
標準偏差を算出するプログラムで、品質管理のツールとしてサポート。 ラダー上で標準偏差を算出するため、GOTなどにより現場で確認可能。

はこんなところで使えます！見える化ソリューション

効率的な改善！ 工数削減！ 解析が簡単に！

これなら
すぐわかる！

三菱電機FAサイトへいますぐメンバー登録。最新の情報をお届けします。

ログを取っても解析が大変… ログ解析の工数削減！

どこを対処すればいいかわからない…

プログラムを用意しました！

サンプルラダー（標準偏差）＋
ロギングで、傾向分析！

現場でも機器の状態が把握できる！

サンプルラダー
プログラムを
使えば

この範囲が
怪しい

工場で
装置の稼働状
況を分析して
運用効率化

太陽光発電で
発電量を監視し、
電力の見える化を
実現

自動券売機で
ネットワークで大量
のデータを集めて
トレンド分析

物流倉庫で
人・物の出入りを
記録しておくこと
で、万一のトラブ
ルに対応

農業で
気温や湿度など
の環境データを
蓄積し、農業に
もIoTを導入

サンプルラダープログラムを三菱電機FAサイトで公開予定！
ラダー上で、ワードデバイスの標準偏差を算出

平均 100
標準偏差20

ロ ギ ン グ で 現 場 の 悩 み を 解 決

ロギング編
見える化ソリューション

く ら し の 中 で

製 造 現 場 で

データを
賢く使う

 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。

・ Ethernet は、米国 Xerox Corporation の商標です。
・ 「YouTube」および YouTube のロゴマークは、Google Inc.の商標または登録商標です。
・ 「Twitter」は、Twitter, Inc.の商標または登録商標です。
・ その他、本文中に記載の会社名、商品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。

商標、登録商標について

MITSUBISHI ELECTRIC Factory Automation
三菱電機FA公式チャンネル

三菱電機 FA YouTube

MELSEC iQ-Fシリーズ
見える化ソリューションリーフレット

MELSEC iQ-Fシリーズ
見える化ソリューションリーフレット

CPU内蔵ロギング機能は以下の環境でご使用いただけます。
・対応CPU：MELSEC iQ-Fシリーズ（製造番号 16Y＊＊＊＊以降）
・対応エンジニアリングソフトウェア：GX Works3 Ver. 1.030G以降
「CPUユニットロギング設定ツール」および「GX LogViewer」は以下の製品に同梱されております。
・製品版GX Works3 （Ver. 1.030G以降）

以下の製品は三菱電機FAサイトから無料でダウンロードできます。
・CPUユニットロギング設定ツール
・ GX LogViewer

本社‥‥‥‥‥‥（03）3218-6760
北海道支社‥‥‥（011）212-3794
東北支社‥‥‥‥（022）216-4546
関越支社‥‥‥‥（048）600-5835
新潟支店‥‥‥‥（025）241-7227
神奈川支社‥‥‥（045）224-2624
北陸支社‥‥‥‥（076）233-5502

中部支社‥‥‥‥（052）565-3314 
豊田支店‥‥‥‥（0565）34-4112
静岡支店‥‥‥‥（054）202-5630
関西支社‥‥‥‥（06）6486-4122
中国支社‥‥‥‥（082）248-5348
四国支社‥‥‥‥（087）825-0055
九州支社‥‥‥‥（092）721-2247

お問い合わせは下記へどうぞ

〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3（東京ビル）
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ログを効率よく残す！

遠隔からログを収集！

ロギングとは？
コンピュータやネットワーク機器から情報

を定期的に記録する機能のことです。

製造現場はもちろん、多くの情報を扱う

分野では重要な機能です。

MELSEC iQ-Fシリーズを使って日頃の

お悩みを軽減・解消します。

● 無料のロギング設定ツール＊1で簡単設定
ロギングのための追加プログラムは不要。

「ロギング種別＊2」と「収集条件設定＊3」を設定ツール上で選択し、
パラメータ入力のみで簡単設定。
初期導入でも、知りたい重要なデバイスにだけ絞り、手軽に活用
できます。

手軽にロギング導入！問題解決サポート！
MELSEC iQ-FシリーズにCPU内蔵ロギング機能を実装!

予防保全

省エネ 生産効率
UP!

トレンド
分析

ロギングデータ

確 実 な 収 集 効 率 的 に 解 析

見える化ソリューション

悩み
その2

悩み
その1

悩み
その3

ERR!

ログは増え続けるが… トリガロギング

プログラムレス
ロギング設定

F T P サーバ機能

情報が多すぎて

手間がかかる

ログがないと…

機械ごとにログを
収集するのは大変!

エラーが起きた時間の

データを見たい

異常入力があった時の記録を見たい

● こんな要望にお応えします
・ 生産数をタイムリーに取得したい
・ 事務所からネットワーク経由で機械の状況を監視したい
・ シーケンサを機械内部に格納するため、ロギングデータを外部

のパソコンで取得したい

MELSEC iQ-Fシリーズは、FTPサーバ機能内蔵で、現場に行く
ことなく、遠隔地からロギングデータの取得が可能！
事務所のパソコンから複数のロギングファイルを一括管理でき、
管理, 保全作業を軽減します。

その悩みロギングで解決！こんなことでお困りではありませんか？

油圧
シリンダ

圧力センサ

温度
センサ

エラーが出たので
原因を調べてください

エラーが起きた時の装置
の状況がわからないので
原因が突き止められない…

トラブル対応のために現地に急行!

常時ログを収集していると、同じようなデータばかりが大量に…

応急処置はしたものの、真の原因を突き止めなければ…

ログを残してトラブル解析に
使いたいけど、プログラムを
追加するのは難しい…

装置が想定と違う動きをした
時だけログを取って、装置の
改善に役立てたい！

工場全体のログを事務所から
一括収集できると便利なのに…

仮

毎日、工場内の装置から一つ
一つのデータを集めて回る
作業は大変…

どこがトラブル
箇所だろう…

工場内の装置それぞれにログを保存すると、ログデータ収集作業が膨大に…

現場での作業

機械ごとに管理

もっと
楽に

できま
せん
か？

条件
指定

例えば

圧力センサ
温度センサ

トリガ条件値

検査機

トリガ
異常原因 検査機NG信号

トラブル発生前後のデータを収集！

温度
センサ

FX5U D10≧条件値

ワードデバイスを指定可能！

遠隔地からログを精査し活用！

Ethernet

工場 FX5U
事務所

パソコン
[FTPクライアント]

GX LogViewer＊でログを視覚的に分析
収集した大容量データを簡単な操作で可視化し、
効率のよい分析をサポートします。ログデータを
形式変更し、Unicodeテキストで出力可能！

● トラブル前後のみロギング
トラブルが起こったときの前後の状況だけをロギングする
[トリガロギング]で、効率よくトラブルの解析が可能。
条件を設定すれば重要なデータのみ保存できます。

さらに！

＊1：「CPUユニットロギング設定ツール」として、三菱電機FAサイトから無料ダウンロード可能
＊2：ロギング種別=連続ロギング, トリガロギング
＊3：収集条件設定=毎スキャン, 時間指定, 条件指定

＊：GX LogViewerは、三菱電機FAサイトから無料ダウンロード可能


