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サ ー ボ シス テ ム エン ジ ニ アリング ソフトウェア
MELSOFT GX Works3

MELSOFT MR Conﬁgurator2

MELSOFT MT Works2

容量選定ソフトウェア

サーボシステムのエンジニアリング環境
多彩なサーボシステムエンジニアリングソフトウェアで、容量選定からシステム設計、立上げ、保守までフルサポート

シンプルモーションユニット

MELSEC iQ-Rシリーズ

サーボアンプ

MR-J4-B

MR-J4W2-B

サーボモータ

MR-J4W3-B

回転型
サーボモータ

サーボアンプ

MR-J4-A

モーションコントローラ

MELSEC iQ-Rシリーズ
MELSEC-Qシリーズ

サーボモータ

回転型
サーボモータ

サーボアンプ

MR-J4-B

MR-J4W2-B
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MR-J4W2-B

MR-J4W3-B

リニア
ダイレクト
サーボモータ ドライブモータ

サーボモータ

MR-J4W3-B

回転型
サーボモータ

サーボアンプ

MR-J4-B

リニア
ダイレクト
サーボモータ ドライブモータ

リニア
ダイレクト
サーボモータ ドライブモータ

サーボモータ

MR-J4-A

回転型
サーボモータ

リニア
ダイレクト
サーボモータ ドライブモータ
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シーケンサエンジニアリングソフトウェア

MELSOFT GX Works3
シーケンスプログラムはもちろん、
シンプルモーションユニットの設定もこれひとつ
シーケンスプログラムをはじめシンプルモーションユニットのパラメータ、
位置決めデータやカムデータの作成から立上げ、
デバッグ、保守までを
サポートします。

シーケンサエンジニアリングソフトウェア

MELSOFT GX Works3
●概要··········································· 7
●特長··········································· 13
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サーボセットアップソフトウェア

MELSOFT MR Configurator2

サーボセットアップソフトウェア

●概要··········································· 25
●特長··········································· 29

P.25

MELSOFT MR Configurator2
機械系の調整、最適制御、立上げの時間の短縮などをサポート
パソコンを用いてサーボアンプの調整、
モニタ表示、診断、
パラメータの
読出し／書込みやテスト運転が簡単に行えます。

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
●概要··········································· 37
●特長··········································· 41

P.37

容量選定ソフトウェア

MRZJW3-MOTSZ111
●特長

P.51

製品一覧
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三菱電機FAサイト
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開発・生産・サービスサポート体制

P.58

グローバルサポート体制
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FA関連製品
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サービスネットワーク
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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
モーションコントローラの設計、保守を総合的にサポート
モーションSFCプログラムの作成、
パラメータ設定、
デジタルオシロなどに
より、
モーションコントローラのシステム設計・プログラミングからデバッグ・
保守まで、
すべてのシーンに対応できます。

容量選定ソフトウェア

MRZJW3-MOTSZ111
機械の諸定数、運転パターンを設定するだけで、最適なサーボアンプ、
サーボモータ、回生オプションを選定できます。
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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
（GX Works3、MT Works2、GT Works3、
RT ToolBox2 mini、FR Configurator2）
を統合した製品です。
システム設計やプログラミングなどの設計情報を制御システム全体
で共有することで、
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。

FA統合エンジニアリングソフトウェア

MELSOFT iQ Works
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MELSOFT iQ Worksとは

Software

システム管理ソフトウェア

MELSOFT Navigator
GX Works3、MT Works2、GT Works3、RT ToolBox2 mini、
FR Configurator2と組み合せて、
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。
システム構成の設計、
パラメータの一括設定、
システムラベル、一括読出しなどの便利な機能を提供します。

シーケンサエンジニアリングソフトウェア

MELSOFT GX Works3
シーケンサの設計、保守を総合的にサポートするソフトウェアです。
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。

表示器画面作成ソフトウェア

MELSOFT GT Works3
表示器の画面作成を総合的にサポートするソフトウェアです。
よりイメージ豊かな画面作成をサポートするために、
「 簡単」、
「 綺麗」、
「 使いやすい」
の３つをテーマに、使う立場から発想した機能により、作画工数の削減を実現します。

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
モーションコントローラの設計、保守を総合的にサポートするソフトウェアです。
グラフィカルな画面での直感的な設定・プログラミング機能や、
デジタルオシロ・シミュ
レータなどの便利な機能により、
モーションシステムのTCO削減に貢献します。

ロボットエンジニアリングソフトウェア

MELSOFT RT ToolBox2 mini
プログラム作成から立上げ・調整、保守まで統合的にサポートするソフトウェアで
す。3Dビューアによるパラメータや周辺機器のビジュアル化、
メンテナンス予報に
よる予防保全など、
わかりやすい便利機能を豊富に搭載しています。

インバータセットアップソフトウェア

MELSOFT FR Configurator2
インバータの立上げからメンテナンスまでパソコンで簡単に設定できるソフトウェア
です。設定したパラメータのパソコンによる管理や、
シーケンス機能の設定、従来の
インバータシリーズのパラメータを容易に移行できます。
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三菱iQ Platform対応 シーケンサエンジニアリングソフトウェア

MELSOFT

GX Works3

「GX Works3」１つで
シンプルモーションの簡単立上げ

シーケンスプログラム、
ファンクションブロック
（FB）の作成はもちろん、
シンプルモーションユニットの
パラメータ設定からサーボ調整、
デバッグまで様々なシーンをGX Works3のみで対応できます。
使いやすい操作性（Easy to Use）の追及

● グラフィカルで直観的な操作性と、
ユニット構成図、
ユニットラベル・ユニットFBの活用による
「選ぶ」
だけの簡単プログラミング。
● シンプルモーションユニットを始め、各ユニットのパラメータを簡単設定・一括管理。
● エンジニアリングソフトウェアの国際規格 IEC61131-3に適合し、部品化・構造化プログラミングに対応。
● 過去のプログラム資産の流用が簡単。

お客様の技術（ノウハウ）
を保護する強力なセキュリティ機能
● プロジェクトデータを保護するセキュリティキー認証機能を搭載。

グローバル展開をサポートする多言語対応
● メニュー表示等の言語
（日、英、中）
が切替え可能。
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シンプルモーションユニット設定とは

GX Works3

オールインワンのGX Works3
シンプルモーションユニット設定

オールインワンのGX Works3があれば、シンプルモーションユニットのシステム設計・プログラミングから
デバッグ・保守まで、
すべてのシーンに対応でき、効率アップが可能です。
システム設計が簡単

プログラミングが簡単

システム構成もパラメータも
マニュアルレスで設定

書くプログラムから
選ぶプログラムへ

● システム構成からサーボパラメータまで、
「GX Works3」1つで設定。
サーボパラメータ
● MELSOFT MR Configurator2と一体化することで、
が簡単に設定。
● ワンポイントヘルプによりマニュアルレスで簡単に設定。
［システム構成］

● ユニットラベル、
ユニットFBをドラッグ＆ドロップするだけで、
簡単にシーケンスプログラムを作成。

［シーケンスプログラム］

ユニットラベル

［サーボパラメータ］

グラフィカルに設定

MELSOFT
MR Conﬁgurator2
と一体化

選ぶだけの
ユニットラベル

プログラミング

システム設計

Easy to Use

立上げが簡単

ワンタッチ調整で
サーボ調整が簡単
［ワンタッチ調整］

サーボ調整が
簡単

モーション制御が簡単

立ち上げ・
メンテナンス

プログラミング
（モーション制御）

装置に合わせて
カスタマイズ

簡単に同期制御

［軸モニタ］

● ワンタッチ調整によりサーボ調整を自動で実施。
● カスタマイズできる軸モニタで立上げの効率アップ。
● デジタルオシロの波形表示により、簡単に動作確認。

ユニットFB

選ぶだけの
ユニットFB

豊富な
補助機能

位置決めや同期制御が
ワンランク上の編集
［同期制御パラメータ］

［位置決めデータ］

● 豊富な補助機能で位置決めデータを簡単に作成。
● パラメータを設定するだけで、簡単に同期制御。
● カムデータはマウスでドラッグ＆ドロップ、数値入力で簡単に作成。
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書くプログラムから選ぶプログラムへ
ユニット一覧やユニットラベル一覧から形名をドラッグ＆ドロップするだけで、
ユニット構成図やシーケンスプログラムなどを簡単に作成できます。

1

ユニット構成図

装置にあわせて必要なユニットをドラッグ＆ドロップするだけで、
システム設計を簡単に行うことができます。
また、各ユニットをダブルクリックすると、必要なパラメータや位置決めデータを設定するウィンドウを表示します。
シンプルモーションユニット設定

ユニット構成図

パラメータ、位置決めデータなどを設定。

ユニット構成図を起点に
各ユニットのパラメータを設定。

ドラッグ＆ドロップ

ユニットの形名を
ドラッグ＆ドロップすると、
ベースにユニットが表示され
先頭アドレスを自動割付

部品選択（部品一覧）
ユニットの一覧を表示。

ユニットをダブルクリックすると、
パラメータや位置決めデータを
設定するウィンドウが表示

2

シンプルモーションのパラメータ

電子ギアなどの基本パラメータは、選択形式と数値入力で簡単に設定できます。

基本パラメータの算出
ポールネジのリードなどを設定するだけで、
電子ギアの設定が可能。
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シンプルモーションユニット設定とは

3

GX Works3

シーケンスプログラム作成

ユニットFBをエディタにドラッグ＆ドロップするだけで、
シーケンスプログラムの回路を作成できます。
ユニットラベルをドラッグ＆ドロップすると、接点とユニットラベルを表示し、
シーケンスプログラムを作成します。
部品選択（ユニット）

ラダーエディタ

ユニットラベルを
ドラッグ＆ドロップすると、
接点とユニットラベルを表示

ユニットラベル、
ユニット FB を表示。

キーボード操作だけでも
ラダー回路作成。

ファンクションブロック
（FB）
を
ドラッグ＆ドロップするだけで、
シーケンスプログラムを作成

4

シンプルモーションユニットの位置決めデータテーブル

データアシスタント機能を使って、位置決めデータテーブルを簡単に設定することができます。

指定した項目を入力するだけで
位置決めデータテーブルを作成

データ設定アシスタント
位置決め制御方式を選択して、必要な項目だけを入力。
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GX Works3 のシンプルモーションユニット設定機能
プロジェクトウィンドウ
内容をツリー形式で表示し、追加、削除が簡単。
GX Works3 のメニュー

ダブルクリック

アシスタントウィンドウ
システム設定からデバッグまで立上げを支援。
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画面構成

GX Works3

ツールバー

タブ

各機能にあわせて、実行可能なツールボタンを表示し、
すばやくアクセス可能。

タブによるウィンドウ操作で作業効率向上。

ワークウィンドウ
パラメータ、
サーボパラメータ、位置決めデータを設定。
複数画面を表示でき、
プログラミングとデバッグの両立が可能。
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システム構成やパラメータが簡単に設定
プロジェクトウィンドウ
シンプルモーションユニット設定機能のプロジェクトウィンドウはツリー形式で表示しているため、迷わず作業できます。

作業内容
システム設定
パラメータの設定
• パラメータ
• サーボパラメータ

システム設計

位置決めデータの作成
• 位置決めデータ
• ブロック始動データ
プログラミング
同期制御データ作成
• 同期制御パラメータ
• カムデータの作成
デバッグ
• シンプルモーションモニタ
• サーボアンプ操作
• デジタルオシロ

立上げ・
デバッグ

END

グラフィカルなシステム構成
各種サーボアンプ、
サーボモータをグラフィカルな画面で簡単に設定することができます。
設定されたデータが一目でわかり、簡単で分かりやすい構成になっています。
一目でサーボモータの
機種を判別

サーボアンプの機種を
選択するだけ

アンプ設定
サーボアンプシリーズ、
アンプ運転モードを選択するだけで、
各軸に対応したサーボアンプ、運転モードを設定できます。

［システム構成］

サーボアンプ情報
サーボアンプ、
サーボモータの機種を一目で確認。
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クリックするだけで
画面表示

