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リチウムイオン電池生産ライン
ソリューションカタログ



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、「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。

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。

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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品質向上 安全性向上生産性向上 セキュリティ省エネ

MESインタフェースC言語コントローラ

コントローラ
製品群

センサ
製品群

省エネ
製品群

駆動
製品群

メカトロニクス
製品群

情報連携

since2003

FA-IT

販売・物流
サービス

運用・保守製品設計 工程設計

調達
生産製造

サプライチェーン

エンジニアリング
チェーン

MES
SCADA

SCM
シミュレータ

ERP
CAD/CAM

ITシステム

エッジコンピューティング

生産現場

情報連携処理データ1次処理・分析

パートナー連携により多彩なソリューションを提供

e-F@ctory Alliance

e-F@ctory Allianceとは、弊社 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。

e-F@ctory により情報化を実現することで、
「工場まるごと最適化」を達成します。

FA統合ソリューション「e-F@ctory」は、FA技術とIT技術を活用することで開発・生産・保守の全般にわたるトータルコストを削減し、お客
様の改善活動を継続して支援するとともに、一歩先のものづくりを指向するソリューションを提案します。
トータルコストの削減は、以下の4つの視点から実現できます。

エネルギーコストを削減
省エネソリューション

工場で使用するエネルギーの削減が求められる現在、三菱電機の省
エネ技術が、エネルギーをまるごと「見える化」し、消費量の削減と
生産性の向上を実現します。

FA-IT 統合コストを削減
エッジコンピューティング（FA-IT 情報連携）

生産現場とITシステムを、パソコンなどの通信ゲートウェイなしで直接
接続することにより、FA-IT 統合コストを削減します。
また、統合されたデータを用いて、生産性向上・トレーサビリティ等を
実現します。

開発から生産・保守までのコストを削減
iQ Platform

「iQ Platform」は生産システムを制御するコントローラ＆HMI、エン
ジニアリング環境、ネットワークを統合・連携し、お客様の設計・立
上げ・運用・保守の全てのフェーズでコスト削減を実現します。

センサの設定・保守コストを削減
iQ Sensor Solution

生産ラインにおける様々な種類のセンサの設定・保守をOne tool で
実現。iQSS 対応パートナーセンサを一括で設定・管理でき、システ
ムの設計・立上げ・メンテナンスコストを削減します。
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リチウムイオン電池生産ライン
リチウムイオン電池生産は電極形成、積層、検査、梱包、出荷工程を有する大規模な生産ラインです。

各工程の装置に三菱電機FA機器の張力制御、駆動制御、同期制御、ロボット、IT連携（e-F@ctory）など様々な技術を活用

することにより、リチウムイオン電池を効率よく高品質に生産できます。

搬送
ストック

プレス

3方シール
電極形成

組立

撹拌

スリッター

乾燥
塗布

巻回 積層

P9

P5

P7

P11 P13

P7
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注入 搬送

エージング

検査

検査

パレタイズ

梱包

検査、
梱包

ロボット搬送 P15

各機種の豊富なラインアップにより、様々な規模の生産設備に適用可能
高性能なACサーボによる高速・高精度位置決めや複数軸の同期制御により、生産性向上を実現
インバータの高性能な速度制御・トルク制御により、システムの安定した稼働・高い生産性を実現
張力検出器、テンションコントローラを使って、簡単に巻出し、巻取りシステムを構築
ロボット本体の軽量化とコンパクトなアームで省スペースを実現
三菱電機FAネットワークにより、工場全体の稼動管理、品質保証体制の強化に貢献
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こんなことでお困りではありませんか？

①撹拌部
電池材料を均一になるように撹拌します。

②操作部
装置の操作を表示器（GOT）画面で行います。また、稼働状況
を表示することもできます。

②

①

AGITATOR撹拌機
リチウムイオン電池の電極に塗布する電池材料を撹拌します。

課題 1	電池材料のムラを無くしたい
課題 2	適度な粘度で撹拌したい
課題 3	電池の種類に合わせて簡単に装置を動かしたい
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解決

