
Roll to Roll 制御機器選定の第一歩 !

FACTORY AUTOMATION

三菱電機Roll to Roll制御機器
セレクションガイダンス



Global Player

リーディング企業として日本の、
世界の「ものづくり」を支えます。

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、技術、サービス、創造力の
向上を図り、活力とゆとりある社会の実現に
貢献します。

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、その他

産業メカトロニクス
シーケンサ、産業用ＰＣ、ＦＡセンサー、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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搬送・
材料供給

パウダブレーキ

パウダクラッチ＋モータ

張力検出器

巻取り駆動巻出し 加工

フィルム

印刷

紙・プラスチック

電子デバイス材料

パウダクラッチ・ブレーキ/テンションコントローラ/張力検出器 ACサーボ インバータ グラフィックオペレーション
ターミナルシーケンサ 産業用PC/シーケンサ

駆動系 データ管理制御系

三菱電機が提案するRoll to Roll制御機器は、張力制御の可能性をこれまで以上に広げる、

シンプルで効率の良いFA機器群との組合わせが可能です。

各製品がそれぞれの分野でさらに生産性を高めるとともに、ネットワーク環境の構築によりラインの

見える化を進めます。フィルム・繊維・プリンタブルエレクトロニクスなど、さまざまな長尺物の生産と

加工を三菱電機FA機器が包括することで、そのメリットを最大限に活かすことができます。
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搬送・
材料供給

パウダブレーキ

パウダクラッチ＋モータ

張力検出器

巻取り駆動巻出し 加工

フィルム

印刷

紙・プラスチック

電子デバイス材料

パウダクラッチ・ブレーキ/テンションコントローラ/張力検出器 ACサーボ インバータ グラフィックオペレーション
ターミナルシーケンサ 産業用PC/シーケンサ

駆動系 データ管理制御系

三菱電機が提案するRoll to Roll制御機器は、張力制御の可能性をこれまで以上に広げる、

シンプルで効率の良いFA機器群との組合わせが可能です。

各製品がそれぞれの分野でさらに生産性を高めるとともに、ネットワーク環境の構築によりラインの

見える化を進めます。フィルム・繊維・プリンタブルエレクトロニクスなど、さまざまな長尺物の生産と

加工を三菱電機FA機器が包括することで、そのメリットを最大限に活かすことができます。
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三菱電機Roll to Rollアプリケーション
高機能フィルム・シート・テープなどの長尺材に、Roll to Roll方式で施す、印刷・蒸着・塗装などの

各製造工程において、さまざまな三菱電機FA機器が使用されています。

各種FAネットワークにも対応しているので、上位コントローラなどとの連携がスムーズに行えます。

GOT

制
御
系

シーケンサ

駆
動
系

巻出し工程 中間軸 加工工程

モータサーボアンプ

高速/多軸

パウダブレーキ

テンション
コントローラ

張力検出器 テンションメータ

極低速〜低速

＊1

モータインバータ

低速〜高速/大容量

＊4

モータインバータ

極低速〜高速/大容量

＊2＊4

＊2＊4

＊4

6



ロギング・監視

I
T
系

エ
ッ
ジ
コ
ン

ピ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ

Cloud

産業用PC
リアルタイムデータ

アナライザ

ハブ

＊3＊4/

センサ

加工工程 検査工程 巻取り工程
＊1：CC-Link V2での接続にはオプション品（LE7-CCL）が必要です。
＊2：CC-Link IE TSNへの接続は、A800（標準）+オプション品（FR-A8NCG）となります。
＊3：LE-10WTA-CCLはCC-Link IE フィールドネットワーク Basic非対応のため、CC-Link V2をご使用ください。
＊4：CC-Link IE  フィールドネットワーク Basicでの接続にはA800-E（-R2R）シリーズ、CC-Link V2での接続にはオプション品（FR-A8NC）が必要です。

パウダクラッチ

テンションコントローラ インバータ

パワーアンプ

モータ

＊2＊4

＊3

テンションメータ インバータ モータ

低速〜高速/大容量

＊4

張力検出器

極低速〜高速/大容量
（パウダクラッチ使用の場合、極低速〜低速）
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はじめに知ってほしい、張力制御の方法

送りモータ

パウダブレーキ

ブレーキ

送りロール

送りモータが一定速度で材料を搬送し、巻軸で材料の搬送と逆向きに材料を引っ張ることで、張力を発生させます。パウダブレーキのトルク
を調整することで、張力を制御できます。トルク制御のメリットは、フィードバック制御の場合張力精度の高い制御ができること、またシンプル
な構成でパスラインの短縮が可能となり、装置をコンパクトに設計できることです。
材料の送り速度は、送りモータの回転速度で決めます。慣性モーメントやメカロスによるトルクの補正が必要です。

