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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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第4次産業革命という大きな転換期を迎えた、世界の産業。
熾烈な競争を生き残るためには、生産現場だけでなく、
ものづくり全体のIoT化・最適化をいかに迅速に遂行できるかが鍵となります。

その要望に応えるのが、FA-IT統合ソリューション「e-F@ctory」。
生産現場のデータを収集・分析し、ものづくり全体をリアルタイムに改善する
「エッジコンピューティング」を核に、FA総合メーカーならではの
幅広い知見や技術、450社※を超えるパートナーとの連携によって、
ものづくりのデジタルシフトを“ワンストップ”で実現します。

日本で、世界で。あらゆるモノをつなぎ、ものづくりのすべてを最適化する
「e-F@ctory」の革新は、もうすでに始まっています。

※2017年10月現在3
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e-F@ctory

IoT化によるビッグデータの活用で、
スマート工場を実現するe-F@ctory。

開発や製造、物流などにおけるあらゆる機器や設備をIoTでつなぎ、
収集した膨大なデータを分析・活用してものづくり全体を最適化する「e-F@ctory」。
三菱電機が培ってきたFA機器開発の技術力と、
FAとITをつなぐ連携技術を最大限に活用することで、
マスカスタマイズや予防保全、トレーサビリティなど、
次世代のものづくりを実現します。

品質向上 安全性向上生産性向上 セキュリティ省エネ

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
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

情報連携処理データ1次処理・
分析

MESインタフェースC言語
コントローラ

since2003

ITシステム

■ 企業経営管理
■ 業務改善のためのデータ分析
■ 生産管理や実行指示

生産現場
■ 生産・設備のデータ取得
■ 生産実行
■ センシング

エッジコンピューティング

■ 現場へのリアルタイム・フィードバック
■ 現場データの処理と分析
■ FA-ITのシームレス連携
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生産現場のデータを現場で処理し、
ものづくりをリアルタイムに改善。

様々なメーカーが自由に参加可能な
エコシステム構築へ。

スマート工場実現には、生産現場データのリアルタイムな活用や、ITシステムとの効率的な連携が必要。
現場とITシステムの間で情報処理する技術コンセプト「エッジコンピューティング」が叶えます。

※Edgecross コンソーシアムは、「Edgecross」の仕様策定・普及推進を行う団体です。

■ 生産現場データの監視や分析、診断など
　 様々な処理を実行
■ 豊富なラインアップから用途に応じた
　 アプリケーションを選択可能

■ エッジコンピューティングで活用するデータの
　 収集、加工、診断、フィードバックの実行を制御
■ 生産現場のライン、装置、機器を抽象化して
　 階層的に管理

■ 機器メーカーやネットワーク問わず、生産現場の
　 あらゆるデータを収集
■ 既存の設備からもデータ収集が可能

エッジアプリケーション

Edgecross

データコレクタ

「Edgecross」は、企業･産業の枠を超え、Edgecrossコンソーシアム※の会員がともに構築し、

FA・ITとの協調を実現するエッジコンピューティング領域のオープンなソフトウェアプラットフォームです。

アプリケーションベンダや機器メーカーに依存しない、自由で柔軟なエッジコンピューティングのエコシステムを構築できます。

エッジコンピューティング

ITシステム

生産現場

生産現場の多様なデータからオフライン分析により診断
ルールを作成し、リアルタイム診断を行うことで、製造品質
の向上、設備の予防保全を実現できます。

製造品質の向上、設備の予防保全を実現

リアルタイム
診断

参 照 参 照

データを
オフラインで分析

分　析

現場のデータを
階層化し管理

データモデル
管理

予防保全の実現や
品質コスト低減

フィードバック

現場のデータを
収集

収　集

オフライン
分析

分析を効果的に
行うためにデータ加工

加　工
分析結果を

リアルタイムで活用

診　断

当社製
分析・診断アプリ
（AI搭載）

他社製
アプリ

当社製
可視化アプリ

Edge Computing
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ソリューション事例

積み重ねてきた知見を駆使し、
業種や工程ごとに最適解を導き出すe-F@ctory。
2003年に始まった「e-F@ctory」は、これまで数多くの企業の課題を解決してきました。
その積み重ねた知見により、生産性や品質の向上をはじめ、タクトタイムの短縮や予防保全、
エネルギーの「見える化」、省エネなど、業種や工程ごとに最適なソリューションをご提案します。

ソリューション事例

リードタイムが
長い !!

納期の短縮を
実現 !!

効率稼動で
生産性アップ !!

情報を
徹底ガード !!

設備稼動率が
悪い !!

セキュリティ対策が
分からない !!

省エネ化を
実現 !!

エネルギー
コストが高い !!

品質トラブル
削減 !!

不良品が
減らない !!

現場の
事故を防止 !!

設備の
安全性が不安 !!

製造業の抱える課題

品質向上

省エネ

生産性
向上 セキュリティ

業務全体を効率化する

安全性
向上
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部品の取り間違い/供給間違い
欠品発生による作業停止

作業指示システムによるミスの防止
表示灯による欠品の事前通知

シンプルなティーチングで
立上げ時間の短縮
力覚センサによる摩耗量検出

　作業支援システムによるミスの防止
　生産状況に応じた作業の最適化

力覚センサ装備ロボットの
導入により検査工程全体を自動化

シール、カット機構や
補正機能による装置立上げの簡略化

大画面だけでなくタブレットやPCでも状況を見え
る化できるシステムを効率的に構築・運用可能。
掲示板(サイネージ)機能も備え、見える化システム
の付加価値を向上 

様々な形状のワーク加工調整が複雑
工具の摩耗の発生

　多品種少量生産での組立ミス
　生産負荷変動への容易な対応

検査装置へのコネクタ接続作業は
人手が必要

ワークに合わせたシール、
カット動作とカット長の補正が必要

生産状況の見える化に時間と手間がかかる
見える化のためだけに表示器を導入できない

問 題 問 題 問 題 問 題 問 題 問 題

解 決 解 決 解 決 解 決 解 決 解 決

電気・電子分野（小型液晶）
より精緻で複雑な作業が求められる電気・電子分野では、未だに人の手による作業が多く存在しています。
部品投入から面実装・プリント基板組立・ユニット組立・出荷までの工程で、いかに作業を自動化し、
人的ミスを減らすことができるかが、大きな課題となっています。
「e-F@ctory」は、力覚センサを搭載したロボットや作業支援システムにより、お客様の課題解決をサポートします。

アンドンパッケージング力覚応用ねじ締め作業支援バリ取り・研磨ポカよけ

情報連携

生産管理システム
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アンドンパッケージング力覚応用ねじ締め作業支援バリ取り・研磨ポカよけ

情報連携

生産管理システム
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問 題

解 決
ロボット導入によって生産量約1.5倍
約1年で設備減価償却
品種対応、生産調整の容易化、危険作業の
削減を実現（注：当社条件、算式にて算出）

加工機へのローディング・アンローディングを
自動化したい
ロボット導入にかかるコストが心配
加工機のさらなる生産性向上を図りたい

問 題

解 決
シーケンサを導入したことで、
任意の感覚やタイミングで
指定デバイスの値をリアルタイムに
モニタし、予防保全を実現

溶接工程の各装置の状態を把握したい
問 題

解 決
ロットNo.読取～精度検査～測定値の記録
を自動化し、検査タクトを短縮。センサ治具
による一括検査が実現し、作業者の熟練度
によらない検査システムを構築。検査人口
の削減により製造コストも低減

従来はオペレータが目視や手作業で精度
検査を実施。量産に向けワーク1個当たりの
検査タクトタイム短縮と、作業者の熟練度
による測定値のばらつきを無くしたい

問 題

解 決
加工品の個体管理を行うことにより、正し
い工程順序を確実に経たことが把握可能。
ワークに大きな追加工もなく、レーザ刻印＋
バーコードリーダにて、ワークの個体管理が
可能

加工順序を飛ばし、加工されるような、
人為ミスが発生。確実に工程を経た製品を
生産したく、工程順序管理が出来るシステム
構築をしたい

問 題

解 決
レーザ変位センサによりノズル位置を補正

塗布ノズルにガラス面への追従性を持たせ、
接着剤の塗布量を均一にしたい

問 題

解 決

現場機器の異常発生時における
復旧時間を短縮したい
ライン全体のシステムデータの
定期バックアップを簡単に行いたい
設備における電力異常の兆候を把握し、
トラブルを未然に防ぎたい

GOTのバックアップ / リストア機能により
PCレスでシステムを復旧
統合エンジニアリングツールで、
全システムデータを一括バックアップ
電流（または電力）の常時監視により
突発故障を未然に防止

問 題

解 決
隙間測定用センサ導入により自動化を実現
ロギングデータにより検査履歴の追跡が可能
ワンツールのエンジニアリング環境と
サンプルプログラムにより開発工数を削減

作業者の手作業と目視による検査を
自動化したい
検査結果のトレーサビリティを行いたい
センサ用プログラムの開発工数が多い

自動車・自動車部品分野
膨大な部品点数、多様な工程を扱う自動車工場では、多車種混流への対応、生産スピードおよび品質の向上、
作業者への安全面の配慮、環境への取り組みなど、様々な課題解決が求められています。
「e-F@ctory」はプラットフォームの共通化と多彩なパートナーとの連携により、
最適なソリューションを提案、お客様の問題解決をサポートします。
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問 題

解 決
ロボット導入によって生産量約1.5倍
約1年で設備減価償却
品種対応、生産調整の容易化、危険作業の
削減を実現（注：当社条件、算式にて算出）

加工機へのローディング・アンローディングを
自動化したい
ロボット導入にかかるコストが心配
加工機のさらなる生産性向上を図りたい

問 題

解 決
シーケンサを導入したことで、
任意の感覚やタイミングで
指定デバイスの値をリアルタイムに
モニタし、予防保全を実現

溶接工程の各装置の状態を把握したい
問 題

解 決
ロットNo.読取～精度検査～測定値の記録
を自動化し、検査タクトを短縮。センサ治具
による一括検査が実現し、作業者の熟練度
によらない検査システムを構築。検査人口
の削減により製造コストも低減