1

解決

3

解決

2

安定した速度制御

簡単に段取り替え設定

撹拌時のトルク管理

インバータで電池材料の質や量に左右されない速度
制御を実現します。

高速データロガーユニットにより、配合比率を簡単に
設定できます。

粘度を直接測定できない場合でも、モータトルクを監視
することで適切な粘度での撹拌を実現します。

速度変動率が低く、安定した速度で運転できます。

速度変動率
アドバンスト磁束ベクトル制御 1%
リアルセンサレスベクトル制御 0.5%
ベクトル制御 0.01%

FTPサーバ機能を用いてレシピファイルをSDメモリカードに
格納します。

電池の種類に応じて、対応するレシピファイルを読み出し、投入
する材料の配合率を制御します。

リアルセンサレスベクトル制御、ベクトル制御により推定した
モータトルクで、粘度の管理が可能です。

負荷特性測定機能により、負荷状況を監視し、撹拌機の軸断
裂が起こった場合などに異常を素早く検知可能です。

インバータ

配合率データを登録した
レシピファイルを格納1 配合率データ読み出し

（レシピ02のデータ読み出し）2

出力周波数

最大周波数周波数領域
３/４

周波数領域
１/２

周波数領域
１/４

最小周波数

トルク1
トルク2
トルク3

トルク4

トルク5

＜軽負荷領域＞
羽の破損
空運転など

＜過負荷領域＞
フィルタ目詰まりや、
パイプ詰まりなど

トルク

異常検出幅
異常検出幅

Point!!
»オフラインオートチューニングで、他社
モータも駆動可能
»大容量のインバータもラインアップして
おり、大規模な装置にも対応可能

Point!!
» MESインタフェースにより、データベース
内のレシピデータについても取り込みが
可能

Point!!
»リアルセンサレスベクトル制御はエン
コーダ不要
»負荷特性測定機能により、予防保全可能

負荷特性測定機能

6



こんなことでお困りではありませんか？

COATER塗布機
正極にアルミ箔金属酸化物、負極に銅箔炭素系材料、セパレータに耐熱保護層を塗布します。

①長尺材の巻出し
コーティング剤のムラを防止するために
張力制御を行います。フィードバック制御
により精度の高い張力制御が可能です。

②コーティング部
塗工から巻取りまでの距離が長い場合、
材料の伸縮によるばたつきが懸念される
ため、中間でも張力制御を行います。

③長尺材の巻取り
最大径と最小径の巻き比が大きくなる場
合は、必要に応じてテーパテンション制
御を行うことで、巻き上がりがきれいに
なります。

①

②

③

課題 1	張力変動を抑制して均一な塗工を行いたい
課題 2	金属箔の巻出し巻取りでも安定した張力制御をしたい
課題 3	同一装置で連続した加工工程間で同期した駆動を実現したい
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解決

1

解決

3

解決

2

カンタン張力制御

高精度な同期制御

安定した速度制御

テンションコントローラで安定して高精度な張力制御を簡単に実現できます。

MELSEC	iQ-Rシリーズやサーボシステムコントローラ導入により、	
多軸に対する高精度なモーション制御を実現可能です。

インバータ（ベクトルインバータ）により巻軸で安定した張力制御が行えます。

パラメータ設定だけで高精度の張力制御が実現できます。

パウダクラッチ・ブレーキ、ACサーボ、インバータ（ベクトル
インバータ）のトルク制御に対応できます。

高速ネットワークによりサーボとインバータ
が混在した複数軸の駆動軸を高精度に同期
制御できます。

重たい巻軸材料でもモータ負荷慣性比率が抑えられ、速度制
御が安定します。

定出力領域まで回転速度を上げて使用することで、定トルク
領域のみで使用するよりも最大40％までモータ容量を低減で
きます。

モータ

テンションコントローラ

張力検出器

パウダブレーキ

主軸

テンション
コントローラ

インバータ
（ベクトルインバータ）

高速データ通信

マルチCPU

ユニット間同期

Point!!
»パウダクラッチでは、ほぼ停止状態の
ライン速度から張力制御が可能
»材料の慣性モーメントとライン速度を演算
し、加減速時の張力変動を抑制

Point!!
» ACサーボモータは比較的慣性モーメント
が小さく多軸同期制御の多い中間軸制御
に適しています。

Point!! »慣性モーメントが大きい巻軸の金属箔など
に対しても速度制御が簡易に適用可能
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こんなことでお困りではありませんか？

SLITTERスリッター
塗布後乾燥された、正極材、負極材、セパレータをそれぞれカッターで一定の幅にスリットします。

①長尺材の巻出し
巻出しの張力を一定にするために張力
制御を行います。

②カッター部
電極材を均一な幅にカットするために、
速度を一定にします。

③長尺材の巻取り
最大径と最小径の巻き比が大きくなる場
合は、必要に応じてテーパテンション制
御を行うことで、巻き上がりがきれいに
なります。

① ②

③

課題 1	簡単に張力制御を実現したい
課題 2	巻ずれや巻締りを抑制したい
課題 3	装置全体の駆動制御を統合したい
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解決

1

解決

3

解決

2

簡単配線、高精度張力制御

1台のユニットで簡単同期制御

パラメータ設定だけの簡単テーパテンション制御

パウダクラッチで、シンプルな機械構成と簡単な配線で高精度な張力制御を
ローコストで実現できます。

同期制御パラメータを設定し、同期制御始動信号をオンするだけで簡単に同期制御が可能です。

テンションコントローラのパラメータ設定だけで慣性補償演算やメカロス補正演算、
テーパテンション制御も簡単に実現できます。

一台の巻取りモータで複数軸の制御が可能です。

ローコストで安定したトルク制御特性を実現できます。

サーボアンプ、インバータを含めた同期制御が可能です。

ロールtoロール専用インバータでは、張力フィードバック制御、
ダンサフィードバック制御、巻径演算等の機能を搭載しています。

テンションコントローラ

インバータ

パワーアンプパウダクラッチ

モータ

張力検出器

巻径　（mmφ）

制
御
張
力
　（
N
）

最小径 最大径

テーパーテンション制御

テーパ率

Point!! »複雑なプログラムは不要

Point!!
»スリッターはライン速度が比較的早く、
巻取り材料への空気の噛みこみによる
巻ずれもし易いため、テーパテンション
制御も重要

Point!!
»中空軸タイプのパウダクラッチは巻取り
軸に搭載できるので機械をシンプルに
構成可能
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こんなことでお困りではありませんか？