張力を制御する場合、トルク制御方式と速度制御方式の2種類があり、それぞれの方式に得意・不得意があります。
そのため、使用条件に応じて適切な方式を選択してください。

使用条件 トルク制御 速度制御

・張力の精度
・低速　 アクチュエータの発生するトルクで決まるため、きめ細かい制御が

可能となります。
張力はダンサロールの重りやエアシリンダの加圧により決まりますが、
逆に張力の変化があったときに張力を制御するためのトルクだけを
可変できません。

・加減速あり
・巻径の変化大
・低張力

慣性の変化やメカロスの変化によるトルクの影響を受けるため、制
御が困難。

加減速があっても、張力はダンサロールの重りやエアシリンダの加
圧により決まるため、加減速の影響をあまり受けません。巻軸に駆
動をかけることもできるため、積極的に材料を送り出すことで張力
を低くすることができます。

トルク制御と速度制御の使い分け

トルク制御とは？

詳細→P8、P9詳細→P8、P9 詳細→P10、P11
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安定性の高いオープンループ制御と精度の良好なフィードバック制御が代表的な制御方式です。オープンループ制御とフィードバック制御を
組み合わせることで、より高度な張力制御が可能となる「フィードフォワード/フィードバック複合制御」とすることもできます。

センサからの信号を用いて演算した巻径の変化に合わせて、トルク
を制御することにより張力が一定になるように制御する方式です。

張力検出器によって材料張力を直接モニタし、目標張力と一致する
ようにフィードバック制御する方式です。

安定性の高いオープンループ制御と高精度なフィードバック制御を
組み合わせ、より高度な張力制御を実現します。

トルク制御における張力制御の方式例

特長

• 導入コストが安い（張力検出器が不要）
• 安定した制御が行える（急激な外乱に過敏な影響を受けない）
• テーパ制御が容易
• 張力検出器が使用できない装置でも使用可能

注意点

• 実際の材料張力を把握できない
• アクチュエータのトルク変化や直線性、メカロスの影響を受ける

特長

• 目標値に対して正確な張力が得られる
• アクチュエータのトルク特性（直線性、温度特性）に影響されない制御
が可能

• 実際の材料張力を数値で把握することが可能

注意点

• 張力検出器が必要
• 急激な外乱（張力変化）に対して即時追従しない
• 機械の運転操作と制御の協調が必要

特長

• フィードバックのデメリットである短期的な外乱による影響を抑える
ことが可能

• 加減速時の慣性モーメントの影響を補正することが可能

注意点

• 張力検出器および巻径演算用のセンサ（近接スイッチ、ロータリエンコー
ダ）などが必要

オープンループ制御（巻径検出式）1

フィードバック制御（別名:クローズドループ制御）2

フィードフォワード/フィードバック複合制御3

近接スイッチ
テンションコントローラ

巻径演算
オプション

パウダブレーキ

インバータ

シーケンサ

巻軸パルス

トルク制御信号

メジャーパルス

送り
モータ

パウダブレーキ テンションコントローラ

トルク制御信号

張力信号

張力検出器

張力検出器

インバータ

シーケンサ

送り
モータ

巻径演算
オプション

パウダブレーキ テンションコントローラ

シーケンサ

インバータ

巻軸パルス

近接スイッチ

送り
モータ

張力検出器

張力検出器

トルク制御信号

張力信号

メジャーパルス
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速度制御とは？

サーボアンプ
送りモータ

巻出用モータ

送りロール

ダンサロールの位置、
送りモータの速度に
合わせ巻出用モータ
の送り速度を制御

ダンサロール動

同調位置
フィードバック

インバータ

ダンサロールの
重さで張力を発生

速度制御とは材料の流れる速度を制御することで張力を安定化させる制御方法です。張力はダンサロールの加圧の制御または材料の送り速
度の差を利用した制御（ドロー制御）により制御します。ダンサロールを使用した速度制御の場合はダンサロールにより機械の振動や速度
変動を吸収することができ、安定した速度搬送、張力制御をすることが可能です。

速度制御における張力制御の方法例

張力検出器による方法1

張力検出器による速度制御の特長

• 簡単な構成で速度制御が行える
• 張力の精度はダンサ制御より高い
• 張力の安定性が劣る
• 材料の特性で制御性が大きく変化する

サーボモータ

サーボモータ

張力検出器

張力検出器

テンションメータ

サーボアンプ サーボアンプシーケンサ

速度設定

・張力検出器を用いて検出した張力と設定張力との差を検出して、
 モータの速度差を制御します。
・前後のロールの回転速度差で張力を発生させるのでドロー制御
 と同じ原理です。
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エアシリンダ
（張力設定）

