU-VのシリアルNo.上5桁が12042以降、QJ71GF11-T2のシリアルNo.上5桁が12062以降の製品を使用してください。
QJ71GF11-T2のシリアルNo.上5桁が14082以降の製品を使用してください。
接続構成の詳細は、
「GOT2000シリーズハンドブック」および「GOT2000シリーズ接続マニュアル」をご参照ください。

Support
サポートのご紹介

パートナー製品関連
プラグインツール関連

2. パートナー製品
（OS）
のサポート
［ウインドリバー株式会社］

VxWorks®、Wind River Workbenchに関するウインドリバー株式会社提供のサポートをご紹介いたします。
費用、保守契約の対応期間などの詳細につきましては、
ウインドリバー株式会社にお問い合わせください。
また、
トレーニング、
サポート内容には変更が生じる場合がございますので、
ご了承ください。
（URL : http://www.windriver.com/japan/
Fax : 03-5778-6005
（東京）
）
カテゴリ

トレーニング

導入支援サービス

内容
ウインドリバー株式会社が開催している、下記のコースをご利用ください。
VxWorks®とWind River Workbenchのトレーニングについては、
●VxWorks® 6.x とWorkbenchマスターコース ツールデバッグ編
（VX001）
短期間でWind River Workbenchを使いこなし、
リアルタイムアプリケーションのデバッグのテクニックを修得することができます。
●VxWorks® 6.x とWorkbenchマスターコース プログラミング編
（VX002）
®
短期間でVxWorks のリアルタイムアプリケーションを作成するための技術を身につけることができます。
®
●1日でマスターできるVxWorks プログラミングコース
（VX009）
Wind River Workbenchを使って基本的なリアルタイムアプリケーションの開発に必要な知識を修得できるコースです。
オンサイト
（お客様の指定した場所）
で、製品の導入支援を行い、
お客さまの実際の環境に合わせ支援内容も柔軟に対応できるサービスです。
●三菱電機製C言語コントローラ用プログラミング開発導入支援サービス
三菱電機製C言語コントローラ用SIモデル
（IOT）
およびCW Workbenchユーザー向けのサービスで、1日でWorkbenchを使用してのVxWorks®
プログラミング、
デバッグのトレーニングを行います。
また、
オプションでVxWorks®プログラミング、CW Workbenchのリモートサポート
（e-Mail、電話）
も提供します。
保守契約による年間でのサポート対応となります。
契約モデル

サポート
SIモデル

サポート内容

Solution
Feature

OS関連

お問い合わせ先

三菱電機株式会社
●三菱電機FAサイトによる三菱電機FA機器技術情報サービス
URL : http://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/
●電話技術相談窓口
●FAX技術相談窓口
●支社窓口へのお問い合わせ
カタログ裏面をご参照ください。
※お問い合わせ窓口の詳細につきましては、
ウインドリバー株式会社
（日本法人）
およびそれに関するプロ
●VxWorks®の機能・仕様、VxWorks®が提供するAPI関数、
URL : http://www.windriver.com/japan/
グラミングについての一般的な内容
※詳細につきましては、
「2. パートナー製品
（OS）
のサポート
［ウインドリバー株式会社］
」
●Wind River Workbench、
Tornado®の機能、仕様に関する内容
をご参照ください。
リネオソリューションズ株式会社 東京オフィス
TEL : 03-5367-9098
FAX : 03-5367-9099
●Lineo uLinux ELITEに関する内容
Eメール：sales@lineo.co.jp
※詳細につきましては、
「2．
パートナー製品
（OS）
のサポート
［リネオソリューションズ株式
会社］
」
をご参照ください。
イーソル株式会社
URL : http://www.esol.co.jp/
●eT-Kernelに関する内容
※詳細につきましては、
「 2．
パートナー製品
（OS）
のサポート
［イーソル株式会社］」
をご
参照ください。
●パートナー製品の機能、仕様に関する内容
パートナー製品提供元
●CW WorkbenchまたはWind River Workbenchに、
お客さまにて組み込んで使用
プラグイン提供元
するプラグインツールに関する内容

Specifications Total control Partner Product

MELSEC関連

お問い合わせ内容
●C言語コントローラの機能・仕様に関する内容
●弊 社提供のライブラリ関数（CCPU関数、QBF関数、MD関数）
の仕様、および
使用方法に関する内容
●専用設定・モニタツール
（SW□PVC-CCPU）
、CW Workbenchの機能、仕様に
関する内容
●C言語コントローラと連携して使用するその他弊社製品
（各種ユニット、
MELSOFT）
の機能・仕様に関する内容

Support

種別

Product List

C言語コントローラに関する技術相談窓口については、下表をご参照ください。
お問い合わせ内容の種別が不明の場合は、弊社までお問い合わせください。
なお、MELSEC関連以外のお問い合わせについては、弊社では回答できない場合がございますので、
ご了承ください。

Development
environment

Line up

1. C言語コントローラに関する技術相談窓口について

Wind River Workbenchの機能、操作に関するサポートとなります。

［リネオソリューションズ株式会社］

Lineo uLinux、Lineo uLinux ELITEに関するリネオソリューションズ株式会社提供のサポートをご紹介いたします。
費用、保守契約の対応期間などの詳細につきましては、
リネオソリューションズ株式会社にお問い合わせください。
また、
トレーニング内容、
サポート内容には変更が生じる場合がございますので、
ご了承ください。
（URL : http://www.lineo.co.jp/
Ｅ-mail: sales@lineo.co.jp）
カテゴリ

トレーニング

導入支援サービス
サポート

内容
C言語コントローラにLinux®
を組み込むために必要となる知識、技術全般を入門から高度なレベルまで修得できるコースをご用意しています。
●組込みLinux®入門講座
（1日コース）
組込みLinux®
システム開発に必要とされる基本的な考え方、基礎知識を実習を通して修得します。
●組込みLinux®実践講座
（2日間コース）
組込みLinux®の概要、基本的な考え方の理解をベースとし、
その応用やプログラミングを含む実習を行います。
●Linux®
デバイスドライバ開発講座
（3日間コース）
Linux®
カーネルや、装備するメモリ、CPUやI/Oの管理や制御との関係や、
ソースコードの構造などLinux®の一般的な事項に加え、組込み機器特有の設定や開発環境作り
など、全体像を講義と実習で取得いただきます。
オンサイト
（お客様の指定した場所）
で製品の導入支援を行い、
お客様の実際の環境に合わせ支援内容も柔軟に対応できるサービスです。
●三菱電機C言語コントローラ用組込みLinux®開発講座
Lineo uLinux ELITEを使いC言語コントローラに最適なLinux®
システムを構築・実装するための講座となります。
サポート契約いただきお客様のLinux®
システム開発を支援します。期間、
内容について柔軟なサポートモデルをご用意しています。
なお、
ご購入いただいたLineo uLinux ELITEには、ELITEの使い方に関するサポートが付属しています。開発者のための技術を提供する専用サイトもご利用いただけます。
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Support

［イーソル株式会社］
eT-Kernel、eBinder®
に関するイーソル株式会社提供のサポートをご紹介いたします。
費用、保守契約の対応期間などの詳細につきましては、
イーソル株式会社にお問い合わせください。
また、
トレーニング内容、
サポート内容には変更が生じる場合がございますので、
ご了承ください。
（URL : http://www.esol.co.jp/ E-mail : ep-info@esol.co.jp）
カテゴリ