システム設計

プログラミング

立上げ・調整

システム設計の効率アップのために

メンテナンス

GX Works3

わかりやすいパラメータ設定
機械構成や減速比などを入力するだけで、1回転あたりのパルス数、
１回転あたりの移動量を自動計算します。
また、
パラメータも図を使用したわかりやすいワンポイントヘルプを見ながら、
マニュアルレスで簡単に設定できます。
諸元を入力するだけで
自動計算

歯数を設定するだけで
計算

［パラメータ］

基本パラメータ1算出
ボールネジリードなどを設定し、
基本パラメータ1算出をクリックすると
電子ギアのパラメータを計算します。

ワンポイントヘルプ
パラメータ項目を選択すると、対応する
ワンポイントヘルプを表示。
マニュアルレスでデータを設定する
ことができます。

歯数、直径を設定するだけ
で減速比を計算。

ワンポイントヘルプで
マニュアルレス

シンプルモーションユニット設定とドッキングしたサーボパラメータ
GX Works3のサーボパラメータ設定画面がMELSOFT MR Configurator2と同じになりました。操作性が同じため作業効率が向上
します。

MELSOFT MR Conﬁgurator2と一体化

サーボパラメータ
機能別表示、
リスト表示など、設定する方法を
選択可能。

ドッキングヘルプ
設定内容、設定範囲、初期値などが記載され
ているため、
マニュアルレスでデータ設定。
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位置決めなどの設定も使いやすい操作性（Easy to Use）を追求
ユニットファンクションブロック
（ユニットFB）やファンクションブロック
（FB）
をエディタにドラッグ＆ドロップするだけで、
シーケンスプログラムを作成できます。各種補助機能で、位置決めデータ、
カムデータなどの作成をサポートします。
シーケンスプログラム

位置決めデータ

同期制御パラメータ

部品一覧から
ドラッグ＆ドロップ

アシスタントで
簡単にデータ設定

同期制御モジュールの
ビジュアル化

ユニットFBから
ドラッグ＆ドロップ

指令速度の
自動計算

プルダウンリストで
簡単設定

ユニットラベルから
ドラッグ＆ドロップ

補助円弧の
自動計算

簡単な
カムデータ作成

ヘルプ

オフライン
シミュレーション

一目でわかる
カムデータ一覧

ワンポイントヘルプで
マニュアルレス

直感的に「選ぶ」プログラミングをサポート
グラフィカルで直感的な操作性と、
ユニットラベル、
ユニットFBなどの活用による
「選ぶ」
だけの簡単プロラミングを実現します。

シーケンスプログラム
部品一覧から使用する命令をドラッグ＆ドロップするだけで簡単にシーケンスプログラムを作成できます。

ドラッグ＆
ドロップ

部品一覧
接点命令、
出力命令などを
ドラッグ&ドロップするだけで
回路を作成。
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システム設計

プログラミング

プログラミングの効率アップのために

立上げ・調整

メンテナンス

GX Works3

ユニットFBで選ぶプログラミングをサポート
当社提供ユニットFBや登録FBから、必要なFBをエディタ画面にドラッグ&ドロップするだけで、簡単にシンプルモーションユニットを制
御するプログラムが作成できます。

ドラッグ＆
ドロップ

ユニットFB
ユニット構成図から
自動生成。

ユニットラベルで選ぶプログラミングをサポート
ユニット内部のデバイスはわかりやすい信号名称の「ユニットラベル」
として登録済みです。
シンプルモーションユニットを追加すると、
ユニットラベルやユニットFBを自動的に登録します。
ユニットラベルを使用することで、
マニュアルレスで簡単にプログラムの作成ができます。

ドラッグ＆
ドロップ

ユニットラベル
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充実した位置決めデータ設定
位置決めデータテーブルと簡単なシーケンスプログラムを作成するだけで、位置決め制御を簡単に実行できます。
様々な補助機能で、
お客様の位置決めデータテーブルの作成をサポートします。
••データ設定アシスタント
••指令速度の自動計算
••補助円弧の自動計算
••オフラインシミュレーション

データ設定アシスタントで簡単にポイントデータを設定
データ設定アシスタント画面で必要な項目にデータを設定するだけで、各軸の位置決めデータテーブルを自動的に作成します。

入力が必要な項目が明示され、
補間命令の設定が簡単
データ設定アシスタント
位置決め制御方式の命令に対応した項目を設定
するだけで、
マニュアルレスで位置決めデータを作成。

セットを押すと、
自動的に位置決めデータを作成

〈軸1位置決めデータ〉

〈軸2位置決めデータ〉
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システム設計

プログラミング

立上げ・調整

プログラミングの効率アップのために

メンテナンス

GX Works3

指令速度の自動計算
移動距離、加減速時間、運転時間から、指令速度を自動で計算します。
タクトタイムに合わせて
指令速度を計算でき、便利

［指令速度の自動計算］

シミュレーションも可能

［計算結果をシミュレーション］

補助円弧の自動計算
直線で交わる交点に円弧を簡単に挿入することができ、
シミュレーションで円弧挿入の結果を確認できます。
P0

P11
P1

P12

P2

P0からP11、P12経由でP2へ移動する円弧を挿入。
角を丸めるときに便利

［補助円弧の自動計算］

シミュレーションが可能

［計算結果をシミュレーション］

補助円弧の自動計算
直線で交わる交点に円弧を
簡単に挿入。
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同期制御パラメータ
パラメータにデータを設定し、同期制御始動をONするだけで、簡単に同期制御ができます。

各軸同期パラメータ
ワンポイントヘルプとプルダウンリストからの選択で、同期制御パラメータが簡単に設定できます。
［各軸同期パラメータ］

同期制御モジュールの
ビジュアル化

ワンポイントヘルプ
選択された項目の説明により、
マニュアルレスでデータを設定。

ワンポイントヘルプで
マニュアルレス
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システム設計

プログラミング

立上げ・調整

プログラミングの効率アップのために

メンテナンス

GX Works3

カムデータ
概略のカムデータはマウスで作成し、詳細は数値入力することで、簡単にカムデータを作成できます。

カムデータを簡単に作成
••ストローク、速度、加速度、躍動をグラフ上で確認しながら設定できます。
••CSV形式でのカムデータのインポートとエクスポートができます。
••カムデータをパスワードで保護することができます。
［カムデータ新規作成］

［カムデータ編集］

カム作成
1 マウスでカム曲線を
自由に作成

カム曲線の一端をドラッグして、概略の
カムデータを作成。

2 数値入力で
カムデータを完成

ストローク設定
概略のカムデータを元に、終了点、
ストロークを
修正し、
カムデータを完成。

一目でわかるカムデータ一覧
カムデータのサムネイル表示で、作成したカムデータの確認が簡単です。
一目でわかる
カム曲線

［カムデータ一覧］

コメント
コメントを編集でき、
カムデータ管理が容易。
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カスタマイズできる軸モニタで立上げの効率アップ
カスタマイズできる軸モニタ
豊富なモニタ情報から必要なモニタ項目、軸の選択や順序を設定できます。
［軸モニタ］

モニタ項目
モニタ項目の選択や順序を任意
に設定することが可能。

カスタマイズ可能な
軸モニタ

［モニタ項目選択］

［モニタ軸選択］

必要な項目を
選択できます

デバッグに必要な軸を選択して
「追加」
をクリック

モニタ項目の
順序を変更できます
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システム設計

プログラミング

立上げ・調整の効率アップのために

立上げ・調整

メンテナンス

GX Works3

サーボの運転情報をチェックできるサーボモニタ
ユニットの消費電力や積算電力量がモニタでき、
サーボアンプ、
サーボモータの情報が一目で確認できます。
［サーボモニタ］

MELSOFT MR Conﬁgurator2と一体化

モニタ項目
モニタ設定ウィンドウ

MELSOFT MR Configurator2と一体化したサーボアンプ操作
GX Works3だけでサーボの診断や調整をすることができます。
［診断］

MELSOFT MR Conﬁgurator2と一体化

MELSOFT MR Conﬁgurator2の［診断］
［診断］
• サーボアラーム表示
• アラーム発生時データ表示
•ドライブレコーダ
• 回転しない理由表示
• システム構成表示
• 寿命診断
• 機械診断
• フルクローズド診断
• リニア診断

［調整］
MELSOFT MR Conﬁgurator2と一体化

MELSOFT MR Conﬁgurator2の［調整］
［調整］
• ワンタッチ調整
• チューニング
• マシンアナライザ
• アドバンストゲインサーチ
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高度なデジタルオシロで立上げサポート
デジタルオシロ
モーション演算周期に同期したデータ収集と波形表示により、動作確認、
トラブルシューティングを強力に支援します。
••目的別プローブ設定から見たいデータを設定できます。
••ワード16CH、
ビット16CHのデータをサンプリングできます。
このうち、
ワード8CH、
ビット8CHのデータをリアルタイムに表示できます。
カーソルJOG

カーソルウィンドウ

カーソルJOG画面を操作して、
縦軸カーソル［A］、
［ B］、横軸
カーソル
［1］
［
、2］
を移動。

メイン画面での縦軸カーソル、横
軸カーソル、
トリガカーソル位置
のデータを表示。
カーソルが移動後の位置のデー
タを表示。

ワード波形選択ボタン

波形表示エリア

操作対象とするワード波形を
選択。

ワードデータ8CH、
ビットデータ
8CHを表示。

目的別リストからの選択だけで
プローブを設定可能

［デジタルオシロアシスタント］
デジタルオシロのアシスタント機能に沿って操作するだけで、
データをサンプリングできます。
① コントローラとパソコンを接続する通信設定を行います。
② サンプリングするプローブ項目を選択します。
③ サンプリング条件を設定します。
④ サンプリングを開始します。
⑤ サンプリング条件およびサンプリングしたデータを、
サンプリングデータとしてファイルに保存します。
アシスタント機能に沿って
操作するだけで簡単設定

サンプリング条件を簡単設定
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システム設計

プログラミング

立上げ・調整・メンテナンスの効率アップのために

シーケンサと連携したシミュレーション

立上げ・調整

メンテナンス

GX Works3

近日対応

GX Works3のシミュレータを使用することで、
プログラムの動作をデバッグ段階に実機レスで確認できます。
また、
モーション制御のシミュレーションも可能です。
シーケンサ実機なしでのオフラインデバッグ

シーケンサを用意しなくても、設計後すぐに
パソコンだけでデバッグを行うことができます。

イベント履歴で動作中のイベントを確認
MELSEC iQ-Rシリーズでは、各ユニットで発生したイベントをCPUユニットに格納することができます。
プログラム書込み操作、
エラー
発生といった情報が時系列で一覧として表示されるため、
トラブルが発生した際の原因調査、復旧対応を迅速に行うことができます。

CPUユニットへの操作、
エラーが時系列で表示され、
イベント発生要因を簡単に確認

プログラム書込み操作の詳細情報を表示
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三菱iQ Platform対応 サーボセットアップソフトウェア

MR Configurator2

MELSOFT

Easy to Use ─
洗練された立上げ・調整を簡単に
Servo amplifer
Position
command

+ -

Speed
command
Position
control

+ -

Position loop

Torque
command
Speed
control

+ -

Speed loop

Current
detection
Current
control

Servo motor

M

Current loop

Speed feedback signal
Position feedback signal

Interface

Encoder

サーボアンプと接続してサーボ調整、
モニタ、診断、パラメータ読出し／書込み、
テスト運転を
簡単に行うことができ、装置の性能を最大限に引き出します。
※ MELSOFT MR Configurator2はMELSOFT GX Works3、MELSOFT MT Works2に同梱されています。

使いやすい操作性（Easy to Use）の追求

● 初めて使う人もワンタッチ調整で簡単にサーボ調整が可能。
● 高度なサーボ調整が簡単に操作でき、
サーボ調整の効率をアップ。
● プルダウンリストとドッキングヘルプを併用することで、
マニュアルレスでサーボパラメータを簡単に設定。