サーボアンプ

速度設定

サーボ
モータ

サーボモータ

サーボアンプシーケンサ

ダンサ位置

サーボモータ

モータ
パウダクラッチ

カウンタウェイトカウンタウェイト

サーボアンプサーボアンプ シーケンサ

クラッチ用アンプ

ダンサ位置
速度設定

張力設定
サーボ
モータ

従動ロール

送りロール

図A
過大張力

送りモータ

サーボアンプ

図B

比率設定器

送りロール

サーボモータ

シーケンサ

ダンサロールによる方法（パウダクラッチによる加圧）2

ドロー制御4

ダンサロールによる方法（エアシリンダによる加圧）3

パウダクラッチによる速度制御の特長

• 張力はパウダクラッチのトルクで可変できる
• ダンサ位置は入出力速度差に依存する
• パス長が長くなっても同期が取りやすい
• ダンサ位置と張力は影響を与えない

図Aのとおり走行材料によって多数の従動ロールを駆動させる場合、
従動ロールのメカロスの影響で先頭部に行くほど張力が過大になるこ
とがあります。これを防止するために各従動ロールを駆動する場合、材
料の伸縮に応じた速度制御が必要となります。

図Bのとおり各ロールをサーボモータで駆動し、比率設定器によって前
段モータよりも後段モータを高速で駆動することもできます。
伸び率は概略0.1〜5%の値となります。

このように後段ロールを高速駆動する方式をドロー制御といい、運転
張力は材料の伸び率特性によって決まります。

ダンサロールによる速度制御の特長

• 加減速でも容易に安定が得られる
• パス長が長くなっても同期が取りやすい
• ショックを吸収する
• 張力の精度はエア圧と機械機構に依存する

・ダンサロールの押圧力の調整に、エアシリンダを使用する方法です。
・エアシリンダの空圧によりダンサロールを加圧することで設定張力 
 を可変します。

・ダンサロールの押圧力の調整に、パウダクラッチを使用する方法です。
・パウダクラッチのトルクによりダンサロールを加圧することで設定
 張力を可変します。
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ソリューション別機器マップ/アクチュエータ比較

機械の大きさ

スリッタスリッタ

ラベル
印刷機

オフセット
印刷機

インフレ
押出し機

グラビア
印刷機

コータ・
ラミネータ

伸線機

延伸フィルム
製造機

新聞印刷機

抄紙機

ディジタル
印刷機

製袋包装機

300m100m20m2m
駆動能力

1kW 10kW 100kW

パウダクラッチ/ブレーキサイズ互換

ラインスピード低

コギング無

コスト低

巻取り/巻出し軸（トルク制御）
小（～400N・m）

～7kW MR-J5シリーズ使用時
～55kW MR-J4シリーズ使用時

ACサーボ

中間軸（速度制御、トルク制御）

省スペース

ラインスピード高 速度指令高分解能

メンテナンスフリー

大（～500kW（2650N・m））

ベクトルインバータ

力行・回生連続

温度補償あり

ラインスピード高

コギング無

定出力領域（4：1）

メンテナンスフリー

巻取り/巻出し軸
（速度制御、トルク制御）
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菊模様

湾弧 竹の子 肩落ちロール

陥没ロール

張力が弱いとしわができ、印刷パターンの途切れが発生します。張力が強
すぎると材料は伸び、張力がなくなると縮むため、変形した印刷になります。
各印刷ユニットの張力が不揃い・変動があると、色のはみ出し・にじみ・
変形などが発生します。