従来はオペレータが目視や手作業で精度
検査を実施。量産に向けワーク1個当たりの
検査タクトタイム短縮と、作業者の熟練度
による測定値のばらつきを無くしたい

問 題

解 決
加工品の個体管理を行うことにより、正し
い工程順序を確実に経たことが把握可能。
ワークに大きな追加工もなく、レーザ刻印＋
バーコードリーダにて、ワークの個体管理が
可能

加工順序を飛ばし、加工されるような、
人為ミスが発生。確実に工程を経た製品を
生産したく、工程順序管理が出来るシステム
構築をしたい

問 題

解 決
レーザ変位センサによりノズル位置を補正

塗布ノズルにガラス面への追従性を持たせ、
接着剤の塗布量を均一にしたい

問 題

解 決

現場機器の異常発生時における
復旧時間を短縮したい
ライン全体のシステムデータの
定期バックアップを簡単に行いたい
設備における電力異常の兆候を把握し、
トラブルを未然に防ぎたい

GOTのバックアップ / リストア機能により
PCレスでシステムを復旧
統合エンジニアリングツールで、
全システムデータを一括バックアップ
電流（または電力）の常時監視により
突発故障を未然に防止

問 題

解 決
隙間測定用センサ導入により自動化を実現
ロギングデータにより検査履歴の追跡が可能
ワンツールのエンジニアリング環境と
サンプルプログラムにより開発工数を削減

作業者の手作業と目視による検査を
自動化したい
検査結果のトレーサビリティを行いたい
センサ用プログラムの開発工数が多い

自動車・自動車部品分野
膨大な部品点数、多様な工程を扱う自動車工場では、多車種混流への対応、生産スピードおよび品質の向上、
作業者への安全面の配慮、環境への取り組みなど、様々な課題解決が求められています。
「e-F@ctory」はプラットフォームの共通化と多彩なパートナーとの連携により、
最適なソリューションを提案、お客様の問題解決をサポートします。
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三菱電機名古屋製作所ではe-F@ctoryを導入し、大幅な
生産性・品質・省エネ性・安全性向上、セキュリティを実現しています。

社内導入事例（名古屋製作所）

稼動管理/省エネ/作業支援システムによる生産性向上

部品の実装ミスの減少による稼働率の安定化
不具合要因の分析時間短縮
指導する熟練作業者の負担削減
搬出入作業者のための安全対策

C言語コントローラを使った面実装稼動管理システムの導入
表示器画面によるネジ締め作業支援システムの導入
MC Works64およびシーケンサを使った空調・照明省エネ管理システムの導入
安全シーケンサを使った垂直搬送システムの導入

組立ラインにおける品質の向上

需要変動・多品種変量生産への対応
設備稼働率および品質の向上

設備内の各種情報をMESインタフェース（シーケンサ）から直接収集
設備と製造実行システム（MES）を直接接続することで情報管理を強化し、
様々な改善活動を実施

AIロボットによる生産性向上

工程数が多いラインの稼働率向上
多機種、小ロット多サイクル生産への対応
設備面積の削減

人と装置が融合した「ロボット生産システム」の導入
e-F@ctory活用による品質・設備情報の一元管理
1台ごとの製品データ（バーコード）､ 品質（試験）データの収集、管理（トレーサビリティ）
ロボットの知能化技術活用(力覚センサを使用した組立/検査)

シャフト加工ラインの生産性向上

ネック工程の研削加工時間短縮によるラインバランスの改善

e-F@ctory導入による生産情報の管理
　̶ 上位の生産管理サーバからの情報を元に加工ラインへ自動作業指示
　̶ 計画的段取りにより無人運転を拡大し、生産性向上
C言語コントローラ活用による研削レスシステム
　̶ 自動計測した外径寸法から旋盤の補正値を自動算出し、
　　 旋盤で安定した仕上げ加工を実現
　̶ モータシャフト部の研削工程省略により、サイクルタイム大幅短縮

※数値はパソコンレス化、プログラムレス化による試算です。

エネルギーコスト

削減

品質ロス

削減

新人教育工数

削減

生産性

向上

加工時間

削減

製造工期

削減

リードタイム

削減

品質ロス

削減

加工時間

削減 向上

生産性

稼働率

向上

工程数

削減

生産性

向上

設備面積比

削減

施 策施 策
課 題

施 策

課 題

施 策

課 題

導入効果 導入効果

導入効果 導入効果

施 策

課 題

施 策

システム構築時間

削減
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三菱電機名古屋製作所ではe-F@ctoryを導入し、大幅な
生産性・品質・省エネ性・安全性向上、セキュリティを実現しています。

社内導入事例（名古屋製作所）

稼動管理/省エネ/作業支援システムによる生産性向上

部品の実装ミスの減少による稼働率の安定化
不具合要因の分析時間短縮
指導する熟練作業者の負担削減
搬出入作業者のための安全対策

C言語コントローラを使った面実装稼動管理システムの導入
表示器画面によるネジ締め作業支援システムの導入
MC Works64およびシーケンサを使った空調・照明省エネ管理システムの導入
安全シーケンサを使った垂直搬送システムの導入

組立ラインにおける品質の向上

需要変動・多品種変量生産への対応
設備稼働率および品質の向上

設備内の各種情報をMESインタフェース（シーケンサ）から直接収集
設備と製造実行システム（MES）を直接接続することで情報管理を強化し、
様々な改善活動を実施

AIロボットによる生産性向上

工程数が多いラインの稼働率向上
多機種、小ロット多サイクル生産への対応
設備面積の削減

人と装置が融合した「ロボット生産システム」の導入
e-F@ctory活用による品質・設備情報の一元管理
1台ごとの製品データ（バーコード）､ 品質（試験）データの収集、管理（トレーサビリティ）
ロボットの知能化技術活用(力覚センサを使用した組立/検査)

シャフト加工ラインの生産性向上

ネック工程の研削加工時間短縮によるラインバランスの改善

e-F@ctory導入による生産情報の管理
　̶ 上位の生産管理サーバからの情報を元に加工ラインへ自動作業指示
　̶ 計画的段取りにより無人運転を拡大し、生産性向上
C言語コントローラ活用による研削レスシステム
　̶ 自動計測した外径寸法から旋盤の補正値を自動算出し、
　　 旋盤で安定した仕上げ加工を実現
　̶ モータシャフト部の研削工程省略により、サイクルタイム大幅短縮

※数値はパソコンレス化、プログラムレス化による試算です。

エネルギーコスト

削減

品質ロス

削減

新人教育工数

削減

生産性

向上

加工時間

削減

製造工期

削減

リードタイム

削減

品質ロス

削減

加工時間

削減 向上

生産性

稼働率

向上

工程数

削減

生産性

向上

設備面積比

削減

施 策施 策
課 題

施 策

課 題

施 策

課 題

導入効果 導入効果

導入効果 導入効果

施 策

課 題

施 策

システム構築時間

削減
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生産工程のすべての稼働状況を設備単位で管理
管理データはオンラインでリアルタイムに収集/分析
問題発生原因を特定し迅速に改善

遮断器製造ラインでは、ライン単位での状況管理や問題
への人的対応だったため、発生するチョコ停への対応
遅れや一時的な改善しかなされていない状況。

課 題

施 策

導入効果

チョコ停発生

減少

稼働率

向上

チョコ停管理システムによる生産性向上

課題の発見～分析

改善
完成

LAN

LAN

B/NET

遮断器生産ライン

電源盤
エネルギー情報

生産関連情報

電源盤

エネルギー情報とエラー情報を表示して
スピーディに現状把握、対策を実施

● 電力量
● 電流
● エアー流量

● 生産数
● 品質データ
● エラーデータ
● チョコ停データ
● 設備毎エネルギー

データベース
＋

電力管理
アプリケーション

MDU

EcoServer III

製造実行システム（MESサーバ）

シーケンサ

収
集

計
測

収
集

計
測

設備

シーケンサ

設備

シーケンサ

設備

電力需要、気象情報などをオンラインで管理した
効果的なデマンドピークシフト
生産設備ごとに負荷電流を計測し、
作業者の有無を検知しながら空調や照明を制御

スマートメーター生産棟全体での継続的な節電。

課 題

施 策

導入効果

「空調・照明」
年間使用電力量

削減

金額にして

削減を実現/維持

生産状況と電力需要予測にもとづく高効率省エネ

空調・照明制御

充放電制御

商用電源 太陽光発電

蓄電池

気象予報情報、
生産計画から翌日の電力需要を予測

可
視
化

分
析

シーケンサ

生産システム

デマンド電力需要
最適化管理システム

デマンドピークシフト

空調

照明

生産設備の負荷電流により
生産現場の人の有無を検知

計測

収集
EcoMonitor Light EcoServer III シーケンサ

設備 設備

一定時間以上、低電流が継続
した場合、非生産時間とみなし、
自動で空調・照明を省エネ制御電

流

（1996年度比 2010年度実績）

総合管理棟の需要電力の管理と制御。

消費電力をリアルタイムに計測/収集/見える化
オンラインによる空調の自動調整

課 題

施 策

導入効果

総合管理棟では

省エネ

福山製作所全体で

コスト低減

デマンド管理による省エネ

デマンドデータを
どこからでも見える化し、
社員全員でデマンド管理

エネルギーデータを収集
Webへの情報発信

計
測

収
集

クライアントPC GOT

EcoServer III

空調

OA

照明

EcoServer II 計測

制御

空調

OA

照明

EcoServer II 計測

制御

可視化

三菱電機福山製作所ではe-F@ctoryを導入したことで、
チョコ停管理による生産性向上や革新的な省エネを実現しています。

社内導入事例（福山製作所）
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生産工程のすべての稼働状況を設備単位で管理
管理データはオンラインでリアルタイムに収集/分析
問題発生原因を特定し迅速に改善