トレーニング

導入支援サービス

内

容

講義だけでなくエミュレータを使ったトレーニングも実施しています。
●eBinder®IDEトレーニング
（基礎編）
〔6.0時間コース〕
eBinder®の概要と、
インストール～開発に必要な知識・手順、各機能の使い方を、講義・実習を通して習得していただく
トレーニングです。
●リアルタイムOSトレーニング
（基礎編）〔6.5時間コース〕
RTOSの概要と、ITRON/T-Kernelの諸機能・使い方を、講義形式で習得していただく
トレーニングです。
オンサイト
（お客様の指定した場所）
で製品の導入支援を行い、
お客様の実際の環境に合わせ支援内容も柔軟に対応できるサービスです。
製品をご購入いただいたお客様向けに保守サービスをご用意しています。保守サービスをご契約いただいたお客様には、以下のサービスを提供します。
保守サービスの内容
1）製品に関するメールでの問い合わせに対する回答
2）マイナーバージョンアップ品の提供
3）WebサポートサービスからのFAQやパッチ、関連資料の提供

サポート

3. ポリテクセンター※ご提供のC言語コントローラトレーニングのご紹介

※ 職業能力開発センター

ポリテクセンターにてC言語コントローラのトレーニングコースを開講いただいております。
運転までの手順、動作確認までを実機を用いて学習いただけますので、是非ご利用ください。
講座名
PLCプログラミング技術
（C言語活用編）
自動化製造ライン構築技術
（RTOS活用編）
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訓練内容
FA制御実習を通してラダープログラミングと高級言語を組み合わせた
生産システムの構成、機能、性能等に関する実践的な技術を習得します。
リアルタイムOS VxWorks®を搭載したQ12DCCPU-VのC言語による
制御技術を習得します。

概要
ポリテクセンター関西
URL : http://www3.jeed.or.jp/osaka/poly/index.html
TEL : 06-6383-0064
FAX : 06-6383-0961
ポリテクセンター加古川
URL : http://www3.jeed.or.jp/hyogo/poly/kakogawa/index.html
TEL : 079-434-2014
FAX : 079-431-2740

FA機器のあらゆる情報がここに集約

Development
environment

三菱FA機器に関するあらゆる情報をカバーした
「三菱電機FAサイト」。1日のアクセス数が10万件を超える、
お客様から圧倒
的な支持を得ているwebサイトです。製品情報、FA用語集、
セミナー情報など、FA機器の様々な情報を満載し、
すべての三菱
FA機器ユーザーを強力にサポートします。

Line up

三菱電機FAサイト

■ 充実したコンテンツ

Solution

• 詳しい製品仕様など実務者向けの情報を掲載
• カタログ、
マニュアル、
ソフトウェア、CADデータなど各種資料をダウ
ンロード可能
• 三菱電機FA eラーニングやFA用語辞典といったサポートツールを
数多く掲載

三菱電機 FA eラーニング
「eラーニング」
は、
インターネット環境を活用したWebベースでの学習方式をいいます。三菱電機 FA eラーニング」
は、勤務先・外出先・自宅の
どこからでも、弊社FA製品利用のトレーニングが行える自習型のオンライン教育システムです。いつでも、
どこでもリアルタイムに受講でき、
カリ
キュラムを受講者の希望スケジュールに合わせて、学習することができる環境を提供します。

■ 初めてのFA機器シリーズ
三菱電機FA製品を初めて使うユーザー向けのコースです。製
品の概要を短時間で習得できます。

■ 基礎、応用コース
様々なユーザーのレベルに合わせたeラーニングを提供してい
ます。アニメーションや動画を活用した
「わかりやすい」
トレーニ
ングを、
いつでもどこからでも受講することができます。

Support

www.MitsubishiElectric.co.jp/fa

Product List

三菱電機FAサイトホームページURL

Specifications Total control Partner Product

Feature

• 三菱電機FA製品に関する最新情報を随時更新
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Support

必要な情報を素早く、確実に。e-Manual
e-Manualは、必要な情報を素早く探せる、三菱電機FA機器ユーザーのためのマニュアルです。複数のマニュアルを1つのデータベースのよう
に扱うことができ、欲しい情報を手軽に素早く、
その場で検索できます。三菱電機FA機器をさらに使いやすくするe-Manual。製品導入にかかる
時間を大幅に削減します。

■ 特長
• 必要なマニュアルをすべて1つのデータベースとして利用
• 一度ダウンロードした後は、
ローカル環境で使用可能
• タブレット端末ではタブレット版e-Manualアプリを利用可能
• 最新マニュアルをその場で簡単にダウンロード、更新
• 探したい情報を、
マニュアル横断で検索
• 製品のハードウェア仕様などを、
イラストから直感的に検索
• 本文中にノウハウ情報などを自由にメモでき、
マニュアルをカスタマイズ
• マニュアル掲載のサンプルプログラムを直接GX Works3にエクスポート

■ 三菱電機 FA e-Manual（タブレット版）
e-ManualアプリはiOS端末、Android™ 端末でご利用できます。
e-Manualファイルはe-Manualアプリ内からダウンロードできます。

iOS

Android™

バージョン8.1以降

バージョン4.3/4.4/5.0

で手に入れよう

ⰪⰪ対応バージョン
OS

OSバージョン

iOS

iOS 8.1以降

Android™

Android™ 4.3/4.4/5.0

動作確認機種
Apple iPad 2、iPad（第3世代９）
、iPad（第4世代）
、iPad Air、iPad Air 2、
iPad mini、iPad mini 2、iPad mini 3
ASUS Nexus7™（2013）
*1

*1. 動作確認機種以外をご利用の場合は7インチ
（画面解像度が1920×1200ドット
（WUXGA）
）
以上のタブレット端末を推奨いたします。
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世界に広がるグローバルネットワークで、
お客様のモノづくりをフルサポートしています。
Line up

■海外サポート
（グローバル海外FAセンター）
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@3 @2
@4@1
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三菱電機
名古屋製作所

!7

Development
environment

@6

!8

i

q 上海FAセンター
MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (CHINA)
LTD. Shanghai FA Center

o インドネシアFAセンター
PT. MITSUBISHI ELECTRIC INDONESIA
Cikarang Office

!7 北米FAセンター
MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION, INC.

Mitsubishi Electric Automation Center, No.1386
Hongqiao Road, Shanghai, China
Tel: +86-21-2322-3030 / Fax: +86-21-2322-3000

Jl. Kenari Raya Blok G2-07A Delta Silicon 5, Lippo
Cikarang - Bekasi 17550, Indonesia
Tel: +62-21-2961-7797 / Fax: +62-21-2961-7794

w 北京FAセンター
MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (CHINA)
LTD. Beijin FA Center

Vietnam

Unit 901, Office Tower 1, Henderson Centre, 18
Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing,
China
Tel: +86-10-6518-8830 / Fax: +86-10-6518-2938

e 天津FAセンター
MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (CHINA)
LTD. Tianjin FA Center
Room 2003 City Tower, No.35, Youyi Road, Hexi District,
Tianjin, China
Tel: +86-22-2813-1015 / Fax: +86-22-2813-1017

r 広州FAセンター
MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (CHINA)
LTD. Guangzhou FA Center
Room 1609, North Tower, The Hub Center, No.1068,
Xingang East Road, Haizhu District, Guangzhou, China
Tel: +86-20-8923-6730 / Fax: +86-20-8923-6715

Taiwan
t 台中FAセンター
MITSUBISHI ELECTRIC TAIWAN CO.,LTD.
No.8-1, Industrial 16th Road, Taichung Industrial Park,
Taichung City 40768 Taiwan
Tel: +886-4-2359-0688 / Fax: +886-4-2359-0689