印刷品質の向上
適正な張力の保持

張力制御導入による効果

・過小張力 ・過大張力 ・張力制御不良

張力制御を導入することで、材料を連続加工する際の品質が向上します。

品質向上
品質向上

張力制御効果

品質向上
品質向上

張力制御効果

材料を加工して巻き取る段階で、適切に張力制御がされ
なければ、次のように不具合が発生することになります。

巻き取り姿の品質の向上
正確な巻径状態の計測

切断幅の精度向上
加工精度と処理能力の両立

上下の張力が均等でないと、幅が不均一
となり、しわ・たるみなどが発生します。

貼合わせの品質向上
材料間の貼合わせ張力均一化

上下の張力を制御しないと、材料の伸縮の
影響を受け、しわ・カールなどが発生します。

塗工膜厚さの均一化
安定した材料張力と速度

塗工前後の張力が不均一であれば、厚み
が不均一になり、製品に影響を与えます。

導入前

導入前 導入前 導入前

導入前

機械の大きさ

スリッタスリッタ

ラベル
印刷機

オフセット
印刷機

インフレ
押出し機

グラビア
印刷機

コータ・
ラミネータ

伸線機

延伸フィルム
製造機

新聞印刷機

抄紙機

ディジタル
印刷機

製袋包装機

300m100m20m2m
駆動能力

1kW 10kW 100kW

パウダクラッチ/ブレーキサイズ互換

ラインスピード低

コギング無

コスト低

巻取り/巻出し軸（トルク制御）
小（～400N・m）

～7kW MR-J5シリーズ使用時
～55kW MR-J4シリーズ使用時

ACサーボ

中間軸（速度制御、トルク制御）

省スペース

ラインスピード高 速度指令高分解能

メンテナンスフリー

大（～500kW（2650N・m））

ベクトルインバータ

力行・回生連続

温度補償あり

ラインスピード高

コギング無

定出力領域（4：1）

メンテナンスフリー

巻取り/巻出し軸
（速度制御、トルク制御）

導入後

導入後 導入後

導入後

しわ

不揃い

たるみ

しわ

カール

不均一な厚み

丸くならない

品質向上
品質向上

張力制御効果

導入後

品質向上
品質向上

張力制御効果

色ズレ変形途切れ

品質向上
品質向上

張力制御効果 13



張力制御に必要なテンションコントローラ、張力検出器、テンションメータなど、用途と制御の内容に応じて選択できるよう、さまざまな方式
の装置をご用意しています。

テンションコントローラ
• フィードバック式テンションコントローラ
材料の張力を張力検出器を使って直接測定し、巻出しや
巻取りの張力が目標値と一致するようフィードバック制御
します。目標値に対して正確な張力制御が行える方式です。

• オープンループ式テンションコントローラ
センサなどで巻枠径を検出し、巻出しや巻取りのトルクを
制御します。急激な外乱に対して敏感な影響を受けず、
安定した張力制御が行える方式です。

小型・軽量

小型・軽量

多彩な通信

多彩な通信

簡単立上げ

簡単立上げ

高精度

高精度

特長 

特長 

Roll to Rollを制御する製品

LE7-40GU-LLE7-40GU-L LE-10WTA-CCLLE-10WTA-CCL

LD-10WTB-CCLLD-10WTB-CCL

フィードバック制御とオープンループ制御を組み合わせること
で、応答性・安定性に優れた高精度な張力制御ができます。

ネットワークオプション

LE7-CCL

Ethernet、 USB、 RS-485通信機能を標準搭載。シーケンサ（他社製品を含む)、パソコンと連携することでお客さまのさまざまなご要望にお応えします。

ネットワーク強化

巻径演算オプション

LE7-DCA
すでにCC-Link V2ネットワークを導入されている
場合、低コストでリンクシステムに追加できます。

対応ネットワーク一覧
・CC-Link IE フィールドネットワークBasic
・SLMP
・MODBUS/TCP
・MODBUS（RTU/ASCII）
・簡易PC間リンク
・CC-Link V2

オプションの追加でCC-Link（V2）リモートデバイス局に対応!

LE7-40GU-L

張力信号

制御出力

LE7-40GU-L

GOT

Ethernet

iQ-R リモートI/O局

事務所
工場

張力信号

制御出力

稼働時間などの
状態監視

LE7-40GU-Lの特長

14



クラッチ用アンプ
外部からの信号や外付けボリュームによりパウダクラッチ・ブレーキ
用の励磁電流を制御するためのクラッチ用アンプです。

パウダクラッチ・ブレーキ
トルクの伝達にパウダ（磁性鉄粉）を使用するもので、流体クラッチの
なめらかさ、摩擦板式クラッチの連結時の高能率などの長所を兼ね
備えています。長尺物の巻取り・巻出し用アクチュエータとして、また
は過負荷安全装置（トルクリミッタ）などに適しています。

テンションメータ
張力検出器などで検出した材料の張力を表示し、外部機器へ信号出
力する装置です。複数軸対応のテンションメータや張力のモニタに適
したディジタル表示ができるものもあります。

ZKB-BN　パウダクラッチZKB-BN　パウダクラッチ

LD-10PAU-A/BLD-10PAU-A/B

ZKB-XN　パウダブレーキZKB-XN　パウダブレーキ

LE-50PAULE-50PAU

広範囲の制御 連続スリップ運転

安定したトルク 熱容量大

小型・軽量簡単立上げ 高精度

小型・軽量

小型・軽量簡単立上げ 高精度

高精度

特長 

特長 

特長 

特長  

張力検出器
材料の張力を電気信号として出力することが可能な張力センサです。
テンションコントローラまたはテンションメータと接続し、材料の張力
を表示、制御することが可能です。
LX-TD/LX7-F形張力検出器は電気ノイズや温度、湿度変化に強い
差動トランス式を採用しており、高精度な張力検出が可能です。LX7-FLX7-F LX-TD/LX-TD-928LX-TD/LX-TD-928