遮断器製造ラインでは、ライン単位での状況管理や問題
への人的対応だったため、発生するチョコ停への対応
遅れや一時的な改善しかなされていない状況。

課 題

施 策

導入効果

チョコ停発生

減少

稼働率

向上

チョコ停管理システムによる生産性向上

課題の発見～分析

改善
完成

LAN

LAN

B/NET

遮断器生産ライン

電源盤
エネルギー情報

生産関連情報

電源盤

エネルギー情報とエラー情報を表示して
スピーディに現状把握、対策を実施

● 電力量
● 電流
● エアー流量

● 生産数
● 品質データ
● エラーデータ
● チョコ停データ
● 設備毎エネルギー

データベース
＋

電力管理
アプリケーション

MDU

EcoServer III

製造実行システム（MESサーバ）

シーケンサ

収
集

計
測

収
集

計
測

設備

シーケンサ

設備

シーケンサ

設備

電力需要、気象情報などをオンラインで管理した
効果的なデマンドピークシフト
生産設備ごとに負荷電流を計測し、
作業者の有無を検知しながら空調や照明を制御

スマートメーター生産棟全体での継続的な節電。

課 題

施 策

導入効果

「空調・照明」
年間使用電力量

削減

金額にして

削減を実現/維持

生産状況と電力需要予測にもとづく高効率省エネ

空調・照明制御

充放電制御

商用電源 太陽光発電

蓄電池

気象予報情報、
生産計画から翌日の電力需要を予測

可
視
化

分
析

シーケンサ

生産システム

デマンド電力需要
最適化管理システム

デマンドピークシフト

空調

照明

生産設備の負荷電流により
生産現場の人の有無を検知

計測

収集
EcoMonitor Light EcoServer III シーケンサ

設備 設備

一定時間以上、低電流が継続
した場合、非生産時間とみなし、
自動で空調・照明を省エネ制御電

流

（1996年度比 2010年度実績）

総合管理棟の需要電力の管理と制御。

消費電力をリアルタイムに計測/収集/見える化
オンラインによる空調の自動調整

課 題

施 策

導入効果

総合管理棟では

省エネ

福山製作所全体で

コスト低減

デマンド管理による省エネ

デマンドデータを
どこからでも見える化し、
社員全員でデマンド管理

エネルギーデータを収集
Webへの情報発信

計
測

収
集

クライアントPC GOT

EcoServer III

空調

OA

照明

EcoServer II 計測

制御

空調

OA

照明

EcoServer II 計測

制御

可視化

三菱電機福山製作所ではe-F@ctoryを導入したことで、
チョコ停管理による生産性向上や革新的な省エネを実現しています。

社内導入事例（福山製作所）

18

事
　例



お客様導入事例

生産と安全の「見える化」による運用管理効率化

新工場のネットワーク選定にあたり、FA制御機器の集中的な「見える化」と、
ラインの変更にフレキシブルに対応できる安全信号ネットワーク構築の実現。

課 題

マザー工場にふさわしいシンプルかつ堅牢なネットワークを構築
FA制御機器の「見える化」を実現し、運用管理業務や保全業務を効率化
安全情報もネットワークでやりとりすることで、柔軟な増設や変更が可能に

成 果

施 策

本田技研工業株式会社 様company

CC-Link IE フィールドネットワークの導入

製品の「個」を認識できる徹底した品質管理システム

全体の傾向は把握できても、製品一つひとつの状態がリアルタイムに把握できない
不具合のある製品が見つかっても、生産過程を正確に遡及することが難しい
プログラムの変更に専門的な知識と膨大な手間が必要
通信系にトラブルが発生した場合、生産ラインをストップする必要がある

課 題

製品個々の生産過程や製品および設備状態の変化点の把握を実現
生産性の向上や効率化など、収集したデータを多方面に活用可能
設備の増設や生産ラインの変更時の開発コストを軽減
通信系のトラブル発生時にも、ラインを止めずにデータ収集が可能

成 果

施 策

三菱自動車工業株式会社 様company

センサ管理による予防保全と安全性確保

オムニヨシダ株式会社 様company

MESインタフェースを採用した品質管理システムにより、
製品一つひとつの生産履歴を一元管理

作られるべきタイミングで必要な量を供給する生産が行われていない
製造指示が紙の帳票で行われているため、時間的ロスや人的ミスが発生する
正確な製造実績を把握できていない
生産管理システムや施工管理システムなど、他システムとの連携が図れない、
将来の売上拡大や生産量の増大に対応できない

課 題

生産管理～ MES ～生産設備の情報連携により生産の自動化・効率化を実現
製造実績の自動収集により、現場に負担を掛けずにリアルタイムで製造実績を把握
製造進捗状況が各工程で把握可能
web構成により、必要な人が必要な時に情報を参照可能

成 果

施 策
e-F@ctoryを導入して、作業指示、実績管理、品質情報収集、
製品出荷までの一連の製造プロセスを一元管理

搬送機器のさらなる安全性の向上
100組にものぼるセンサの「見える化」

課 題

シーケンサ＋CC-Link IE フィールドネットワーク+CC-Link Safetyで
安全性確保の機能性、信頼性を向上
自己診断可能な安全シーケンサで故障をタイムロスなく検知
多数のセンサを集中管理し予防保全や断線箇所特定が可能に

成 果

施 策
安全シーケンサのMELSEC-QSと、センサを集中管理するエニイワイヤの
センサ管理ソリューション「AnyWireASLINK」の導入

出荷までの製造プロセスを一元管理

株式会社イトーキ 千葉工場 様company

デマンド管理と集中検針による省エネ推進、15%の節電要請に応える

学生増加による電力増加の中、震災後の15%の節電要請に応える課 題

デマンド監視で震災後の15％の節電要請に応える
個々の部屋の使用電力を集中検針で把握し、
具体的なデータをもとにした対策立案が可能に
電力の見える化推進によりエンドユーザによる自発的な節電が進む

成 果

施 策

東北大学 様company

高出力のレーザ加工機で厚板加工に特化し、域外からの受注も拡大

有限会社日鉄工業 様company

三菱電機のデマンド監視サーバ「E-Energy」や
エネルギー計測ユニットなどを元にしたシステムの導入

それまで使っていたレーザ加工機に問題が多く、
加工機の心臓である発振器も安定性に欠ける
加工機の状況を遠隔で確認したい

課 題

高出力のレーザ加工機をいち早く導入し厚板加工で抜きん出た存在に
三菱電機担当者と協力しながらノウハウを蓄積
リモートサービスを活用し、効率的な機械管理を実現

成 果

施 策 レーザ加工機とリモートサービス「iQ Care Remote4U」の導入

詳細はこちら※ 詳細はこちら※

詳細はこちら※

詳細はこちら※ 詳細はこちら※

詳細はこちら※

※閲覧にはFAメンバーズ登録が必要です。19
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お客様導入事例

生産と安全の「見える化」による運用管理効率化

新工場のネットワーク選定にあたり、FA制御機器の集中的な「見える化」と、
ラインの変更にフレキシブルに対応できる安全信号ネットワーク構築の実現。

課 題

マザー工場にふさわしいシンプルかつ堅牢なネットワークを構築
FA制御機器の「見える化」を実現し、運用管理業務や保全業務を効率化
安全情報もネットワークでやりとりすることで、柔軟な増設や変更が可能に

成 果

施 策

本田技研工業株式会社 様company

CC-Link IE フィールドネットワークの導入

製品の「個」を認識できる徹底した品質管理システム

全体の傾向は把握できても、製品一つひとつの状態がリアルタイムに把握できない
不具合のある製品が見つかっても、生産過程を正確に遡及することが難しい
プログラムの変更に専門的な知識と膨大な手間が必要
通信系にトラブルが発生した場合、生産ラインをストップする必要がある

課 題

製品個々の生産過程や製品および設備状態の変化点の把握を実現
生産性の向上や効率化など、収集したデータを多方面に活用可能
設備の増設や生産ラインの変更時の開発コストを軽減
通信系のトラブル発生時にも、ラインを止めずにデータ収集が可能

成 果

施 策

三菱自動車工業株式会社 様company

センサ管理による予防保全と安全性確保

オムニヨシダ株式会社 様company

MESインタフェースを採用した品質管理システムにより、
製品一つひとつの生産履歴を一元管理

作られるべきタイミングで必要な量を供給する生産が行われていない
製造指示が紙の帳票で行われているため、時間的ロスや人的ミスが発生する
正確な製造実績を把握できていない
生産管理システムや施工管理システムなど、他システムとの連携が図れない、
将来の売上拡大や生産量の増大に対応できない

課 題

生産管理～ MES ～生産設備の情報連携により生産の自動化・効率化を実現
製造実績の自動収集により、現場に負担を掛けずにリアルタイムで製造実績を把握
製造進捗状況が各工程で把握可能
web構成により、必要な人が必要な時に情報を参照可能

成 果

施 策
e-F@ctoryを導入して、作業指示、実績管理、品質情報収集、
製品出荷までの一連の製造プロセスを一元管理

搬送機器のさらなる安全性の向上
100組にものぼるセンサの「見える化」

課 題

シーケンサ＋CC-Link IE フィールドネットワーク+CC-Link Safetyで
安全性確保の機能性、信頼性を向上
自己診断可能な安全シーケンサで故障をタイムロスなく検知
多数のセンサを集中管理し予防保全や断線箇所特定が可能に

成 果

施 策
安全シーケンサのMELSEC-QSと、センサを集中管理するエニイワイヤの
センサ管理ソリューション「AnyWireASLINK」の導入

出荷までの製造プロセスを一元管理

株式会社イトーキ 千葉工場 様company

デマンド管理と集中検針による省エネ推進、15%の節電要請に応える

学生増加による電力増加の中、震災後の15%の節電要請に応える課 題

デマンド監視で震災後の15％の節電要請に応える
個々の部屋の使用電力を集中検針で把握し、
具体的なデータをもとにした対策立案が可能に
電力の見える化推進によりエンドユーザによる自発的な節電が進む

成 果

施 策

東北大学 様company

高出力のレーザ加工機で厚板加工に特化し、域外からの受注も拡大

有限会社日鉄工業 様company

三菱電機のデマンド監視サーバ「E-Energy」や
エネルギー計測ユニットなどを元にしたシステムの導入

それまで使っていたレーザ加工機に問題が多く、
加工機の心臓である発振器も安定性に欠ける
加工機の状況を遠隔で確認したい

課 題

高出力のレーザ加工機をいち早く導入し厚板加工で抜きん出た存在に
三菱電機担当者と協力しながらノウハウを蓄積
リモートサービスを活用し、効率的な機械管理を実現

成 果

施 策 レーザ加工機とリモートサービス「iQ Care Remote4U」の導入

詳細はこちら※ 詳細はこちら※

詳細はこちら※

詳細はこちら※ 詳細はこちら※

詳細はこちら※
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基幹製品/技術紹介

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

情報連携処理データ1次処理・分析

e-F@ctoryを支える、
先進の製品・ソフトウェア・ネットワーク群。
新たな「e-F@ctory」は、より多くの機器やネットワークとの接続を実現。
企業や規格の壁を越えて、様々な機器や設備同士が連携し、革新的なものづくりが可能になります。