!0 ハノイFAセンター
MITSUBISHI ELECTRIC VIETNAM COMPANY
LIMITED Hanoi Branch Office
6th Floor, Detech Tower, 8 Ton That Thuyet Street, My
Dinh2 Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi, Vietnam
Tel: +84-4-3937-8075 / Fax: +84-4-3937-8076

!1 ホーチミンFAセンター
MITSUBISHI ELECTRIC VIETNAM COMPANY
LIMITED
Unit 01-04, 10th Floor, Vincom Center, 72 Le Thanh Ton
Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: +84-8-3910-5945 / Fax: +84-8-3910-5947

India
!2 インド・プネFAセンター
MITSUBISHI ELECTRIC INDIA PVT. LTD.
Pune Branch
Emerald House, EL-3, J Block, M.I.D.C., Bhosari, Pune 411026, Maharashtra, India
Tel: +91-20-2710-2000 / Fax: +91-20-2710-2100

!3 インド・グルガオンFAセンター
MITSUBISHI ELECTRIC INDIA PVT. LTD.
Gurgaon Head Office

500 Corporate Woods Parkway, Vernon Hills, IL 60061,
U.S.A.
Tel: +1-847-478-2469 / Fax: +1-847-478-2253

Mexico
!8 メキシコFAセンター
MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION, INC.
Mexico Branch
Mariano Escobedo #69, Col.Zona Industrial,
Tlalnepantla Edo. Mexico, C.P.54030
Tel: +52-55-3067-7511

Brazil
!9 ブラジルFAセンター
MITSUBISHI ELECTRIC DO BRASIL COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA.
Rua Jussara, 1750-Bloco B Anexo, Jardim Santa
Cecilia, CEP 06465-070, Barueri-SP, Brasil
Tel: +55-11-4689-3000 / Fax: +55-11-4689-3016

@0 ブラジル・ボイトゥバFAセンター
MELCO CNC DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS S.A.
Acesso Jose Sartorelli, KM 2.1 CEP 18550-000 BoituvaSP, Brasil
Tel: +55-15-3363-9900 / Fax: +55-15-3363-9911

Europe
@1 欧州FAセンター
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Polish
Branch

Korea

2nd Floor, Tower A & B, Cyber Greens, DLF Cyber City,
DLF Phase-3, Gurgaon-122002, Haryana India
Tel: +91-124-463-0300 / Fax: +91-124-463-0399

y 韓国FAセンター
MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION KOREA CO.,
LTD.

!4 インド・バンガロールFAセンター
MITSUBISHI ELECTRIC INDIA PVT. LTD.
Bangalore Branch

@2 ドイツFAセンター
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. German
Branch

7F~9F, Gangseo Hangang Xi-tower A, 401, Yangcheonro, Gangseo-Gu, Seoul 07528, Korea
Tel: +82-2-3660-9605 / Fax: +82-2-3664-0475

Prestige Emerald, 6th Floor, Municipal No.2, Madras
Bank Road, Bangalore - 560001, Karnataka, India
Tel: +91-80-4020-1600 / Fax: +91-80-4020-1699

Gothaer Strasse 8, D-40880 Ratingen, Germany
Tel: +49-2102-486-0 / Fax: +49-2102-486-1120

Thailand

!5 インド・チェンナイFAセンター
MITSUBISHI ELECTRIC INDIA PVT. LTD.
Chennai Branch

u タイFAセンター
MITSUBISHI ELECTRIC FACTORY AUTOMATION
(THAILAND) CO., LTD.
12th Floor, SV.City Building, Office Tower 1, No. 896/19
and 20 Rama 3 Road, Kwaeng Bangpongpang, Knet
Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
Tel: +66-2682-6522 / Fax: +66-2682-6020

ASEAN
i アセアンFAセンター
MITSUBISHI ELECTRIC ASIA PTE. LTD.
307 Alexandra Road, Mitsubishi Electric Building,
Singapore 159943
Tel: +65-6470-2480 / Fax: +65-6476-7439

Citilights Corporate Centre No. 1, Vivekananda Road,
Srinivasa Nagar, Chetpet, Chennai - 600031, Tamil
Nadu, India
Tel: +91-4445548772 / Fax: +91-4445548773

!6 インド・アーメダバードFAセンター
MITSUBISHI ELECTRIC INDIA PVT. LTD.
Ahmedabad Branch
B/4, 3rd Floor, SAFAL Profitaire, Corporate Road,
Prahaladnagar, Satellite, Ahmedabad - 380015, Gujarat,
India
Tel: +91-7965120063

ul. Krakowska 50, 32-083 Balice, Poland
Tel: +48-12-347-65-81 / Fax: +48-12-630-47-01

Feature

America

Specifications Total control Partner Product

Indonesia

Support

China

Product List

@0
!9

Solution

o

@3 英国FAセンター
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. UK Branch
Travellers Lane, Hatfield, Hertfordshire, AL10 8XB, U.K.
Tel: +44-1707-27-8780 / Fax: +44-1707-27-8695

@4 チェコFAセンター
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Czech Branch
Avenir Business Park, Radlicka 751/113e, 158 00
Praha5, Czech Republic
Tel: +420-251-551-470 / Fax: +420-251-551-471

@5 ロシアFAセンター
MITSUBISHI ELECTRIC (RUSSIA) LLC ST.
Petersburg Branch
Piskarevsky pr. 2, bld 2, lit "Sch", BC "Benua", office
720; 195027, St. Petersburg, Russia
Tel: +7-812-633-3497 / Fax: +7-812-633-3499

@6 トルコFAセンター
MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY A.Ş Ümraniye
Branch
Serifali Mahallesi Nutuk Sokak No:5, TR-34775
Umraniye / Istanbul, Turkey
Tel: +90-216-526-3990 / Fax: +90-216-526-3995
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Support

充実のサポート体制で、FAの快適稼動にお応えします。
■国内サポート
（三菱電機サービスネットワーク）
三菱電機システムサービス株式会社が24時間365日受付体制にてお応えします。
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三菱電機FA機器製品サービス拠点一覧
アフターサービス拠点名

拠点番号

北日本支社
北日本支社

q
w
e
r
t
y
u
i
o
!0
!1
!2
!3
!4
!5
!6
!7

北海道支店

東京機電支社
神奈川機器サービスステーション
関越機器サービスステーション
新潟機器サービスステーション
中部支社
静岡機器サービスステーション
中部支社

北陸支店

関西支社
京滋機器サービスステーション
姫路機器サービスステーション
中四国支社
岡山機器サービスステーション
中四国支社

四国支店

九州支社
長崎機器サービスステーション

電話番号

ＦＡＸ番号

〒983-0013

仙台市宮城野区中野一丁目5-35

住所

022-353-7814

022-353-7834

〒004-0041

札幌市厚別区大谷地東2-1-18

011-890-7515

011-890-7516

〒108-0022

東京都港区海岸3-19-22

03-3454-5521

03-5440-7783

〒224-0053

横浜市都筑区池辺町3963-1

045-938-5420

045-935-0066

〒338-0822 さいたま市桜区中島2-21-10

048-859-7521

048-858-5601

〒950-8504

新潟市中央区東大通2-4-10

025-241-7261

025-241-7262

〒461-8675

名古屋市東区矢田南5-1-14

052-722-7601

052-719-1270

〒422-8058

静岡市駿河区中原877-2

054-287-8866

054-287-8484

〒920-0811

金沢市小坂町北255

076-252-9519

076-252-5458

〒531-0076

大阪市北区大淀中1-4-13

06-6458-9728

06-6458-6911

〒612-8444

京都市伏見区竹田田中宮町8

075-611-6211

075-611-6330

〒670-0996

姫路市土山2-234-1

079-269-8845

079-294-4141

〒732-0802

広島市南区大州4-3-26

082-285-2111

082-285-7773

〒700-0951

岡山市北区田中606-8

086-242-1900

086-242-5300

〒760-0072

高松市花園町1-9-38

087-831-3186

087-833-1240

〒812-0007

福岡市博多区東比恵3-12-16

092-483-8208

092-483-8228

〒852-8004

長崎市丸尾町4-4

095-818-0700

095-861-7566

受 付 体 制

通常受付体制

平日９
：
００〜１９
：
００の間は、全国の支社・支店・サービスステーションでお受けいたします。

時間外受付体制

休日・夜間は、時間外専用電話でお受けいたします。

☎ ０５２−７１９−４３３７

時間外修理受付窓口

（受付時間帯 月〜金：19：00〜翌9：00

土日祝日：終日）

■トレーニングスクール
三菱電機FAテクニカルセンターでは、
専門技術者によるFA機器の詳しい解説、
ユーザー様ご自身での実機操作体験などによるトレーニングスクールと、
豊富なラインアップを誇る三菱FA関連製品の展示を開催しております。お気軽にお立ち寄りください。