LM-10WA-CCL*LM-10WA-CCL* LM-10PDLM-10PD
＊：CC-Link V2対応です。
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MELSEC iQ-Rシリーズ　モーションユニット
PLCopen® Motion Control FBを起動するだけで、位置決め、同期、カム、速度、トルク、直
線補間などのさまざまなモーション制御を簡単に実行できます。最大制御軸数はRD78G64は
64軸、RD78GHWは256軸です。

サーボアンプ　MR-J5シリーズ  
モーションユニットと組み合わせることで正確な同期駆動が可能です。0.3秒で振動やオーバー
シュートを抑制するクイックチューニングにより、自動運転で安定した位置決め運転を実現します。
さまざまな予知保全、予防保全機能を搭載し、メンテナンス時間を削減します。

回転型サーボモータ　HKシリーズ
分解能26ビットのバッテリレス絶対位置エンコーダを標準搭載。絶対位置データ保持用バッテ
リが不要です。モータ電源ケーブル/エンコーダケーブル/電磁ブレーキケーブルを1ケーブルで
接続可能です。ねじ締め不要のワンタッチロックにてさらに配線作業が向上します。

三菱電機ACサーボシステム　MELSERVO-J5

RD78GH

MR-J5-G

HK-KT13W

RD78G

MR-J5W-G

HK-ST102W

MELSERVO-J5と共に創る新たな価値。
トータルドライブソリューションで未来を拓く。

今までにない価値を共創する
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CC-Link IE TSN対応で高速高精度なシステムを構築

装置の要求性能に応じて、最適な調整方法を選択

シンプルコンバータMR-CMで、省エネ・省スペース・省配線を実現
母線共通接続により、回生電力の有効利用による省エネと、配線用遮断器/電磁接触器を削減し省スペース・省配線を実現できます。
シンプルコンバータMR-CMは、駆動可能なサーボアンプ容量の合計3kW、最大6台のサーボアンプを接続可能です。

CC-Link IE TSN対応のコントローラとの同期通信に
て一定周期で指令を受け取り、サーボモータを駆動で
きます。（位置/速度/トルク）
モーションユニットと組み合わせて、高速と高精度の時
刻一致により、軸/装置間での正確な同期動作を実現
します。

装置を立ち上げるとき、機械が共振して音が出ること
があります。クイックチューニングはサーボオン時、調
整するので音が出にくくなります。
サーボアンプは装置によりさまざまなサーボ調整機能
を使用することができます。

　・クイックチューニング
　・ワンタッチチューニング
　・機械共振抑制フィルタ
　・アドバンスト制振制御Ⅱ

回生オプション削減

200V

電磁
接触器

MR-CM MR-J5-G MR-J5W3-G

配線用
遮断器

母線共通

配線用遮断器/電磁接触器削減

総配線数削減

設置面積削減

回生エネルギ回生電力の
有効利用

コントローラ

MR-J5-G
通信周期＊
最小31.25μs

CiA402ドライブ
プロファイル
に対応

入出力ユニットなど
接続可能

通信速度
1Gbps

サーボ調整機能

＊：通信周期31.25μsはRD78GHと組合せの場合です。
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・システムを簡素化
ダンサ制御や巻径演算などの張力制御に必要な専用機能を多数搭載し、
インバータ単体で安定した巻取り/巻出し制御を実現します。

・立上げ、調整が簡単
用途に応じた機械の設定や調整をパラメータで行うことができ、インバータ
単体でシステムの立上げや調整作業が可能です。

（張力PIゲインの自動調整機能）

・適用範囲の拡大
4つの制御＊2により伸線機や印刷機の巻取り/巻出し用途など幅広い
システムに適用できます。

三菱電機汎用インバータ　FREQROL-A800 Plus＊1

巻径演算
現在の巻取り/巻出し軸の巻径を実ライン速度やモータ実回転速度から計算します。

ダンサフィードバック速度制御・張力センサフィードバック速度制御
ダンサフィードバックや張力センサフィードバックによってPID制御を行います。巻径演算と組み合わせることで安定した制御が可能です。

ライン速度指令入力選択・実ライン
速度入力選択
巻径演算を行うために必要なライン速度
指令・実ライン速度をアナログ入力端子や
内蔵オプションから入力することが可能です。