基幹製品/技術紹介

シーケンサ FAセンサ

産業用PC

三菱電機SCADA ソフトウェア

MELIPC

駆動機器 表示器（HMI）

産業用ロボット数値制御装置（CNC） 低圧配電制御機器 電力管理機器

電源・環境周辺機器 加工機

ITシステム・ソフトウェア

エッジコンピューティング・製品

生産現場・ソリューション

MESインタフェース製品群C言語コントローラ
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基幹製品/技術紹介

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
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調達
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企業や規格の壁を越えて、様々な機器や設備同士が連携し、革新的なものづくりが可能になります。
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シーケンサ FAセンサ

産業用PC

三菱電機SCADA ソフトウェア

MELIPC

駆動機器 表示器（HMI）

産業用ロボット数値制御装置（CNC） 低圧配電制御機器 電力管理機器
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ITシステム・ソフトウェア

エッジコンピューティング・製品

生産現場・ソリューション

MESインタフェース製品群C言語コントローラ
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エッジコンピューティング・製品

2018年春 発売予定MELIPC シリーズ
産業用PC パソコンレス・プログラムレスでデータベース連携が可能なMESインタフェース製品群

生産現場の多様なデータを活用した
エッジコンピューティングを実現。
高性能プロセッサ、CC-Link IEによる
リアルタイムデータ処理が可能なハイエンド機種から、
シンプル・小型のローレンジ機種、駆動制御用途など、
様々なラインアップを計画しています。

生産現場の情報を高速でロギング可能

C/C++言語プログラムにより、制御・情報処理・上位通信処理を実施

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。
CW Configuratorによるパラメータ設定・
診断・モニタ。
手軽にアプリケーションを開発可能。

複雑な演算処理をC/C++で補助。
手軽にアプリケーションを開発可能。
塵埃の発生が許されない
クリーンルームでの使用にも最適。

シーケンススキャンに同期した
データロギングを実現。
トラブル発生時の問題解析を迅速に。
装置の稼働分析・傾向分析・予防保全に貢献。

BOXデータロガー

パソコンレスで、設備の
データを簡単ロギング。
Excel®ファイルで帳票や
報告書を自動作成。
スタンドアローンタイプで
既存設備に後付け可能。

ゲートウェイや
通信用プログラムなしで、
シーケンサとMESを直結できます。

工場内のあらゆる情報をシームレスなネットワークで収集管理。
フィールドネットワーク経由で、設備末端の情報まで細かく収集可能。
オープンネットワーク経由で、他社PLC使用の設備も簡単に情報化。

MELSEC iQ-R/MELSEC-Qシリーズ 
高速データロガーユニット

MELSEC iQ-R/
MELSEC-Qシリーズ 
MESインタフェースユニット

MELSEC iQ-R/MELSEC-Qシリーズ  
C言語コントローラユニット

MELSEC iQ-Rシリーズ 
C言語インテリジェント機能ユニット

工作機械の加工情報や
稼働状況をCNCが
MESへ送信します。

数値制御装置（CNC）
M800/M80シリーズ MESインタフェース機能

トレーサビリティ機能を強化し、工場全体の見える化を支援。
加工完了時などに、CNCの各収集情報を内蔵MES I/Fからデータベースに送信。
稼働状況の見える化と、加工実績・アラーム発生状況の見える化を実現。

表示器（HMI）
GOT2000 MESインタフェース機能

表示器に接続されたFA機器の情報を
収集し、MESへ送信します。

既存設備や他社PLCの設備の情報化を実現。
バーコードリーダ接続、ドキュメント表示などで、作業者を支援。
表示器（HMI）ならではの充実した情報管理機能を搭載。

簡単設定でOPC UA通信が可能です。

製造装置設計時に、外部に公開するデータをタグ
名と階層構造により装置内に保存・管理可能。
OPC UAのセキュリティ機能をシステムの必要性
に応じて任意に設定。
ウィザード形式と選択式の設定画面による直感
的な操作。

組込みOPC UAサーバによる堅牢なシステム構築

MELSEC iQ-Rシリーズ 
OPC UAサーバユニット

※各製品名称は今後変更となる可能性があります。

制御・情報処理の双方に対応
リアルタイムOS、Windows OSをデュアル搭載。
リアルタイム制御・データ収集と、情報処理を両立。

生産現場の多様なデータのオフライン分析/リアルタイム診断が可能。

三菱電機AI Maisart※の類似波形認識技術により、

装置のセンサ波形等の学習/認識が可能。

ＭＴ法、重回帰分析などの統計手法を簡単に使え、

システムの異常兆候を検知可能。

CC-Link IEデータ収集

リアルタイムデータアナライザ
データ分析・診断ソフトウェア

MC Works64
エッジコンピューティングエディション

三菱電機 SCADA ソフトウェア

生産現場の多様なデータを監視・モニタリング可能。

3D表示等の高度なビジュアライズや、Webブラウザ・モバイル機器による

遠隔監視が可能。

CC-Link IEにより、msecオーダのデータを定時刻収集
（時刻の前後関係を厳密に守ったタイムスタンプを付けて
データを収集）。

※Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technologyの略。

CC-Link内蔵で容易に
システム構築が可能。
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エッジコンピューティング・製品

2018年春 発売予定MELIPC シリーズ
産業用PC パソコンレス・プログラムレスでデータベース連携が可能なMESインタフェース製品群

生産現場の多様なデータを活用した
エッジコンピューティングを実現。
高性能プロセッサ、CC-Link IEによる
リアルタイムデータ処理が可能なハイエンド機種から、
シンプル・小型のローレンジ機種、駆動制御用途など、
様々なラインアップを計画しています。

生産現場の情報を高速でロギング可能

C/C++言語プログラムにより、制御・情報処理・上位通信処理を実施

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。
CW Configuratorによるパラメータ設定・
診断・モニタ。
手軽にアプリケーションを開発可能。

複雑な演算処理をC/C++で補助。
手軽にアプリケーションを開発可能。
塵埃の発生が許されない
クリーンルームでの使用にも最適。

シーケンススキャンに同期した
データロギングを実現。
トラブル発生時の問題解析を迅速に。
装置の稼働分析・傾向分析・予防保全に貢献。

BOXデータロガー

パソコンレスで、設備の
データを簡単ロギング。
Excel®ファイルで帳票や
報告書を自動作成。
スタンドアローンタイプで
既存設備に後付け可能。

ゲートウェイや
通信用プログラムなしで、
シーケンサとMESを直結できます。

工場内のあらゆる情報をシームレスなネットワークで収集管理。
フィールドネットワーク経由で、設備末端の情報まで細かく収集可能。
オープンネットワーク経由で、他社PLC使用の設備も簡単に情報化。

MELSEC iQ-R/MELSEC-Qシリーズ 
高速データロガーユニット

MELSEC iQ-R/
MELSEC-Qシリーズ 
MESインタフェースユニット

MELSEC iQ-R/MELSEC-Qシリーズ  
C言語コントローラユニット

MELSEC iQ-Rシリーズ 
C言語インテリジェント機能ユニット

工作機械の加工情報や
稼働状況をCNCが
MESへ送信します。

数値制御装置（CNC）
M800/M80シリーズ MESインタフェース機能

トレーサビリティ機能を強化し、工場全体の見える化を支援。
加工完了時などに、CNCの各収集情報を内蔵MES I/Fからデータベースに送信。
稼働状況の見える化と、加工実績・アラーム発生状況の見える化を実現。

表示器（HMI）
GOT2000 MESインタフェース機能

表示器に接続されたFA機器の情報を
収集し、MESへ送信します。

既存設備や他社PLCの設備の情報化を実現。
バーコードリーダ接続、ドキュメント表示などで、作業者を支援。
表示器（HMI）ならではの充実した情報管理機能を搭載。

簡単設定でOPC UA通信が可能です。

製造装置設計時に、外部に公開するデータをタグ
名と階層構造により装置内に保存・管理可能。
OPC UAのセキュリティ機能をシステムの必要性
に応じて任意に設定。
ウィザード形式と選択式の設定画面による直感
的な操作。

組込みOPC UAサーバによる堅牢なシステム構築

MELSEC iQ-Rシリーズ 
OPC UAサーバユニット

※各製品名称は今後変更となる可能性があります。

制御・情報処理の双方に対応
リアルタイムOS、Windows OSをデュアル搭載。
リアルタイム制御・データ収集と、情報処理を両立。

生産現場の多様なデータのオフライン分析/リアルタイム診断が可能。

三菱電機AI Maisart※の類似波形認識技術により、

装置のセンサ波形等の学習/認識が可能。

ＭＴ法、重回帰分析などの統計手法を簡単に使え、

システムの異常兆候を検知可能。

CC-Link IEデータ収集

リアルタイムデータアナライザ
データ分析・診断ソフトウェア

MC Works64
エッジコンピューティングエディション

三菱電機 SCADA ソフトウェア

生産現場の多様なデータを監視・モニタリング可能。

3D表示等の高度なビジュアライズや、Webブラウザ・モバイル機器による

遠隔監視が可能。

CC-Link IEにより、msecオーダのデータを定時刻収集
（時刻の前後関係を厳密に守ったタイムスタンプを付けて
データを収集）。

※Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technologyの略。

CC-Link内蔵で容易に
システム構築が可能。
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リモート診断機能