FAテクニカルセンター
東京FATEC

開催日：土、
日、祭日を除く毎日（午前9：30～午後5：30）

札幌FATEC

広島FATEC

東京都品川区大崎1-6-3日精ビル4F
TEL.
（03）
3491-9380

TR／札幌市中央区北二条西4丁目
北海道ビル5F
TEL.
（011）
212-3794
（北海道支社）

TR／広島市中区中町7-32 ニッセイ広島ビル8F
TEL.
（082）
248-5348
（中国支社）

名古屋FATEC

仙台FATEC

高松FATEC

三菱電機名古屋製作所FAコミュニケーションセンター3F
名古屋市東区矢田南5-1-14
TEL.
（052）
721-2403

TR／仙台市青葉区上杉1-17-7
仙台上杉ビル5F
TEL.
（022）
216-4553
（東北支社）

TR／高松市寿町1-1-8 日本生命高松駅前ビル6F
TEL.
（087）
825-0055
（四国支社）

大阪FATEC

金沢FATEC

福岡FATEC

大阪市北区堂島2-2-2近鉄堂島ビル4F
TEL.
（06）
6347-2970

TR／金沢市広岡1-2-14コーワビル3F
TEL.
（076）
233-5501
（北陸支社）

TR／福岡市博多区東比恵3-12-16 東比恵スクエアビル2F
TEL.
（092）
721-2224
（九州支社）
※TR：テクニカルルーム

福山製作所トレーニングスクール
広島県福山市緑町1-8 TEL.
（084）926-8005
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◎トレーニングの詳細については、三菱電機FAサイトをご覧ください。

www.MitsubishiElectric.co.jp/fa

【無償保証期間】
製品の無償保証期間は、
お客様にてご購入後またはご指定場所に納
入後３６ヶ月とさせていただきます。
ただし、当社製品出荷後の流通期間を最長６ヶ月として、製造から４２ヶ月
を無償保証期間の上限とさせていただきます。
また、修理品の無償保証
期間は、修理前の無償保証期間を超えて長くなることはありません。

【無償保証範囲】
（1）一次故障診断は、原則として貴社にて実施をお願い致します。
ただし、貴社要請により当社、
または当社サービス網がこの業務を
有償にて代行することができます。
この場合、故障原因が当社側にある場合は無償といたします。
（2）使用状態・使用方法、
および使用環境などが、取扱説明書、
ユー
ザーズマニュアル、製品本体注意ラベルなどに記載された条件・注
意事項などにしたがった正常な状態で使用されている場合に限定
させていただきます。
（3）無償保証期間内であっても、以下の場合には有償修理とさせてい
ただきます。
① お客様における不適切な保管や取扱い、不注意、過失などにより
生じた故障およびお客様のハードウェアまたはソフトウェア設計内
容に起因した故障。
② お客様にて当社の了解なく製品に改造などの手を加えたことに起
因する故障。
③ 当社製品がお客様の機器に組み込まれて使用された場合、
お客様
の機器が受けている法的規制による安全装置または業界の通念
上備えられているべきと判断される機能・構造などを備えていれば回
避できたと認められる故障。
④ 取扱説明書などに指定された消耗部品が正常に保守・交換されて
いれば防げたと認められる故障。
⑤ 消耗部品（バッテリ、
リレー、
ヒューズなど）
の交換。
⑥ 火災、異常電圧などの不可抗力による外部要因および地震、雷、
風水害などの天変地異による故障。
⑦ 当社出荷当時の科学技術の水準では予見できなかった事由によ
る故障。
⑧ その他、当社の責任外の場合またはお客様が当社責任外と認めた
故障。

2． 生産中止後の有償修理期間
（1）当社が有償にて製品修理を受け付けることができる期間は、
その
製品の生産中止後7年間です。生産中止に関しましては、当社
テクニカルニュースなどにて報じさせていただきます。
（2）生産中止後の製品供給（補用品を含む）
はできません。

4．機会損失、二次損失などへの保証責務の除外
無償保証期間の内外を問わず、以下については当社責務外とさせて
いただきます。
（1）当社の責に帰すことができない事由から生じた障害。
（2）当社製品の故障に起因するお客様での機会損失、逸失利益。
（3）当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、二次損
害、事故補償、当社製品以外への損傷。
（4）
お客様による交換作業、現地機械設備の再調整、立上げ試運転
その他の業務に対する補償。

5．製品仕様の変更
カタログ、
マニュアルもしくは技術資料などに記載の仕様は、
お断りなしに
変更させていただく場合がありますので、
あらかじめご承知おきください。

6．製 品の適用について
（1）当社シーケンサをご使用いただくにあたりましては、万一シーケンサ
に故障・不具合などが発生した場合でも重大な事故にいたらない
用途であること、および故障・不具合発生時にはバックアップや
フェールセーフ機能が機器外部でシステム的に実施されていること
をご使用の条件とさせていただきます。
（2）当社シーケンサは、一般工業などへの用途を対象とした汎用品とし
て設計・製作されています。
したがいまして、以下のような機器・システムなどの特殊用途への
ご使用については、当社シーケンサの適用を除外させていただき
ます。万一使用された場合は当社として当社シーケンサの品質、
性能、安全に関る一切の責任（債務不履行責任、瑕疵担保責任、
品質保証責任、不法行為責任、製造物責任を含むがそれらに限定
されない）
を負わないものとさせていただきます。
・ 各電力会社殿の原子力発電所およびその他発電所向けなどの
公共への影響が大きい用途
・ 鉄道各社殿および官公庁殿など、特別な品質保証体制の構築
を当社にご要求になる用途
・ 航空宇宙、医療、鉄道、燃焼・燃料装置、乗用移動体、有人搬送
装置、娯楽機械、安全機械など生命、
身体、財産に大きな影響が
予測される用途
ただし、上記の用途であっても、具体的に使途を限定すること、
特別な品質（一般仕様を超えた品質等）
をご要求されないこと等を
条件に、当社の判断にて当社シーケンサの適用可とする場合も
ございますので、詳細につきましては当社窓口へご相談ください。

Line up
Development
environment

Solution

海外においては、当社の各地域ＦＡセンターで修理受付をさせていただ
きます。
ただし、各ＦＡセンターでの修理条件などが異なる場合がありま
すのでご了承ください。

Feature

無償保証期間中に、製品に当社側の責任による故障や瑕疵（以下併
せて
「故障」
と呼びます）
が発生した場合、当社はお買い上げいただきまし
た販売店または当社サービス会社を通じて、無償で製品を修理させてい
ただきます。
ただし、国内および海外における出張修理が必要な場合は、
技術者派遣に要する実費を申し受けます。
また、故障ユニットの取替え
に伴う現地再調整・試運転は当社責務外とさせていただきます。

