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●モーションコントローラは独立した入出力バスをもつ、シーケンス制御用のSCPUとモーシ
　ョン制御用のPCPUを共有メモリで結合したマルチCPU方式で制御を行っています。�
●イベント処理に適したモーションSFCプログラムによりPCPUをイベント処理に特化させて
　制御を行うことで、イベント応答性を追求し、高応答制御を行います。�

●従来のSV13/22では機械の一連の動作をSCPUで管理しており、シーケンサ1スキャン分
　の応答遅れとばらつきが生じていました。�
●モーションSFCのイベント処理機能強化により、シーケンサスキャンタイムに左右されてい
　た応答時間を短縮し、そのばらつきを最小限にできるので、タクトタイムを抑え、製品加工
　のばらつきを小さくできます。�

MELSEC�
I/Oユニット�

MELSEC�
インテリジェント�
ユニット�

MELSEC�
通信ユニット�

MELSEC�
表示器�

SCPU　スキャン処理� 共有�
メモリ�

MELSEC�
I/Oユニット�
(PX/PY)

モーション関連�
ユニット�

SSCNET�
関連機器�

スキャン処理に適したラダー記述�

●多点数I/O制御�
●種々様々な条件処理�

イベント処理に適したモーションSFC記述�

●サーボ制御�
●高速応答制御�

ご愛用いただいておりますモーションコントローラに、モーション制御
のプログラムをフローチャート形式で記述する「モーションSFC�
(Sequential Function Chart)機能」を追加しました。従来のSV13
／SV22に比べ、プログラミング環境とイベント処理の応答性が大幅に
強化されています。�

■機械の一連の動作をPCPUで制御�
●モーション制御を行うCPU（PCPU）のプログラムをモーションSFCで記述することに    
　より、機械の一連の動作をPCPUで制御できます。�
●モーションSFCによりPCPUでサーボ制御、演算、I／O制御を一括して行うことができます。�
●シーケンス制御を行うCPU(SCPU)からサーボプログラムの起動をかける必要がなく、サー�
　ボ制御のためのシーケンスプログラムが不要です。�

■イベント処理機能を強化したマルチCPU方式�

■制御応答時間のばらつきを最小化�

（条件制御重視）� （順次制御重視,イベント応答性の追求）�
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PCPU　イベント処理�
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●入力信号がONした。�
●演算結果が一定値になった。�
●一定時間経過した。�
●位置決めが完了した。�

●機械の動作手順をそのままフローチャート記述するイメージでプログラミングできます。�
●工程制御のプログラムが簡単に作成でき、制御内容をビジブル化できます。�
●これまでのシーケンス制御で問題となっていた以下のような点を解決することができます。�

■見やすく理解しやすいフローチャート記述�

■階層構造のわかりやすいプログラム�
●工程制御の概略動作をフローチャートで記述するため、全
　体の動作を一目で見渡すことができます。�
●動作内容をコメントとして記入できるため、わかりやすい
　プログラムを作成できます。�
●プログラムは階層構造になっており、各ステップに詳細動
　作を記述します。�

■充実した演算機能�
●演算式をそのまま記述できます。�
●64bit浮動小数点演算に対応しています。�
●三角関数、平方根、自然対数などの算術機能を用意しています。�
●モーションSFCの演算用にモーションレジスタ（＃0～＃8191）
　を追加しています。　�

機械の一連の動作を一括制御�

応答時間のばらつきを最小化�

わかりやすいフローチャート表記�

Windows環境でプログラミング効率の向上�

充実したモニタ・デバッグ機能�

モーション制御を行うPCPUで、機械の一連の動作を一括して制御できます。�

モーションSFCによりPCPUをイベント処理に特化させ、応答時間のばらつきを最小限に抑えます。�

わかりやすいフローチャート表記により、機械の動作手順をそのまま記述するイメージでプログラミングできます。�

Windows環境のプログラミングツール（マルチウィンドウ、マルチタスク）でプログラミング効率を向上できます。�

充実したモニタ・デバッグ機能により、プログラムのデバッグ時間を大幅に短縮できます。�

特長�

［G 200］�

［F    30］�

［K 100］�

DIN ＃50, XO //入力信号一括取り込み�
＃50 ＝ ＃50 ＆ HOOFF //上位8bitマスク�
＃60 ＝ BIN(♯50) //BCD→BIN変換�
M100 ＊ (＃60 ＞♯70) //条件成立まで繰り返し�

拡大表示�拡大表示�
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●工程制御のために膨大なラダー記述とインタロックが必要�
●途中工程の追加／削除が苦手�
●資料がないと解読困難（作者でないと難解）�

シール加工�

F10

F20

G100

F30

G200

K100

G150

G160

G120

F40

K200

G210

G300

F150

P10

P20

P10

P20

1 ABS-2�
     軸　　　　1,　　　　D   100   μm�
     軸　　　　2,　　　　D   200   μm�
     合成速度　　　　　　D   300   mm/min

//1軸実加工データ算出�
DOL ＝ LONG ( (SIN (♯100) ＋ ♯110F)＊300)�
//加工ステータスセット�
SET  M100 ＝ X12 ＋ M120

G100
シール加工開始待ち�

G120
シール加工キャンセル�
待ち�

F40
シール加工キャンセル�
データセット�

F30
実加工データ算出�

G200
ワーク準備完了待ち�

K100
シーラー動作始動�

コメント�
表示�
コメント�
表示�

縮小表示�縮小表示�

F：演算制御ステップ�
G：トランジション（条件待ち）�
K：モーション制御ステップ�

■イベント例：�■イベント処理：�入力信号の状態変化やデバイス値の変化による条件成立（イベント発生）�
を待って、条件成立時に高速応答制御（信号出力、サーボモータ起動、�
速度変更等の制御）を行う処理です。�



●シーケンスプログラムは全ステップを常時スキャ

　ン実行するスキャン実行方式ですが、モーション

　SFCでは移行条件に従って活性ステップのみを

　実行するステップ実行方式のため、演算処理を軽

　減でき高速処理、高速応答制御が可能です。�

●モーション制御ステップの直後がシフトの場合、

　モーション制御動作の完了を待たずにシフトを実

　行します。�

●モーション制御ステップの直後がWAITの場合、

　モーション制御動作の完了を待ってWAITを実行

　します。�

●モーション制御ステップの直前がWAIT ON/WAIT 

　OFFの場合、モーション制御の内容を先読みして

　始動準備を行い、指定ビットデバイスON/OFF

　にて即始動します。�

■ステップ実行方式による高速応答�

■マルチタスク処理�
●モーションSFCでは複数のプログラムを起動する

　と、マルチタスクで処理を行います。�

●一つのプログラム中でも、並列分岐により複数の

　ステップを同時実行することができます。�

●複数の処理を同時に実行するとか、制御軸をグル

　ーピングして独立した動きをさせるといったプロ

　グラムが簡単に作成できます。�

●処理内容に応じて独立性の高いプログラム記述が

　できるので、わかりやすいプログラムを作成でき

　ます。�

■選択分岐と並列分岐�

●分岐後のルートが全てシフトか、全てWAITの場

　合には選択分岐となります。それ以外は並列分岐

　となります。�

●選択分岐では一番早く移行条件が成立したルート

　を実行します。�

●並列分岐では並列につながる複数のルートを同時

　に実行し、結合点で待ち合わせを行い、全ルート

　の実行完了後次へ移行します。�

■モーション制御特有の専用記述�

●K100の動作完了を待たずに�
　G100を実行�

●K200の動作完了を待って�
　G200を実行�

●K300を先読みして始動準備�
●指定ビット(MO)ONで即始動�

K100

G100

K200

G200

ON MO

K300

MAIN

F F

F

F

F
P P

P

P

G

G

G

G G

G

G

GK K

K

G

K

F

F

F

F F

REAL SUB

END

K1

G1 G2 G3

K2 K3 K4

G4 G6

GO

K2

G2 G3

K3 F1

G1

F2 G4

待ち合わせ�
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モーションSFCの特長�

●G1～G3の条件を判定し成立したルートのみ実行� ●ステップK2～F1のルートを全て並列に同時実行�

並列分岐� 選択分岐�

ワーク移動制御�

[G   1]

[G   2]

[K   1]

PXO //起動(PXO:ON)待ち�

PX1 //第一工程加工完了(PX1:ON)待ち�

[G   3]
PX2 //第二工程加工完了(PX2:ON)待ち�

[F   1]
SET  PY8 //完了信号(PY8)ON

1 ABS-2�
     軸　　　　　1,　　　D   200   μm�
     軸　　　　　2,　　　D   202   μm�
     合成速度　　　　　　D   204   mm/min

[K   2]
1 ABS-1�
     軸　　　　　1,　　　D   300   μm�
     速度　　　　　　　　D   202   mm/min

END

X0000

M100

M101

M102

M103 M2001

M2001

M2001 M2002
SVST   J1   J2

SVST   J1

PLS�

SET�

�

RST�

SET�

�

RST�

SET�

SET�

RST

M100�

M101�

K1�

M101�

M102�

K2�

M102�

M103�

Y0008�

M103

シフト� WAIT WAIT ON/OFF

選択分岐� 並列分岐�

全ステップを常時スキャン実行� 移行条件に従い活性ステップのみを実行�
シーケンスプログラム� モーションSFCプログラム�



機械名「基板穴明け機」�

システム構成�

SSCNET

SSC I/Fボード�

ISAバスへ�

I/O

センサ入力�
ドリル出力�

［G3］� ［G4］�

［G0］�

［G2］�

［K0］�

CPSTART1�
   軸   　   3�
   速度              D   10 mm/min�
   FIN加減速         200 msec�
ABS-1�
   軸         3,     D   12 μm�
ABS-1�
   軸         3,     D   14 μm�
   速度              D   20 mm/min�
ABS-1�
   軸         3,     D   16 μm�
   速度              D   10 mm/min�
CPEND

［K1］�

［F1］� ［F2］�
�

［G1］�

［F0］�

Start

＜K0＞�

＜K1＞�

ABS-2�
  軸　   　　1,　D  0  μm�
  軸         　2,   D  2  μm�
  合成速度　      D  4  mm/min�
  Mコード　           1

SFCS:モーションSFC�
          プログラム�
　　　 起動要求命令�

CPSTART1�
  軸　   　3�
  速度      　   D   10  mm/min�
  FIN加減速       200  msec�
ABS-1�
  軸　   　3,　D   12  μm�
ABS-1�
  軸　   　3,　D   14  μm�
  速度      　   D   20  mm/min�
ABS-1�
  軸　   　3,　D   16  μm�
  速度      　   D   10  mm/min�
CPEND

P0

P0

ドリル軸�

ドリル折損センサ�

穴明け確認センサ�

ポイントデータ�

Z軸�

タイミングチャート�

X-Yテーブル�

X-Yインポジション�

SFCS  K0

END

Start

従来方式（シーケンスプログラム+サーボプログラム）� 新方式（モーションSFCプログラム）�

■機械のKey Point

X

Y

Z
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＝     K1    D813

SVST  J3   K1

CHGV  J3  K－100000 

SET       M3

SET       M4

SET      Y20

RST   D813

RST       M2

RST       M3

RST      Y20

（Z軸現在値≧基板上昇位置）�

（X-Yテーブルのインポジションチェック）�

（X-Yテーブルの位置決め完了）�

（サーボプログラムKO実行）�

X-Yテーブル起動�

ドリル軸起動�

ドリル軸停止�

Z軸退避動作�

Z軸起動�

（負の速度変更）�

モーションSFC応用事例�

Start

M0

M1

M4

M2

X0000

X0001

X0001

M3 M1602 M1622 M2003

M1601

M2001 M2002

PLS       M0

①穴明けポイントデータをパソコンから高速転送�
②パソコンでの高速モニタ機能�
③X－Yテーブル位置決め完了（インポジション）後のZ軸の高速起動�
④基板穴明け後（Z軸が基板位置よりも上昇）のX，Y軸の高速起動�
⑤ドリル折損時の高速退避動作�

パソコン�

モーションコントローラ�

サーボアンプ�

//X-Y軸起動待ち�
//(Z軸現在値≧基板上昇位置）�
(D842L＞＝D200L)

X-Yテーブル起動�
ABS-2�
　軸　　　　1,　　D     0μm�
　軸　　　　2,　　D     2μm�
　合成速度　　　　D     4mm/min

NOP //位置決め完了待ち�

SET  PY20  //ドリル軸起動�

//X－Yテーブルインポジションチェック�
M1602 ＊ M1622

Z軸起動�

PX1  //折損チェック�

//Z軸退避動作（負の速度変更）�
CHGV(K3, －100000)�
RST  PY20  //ドリル停止�

PXO  //穴明け完了待ち�

RST  PY20  //ドリル停止�

SET       M1

DMOV    D842    D202

D＞＝D202  D200 SVST  J1J2  K0

RST       M1

RST       M4

SET       M2

SVST：サーボプログラム始動要求命令�

SCPU PCPUSCPU PCPU

2

2

3

3

4

4

5

5

8

8

8

6

6

7

7

7 9
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※従来方式の処理内容     ～     は新方式の     ～     に対応しています。�91 91