サービスセンターからの接続、
遠隔診断でお客様をサポート

iQ Care Remote4U

iQSSは、One Toolでセンサの設定・メンテナンスなどを容易に実現。センサとシーケンサ・表示器・エンジニアリング環境の
連携をよりいっそう強化したお客様のTCO※削減を実現するソリューションです。

iQSS（iQ Sensor Solution）

※ TCO：コンピューターシステムの導入・保守に必要な総経費。

センサモニタ
Sensor monitor
センサモニタ
Sensor monitor

バックアップ/リストア
Backup restore

バックアップ/リストア
Backup restore

簡単チューニング
Simple tuning

簡単チューニング
Simple tuning

簡単立ち上げ
Simple start-up
簡単立ち上げ
Simple start-up

簡単ロギング
Easy  logging 
簡単ロギング

Easy  logging 

専用ツール連携
Special-purpose tool linkage
専用ツール連携

Special-purpose tool linkage

簡単プログラミング
Simple programming
簡単プログラミング

Simple programming

Ethernet

各パートナーメーカー
Each partner manufacturer

ファイバセンサ
fiber sensor 

圧力センサ
pressure sensor

画像処理装置
Image processor

レーザ変位センサ
laser displacement

sensor

接触式変位センサ
Contact type

displacement sensor

光電センサ
photoelectric sensor

近接センサ
proximity sensor 

バーコードリーダ
bar code reader 

圧力センサ
pressure sensor

センサの自動検出、アドレス変更、ツール連携機能により、センサシステムの
設計/立ち上げ/運用/保守におけるトータルコストの削減を可能にします。 

センサシステムのトータルコストを低減！

三菱電機FAアプリケーションパッケージ  iQ Monozukuri

iQ Monozukuriは、製造現場を「工程｣｢用途｣｢装置｣の観点から、
それぞれの課題に対し、当社が培ってきたノウハウを凝縮した、
課題解決型のパッケージ製品です。｢想定すべき課題｣｢実施すべ
き事項｣そして｢実現手段｣をパッケージ化しているため、短期間・
簡単に導入することが可能です。

e-F＠ctoryでのソリューションの１つ 
三菱電機FAアプリケーションパッケージ

三菱電機FAアプリケーションパッケージは、下記のフローでお客様の手元に到着します。システム提供のフロー

※ System Integratorの略。お客様ご自身でエンジニアリングしない場合に必要です。

三菱電機FA機器

パッケージ
SI※

お客様三菱電機

エンジニアリングを
加えた最終システム

パッケージ

iQ Monozukuriの提供価値

設計/調達 : 機器選定ツール …………………………………………  必要とする機器の調達漏れを防止
プログラミング : 制御プログラムや表示器の画面データ …………開発コストを削減
立ち上げ : 設定支援ツールや対話式ウィザード ……………………立ち上げ時間を短縮
運用・保守 : BI（Business Intelligence）ツール ………………………… 生産実績情報の見える化を図り、生産効率改善に貢献

ダッシュボード機能

パソコン、スマートフォン、タブレットから
稼働状況を遠隔確認

IoT（Internet of Things）を活用して、レーザ加工機・放電加工機の様々な情報を収集・蓄積し、遠隔地からリアルタイムで
確認・診断するサービスです。パソコンやスマートフォンなどからリアルタイムに障害やその予兆、加工予測時間などを確認
することが可能になります。

加工機操作画面
Processing machine operation screen

サービスセンター
Service center

お客様
 Customer

お客様
 Customer

MELSOFT iQ Works
システム管理ソフトウェアMELSOFT Navigatorを核に
各エンジニアリングソフトウェアを統合した製品です。
システム設計およびプログラミングの効率を向上させ、
トータルコスト削減を図ります。

MELSOFT Navigator
各エンジニアリングソフトウェアと組み合わせて、
システム上流設計や各ソフトウェア間の連携を行う
ためのソフトウェアです。

MELSOFT GX Works3
グラフィカルで直感的な操作性、「選ぶ」だけの簡単
プログラミング、簡単にトラブルシュート可能な診断機能
によりエンジニアリングコストの削減を実現します。

MELSOFT GX Works2
GX Developerで培ったプログラム資産を継承したうえ
で、使い慣れた機能を磨いて快適な操作性を追究する
ことで、エンジニアリングコストの削減を実現します。

シーケンサの設計、保守業務を総合的にサポートするソフトウェアです。

システム管理ソフトウェア

シーケンサエンジニアリングソフトウェア
■ 表示器画面作成ソフトウェア
MELSOFT GT Works3
■ モーションコントローラエンジニアリングソフトウェア
MELSOFT MT Works2
■ ロボットエンジニアリングソフトウェア
MELSOFT RT ToolBox3※

その他エンジニアリングソフトウェア

生産現場・ソリューション

※iQ WorksのプロダクトIDを使用した場合、RT ToolBox3 mini（簡易版）がイン
ストールされます。RT ToolBox3（シミュレーション機能付）が必要な場合、RT 
ToolBox3のプロダクトIDを購入してください。

■ インバータセットアップソフトウェア
MELSOFT FR Configurator2
■ C言語コントローラセットアップソフトウェア
MELSOFT CW Configurator
■ サーボセットアップソフトウェア
MELSOFT MR Configurator2
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リモート診断機能

サービスセンターからの接続、
遠隔診断でお客様をサポート

iQ Care Remote4U

iQSSは、One Toolでセンサの設定・メンテナンスなどを容易に実現。センサとシーケンサ・表示器・エンジニアリング環境の
連携をよりいっそう強化したお客様のTCO※削減を実現するソリューションです。

iQSS（iQ Sensor Solution）

※ TCO：コンピューターシステムの導入・保守に必要な総経費。

センサモニタ
Sensor monitor
センサモニタ
Sensor monitor

バックアップ/リストア
Backup restore

バックアップ/リストア
Backup restore

簡単チューニング
Simple tuning

簡単チューニング
Simple tuning

簡単立ち上げ
Simple start-up
簡単立ち上げ
Simple start-up

簡単ロギング
Easy  logging 
簡単ロギング

Easy  logging 

専用ツール連携
Special-purpose tool linkage
専用ツール連携

Special-purpose tool linkage

簡単プログラミング
Simple programming
簡単プログラミング

Simple programming

Ethernet

各パートナーメーカー
Each partner manufacturer

ファイバセンサ
fiber sensor 

圧力センサ
pressure sensor

画像処理装置
Image processor

レーザ変位センサ
laser displacement

sensor

接触式変位センサ
Contact type

displacement sensor

光電センサ
photoelectric sensor

近接センサ
proximity sensor 

バーコードリーダ
bar code reader 

圧力センサ
pressure sensor

センサの自動検出、アドレス変更、ツール連携機能により、センサシステムの
設計/立ち上げ/運用/保守におけるトータルコストの削減を可能にします。 

センサシステムのトータルコストを低減！

三菱電機FAアプリケーションパッケージ  iQ Monozukuri

iQ Monozukuriは、製造現場を「工程｣｢用途｣｢装置｣の観点から、
それぞれの課題に対し、当社が培ってきたノウハウを凝縮した、
課題解決型のパッケージ製品です。｢想定すべき課題｣｢実施すべ
き事項｣そして｢実現手段｣をパッケージ化しているため、短期間・
簡単に導入することが可能です。

e-F＠ctoryでのソリューションの１つ 
三菱電機FAアプリケーションパッケージ

三菱電機FAアプリケーションパッケージは、下記のフローでお客様の手元に到着します。システム提供のフロー

※ System Integratorの略。お客様ご自身でエンジニアリングしない場合に必要です。

三菱電機FA機器

パッケージ
SI※

お客様三菱電機

エンジニアリングを
加えた最終システム

パッケージ

iQ Monozukuriの提供価値

設計/調達 : 機器選定ツール …………………………………………  必要とする機器の調達漏れを防止
プログラミング : 制御プログラムや表示器の画面データ …………開発コストを削減
立ち上げ : 設定支援ツールや対話式ウィザード ……………………立ち上げ時間を短縮
運用・保守 : BI（Business Intelligence）ツール ………………………… 生産実績情報の見える化を図り、生産効率改善に貢献

ダッシュボード機能

パソコン、スマートフォン、タブレットから
稼働状況を遠隔確認

IoT（Internet of Things）を活用して、レーザ加工機・放電加工機の様々な情報を収集・蓄積し、遠隔地からリアルタイムで
確認・診断するサービスです。パソコンやスマートフォンなどからリアルタイムに障害やその予兆、加工予測時間などを確認
することが可能になります。

加工機操作画面
Processing machine operation screen

サービスセンター
Service center

お客様
 Customer

お客様
 Customer

MELSOFT iQ Works
システム管理ソフトウェアMELSOFT Navigatorを核に
各エンジニアリングソフトウェアを統合した製品です。
システム設計およびプログラミングの効率を向上させ、
トータルコスト削減を図ります。

MELSOFT Navigator
各エンジニアリングソフトウェアと組み合わせて、
システム上流設計や各ソフトウェア間の連携を行う
ためのソフトウェアです。

MELSOFT GX Works3
グラフィカルで直感的な操作性、「選ぶ」だけの簡単
プログラミング、簡単にトラブルシュート可能な診断機能
によりエンジニアリングコストの削減を実現します。

MELSOFT GX Works2
GX Developerで培ったプログラム資産を継承したうえ
で、使い慣れた機能を磨いて快適な操作性を追究する
ことで、エンジニアリングコストの削減を実現します。

シーケンサの設計、保守業務を総合的にサポートするソフトウェアです。

システム管理ソフトウェア

シーケンサエンジニアリングソフトウェア
■ 表示器画面作成ソフトウェア
MELSOFT GT Works3
■ モーションコントローラエンジニアリングソフトウェア
MELSOFT MT Works2
■ ロボットエンジニアリングソフトウェア
MELSOFT RT ToolBox3※

その他エンジニアリングソフトウェア

生産現場・ソリューション

※iQ WorksのプロダクトIDを使用した場合、RT ToolBox3 mini（簡易版）がイン
ストールされます。RT ToolBox3（シミュレーション機能付）が必要な場合、RT 
ToolBox3のプロダクトIDを購入してください。

■ インバータセットアップソフトウェア
MELSOFT FR Configurator2
■ C言語コントローラセットアップソフトウェア
MELSOFT CW Configurator
■ サーボセットアップソフトウェア
MELSOFT MR Configurator2

26

製
品
技
術



生産現場・ソリューション ITシステム・ソフトウェア

省スペ
ース化

リアル
タイム

省配線

Ether
net

Gigab
it

同期通
信

リング
型

スター
型

シーム
レス連

携

Gene
ral

「一般
」 Motion

「駆動
」

Safe
ty

「安全
」

ライン
型

情報連携による「見える化」推進
生産設備の膨大な生産情報（製造情報、品質情報、制御情報）をリアルタイムに伝送する
1Gbpsの高速・大容量通信と、ITシステムとFA機器間をシームレスにつなぐSLMPにより、
ビッグデータ分析に必要な「リアルタイムなデータ収集」を実現します。