運用保守機能の充実

● 機械の摩擦や振動を推定して表示する機械診断、
コンデンサやリレーの交換時期の目安となるアンプ寿命診断などを充実。
● 万一、
トラブルが発生しても原因解析ができるように、
サーボデータを保存するドライブレコーダの機能を充実。

グローバル展開をサポートする多言語対応
● メニュー表示等の言語
（日、英、中）
が切替え可能。
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MELSOFT MR Configurator2とは

MELSOFT MR Configurator2

サーボアンプの性能を十分に引き出す
MELSOFT MR Configurator2
装置の立上げ、
デバッグに威力を発揮し、
メンテナンスも様々な機能でサポートし、効率アップできます。

システム設計が簡単

簡単にサーボ調整

マニュアルレスの
パラメータ設定を可能に

ワンタッチ調整で
サーボ調整を簡単に

● サーボパラメータの詳細はドッキングヘルプで簡単に確認。
● 選択式のプルダウンリストでサーボパラメータを簡単設定。

● サーボ性能を最大限に引き出すための調整を自動で実行。
● 調整後には整定時間やオーバシュート量で調整結果を確認。
［ワンタッチ調整］

［機能別表示］

［オートチューニング］
［プルダウンリスト使用例］

ドッキングヘルプ

プルダウン
リスト

簡単に
サーボ調整

システム設計

オート
チューニング

Easy to Use

メンテナンスが簡単

メンテナンスを
簡単にするために

ワンタッチ調整

アンプ
寿命診断

［アンプ寿命診断］

高度なサーボ調整

メンテナンス

高度な
サーボ調整

機械診断

マシンアナライザ

機械共振
フィルタ

ワンランク上の
サーボ調整
［フィルタ設定］

［機械診断］

［マシンアナライザ］
● サーボアンプの通電時間や突入リレーのオン／オフ回数を
簡単に確認。
● 稼働開始時のデータと比較して機械の経年劣化を表示。

● マシンアナライザで波形を表示し、機械共振周波数を測定。
● 機械共振フィルタの設定が簡単。
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MELSOFT MR Conﬁgurator2 の画面構成

プロジェクトウィンドウ
内容をツリー形式で表示し、追加、
削除が簡単。

サーボアシスタント
ガイダンス表示に従って作業を進め
るだけで、
サーボ設定からサーボ調
整まで簡単に行えます。
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画面構成

MELSOFT MR Configurator2

タブ
タブにより画面を簡単に切り換え。

ワークウィンドウ
パラメータ、
プログラムの設定。
プルダウンリストからの選択操作で
簡単にパラメータ設定。

ドッキングヘルプ
パラメータの内容を表示。
マニュアルレスで設定可能。
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Easy to Useの発想をもとに、
操作性を磨きあげたMELSOFT MR Configurator2
システム設計

立上げ・調整

メンテナンス

機能別表示／
リスト表示で設定可能

ワンタッチ調整で
簡単にサーボ調整

アンプ寿命診断で
予防保全を支援

プルダウンリスト
から選択

マニュアル設定で
さらなる性能追求

機械診断で
先手の予防診断

ヘルプ

サーボ動作を
波形表示

ドライブレコーダで
原因解析に有効

ドッキングヘルプで
マニュアルレス

機械特性を
測定可能

ガイダンス表示する
サーボアシスタント

設定作業を助けるサーボアシスタント
ガイダンス表示に従って作業を進めるだけで、
サーボアンプのセットアップが完了します。
関連機能をショートカットボタンで呼び出せるため、
パラメータ設定やチューニングが容易に行えます。

［アラーム表示］

クリック

システム設計
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立上げ

調整

保守・運用

システム設計

立上げ・調整

システム設計の効率アップのために

メンテナンス

MELSOFT MR Configurator2

機能別／リスト表示を選択できるサーボパラメータ
サーボパラメータ設定は機能別表示とリスト表示が可能です。

機能別表示
1軸単位でパラメータの内容を確認しながら設定することができます。
ドッキングヘルプとプルダウンリストを使うことで、
マニュアルレスによるパラメータ設定が可能です。

マニュアルレス
プルダウンリスト
プルダウンリストからの選択
操作で設定。

ドッキングヘルプ
選択項目に対応する説明を
表示。

リスト表示
複数軸表示により、複数軸まとめて設定することができ、設計効率を向上します。
他の軸のデータがコピー＆ペーストできます。

リスト表示
表形式で複数軸の内容を
見ながら設定・確認。

まとめてコピー
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立上げ・調整の効率アップを可能にした
MELSOFT MR Configurator2
サーボの状態が一目でわかるサーボモニタ
サーボアンプ、
サーボモータのデータを様々な項目でモニタできます。
• 一括表示
• ABSデータ表示
• システム構成表示
• アラーム表示
• アラーム発生時データ表示
• 回転しない理由表示

一括表示
ユニットの消費電力や積算電力量をリアルタイムでモニタできます。
［モニタ設定］
デバッグに必要な軸やデータを選択でき、
デバッグ効率を上げられます。

ユニット消費電力、
ユニット積算電力量で
簡単に電力チェック

絶対位置表示
サーボアンプに格納された原点から計算されたエンコーダの多
回転／1回転内データを表示します。
立上げ調整中、機械とサーボモータのずれ量を確認することが
できます。

軸選択

モニタデータ選択

表示する軸を選択。

表示する項目を選択。

システム構成表示
サーボアンプやサーボモータの情報を一目で確認することができます。
機械や盤内のサーボアンプ、
サーボモータの形名などを一括確
認できます。

一目で形名を
チェック

簡単に位置を
チェック
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システム設計

立上げ・調整の効率アップのために

立上げ・調整

メンテナンス

MELSOFT MR Configurator2

アラーム表示
MELSERVO-J4シリーズではサーボアラームを３桁で表示します。
アラーム発生時、発生要因を絞り込むことができ、
トラブルシューティングが容易になります。

マニュアルレスで
トラブルシュート

簡単に
アラーム発生時の状態確認

［アラーム発生時データ表示］

アラーム表示
発生要因、調査方法、調査結果、
処置が表示されマニュアルレスで
トラブルシューティング。

不足電圧アラームの場合、
アラーム番号で主回路電源と制御回路電源の
不足電圧が識別できます。

回転しない理由表示
対象軸が回転しない場合に、
サーボアンプから要因を取得できるため、立上げが早くできます。
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装置に合わせて選択できるサーボ調整
様々なサーボ調整機能で装置に最適な調整ができます。

ワンタッチ調整で簡単にサーボ調整
••ワンタッチ調整画面で整定時間、
オーバシュート量を確認できます。
••ワンタッチ調整後、
さらに性能を追求したい場合に、
［チューニング］画面で制御ゲインを微調整できます。
［ワンタッチ調整］

［チューニング］
クリックするだけで、
ワンタッチ調整

調整結果を
表示

ゲインの
微調整を実施

性能を追求する場合の
サーボ調整

調整結果を
表示

オートチューニングでリアルタイムにサーボ調整
剛性の高い装置など、
オートチューニング機能だけで十分なサーボ調整ができます。
オートチューニングモードにして運転すると、機械に最適なサーボ調整をリアルタイムに行います。

シーリング
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オートチューニング応答性を
設定するだけで、自動でサーボ調整

オートチューニング
オートチューニングで自動的にサーボ調整。

システム設計

立上げ・調整の効率アップのために

立上げ・調整

メンテナンス

MELSOFT MR Configurator2

ワンランク上のサーボ調整
サーボ調整で必要とされる様々な機能で、
ワンランク上のサーボ調整ができます。
••マシンアナライザで波形を表示し、機械共振周波数を測定できます。
••チューニングでフィルタ設定、制振制御を設定することで、機械共振を抑制できます。
••グラフで調整結果を波形表示できます。
••グラフの重ね書きができるので、調整前後の波形表示が視覚的に確認できます。
［マシンアナライザ］
サーボモータを自動的に加振させ、機械系の周波数特性
（10Hz〜4500Hz）
を解析します。
機械共振抑制フィルタなどの設定を支援します。

機械の固有振動を
簡単チェック

「チューニング」をクリックするだけで、
パラメータを自動設定

［チューニング］
［フィルタ設定］

フィルタや制振制御を設定できます。

10Hz〜4500Hzの範囲で最大5個
設定できます。

［制振制御設定］

0.1Hz〜300Hzの範囲で最大2個
設定できます。

［グラフ］
サーボ調整のための便利機能
• 測定チャンネル数の拡張
アナログ7CH、
デジタル8CH
• 履歴管理
• グラフデータの重ね書き
•トルク特性図
（ST特性）
• FFT表示

測定可能なアナログデータ
• モータ速度
• 指令パルス周波数
• 速度指令
• 実効負荷率
• 1回転内位置
• 整定時間など

調整結果を簡単に
グラフ化
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メンテナンス効率アップを支援するサーボ診断
サーボアンプやサーボモータのメンテナンスを容易にするため、様々なツールを準備します。

サーボアンプの大容量ドライブレコーダで、異常発生時の状態チェック
アラーム発生前後のサーボデータ
（モータ電流、位置指令など）
を、
ドライブレコーダから読み出すことで、原因解析に活用できます。
過去に発生した16個分のアラーム履歴の波形やモニタ値を確認できます。
1 常に一定時間分のデータを
メモリに格納

2 サーボアンプでアラーム発生時に
データを不揮発性メモリに保存

3 アラーム発生時の波形と
モニタ値を表示

波形表示

モニタ値表示

4 発生要因を
簡単に解析

母線電圧が低下
主回路電源が
オフしていることがわかった！

システムダウンを未然に防ぐアンプ寿命診断
通電時間累積や突入リレーが確認できます。
サーボアンプの有寿命部品のコンデンサやリレーの交換時期の目安情報として使用できます。

平滑コンデンサ
突入リレーON/OFF回数を
一目で確認
定期的に
チェック
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システム設計

立上げ・調整

立上げ・調整・メンテナンスの効率アップのために

メンテナンス

MELSOFT MR Configurator2

フルクローズド診断
外付けエンコーダの機械端帰還パルスのモニタと極性、電子ギア設定を一目で確認し、調整時間の短縮を図ることができます。
一目でフルクローズ情報を
チェック

指令パルス累積

セミクローズド／
フルクローズドの
ステータスチェックが簡単

機械端帰還パルス

極性のチェックが
簡単

リニア診断
外付けリニアエンコーダの帰還パルスのモニタと極性、分解能設定を一目で確認し、調整時間の短縮を図ることができます。
一目でリニアサーボモータ情報をチェック

指令パルス累積

帰還パルス累積

エンコーダ分解能を
簡単設定

極性のチェックが
簡単

機械の経年劣化を把握し、予防保全に貢献する機械診断
通常の運転を行うだけで、機械の摩擦や振動を推定して表示します。
稼働開始時の値と比較することで、稼働後の機械がどれほど劣化しているかが把握でき、予防保全に役立ちます。

定期点検で
チェック
稼働前の機械

稼働後の振動が
大きくなった機械
36

三菱iQ Platform対応 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

モーションコントローラの性能を引き出す
エンジニアリングソフトウェア

モーションコントローラのパラメータ設定、
モーションSFC プログラム作成からサーボ調整、
デバッグまで全てのシーンに対応できます。
使いやすい操作性（Easy to Use）の追求

● モーションコントローラのプログラミングを様々な便利な機能でサポート。
● ワンポイントヘルプを見ながらマニュアルレスで設定可能。
● 機械構成や減速比などを入力するだけで、一回転パルス数、一回転移動量を自動計算。
● 豊富なモニタ機能でモーションコントローラの動作状況を簡単に確認。
● 過去のプログラム資産の流用が簡単。