Specifications Total control Partner Product

3 ．海 外 で の サ ービ ス

１ ．無 償 保 証 期 間 と 無 償 保 証 範 囲

Support

ご使用に際しましては、以下の製品保証内容をご確認いただきますよう、
よろしくお願いいたします。
なお、MELSEC-QSシリーズおよびMELSEC-WS
シリーズを含むダブルブランド製品は保証内容が異なります。各支社にお問合わせいただくか、各製品のマニュアルをご参照ください。
※パートナー製品の保証内容につきましては、各社にお問合わせください。
C言語コントローラに搭載しているリアルタイムOSは、
ウインドリバー社製品VxWorks®です。
ウインドリバー社製品に起因する問題への対応、
および
損害に対する補償については当社の責務外とさせていただきます。

Product List

保 証 について

以上
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Support

C言語コントローラパートナー会
※Universal platform partner program

C言語コントローラパートナー会は、e-F@ctory Alliance内の
C言語コントローラの活用を目的とした分科会です。

MES

SIパートナー
System Integration
Partner

e-F@ctory Allianceとは、三菱FA機器との接続
親和性の良いソフトウェア・機器を提供するパート
ナーとそれらを活用しシステムを構築するシステム
インテグレーションパートナーとの強力な連携によ
り、
お客様に最適なソリューションを提供するための
FAパートナープログラムです。

情報システム

CAD/PLM

ERP

ソフトウェア
パートナー
Software Partner

SCADA

設計支援・監視システム

モーションコントローラ

シーケンサ

CNC（数値制御装置）

コントローラ

ロボット

アクチュエータ

インバータ

ACサーボ

ビジョンシステム

HMI（GOT）

センサ

MDUブレーカ

C言語コントローラ

電力計測ユニット

RFID

ロボットコントローラ

エネルギー計測ユニット

レーザーマーカー

電子式マルチ指示計器

機器パートナー
Device Partner

記録計

フィールド機器

C言語コントローラとパートナー製品
パートナー 製 品で 簡単に、多 彩なシステムを構 築！！
アプリケーション
ソフトウェアパートナー製品１

パートナー製品アプリケーションの活用
VxWorks 、
Linux などの高信頼プラットフォームを利用可能。
C言語コントローラにパートナーアプリケーションをインストール
するだけで、
専用ユニットとして使用できます。
また、
C言語コントローラとデバイスを接続することで、
高信頼なシステムを構築できます。
通信ソフト

ソフトウェアパートナー製品２

開発ツール
データ解析
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デバイス
機器パートナー製品

OS
Lineo uLinux ELITE
VxWorks®
eT-Kernel

Product List
製品一覧

バンドル製品

オプション

※1
※2
※3
※4
※5
※6
※7
※8

概

NEW

… 新製品

近日発売

要

Q24DHCCPU-V

入出力点数：4096点 エンディアン形式：
リトルエンディアン SDメモリカード：使用可
OS：VxWorks® Version 6.8.1 ワークRAM：512MB

Q26DHCCPU-LS NEW

入出力点数：4096点 エンディアン形式：
リトルエンディアン SDメモリカード：使用可
OS:非搭載モデル
（お客様にてOSをインストール） ワークRAM：1GB

Q24DHCCPU-LS

入出力点数：4096点 エンディアン形式：
リトルエンディアン SDメモリカード：使用可
OS：非搭載モデル
（お客様にてOSをインストール） ワークRAM：512MB

Q12DCCPU-V

入出力点数：4096点 エンディアン形式：
リトルエンディアン コンパクトフラッシュカード：使用可
OS：VxWorks® Version 6.4 ワークRAM：128MB

Q06CCPU-V

入出力点数：4096点 エンディアン形式：
リトルエンディアン コンパクトフラッシュカード：使用可
OS：VxWorks® Version 5.4 ワークRAM：64MB

Q24DHCCPU-V-B010

CIMOPERATOR® SECS+ for ADVANCED Q24 J
SECS-I
（SEMI E4）
、HSMS
（SEMI E37）
に対応しています。

Q24DHCCPU-V-B012

CIMOPERATOR® SECS+ for GEM ADVANCED Q24 J
GEM
（E30）
に対応しています。
（トレースデータ収集、
リミット監視、
ドキュメントファイル出力には対応していません）

Q24DHCCPU-V-B018

CIMSNIPER Q24 J
EES/FDC/APC向けデータ収集パッケージ。簡易MES機能を搭載しています。

Q24DHCCPU-V-B01C

DNA Designer Q24 J
モデルベース開発支援ツール

Q24DHCCPU-VG-B000

GENWARE®3-VG ランタイムライセンス版
ランタイムライブラリと日本語フォントがプリインストールされています。

Q24DHCCPU-VG-B001

GENWARE®3-VG ツールライセンス版
ランタイムライセンス版にGUI開発環境
（CI SKETCH）
がバンドルされています。

Q26DHCCPU-LS-B031 NEW

C言語コントローラ：Q26DHCCPU-LS バンドル品：Lineo uLinux、uLinux Station+
Linux®
システムの基本的なシステム設定を可能にするWebベースのアプリケーションに帳票機能を追加

Q24DHCCPU-LS-B030

C言語コントローラ：Q24DHCCPU-LS バンドル品：Lineo uLinux、uLinux Station
Linux®
システムの基本的なシステム設定を可能にするWebベースのアプリケーション

Q12DCCPU-V-B010

CIMOPERATOR® SECS+ for ADVANCED J
SECS-I
（SEMI E4）
、HSMS
（SEMI E37）
に対応しています。

Q12DCCPU-V-B012

CIMOPERATOR® SECS+ for GEM ADVANCED J
GEM
（E30）
対応のミドルキット版です。
（トレースデータ収集、
リミット監視、
ドキュメントファイル出力には対応していません）

Q12DCCPU-V-B014

CIMOPERATOR® SECS+ for GEM ADVANCED +
（Option Pack）J
GEM
（E30）
対応のフルキット版です。
（トレースデータ収集、
リミット監視、
ドキュメントファイル出力に対応しています）

Q12DCCPU-V-B016

CIMOPERATOR® for FTP J
通信プロトコルにSECSプロトコルではなく、
ファイル転送プロトコル
（FTP）
を使用しています。

Q12DCCPU-V-B018

CIMSNIPER J
EES/FDC/APC向けデータ収集パッケージ。簡易MES機能を搭載しています。

Q12DCCPU-V-B01A

CIMSNIPER Light J
EES/FDC/APC向けデータ収集パッケージ。簡易MES機能が非搭載です。

Q12DCCPU-V-B01C

DNA Designer J
モデルベース開発支援ツール

Q12DCCPU-CBL※2※3※4

RS232コネクタ変換ケーブル
（丸型コネクタ⇒9ピンDサブコネクタ）

Q6BAT

交換用バッテリ

Q7BAT※2※3※4

交換用大容量バッテリ

Q7BAT-SET※2※3※4

大容量バッテリ CPU取付用バッテリホルダ付

NZ1MEM-2GBSD※2※3※5

SDメモリカード 2Gバイト

NZ1MEM-4GBSD※2※3※5

SDHCメモリカード 4Gバイト

NZ1MEM-8GBSD※2※3※5

SDHCメモリカード 8Gバイト

NZ1MEM-16GBSD※2※3※5

SDHCメモリカード 16Gバイト

GT05-MEM-128MC※6

コンパクトフラッシュカード 128Mバイト

GT05-MEM-256MC※6

コンパクトフラッシュカード 256Mバイト

QD81MEM-512MBC※4※7

コンパクトフラッシュカード 512Mバイト

QD81MEM-1GBC※4※7

コンパクトフラッシュカード 1Gバイト

QD81MEM-2GBC※4

コンパクトフラッシュカード 2Gバイト

QD81MEM-4GBC※4

コンパクトフラッシュカード 4Gバイト

QD81MEM-8GBC※4

コンパクトフラッシュカード 8Gバイト

… 近日発売品

Development
environment

名

Solution

C言語CPU

形

Feature

名

Specifications Total control Partner Product

品

Support

アイコンの説明： DB … ダブルブランド製品＊1

Product List

CPU

Line up

ご採用にあたりましては、使用可能ユニット、制約事項などを製品のマニュアルにて必ずご確認ください。
価格につきましては、各支社またはお取引先にお問い合わせください。