「一般」、「駆動」、「安全」の各機器を１ネットワークに統合
一般的な高速 I /O制御、コントローラ間分散制御に加え、高精度同期に対応したモーション
制御、複数の安全機器をつなぎ安全情報を共有する安全制御を1ネットワークで構築でき
ます。

充実した診断機能と高い信頼性
基幹が1カ所断線しても通信継続できるリング型配線・ノイズに強い光ファイバケーブル
など信頼性が高く障害に強いネットワーク構築により、システムダウンを回避できます。
また予期せぬトラブル発生時でも、ネットワーク構成図に異常箇所を具体的に表示する
ことで、迅速な復旧作業が可能になります。

エネルギーの見える化

三菱電機のエネルギー計測機器とエネルギーの表示、解析ツールAX Energyを組み合わせ、エネルギーの
見える化を実現。これにより、エネルギーの削減に貢献します。モータ制御効率を高めた三菱電機の
インバータなどの省エネルギー機器をラインアップし、工場の機器の省エネルギー化を実現します。

工場の生産効率化に加え、プラント全体にわたる消費エネルギーを削減したい。
また、空調や照明などのユーティリティの省エネルギー化を進めたい。包括的に実現できないだろうか。

エンジニアリング工数削減

各種設計リストから、自動的にグラフィック画面、プログラム、OPCタグ設定を生成します。設計支援
ツールにより、タグ設定のミスを防ぎ、設計品質が向上できます。標準のテンプレートがシステム構築を
支援します。

グラフィック画面やプログラムの構築時、各種設計リストの情報を効果的に使いたい。

予防保全

生産管理情報を収集する三菱電機のMESインタフェースユニットと、機器の故障、診断情報を表示、解析
するAX Facilityを組み合わせ、設備の予防保全ができます。膨大なデータから自動的に機器の動作状態を
収集し、稼働率改善や予防保全、機器の故障予測などに活用します。

工場の機器を監視するために収集された膨大なデータを予防保全などに使いたい。

iQ Platform
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。

MC Works64
MC Works64は、視認性・操作性の向上、信頼性の向上、
エンジニアリング工数削減、エネルギーの見える化、
予防保全など、監視制御に関わる様々なニーズに
対する解決策を提供します。

CC-Link IE
「e-F@ctory」の中核を担い、制御データと生産データの双方を超高速伝送するオープンネットワークCC-Link IE。

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

プログラム標準化に必要なファンクション
ブロック※・ラベルの専用メモリの装備
※シーケンスプログラム内で繰り返し使用する回路ブロックを
　部品化したもの。

統一した強固なセキュリティ機能の搭載

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
生産性・製品品質を向上

1

2

3

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

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

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

エンジニアリング環境
開発、運用・保守を効率化

1

2

3

CC-Link IEで実現する1Gbps高速通信を
ロスなく取り込み可能

SLMPを用いた各種機器のシームレス通信の
実現

ネットワーク
高い精度と生産スピードでロスを低減

1

2

※1 コントローラーと機器をつなぐ1Gbpsの汎用Ethernet通信を用いたオープンフィールドネットワーク
※2 CC-LinkとCC-Link IE フィールドネットワークBasicの当社エンジニアリングツールのパラメーター設定項目数を比較した場合

専門知識がなくても短時間でシステム構築が可能 自由度の高いネットワーク構築を実現
汎用Ethernetの活用により、上位ITシステムから生産現場の機器まで
一本のネットワーク配線で接続でき、低コスト化を実現
「CC-Link IE フィールドネットワークBasic」接続に対応するFA製品
のラインアップ拡充により、自由度の高いネットワーク構築が可能

日本発のオープンフィールドネットワークCC-Link IE/CC-Linkのグローバルな普及を目指すのが、三菱電機も参画するCC-Link協会（CLPA：CC-Link Partner 
Association）です。その精力的な活動により、日本・海外パートナーメーカー数、CC-Linkファミリー接続製品数は着実に伸張しています。
詳しくはCC-Link協会のwebサイトをご確認ください。
www.cc-link.org

従来、ネットワーク対応が困難だった機器や小規模な装置に対応
「CC-Link IE フィールドネットワーク」※1の特長を継承しており、パラメーターの
一括設定により、Ethernetの専門知識がなくても簡単にネットワーク設定が可能
リンクデバイスの点数やアドレスの自動設定で、システム構築工数を4割削減※2

視認性・操作性の向上

2次元グラフィックの平面的な表示では難しい機器の監視も、3次元グラフィックの立体的な表示により
視認性を向上します。3次元画面は様々な角度から監視ができ、高速かつ正確な機器の状態の把握や直感
的な監視、制御の操作ができます。

監視操作の視認性・操作性を向上させたい。

信頼性の向上

MC Works64は、サーバの二重化および、サーバ&クライアントのシステム構成ができます。2台のサーバで
主系サーバ、従系サーバを構成して、システムの信頼性向上や、ネットワークの通信負荷軽減ができます。
大規模システムからスタンドアロンシステムまでシステム規模に応じた構成の実現が可能です。

Ethernet

アラーム
プリンタ

MC Works64
従系サーバ
OPC サーバ

MC Works64
クライアント

MC Works64
主系サーバ
OPC サーバ

帳票
プリンタ

トラッキングケーブル トラッキングケーブル

トラブルがあっても連続稼働できる高信頼のシステムを構築したい。

シーケンサ

GOT

ロボットライン向け
CNC

モーション
コントローラ iQ 

Platform
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生産現場・ソリューション ITシステム・ソフトウェア

省スペ
ース化

リアル
タイム

省配線

Ether
net

Gigab
it

同期通
信

リング
型

スター
型

シーム
レス連

携

Gene
ral

「一般
」 Motion

「駆動
」

Safe
ty

「安全
」

ライン
型

情報連携による「見える化」推進
生産設備の膨大な生産情報（製造情報、品質情報、制御情報）をリアルタイムに伝送する
1Gbpsの高速・大容量通信と、ITシステムとFA機器間をシームレスにつなぐSLMPにより、
ビッグデータ分析に必要な「リアルタイムなデータ収集」を実現します。

「一般」、「駆動」、「安全」の各機器を１ネットワークに統合
一般的な高速 I /O制御、コントローラ間分散制御に加え、高精度同期に対応したモーション
制御、複数の安全機器をつなぎ安全情報を共有する安全制御を1ネットワークで構築でき
ます。

充実した診断機能と高い信頼性
基幹が1カ所断線しても通信継続できるリング型配線・ノイズに強い光ファイバケーブル
など信頼性が高く障害に強いネットワーク構築により、システムダウンを回避できます。
また予期せぬトラブル発生時でも、ネットワーク構成図に異常箇所を具体的に表示する
ことで、迅速な復旧作業が可能になります。

エネルギーの見える化

三菱電機のエネルギー計測機器とエネルギーの表示、解析ツールAX Energyを組み合わせ、エネルギーの
見える化を実現。これにより、エネルギーの削減に貢献します。モータ制御効率を高めた三菱電機の
インバータなどの省エネルギー機器をラインアップし、工場の機器の省エネルギー化を実現します。

工場の生産効率化に加え、プラント全体にわたる消費エネルギーを削減したい。
また、空調や照明などのユーティリティの省エネルギー化を進めたい。包括的に実現できないだろうか。

エンジニアリング工数削減

各種設計リストから、自動的にグラフィック画面、プログラム、OPCタグ設定を生成します。設計支援
ツールにより、タグ設定のミスを防ぎ、設計品質が向上できます。標準のテンプレートがシステム構築を
支援します。

グラフィック画面やプログラムの構築時、各種設計リストの情報を効果的に使いたい。

予防保全

生産管理情報を収集する三菱電機のMESインタフェースユニットと、機器の故障、診断情報を表示、解析
するAX Facilityを組み合わせ、設備の予防保全ができます。膨大なデータから自動的に機器の動作状態を
収集し、稼働率改善や予防保全、機器の故障予測などに活用します。

工場の機器を監視するために収集された膨大なデータを予防保全などに使いたい。

iQ Platform
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。

MC Works64
MC Works64は、視認性・操作性の向上、信頼性の向上、
エンジニアリング工数削減、エネルギーの見える化、
予防保全など、監視制御に関わる様々なニーズに
対する解決策を提供します。

CC-Link IE
「e-F@ctory」の中核を担い、制御データと生産データの双方を超高速伝送するオープンネットワークCC-Link IE。

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

プログラム標準化に必要なファンクション
ブロック※・ラベルの専用メモリの装備
※シーケンスプログラム内で繰り返し使用する回路ブロックを
　部品化したもの。

統一した強固なセキュリティ機能の搭載

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
生産性・製品品質を向上

1

2

3

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

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

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

エンジニアリング環境
開発、運用・保守を効率化

1

2

3

CC-Link IEで実現する1Gbps高速通信を
ロスなく取り込み可能

SLMPを用いた各種機器のシームレス通信の
実現

ネットワーク
高い精度と生産スピードでロスを低減

1

2

※1 コントローラーと機器をつなぐ1Gbpsの汎用Ethernet通信を用いたオープンフィールドネットワーク
※2 CC-LinkとCC-Link IE フィールドネットワークBasicの当社エンジニアリングツールのパラメーター設定項目数を比較した場合

専門知識がなくても短時間でシステム構築が可能 自由度の高いネットワーク構築を実現
汎用Ethernetの活用により、上位ITシステムから生産現場の機器まで
一本のネットワーク配線で接続でき、低コスト化を実現
「CC-Link IE フィールドネットワークBasic」接続に対応するFA製品
のラインアップ拡充により、自由度の高いネットワーク構築が可能

日本発のオープンフィールドネットワークCC-Link IE/CC-Linkのグローバルな普及を目指すのが、三菱電機も参画するCC-Link協会（CLPA：CC-Link Partner 
Association）です。その精力的な活動により、日本・海外パートナーメーカー数、CC-Linkファミリー接続製品数は着実に伸張しています。
詳しくはCC-Link協会のwebサイトをご確認ください。
www.cc-link.org

従来、ネットワーク対応が困難だった機器や小規模な装置に対応
「CC-Link IE フィールドネットワーク」※1の特長を継承しており、パラメーターの
一括設定により、Ethernetの専門知識がなくても簡単にネットワーク設定が可能
リンクデバイスの点数やアドレスの自動設定で、システム構築工数を4割削減※2