お客様の技術（ノウハウ）
を保護する強力なセキュリティ機能
● プロジェクトデータを保護するセキュリティキー認証機能を搭載。

グローバル展開をサポートする多言語対応
● メニュー表示等の言語
（日、英、中）
が切替え可能。
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MELSOFT MT Works2とは

MELSOFT MT Works2

モーションコントローラの設計から
メンテナンスまでを総合的にサポート
システム設計から立上げ調整、
メンテナンスまで対応し、
モーションコントローラの性能を引き出すことがで
きるエンジニアリングソフトウェアです。
システム設計が簡単

プログラミングがわかりやすい

システム構成もパラメータも
マニュアルレスで設定可能

理解しやすいフローチャート形式の
モーションSFCプログラム

● システム設定からサーボパラメータまで、
１ツールで設定可能。
● MELSOFT MR Configurator2と一体化することで、
サーボパラ
メータが簡単に設定。
● ワンポイントヘルプによりマニュアルレスで簡単に設定。

● モーション制御のプログラムを
「モーションSFC
（Sequential
Function Chart）
機能」
フローチャート形式の記述。
● 命令ウィザードやワンポイントヘルプを使って簡単に編集。
［モーションSFCプログラム］

［サーボネットワーク設定］
［サーボパラメータ］
［プログラム編集］

グラフィカルな
システム設定

MELSOFT
MR Conﬁgurator2
と一体化

プログラミング

システム設計

命令ウィザード
による
サーボプログラム

Easy to Use

メンテナンス機能が充実

安心できる
堅牢なセキュリティ

フローチャート形式で
プログラム

シーンに合わせた
セキュリティ

［セキュリティ］

メンテナンス

ユニット交換が簡単な
バックアップ

［バックアップ］

● セキュリティ機能でデータの保護が可能。
● バックアップ機能でユニット交換が簡単。

立上げが簡単
調整が簡単

立上げ

装置に合わせた
軸モニタ

ワンタッチ調整で
サーボ調整が簡単
［ワンタッチ調整］

［軸モニタ］

● カスタマイズできる軸モニタで立上げの効率アップ。
● 豊富なサーボ調整機能でワンランク上のサーボ調整が可能。
● デジタルオシロの波形表示により、
簡単に動作確認。
オフラインでサンプリングでき、
データ収集の効率アップ。
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MELSOFT MT Works2 の画面構成

タブ
タブによるウィンドウ操作で作業効率向上。

プロジェクトウィンドウ
内容をツリー形式で表示し、
追加、削除が簡単。

アウトプットウィンドウ
プログラム変換時のエラー、
ワーニングを表示。

39

画面構成

MELSOFT MT Works2

ワークウィンドウ
パラメータ、
サーボパラメータ設定。
プルダウンリストからの選択操作で
簡単にパラメータ設定。
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Easy to Use を追求したMELSOFT MT Works2
システム設計から立上げ調整、
メンテナンスまでを総合的にサポートします。

システム構成

モーションSFC

同期制御パラメータ

グラフィカルな画面で
システム設定

フローチャート形式の
プログラミング

同期制御モジュールを
ビジュアル化

グラフィカルな画面で
電子ギア設定

命令ウィザードで
プログラミング

プルダウンリストで
簡単設定

コピー&ペーストで
軸データをコピー

命令選択画面で
サーボプログラム編集

簡単に
カムデータを作成

一目でわかる
サーボプログラム一覧

一目でわかる
カムデータ一覧

カスタマイズできる
軸モニタ

一目でわかる
エラー一括モニタ

オフラインが可能な
デジタルオシロ

ヘルプ

セキュリティ

ワンポイントヘルプで
マニュアルレス

シーンに合わせた
セキュリティ機能

各種モニタ

グラフィカルな画面設定
[サーボネットワーク設定]
各種サーボアンプ、
モータ、
ヘッドユニットをグラフィカルな画面で簡単に設定することができます。
設定されたデータが一目でわかり、簡単で分かりやすい構成になっています。

アンプ情報

サーボアンプの機種を
選択するだけの簡単設定

サーボアンプ、
ヘッドユニット、
パートナーメーカのアンプを選択できます。

一目でサーボモータの
機種を判別

サーボアンプ情報
サーボアンプ：16局
ヘッドユニット：4局
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システム設計

プログラミング

立上げ・調整

システム設計の効率アップのために

メンテナンス

MELSOFT MT Works2

モーション制御パラメータ
機械構成や減速比などを入力するだけで、一回転パルス数、一回転移動量を自動計算します。
また、
パラメータも図を使用したわかりやすいワンポイントヘルプを見ながら、
マニュアルレスで簡単に設定できます。

マニュアルレスで設定できる軸設定パラメータ
諸元を入れるだけで
計算可能

軸ラベル
軸番号と軸ラベルを表示。

ワンポイントヘルプで
マニュアルレス

ワンポイントヘルプ
ワンポイントヘルプを見ながら
パラメータを設定。

なめらかな加速を実現できるアドバンストS字加減速
アドバンストS字加減速により、
なめらかに加速する区間と最大加速する区間を設定することで、装置の揺れを最小限にとどめると共に、
高タクト化を実現できます。

マウスで加減速曲線を
自由に作成

モーションコントローラ共通パラメータ
マーク検出、
リミットスイッチ出力、
ビジョンシステムなどの機能は、
プルダウンリストから選ぶだけで簡単に設定できます。
［マーク検出］

［リミット出力データ］

プルダウンリスト
選択できるデータを表示し、
マニュアルレスで
データを設定。
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操 作 性 を 重 視した プ ログ ラ ム 環 境
モーションSFCの考え方
人が考える概略フローと同じ概念でモーションSFC プログラムに記述することができます。

人が考える概略フロー

モーションSFCプログラム

位置決め

位置決め

停止中

位置決め指令

位置決め完了待ち

!M2001
ABS-1
軸
アドレス
速度

1
12345.0µm
10000.00mm/min

M2401

END

END
モーション SFC プログラムの編集

フローチャート形式のモーションSFCプログラム
モーションコントローラはモーション制御プログラムを
「モーションSFC
（Sequential Function Chart）
機能」
によりフローチャート形式
、 （移行条件判定）
、 （モーション制御）
などのアイコンをクリックして工程順に並べる
で記述します。 （算術演算、I/O制御）
だけで、簡単に全体動作をプログラミングできます。

プログラム編集
命令ウィザードやワンポイントヘルプを指定して検索ができます。

［編集］

ダブルクリック

命令ウィザードで
選択するだけ
命令ウィザード
使用する命令を選択。

クロスリファレンス
クロスリファレンスはプログラム中のデバイスやラベルからクロスリファレンス情報一覧を作成します。
対象デバイスをダブルクリックすると、対応するプログラムへジャンプします。

ダブルクリックで
ジャンプ
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システム設計

プログラミング

プログラミングの効率アップのために

立上げ・調整

メンテナンス

MELSOFT MT Works2

サーボプログラム
サーボプログラムを作成するとき、様々な便利機能でサポートします。
••軸ラベル
（名称）
でプログラミングができます。
••ワンポイントヘルプや命令ヘルプにより、
マニュアルレスでプログラミングができます。

命令ウィザードによるサーボプログラム編集
命令ウィザードや命令ヘルプでマニュアルレスでプログラム編集ができます。
軸ラベルでわかりやすい
プログラミング

［命令選択］

［サーボプログラム編集］

ワンポイントヘルプ、命令ヘルプ
設定内容、設定範囲などが記載されているため、
マニュアルレスで設定可能。

一目でわかるサーボプログラム一覧
プログラムの一覧、
プログラムのコメント表示だけでなく、編集が可能です。

プログラム一覧で
簡単に編集

サーボプログラム一覧
作成したサーボプログラムの一覧を表示・編集が可能。
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同期制御パラメータ
パラメータにデータを設定し、同期制御始動をONするだけで、簡単に同期制御ができます。
同期制御モジュールを
ビジュアル化

同期パラメータ

プルダウンリストで
マニュアルレス

プルダウンリストで簡単設定

［入力軸パラメータ］

［各軸同期パラメータ］

ワンポイントヘルプ

入力軸パラメータ

ワンポイントヘルプを見ながら、
各項目を設定。

選択できるデータを表示し、
マニュアルレスでデータを設定。

自由度の高いカムデータ
概略のカムデータはマウスで作成し、詳細は数値入力すれば簡単にカムデータを作成できます。
••カムストローク範囲 −100～100
［%］
••ストローク、速度、加速度、躍動をグラフ上で確認しながら設定できます。
••CSV形式でのカムデータのインポートとエクスポートができます。
2 数値入力で
カムデータを完成

1 マウスでカム曲線を
自由に作成

カムデータ作成
カム曲線の一端をドラッグして、概略の
カムデータを作成。

ストローク設定
概略のカムデータを元に、終了点、
ストロークを
修正して、
カムデータを完成。
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システム設計

プログラミング

立上げ・調整

プログラミングの効率アップのために

メンテナンス

MELSOFT MT Works2

プログラム資産の流用
必要なモーションSFCプログラムを、流用元プロジェクトから流用先プロジェクトへドラッグ&ドロップするだけで、従来のモーションコント
ローラのプロジェクトが簡単に流用できます。
［MELSEC Qシリーズ プロジェクト］

［MELSEC iQ-Rシリーズ プロジェクト］

ドラッグ＆
ドロップ

ファイルコピー
MELSEC-Qシリーズのプロジェ
クトをMELSEC iQ-Rシリーズの
プロジェクトへコピー。

コメント表示
プロジェクトツリーにプログラムの
コメント表示が可能。

コピー&ペーストで軸データをコピー
データのコピー＆ペーストにより、
キー入力せずに簡単に設定ができます。

コピー＆
ペースト
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立上げ・調整の効率アップのためのモニタ機能
モニタ
装置にあわせて軸モニタをカスタマイズして、
デバッグ効率をアップできます。
エラー発生時、
モーションコントローラエラー一括モニタで関連するエラーを見つけ、
トラブルシューティングが簡単にできます。

カスタマイズできる軸モニタ
豊富なモニタ情報から装置にあったモニタ項目、軸を選択することができます。
［軸モニタの項目選択］
「上へ」、
「下へ」
を使ってモニタ項目の並び替えができます。

必要な項目を
選択できます

カスタマイズ可能な
軸モニタ

モニタ項目の順序を
変更できます

一目でわかるモーションコントローラエラー一括モニタ
モーションコントローラ、
サーボアンプのエラー情報を一括で参照することができます。
［CSVファイル保存］
エラー履歴をCSVファイルへ書き込むことができ、
原因調査に役立ちます。

データ保存が
簡単
一目でわかる
一括モニタ
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システム設計

プログラミング

立上げ・調整の効率アップのために

立上げ・調整

メンテナンス

MELSOFT MT Works2

MELSOFT MR Configurator2と一体化したサーボアンプ操作
MELSOFT MT Works2は、MELSOFT MR Configurator2と一体化、
サーボ診断やサーボ調整が簡単に行えます。
［調整の例］

MELSOFT MR Conﬁgurator2と一体化

MELSOFT MR Conﬁgurator2の［調整］
［調整］
• ワンタッチ調整
• チューニング

• マシンアナライザ
• アドバンストゲインサーチ

オシロスコープのようなデジタルオシロ
モーション演算周期に同期したデータ収集と波形表示により、動作確認、
トラブルシューティングを強力に支援します。
••目的別プローブ設定から見たいデータを設定できます。
••ワード16CH、
ビット16CHのデータをサンプリングできます。
このうち、
ワード8CH、
ビット8CHのデータをリアルタイムに表示できます。
••オフラインで、
サンプリングが可能です。
••サンプリングデータをSDカードに保存し、
パソコンでデータ解析が可能です。
••デジタルオシロアシスタント機能で簡単に設定ができます。
アシスタントで
簡単に波形表示
カーソルウィンドウ