WINDING巻回機
正極材、負極材、セパレータを重ね、円柱状または平角状に巻取り、電池のセルを製作します。

① ② ③

課題 1	扁平巻き用カムの作成が難しい
課題 2	電池とセパレータの位置ズレを抑えたい
課題 3	張力制御のゲイン調整が難しい

①長尺材の巻出し
張力変動を抑えて、電極、セパレータを
巻出します。

②蛇行補正
エッジセンサにより、蛇行を抑えて巻き
取った材料の端面を平らにします。

③電極、セパレータの巻取り
張力変動を抑えながら巻取ります。
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解決

1

解決

3

解決

2

扁平巻き用カム自動生成

張力制御自動調整機能

蛇行補正機能

材料の送り速度が一定になるようにカムパターンを	
自動生成できます。

張力が一定になるように、張力制御の最適なゲインを
自動で調整します。

エッジセンサを取り付け、巻取りの仕上がりが綺麗に
なるように、PID制御による位置補正を行います。

調整前

調整後

時間

ダ
ン
サ
位
置

時間

ダ
ン
サ
位
置

上記の機能は、FAアプリケーションパッケージ「iQMonozukuriCONVERTING」で
簡単に実現できます。詳細はお問い合わせください。

扁平ロール用カムパターン

ストローク

速度

自動生成したカムで動作させることで、張力変動を抑制した
巻取りが可能になります。

張力およびダンサフィードバック制御時のPIゲインを、ワン
タッチ操作で簡単に自動調整します。

ワーク端がエッジセンサの測定値となるように補正を行います。

Point!! »自動生成のため、難しい計算が不要

Point!! »補正軸の指令を自動で出力

Point!! »張力制御のゲイン調整も簡単

エッジセンサ現在値

前進端設定
後退端設定

エッジセンサ目標値

補正軸
指令速度

現在位置
範囲内

PID
制御

NG0

OK

エッジセンサ

補正軸
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こんなことでお困りではありませんか？

STACKING積層機
正極材、負極材、セパレータを積み重ね、電池のセルを製作します。

②①

①電極の取り出しと積層
電極をストッカから取り出し、正極、セパレータ、負極、セパレー
タの順に積層します。

②セパレータの巻出し
セパレータをつづら折りする時、シワがでないように張力を一
定にして巻出します。張力検出器を使用する場合、ダンサロー
ルを使用する場合があります。

課題 1	加工工程に対して最適な方法で張力制御したい
課題 2	電極を置くアームの振動を抑えたい
課題 3	装置能力を向上させたい
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解決

1

解決

3

解決

2

張力検出器を使用して巻出し速度を変化させる方法や、巻出し軸のモータのトルクを直接制御す
る方法など、張力制御のさまざまなソリューションを用意しています。

電極のPick&Place動作とセパレータの折り動作を、
サーボシステムコントローラの電子カムで設定すると、
位置決め制御のみで実行する場合よりタクトタイムを
短縮することができます。

サーボアンプのアドバンスト制振制御Ⅱでは、アームの先端と装置本体で発生する2つの振動を
同時に抑制することができます。

溜りパルス

トルク

速度指令

制振制御なし アドバンスト制振制御Ⅱ

様々な機器で張力制御を実現可能

制振制御による振動抑制

電子カムによるタクトタイム短縮

Point!! »残留振動の抑制により制定時間の短縮が可能

Point!! »張力制御を実現する豊富な製品ラインアップ

100Hz以下の比較的低い周波数の振動の抑制に効果を発揮します。

装置に合わせて最適な機器を選択できます。

カム曲線が交差しなければ各アームは干渉しません。
時間

位置

正極アーム水平位置

セパレータ水平位置

負極アーム水平位置

Point!! »アドバンスト同期制御により更なるタクト
タイムの短縮が可能

テンションコントローラ

張力検出器パウダクラッチ・ブレーキ

サーボ インバータ
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こんなことでお困りではありませんか？

ROBOT

省スペースを実現するコンパクトなアーム
J3(Z)軸部必要空間512mm/560mm（3CH/6CH本体）

ロボット本体の軽量化
14kg/17kg/18kg（3CH/6CH6020/6CH7020本体）
高生産性を実現する高速動作
サイクルタイム：0.44s/0.41s/0.43s（3CH/6CH6020/6CH7020）

パラレル入出力インタフェースを標準装備
I/O点数：入力32点／出力32点

ジャバラ付き仕様、高可搬仕様（RH-3CH）をラインアップ

ロボット搬送
工程間のワーク搬送にロボットを使用することで、装置レイアウトの自由度が広がり、
設計や装置の立上げ、調整の工数が削減できます。ロボットなら多品種生産へも柔軟に対応できます。

課題 1	ロボットの振動を抑えて、高速搬送がしたい
課題 2	ビジョンシステムとロボットの連携を簡単に実現したい
課題 3	ロボット衝突時、ワークの破損を防止したい