巻径演算機能選択
張力制御の性能を向上するために巻径演算方式を選択できます。

速度制御比例ゲイン補正
巻径に応じて、速度制御比例ゲインを可変
させることにより応答性を一定に保ちます。

張力PIゲインチューニング
PID制御の張力PIゲインを自動で調整する
ため、調整の時間を大きく短縮できます。
簡単に装置の立上げができます。

ダンサロール位置異常検出
材料破断（断線など）が発生し、センサフィー
ドバック値（ダンサフィードバック/張力フィー
ドバック）が、上限または下限に、ある一定
時間停滞した場合、断線検出信号を出力し
ます。

・実ライン速度演算方式
ライン速度と主速度（実回転速度）から巻径
を計算します。

・厚み演算方式
材料の厚さを積算することで巻径を計算します。
D＝初期径±2×d×N×Z

　　　 　 V
　　　π×n×Z
D＝

for Roll to Roll

D ：直径
n ：回転速度
d ：材料の厚さ
V ：ライン速度
N ：回転回数
Z ：減速比

V

ｄ

D

Z
ｎ

N

張力変動

ダンサロール
振動

張力一定

ダンサロール
一定

ピタッ！

ダンサフィードバック制御（巻取）の例
ダンサロール

位置

断線検出時間
断線検出
信号

始動信号

Roll to Rollに最適な機能をプラス

＊1： CC-Link IE フィールドネットワークBasicでの接続はFR-A800-E-R2Rにて標準対応。
 CC-Linkでの接続にはオプション品（FR-A8NC）が必要です。
 CC-Link IE フィールドネットワーク通信にはオプション品（FR-A8NCE）が必要です。
＊2：ダンサフィードバック速度制御、張力センサフィードバック速度制御、張力センサレストルク制御、張力センサフィードバックトルク制御。
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張力制御をインバータ1台で実現！

張力センサレストルク制御・張力センサフィードバックトルク制御
材料にかかる張力が一定になるように、巻径演算でロールの巻径を計算し、モータの出力トルクを制御します。

初期巻径演算
材料交換などにより巻径が変化した場合、以下の2つのモードで現在の巻径を計算します。

メカロス補償機能
ダンサロールや巻出し/巻取り軸における
摩擦などの機械的損失（メカロス）分をトル
ク指令に加えることで、材料にかかる張力
を一定に保ちます。

慣性補償機能
加減速時、巻出し側と巻取り側で変動する
張力を調整することで、材料にかかる張力
を一定に保ちます。

張力指令クッション時間
張力指令に対するクッション時間を設定す
ることで、急激な張力の変化を防ぎます。

テーパ機能
ワークの張力を調整することで、巻径が太
くなった場合の巻きジワや変形などを防止
できます。

巻径/巻長記憶
現在の巻径および巻取/巻出長を記憶する
ことができます。電源をOFFした場合も、
インバータ内部で巻径/巻長を記憶します。始動時ダンサロールが下限位置から目標

位置まで移動する動作を使用して現在の
巻径を計算します。

ライン速度と実回転速度から現在の巻径
を計算します。

（低速で始動する必要があります。）

ダンサロールの
目標位置

ダンサロール
位置

ライン速度

始動信号

初期巻径計算
巻径測定

巻径演算
開始ライン
速度

巻径値

始動信号

実ライン
速度

トルク指令

加速

減速

ライン速度

張力設定

巻径

テーパ率

最大
巻径

最小
巻径 テーパ開始径

巻取り/巻出し軸 中間軸
ダンサロール位置や張力センサのフィードバックをインバータに入
力することで、張力制御（速度制御/トルク制御）を行います。巻径
演算により、最大径と最小径の巻比が大きい場合も安定した制御が
可能です。

巻径が変化しない基準軸や
送り軸などの中間軸を駆動
し、ライン速度を制御します。

インバータ（A800-R2R）に張力制御で必要な専用機能を搭載すること
により、コントローラで張力制御ソフトを組む必要がなく簡単に
システム構築することが可能です。
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三菱電機マイクロシーケンサ

三菱電機汎用シーケンサ

 関連機器

激しい市場競争に打ち勝つために、生産性が高く、製造品質の安定したオートメーションシステムを構築したい。
このようなお客さまの課題を、MELSEC iQ-Rシリーズは「TCO削減」「信頼性」「継承」の3つの視点から解決します。

三菱電機が提案する次世代トータルソリューションの中核

オートメーションの新たな時代を切り拓く

三菱電機マイクロシーケンサMELSEC-Fシリーズは基本性能の向上、駆動機器との連携、プログラミング環境の改善を
コンセプトに、MELSEC iQ-Fシリーズとして新たに生まれ変わりました。
スタンドアロンユースからネットワークを含むシステム提案まで、お客さまの『一歩先ゆくものづくり』を強力に支援いたします。