視認性・操作性の向上

2次元グラフィックの平面的な表示では難しい機器の監視も、3次元グラフィックの立体的な表示により
視認性を向上します。3次元画面は様々な角度から監視ができ、高速かつ正確な機器の状態の把握や直感
的な監視、制御の操作ができます。

監視操作の視認性・操作性を向上させたい。

信頼性の向上

MC Works64は、サーバの二重化および、サーバ&クライアントのシステム構成ができます。2台のサーバで
主系サーバ、従系サーバを構成して、システムの信頼性向上や、ネットワークの通信負荷軽減ができます。
大規模システムからスタンドアロンシステムまでシステム規模に応じた構成の実現が可能です。

Ethernet

アラーム
プリンタ

MC Works64
従系サーバ
OPC サーバ

MC Works64
クライアント

MC Works64
主系サーバ
OPC サーバ

帳票
プリンタ

トラッキングケーブル トラッキングケーブル

トラブルがあっても連続稼働できる高信頼のシステムを構築したい。

シーケンサ

GOT

ロボットライン向け
CNC

モーション
コントローラ iQ 
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三菱FA機器とその他製品を組み合わせて、生産現場から、情報システムまでのシステムソリューションを
お客様に提供するシステムインテグレーターです。

生産システム全体をプロデュース。
高度なシステムインテグレーションを実現。

三菱電機から提供する情報連携製品や連携技術（EZSocket、SLMPなど）を用いて、三菱FA機器との
接続親和性の良いアプリケーションソフトウェアやドライバを開発・提供するベンダです。

三菱FA機器との接続親和性を強化する
アプリケーションソフトウェアを開発。

三菱FA機器との接続が容易な機器や、使い勝手を向上させる周辺機器を提供するメーカーです。

三菱FA機器と親和性のある機器を提供。
システム構築やメンテナンス性向上を実現。

450社※を超えるパートナーとの強力な連携。
お客様に最適なソリューションをご提案するため、「e-F@ctory」は多くのパートナーメーカーとの
コラボレーションを展開。FA分野で幅広い製品力を誇る三菱電機と、三菱電機が推進する
FAパートナープログラム〈e-F@ctory Alliance〉に参加しているパートナーとの強力な連携により、
これまで想像もしなかった新たなビジネス創出や新しいものづくりを実現します。

パートナー連携事例

品質向上 安全性向上生産性向上 セキュリティ省エネ

エッジコンピューティング

ITシステム

生産現場

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

省エネ
製品群

駆動
製品群

センサ
製品群

メカトロニクス
製品群

FA-IT
情報連携

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

情報連携処理データ1次処理・ 
分析

※2017年10月現在

S I
パートナー

S I
パートナー

ソフトウェア
パートナー
ソフトウェア
パートナー

機器
パートナー
機器

パートナー

S IパートナーS Iパートナー
System Integration

Partner
System Integration

Partner

ソフトウェア
パートナー
ソフトウェア
パートナー

Software PartnerSoftware Partner

機器パートナー機器パートナー
Device PartnerDevice Partner

パートナー連携事例
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三菱FA機器とその他製品を組み合わせて、生産現場から、情報システムまでのシステムソリューションを
お客様に提供するシステムインテグレーターです。

生産システム全体をプロデュース。
高度なシステムインテグレーションを実現。

三菱電機から提供する情報連携製品や連携技術（EZSocket、SLMPなど）を用いて、三菱FA機器との
接続親和性の良いアプリケーションソフトウェアやドライバを開発・提供するベンダです。

三菱FA機器との接続親和性を強化する
アプリケーションソフトウェアを開発。

三菱FA機器との接続が容易な機器や、使い勝手を向上させる周辺機器を提供するメーカーです。

三菱FA機器と親和性のある機器を提供。
システム構築やメンテナンス性向上を実現。

450社※を超えるパートナーとの強力な連携。
お客様に最適なソリューションをご提案するため、「e-F@ctory」は多くのパートナーメーカーとの
コラボレーションを展開。FA分野で幅広い製品力を誇る三菱電機と、三菱電機が推進する
FAパートナープログラム〈e-F@ctory Alliance〉に参加しているパートナーとの強力な連携により、
これまで想像もしなかった新たなビジネス創出や新しいものづくりを実現します。

パートナー連携事例

品質向上 安全性向上生産性向上 セキュリティ省エネ

エッジコンピューティング

ITシステム

生産現場

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

省エネ
製品群

駆動
製品群

センサ
製品群

メカトロニクス
製品群

FA-IT
情報連携

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

情報連携処理データ1次処理・ 
分析

※2017年10月現在

S I
パートナー

S I
パートナー

ソフトウェア
パートナー
ソフトウェア
パートナー

機器
パートナー
機器

パートナー

S IパートナーS Iパートナー
System Integration

Partner
System Integration

Partner

ソフトウェア
パートナー
ソフトウェア
パートナー

Software PartnerSoftware Partner

機器パートナー機器パートナー
Device PartnerDevice Partner

パートナー連携事例
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e-F@ctory A l l iance パートナー連携事例

スマートな振動センサを持つ機器パートナーA社様と
リモート接続の機器パートナーB社様との連携により、状態監視システムを提供。

設置後4ヵ月で歯車の欠陥を発見

遠隔保守/ 
モニタリングセンター

プライベート
クラウド

デバイス情報
(SLMPプロトコル)

振動センサ

オーガー/
スクリューポンプ

IOモニタ

シーケンサ

・入出力データのモニタ
・入出力データの強制変更

・IO割付け
・3D表示
・搬送シナリオ
・動作トレース

シーケンサより収集した現場実績情報の「見える化」から
生産シミュレーションによる「改善効果予測」を支援

デジタルモックアップ作成ソフトによって、大規模な設備 /装置の動作を事前に検証

レーザ加工機・放電加工機をリモートで状態監視、
遠隔保守するクラウドサービスをパートナー様のご支援により実現

運用・保守フェーズ機器パートナー 設計フェーズソフトウェアパートナー

運用・保守フェーズSIパートナー

設計・生産・運用フェーズソフトウェアパートナー

シーケンサより収集した生産現場の
実績情報をリアルタイムに「見える
化」し、現場課題を早期発見

課題に対する改善案を生産シミュ
レーションソフトウェアで予測し、
最も効果的な策を早期発見

生産現場の情報を生産性向上まで
活用できるサイバーフィジカルシス
テムを実現するソリューション

概念図

高速なシミュレーション実行による検証

シーケンサとの専用接続インタフェースに
よる高速通信でのシミュレーションが可能

・軽量三次元フォーマットによる
　3Dデータの高速表示
・マルチコアを活用した高速な機構
  シミュレーションと動的干渉チェック

別ソフトウェアとの連携で、設備/装置の
コンカレント開発が可能

A社製

リモート接続機器
オペレーショナルデータと
ステータスデータ

水処理センサー

B社製

シーケンサ

ポンプモーターに
直接取り付けられる

水処理センター(ドイツ)

仮想現場（サイバー）

実現場（フィジカル）

CPS連携
実績ログ
見える化

問 題 発 見

生産
シミュレーション

ソフトウェア

改 善 予 測

ソフトウェアパートナー
PLM

ソリューション

対 策 実 施

シーケンサ

実 績 収 集

レーザ加工機・放電加工機の生産性・保全性を支援するリモートサービス

■ 加工機から加工実績および消耗部品情報をクラウドサーバへ転送・見える化
■ 異常発生時、生産設備と遠隔からダイレクトに接続・診断

連携
事例

連携
事例

連携
事例

連携
事例

特長

特長

概念図

A社製振動センサとシーケンサを
パッケージ化
Plug&Playによる簡単設置を実現

B社リモート接続機器により、
専門知識なしにセキュアな
VPN環境構築可能

短期間にスケーラブルな状態監視
システムを構築可能であり、
短期間での投資回収を実現

特長 概念図

ダッシュボード機能

●生産プロセスの改善
●ランニングコスト低減に貢献

稼働情報・加工予測時間などをリアルタイム表示
稼働実績や電力・ガス消費量などを収集・蓄積

リモート診断機能により、保全性を向上

サービスセンターから、お客様の加工機の状況を遠隔診断し
て予防保全
故障時には、当社のスタッフから迅速な対応
サービスセンターから、ソフトウェアのバージョンアップや
加工条件変更が可能

データ送信

VPN接続
Web表示

スマートフォン、タブレット、パソコン

三菱電機サービスセンター

SIパートナー様
クラウドサーバ

お客様

お客様の画面を確認

VPN VPN

S I
パートナー

S I
パートナー

ソフトウェア
パートナー
ソフトウェア
パートナー

ソフトウェア
パートナー
ソフトウェア
パートナー

機器
パートナー

機器
パートナー
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e-F@ctory A l l iance パートナー連携事例

スマートな振動センサを持つ機器パートナーA社様と
リモート接続の機器パートナーB社様との連携により、状態監視システムを提供。
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プライベート
クラウド

デバイス情報
(SLMPプロトコル)

振動センサ
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IOモニタ

シーケンサ
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生産シミュレーションによる「改善効果予測」を支援
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概念図

高速なシミュレーション実行による検証

シーケンサとの専用接続インタフェースに
よる高速通信でのシミュレーションが可能
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A社製

リモート接続機器
オペレーショナルデータと
ステータスデータ

水処理センサー

B社製

シーケンサ

ポンプモーターに
直接取り付けられる

水処理センター(ドイツ)

仮想現場（サイバー）

実現場（フィジカル）
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ソフトウェアパートナー
PLM

ソリューション

対 策 実 施

シーケンサ

実 績 収 集
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■ 加工機から加工実績および消耗部品情報をクラウドサーバへ転送・見える化
■ 異常発生時、生産設備と遠隔からダイレクトに接続・診断

連携
事例

連携
事例

連携
事例

連携
事例

特長

特長

概念図

A社製振動センサとシーケンサを
パッケージ化
Plug&Playによる簡単設置を実現

B社リモート接続機器により、
専門知識なしにセキュアな
VPN環境構築可能

短期間にスケーラブルな状態監視
システムを構築可能であり、
短期間での投資回収を実現

特長 概念図

ダッシュボード機能

●生産プロセスの改善
●ランニングコスト低減に貢献

稼働情報・加工予測時間などをリアルタイム表示
稼働実績や電力・ガス消費量などを収集・蓄積

リモート診断機能により、保全性を向上

サービスセンターから、お客様の加工機の状況を遠隔診断し
て予防保全
故障時には、当社のスタッフから迅速な対応
サービスセンターから、ソフトウェアのバージョンアップや
加工条件変更が可能