ジャバラ仕様

仕様
RH-3CH4018 RH-6CH6020 RH-6CH7020

可搬質量 kg 最大3（定格1） 最大6（定格2）

アーム長
第1 mm 225 325 425
第2 mm 175 275

最大到達点 リーチ mm 400 600 700
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解決

1

解決

3

解決

2

ロボット能力向上機能

ワークとロボットの破損低減

簡単ビジョンセッティング

動作モード設定機能により、最適なモータ制御チューニングを自動設定できます。

衝突検知機能により、ワークと対象物の干渉による
ワーク破損を抑えることができます。

２Dキャリブレーション機能により、短時間でのビジョンシステムの立上げを実現します。

高速位置決め/軌跡優先/振動抑制の制御モードを
プログラム中で設定できます。

ロボットの動作位置、姿勢、負荷条件により最適な
モータ制御を実現できます。

各種ビジョンメーカのキャリブレーションの設定が
可能です。カメラのキャリブレーションデータは、
RTToolBox3で計算され、計算結果はロボットコ
ントローラに格納されます。

ビジョンアライメント用サンプルプログラムで簡単
にプログラミングが可能です。

ティーチ中または運転中のロボットアームの衝突を検知
し、ロボット本体やハンドの損傷を軽減させます。

検知レベルを保護対象に合わせて変更することができ
ます。

高速

MvTune 1

高精度

軌跡高精度モード

高速位置決めモード

制振制御モード

標準設定

エラー
衝
突

Point!! »ビジョンメーカーを問わず、キャ
リブレーションの設定が可能

Point!! »ツーリングコストとライン停止時間
の低減が可能

Point!! »精度の要求される直進動作や
シーリング作業に最適
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FA-IT連携

稼動実績管理システム

生産数やタクトタイムの稼動実績管理を容易に実現
各ラインの稼動実績（生産数、タクトタイム）管理や、異常履歴管理を実施するシステムです。
装置情報はすべてネットワーク経由で統括シーケンサに集約し、ＭＥＳインタフェースによりデータベースサーバに蓄積されます。

【導入効果】
稼動実績管理による設備の最適運用で稼動率を向上

異常履歴管理によりトラブル発生時の早期復旧、予防保全を実現

時刻
ライン番号
異常コード
発生時刻
復旧開始時刻
完了時刻
・・・・・・・・・

時刻
ライン番号
生産数
タクトタイム
・・・・・・・・・

データベースサーバ

管理モニタ画面
Ethernet

数十台

装置A 装置B 装置C

ライン統括
管理盤
GOT2000

統括シーケンサ
（MESインタフェース搭載）

品質管理システム（トレーサビリティ、要因分析）

設備ナンバーや稼動履歴、品質データをそのまま蓄積
各生産工程で使用した設備ナンバーおよび稼動履歴や、品質データを蓄積できるトレーサビリティシステムです。
各工程をワーク（エンジン）が通過するごとに、シリアル番号と加工履歴・検査履歴などをデータベースへ送信します。

【導入効果】
トレーサビリティデータの活用による不具合対応の迅速化

稼動状況や品質情報のきめ細かな管理の実現

時刻
シリアル番号
設備番号
工具状態
加工環境
検査結果
・・・・・・・・・

工程通過時送信Ethernet

SQL

統括シーケンサ
（MESインタフェース搭載）

SQL

工程B工程A 検査工程

検査終了時送信

SQL

管理モニタ画面

データベースサーバ

生産現場を知り尽くした三菱電機が、リチウムイオン電池生産ラインに最適なシステムをご提案します。
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FA-IT連携

アラーム情報管理システム

障害情報を蓄積、障害発生時は表示器から入力・送信
製造ラインで発生する障害情報（工程名、障害内容、原因）を蓄積する、アラーム情報管理システムです。
システム起動時にレシピ情報（作業者名、障害内容）を読込み、障害発生時の詳細情報は表示器により入力・送信できます。

【導入効果】
ペーパーレス化による、正確でスピーディな障害把握と記録の実現

選択項目のサーバ管理による、メンテナンス性の向上

時刻
工程番号
障害種別
作業者名
障害詳細
原因コード
・・・・・・・・・

作業者名一覧
障害詳細一覧
原因コード一覧
・・・・・・・・・

Ethernet

データベースサーバ ■ 障害発生時に自動的に入力画面を表示
■ 障害情報の入力は選択式（入力の統一性実現）
■ 選択項目はデータベースから取得して表示

SQL

システム起動時受信 障害発生時受信

障害発生！！

GOT2000
（MESインタフェース
 機能）

電力監視システム

原単位管理による生産性向上及び電流監視による予防保全を容易に実現
各ラインのエネルギー使用実績管理や、生産性管理（原単位管理）、予防保全を実施するシステムです。
エネルギー情報はすべてネットワーク経由で省エネデータ収集サーバで収集し、社内LANを活用し、省エネ活動をサポートします。

【導入効果】
エネルギーの見える化による設備のエネルギーロス発見、異常の発見をサポート

装置の負荷電流値・漏洩電流値の上限管理により、設備の突発故障を未然に防止

クライアントPC

Ethernet（社内LAN)