カーソルJOG

メイン画面での縦軸カーソル、
横軸カーソル、
トリガカーソル位置
のデータを表示。
カーソル移動後の位置のデータ
を表示。

カーソルJOG画面を操作して、
縦軸カーソル［A］、
［ B］、横軸
カーソル
［1］
［
、2］
を移動。

ワード波形選択ボタン

波形表示エリア

操作対象とするワード波形を
選択。

ワードデータ8CH、
ビットデータ
8CHを表示。

選択だけでプローブを設定可能
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安 心 で き る 堅 牢 な セ キュリティ
シーンに合わせたセキュリティ
シーンに応じたセキュリティ機能を選択できます。
データ項目ごとにセキュリティをかけることができ、個々のカムデータにセキュリティ有無を選択できます。

セキュリティキー機能
モーションコントローラとパソコンにセキュリティキーを設定することにより、
お客様の技術
（ノウハウ）
の流出を防ぎます。
••セキュリティキーを登録していないパソコンではプログラムを開けないようにロックします。
••セキュリティキーを登録していないCPUユニットではプログラムを実行できないようにします。
R32MTCPU

プログラムの表示不可

セキュリティキーなし
MELSOFT MT Works2

プログラムの実行不可

プロジェクト

［セキュリティキー設定］

セキュリティキー

［セキュリティキー管理］

登録されているセキュリティキーの一覧を表示して
状況を表示します。
データ項目ごとに
パスワードを設定可能
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システム設計

プログラミング

メンテナンスの効率アップのために

立上げ・調整

メンテナンス

MELSOFT MT Works2

ファイルパスワード
モーションコントローラ内に格納されたデータにパスワードを設定することができます。
書込みまたは読出し時にパスワード入力が必要となりデータを保護できます。
［ファイルパスワード］

パスワード対象のデータ
モーションSFCパラメータ、
モーションSFCプログラム、
サーボプログラム、各種パラメータ、
カムデータ。

データ項目ごとに
パスワードを設定可能

ユニット交換を簡単にするバックアップ
モーションコントローラ内データをセーブ／ロードすることができ、
ユニット交換をする時役立ちます。

［バックアップデータ］
• Rシリーズ共通パラメータ
• モーションコントローラ共通パラメータ
• モーションSFCプログラム
• 同期制御パラメータ
• カムデータ、
カム編集データ
• ラッチデバイス
• パスワード情報
• モーションコントローラ内の絶対位置情報など。

原点復帰せずに立上げ可能
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容量選定ソフトウェア

MRZJW3-MOTSZ111
装置に最適なサーボアンプ、サーボモータを選定
容量選定ソフトウェア MRZJW3-MOTSZ111
機械の諸元、運転パターンを設定するだけで、最適なサーボアンプ、
サーボモータの容量、回生オプションを選定できます。
三菱電機FAサイトホームページより無償でダウンロードできます。

■ボールねじ水平、
ボールねじ垂直、
ラック&ピニオン、
ロールフィード
回転テーブル、台車、昇降機、
コンベア、
リニアサーボ、
その他
■入力緒元、運転パターン、計算過程、選定結果の送り速度と
トルクのグラフ、選定結果の印刷

アンプシリーズ選択

計算結果グラフ表示

運転パターン

選定結果

機械構成の選択
機械に合わせて機械構成を選択します。
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［ボールねじ水平］

［ボールねじ垂直］

［ラック＆ピニオン］

［ロールフィード］

［回転テーブル］

［台車］

［昇降機］

［コンベア］

［リニアサーボ］

容量選定ソフトウェアとは

MRZJW3-MOTSZ111

容量選定の手順
サーボアンプ、
サーボモータ、運転パターン、各種諸元の順にすると、簡単に容量選定ができます。
1 サーボアンプの機種を選択

2 サーボモータの機種を選択

3 運転パターンを設定

イナーシャの計算（負荷慣性モーメントの計算）
負荷慣性モーメントを計算するツールを準備しています。
円筒、芯ずれ角柱、変速機、直線運動、
吊り下げ、円錐、円錐台など様々な形状の負荷慣性モーメントを計算できます。

選定結果
最適なサーボアンプ及びサーボモータの容量、回生オプションの選定結果を表示します。
また、計算過程も表示することができます。
［選定結果］

5 容量計算

4 機械の諸元設定

［計算過程］

6 選定結果

7 簡単に容量計算
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■動作環境
MELSOFT GX Works3
項

目

内

OS

Microsoft®
Microsoft®
Microsoft®
Microsoft®
Microsoft®

CPU

インテル®Core™2 Duo プロセッサ 2GHz以上推奨

必要メモリ

1GB以上推奨
（32ビット版の場合）
2GB以上推奨
（64ビット版の場合）

容

Windows® 8.1（64bit/32bit）
, Microsoft® Windows® 8.1（Enterprise, Pro）
（64bit/32bit）
Windows® 8（64bit/32bit）
, Microsoft® Windows® 8（Enterprise, Pro）
（64bit/32bit）
Windows®7（Enterprise, Ultimate, Professional, Home Premium, Starter）
（64bit/32bit）
Windows Vista®（Enterprise, Ultimate, Business, Home Premium, Home Basic）
（32bit）
Windows®XP Service Pack3以降（Professional, Home Edition）
（32bit）

ハードディスク空き容量

MELSOFT GX Works3 インストール時 ：HDD の空き容量5GB以上

ディスクドライブ

DVD-ROM 対応ディスクドライブ

ディスプレイ

解像度 1024×768ドット以上

※※動作環境の注意事項や制約条件は、
インストール手順書を参照してください。
•• GX Works3をインストールするパソコンに、.NET Framework 2.0、.NET Framework 4.0、Windows Installer 3.0がインストール済みでない場合、
それらをインストールするために、
システムドライブに
約500MBの空き容量が必要です。
•• Windows® 8およびWindows® 8.1では、.NET Framework 3.5
（.NET 2.0および3.0を含む）
および.NET Framework 4.5
（.NET 4.0を含む）
が無効化されている場合、有効化する必要があります。
•• Windows® 7では、.NET Framework 3.5
（.NET 2.0および3.0を含む）
が無効化されている場合、有効化する必要があります。
•• 下記に示す機能は使用できません。使用した場合は、本製品が正常に動作しない可能性があります。
• Windows® 互換モードでのアプリケーション起動
• ユーザ簡易切替え
• リモートデスクトップ
（画面プロパティの詳細設定）
• 大きいフォント
（画面上の文字やイラストのサイズを
［小−100%］
以外に設定）
• 100%以外のDPI設定
• Windows XP Mode
• Windowsタッチまたはタッチ
• Modern UI
• クライアントHyper-V
•• Windows Vista®、Windows® 7、Windows® 8およびWindows® 8.1では、
「標準ユーザ」、
「管理者」
で使用してください。
•• Windowsファイアウォールの設定が有効な場合、
「ユニット検索機能」、
「直結接続機能」
が正常に動作しない可能性があります。Windowsファイアウォールの設定を無効にしてください。
•• 画面のプロパティでマルチディスプレイに設定した場合、本製品の画面が正常に動作しない場合があります。
•• 動作中に画面の解像度を変更した場合、本製品の画面が正常に動作しない場合があります。

MELSOFT MR Configurator2
項

目

OS

CPU
必要メモリ

内

通信インタフェース

USB ポートを使用

ハードディスク空き容量

1GB以上

ディスクドライブ

CD-ROM 対応ディスクドライブ

ディスプレイ

解像度 1024×768ドット以上

※※動作環境の注意事項や制約条件は、
インストール手順書を参照してください。
•• 下記に示す機能は使用できません。使用した場合は、本製品が正常に動作しない可能性があります。
• Windows® 互換モードでのアプリケーション起動
• ユーザ簡易切替え
• リモートデスクトップ
• 大きいフォント
（画面プロパティの詳細設定）
• 通常サイズ
（96DPI）
以外のDPI設定
（画面プロパティの詳細設定）
• Windows XP Mode
• Windowsタッチまたはタッチ
• Modern UIスタイル
• クライアントHyper-V
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容

Microsoft® Windows® 8.1
（64bit/32bit）
, Microsoft® Windows® 8.1
（Enterprise, Pro）
（64bit/32bit）
Microsoft® Windows® 8
（64bit/32bit）
, Microsoft® Windows® 8
（Enterprise, Pro）
（64bit/32bit）
Microsoft® Windows® 7
（Enterprise, Ultimate, Professional, Home Premium, Starter）
（64bit/32bit）
®
Microsoft® Windows Vista（Enterprise,
Ultimate, Business, Home Premium, Home Basic）
（32bit）
Microsoft® Windows® XP Service Pack2 以降
（ Professional, Home Edition）
（32bit）
デスクトップパソコン ：インテル® Celeron® プロセッサ 2.8GHz以上推奨
ノートパソコン
：インテル® Pentium® M プロセッサ 1.7GHz以上推奨
512MB以上推奨
（32ビット版の場合）
1GB以上推奨
（64ビット版の場合）

製品一覧

Software

MELSOFT MT Works2
項

目

OS

CPU
必要メモリ
ハードディスク空き容量

内

容

Microsoft® Windows® 8.1（64bit/32bit）
, Microsoft® Windows® 8.1（Enterprise, Pro）
（64bit/32bit）
Microsoft® Windows® 8（64bit/32bit）
, Microsoft® Windows® 8（Enterprise, Pro）
（64bit/32bit）
Microsoft® Windows® 7（Enterprise, Ultimate, Professional, Home Premium, Starter）
（64bit/32bit）
Microsoft® Windows Vista®（Enterprise, Ultimate, Business, Home Premium, Home Basic）
（32bit）
Microsoft® Windows® XP Service Pack2以降（Professional, Home Edition）
（32bit）
デスクトップパソコン ：インテル® Celeron® プロセッサ 2.8GHz以上推奨
：インテル® Pentium® Mプロセッサ 1.7GHz以上推奨
ノートパソコン
1GB以上推奨
（32ビット版の場合）
2GB以上推奨
（64ビット版の場合）
MT Developer2 インストール時 ：HDDの空き容量3GB以上
：仮想メモリの空き容量512ＭB以上
MT Developer2 動作時

ディスクドライブ

DVD-ROM 対応ディスクドライブ

ディスプレイ

解像度 1024×768ドット以上

※※動作環境の注意事項や制約条件は、
インストール手順書を参照してください。
•• Windows® 8、Windows® 8.1、Windows® 7では、.NET Framework 3.5
（.NET 2.0および3.0を含む）
が無効化されている場合、有効化する必要があります。
•• 下記に示す機能は使用できません。使用した場合は、本製品が正常に動作しない可能性があります。
• Windows® 互換モードでのアプリケーション起動
• ユーザ簡易切替え
• リモートデスクトップ
• 大きいフォント
（画面プロパティの詳細設定）
• 100%以外のDPI設定
（画面上の文字やイラストのサイズを
［小-100%］
以外に設定）
• Windows XP Mode
• Windowsタッチまたはタッチ
• Modern UI
• クライアントHyper-V
•• Windows Vista®、Windows® 7、Windows® 8およびWindows® 8.1では、
「標準ユーザ」、
「管理者」
で使用してください。
また、SoftGOTと連携させる場合は、
「管理者」
で使用してください。
•• Windowsファイアウォールの設定が有効な場合、
「ユニット検索機能」、
「直結接続機能」
が正常に動作しない可能性があります。Windowsファイアウォールの設定を無効にしてください。
•• 画面のプロパティでマルチディスプレイに設定した場合、本製品の画面が正常に動作しない場合があります。
•• 動作中に画面の解像度を変更した場合、本製品の画面が正常に動作しない場合があります。