1

1



OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

●外部からの入力信号に対する出力信号
　の応答時間を測定したものです。�
�
●シーケンスプログラムでは応答時間�
　20msと、スキャンタイム程度の遅れ
　とばらつきが生じます。�
�
●モーションSFCでは応答時間とばらつ
　きが3ms程度となります。�

●外部からの入力信号をトリガにして、
　サーボプログラムを起動した例です。�
�
●シーケンスプログラムによる起動では、
　外部信号の入力から速度指令の立ち上
　がりまで20msと、スキャンタイム程
　度の遅れとばらつきが生じます。�
�
●モーションＳＦＣでは応答時間10ms
　以下、3ms程度のばらつきで速度指令
　が立ち上がります。�

外部入力に対して高速応答�

サーボプログラムの起動時間も大幅短縮�

サーボプログラム起動�

サーボプログラムの連続起動�

I/0出力�

シーケンスプログラム� モーションSFC

シーケンスプログラム� モーションSFC

シーケンスプログラム� モーションSFC
X10

X10

M100

M2001

［G100］�
　SET PY0＝PX10＊M100

シーケンサスキャンタイム20ms

シーケンサスキャンタイム20ms

シーケンサスキャンタイム20ms

（シーケンサスキャンタイム程度）�

（シーケンサスキャンタイム程度）�

（シーケンサスキャンタイム＋10ms程度）�

X10�
（S-I/0入力）�

X10�
（S-I/0入力）�

速度指令�
（アンプモニタ端子）�

速度指令�
（アンプモニタ端子）�

PX10�
（P-I/0入力）�

PX10�
（P-I/0入力）�

PY0�
（P-I/0出力）�

Y0�
（S-I/0出力）�

～20ms

～20ms

～30ms 7ms

6ms～9ms

～3ms

●使 用 C P U：A172SHCPUN�
●入力ユニット：A1SX40ーS1（OFF→ON応答：～0.1ms）�
●出力ユニット：A1SY40（OFF→ON応答：～2ms）�

●使 用 C P U：A172SHCPUN�
●入力ユニット：A1SX40ーS1（OFF→ON応答：～0.1ms）�

●使 用 C P U：A172SHCPUN�
●入力ユニット：A1SX40ーS1（OFF→ON応答：～0.1ms）�

5ms/div

10ms/div

10ms/div 10ms/div

10ms/div

1軸�

2軸�

3軸�

速度指令�
1軸�

2軸�

3軸�

速度指令�

SVST  J1  K100

M10 M2001 M2002

M20 M2001 M2003

SVST  J1J2  K200�

RST  M10�

SET  M20�

SVST  J1J3  K300 K300

G100

K200

ON PX0010

K100

●1軸、2軸の直線補間プログラムK200
　に続いて、1軸、3軸の直線補間プログ
　ラムK300を起動した例です。�
�
●シーケンスプログラムによるサーボプ
　ログラムの連続起動では、30ms程度
　の遅れとばらつきが生じます。これは
　シーケンサのスキャンタイムが20ms
　であり、インタロックとなっている始
　動受付フラグM2001のリフレッシュ
　周期が10msであるためです。�
�
●モーションSFCではインタロックが不
　要であり、7ms程度の起動遅れとなり
　ます。�
�
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モーションSFCの高速応答制御�

Y0

S-I/O：シーケンサスロット I/O�
P-I/O：モーションスロット I/O

S-I/O：シーケンサスロット I/O�
P-I/O：モーションスロット I/O



1000回の連続位置決め時間で24秒短縮！！�

短縮のアルゴリズム�

※モーションSFCの場合、起動処理をシーケンサに依存せずPCPU側で行います。�

高頻度運転で威力発揮！！�

モーション�
SFC

従来型�
モーションプログラム�

（SV13）�

AD75M

71秒�

約2500rpm

95秒�

指令速度�

114秒�

SCPU PCPU

サーボアンプ�

指令パターン�

インポジション信号�

インポジション信号送信�インポジション信号受信�

インポジション信号用�
デバイスセット�

プログラム起動指令�

プログラム解読�

始　動�

モーションSFCは解読状態で待機�

1スキャン�

3.5ms

インポジション幅＝10PLS

25ms 25ms

連続位置決め�
プログラム例�
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モーションSFCの高速応答制御�

●移動量はモータ1回転分�
●位置決め時間は50ms（加速25ms＋減速25ms）�
●次起動は、アンプからのインポジション信号のONをインターロック�
●MR-J2-10B + HC-MF053モータ単体�
●ゲインは、オートチューニング無効にして全て同一条件�
●シーケンススキャンは全て20ms

※ モーションSFCを使うと、シーケンススキャンが延びても連続位置決め時間は変化しません。�

＜計測条件＞�

モーションコントローラ�

1000回位置決め�

［F    0］�

［F     1］�

［G     2］� ［G     1］�

2  CPSTART1�
    　軸　　　　1�
    　速度　　　　　　30000.00　mm/min�
    　FIN加減速                      30   msec�
1  INC -1�
    　軸　　　　1,        10000.0   μm�
2  CPEND

ON   M1602

PO

PO END

♯0〓0   //ループカウンタクリア�

［K    0］�

［G    0］�
NOP  //  位置決め完了待ち�

♯0〓♯0＋1 // ループカウンタインクリメント�

♯0＜1000  // ループカウンタ＜1000

IFB1

♯0＝＝1000  // ループカウンタ＝＝1000

※M1602　1軸インポジション信号�

：従来型モーションプログラム�

：モーションSFC



システム設計�システム設計�

プログラミング�プログラミング�

システム設定�

モーションSFCプログラム編集�

サーボデータ設定�

プログラム編集�

シーケンスプログラム編集�

メカ機構編集�
カムデータ作成�

GPP-W

命令ウィザード�
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Windows環境を生かしたプログラミングツール�

●システム構成（モーションユニット／サーボアンプ／�
　サーボモータ）をメニュー選択で設定�

●サーボパラメータ／固定パラメータ等を設定�
●ワンポイントヘルプによるパラメータの図解表示�

●機械の動作手順をフローチャート形式で記述�
●マウスクリックで図記号を配置、ドラッグで接続�

●各ステップ／トランジションのプログラムを記述�
●命令ウィザードを使ってメニューからの選択も可能�

命令選択�

マルチウィンドウ・マルチタスクでプログラミング効率アップ�

●メカ機構プログラムの編集／モニタ�
●マウスクリックで各モジュールを配置して作成�

●カムパターン選択／自由曲線設定によるカムデータ�
　作成、カム制御状態の波形表示�

●高機能なWindows版GPP機能ソフトウェア�
　「GPP-W」を使用可能（別途購入要）�●シーケンスプログラム編集／モニタ用にラダー�

　編集ソフトウェア「LADDERP」を用意�



デバッグ�デバッグ�

立上げ調整�立上げ調整�

運用保守�運用保守�

モニタ・テスト�

デジタルオシロ�

ドキュメント印字�

モーションSFCデバッグモード�
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モーションSFCモニタ�

バックアップ�

Windows環境を生かしたプログラミングツール�
充実したモニタ／デバッグ機能で立上げ作業を強力にサポート�

●実行中ステップをフローチャート上でカラー表示�
●実行／指定ステップのデバイスモニタ／テスト�

●強力なデバッグ機能（1ステップ実行／強制移行／�
　ブレイク／強制終了）でデバッグ時間を大幅短縮�

●モーション制御周期に同期したデータサンプリング�
●波形表示／ダンプ表示／ファイル保存／印字�

●現在値モニタ／軸モニタ／エラー履歴モニタ�
●マウスクリックで原点復帰／JOG等の各種テスト�

●モーションコントローラのプログラム／パラメータ／�
　内部情報を一括してファイルにバックアップ�

●システム設定／プログラム／パラメータを�
　Word／Excelファイルに変換して印字�



●パソコンリンクSSC通信システムは、モーションコントローラとパソコンとをSSCNETで接続し、高速な
　通信を実現します。�
●Windows対応の通信システムソフトウェアSW3RN-SNETPを使用し、1台のパソコンに最大8台�
　(A30BD-PCF使用時最大8台、A30CD-PCF使用時1台)のモーションコントローラを接続することができ、
　モーションコントローラの集中管理やデータ収集など、様々な用途に使用できます。�
●Visual C++(VC++)／Visual Basic(VB)／画面作画ソフトウェアINTAシリーズによるユーザ独自のアプリ
　ケーションソフトウェアの開発をサポートし、フレキシブルなユーザインタフェースの構築ができます。�
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パソコンリンクSSC

●SSCNET通信API関数を使ってVC++/VBによるユーザアプリケーション開発が可能です。�
●INTAシリーズで共有メモリ（CB,CW）にアクセスすることで、簡単にユーザ独自のモニタ画面を�
　作成することができます。�

※Visual C++ , Visual Basicは米国マイクロソフト社の登録商標です。�
※INTAシリーズは（株）ILC社の製品です。�
※パソコンを単体または機器に組み込んだ状態で輸出する場合には、当該パソコンに搭載されているOS（Windows等）、およびネットワーク閲覧ブラウザの外為法に対する該非を�
　メーカに確認した上で輸出手続きを行ってください。�

●モーションコントローラはパソコンリンクSSCに使用する
　SSCNET I/Fを標準装備しており、通信ユニットを追加す
　る必要がありません。�
●パソコン側のSSCNET I/Fとして、2CH/ボードのISAバ
　スボード(A30BD-PCF)と1CH/カードのPCMCIAカード
　(A30CD-PCF)を用意しています。�
●A30BD-PCFを使用すれば、1台のパソコンに最大8台の
　モーションコントローラを接続できますので、集中管理が
　容易です。�
●SSCNETは5.6Mbpsと高速な通信が可能であり、モーシ
　ョン制御周期に同期したデータ収集が可能です。�
●SSCNETは最大30mまで延長可能です。�

SSC I/F ボード／カード�

パネルパソコン�
SSCNET

パソコンリンクSSCシステム�

VC++/VBによるユーザアプリケーション� INTAシリーズによるユーザ独自画面�



関数名� 内　容� 関数名� 内　容� 関数名� 内　容�

■通信API関数一覧�
通信APIには下記の関数があり、それぞれVC++用とVB用を用意しています。�

サイクリック通信用関数� トランジェント通信用関数� 高速リフレッシュ用通信用関数�

共有メモリ（CB , CW）の読出し、書込みを行い
ます。�

モーションコントローラのデバイスメモリに対し
て一括読出し／書込み、登録モニタなどを行います。�

モーションコントローラの内部情報／デバイスメ
モリの内容をモーション制御周期に同期してサン
プリングします。�

■SSCNET通信システムソフトウェアで3種類の通信をサポート�
サイクリック通信� トランジェント通信� 高速リフレッシュ通信�

モーションコントローラとの間で登録されている共
有メモリ（CB,CW）を常時サイクリックにリフレ
ッシュします。共有メモリによりユーザアプリケー
ションは通信を意識することなく、モーションコン
トローラのデバイスメモリにアクセスできます。�

アプリケーションからの要求に応じてファイル転
送やメッセージ通信を行います。周辺ソフトウェ
ア／ラダー編集ソフトウェアはトランジェント通
信を使用してモーションプログラムの読出し／書
込みなどを行います。�

モーション制御周期に同期してデータ収集を行い
ます。登録できる点数は1CHあたり32ビットデー
タ4点、ビットデータ8点です。デジタルオシロソ
フトウェアは高速リフレッシュ通信を使用してデ
ータのサンプリングを行います。�

SnetCWReadB (  )�

SnetCWRead (  )�

SnetCWReadL (  )�

SnetCWReadF (  )�

SnetCWWriteB (  )�

SnetCWWrite (  )�

SnetCWWriteL (  )�

SnetCWWriteF (  )�

SnetMemRead (  )�

SnetMemReadBit (  )�

SnetMemWrite (  )�

SnetMemWriteBit (  )

8bitデータ読出し�

16bitデータ読出し�

32bitデータ読出し�

64bitデータ読出し�

8bitデータ書込み�

16bitデータ書込み�

32bitデータ書込み�

64bitデータ書込み�

ワードデータ一括読出し�

ビットデータ一括読出し�

ワードデータ一括書込み�

ビットデータ一括書込み�

SnetReadDev (  )�

SnetReadBitDev (  )�

SnetWriteDev (  )�

SnetWriteBitDev (  )�

SnetEntMonitor (  )�

SnetReqMonitor (  )�

SnetEndMonitor (  )�

SnetQueryType (  )�

SnetQueryStatus (  )�

SnetQueryDev (  )�

SnetSetStatus (  )

指定デバイス読出し�

指定ビットデバイス読出し�

指定デバイス書込み�

指定ビットデバイス書込み�

登録モニタ実行権獲得要求・デバイス登録�

登録デバイスモニタ�

登録モニタ実行権の解除要求�

CPU形名問い合わせ�

CPU動作状態（RUN/STOP）取得�

デバイス範囲問い合わせ�

CPU動作状態（RUN/STOP）変更�

SnetProbSet (  )�

SnetRun (  )�

SnetORBitTrigSet (  )�

SnetANDBitTrigSet (  )�

SnetORWordTrigSet (  )�

SnetGetData (  )�

SnetStop (  )