CC-Link

数十台ラインエネルギー
管理盤
GOT2000

省エネデータ収集サーバ
EcoServerⅢ

エネルギー計測ユニット
EcoMonitorPlus

MODBUS® RTU通信

原単位管理画面

MODBUS® RTU通信

電力量
電圧
電流
漏電
生産数量
ガス、水量
・・・・・・・・・

装置A

電力量
電圧
電流
漏電
原単位
生産数量
ガス、水量
・・・・・・・・・

装置B
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巻出し

加工

三菱電機の
ロール to ロールソリューション
ロールtoロール制御は、素材に応じ、製造装置に要求される張力、ライン速度、張力制御の方法が異なります。

三菱電機のFA機器は様々な要求仕様や制御方法を実現できる品揃えがあります。

パウダクラッチ・パウダブレーキ
ローコストで簡単に巻軸の高精度な張力
制御が可能
 50N～1000N程度の範囲の張力、200m/min
以下のライン速度に最適
パウダクラッチとギヤードモータ併用で、
0ｍ/minから張力制御可能



QE電力計測ユニット
Qシリーズのシーケンサに直接スロットイン
することが可能
生産数量を取り込めば、原単位管理が可能

省エネデータ収集サーバ
計測データの見える化をプログラム、ラ
ダーレスで実現
同一ネットワーク上の誰からでもグラフ閲覧
が可能であり、スマホ・タブレットにも対応

エネルギー計測ユニット
MODBUS®RTU通信を標準搭載
プログラム、ラダーレスで簡易的な電力計
測システム構築が可能

インバータ
速度制御、トルク制御両方に対応
0.4kW～500kWの容量に対応
巻軸制御に最適

ACサーボ
速度制御やトルク制御により、巻取り･巻出
し制御を実現可能
0.1kW～55kWまで幅広い容量のサーボ
モータに対応
回転型サーボモータに加え、リニアサーボ
モータとダイレクトドライブモータをライン
アップ
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駆動

巻取り

張力検出器
定格荷重50N～2000Nに対応※1

機械的ショックや信頼性が高い差動トラン
ス方式センサを採用
*1.フランジ型張力検出器のラインアップ
は定格荷重50N～500Nが標準仕様

サーボシステムコントローラ
同期制御により、各工程の同期を取ること
が可能
補間制御や速度・トルク制御などの高度な
モーション制御に対応

シーケンサ
PID演算によるフィードバック制御、高速
カウンタでの巻径演算制御に柔軟に対応
可能
多彩な通信機能で上位コントローラと制御
情報の通信が可能

テンションコントローラ
パラメータ設定だけで簡単に張力制御を
実現
通信機能に対応

テンションメータ
張力検出器からの信号を増幅し、張力表示
とアナログ出力を同時に実施可能

表示器（GOT）
製造装置内のFA機器と接続し、デバイスの
モニタ・変更が可能
装置の稼働状況やアラームの発生状況を
画面に表示することで、設備の監視を実現

レーザ変位センサ
最小分解能0.01μmを実現 
高精度な厚み測定が可能
ラインスポットで電極表面の細かな凹凸の
影響を抑え、安定した測定が可能
 に対応 
柔軟な設定変更を通信で容易に実現

PLG付三相モータ
インバータとの組合せで高応答・高精度の
速度・トルク・位置が可能
国内トップランナー/米国EISAの効率基準
を満足したIE3対応モータ
ベクトル制御を行うことで、0Hz～60Hzの
連続定トルク運転が可能 
（0速運転、サーボロックが可能）

20



リチウムイオン電池ソリューションに必要なFA機器の各種カタログを用意しています。

Microsoft、Windows、Internet ExplorerおよびWindows Vista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。
Ethernet は、米国Xerox Corporation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。

関連資料

■シーケンサ、表示器、CC-Link	IE

L（名）08297 L（名）08394

G r a p h i c  O p e r a t i o n  T e r m i n a lG r a p h i c  O p e r a t i o n  T e r m i n a l

● シンプルデザインのボディに驚きの表現力を実現

● オープンフレームモデルが加わりラインアップがさらに充実

● GOT Mobile ＆ GOT Drive が現場の可能性を広げる

FACTORY AUTOMATION

GOT2000シリーズ
三菱電機グラフィックオペレーションターミナル

L（名）08268

Etherne t -based  in teg ra ted  ne twork

制御から生産まで、あらゆるデータ伝送をシームレスに。

イーサネットベース オープンネットワーク
CC-Link IE対応製品カタログ

L（名）08110

■サーボ、インバータ、ロボット
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単独スペックでは語りきれない、
生産性向上の最大化ソリューションを追求。