容量選定ソフトウェア（MRZJW3-MOTSZ111）
項

目

OS

CPU

必要メモリ

内

容

Microsoft® Windows® 8.1
（64bit/32bit）
, Microsoft® Windows® 8.1
（Enterprise, Pro）
（64bit/32bit）
Microsoft® Windows® 8
（64bit/32bit）
, Microsoft® Windows® 8
（Enterprise, Pro）
（64bit/32bit）
®
®
Microsoft Windows 7
（Enterprise, Ultimate, Professional, Home Premium, Starter）
（64bit/32bit）
®
Microsoft® Windows Vista（Enterprise,
Ultimate, Business, Home Premium, Home Basic）
（32bit）
®
®
Microsoft Windows XP
（ Professional, Home Edition）
（32bit）
®
®
Microsoft Windows 2000 Professional
Microsoft® Windows® ME ，
Microsoft® Windows® 98
1GHz以上の32ビット
（x86）
または64ビット
（x64）
プロセッサ：
（Enterprise, Ultimate, Professional, Home Premium, Starter）
（64bit/32bit）
Microsoft® Windows® 7
1GHz以上の32ビット
（x86）
または64ビット
（x64）
プロセッサ
（Windows® 7 Starter/Home Premium/Pofessional/Ultimate/Enterprise）
®
1GHz以上の32ビット
（x86）
プロセッサ
（Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate/Enterprise）
Pentium® 150MHz以上: Microsoft® Windows® Me
®
Pentium 133MHz以上: Microsoft® Windows® 98, Microsoft® Windows® 2000
1GB 以上
（Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®）
128MB 以上
（Windows® XP）
32MB 以上
（Windows® 2000 ，
Microsoft® Windows® ME）
24MB 以上
（Windows® 98）

ハードディスク空き容量

40MB以上

ディスプレイ

解像度 800×600ドット以上

※※各サーボアンプ、
サーボモータに対応するMRZJW3-MOTSZ111のソフトウェアバージョンは、三菱電機FAサイトを参照してください。
※※動作環境の注意事項や制約条件は、
インストール手順書を参照してください。
•• Microsoft® Windows® XP以降をご使用の場合、下記に示す機能は使用できません。使用した場合は、本製品が正常に動作しない可能性があります。
• Windows® 互換モードでのアプリケーション起動
• ユーザ簡易切替え
• リモートデスクトップ
• 大きいフォント
（画面プロパティの詳細設定）
• 通常サイズ
（96DPI）
以外のDPI設定
（画面プロパティの詳細設定）
• Windows XP Mode
• Windowsタッチまたはタッチ
• Modern UIスタイル
• クライアントHyper-V
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■エンジニアリングソフトウェア一覧
品

名

MELSOFT GX Works3
MELSOFT MT Works2

形

名

SW1DND-GXW3-J
SW1DND-GXW3-E
SW1DND-MTW2-J
SW1DND-MTW2-E

内

容

シンプルモーションユニットのパラメータ設定，シーケンスプログラムの作成
モーションコントローラのパラメータ設定，プログラムの作成

DVD-ROM版
DVD-ROM版
DVD-ROM版
DVD-ROM版

標準価格
（円）
150,000
150,000
150,000
150,000

DVD-ROM版

220,000

DVD-ROM版

220,000

FAエンジニアリングソフトウェア※2

S W 2 DND- I QW K - J ※1

・システム管理ソフトウェア
［MELSOFT Navigator］
・シーケンサエンジニアリングソフトウェア
［MELSOFT GX 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］

MELSOFT iQ Works

・表示器画面作成ソフトウェア
［MELSOFT GT Works3］
SW2DND-IQWK-E※1

・ロボットプログラミングソフトウェア
［MELSOFT RT ToolBox2 mini］
・インバータセットアップソフトウェア[MELSOFT FR Configurator2]
・三菱電機FAサイトコンテンツDVD

MELSOFT
MR Configurator2※3

SW1DNC-MRC2-J
SW1DNC-MRC2-E

CD-ROM版
CD-ROM版

サーボセットアップソフトウェア

29,000
29,000

※1：従来機種
（SW1DN□-IQWK-J/E）
をお持ちの方は、MELSOFT NavigatorおよびGX Works3のFAサイトからのアップデートはできませんので、次ページにて紹介しているグレードアップ版をお求めください。
※2：各ソフトウェアの対応機種については、各製品のマニュアルを参照してください。
※3：MELSOFT MR Configurator2は下記のいずれかの方法でご入手いただけます。
• MELSOFT MR Configurator2単体でのご購入
• GX Works3またはMELSOFT MT Works2のご購入：GX Works3およびソフトウェアバージョン1.34L以降のMELSOFT MT Works2にはMELSOFT MR Configurator2が標準搭載されています。
• MELSOFT MR Configurator2のダウンロード:
MELSOFT GX Works2およびソフトウェアバージョン1.34Lより前のMELSOFT MT Works2をお持ちのお客様は、MELSOFT MR Configurator2を三菱電機FAサイトより無償でダウンロードして
インストールできます。

■サイトライセンス品の標準価格表
品

名

MELSOFT GX Works3
MELSOFT MT Works2
MELSOFT iQ Works

形

名

SW1DND-GXW3-JC
SW1DND-MTW2-JC
SW2DND-IQWK-JC

内

容

サイトライセンス品
サイトライセンス品
サイトライセンス品

DVD-ROM版
DVD-ROM版
DVD-ROM版

標準価格
（円）
180,000
180,000
250,000

サイトライセンス品は、
ユーザ全員にwebサイトでの登録をお願いしている性質上、頻繁にユーザが交代する高校・大学などの教育機関には適しません。
このような教育機関向けには、
アカデミック価格品を用意していますので、当社の営業担当窓口までお問い合わせください。

■ライセンス品の参考標準価格表
品

名

MELSOFT GX Works3
MELSOFT MT Works2
MELSOFT iQ Works
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形

名

SW1DND-GXW3-JA/EA
SW1DND-GXW3-JAZ/EAZ
SW1DND-MTW2-JA/EA
SW1DND-MTW2-JAZ/EAZ
SW2DND-IQWK-JA/EA
SW2DND-IQWK-JAZ/EAZ

ライセンス内容
複数ライセンス品
追加ライセンス品
複数ライセンス品
追加ライセンス品
複数ライセンス品
追加ライセンス品

5 ライセンス
270,000
－
270,000
－
380,000
－

10 ライセンス
420,000
－
420,000
－
580,000
－

50 ライセンス
1,620,000
－
1,620,000
－
2,180,000
－

100 ライセンス
3,120,000
－
3,120,000
－
4,180,000
－

追加ライセンス

（1ライセンスあたり）

－
30,000
－
30,000
－
40,000

製品一覧

Software

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。
多人数でのご使用に、安心・お得。

サイトライセンス品について

「プログラムに携わるエンジニアが多数いるので、
ライセンス料だけでも膨大なコストがかかって
しまう。」
「ソフトウェアは使用するパソコンごとにプロダクトIDが必要であり、
プロダクトIDの管
理が面倒だ。」
・
・
・このような声にお応えするのが「サイトライセンス品」
です。
MELSOFT iQ Worksを1セットご購入いただくことで、同一法人、同一事業所内であれば、上
限200人まで使用可能
（ご使用にあたっては弊社webサイト
「三菱電機FAサイト」
でのソフト
ウェア登録が必要です）
。
またプロダクトIDひとつで、
パソコンへは何台でもインストールできま
す。
これにより、追加のライセンス料金を気にする必要がありません。
サイトライセンス品 概略
◎対象ソフトウェア
MELSOFT iQ Works、MELSOFT GX Works3、MELSOFT GX Works2、
MELSOFT MT Works2、MELSOFT GT Works3
◎製品名
サイトライセンス品

形名

MELSOFT iQ Works

SW2DND-IQWK-JC

MELSOFT GX Works3

SW1DND-GXW3-JC

MELSOFT GX Works2

SW1DNC-GXW2-JC

MELSOFT MT Works2

SW1DND-MTW2-JC

MELSOFT GT Works3

SW1DND-GTWK3-JC

◎ライセンス適用範囲
同一法人、同一事業所内とさせていただきます。
従来

パソコン1台につき、
ひとつのプロダクトIDが必要

ひとつのプロダクトIDで何台の
パソコンでもインストール可能

サイトライセンス

プロダクトID
No.xxx1

プロダクトID
No.xxx2

同一法人・同一事業所内

上限200人まで！
プロダクトID
No.xxxn

グレードアップ版について

各ユーザは三菱電機FAサイトにてソフトウェア
ユーザ登録をすることで、
ご使用いただけます。
三菱電機FAサイト URL :
www.MitsubishiElectric.co.jp

MELSOFT iQ Works、MELSOFT GX Works2、GX Developerユーザの方は、
「三菱電
機FAサイト」
でお持ちのソフトウェア*1をユーザ登録することで、
グレードアップ特別価格で最新
のソフトウェアをお求めいただけます。
詳しくは当社の営業担当窓口までお問合せください。
◎対象ソフトウェア
お持ちのソフトウェア

グレードアップ対象ソフトウェア

MELSOFT iQ Works（Ver.1）
SW1DN□-IQWK-J/E
MELSOFT GX Works2
SW1DNC-GXW2-J/E
MELSOFT GX Developer
SW□D5□-GPPW-J/E

MELSOFT iQ Works（Ver.2）
SW2DND-IQWK-J/E

グレードアップ価格
44,000

MELSOFT GX Works3
SW1DND-GXW3-J/E

30,000

*1. サイトライセンス品はグレードアップの対象外です。
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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

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？

メリット1：いつでも・どこでも可能な学習
○時間や場所に制約されず学習することができます。
○受講に伴う交通費や宿泊費が不要になります。
メリット2：自分のペースで柔軟に学習
○必要に応じて繰り返し学習ができます。
○理解度確認テストで自分の理解度を把握できます。
○電子メールによるサポートで、不明点や疑問点を解決で
きます。
メリット3：マルチメディア活用で効果的な学習
○アニメーションや動画の活用により、
理解度が深まります。
○プログラミングソフトウェアの操作シミュレーションができ
ます。
メリット4：電子修了証等がオンラインで入手可能
○総合テストで基準レベル到達者は、
オンラインで電子修
了証
（PDF形式）
を入手できます。
○例題プログラム等の参考データがダウンロードできます。
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e-Manual
■「e-Manual」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

必要な情報を素早く、確実に。

eラーニング受講者

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。

FA 機器のトップブランドとして、
生産・開発・サービスの全てで、
グローバルレベルの満足を提供。
生産・開発体制
三菱電機 名古屋製作所では、1924年の操業開始から80年以上、電動機、
シーケンサ、
インバータなど、様々な汎用機器を製作。
中でも1983年以来、30年近い歴史と実績を誇るのがACサーボの生産です。
その間に培われた技術・伝統をベースに、生産体制の
拡充を図り、世界レベルの研究・開発力を加えていくことで、高性能・高品質かつ長期供給が可能な製品を皆様へご提供しています。
開発体制

生産体制

先進のサーボシステムをいち早く世界に発信する

MELSERVOならではの高い品質と機能性を世界中のお客様へとお届けす
るために、名古屋製作所を中核に、分工場の新城工場、海外製造拠点であ
るMEAMC（三菱電機自動化機器製造（常熟）有限公司）
とともに最適
フォーメーションを構築。
それぞれが培った技術・ノウハウを発揮しながら互い
の力をひとつにすることで、幅広いニーズにお応えしています。中でも、名古
屋製作所のサーボモータ工場では、独自のFAエネルギーソリューション
「e＆
eco-F@ctory」
を自ら導入。設備稼働率や製造品質の向上、省エネ強化に
活用しています。

ために名古屋製作所内および欧州・北米にFA関
連の開発センターを設置。
さらに、FAの枠を超え
た技術開発を推し進める先端技術総合研究所、
情報技術総合研究所とも強力連携。最新の技術
動向とお客様の声を反映した新製品の開発に邁
進しています。

三菱電機名古屋製作所

FA 開発センター

e＆eco-F@ctory 化された生産現場

EDC（欧州開発センター）

サービスネットワーク
全国の三菱電機システムサービス株式会社が、
365 日・24 時間受付け体制で、MELSERVO の安定稼働をサポートします。
月〜金曜日 9: 00 〜 19: 00 全国のサービス窓口をご利用ください。
サービス窓口拠点名