当社が提携したメーカと共同で開発・製造し、両社の社名・ブランドを冠した製品です。一般仕様と保証内容が異なりますので、各支社にお問い合わせいただくか、各製品のマニュアルをご参照ください。
Q24DHCCPU-V/-VGで使用できます。
Q24DHCCPU-LS、Q26DHCCPU-LSで使用できます。
Q12DCCPU-Vで使用できます。
当社製品以外の動作は保証いたしません。
マルチCPU間高速基本ベースにのみ装着できます。
Q06CCPU-Vで使用できます。
マルチCPU間高速通信は使用できません。

44─

Product List

ベース

アイコンの説明： DB … ダブルブランド製品
品

名

基本ベース

マルチCPU間高速基本ベース
電源二重化基本ベース

増設ベース

増設ケーブル

形

名

概

要

Q33B

3スロット 電源ユニット装着要

Qシリーズユニット装着用

Q35B

5スロット 電源ユニット装着要

Qシリーズユニット装着用

Q38B

8スロット 電源ユニット装着要

Qシリーズユニット装着用

Q312B

12スロット 電源ユニット装着要

Q35DB

5スロット 電源ユニット装着要

Qシリーズユニット装着用

Q38DB

8スロット 電源ユニット装着要

Qシリーズユニット装着用

Q312DB

12スロット 電源ユニット装着要

Q38RB

8スロット 電源二重化用電源ユニット2台装着要

Q63B

3スロット 電源ユニット装着要

Qシリーズユニット装着用

Q65B

5スロット 電源ユニット装着要

Qシリーズユニット装着用

Q68B

8スロット 電源ユニット装着要

Qシリーズユニット装着用

Q612B

12スロット 電源ユニット装着要

Q52B

2スロット 電源ユニット装着不要

Qシリーズユニット装着用

Q55B

5スロット 電源ユニット装着不要

Qシリーズユニット装着用

QC05B

0.45mケーブル 増設ベース接続用

QC06B

0.6mケーブル 増設ベース接続用

QC12B

1.2mケーブル 増設ベース接続用

QC30B

3mケーブル 増設ベース接続用

QC50B

5mケーブル 増設ベース接続用

QC100B

10mケーブル 増設ベース接続用

Q61P

入力電圧：AC100～240V 出力電圧：DC5V 出力電流：6A

Q62P

入力電圧：AC100～240V 出力電圧：DC5/24V 出力電流：3A/0.6A

Q63P

入力電圧：DC24V 出力電圧:DC5V 出力電流:6A

Q64PN

入力電圧：AC100～240V 出力電圧：DC5V 出力電流：8.5A

Q61P-D

入力電圧：AC100～240V 出力電圧：DC5V 出力電流：6A

Qシリーズユニット装着用

Qシリーズユニット装着用
Qシリーズユニット装着用

Qシリーズユニット装着用

電源
電源

寿命検出電源

C言語コントローラ用エンジニアリングツール

CW Workbench

※1

CW-Sim

SW1DND-CWWLQ24-E

C言語コントローラ用エンジニアリングツール ソフトウェアパッケージ
（英語版）
、
Q24DHCCPU-V/-VG用ライセンスセット品

SW1DND-CWWLQ24-EZ

Q24DHCCPU-V/-VG用 追加ライセンス品

SW1DND-CWWLQ24-EVZ

Q24DHCCPU-V/-VG用 アップデートライセンス品

SW1DND-CWWLQ12-E

C言語コントローラ用エンジニアリングツール ソフトウェアパッケージ
（英語版）
、
Q12DCCPU-V用ライセンスセット品

SW1DND-CWWLQ12-EZ

Q12DCCPU-V用 追加ライセンス品

SW1DND-CWWLQ12-EVZ

Q12DCCPU-V用 アップデートライセンス品

SW1DNC-CWSIM-E

CW Workbenchシミュレーション環境 ライセンスセット品

SW1DNC-CWSIM-EZ

CW Workbenchシミュレーション環境

SW1DNC-CWSIMSA-E

CW Workbenchシミュレーション環境 スタンドアロン品※3

追加ライセンス品※2

※1 CW Workbenchの体験版を1ヶ月間ご利用いただけます。詳細につきましては、各支社またはお取引先にお問い合わせください。
※2 この製品はSW1DNC-CWSIM-Eの追加ライセンス品です。
※3 この製品はパーマネントライセンスが不要です。

C言語コントローラ用設定・モニタツール
C言語コントローラ用
設定・モニタツール
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SW4PVC-CCPU-J

C言語コントローラ、CC-Link、MELSECNET/H、CC-Link IE コントローラネットワーク、
CC-Link IE フィールドネットワークのパラメータ設定・モニタツール

SW3PVC-CCPU-J

C言語コントローラ、CC-Link、MELSECNET/H、
CC-Link IE コントローラネットワークのパラメータ設定・モニタツール

NEW

… 新製品

近日発売

… 近日発売品

導入コストを抑え手軽に
アプリケーションを開発したい

Q24DHCCPU-V/VG、Q12DCCPU-V
タスク、割込み処理の実行順序などを
両方を使用する
高度に分析するツールも欲しい
Q12DCCPU-Vを
使用する
※1
※2
※3
※4
※5
※6
※7

導入コストを抑え手軽に
アプリケーションを開発したい
タスク、割込み処理の実行順序などを
高度に分析するツールが欲しい

−

ー

ー

○

ー

○※4

ー

ー

○※5

○※6

必要に応じて
ご使用ください。

必要に応じて
ご使用ください。

ー

○

ー

ー

ー

必要に応じて
ご使用ください。

ー

○

○

Q24DHCCPU-V/-VG用ライセンスセット品SW1DND-CWWLQ24-E、追加ライセンス品SW1DND-CWWLQ24-EZ
Q12DCCPU-V用ライセンスセット品SW1DND-CWWLQ12-E、追加ライセンス品SW1DND-CWWLQ12-EZ
Q12DCCPU-V用ライセンスを取得しているパソコンに、Q24DHCCPU-V/-VG用ライセンスを追加するアップデートライセンス品SW1DND-CWWLQ24-EVZも用意しております。
Q24DHCCPU-V/-VG用ライセンスを取得しているパソコンに、Q12DCCPU-V用ライセンスを追加するアップデートライセンス品SW1DND-CWWLQ12-EVZも用意しております。
Q12DCCPU-Vでは使用できません。
Q24DHCCPU-V/-VGでは使用できません。
機能拡張モードの場合使用できます。