三菱電機サーボシステムコントローラ
MELSEC iQ-Rシリーズ／MELSEC iQ-Fシリーズ

L（名）03099

FACTORY AUTOMATION

三菱 汎用 ACサーボ
MELSERVO-J4
いま、サーボは、人・機械・環境と響き合う。

L（名）03056 L（名）06074

FACTORY AUTOMATION

三菱電機 産業用 ロボット
MELFA FRシリーズ

三菱電機 産業用 ロボット  MELFA FRシリーズ

L（名）09092-B（1704）IP

〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3（東京ビル）

※当社ロボットに関する操作セミナーとサンプルテストを行っております。詳細は、最寄りの代理店･支店までご連絡ください。

お問合せは下記へどうぞ
本社
〒100-8310　
東京都千代田区丸の内2-7-3
（東京ビル）
（03）3218-3001

北海道支社
〒060-8693　
札幌市中央区北2条西4-1
（北海道ビル）
（011）212-3793

東北支社
〒980-0013　
仙台市青葉区花京院1-1-20
（花京院スクエア）
（022）216-4546

北陸支社
〒920-0031　
金沢市広岡3-1-1
（金沢パークビル）
（076）233-5502

関西支社
〒530-8206　
大阪市北区大深町4-20
（グランフロント大阪タワーA）
（06）6486-4125

中国支社
〒730-8657　
広島市中区中町7-32
（ニッセイ広島ビル）
（082）248-5326

四国支社
〒760-8654　
高松市寿町1-1-8
（日本生命高松駅前ビル）
（087）825-0055

九州支社
〒810-8686　
福岡市中央区天神2-12-1
（天神ビル）
（092）721-2239

中部支社
〒450-6423　
名古屋市中村区名駅3-28-12
（大名古屋ビルヂング）
（052）565-3385

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読
　みの上、正しくお使いください。

安全に関するご注意

三菱電機株式会社名古屋製作所は、環境マネジメントシステム ISO14001、及び品質システム ISO9001の認証取得工場です。

When exporting any of the products or related technologies
described in this catalogue, you must obtain an export
license if it is subject to Japanese Export Control Law.  

本品のうち、外為法に定める規制品（貨物・技術）を
輸出する場合は、経済産業大臣の許可が必要です。

2017年4月作成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。

Global Partner. Local Friend.

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 金曜のみ17：00まで ＊3 土曜・日曜・祝日を除く ＊4 月曜～木曜9：00～17：00、金曜9：00～16：30 ＊5 受付時間9：00～17：00 ＊6 月曜～金曜9：00～17：00

電話技術相談  受付時間＊1　月曜～金曜 9：00～19：00、土曜・日曜・祝日 9：00～17：00

ロボット
MELFAシリーズ
Tel：（052）721-0100

表示器
GOT2000/GOT1000/
GOT-A900シリーズなど
Tel：（052）712-2417

表示器
GOT-F900シリーズ
Tel：（052）725-2271＊2

表示器
表示器画面作成ソフトウェア
MELSOFT GTシリーズ
Tel：（052）712-2417

シーケンサ
MELSEC iQ-R/Q/L/QnA/A
シーケンサ一般
Tel：（052）711-5111

シーケンサ
MELSEC iQ-F/FX
シーケンサ全般
Tel：（052）725-2271＊2

シーケンサ
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
Tel：（052）712-2578

シーケンサ
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
Tel：（052）712-2579

シーケンサ
MELSOFT シーケンサ
プログラミングツール
MELSOFT GXシリーズ
Tel：（052）711-0037

シーケンサ
MELSOFT 統合
エンジニアリング環境
MELSOFT iQ Works（Navigator）
Tel：（052）712-2370

シーケンサ
MELSOFT 通信支援
ソフトウェアツール
MELSOFT MXシリーズ
Tel：（052）712-2370

シーケンサ
MELSECパソコンボード
Q80BDシリーズなど
Tel：（052）712-2370

シーケンサ
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
Tel： （052）712-2370

シーケンサ
iQ Sensor Solution
Tel： （052）712-2370

シーケンサ 
MELSEC計装/iQ-R/Q二重化プロセス
CPU（MELSEC iQ-R/Qシリーズ）/
二重化CPU（MELSEC iQ-R/Qシリーズ）/
MELSOFT PXシリーズ
Tel：（052）712-2830＊2