小規模・スタンドアロン制御が求める、機能とコストパフォーマンス

一歩先ゆくものづくりへ
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三菱電機グラフィックオペレーションターミナル

三菱電機産業用PC

三菱電機FAセンサ

生産現場のニーズに応える充実のラインアップ。

FA機器との連携はもちろん、操作性を追求し、生産性の向上、
効率化に貢献します。

GOTとは、Graphic Operation Terminal 
（グラフィックオペレーションターミナル）の略です。
従来、操作盤に取り付けていたハードウェア的なスイッチ、ラン
プなどをソフトウェアにより実現し、モニタ画面上でこれらの表示・
操作が可能なタッチパネル付の表示器です。

FAセンサMELSENSORは、生産現場の計測データのシームレ
スな収集・管理により、お客さまのe-F@ctory導入を支援し、
ものづくりのIoT化をさらに推進します。

あらゆる製造現場の生産性および品質を向上

汎用シーケンサMELSECシリーズで培った高信頼性、装置制
御のノウハウを産業用PCへ。三菱電機産業用PC MELIPCシ
リーズは、FA用途の堅牢性と汎用アプリケーション活用による
自由度で、エッジコンピューティングをはじめ上位ITシステム連携、
装置制御において、新たな価値を提案します。

産業用PCが切り拓く製造現場の新たな可能性
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クラッチ・ブレーキ機種選定ツール

機種選定ポータル

張力検出器選定ツール

カタログ紹介
本冊子に掲載の製品の詳細は下記カタログご覧ください。

・	本文中における会社名，システム名，製品名などは、一般に各社の登録商標または商
標です。

・	本文中で、商標記号（™,R）は明記していない場合があります。

商標、登録商標について

製品の組合わせ・価格がわかる！ 製品の組合わせ・価格がわかる！ 機種選定ツール機種選定ツール

三菱電機FAサイトでは、製品機器の組合わせ検討に便利なツールを揃えて
おります。カタログやマニュアルを見なくても、簡単に製品の組合わせチェッ
クや機種選定時に必要な各種計算ができます。また、購入見積を依頼する際
に便利な「購入品リスト」も作成できます。

Access

FAサイトトップ  ダウンロード  駆動機器 - 電磁クラッチ・ブレーキ - ソフト
ウェア  クラッチ・ブレーキ機種選定ツール

Access

FAサイトトップ  ダウンロード  駆動機器 - テンションコントローラ - ソフト
ウェア  選定・立上げ - 張力検出器選定ツール

Access

FAサイトトップ  製品情報  機種選定機種選定ポータルページでは、下記機種の選定ツールにアクセスできます。

・[駆動機器] ACサーボ MELSERVO、インバータ FREQROL
・[制御機器] シーケンサ MELSEC
・[表示器] 表示器 GOT

三菱電機電磁クラッチ・ブレーキ、
三菱電機テンションコントローラ
L（名）17001

三菱電機マイクロシーケンサ
MELSEC iQ-Fシリーズ
L（名）08394

三菱電機ACサーボシステム 
MELSERVO-J5
L（名）03178

三菱電機グラフィックオペレーショ
ンターミナル GOT2000シリーズ
L（名）08268

三菱電機汎用インバータ
FREQROL-A800 Plus
L（名）06100

三菱電機産業用PC
MELIPCシリーズ 
L（名）08569

三菱電機汎用シーケンサ
MELSEC iQ-Rシリーズ 
L（名）08297

まずは三菱電機FAサイトをチェック！

	安全に関するご注意
・	本資料に記載された製品を正しくお使いいただくためご使用の前に必ず「マニュアル」
をお読みください。22
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YOUR SOLUTION PARTNER

Automation solutions

生産現場で、最も信頼される
ブランドを目指して

低圧配電制御機器

高圧配電制御機器

電力管理機器

シーケンサ、産業用ＰＣ、ＦＡセンサ

駆動機器

表示器（HMI）

数値制御装置 (CNC)

産業用・協働ロボット

加工機

変圧器、太陽光発電、EDS

三菱電機は、コンポーネントから加工機まで、
幅広いFA（Factory Automation）事業を
展開しています。さまざまな分野の生産シス
テムを支援し、生産性向上と品質向上の実現を
目指しています。そして開発から製造、品質
管理まで一貫した体制で、お客様のニーズを
いち早く取り込み、ご満足いただける製品づく
りに取り組んでいます。

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

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



セレクションガイダンス
三菱電機Roll to Roll制御機器

All trademarks acknowledged.