電話番号

北日本支社

機電システム課

（022）353-7814

北海道支店

機電営業課

（011）890-7515

フィールドサービス課

（03）3454-5521

神奈川機器サービスステーション

（045）938-5420

関越機器サービスステーション

（048）859-7521

新潟機器サービスステーション

（025）241-7261

東京機電支社

中部支社
北陸支店

関西支社

サービス窓口拠点名
中四国支社
四国支店
九州支社

電話番号

フィールドサービス課

（082）285-2111

岡山機器サービスステーション

（086）242-1900

機電営業課

（087）831-3186

フィールドサービス課

（092）483-8208

長崎機器サービスステーション

（095）818-0700

フィールドサービス課

（052）722-7601

静岡機器サービスステーション

（054）287-8866

[ 月〜金曜日 9: 00 〜 19: 00 / 土日祝祭日 9: 00 〜 17: 30 ]

機電営業課

（076）252-9519

三菱 FA 機器の故障診断やトラブルに関する電話相談を承っています。

フィールドサービス課

（06）6458-9728

京滋機器サービスステーション

（075）611-6211

姫路機器サービスステーション

（079）269-8845

アフターサービス相談窓口
TEL.(052)719-4333

時間外修理受付窓口

TEL.(052)719-4337

[ 月〜金曜日 19: 00 〜翌 9: 00 / 土日祝祭日 終日 ]
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海外でも、三菱ユーザを全方位にサポート。

三菱電機は、中国をはじめとするアジア地域、アメリカ、ヨーロッパにFAセンターを設置。FAセンターが
キーステーションになり、国内外拠点や現地代理店とのネットワークで安心のサポートをお届けします。

グローバルFAセンター

Ratingen, Germany

ドイツFAセンター/欧州開発センター

St. Petersburg, Russia

Krakowska, Poland

欧州FAセンター(ポーランド)

ロシアFAセンター

Pune/Gurgaon/Bangalore/
Chennai/Ahmadabad, India

インドFAセンター

Hatﬁeld, U.K.

英国FAセンター

Praha, Czech Republic

チェコFAセンター

Istanbul, Turkey
トルコFAセンター

中国大陸

(含香港地区)

Beijing, China

Changshu, China

北京FAセンター

長春

Tianjin, China

北京
天津

天津FAセンター

瀋陽
大連

Shanghai, China

青島
成都

襄陽

Guangzhou, China
広州FAセンター
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上海FAセンター
上海

武漢

重慶
広州
深

香港

中国現地工場
三菱電機自動化機器製造
(常熟) 有限公司

福州
台北
台中

Bangkok, Thailand

タイFAセンター

FAセンター

FAセンターサテライト (中国)

Seoul, Korea

韓国FAセンター

メカトロサービス拠点 (中国)

Nagoya, Japan
名古屋製作所

販売・サービス拠点

Taipei/Taichung, Taiwan

左：台北FAセンター/
右：台中FAセンター

生産拠点

開発拠点

Chicago IL, U.S.A.

北米FAセンター/
北米開発センター

Tlalnepantla Edo., Mexico

メキシコFAセンター

Hanoi/Ho Chi Minh, Vietnam

左: ハノイFAセンター/
右: ホーチミンFAセンター

Sao Paulo SP, Brazil

ブラジルFAセンター

Singapore
アセアンFAセンター

Bekasi, Indonesia

インドネシアFAセンター

60

グローバル海外FAセンター
英国FAセンター

ドイツFAセンター
ロシアFAセンター

北京FAセンター

欧州FAセンター
トルコFAセンター
チェコFAセンター
天津FAセンター
広州FAセンター
インド・グルガオンFAセンター
インド・アーメダバードFAセンター
インド・プネFAセンター
インド・バンガロールFAセンター
インド・チェンナイFAセンター
タイFAセンター
アセアンFAセンター

韓国FAセンター

北米FAセンター

Mitsubishi Electric Corp
上海FAセンター

メキシコFAセンター

台北FAセンター
ハノイFAセンター
ホーチミンFAセンター
インドネシアFAセンター
ブラジルFAセンター

China

Indonesia

America

上海FAセンター
MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION
(CHINA) LTD.
No.1386 Hongqiao Road,
Mitsubishi Electric Automation Center,
Shanghai, China
Tel: 86-21-2322-3030 Fax: 86-21-2322-3000 (9611#)

インドネシアFAセンター
PT. MITSUBISHI ELECTRIC INDONESIA
Cikarang Oﬃce
Jl. Kenari Raya Blok G2-07A Delta Silicon 5,
Lippo Cikarang - Bekasi 17550, Indonesia
Tel: 62-21-2961-7797 Fax: 62-21-2961-7794

北米FAセンター
MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION, INC.
500 Corporate Woods Parkway, Vernon Hills,
IL 60061, U.S.A.
Tel: 1-847-478-2334 Fax: 1-847-478-2253

Vietnam

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

北京FAセンター
MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION
(CHINA) LTD. Beijing Branch
Unit 901, 9F, Oﬃce Tower 1, Henderson
Centre, 18 Jianguomennei Avenue,
Dongcheng District, Beijing, China
Tel: 86-10-6518-8830 Fax: 86-10-6518-2938
天津FAセンター
MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION
(CHINA) LTD. Tianjin Branch
Room 2003 City Tower, No.35, Youyi Road,
Hexi District, Tianjin, China
Tel: 86-22-2813-1015 Fax: 86-22-2813-1017
広州FAセンター
MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION
(CHINA) LTD. Guangzhou Branch
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
台北FAセンター
SETSUYO ENTERPRISE CO., LTD.
3F, No.105, Wugong 3rd Road, Wugu District,
New Taipei City 24889, Taiwan, R.O.C.
Tel: 886-2-2299-9917 Fax: 886-2-2299-9963

Korea
韓国FAセンター
MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION
KOREA CO., LTD.
7F-9F, Gangseo Hangang Xi-tower A, 401,
Yangcheon-ro, Gangseo-Gu, Seoul 157-801, Korea
Tel: 82-2-3660-9630 Fax: 82-2-3663-0475

Thailand
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, Khet Yannawa, Bangkok
10120, Thailand
Tel: 66-2682-6522 〜 6531 Fax: 66-2682-6020

ASEAN
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
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ハノイFAセンター
MITSUBISHI ELECTRIC VIETNAM COMPANY
LIMITED Hanoi Branch
6 - Floor, Detech Tower, 8 Ton That Thuyet Street,
My Dinh 2 Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi,
Vietnam
Tel: 84-4-3937-8075 Fax: 84-4-3937-8076
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
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
インド・グルガオンFAセンター
MITSUBISHI ELECTRIC INDIA PVT. LTD.
Gurgaon Head Oﬃce
2nd Floor, Tower A & B, Cyber Greens, DLF
Cyber City, DLF Phase - III, Gurgaon - 122002
Haryana, India
Tel: 91-124-463-0300 Fax: 91-124-463-0399
インド・バンガロールFAセンター
MITSUBISHI ELECTRIC INDIA PVT. LTD.
Bangalore Branch
Prestige Emerald, 6th Floor, Municipal No. 2, Madras Bank
Road (Lavelle Road), Bangalore - 560001, Karnataka, India
Tel: 91-80-4020-1600 Fax: 91-80-4020-1699
インド・チェンナイFAセンター
MITSUBISHI ELECTRIC INDIA PVT. LTD.
Chennai Branch
Citilights Corporate Centre No.1, Vivekananda Road,
Srinivasa Nagar, Chetpet, Chennai ‒ 600031, Tamil Nadu,
India
Tel: 91-44-4554-8772 Fax: 91-44-4554-8773
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, Gujarat - 380015, India
Tel: 91-79-6512-0063 Fax: 91-79-6512-0063

Mexico

Brazil
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

Europe
欧州FAセンター
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
Polish Branch
ul. Krakowska 50, 32-083 Balice, Poland
Tel: 48-12-630-47-81 Fax: 48-12-630-47-01
ドイツFAセンター
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
German Branch
Gothaer Strasse 8, D-40880 Ratingen, Germany
Tel: 49-2102-486-0 Fax: 49-2102-486-1120
英国FAセンター
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
UK Branch
Travellers Lane, Hatﬁeld, Hertfordshire, AL10
8XB, U.K.
Tel: 44-1707-28-8780 Fax: 44-1707-27-8695
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
ロシアFAセンター
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
Russian Branch St. Petersburg oﬃce
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
トルコFAセンター
MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY A.Ş
Ümraniye Branch
Şerifali Mahallesi Nutuk Sokak
No:5, TR-34775 Ümraniye,
İstanbul, Türkey
Tel: 90-216-526-3990 Fax: 90-216-526-3995

【 FA 関 連 製 品 】
シーケンサ

MELSEC iQ-Rシリーズ
オートメーションの新たな時代を切り拓く 革新的次世代コントローラ。
◎新開発高速システムバス搭載により高速・高精度のマシン制御を実現。
◎「GX Works3」
による直感的なプログラミングで開発コスト削減。
◎ロギング機能、
イベント履歴の収集による保守コスト削減。
◎セキュリティキー認証、IPフィルタなど、豊富なセキュリティ機能を搭載。
製品仕様
プログラム容量
基本命令処理速度
機能ユニット
ユニット拡張形態
ネットワーク

ACサーボ

三菱汎用ACサーボ

40Kステップ〜1200Kステップ
0.98ns
I/O、アナログ、高速カウンタ、位置決め、
シンプルモーション、
ネットワークユニット
ビルディングブロックタイプ
Ethernet、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、
CC-Link、RS-232、RS-422/485

MELSERVO-J4シリーズ

業界最高レベルの高性能サーボ。
◎業界最高レベルの基本性能：速度周波数応答2.5kHz、400万パルス
（4,194,304p/rev）
エンコーダ。
◎アドバンストワンタッチチューニング機能でアドバンスト制振制御Ⅱなどもワンタッチで調整可能。
◎大容量ドライブレコーダと機械診断機能を搭載。保全負荷の軽減を実現。
◎２軸一体/３軸一体サーボアンプをラインアップ。省エネ、省スペース化、省配線化、低コスト化を実現。
製品仕様
電源仕様
指令インタフェース
制御モード
速度周波数応答
チューニング機能
機能安全
対応サーボモータ

HMI

単相・三相AC200V、単相AC100V、三相AC400V
SSCNET Ⅲ/H、SSCNET Ⅲ（J3互換モードで対応）、モーション対応CC-Link IE フィールドネットワーク、パルス列、アナログ
位置制御、速度制御、
トルク制御、位置決め機能、
フルクローズド制御
2.5ｋHz
アドバンストワンタッチチューニング、アドバンスト制振制御Ⅱ、
ロバストフィルタほか
IEC/EN 61800-5-2の機能に標準対応 STO: SIL 2、
カテゴリ 3 PLd
機能安全ユニットMR-D30との組合せでSIL 3、
カテゴリ 4 PLe に対応可能
回転型サーボモータ（定格出力: 0.05〜55kW）、
リニアサーボモータ（連続推力: 50〜3000N）、
ダイレクトドライブモータ（定格トルク: 2〜240N・m）

グラフィックオペレーショナルターミナル

GOT2000シリーズ

GT27モデル

より使いやすく、
より簡単に。満足の基本性能でHMIの頂点へ。
◎ロギング、
デバイス転送などの高負荷処理中でも画面操作が快適に
（モニタ性能2倍以上）。
◎プロジェクトデータ圧縮技術により、SDカードなしで、実質128MB使用可能。
データ容量を気にすることなく画面作成が可能に。
◎マルチタッチでより使いやすく。
２点押し操作やスクロール操作で装置の利便性をさらに向上。
◎アウトラインフォント&PNG画像に対応。画面を見やすく、
そしてキレイに。
製品仕様
画面サイズ
解像度
輝度調整
タッチパネル方式
内蔵インタフェース
対応ソフトウェア
入力電源電圧

15型、12.1型、10.4型、8.4型
XGA、SVGA、VGA
32段階
アナログ抵抗膜式
RS-232、RS-422/485、Ethernet、USB、SDカード
GT Works3
AC100〜240V（+10％、
−15％）、DC24V（+25％、
−20％）
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【 FA 関 連 製 品 】
インバータ

FREQROL-A800シリーズ
高機能・高性能インバータ
◎リアルセンサレスベクトル制御、
ベクトル制御のさらなる高応答化と運転周波数の高速化を実現。
◎先進のオートチューニング機能で、様々な誘導モータ、
センサレスでPMモータにも対応。
◎標準で欧州安全規格STO（PLd、SIL2）
に対応、
オプション追加でさらに上位の安全規格にも対応。
◎CC-Link/CC-Link IEフィールド
（オプション）により、
コントローラからネットワークを経由して、
インバータの制御・監視が可能。
製品仕様
インバータ容量
制御方式
出力周波数範囲
回生制動トルク
（最大許容使用率）

始動トルク

低圧遮断器

200Vクラス：0.4kW〜90kW、400Vクラス：0.4kW〜500kW
高キャリア周波数PWM制御（V/F、アドバンスト磁束ベクトル、
リアルセンサレスベクトル、
PMセンサレスベクトル制御を選択可能）、ベクトル制御（オプション使用時）
0.2〜590Hz（アドバンス磁束ベクトル制御、
リアルセンサレスベクトル制御、ベクトル制御、
PMセンサレスベクトル制御は上限が400Hz）
200Vクラス：0.4K〜1.5K（150%3%ED）2.2K/3.7K（100%3%ED）5.5K/7.5K（100%2%ED）
11K〜55K（20%連続）75K以上（10%連続）400Vクラス：0.4K〜7.5K（100%2%ED）
11K〜55K（20%連続）75K以上（10%連続）
200% 0.3Hz（ 3.7K以下）、150% 0.3Hz（ 5.5K以上）
（リアルセンサレスベクトル、ベクトル制御時）

三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器

WS-Vシリーズ

機械装置用途向け、受配電盤用途向けのW仕様によるブレーカの最適提案 。
◎アーク走行遮断方式の採用により横幅54ｍｍを実現した小形F Style品をラインアップ。
◎新遮断技術Expanded ISTACの採用により1クラス上の高性能を実現。
◎各種海外規格に対応し、盤および機械装置の輸出をグローバルにサポート。
◎内部付属装置の共用化を実現し、納期対応や在庫点数の削減に貢献。
製品仕様
フレーム
適用（準拠）規格
UL登録品を拡充
内部付属装置の共用化
AC/DC電圧共用化
DINレールへの取付
フィンガープロテクション対応

電磁開閉器

32A〜250Aフレーム
JIS,IEC,EN,GB,UL/CSA 等各種規格に対応
AC480V、高遮断容量品の拡充によりSCCR要求に対応
Aフレーム別に3種類存在していた内部付属装置を1種類に共用化（小形F Style品32A/63Aフレーム除く）
ノーヒューズ遮断器32A/63AフレームのAC/DCを共用化（NF63-CVF除く）
小形F Style品32A〜125Aフレーム全機種で標準対応
小形F Style品32A/63Aフレーム全機種で端子部前面方向からのIP20に標準対応

MS-Tシリーズ
大きな満足を小さなボディに凝縮。
◎汎用電磁接触器10Aフレーム機種で、横幅36ｍｍの業界最小寸法を実現
（※2014年3月当社調べ）更なる盤の小形化に貢献。
◎端子カバーを標準装備し安全性を向上。
◎操作コイル定格をワイドレンジ化！在庫種類削減、選定をサポート。
◎多くの国際規格に標準対応！お客様の海外ビジネスもしっかりサポート。
製品仕様
フレーム
適用規格
端子カバー
配線性の向上
操作コイル定格
マニュアルモータスタータの適用
オプションユニット
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10A〜32A
IEC、JIS、CE、UL、TÜV、CCC 等各種規格へ適用（準拠）
端子カバー標準装備。安全性の向上、発注時の手間削減、在庫削減 等に貢献
配線合理化端子BC仕様で配線性・作業性を向上
操作コイル定格のワイドレンジ化によりコイル種類を14種類（Nシリーズ）から7種類に半減、選定が容易に
当社マニュアルモータスタータ、各種オプション、MS-Tシリーズの組合せで盤をより小形に
補助接点ユニット、
サージ吸収器ユニット、機械的インタロックユニット 等豊富なラインアップ

ロボット

産業用ロボットMELFA
高速・高精度・高機能

Fシリーズ
Fシリーズ

垂直多関節／水平多関節ロボット。

◎独自の駆動技術を搭載し、
より高速な動作を実現。
◎ハンド配線・配管内装化によりツーリング性能向上。
◎旋回軸動作範囲の拡大により設置スペースのフル活用が可能に。
◎自動化に向けた機能の追求。
（知能化ソリューション）
製品仕様
動作自由度
環境仕様
据付姿勢
可搬質量
最大リーチ半径

垂直：6 水平：4
標準、
オイルミスト、
クリーン、医薬品・食品 ＊RV-2Fは標準のみ
垂直：床置き、天吊り、壁掛け
（J1軸動作範囲制限あり） 水平：床置き
垂直：2ｋｇ〜20ｋｇ 水平：3ｋｇ〜20ｋｇ
垂直：504ｍｍ〜1,503ｍｍ 水平：350ｍｍ〜1,000ｍｍ

第５回ロボット大賞受賞
（日本機械工業連合会会長賞）

CNC

三菱数値制御装置

M700Vシリーズ

先進の完全ナノ制御を装備したハイグレードモデル。
◎最新RISC-CPU、高速光サーボネットワークを搭載し、完全ナノ制御を実現。
◎完全ナノ制御と最先端技術SSS制御やOMR制御などの組合せにより、超高品位な加工を実現。
◎必要な情報の表示を3画面に集約、快適な操作性で加工の段取り時間を大幅に短縮。
◎Windows® XP Embeddedを搭載したM700VWシリーズ、表示器一体型のM700VSシリーズをラインアップ。
製品仕様
最大制御軸数（NC軸+主軸+PLC軸）
最大系統数
最小指令単位
最小制御単位
最大プログラム記憶容量
最大PLCプログラム記憶容量
主な機能（マシニングセンタ向け）
主な機能（旋盤向け）

三相モータ

16軸 （M720VW/M720VSは12軸）
マシニングセンタ系：2系統 旋盤系：4系統
1nm （M720VW/M720VSは0.1μm）
1nm
2,000KB（5,120m）
128,000ステップ
同時5軸加工、SSS制御、高速高精度制御、工具先端点制御、傾斜面加工など
ミーリング補間、2系統同時ねじ切り、系統間制御軸同期、制御軸重畳、混合制御など

高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ

SF-PR

Premium Efficiency ＆ Compatible。スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形誕生。
◎標準効率モータSF-JR形に対して発生損失を平均37%削減し、
より効率の高いプレミアム効率IE3に対応。
◎標準効率モータSF-JR形と取付寸法（わく番号）互換のため、置き換えがスムーズ。
日本国内と米国の電源に対応し、
日本国内3定格はトップランナー基準に、米国1定格は、米国EISA法に対応。
◎1台で、
◎標準でインバータ駆動に最適。当社FR-A800のアドバンスト磁束ベクトル制御により0.5Hzまでの定トルク運転を実現。
製品仕様
極数
電圧、周波数
外被構造
保護方式
動力電動方式
回転方向
適用規格

2極、4極、6極
200/200/220/230V 50/60/60/60Hz EISA法 230V 60Hz
または 400/400/440/460V 50/60/60/60Hz EISA法 460V 60Hz
全閉外扇形（屋内形、屋外形）
IP44
2極機の11kW以上は直結専用、4極以上は直結・ベルト掛け共用
軸端側より見て反時計方向（CCW）
JEC-2137-2000（効率はIEC60034-30）
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インフォメーション
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。
関西支社
(06)6458-9728
FAX(06)6458-6911

北陸支店
(076)252-9519
FAX(076)252-5458

京滋機器サービス
ステーション
(075)611-6211
FAX(075)611-6330

姫路機器サービスステーション
(079)269-8845
FAX(079)294-4141
岡山機器サービスステーション
(086)242-1900
FAX(086)242-5300

北海道支店
(011)890-7515
FAX(011)890-7516

新潟機器サービスステーション
(025)241-7261
FAX(025)241-7262

中四国支社
(082)285-2111
FAX(082)285-7773
北日本支社
(022)-353-7814
FAX(022)353-7834

九州支社
(092)483-8208
FAX(092)483-8228

長崎機器サービスステーション
(095)818-0700
FAX(095)861-7566

東京機電支社
(03)3454-5521
FAX(03)5440-7783
神奈川機器サービスステーション
(045)938-5420
FAX(045)935-0066

関越機器サービスステーション
(048)859-7521
FAX(048)858-5601
四国支店
(087)831-3186
FAX(087)833-1240

中部支社
(052)722-7601
FAX(052)719-1270

静岡機器サービスステーション
(054)287-8866
FAX(054)287-8484

サービス網一覧
［機器全般］
（注2）
983-0005 仙台市宮城野区福室字明神西31

022-353-7814

022-353-7834
03-5440-7783

［機器全般］
（注1）
注）1. 平日：9:00〜19:00
休日（土日祝祭日）：9:00〜17:30
2. 平日：19:00〜翌9:00
休日（土日祝祭日）：終日
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850-8004

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。
Celeron、Pentiumは、Intel Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
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。

三菱iQ Platform 対応
サーボシステムエンジニアリングソフトウェア
〒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）
3218-6740
札幌市中央区北二条西4-1
（北海道ビル）
·················································································· （011）
212-3793
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
··········································· （048）
600-5835
（明治安田生命さいたま新都心ビル）
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
····························································· （045）
224-2623
（横浜ランドマークタワー）
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）
565-3326
豊田市小坂本町1-5-10
（矢作豊田ビル）
···················································································· （0565）
34-4112
大阪市北区堂島2-2-2
（近鉄堂島ビル）
······················································································ （06）
6347-2821
広島市中区中町7-32
（ニッセイ広島ビル）
··················································································· （082）
248-5445
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）
721-2251

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

機

種

電話番号

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

MELSERVOシリーズ

MELSEC-F

位置決めユニット/
シンプルモーションユニット

FX/F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 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/
モーションコントローラ

052-711-0037

シーケンサ

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

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
プロセスCPU

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

二重化CPU

052-712-2830 ※2

安全シーケンサ
（MELSEC-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
表示器

052-712-3079 ※2
052-719-4557 ※2※3

GOT-F900/DUシリーズ

052-725-2271

GOT2000/1000/
A900シリーズなど

052-712-2417

052-721-0100
079-298-9868 ※3※5

データ収集アナライザ

MELQIC IU1/IU2シリーズ 079-298-9440 ※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

MELSOFT PXシリーズ
MELSEC Safety

052-712-6607

センサレスサーボ

電磁クラッチ・ブレーキ/テンションコントローラ

iQ Sensor Solution
MELSEC計装/Q二重化

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

MELSOFT MXシリーズ

MELSECパソコンボード

モーションCPU
（MELSEC iQ-R/Q/A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

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

※2

MELSOFT GTシリーズ

052-719-4559

052-719-4557 ※2※3

※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※7 9:00〜16:00
（受信は常時※8）
対

象

機

種

FAX番号

上記電話技術相談対象機種
（下記以外）

052-719-6762

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 ※9

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:土曜・日曜・祝日、春季・夏季・年末年始の休日を除く ※8:春季・夏季・年末年始の休日を除く
※9:月曜〜木曜の9:00〜17:00と金曜の9:00〜16:30 （受信は常時
（春季・夏季・年末年始の休日を除く））

L（名）03102-A 1411〈IP〉

この印刷物は、
2014年11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。

2014年11月作成