ソフトウェア選定（Q24DHCCPU-LS、Q26DHCCPU-LSの場合）
ご使用するソフトウェアは、以下を参考にご選定ください。

項 目
OS
必要ソフトウェア

仕

様

Lineo uLinux※8：kernel2.6.35

eT-Kernel/compact※9※10

Lineo uLinux ELITE※8

eBinder®※9※10

※ 8 Lineo uLinux および Lineo uLinux ELITE は、リネオソリューションズ株式会社製品です。製品について詳細は、リネオソリューションズ社にお問い合わせください。
※ 9 eT-Kernel および eBinder®は、イーソル株式会社製品です。製品について詳細は、イーソル社にお問い合わせください。
※ 10 Q26DHCCPU-LS は非対応です。

Line up

ー

必要に応じて
ご使用ください。

○

○※7

ー

○

○※3
○

Wind River
Workbench 2.6.1

Q12DCCPU-V用
ライセンス※2

Feature

タスク、割込み処理の実行順序などを
高度に分析するツールも欲しい

○

Wind River
Workbench 3.2

Q24DHCCPU-V/-VG用
ライセンス※1

Specifications Total control Partner Product

導入コストを抑え手軽に
アプリケーションを開発したい

SW3PVC-CCPU

Support

Q24DHCCPU-V/VGを使用する

SW4PVC-CCPU

Product List

C言語コン
トローラ用エンジニアリングツール
CW Workbench

C言語コントローラ用設定・モニタツール

Development
environment

ご使用するソフトウェアは、以下を参考にご選定ください。

Solution

ソフトウェア選定（Q24DHCCPU-V/-VG、Q12DCCPU-Vの場合）
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Product List

製品導入までの流れ
■ CW Workbench/CW-Sim導入までの流れ

■ CW Workbench

＋

ライセンスセット品

トライセンス
［パーマネン
］
申請書

①購入

追加ライセンス品

ユーザ

トライセンス
［パーマネン
］
申請書

アップデートライセンス品
トライセンス
［パーマネン
］
申請書

■ CW-Sim

＋

②同梱品のパーマネントライセンス
申請書を電子メールで送付※

ライセンスセット品

トライセンス
［パーマネン
］
申請書

追加ライセンス品

トライセンス
［パーマネン
］
申請書

③パーマネントライセンスファイルを取得
※パーマネントライセンス取得までの期間は、
テンポラリライセンスで
ご使用いただけます
（1ヶ月間）
。

■ ウインドリバー株式会社製Wind River Workbench導入までの流れ

■ 専用設定・モニタツール
（SW□PVC-CCPU-J）

＋

ライセンス
セット品
インダストリアル
OEMツール
（IOT）
購入フォーム※1

①購入

ユーザ

※1.三菱電機FAサイトからもダウンロードできます。

②同梱品の

ウインドリバー株式会社

購入フォーム※1

購入申込

で

■ インダストリアルOEM（IOT）※2
■ Wind River Workbenchを含む

③購入
④ライセンス申請
※2.通常であればVxWorks® OEM開発ライセンスが必要ですが、当
社C言語コントローラのご使用の場合は、IOTのみでアプリケー
ション開発が可能です。

■ ウインドリバー株式会社への問い合わせ先
（http://www.windriver.com/japan/）
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Line up

■ リネオソリューションズ株式会社製 Lineo uLinux ELITE導入までの流れ
■ Linux BSP

Lineo uLinux
MELSECアクセスサンプルコード

Development
environment

リネオソリューションズ株式会社
提供製品
（Linux®関連
［MELSECアクセス サンプルコード含む］）
のサポート
®
ソフトウェア購入 Linux（BSP、
開発環境）
「Lineo uLinux ELITE Basic Edition
Q24DHCCPU-LS・Q26DHCCPU-LS 見積依頼・購入フォーム」
で購入申込

■ リネオソリューションズ株式会社への問い合わせ先
TEL：03-5367-9098
FAX：03-5367-9099
Eメール：sales@lineo.co.jp
URL：http://www.lineo.co.jp/

情報連携

■ MELSEC製品

（SW4PVC-CCPU）

Support

（Q24DHCCPU-LS・Q26DHCCPU-LS）

Specifications Total control Partner Product

提供製品
（C言語コントローラ、MELSEC等）
のサポート

■ 専用設定・モニタツール

■ C言語コントローラ

ユーザ

Product List

■ イーソル株式会社 eT-Kernel/eBinder®導入までの流れ
イーソル株式会社
■ μITRON/T-Kernel BSP
eT-Kernel
・ソースコード
・
ドキュメント
−ユーザーズガイド
−ボードサポートガイド
−Getting Started など
・MELSECアクセスサンプルコード

■ μITRON/T-Kernelベース開発環境
eBinder

提供製品
（T-Kernel関連
［MELSECアクセスサンプルコード含む］）
のサポート

ソフトウェア購入T-Kernel
（BSP、開発環境）
「eT-Kernel Platform 見積依頼・購入フォーム」
で申込

（Q24DHCCPU-LS）

ユーザ

■ イーソル株式会社への問い合わせ先
TEL：03-5302-1360
FAX：03-5302-1361
Eメール：ep-info@esol.co.jp
URL：www.esol.co.jp/

提供製品
（C言語コントローラ、MELSEC等）
のサポート

情報連携

■ C言語コントローラ

Feature

Lineo uLinux ELITE

Solution

■ Linux®開発環境

■ 専用設定・モニタツール

■ MELSEC製品

（SW4PVC-CCPU）
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本カタログに記載しております全商品の価格には消費税は含まれておりません。
ご購入の際には消費税が付加されますのでご承知おき願います。

Microsoft、Windows、Visioは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
イーサネット、ETHERNETは富士ゼロックス株式会社の登録商標です。
コンパクトフラッシュ、CompactFlashは、サンディスク株式会社の登録商標です。
SDロゴ、SDHCロゴはSD-3C、LLCの登録商標または商標です。
VxWorksは、米国ウインドリバー・システムズ社の登録商標です。
Linuxは、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
eBinderは、イーソル株式会社の登録商標です。
その他、本文中における会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

ご 採 用 に 際し て の ご 注 意
この資料は、製品の代表的な特長機能を説明した資料です。使用上の制約事項、
ユニット
の組合わせによる制約事項などがすべて記載されているわけではありません。
ご採用にあたりましては、必ず製品のマニュアルをお読みいただきますようお願い申し
上げます。
当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社製品の故障に起因するお客様
での機会損失、逸失利益、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、二次
損害、事故補償、当社製品以外への損傷およびその他の業務に対する保証については、
当社は責任を負いかねます。
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安全にお使いいただくために
●このカタ
●
ログに記載された製品を正しくお使いいただくために、
ご使用の前に必ず「マニュアル」
をお読みください。
●この製品は一般工業等を対象と
●
した汎用品として製作されたもので、人命にかかわるような状
況下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたもので
はありません。
●この製品を原子力用、電力用、航空宇宙用、医療用、乗用移動体用の機器あるいはシス
●
テムなど特殊用途への適用をご検討の際には、当社の営業担当窓口までご照会ください。
●この製品は厳重な品質管理体制の下に製造しており
●
ますが、この製品の故障により重大な
事故または損失の発生が予測される設備への適用に際しては、バックアップやフェールセーフ
機能をシステム的に設置してください。