シーケンサ 
MELSEC Safety
安全シーケンサ
MELSEC iQ-R/QSシリーズ
Tel： （052）712-3079＊2

シーケンサ
MELSEC Safety
安全コントローラ
MELSEC-WSシリーズ
Tel： （052）712-3079＊2

シーケンサ
電力計測ユニット/
絶縁監視ユニット
QE8□シリーズ
Tel： （052）719-4557＊2＊3

サーボ
MELSERVOシリーズ
Tel：（052）712-6607

サーボ
位置決めユニット
MELSEC iQ-R/Q/L/
Aシリーズ
Tel：（052）712-6607

サーボ
シンプルモーションユニット
MELSEC iQ-R/iQ-F/Q/
Lシリーズ
Tel：（052）712-6607

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

サーボ
センシングユニット
MR-MTシリーズ
Tel：（052）712-6607

サーボ
シンプルモーションボード
Tel：（052）712-6607

サーボ
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
Tel：（052）712-6607

サーボ
MELSOFT MTシリーズ/
MRシリーズ/EMシリーズ
Tel：（052）712-6607

センサレスサーボ
FR-E700EX/MM-GKR
Tel：（052）722-2182

インバータ
FREQROLシリーズ
Tel：（052）722-2182

三相モータ
三相モータ225フレーム以下
Tel：0536-25-0900＊3＊4

電磁クラッチ・ブレーキ/
テンションコントローラ
Tel：（052）712-5430＊3＊5

データ収集アナライザ
MELQIC IU1/IU2シリーズ
Tel：（052）712-5440＊3＊5

低圧開閉器
MS-Tシリーズ/MS-Nシリーズ/
US-Nシリーズ
Tel：（052）719-4170

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
Tel：（052）719-4559

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

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
Tel：（052）719-4557＊2＊3

小容量UPS（5kVA以下）
FW-Sシリーズ/FW-Vシリーズ/
FW-Aシリーズ/FW-Fシリーズ
Tel：（052）799-9489＊3＊6

三菱電機 

L（名）09092

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
ロードすることができます。

■テンションコントロール、Roll	to	Roll、e-F@ctory、省エネ機器

ROLL to ROLL Collection

総合カタログ2016年
三菱テンションコントローラ
三菱電磁クラッチ・ブレーキ＜パウダ式・ヒステリシス式＞

L（名）17001

一歩先行く未来の工場へ。

三菱FA統合ソリューション
e-F@ctory

Energy Saving
Edge-com

puting

L（名）16009L（名）17003

三菱電機ROLL to ROLLアプリケーションガイド

FACTORY AUTOMATION

三菱省エネ機器
〈総合カタログ〉

FACTORY AUTOMATION

Advanced
Energy-saving

Solution

Global Partner. Local Friend.

〒100-8310　東京都千代田区丸の内2-7-3（東京ビル）

K-K06-2-C4888-K　本-1709〈IP〉 2017年9月作成この印刷物は、2017年9月の発行です。なお、お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。

三菱電機株式会社ホームページ
http://www.MitsubishiElectric.co.jp

三菱省エネ機器〈総合カタログ〉

・Microsoft、Windows、Windows Vista、Excel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。
・MODBUSは、Schneider Electric SAの登録商標です。
・LONWORKS、LON、LONMARKおよびLonTalkは、米国Echelon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。

お買求め、ご相談は信用とサービスの行きとどいた当店へどうぞ。

K-K06-2-C4888-K

■三相モータ

＜電動機技術センター＞
本社機器事業部駐在 03-3218-6721
関西支社機器二部駐在 06-6486-4119

お問い合わせは下記へどうぞ

〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3（東京ビル）

この印刷物は、2017年9月の発行です。なお、お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。L(名)01040-* 1410〈AK〉

三菱電機ギヤードモータTEL.FAX技術相談
＜TEL技術相談＞ 受付／9：00～17：00　月曜～金曜（祝日は除く）

三菱電機FA産業機器（株） 092-805-3621
＜FAX技術相談＞ 受付／9：00～16：00　月曜～金曜（祝日は除く）但し、受信は常時

三菱電機FA産業機器（株） 092-805-3734

本社機器営業部 ……………〒100-8310
北海道支社 …………………〒060-8693
東北支社 ……………………〒980-0013
関越支社 ……………………〒330-6034
新潟支店 ……………………〒950-8504
北陸支社 ……………………〒920-0031
中部支社 ……………………〒450-6423
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

東京都千代田区丸の内2-7-3（東京ビル）………………………………………………………（03）3218-6721
札幌市中央区北二条西4-1（北海道ビル）………………………………………………………（011）212-3785

（022）216-4511
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）600-5845
新潟市中央区東大通2-4-10（日本生命ビル） …………………………………………………（025）241-7227
金沢市広岡3-1-1（金沢パークビル）……………………………………………………………（076）233-5502

（052）565-3111
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）6486-4119
広島市中区中町7-32（ニッセイ広島ビル）……………………………………………………（082）248-5345
高松市寿町1-1-8（日本生命高松駅前ビル）……………………………………………………（087）825-0072
福岡市中央区天神2-12-1（天神ビル） …………………………………………………………（092）721-2236

かけ間違いのないように、電話番号をよくお確かめください。

＜TEL技術相談＞ 受付／9：00～17：00 月曜～木曜　9：00～16：30 金曜（土・日・祝祭日除く）

名古屋製作所新城工場 0536-25-0900
＜FAX技術相談＞ 受付／9：00～17：00 月曜～木曜　9：00～16：30 金曜（土・日・祝祭日除く）但し、受信は常時

名古屋製作所新城工場 0536-25-1258

＜TEL技術相談＞ 受付／9：00～19：00 月曜～金曜（土・日・祝祭日除く）

FREQROLシリーズ：名古屋製作所 052-722-2182
＜FAX技術相談＞ 受付／9：00～16：00 月曜～金曜（土・日・祝祭日除く）但し、受信は常時

FREQROLシリーズ－FAX技術相談センター 052-719-6762

………………………

三菱電機インバータTEL.FAX技術相談

わく番号250以上は東芝三菱電機産業システム株式会社（TMEIC）へお問合せ願います。

三菱電機電動機TEL.FAX技術相談（三相モータわく番号225以下）

三菱電機モータ（総合カタログ）

仙台市青葉区花京院1-1-20（花京院スクエア）………………………………………………

名古屋市中村区名駅3-28-12（大名古屋ビルヂング）…………………………………………

安全に関するご注意
本カタログに記載された製品を正しく安全にお使いいただくため
ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

2017年9月作成

Global Partner. Local Friend.