データ送信

VPN接続
Web表示

スマートフォン、タブレット、パソコン

三菱電機サービスセンター

SIパートナー様
クラウドサーバ

お客様

お客様の画面を確認

VPN VPN

S I
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S I
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e-F@ctoryは、世界中で課題に最適なソリューションを提供し、
ものづくりの新たな可能性を切り拓いています。

 プラットフォーム・
インダストリー4.0

国　名 ：
実　績 ：

ドイツ
三菱電機は、第４次産業革命に向けて、将来のものづくり
戦略を決定付けるドイツ連邦政府プロジェクトに参加し
ています。

マルチ・スズキ・
インディア

国　名 ：
産　業 ：
実　績 ：

インド
自動車
15ブランド、150以上にのぼる車種を生産するのには
高水準の自動化が必要。そこで、ミスを削減・管理
できるよう、組立工程における完全報告を伴った
「フールプルーフ化」が要求されました。
部品取り付けミスの件数と、それに伴うやり直し費用
を低減。多品種生産に付随する体制の複雑さと設置
スペース、コストを減少し、保守が容易になりました。

日東電工株式会社

国　名 ：
産　業 ：
実　績 ：

日本
電子機器
重要配線を特定するために、漏電監視装置を利用して、
旧または既存配線に状態監視システムを採用。この
システムによって、工場の安全性が向上し、計画的な
保守と国内規制の完全遵守が実現しました。

三菱電機株式会社

国　名 ：
産　業 ：
実　績 ：

日本
電気電子機器製造
短い切替時間で多品種少量生産に対応するために
必要な既存生産ラインの近代化を実施。稼働率1.6倍、
生産性1.3倍、面積生産性を2.8倍向上しました。

Stadtwerke Rotenburg 
an der Fulda

国　名 ：
産　業 ：
実　績 ：

ドイツ
廃水処理
無人処理施設の3基のポンプに状態監視システムを採用。
2つの駆動ギアボックスの故障を防止したことで、システム
費用を回収。（新品のギアボックスにかかる費用とギア
ボックス修繕費用との比率：5対1）2万人超の地元住民の
暮らしを支えています。
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グローバル展開事例
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ロシア鉄道

国　名 ：
産　業 ：
実　績 ：

ロシア
輸送
込み入った計画・解明・追跡調査を必要とする多数の車両
の修復。全段階での自動データ収集で、各車両資産に
ついての正確な記録が可能になりました。これにより、
安全性水準が高まり、資産の漏れがなくなったため、資産
紛失の減少を実現しました。

本田技研工業株式会社

国　名 ：
産　業 ：
実　績 ：

メキシコ（日本）
自動車
データ・安全性・制御を柔軟なトポロジーで支援する、
柔軟で新しい工場データ網を必要としていました。
模範となるホンダのマザー工場である寄居工場（日本）での
試験導入成功を受けて、メキシコの新工場で採用。製造
コンセプトの標準化、操作知識の共有、保守の容易化
などを実現しました。

インテル

国　名 ：
産　業 ：
実　績 ：

マレーシア
半導体
既存の機械にシステム監視を追加することで、品質管理
の向上と予防保全を実現。
試験プロジェクトの後、インテルでは、将来の全社的節
減額を900万米ドルと見積もりました。

フロスト＆サリバン

2015年、フロスト＆サリバン社は、I I oT分野
におけるイノベーション賞の授与という形で、
三菱電機の「e-F@ctory」コンセプトを評
価しました。

ARC Research Group

2016年年初にARCはスマート製造技術の
採用を評価した白書を発表。「e-F@ctory」
がこうした問題を解決するのにいかに適して
いるかを浮き彫りにしました。

IIC Testbed

国　名 ：
産　業 ：
実　績 ：

アメリカ
産業市場分析
Factory Automation Platform as a Service（FA PaaS）
への標準化した取り組みを開発するため、日立製作所・
インテルと共同提案の「製造業向け IoTテストベッド」
を IICが承認。

三菱ハイテクペーパー・
ヨーロッパ有限会社

国　名 ：
産　業 ：
実　績 ：

ドイツ
紙パルプ
大規模製紙工場の26基の重要冷却ファンに状態監視
システムを採用。予定外の操業停止や復旧時間がなく
なっただけでなく、機械や製品への損害もなくなり、１回の
計画外の操業停止を防止したことで、システム費用の
回収も実現しました。
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グローバル展開事例

e-F@ctoryは、世界市場においても
高い評価を受けています。
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参考カタログ/Webサイト

三菱電機FAサイトでは、e-F@ctory Alliance企業の中から
課題解決に最適なパートナーを探すことができます。

その他にも様々な情報をご覧いただけます。

http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/sols/alliancehttps://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/ssl/wap/pamphlet/catalogSelect.do

各製品・ソリューションについてさらに詳しく知りたい方は、
下記カタログをご参照ください。

FAサイト 機器デジタル総合カタログ

制御機器

シーケンサ CNC

駆動機器

サーボ インバータ

エコサーバ

ロボット 表示器 電力管理機器

加工機

放電加工機 レーザ加工機

ネットワーク

製品情報や事例、展示会情報など、三菱電機FAの
すべてを知ることができます。

三菱電機の機器製品カタログを1つに集約。
いつでもどこでも閲覧できます。

SCADA

FAセンサ
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参考カタログ/Webサイト

三菱電機FAサイトでは、e-F@ctory Alliance企業の中から
課題解決に最適なパートナーを探すことができます。

その他にも様々な情報をご覧いただけます。

http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/sols/alliancehttps://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/ssl/wap/pamphlet/catalogSelect.do

各製品・ソリューションについてさらに詳しく知りたい方は、
下記カタログをご参照ください。

FAサイト 機器デジタル総合カタログ

制御機器

シーケンサ CNC

駆動機器

サーボ インバータ

エコサーバ

ロボット 表示器 電力管理機器

加工機

放電加工機 レーザ加工機

ネットワーク

製品情報や事例、展示会情報など、三菱電機FAの
すべてを知ることができます。

三菱電機の機器製品カタログを1つに集約。
いつでもどこでも閲覧できます。

SCADA

FAセンサ
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Webで、知る、調べる、学習する…。三菱電機FAサイトが、
FA機器についての疑問をスピーディに解消します。
FA機器のあらゆる情報がここに集約
三菱電機FAサイト

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機器のさまざまな情報を満載し、すべての三菱FA機器ユーザーを、強力にサポートします。

充 実したコンテンツ

■ 製品情報 
詳しい製品仕様など実務者向けの情報を掲載。

■ 用途・導入事例 
テーマや業界、工程など用途別にご紹介する用途事例や実際にFA製品を導入
されたユーザー企業様の声をご紹介する導入事例を掲載。

■ ソリューション 
三菱FA統合ソリューション e-F@ctory やテーマ別のソリューションを掲載。

■ イベント・キャンペーン情報 
期間限定の製品キャンペーンなど、お得な情報を掲載。

三菱電機FAサイトホームページ URL
www.MitsubishiElectric.co.jp/fa

必要な情報を素早く、確実に。

e-Manual
インターネット環境を活用したWebベースでの学習方式

　三菱電機 FA eラーニング

■「三菱電機 FA eラーニング」とは？
「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。

インターネット環境 eラーニング受講者

■「e-Manual」とは？
e-Manualは、必要なマニュアルをすべて1つのデータベースにでき、
下記のような特長があります。
またe-Manualは、一度ダウンロードすればローカル環境（オフライン）で
ご使用いただけます。
・ 探したい情報を、マニュアル横断で検索できる。
・ 製品のハードウェア仕様などを、イラストから直感的に探せる。
・ よく見るページをお気に入りに登録して、必要な情報をまとめて個別

に管理できる。

e-F＠ctory、e-F@ctory Allianceは、三菱電機株式会社の登録商標または商標です。
Microsoft、Windows、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。
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。
SDロゴ、SDHCロゴはSD-3C、LLCの登録商標または商標です。
MODBUSは、シュナイダー オートメーション インコーポレイテッドの登録商標です。
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。

 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。
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Webで、知る、調べる、学習する…。三菱電機FAサイトが、
FA機器についての疑問をスピーディに解消します。
FA機器のあらゆる情報がここに集約
三菱電機FAサイト

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機器のさまざまな情報を満載し、すべての三菱FA機器ユーザーを、強力にサポートします。

充 実したコンテンツ

■ 製品情報 
詳しい製品仕様など実務者向けの情報を掲載。

■ 用途・導入事例 
テーマや業界、工程など用途別にご紹介する用途事例や実際にFA製品を導入
されたユーザー企業様の声をご紹介する導入事例を掲載。

■ ソリューション 
三菱FA統合ソリューション e-F@ctory やテーマ別のソリューションを掲載。

■ イベント・キャンペーン情報 
期間限定の製品キャンペーンなど、お得な情報を掲載。

三菱電機FAサイトホームページ URL
www.MitsubishiElectric.co.jp/fa

必要な情報を素早く、確実に。

e-Manual
インターネット環境を活用したWebベースでの学習方式

　三菱電機 FA eラーニング

■「三菱電機 FA eラーニング」とは？
「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。

インターネット環境 eラーニング受講者

■「e-Manual」とは？
e-Manualは、必要なマニュアルをすべて1つのデータベースにでき、
下記のような特長があります。
またe-Manualは、一度ダウンロードすればローカル環境（オフライン）で
ご使用いただけます。
・ 探したい情報を、マニュアル横断で検索できる。
・ 製品のハードウェア仕様などを、イラストから直感的に探せる。
・ よく見るページをお気に入りに登録して、必要な情報をまとめて個別

に管理できる。
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この印刷物は、2018年1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）16009-I　1801〈IP〉 2018年1月作成

〒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）3218-6760
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）212-3794
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）224-2624
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）565-3314
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）6486-4122
中国支社	······················· 〒730-8657	 広島市中区中町7-32（ニッセイ広島ビル）	·················································································· （082）248-5348
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）721-2247

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）

FA-IT統合ソリューション
e-F@ctory
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