Automation solutions

Your Solution Partner

低圧配電制御機器

高圧配電制御機器

電力管理機器

三菱電機は、
シーケンサやＡＣサーボを始めとするＦＡ機器からCNC、放電加工機など産業メカトロニ
クス製品まで、幅広いFA製品をお届けしています。

シーケンサ

生産現場で、最も信頼される
ブランドを目指して
三菱電機は、
コンポーネントから加工機まで、

駆動機器

さらに、世界中で三菱電機独自の、
グローバル

幅広いFA（Factory Automation）事業を展

ネットワークを駆使し、確かな技術と安心のサ

開しています。さまざまな分野の生産システ

ポートをご提供しています。三菱電機のFA事

ムを支援し、生産性向上と品質向上の実現を

業は、常にお客様との密接なコミュニケーショ

目指しています。そして開発から製造、品質管

ンに基づき、最先端のFAソリューションをご提

理まで一貫した体制で、お客様のニーズをい

案し、世界のものづくりに貢献していきます。

ヒューマンマシンインターフェース

ち早く取り込み、
ご満足いただける製品づくり
に取り組んでいます。
数値制御装置 (CNC)

産業用ロボット

加工機

空調、太陽光発電、EDS
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三菱 iQ Platform対応
C言語コントローラ
〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3
（東京ビル）

お問い合わせは下記へどうぞ
本社機器営業部············ 〒100-8310
北海道支社 ··················· 〒060-8693
東北支社 ······················· 〒980-0011
関越支社 ······················· 〒330-6034
新潟支店 ······················· 〒950-8504
神奈川支社 ··················· 〒220-8118
北陸支社 ······················· 〒920-0031
中部支社 ······················· 〒451-8522
豊田支店 ······················· 〒471-0034
関西支社 ······················· 〒530-8206
中国支社 ······················· 〒730-8657
四国支社 ······················· 〒760-8654
九州支社 ······················· 〒810-8686

電話技術相談窓口
対

象

東京都千代田区丸の内2-7-3
（東京ビル）·················································································· （03）
3218-6760
札幌市中央区北二条西4-1
（北海道ビル）················································································· （011）
212-3794
仙台市青葉区上杉1-17-7
（仙台上杉ビル）··············································································· （022）
216-4546
さいたま市中央区新都心11-2
（明治安田生命さいたま新都心ビル）·········································· （048）
600-5835
新潟市中央区東大通2-4-10
（日本生命ビル）············································································ （025）
241-7227
横浜市西区みなとみらい2-2-1
（横浜ランドマークタワー）···························································· （045）
224-2624
金沢市広岡3-1-1
（金沢パークビル）··························································································· （076）
233-5502
名古屋市西区牛島町6-1
（名古屋ルーセントタワー）··································································· （052）
565-3314
豊田市小坂本町1-5-10
（矢作豊田ビル）··················································································· （0565）
34-4112
大阪市北区大深町4-20
（グランフロント大阪 タワーA）
······························································· （06）
6486-4122
広島市中区中町7-32
（ニッセイ広島ビル）·················································································· （082）
248-5348
高松市寿町1-1-8
（日本生命高松駅前ビル）·············································································· （087）
825-0055
福岡市中央区天神2-12-1
（天神ビル）······················································································· （092）
721-2247

受付時間※１ 月曜～金曜 ９
：
００～１９
：
００、土曜・日曜・祝日 ９
：
００～１７
：
００
機

種

電話番号

対

象

MELSEC iQ-R/Q/L/QnA/Aシーケンサ一般
（下記以外） 052-711-5111
MELSEC iQ-F/FX/Fシーケンサ全般

052-725-2271

ネットワークユニット/シリアルコミュニケーションユニット

052-712-2578

アナログユニット/温調ユニット/温度入力ユニット/
高速カウンタユニット

052-712-2579

MELSOFT GXシリーズ

MELSOFT シーケンサ
プログラミングツール

SW□IVD-GPPA/GPPQなど

MELSOFT
統合エンジニアリング環境

MELSOFT
iQ Works
（Navigator）

サーボ/位置決めユニット/
シンプルモーションユニット/
モーションコントローラ

052-711-0037

シーケンサ

iQ Sensor Solution
プロセスCPU

052-712-6607
モーションCPU
（MELSEC iQ-R/Q/Aシリーズ）

二重化CPU

052-712-2830

安全シーケンサ
（MELSEC iQ-R/QSシリーズ）
安全コントローラ
（MELSEC-WSシリーズ）

電力計測ユニット/絶縁監視ユニット QE8□シリーズ

センサレスサーボ

FR-E700EX/MM-GKR

052-722-2182

インバータ

FREQROLシリーズ

052-722-2182

三相モータ

三相モータ225フレーム以下 0536-25-0900 ※3※4

ロボット

MELFAシリーズ

電磁クラッチ・ブレーキ/テンションコントローラ
※2

MELSOFT PXシリーズ

表示器

シンプルモーションユニット
（MELSEC iQ-R/iQ-F/Q/
Lシリーズ）

MELSOFT MTシリーズ/
MRシリーズ

052-712-2370

Q80BDシリーズなど

C言語コントローラ/MESインタフェースユニット/
高速データロガーユニット

MELSEC Safety

電話番号

C言語コントローラインタフェース
ユニット
（Q173SCCF）/
ポジションボード

MELSOFT
通信支援ソフトウェアツール SW□D5F-CSKP/
OLEX/XMOPなど

MELSEC計装/Q二重化

種

位置決めユニット
（MELSEC iQ-R/Q/L/Aシリーズ）

MELSOFT MXシリーズ

MELSECパソコンボード

機

MELSERVOシリーズ
※2

052-719-4557 ※2※3
052-725-2271 ※2

GOT2000/1000/
A900シリーズなど

052-712-2417

052-712-5430 ※3※5

データ収集アナライザ

MELQIC IU1/IU2シリーズ 052-712-5440 ※3※5

低圧開閉器

MS-Tシリーズ/
MS-Nシリーズ

052-719-4170

US-Nシリーズ

052-712-3079 ※2

GOT-F900/DUシリーズ

052-721-0100

低圧遮断器

ノーヒューズ遮断器/
漏電遮断器/
MDUブレーカ/
気中遮断器
（ACB）
など

電力管理用計器

電力量計/計器用変成器/
指示電気計器/
052-719-4556
管理用計器/タイムスイッチ

省エネ支援機器

EcoServer/E-Energy/
検針システム/
エネルギー計測ユニット/
B/NETなど

小容量UPS
（5kVA以下）

FW-Sシリーズ/FW-Vシリーズ/
084-926-8300 ※3※6
FW-Aシリーズ/FW-Fシリーズ

MELSOFT GTシリーズ

052-719-4559

052-719-4557 ※2※3

お問い合わせの際には、今一度電話番号をお確かめの上、お掛け間違いのないようお願い致します。
※1:春季・夏季・年末年始の休日を除く ※2:金曜は17:00まで ※3:土曜・日曜・祝日を除く ※4:月曜～木曜の9:00～17:00と金曜の9:00～16:30
※5:受付時間9:00～17:00 ※6:月曜～金曜の9:00～16:30

FAX技術相談窓口

受付時間 月曜～金曜 ９
：
００～１６
：
００
（祝日・当社休日を除く）
対

象

機

種

電力計測ユニット/絶縁監視ユニット
（QE8□シリーズ）

FAX番号
084-926-8340

三相モータ225フレーム以下

0536-25-1258 ※7

低圧開閉器

0574-61-1955

低圧遮断器

084-926-8280

電力管理用計器/省エネ支援機器/小容量UPS
（5kVA以下）

084-926-8340

三菱電機FAサイトの「仕様・機能に関するお問い合わせ」
もご利用ください。
※7:月曜～木曜の９
：
００～１７
：
００と金曜の９
：
００～１６
：
３０
（祝日・当社休日を除く）

L（名）08144-I

1512〈IP〉

この印刷物は、
2015年12月の発行です。
なお、
この印刷物に掲載した内容は、
改善のために予告
なく変更する場合がありますので、
ご採用の節には、
事前に弊社までお問い合わせください。

2015年12月作成