三
菱
電
機
モ
ー
タ
（
総
合
カ
タ
ロ
グ
）

地球の未来のために…
モータにもできることがあります

三菱電機モータ（総合カタログ）

L（名）01049
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YOUR SOLUTION PARTNER

Automation solutions

生産現場で、最も信頼される
ブランドを目指して

低圧配電制御機器

高圧配電制御機器

電力管理機器

シーケンサ

駆動機器

表示器（HMI）

数値制御装置 (CNC)

産業用ロボット

加工機

変圧器、太陽光発電、EDS

三菱電機は、コンポーネントから加工機まで、
幅広いFA（Factory Automation）事業を展
開しています。さまざまな分野の生産システ
ムを支援し、生産性向上と品質向上の実現を
目指しています。そして開発から製造、品質管
理まで一貫した体制で、お客様のニーズをい
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。

さらに、世界中で三菱電機独自の、グローバル
ネットワークを駆使し、確かな技術と安心のサ
ポートをご提供しています。三菱電機のFA事
業は、常にお客様との密接なコミュニケーショ
ンに基づき、最先端のFAソリューションをご提
案し、世界のものづくりに貢献していきます。

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。
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〒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	 東京都千代田区丸の内2-7-3（東京ビル）	·················································································· （03）3218-6740
北海道支社	··················· 〒060-8693	 札幌市中央区北二条西4-1（北海道ビル）	················································································· （011）212-3793
東北支社	······················· 〒980-0013	 仙台市青葉区花京院1-1-20（花京院スクエア）	········································································· （022）216-4546
関越支社	······················· 〒330-6034	 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
新潟支店	······················· 〒950-8504	 新潟市中央区東大通2-4-10（日本生命ビル）	············································································ （025）241-7227
神奈川支社	··················· 〒220-8118	 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）224-2623
北陸支社	······················· 〒920-0031	 金沢市広岡3-1-1（金沢パークビル）	··························································································· （076）233-5502
中部支社	······················· 〒450-6423	 名古屋市中村区名駅3-28-12（大名古屋ビルヂング）	······························································· （052）565-3326
豊田支店	······················· 〒471-0034	 豊田市小坂本町1-5-10（矢作豊田ビル）	··················································································· （0565）34-4112	
関西支社	······················· 〒530-8206	 大阪市北区大深町4-20（グランフロント大阪	タワーA）···	···························································· （06）6486-4120
中国支社	······················· 〒730-8657	 広島市中区中町7-32（ニッセイ広島ビル）	·················································································· （082）248-5445
四国支社	······················· 〒760-8654	 高松市寿町1-1-8（日本生命高松駅前ビル）	·············································································· （087）825-0055
九州支社	······················· 〒810-8686	 福岡市中央区天神2-12-1（天神ビル）	······················································································· （092）721-2251	

電話技術相談窓口 	受付時間※１　月曜～金曜 ９：００～１９：００、土曜・日曜・祝日 ９：００～１７：００

対　象　機　種 電話番号

シ
ー
ケ
ン
サ

MELSEC	iQ-R/Q/L/QnA/Aシーケンサ一般 052-711-5111
MELSEC	iQ-F/FXシーケンサ全般 052-725-2271※2

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	シーケンサ	
プログラミングツール MELSOFT	GXシリーズ 052-711-0037

MELSOFT		
統合エンジニアリング環境

MELSOFT		
iQ	Works（Navigator） 052-799-3591※3

iQ	Sensor	Solution
MELSOFT		
通信支援ソフトウェアツール MELSOFT	MXシリーズ

052-712-2370※3MELSECパソコンボード 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 052-799-3592※3

MELSEC計装/iQ-R/	
Q二重化

プロセスCPU/二重化CPU
（MELSEC-Qシリーズ）

052-712-2830※2※3プロセスCPU
（プロセス/二重化）
（MELSEC	iQ-Rシリーズ）
MELSOFT	PXシリーズ

MELSEC	Safety

安全シーケンサ	
（MELSEC	iQ-R/QSシリーズ）

052-712-3079※2※3
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 052-719-4557※2※3

センサ	MELSENSOR
レーザ変位センサ

052-799-9495※3
ビジョンセンサ

表示器

GOT-F900シリーズ 052-725-2271※2

GOT2000/1000/	
A900シリーズなど 052-712-2417
MELSOFT	GTシリーズ

対　象　機　種 電 話 番 号

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/
センシングユニット/
組込み型サーボシステム
コントローラ

MELSERVOシリーズ

052-712-6607

位置決めユニット		
（MELSEC	iQ-R/Q/L/Aシリーズ）
シンプルモーションユニット
（MELSEC	iQ-R/iQ-F/Q/Lシリーズ）
モーションCPU	
（MELSEC	iQ-R/Q/Aシリーズ）
センシングユニット（MR-MTシリーズ）
シンプルモーションボード
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	MTシリーズ/
MRシリーズ/EM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 052-721-0100
電磁クラッチ・ブレーキ/テンションコントローラ 052-712-5430※5

データ収集アナライザ MELQIC	IU1/IU2シリーズ 052-712-5440※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

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

052-719-4559

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

052-719-4556

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

052-719-4557※2※3

小容量UPS（5kVA以下） FW-Sシリーズ/FW-Vシリーズ/	
FW-Aシリーズ/FW-Fシリーズ 052-799-9489※3※6

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（土曜・日曜・祝日・当社休日を除く）　※6:月曜～金曜の9:00～17:00

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 F A X 番 号
電力計測ユニット/絶縁監視ユニット（QE8□シリーズ） 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）

この印刷物は、2018年2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。L（名）03154-B　1802〈IP〉 2018年2月作成
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