三菱電機株式会社名古屋製作所は、環境マネジメントシステムISO 14001、及び品質システムISO 9001の認証取得工場です。

三菱電機のe-F@ctoryコンセプトはFA技術とIT

技術を活用してe-F@ctory アライアンスパートナーとの

コラボレーションにより、開発費用の削減、生産性の

向上および保守の改善により“一歩先を行く”もの

づくりを目指すことです。

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 FAX番号
電力計測ユニット/絶縁監視ユニット（QEシリーズ/RE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

※1 : 春季・夏季・年末年始の休日を除く
※2 : 土曜・日曜・祝日を除く
※3 : 金曜は17:00まで
※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
※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）

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

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。

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。

対象機種 電話番号
自動窓口案内 052-712-2444

エッジコンピューティング製品
産業用PC MELIPC

052-712-2370※2Edgecross対応ソフトウェア 
（MTConnectデータコレクタを除く）

シ
ー
ケ
ン
サ

MELSEC iQ-R/Q/L/QnAS/AnSシーケンサ
(CPU内蔵Ethernet機能などネットワークを除く) 052-711-5111

MELSEC iQ-F/FXシーケンサ全般 052-725-2271※3

ネットワークユニット
(CC-Linkファミリー/MELSECNET/Ethernet/シリアル通信) 052-712-2578

MELSOFTシーケンサ
エンジニアリングソフトウェア

MELSOFT GXシリーズ
(MELSEC iQ-R/Q/L/
QnAS/AnS)

052-711-0037

MELSOFT 
統合エンジニアリング環境 MELSOFT Navigator 052-799-3591※2

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※2
MELSEC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※2

MELSEC計装/
iQ-R/Q二重化

プロセスCPU/二重化機能
SIL2プロセスCPU 
(MELSEC iQ-Rシリーズ)

052-712-2830※2※3
プロセスCPU/二重化CPU 
(MELSEC-Q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 QEシリーズ/REシリーズ 052-719-4557※2※3

対象機種 電話番号

FAセンサ MELSENSOR
レーザ変位センサ

052-799-9495※2ビジョンセンサ
コードリーダ

表示器 GOT GOT2000/1000シリーズ 052-712-2417MELSOFT GTシリーズ
SCADA MC Works64 052-712-2962※2※6

サーボ/
位置決めユニット/ 
モーションユニット/
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/AnSシリーズ）
モーションユニット (MELSEC iQ-R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/AnS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/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※2※4

産業用ロボット 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 052-719-4170US-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※2※6

お問い合わせは下記へどうぞ
本社（機器営業部）‥‥‥‥ 〒110-0016‥東京都台東区台東1-30-7（秋葉原アイマークビル）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（03）5812-1430
北海道支社‥‥‥‥‥‥ 〒060-8693‥札幌市中央区北二条西4-1（北海道ビル）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（011）212-3793
東北支社‥‥‥‥‥‥‥ 〒980-0013‥仙台市青葉区花京院1-1-20（花京院スクエア）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（022）216-4546
関越支社‥‥‥‥‥‥‥ 〒330-6034‥さいたま市中央区新都心11-2（明治安田生命さいたま新都心ビル）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（048）600-5835
新潟支店‥‥‥‥‥‥‥ 〒950-8504‥新潟市中央区東大通1-4-1（マルタケビル）‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（025）241-7227
神奈川支社‥‥‥‥‥‥ 〒220-8118‥横浜市西区みなとみらい2-2-1（横浜ランドマークタワー）‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（045）224-2623
北陸支社‥‥‥‥‥‥‥ 〒920-0031‥金沢市広岡3-1-1（金沢パークビル）‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（076）233-5502
中部支社‥‥‥‥‥‥‥ 〒450-6423‥名古屋市中村区名駅3-28-12（大名古屋ビルヂング）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（052）565-3326‥‥
豊田支店‥‥‥‥‥‥‥‥ 〒471-0034‥豊田市小坂本町1-5-10（矢作豊田ビル）‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（0565）34-4112
関西支社‥‥‥‥‥‥‥ 〒530-8206‥大阪市北区大深町4-20（グランフロント大阪‥タワーA）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（06）6486-4120
中国支社‥‥‥‥‥‥‥ 〒730-8657‥広島市中区中町7-32（ニッセイ広島ビル）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（082）248-5445
四国支社‥‥‥‥‥‥‥ 〒760-8654‥高松市寿町1-1-8（日本生命高松駅前ビル）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（087）825-0055
九州支社‥‥‥‥‥‥‥‥ 〒810-8686‥福岡市中央区天神2-12-1（天神ビル）‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（092）721-2251

〒100-8310　東京都千代田区丸の内2-7-3（東京ビル）〒100-8310　東京都千代田区丸の内2-7-3（東京ビル）
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