サンプリングデータ設定�

サンプリング開始要求�

OR-BIT トリガ情報設定�

AND-BIT トリガ情報設定�

OR-BIT トリガ情報設定�

サンプリングデータ要求�

サンプリング停止要求�

■ソフトウェア構成�
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パソコンリンクSSC

CH.0 CH.1 CH.7

モーションコントローラ（最大8台）
※�

周辺ソフトウェア�
(GSV13P/GSV22P)�
●トランジェント通信�

ラダー編集ソフトウェア�

●トランジェント通信�

ユーザアプリケーション�
（VC++、VB、INTAシリーズで作成）�

●サイクリック通信�
●トランジェント通信�
●高速リフレッシュ通信�

デジタルオシロソフトウェア�

●高速リフレッシュ通信�

通信API 通信API 通信API 通信API

アプリケーション�

起動／終了制御�

SNETPの�
ソフトウェア�

SSCNET通信タスク� 共有メモリサーバ�

SSCNET通信マネージャ�

メッセージバッファ�

トランジェント�
通信ドライバ�

サイクリック�
通信ドライバ�

高速リフレッシュ�
通信ドライバ�

高速リフレッシュ�
サンプリングバッファ�

共有メモリ� Common Bit Common Word System WordSystem Bit

パソコン上に複数のアプリケーション間で共有できる共有メモリエリアを配置�

複数アプリケーションからの通信要求に対する排他制御�

Windows NT 4.0／Windows 98

SSC I/F カード／ボード�

SSCNET

パソコン�

（モーションコントローラのデバイスメモリと同じイメージ）�

CB CW SB SW

※Windows 98の場合は、最大2台まで接続できます。�



●プログラムパラメータでモーションSFCプログラムの起動方法、実行タイミングを設定します。�

設定範囲� 内　容�

起動設定�

�

�

�

実行タスク�

自動起動する�

自動起動しない�

ノーマルタスク�

�

イベントタスク�

�

NMIタスク�

定周期�

外部割込み�

シーケンサ割込み�

・シーケンサレディ（M2000）の立ち上がり時に起動�

・シーケンサからのモーションSFCプログラム起動命令（　SFCS　）により起動�

・モーションSFCプログラム中より「サブルーチン呼出／起動」（　GSUB　）により起動�

・モーションメイン周期にて実行（空き時間に実行）�

・定周期（1.7ms, 3.5ms, 7.1ms, 14.2ms）毎に実行�

・外部割込みユニット（I0～I15）のうち、設定した入力ON時に実行�

・シーケンサからの割込みにより実行（シーケンサ専用命令　ITP　実行）�

・外部割込みユニット（I0～I15）のうち、設定した入力ON時に実行�

項　目�

■モーションSFCプログラムパラメータ�

■演算制御ステップ・トランジション命令�
分類� 記号� 機能�

二項演算�

ビット�
演算�

符号�

型変換�

＝�

＋�

－�

＊�

／�

％�

̃�

＆�

┃�

＾�

≫�

≪�

－�

SHORT�

USHORT�

LONG�

ULONG�

FLOAT�

�

UFLOAT

代入�

加算�

減算�

乗算�

除算�

剰余�

ビット反転（補数）�

ビット論理積�

ビット論理和�

ビット排他的論理和�

ビット右シフト�

ビット左シフト�

符号反転（2の補数）�

16bit整数型（符号付）に変換�

16bit整数型（符号なし）に変換�

32bit整数型（符号付）に変換�

32bit整数型（符号なし）に変換�

符号付データとみなし、�

64bit浮動小数点に変換�

符号なしデータとみなし、�

64bit浮動小数点に変換�

�

分類� 記号� 機能�

標準関数�

ビットデバ�
イス状態�

ビット�
デバイス�
制御�

SIN�

COS�

TAN�

ASIN�

ACOS�

ATAN�

SQRT�

LN�

EXP�

ABS�

RND�

FIX�

FUP�

BIN�

BCD�

（なし）�

！�

SET�

RST�

DOUT�

DIN

正弦�

余弦�

正接�

逆正弦�

逆余弦�

逆正接�

平方根�

自然対数�

指数演算�

絶対値�

四捨五入�

切り捨て�

切り上げ�

BCD→BIN変換�

BIN→BCD変換�

ON（A接点）�

OFF（B接点）�

デバイスのセット�

デバイスのリセット�

デバイスの出力�

デバイスの入力�

分類� 記号� 機能�

論理演算�

比較演算�

モーション�
専用関数�

その他�

（なし）�

！�

＊�

＋�

＝＝�

！＝�

＜�

＜＝�

＞�

＞＝�

CHGV�

CHGT�

EI�

DI�

NOP�

BMOV�

TIME

論理肯定�

論理否定�

論理積�

論理和�

一致�

不一致�

未満�

以下�

超�

以上�

速度変更要求�

トルク制限値変更要求�

イベントタスク許可�

イベントタスク禁止�

無処理�

ブロック転送�

時間待ち�

■SFC図記号�
分　類� 名　称� 記　号� 機　能�

プログラム�
開始／終了�

ステップ�

トランジション�

ジャンプ�

ポインタ�

START�

END�

モーション制御�
ステップ�

１回実行型�
演算制御ステップ�

スキャン実行型�
演算制御ステップ�

サブルーチン呼出�
／起動ステップ�

クリアステップ�

シフト�
（先読み移行）�

WAIT�

WAITON�

WAITOFF�

ジャンプ�

ポインタ�

プログラム名�
�

END

K

F

FS

プログラム名�
�

CLR プログラム名�
�

G

G

ONビットデバイス�

OFFビットデバイス�

P

P
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プログラムの開始（入口）を示します。�

プログラムの終了（出口）を示します。�

サーボプログラムKnの始動を行います。�
　（サーボ命令は従来のSV13/SV22と同様です。）�

演算制御プログラムFnを１回実行します。�

演算制御プログラムFSnを次の移行条件が成立するまで繰り返し実行します。�

サブルーチンの呼出し、または起動を行います。�

指定プログラムの実行を中止し、終了します。�

直前のモーション制御ステップ・サブルーチンの完了を待たず、条件成立にて�
次のステップへ移行します。�

直前のモーション制御ステップ・サブルーチンの完了を待ち、条件成立にて�
次のステップへ移行します。�

次のモーション制御ステップの始動準備を行い、条件成立にて即指令を出します。�

自プログラム内の指定ポインタPnにジャンプします。�

ジャンプ先のポインタ（ラベル）を示します。�

モーションSFC仕様�



■PCPU モーションSFC性能仕様�

■SCPU性能仕様�
項   目� A273UHCPU-S3A173UHCPU(-S1)A172SHCPUN

シーケンサCPU�
制御方式�

入出力制御方式�

プログラム言語�
�

命令数�
�
�

処理速度（μs）�
（シーケンス命令）�

入出力点数�
実入出力点数�

メモリ容量（内蔵RAM）�
�

プログラム容量�

シーケンス命令�
基本命令�
応用命令�
専用命令�
モーション専用命令�
ダイレクト時�
リフレッシュ時�
�
�
�
�
メインシーケンス�
サブシーケンス�
マイコンプログラム�

A3UCPU相当�
�

リフレッシュ方式�
�

22�

252�

204�
4�
�

0.15μs / ステップ�
8192 点 （ Ｘ/Ｙ0 ～ Ｘ/Ｙ1FFF ）�
2048 点 （ Ｘ/Ｙ0 ～ Ｘ/Ｙ 7FF ）�

�
�

最大 30 kステップ�
最大 30 kステップ�

なし�

A2SHCPUメモリ、Ｉ／Ｏ強化相当�
�

リフレッシュ方式／�
ダイレクト方式 選択可能�

�
26�
131�
106�
8�
6�

0.25～1.9μs / ステップ�
0.25μs / ステップ�

2048 点（Ｘ/Ｙ0～Ｘ/Ｙ7FF）�
1024 点（Ｘ/Ｙ0～Ｘ/Ｙ3FF）�

192 kバイト�

最大 30 kステップ�
なし�

最大 58 kバイト�
�

ストアードプログラム繰り返し演算�
�
�

シーケンス制御専用言語 （ リレーシンボル語、ロジックシンボル語、MELSAP Ⅱ）�

シーケンス命令� 制御内容�

シーケンスプログラムでSFCS命令の実行指令立ち上がり時（OFF→ON）に、指定されたモーションSFCプログラムの�
起動要求を行います。�

シーケンスプログラムでITP命令の実行指令立ち上がり時（OFF→ON）に、モーションCPU(PCPU)に対して割り込みを�
発生させます。モーションCPUは｢シーケンサ割込み｣にて実行するSFCプログラムの活性ステップを実行します。　�

SFCS

ITP

■シーケンサ専用命令�
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※従来のSV13/22のシーケンサ専用命令（DSFRP/SVST/DSFLP/CHGA/CHGV/CHGT）の機能はモーションSFCプログラム中に記述するため、シーケンスプログラム中には�
　記述できません。�

モーションSFC仕様�

項     目�

コード合計（モーションSFC図+演算制御+トランジション）�
テキスト合計（演算制御+トランジション）�
モーション制御プログラム（サーボプログラム）�
コード・モーション制御プログラム�
テキスト�
モーションSFCプログラム数�
モーションSFCステップ数／全プログラム�
（1ステップ＋ 1トランジション）�

モーションSFCプログラム名 ／1プログラム�

モーションSFC図 サイズ／1プログラム�
モーションSFCステップ数／1プログラム�
モーションSFC図コメント�

演算制御�
プログラム数�
トランジション プログラム数�
コードサイズ ／１プログラム�
テキストサイズ／1プログラム�
ブロック（1行）数／1プログラム�
文字数 ／ 1ブロック（1行）�
被演算子数 ／ 1ブロック（1行）�
サーボプログラム数�
ステップ数  ／ 全プログラム�
ステップ数  ／ 1プログラム�
位置決め点数�
同時実行プログラム数�
同時活性ステップ数�
�
�

実行タスク�
�
�

モーションレジスタ（＃0）点数�
フリーランタイマ（ＦＴ）点数�
モーションスロット入出力（PX/PY）点数 

A172SHCPUN�
（制御軸数最大8軸）�

プログラム�
容量�

287kバイト�
224kバイト�

�
PCPU   SRAM�
PCPU   SRAM�

256（ NO.0～255 ）�
最大  約 7.5k ステップ�

（演算制御プログラム・トランジションプログラムのステップ数により変わります）�

16バイト（半角16文字、全角8文字）�
（プログラム名がファイル名となる）�

最大  64kバイト （モーションSFC図コメントも含む）�
最大  4094ステップ�

最大  半角80（全角40） 文字 ／ 1記号�
F／FS合せて4096�

（F／FS0～F／FS4095）�
4096（G0～G4095）�

最大  約 64kバイト（32766ステップ）�
最大  約 64kバイト�

最大  8192ブロック（4ステップ（最小）／ 1ブロック の場合）�
最大  半角128文字（コメント含む）�

最大  64個（被演算子とは、定数・ワードデバイス・ビットデバイスをいう）�
4096（K0～K4095）�

�
最大 13312ステップ（等速制御・速度切換え制御の場合）�

�
最大  256本�

最大  256ステップ／全プログラム�
モーションメイン周期にて実行�

定周期（1.7ms・3.5ms・7.1ms・14.2ms）�
外部割込み16点（モーションスロットに装着の割込み入力ユニットからの入力）�
シーケンサからの割込み1点（シーケンサ専用命令ITP実行）にて実行�

外部割込み16点（モーションスロットに装着の割込み入力ユニットからの入力）�
※イベントタスクとNMIタスクとで合せて16点（SFCパラメータによりタスクを設定する）�
8192点（＃0～＃8191）（＃8000～＃8191は専用デバイス）�

1点（FT）（888μsタイマ（32bit））�

プログラム�
格納先�

モーションSFC�
プログラム�

演算制御�
プログラム�
 （F/FS）・�
トランジション�
プログラム（G）�

１回実行型�
スキャン実行型�

モーション制御�
プログラム�

実行仕様�

ノーマルタスク�
�
イベントタスク�
�

ＮＭＩタスク�

デバイス�

A273UHCPU－S3�
（制御軸数最大32軸）�

A173UHCPU－S3�
（制御軸数最大32軸）�

52kバイト� 約 56kバイト�

13312 14334

約 800ポイント／1軸� 約 400ポイント／1軸�

※WindowsNT、Windows98、Visual C++ 、Visual Basicは米国マイクロソフト社の登録商標です。�

合計  256点�合計  64点�

装着メモリカセット容量分�
（最大768kバイト）�

192 kバイト�
（-S1は768kバイト）�



※モーションSFC機能に対応するCPUはA273UHCPU-S3、A173UHCPU、A172SHCPUNのみです。 A273UHCPU、A171SHCPUNは使用できません。�
　(A273UHCPU-S3はA273UHCPUのメモリ増加版です。)�
※A173UHCPU用モーションSFC対応本体OSソフトウェアパッケージ（SW3RN-SV13B／SV22A）は近日発売です。�

SSCNET高速シリアル通信�
�

SW3RNC-GSVPRO

A270BDCBL03M�
A270BDCBL05M�
A270BDCBL10M

A270CDCBL03M�
A270CDCBL05M�
A270CDCBL10M

A273UHCPU-S3 A172SHCPUN

A173UHCPU

SSC I/Fカード A30CD-PCF
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機器構成・動作環境�

本体OSソフトウェア�
パッケージ(FD)

自動機用�

モーションSFC版�

SW3RN-SV13D�
SW3RN-SV13B

モーションSFC版�

SW3RN-SV22C�
SW3RN-SV22A

搬送組立用�

本体OSソフトウェア�
パッケージ(FD)

自動機用�

モーションSFC版�

SW3RN-SV13X

モーションSFC版�

SW3RN-SV22W

搬送組立用�

SSC I/Fボード A30BD-PCF

立上げ支援ソフトウェア(CD-ROM)

■動作環境�Windows NT 4.0／Windows98 日本語版が正常に動作し、且つ以下の仕様を満たすIBM PC/AT互換機�

(A30CD-PCFを使用する場合には、パソコンメーカが提供するWindowsNT／Windows98用カードイネーブラが必要です。)

OS�
CPU�
メモリ�
必要ハードディスク容量�

ディスプレイ�
�
アプリケーションソフトウェア�

解像度�
表示色�

※WindowsNT、Windows98、Word97、Excel97、Visual C++ 、Visual Basicは米国マイクロソフト社の登録商標です。�
※パソコンを単体または機器に組み込んだ状態で輸出する場合には、当該パソコンに搭載されているOS（Windows等）、およびネットワーク閲覧ブラウザの外為法に対する該非をメーカに確認した上で�
　輸出手続きを行ってください。�

日本語版Windows NT 4.0(Service Pack2以降) 日本語版 Windows98
Pentium133MHz以上推奨�

32MB以上推奨�
SW3RNC-GSV : 51MB ＋ SW3RNC-GSVHELP : 108MB (選択インストール可)�

800×600ドット以上�
256色以上�

Word 97,  Excel 97以降（ドキュメント印字に必要）�
Visual C++ 4.0以上、Visual Basic 4.03（32ビット版）以上（通信API関数使用時に必要）�



■総合立上げ支援ソフトウェアSW3RNC-GSVソフトウェア構成一覧�

※Word 97, Excel 97以降が必要です。�

■モーションSFC機能対応本体OSソフトウェアパッケージ一覧�

■構成機器一覧�

構成ソフトウェア� 機　　能�

搬送組立用ソフトウェア�
SW3RN-GSV13P�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

自動機用ソフトウェア�
SW3RN-GSV22P�
�
�
�
�
�
カムデータ作成ソフトウェア�
SW3RN-CAMP�

デジタルオシロソフトウェア�
SW3RN-DOSCP�

通信システムソフトウェア�
SW3RN-SNETP�

ドキュメント印字ソフトウェア�
SW3RN-DOCPRNP　※�

ラダー編集ソフトウェア�
SW3RN-LADDERP

名　　称� 形　　名� 備　　考� 定　価（円）�

本体ＯＳ�
ソフトウェア�
パッケージ�

SW3RN-SV13D �
SW3RN-SV13B�
SW3RN-SV13X  �
SW3RN-SV22C�
SW3RN-SV22A�
SW3RN-SV22W 

搬送組立用（A172SHCPUN対応 FD2枚）�
搬送組立用（A173UHCPU対応 FD2枚）�
搬送組立用（A273UHCPU-S3対応 FD2枚）�
自動機用　（A172SHCPUN対応 FD2枚）�
自動機用　（A173UHCPU対応 FD2枚）�
自動機用　（A273UHCPU-S3対応 FD2枚）�

総合立上げ支援�
ソフトウェア�

SW3RNC-GSVPRO �
�
�
�
�
SW3RNC-GSVSET 

同梱製品�
・SW3RNC-GSV（総合立上げ支援ソフトウェアCD-ROM1枚）�
・SW3RNC-GSVHELP（オペレーションマニュアルCD-ROM1枚）�
・インストールマニュアル（IB（名）-67413）�
同梱製品�
・SW3RNC-GSV（総合立上げ支援ソフトウェアCD-ROM1枚）�
・SW3RNC-GSVHELP（オペレーションマニュアルCD-ROM1枚）�
・インストールマニュアル（IB（名）-67413） �
・A30CD-PCF（SSC I/Fカード（PCMCIA TYPEⅡ1CH/カード））�
・A270CDCBL03M（A30CD-PCF用ケーブル 3m)

280,000�
�
�
�
�
�

400,000

SSC I/Fボード�
SSC I/Fカード�

ケーブル�

A30BD-PCF �
A30CD-PCF �
A270BDCBL03M �
A270BDCBL05M �
A270BDCBL10M �
A270CDCBL03M �
A270CDCBL05M �
A270CDCBL10M 

ISAバス装着タイプ   2CH／ボード�
PCMCIA  TYPEⅡ   1CH／カード�
A30BD-PCF用 　 3m�
A30BD-PCF用 　 5m�
A30BD-PCF用　10m�
A30CD-PCF用 　 3m�
A30CD-PCF用 　 5m�
A30CD-PCF用　10m

150,000�
200,000�
14,000�
16,000�
21,000�
14,000�
16,000�
21,000

用　　途� 形　　名� CPU 備　　考� 対応周辺ソフトウェア�

搬送組立用�

自動機用�

SW3RN-SV13D�

SW3RN-SV13B�

SW3RN-SV13X�

SW3RN-SV22C�

SW3RN-SV22A�

SW3RN-SV22W

A172SHCPUN�

A173UHCPU�

A273UHCPU-S3�

A172SHCPUN�

A173UHCPU�

A273UHCPU-S3

モーションSFC版   8軸仕様�

モーションSFC版 32軸仕様�

モーションSFC版   8軸仕様�

モーションSFC版 32軸仕様�

搬送組立用 SW3RN-GSV13P�

�

自動機用 SW3RN-GSV22P�

カムデータ作成用 SW3RN-CAMP
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機器構成・動作環境�

インストール�

プロジェクト管理�

システム設定�

サーボデータ設定�

プログラム編集�

メカ機構編集�
(GSV22Pのみ)�
通信�

モニタ�

テスト�

バックアップ�

カムデータ作成�

デジタルオシロ�

通信システムソフト�
通信ＡＰＩ�

印字�

ラダー編集�

・モーション本体OSのインストール�
・モーション本体OSの照合�
・プロジェクトの新規作成／設定／読出し�
・プロジェクト単位でユーザファイルを一括管理�
・システム構成（モーションユニット／サーボアンプ／サーボモータ等）の設定�
・高速読出しデータの設定�
・サーボパラメータ／固定パラメータ等の設定(ワンポイントヘルプによる図解表示)�
・リミットスイッチ出力データの設定（波形表示機能による出力パターン表示）�
・モーションSFCプログラム編集／モーションSFCパラメータ設定�
・モーションSFC図の縮小表示／コメント表示／拡大表示�
・モーションSFCモニタ／モーションSFCデバッグ�
・メカ機構プログラムの編集�
・メカ機構プログラムの実行状態をモニタ�
・SSCNET通信のCH.設定�
・モーションコントローラに対して、プログラムやパラメータを書込み／読出し／照合�
・現在値モニタ／軸モニタ／エラー履歴�
・サーボモニタ／リミットスイッチ出力モニタ�
・サーボ立上げ／サーボ診断�
・JOG運転／手動パルサ運転／原点復帰テスト／プログラム運転�
・ティーチング／エラーリセット／現在値変更�
・モーションコントローラのプログラム／パラメータをファイルにバックアップ�
・バックアップファイルをモーションCPUへ一括書込み�
・カムパターン選択／自由曲線設定によるカムデータ作成�
・カム制御状態のグラフ表示�
・演算周期に同期したデータサンプリング�
・収集データの波形表示／ダンプ表示／ファイル保存�
・通信タスク／通信マネージャ／共有メモリサーバ／SSCNET通信ドライバ�
・サイクリック通信、トランジェント通信、高速リフレッシュ通信をサポート�
・VC++／VBに対応した通信API関数�
・プログラム／パラメータ／システム設定の印字�
（Word 97, Excel 97 文書形式に変換し印字）�
・シーケンスプログラムの編集�
・シーケンスプログラムの実行モニタ�

48,000�
48,000�
48,000�
48,000�
48,000�
48,000



この印刷物は、1999年9月の発行です。なお、お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。� 1999年9月作成�

お問合せは下記へどうぞ�

東京都港区芝公園2-4-1（秀和芝パークビル）…………………………………�

長野市居町5（勝山ビル）…………………………………………………………�

札幌市中央区北2条西4-1（北海道ビル）………………………………………�

仙台市青葉区上杉1-17-7（三菱電機明治生命仙台ビル）……………………�

郡山市大町1-14-1（協栄生命郡山ビル）………………………………………�

大宮市大成町4-298（三菱電機大宮ビル）……………………………………�

柏市東上町2-28（第二水戸屋ビル）……………………………………………�

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）…………………�

新潟市東大通2-4-10（日本生命ビル）…………………………………………�

金沢市広岡3-1-1（金沢パークビル）……………………………………………�

名古屋市中村区名駅3-28-12（大名古屋ビル）………………………………�

静岡市日出町2-1（田中第一ビル）………………………………………………�

浜松市板屋町111-2（浜松アクトタワー）……………………………………�

豊田市小坂本町1-5-10（矢作豊田ビル）………………………………………�

岐阜市金町4-30（明治生命岐阜金町ビル）……………………………………�

津市中央2-4（協栄生命三重支社ビル）…………………………………………�

大阪市北区堂島2-2-2（近鉄堂島ビル）…………………………………………�

京都市下京区西洞院通塩小路上ル東塩小路町608-9（日本生命京都三哲ビル）…………�

神戸市中央区浪花町59（神戸朝日ビル）………………………………………�

広島市中区中町7-32（日本生命ビル）…………………………………………�

高松市寿町1-1-8（日本生命高松駅前ビル）……………………………………�

福岡市中央区天神2-12-1（天神ビル）…………………………………………�

本社機器営業部……………〒�

長野支店……………………〒�

北海道支社…………………〒�

東北支社……………………〒�

福島支店……………………〒�

関越支社……………………〒�

東関東支社…………………〒�

神奈川支社…………………〒�

新潟支店……………………〒�

北陸支社……………………〒�

中部支社……………………〒�

静岡支店……………………〒�

浜松支店……………………〒�

豊田支店……………………〒�

岐阜支店……………………〒�

三重支店……………………〒�

関西支社……………………〒�

京滋支店……………………〒�

兵庫支店……………………〒�

中国支社……………………〒�

四国支社……………………〒�

九州支社……………………〒�

105-0011

380-0901

060-8693

980-0011

963-8001

331-0043

277-0011

220-8118

950-0087

920-0031

450-8522

420-0837

430-7719

471-0034

500-8842

514-0032

530-8206

600-8216

650-0035

730-0037

760-8654

810-8686

（03）3459-5624

（026）259-1264

（011）212-3794

（022）216-4548

（024）923-5624

（048）653-0256

（0471）62-3621

（045）224-2624

（025）241-7227

（076）233-5502

（052）565-3326

（054）251-2855

（053）456-7115

（0565）34-4112

（058）263-8787

（059）229-1567

（06）6347-2821

（075）361-2191

（078）392-8561

（082）248-5337

（087）825-0055

（092）721-2247

〒100-8310　東京都千代田区丸の内2-2-3（三菱電機ビル）�

三菱モーションコントローラ�

安全にお使いいただくために�
●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に「取扱説明書」を必ずお読みください。�
●本製品は人命にかかわるような状況の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。�
●本製品を、乗用移動体用、医療用、航空宇宙用、原子力用、電力用、海底中継用の機器あ
　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、当社の営業窓口までご照会く
　ださい。�
●本製品は厳重な品質管理の下に製造しておりますが、本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、安全装置を設置してください。�

〈サーボ・モーションコントローラ対応TEL技術相談〉�受付／9：00～16：30月曜～金曜（土、日、祝祭日除く）�

受付／10：00～16：00月曜～金曜（土、日、祝祭日除く）ただし、受信は常時�

名古屋製作所 …………………（052）712-6607

〈FAX技術相談〉�
FAX技術相談センター………（052）719-6772
本社機器営業第二部………（03）3459-5619�
中部支社機器第二部………（052）565-3349�
関西支社機器第二部………（06）6347-2657

MELFANSwebホームページ：http://www.nagoya.melco.co.jp/�
Q&Aサービスでは、質問を受け付けています。また、よく寄せられる質問／回答の閲覧ができます。FAランドID登録（無料）が必要です。�

三菱電機FA機器TEL・FAX技術相談�

インターネットによる三菱電機FA機器技術情報サービス�

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。�

L（名）03005-A 9909（ROD）�

西暦2000年の対応について�
西暦2000年はうるう年となり、2月28日の翌日は2月29日となります。�
CPUユニット内蔵の時計素子が日付の自動補正を行いますので、ユーザによる時計素子への日
付の再設定は不要です。�
なお、シーケンサCPUから時計データを読み出して、シーケンス制御で使用されている場合、
年データが西暦の下2桁のみですので、データの使用用途によってはシーケンスプログラムに
よる年データの補正が必要となります。�
　　　　　1999年→“99”�
　　　　　2000年→“00”�
読み出した西暦年の下2桁データを大小比較命令のみで判断させますと2000年以降の方が1999
年より過去であると判断されることになります。�


