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「～できた!」
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「コストをかけずにネットワークを構築したい。」
FA の現場の数だけ、さまざまな「～したい」があると思います。
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ガラス切断装置

採用事例

現在の構成 
MELSEC-Qシリーズで、アナログユニット
を使用したシステム

検出精度の向上と、装置の異変を察知したい …

Before…

チャンネルごとで20μsの遅れが発生

搬送中のガラスの傾きや厚みをセンサ (アナロ
グ⼊⼒)で検出しているが、アナログ変換タイミ

アナログ入力信号

ングにズレがあり、検出精度にばらつきが起きて
A点
A点
変位センサ

しまうのを改善したい。
また、製品カット時に起きる仕損じや切断機の
刃こぼれなど、何らかの異変を察知したら装置
を停止させるようなシステムに変更したい。

アナログ高速取込みとFFT による分析で異常を検出！

After!

選定機種

センサ入力の同時性を確保
アナログ入力信号
A点

uu 高速アナログ⼊⼒ユニット R60ADH4

A点
変位センサ

採用メリット

裁断機

振動センサ

4

uu MELSEC iQ-Rシリーズ•
C言語コントローラ R12CCPU-V

A点

＊1：高速連続ロギングの場合は、チャンネルごとに最大20,000 点まで。•
同時変換モードまたはユニット間同期モードを使用時は、チャンネルごとに
最大10,000 点まで収集可能です。

uu 高速アナログ入力ユニットは、4チャンネル同時に
5µsの高速取込みが可能
uuロギングデータはチャンネルごとに最大90,000
点＊1まで収集可能
uu C言語コントローラのデータ解析ライブラリを使
用し、アナログデータの高速分析が可能

振動解析ソリューション
今回の構成で使用する機能・仕様のご説明と、
その他おすすめしたい機能や採用例などをご紹介します。

uuPoint1. 複数のアナログ⼊⼒を同時に高速変換
高速アナログ⼊⼒ユニット：R60ADH4
従来製品はチャンネル間の取込みタイミングにズレがありま
したが、本製品の同時変換モードは4チャンネル同時に最高
5µs の高速取込みが可能なため、同一タイミングでトラブル
時の状態を確認できます。
また、本製品を複数台使用し、ユニット間同期モードと組合

Q64ADの A/D変換タイミング
CH1～4の変換周期 80µs
CH1 サンプリング周期

CH2 サンプリング周期

CH3 サンプリング周期

CH4 サンプリング周期

20µs

20µs

20µs

20µs

CH1 A/D変換処理

CH2 A/D変換処理

わせることで、より多くのチャンネルで同時取込みが可能です。

CH3 A/D変換処理

CH4 A/D変換処理

1チャンネルずつ順に取り込んで変換処理を行うため、チャンネル間でズレが出る…

R60ADH4の A/D変換タイミング
CH1～4 サンプリング周期 CH1～4 サンプリング周期 CH1～4 サンプリング周期 CH1～4 サンプリング周期

5µs

5µs

5µs

5µs

CH1 A/D変換処理

CH1 A/D変換処理

CH1 A/D変換処理

CH1 A/D変換処理

CH2 A/D変換処理

CH2 A/D変換処理

CH2 A/D変換処理

CH2 A/D変換処理

CH3 A/D変換処理

CH3 A/D変換処理

CH3 A/D変換処理

CH3 A/D変換処理

CH4 A/D変換処理

CH4 A/D変換処理

CH4 A/D変換処理

CH4 A/D変換処理

4チャンネル同時に取り込んで変換処理を行うため、チャンネル間でズレが出ない！

uuPoint2. FFTで振動の変化を分析し、加工ミスなどの異常を検知
C 言語コントローラ：R12CCPU-V
C言語コントローラを用いたFFT(高速フーリエ変換)という
分析方法＊2で、高速アナログ入力ユニット(R60ADH4)に取
り込んだ振動センサからのアナログデータ(時間軸波形)を、

時間軸波形(生波形)での比較
アナログ値[V]

正常時

アナログ値[V]

異常時

周波数(周波数軸波形)に変換します。
この分析方法により、アナログデータでは判別できない微細
時間[μs]

な変化でも識別が可能となるため、刃の摩耗によるガタつき

違いがわからない…

やカット時の材料割れなどの振動を『異常な振動』として検
知することで、予防保全や不良品の生産を抑制することがで
きます。

時間[μs]

FFTで比較すると…

周波数軸波形での比較
スペクトル

＊2：FFTは、C言語インテリジェント機能ユニットやCPUユニットでも可能です。•
FFTを行う際は、C言語コントローラ/C言語インテリジェント機能ユニット用•
データ解析ライブラリや、CPUユニット用データ解析FBを使用します。•
各解析用データは、三菱電機FAサイトから無償でダウンロードが可能です。

正常時

スペクトル

異常

周波数
[Hz]

異常時

周波数
[Hz]

周波数では判定が可能！

お客さまからこんなお声をいただきました！
振動値を解析することで装置の異常兆候や製品不良の発生が察知できるようになり、製造ロスも大幅に減
少し生産計画通りの生産ができるようになりました。また、異常振動データを蓄積しておき、将来AIによる
解析で予防保全が⾏えるといったメリットもあるので、次のステップで検討したいです。
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半導体製造ライン

採用事例

現在の構成 
他社製シーケンサで、ロギングユニットを
使用したシステム

Before…

データ量を増やし、より細かい解析を⾏いたい …

設備のデータを収集・解析したものをグラフデー

データ収集時間の周期を短くすることで、詳細

タにしているが、データ整理やグラフ(Excel®ファ

な解析およびリアルタイムな確認ができるように

イル ) の作成を手作業で⾏っており、時間と手間

システムを構築したい。

が非常にかかっているため自動化したい。

After!

ロギングデータを元に、Excel® ファイルを自動作成！

シーケンサの設定のみでレポートを自動的に作成
できるため、データ解析が容易になる
シーケンサ
(高速データロガーユニット) SDメモリカード
データ
ロギング
ファイル

設定により
自動作成

電源ユニット
CPUユニット
R08ENCPU

選定機種

uu MELSEC iQ-Rシリーズ•
CPUユニット R08ENCPU
uu 高速データロガーユニット RD81DL96

採用メリット
uu 高速データロガーユニットで、グラフや計算式
などをレイアウトしたレポートの作成が可能•
(Excel® ファイル形式)

高速データロガー
ユニット
RD81DL96

uu CPUユニット内蔵のCC-Link IEフィールドネッ
トワークで、事務所や現場のどこからでも簡単に
情報収集や機器のモニタ、
メンテナンスが可能
レポート

6

データ収集ソリューション
今回の構成で使用する機能・仕様のご説明と、
その他おすすめしたい機能や採用例などをご紹介します。

uuPoint1. レポート機能で、Excel® ファイルを自動作成
ロギングデータ

高速データロガーユニット：RD81DL96
本製品には、データロギングファイルを元に数値やグラフなどの

レポート（Excel®ファイル）

⼊ったレポートをExcel 形式で出⼒するレポート機能があります。
®

高速データロガーユニット設定ツールの画面で、レポートのレイ
アウトを確認しながら設定が⾏えるため、お好みのレイアウトで
Excel® ファイルが作成できます。
また、CPUユニットの内蔵ロギング機能で収集したロギングファ
イルを流用し、レポートを作成することも可能です。

uuPoint2. ネットワークを使用し、パソコンで⼀括管理
CC-Link IEフィールドネットワーク：R08ENCPU

生産管理パソコン シーケンサ

GOT

CPUユニット内蔵のCC-Link IEフィールドネットワークを使用し、
シーケンサやGOTをパソコンに接続することで、すべての機器か
らの情報を一括管理できます。生産ラインや機器のレイアウトに
合わせて、スター型・ライン型・リング型から接続方式が選べるた

装置A
Ethernet

め、柔軟なネットワークが構築できます。

もっと便利に！

装置B

装置C

Ethernet

Ethernet

ファイル転送機能

高速データロガーユニット：RD81DL96
本製品には、収集したロギングファイルの切替えタイ
ミングで、ロギングファイルやレポートファイルをFTP

蓄積中
ファイル

（新しい）保存ファイル

ファイルサーバ
(FTPサーバ、共有フォルダ)

ファイル切替え

サーバまたは Windows® の共有フォルダに自動転送
するファイル転送機能があります。
また、ネットワーク障害などによりファイルサーバにア

転送

Ethernet

FileName_01

クセスできずファイル転送に失敗した場合は、10 秒ご
とに再送を試みる機能があるため、データ消失の心

FileName_02 FileName_01

配もありません。

SDメモリ
カード

高速データ
ロガーユニット

お客さまからこんなお声をいただきました！
グラフつきの Excel ファイルが自動で作成できる点と、ネットワークで繋がっているシーケンサからロギング
®

データを読み出せるため、現場への移動など手間も時間もかからず非常に便利になりました。
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電子部品組⽴てライン

採用事例

現在の構成 
MELSEC-Qシリーズを使用したシステム

デバイスが占有されないレシピテーブルを使用したい …

Before…

レシピデータをデバイスで管理

機種やグレードごとに仕様・検査項目(寸法や重量
など)が多数あり、各項目の値をワードデバイスに格

シーケンサ（ライン管理）

製品名
製品A-1

レシピ
ファイル

項目

設定デバイス

設定値

設定データ1

R0

350

設定データ2

R1

420

設定データ3

R2

600

設定データ4

R3

800

設定データ5

R4

：

：

とがネックになっているため、代用できる機能に切り
替えたい。また、登録している項目の内容をパソコン

R2200

300

設定データ2

R2201

150

設定データ3

R2202

150

設定データ4

R2203

2000

設定データ5

R2204

：

：

(Excel®など)からも確認・編集ができるようにしたい。

2500
：

内部デバイスを占有しない、CPU内蔵データベース機能！

After!

選定機種

レシピデータをデータベースで管理
シーケンサ（ライン管理）

製品名
製品A-1
データ
ベース

項目

電源ユニット

350

設定データ2

420

設定データ3

600

設定データ4

800

設定データ5

1250

：

製品J-10 設定データ1

300

設定データ2

150

設定データ3

150

設定データ4

2000

設定データ5

2500

：

DBSELECT命令を使用し、
レシピデータを直接データ
ベースから検索・取得

設定値

設定データ1

：

CPUユニット
R08CPU

8

ク項目を増やす際にワードデバイスが必要になるこ

1250

：

製品J-10 設定データ1

あらかじめデバイスに設定
値を格納しておき、BMOV
命令などを使用して設定値
を転送

納したレシピテーブルを作成しているが、機種やチェッ

：

uu MELSEC iQ-Rシリーズ•
CPUユニット R08CPU

採用メリット
uu CPUユニットに装着したSDメモリカードを使用し
てデータベースを構築するため、デバイスは一切
不要
uu CPUユニットのみで管理でき、パソコンなどの上
位システムも不要なため、
コストをかけず手軽にデー
タベースの構築が可能

内蔵データベース機能
今回の構成で使用する機能・仕様のご説明と、
その他おすすめしたい機能や採用例などをご紹介します。

uuPoint1. CPU ユニット内蔵のデータベース機能でデータ管理
CPUユニットに装着したSDメモリカードを使用したCPU内蔵デー
機種や検査項目などの
レシピ管理用データ

タベース機能は、デバイスを一切使用しないため、
レシピデータ管
理に適しています。CPUユニットのみでデータベースの構築ができ、
システム構築のコストを削減できます。また、
プログラムでデータの
追加・更新・検索・削除ができるため、
メンテナンスも容易です。

SDメモリカード

Unicode
テキストファイル

DBIMPORT命令でUnicode
テキストファイルを指定し、
データベースを作成

データベース

uuPoint2. ODBC＊1 経由でパソコンからもアクセス可能
CPUユニット内蔵データベースアクセス機能は、CPUユニットの
Ethernetポートを経由し、パソコン上のアプリケーション＊2から
SDメモリカード内に構築されたデータベースを操作する機能です。
この機能により、Excel® などから直接データベースにアクセスで
きるため、レシピデータの追加や変更などがパソコンからも簡単
に⾏えます。
本機能を使用する際は、パソコンにCPUユニット内蔵データベー
スアクセス用ドライバをインストールする必要があります。
＊1：ODBCとは『Open DataBase Connectivity』の略称で、データベースシステムや異
なるアプリケーションの違いを吸収しデータベースへアクセスすることができるように、
Microsoft社で提唱された標準的仕様(API)のことです。
＊2：動作確認済みアプリケーション
・Microsoft® Access®、Excel® ：Microsoft® Office® 2010、2013、2016
・お客様作成アプリケーション
：.NET Framework 4.5を使用して作成した•
アプリケーション

もっと便利に！

[Excel®の場合]
Microsoft® Queryを選択し、出力フィールドや
検索条件などを設定

ファイル転送機能（FTPクライアント）

CPUユニットが FTPクライアントとなり、ファイル転送

メモリカード内のデータベースに書き込んで使用するこ

機能用命令を使用して、Ethernet上で接続している

ともできるため、多種類のレシピテーブル /データを使

FTPサーバ（パソコンなど）とファイル転送ができます。

用することが可能です。

FTPサーバ内から必要なレシピデータを読み出し、SD

お客さまからこんなお声をいただきました！
データベースとの接続用パソコンが不要なのでシステム構築のコストが削減できました。データは SDメモリ
カードに登録するので、追加などの編集が容易になり、以前より多くのデータを設定できるようになりました。
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食品製造ライン

採用事例

現在の構成 
他社製シーケンサで、ロギングユニットを
使用したシステム

データベースを使用したいが専門知識がない …

Before…

装 置 の 生 産 情 報やエラー 履 歴を紙ベ ースで

専門知識がなくてもメンテナンスができ、過去デー

残しているが、データ検 索に手 間がかかるう

タの検索や比較などが簡単に

え、保管場所にも困っている。MySQL® などの

⾏えるシステムを構築したい。

オープンソースデータベースに記録するように

＊1：SQLとは『Structured Query
Language』の略称で、データベース操作
用言語のことです。

切り替えたいが、専用プログラム（SQL ＊1）の

SQL?

知識がなく、自社でメンテナンスができない。•

パソコンレス・プログラムレスでデータベースと接続！

After!

選定機種

データベースサーバ

uu MELSEC iQ-Rシリーズ•
CPUユニット R08CPU
パソコンレス・プログラムレス
でデータベースに連結！
MESインタフェース
ユニットの設定のみ
で対応可能

パソコン

プログラム

uu MESインタフェースユニット RD81MES96

採用メリット
uu MES＊2インタフェースユニットがデータベースに直
接アクセスするため、
ゲートウェイパソコンは不要
uu MX MESInterface-Rが専用プログラム(SQL文)
を自動作成するため、SQLの知識は不要

電源ユニット
CPUユニット R08CPU
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MESインターフェイスユニット
RD81MES96

＊2：MESとは『Manufacturing Execution Systems』の略称で、生産活動
を最適化するために工場の状態をリアルタイムに制御・監視するシステム
のことです。

uuデータベースは、Oracle®、Microsoft® SQL
Server®、Microsoft® Access® に対応•
オープンソースデータベースの MySQL® や
PostgreSQL にも対応

上位ITシステム連携ソリューション
今回の構成で使用する機能・仕様のご説明と、
その他おすすめしたい機能や採用例などをご紹介します。

uuPoint1. パソコンレスでデータベースと直接アクセス
MESインタフェースユニット：RD81MES96
ITシステム

本製品は、ITシステムのデータベースとダイレクトに高速アクセス
できるため、生産実績や稼動実績などのデータをもとに生産から
出荷・廃棄までの流通経路を追跡するトレーサビリティシステム

ITシステムに
ダイレクトアクセス!

の構築が可能です。
また、データベースとの接続に必要なゲートウェイパソコンは不要

Ethernet

になるため、システム構築のコスト削減にもなります。

uuPoint2. SQL文を設定ツールで自動作成
MX MESInterface-R
設定は、MX MESInterface-Rを使用します。
ウィザード形式で必要な項目を設定するだけで、設定内容をもと
にSQL文を自動作成できます。
そのため、設備の増設やライン変更時の設定変更などのメンテナ
ンスも簡単です。

設定を元に自動でSQL文が作成される

関連製品

OPC UAサーバユニット：RD81OPC96

OPC UA＊3サーバユニットを使用することで、装置に直

たセキュリティリスクを回避し、信頼性の高いシステム

接OPC UAサーバを組込むことができるため、パソコ

が構築できます。

ンベースのOPC UAサーバで起きるウィルス感染といっ
＊3：OPC UAとは『OPC Unified Architecture』の略称で、マルチベンダ製品間や異なるOSにまたがってデータ交換を可能にする、
•
安全で高信頼の産業通信用のデータ交換方法として、米国OPC Foundationが策定した通信規格のことです。

お客さまからこんなお声をいただきました！
データベースを導⼊することになりシステムの構築に不安がありましたが、SQL文が設定ツールで自動作成
できる点が採用のポイントになりました。また、データベースに接続するためのゲートウェイパソコンが不要
なため、大幅なコストダウンとサーバ⽴上げ時間の短縮にもなりました。
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自動⾞製造ライン

採用事例

現在の構成 
新規でのご検討

Before…

人とロボットが共存できる、安全な作業環境を作りたい…

生産効率が上がるよう、人とロボットの作業を併

以前、安全シーケンサ(MELSEC-QSシリーズ )

用した協働作業を行える設備を検討しているが、

を検討したことがあるが、設備コストや設置スペー

安全面が重要課題となるため、今回の設備では

ス、メンテナンス性から採用を断念しており、今回

安全シーケンサを導入したい。

も採用を迷っている。

After!

⼀般制御と安全制御のシステム統合でコストダウン！
一般制御と安全制御を統合

選定機種

uu MELSEC iQ-Rシリーズ•
安全CPU R08SFCPU-SET
uu CC-Link IEフィールドネットワークユニット•
RJ71GF11-T2

採用メリット
電源ユニット
安全CPU R08SFCPU-SET

CC-Link IEフィールド
ネットワークユニット
RJ71GF11-T2

『ISO 13849-1 PL e』および
uu 国際安全基準である
『IEC61508 SIL 3』に適合
uu 安全規格が要求する故障監視・自己診断機能を
搭載
uu 一般制御システムと安全制御システムの統合で、
従来システムよりも低コストかつ省スペース
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uu CC-Link IEフィールドネットワークのみで、一般
制御通信と安全制御通信の統合が可能

安全ソリューション
今回の構成で使用する機能・仕様のご説明と、
その他おすすめしたい機能や採用例などをご紹介します。

uuPoint1. MELSEC iQ-Rシリーズの安全CPUでシステムを1つに統合
安全 CPUユニット：R08SFCPU-SET
従来製品では、一般制御用システムと安全制御用システムがそ

プログラムと安全制御用プログラムが実⾏できるため、プログ

れぞれ必要であったため、コストがかかっていました。

ラムデータの作成時間やメンテナンスも軽減されます。

MELSEC iQ-Rシリーズ安全CPUは、
一般制御用ユニットと同じ•
ベースで使用できるため、電源ユニットやネットワークユニット

一般シーケンサ

安全シーケンサ
(QSシリーズ)

iQ-Rシリーズ 安全シーケンサ

一般制御

安全制御

一般制御と安全制御を統合！

の共有が可能になり、従来のシリーズよりも低コストかつ省スペー
スな構成が実現できます。また、安全CPU1 台で一般制御用•

uuPoint2. CC-Link IEフィールドネットワークで通信を1つに統合
CC-Link IEフィールドネットワークユニット：RJ71GF11-T2
従来製品では、ネットワークも一般制御通信用と安全制御通信

リモートI/Oと安全リモートI/Oを混在させた制御が可能です。

用に分かれていましたが、MELSEC iQ-Rシリーズ安全CPUは、
•

汎用のEthernetケーブルで簡単に接続ができるため、専用ケー

CC-Link IEフィールドネットワーク1つに統合できるため、一般

ブルは不要です。

従来の構成
一般プログラム

MELSEC iQ-Rシリーズ安全CPUでの構成

一般制御用
システム

CC-Link
一般リモートI/O

関連製品

安全制御用
システム

安全プログラム

一般/安全プログラム

CC-Link IEフィールドネットワーク
一般リモートI/O

CC-Link Safety
安全リモートI/O

ACサーボ
MR-J4シリーズ

CC-Link IEフィールドネットワーク
安全リモートI/O

CC-Link IEフィールドネットワーク
安全リモートI/O

規格適合ラインアップとの組合わせで広がる安全制御

国際安全規格に適合した機器と組み
合わせることで、さらにより安全な制

システム構成例

御が実現します。
CC-Link IEフィールド
ネットワーク
安全リモートI/O
ライト
カーテン

非常停止
スイッチ

ACサーボ
MR-J4シリーズ

インバータ
産業用ロボット
FR-A800シリーズ MELFA FRシリーズ

お客さまからこんなお声をいただきました！
安全シーケンサは構築コストが高く、プログラム管理も難しかったので敬遠していましたが、MELSEC iQ-R
シリーズ安全CPUなら1 台の CPUユニットと1つのネットワーク、プログラムも一元管理できるので導⼊を
決めました。
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採用事例

有機EL パネル製造ライン

現在の構成 
新規でのご検討

Before…

第三者による不正アクセスを防止したい …

シーケンサやGOT、
パソコンなどをすべてEthernet

また、社内で保管しているプログラムデータがあ

で接続したいが、Ethernet 経由による外部から

るが、社内セキュリティ対策のためにも特定のパ

の不正アクセスを防ぎ、プログラムの盗難や改ざ

ソコンでしか閲覧できないようにしたい。

んなどが起きないようにセキュリティをかけたい。

多種類のセキュリティ機能で強固にブロック！

After!

選定機種

uu MELSEC iQ-Rシリーズ•
CPUユニット R08CPU

採用メリット
目的に応じたセキュリ
uu 多様なセキュリティ機能で、
ティ対策が可能•

電源ユニット

・IPフィルタ機能•

CPUユニット
R08CPU

セキュリティキーにより
プログラムの不正実行・閲覧を防止

・リモートパスワード機能•
・セキュリティキー認証機能•
・ブロックパスワード機能•
・ファイルパスワード機能

14

セキュリティ機能
今回の構成で使用する機能・仕様のご説明と、
その他おすすめしたい機能や採用例などをご紹介します。

uuPoint1. IPアドレスやパスワードを識別し、不正アクセスをブロック
パラメータで相手機器(パソコン)のIPアドレスを登録し、アク

また、CPUユニットにパスワードを設 定し、CPUユニット

セスを制限できるIPフィルタ機能があります。不正なIPアドレ

や Ethernetインタフェ ース ユ ニット(RJ71EN71)など の

スによるアクセスを防止できるため、LAN回線に接続する環境

Ethernetを経由したアクセスを制限するリモートパスワード機

で使用する場合は、本機能の使用をおすすめします。

能もあります。

IPフィルタ機能

リモートパスワード機能

Ethernet
アクセス許可
Ethernet
搭載ユニット
アクセス許可

登録されていない
IPアドレスをブロック

アクセス禁止

相手機器
IPアドレス：
192.168.1.2

相手機器
IPアドレス：
192.168.1.3

相手機器
IPアドレス：
192.168.1.5

※ご注意※
IPフィルタ機能やリモートパスワード機能は、外部機器からの不正アクセス(プログ
ラムやデータの破壊など)を防止するための1つの手段であり、不正アクセスを完全
に防止するものではありません。外部機器からの不正アクセスに対して、シーケンサ
システムの安全を保つ必要があるときは、本機能以外の対策も盛り込んでください。

リモートパスワードの設定
AとB：あり CとD：なし

A
B
C
D

許可/禁止

Ethernet

リモートパスワードチェック
リモートパスワード
パラメータなし

リモートパスワード
パラメータ

AとBの経路は、
アクセス
時にリモートパスワード
の入力が必要

CとDの経路は、
アクセス
時にリモートパスワード
の入力は不要

uuPoint2. セキュリティキーでプログラム閲覧が可能なパソコンを限定
プログラムファイルにセキュリティキーを登録することで、同じ
セキュリティキーを登録しているパソコンのみプログラムの閲
覧が可能となるセキュリティキー認証機能があります。

閲覧

キー A

キー A

パソコンに登録しているセキュリティキーは複製が可能なため、
複数のパソコンに同じキーを登録することや、複製したキーに

プログラムファイル

有効期限を設定することも可能です。

閲覧

キーなし, キー B,
有効期限切れ複製キー A

uuPoint3. その他のセキュリティ機能
■ブロックパスワード機能

■ファイルパスワード機能

パスワードを登録することで、
プログラム部品(プログラムブロック、

パスワードを登録することで、CPUユニット内のプログラムやパ

ファンクションブロック、
ファンクション)の不正な閲覧を防止できます。

ラメータなどの読出し/書込み操作の際にパスワード認証が必
要になります。

お客さまからこんなお声をいただきました！
ネットワーク経由の不正アクセスによるプログラム流出などをよく耳にするので、Ethernetを使用するのが
不安でしたが、さまざまなセキュリティ対策があるので安心できました。
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採用事例

温室用暖房装置

現在の構成 
新規でのご検討

GOT の接続と、インバータの制御をしたい …

Before…

新規システムを検討しており、送風ファンの制

で接続したい。他社から受けている提案では

御にインバータを5 台、インバータの設定値変

通信ポートの増設が必要になるため、もう少し

更や現在値モニタ用にGOTを2 台、Ethernet

コストダウンを図りたい。

内蔵機能が豊富なMELSEC iQ-Fシリーズで大幅コストダウン！

After!

選定機種

CPUユニット正面

uu MELSEC iQ-Fシリーズ FX5U CPUユニット
内蔵Ethernetポート

FX5U CPUユニット

カバー OPEN時

採用メリット
uu EthernetポートとRS-485ポートを標準搭載
uu 内蔵Ethernetポートは、最大8コネクションまで
設定できるため、GOT の複数台接続が可能
uu 内蔵RS-485ポートを使用したインバータ通信で、
手軽にインバータを制御

内蔵RS-485ポート

本採用例では、FX5U CPUユニットを選定していますが、FX5UC CPUユニットでも対応可能です。
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内蔵通信機能〈Ethernet, RS-485〉
今回の構成で使用する機能・仕様のご説明と、
その他おすすめしたい機能や採用例などをご紹介します。

uuPoint1. Ethernetを使用した GOT の複数台接続
内蔵 Ethernetポート
通信設定は、GX Works3のパラメータで行います。GOT の場
合は[MELSOFT接続機器]で登録し、IPアドレスなどの指定

Ethernet

も不要なため、設定が簡単です。

内蔵EthernetポートにGOTは
最大8台まで接続可能
最長100m

スイッチングハブを使用することで、GOTは最大8 台まで接続
できます。

GOT
最大8台

uuPoint2. RS-485を使用したインバータ通信
内蔵 RS-485ポート

内蔵RS-485ポートにインバータは
最大16台まで接続可能

通信設定は、GX Works3のパラメータで行い、インバータ通信
専用命令を使用して制御します。RS-485ポート1つに対してイ

RS-485

ンバータが最大16 台まで接続可能です。また、RS-485ポート

三菱電機
汎用インバータ

を増設することでさらにインバータの接続も可能です。

最長50m
最大16台

もっと便利に！

Webサーバ機能

CPUユニットの内蔵Ethernetポートを使用し、装置
から離れた事務所＊1からネットワーク経由でデバイス

工場

の現在値やエラー状況が確認できる機能です。
パソコンやタブレット端末のWebブラウザ を使用す
ザ名、パスワードによるログインが必要なため、外部か

パソコン

!

インターネット

＊2

るため、
専用ツールも不要です。また、
アクセス時にはユー

事務所

CPUユニット

VPNトンネル
VPNルータ

らの不正アクセスを防止できます。
＊1：VPN接続をすることで、海外などの遠隔地にある装置との接続も可能。
＊2：推奨ブラウザ•
・Microsoft®Windows®：Google Chrome®(ブラウザバージョン 55～)•
・Android®：Mobile Google Chrome®(ブラウザバージョン 55～) •
・iOS®：Mobile Safari®(ブラウザバージョン 9～)

VPNルータ

Ethernet

専用ツール不要

Webブラウザから、
エラー情報やデバイス
をモニタ可能！

お客さまからこんなお声をいただきました！
GOTもインバータもCPUユニットのみで対応できて、スペックは FX3Uと同等以上とのこと。他社から提案
された構成よりも高機能なのにコストダウンが図れました。
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採用事例

自動包装機

現在の構成 
新規でのご検討

Before…

位置決めを4 軸にしたいが、設置スペースが狭い …

位置決め4 軸を使用した新規システムを検討中

を使用するため、スペースに余裕を残すことがで

で、必要な I/O点数は50 点程度だが盤内スペー

きず、今後増設が必要になったときのことを懸念

スが狭いため、小形のシーケンサで考えている。

している。

他社から受けている提案では位置決めユニット

After!

コンパクトボディの FX5UCで、すべて解決！
選定機種
uu MELSEC iQ-Fシリーズ FX5UC CPUユニット

採用メリット
uu MELSEC iQ-FシリーズのCPUユニット＊1は、どの
点数のタイプでも位置決め機能を4 軸内蔵
uu 増設ユニットもコンパクトで使いやすいため、狭小ス
ペースにも対応可能
FX5UC CPUユニット
コネクタタイプ

FX5UC CPUユニット
スプリングクランプ
端子台タイプ

uuスプリングクランプ端子台タイプは、専用コネクタや
工具が不要！コストも手間もかけず、簡単に配線が
可能
＊1：内蔵位置決めを使用する際は、
トランジスタ出力タイプのCPUユニットを使用します。
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本採用例では、FX5UC CPUユニットを選定していますが、FX5U CPUユニットでも対応可能です。

内蔵位置決め機能
今回の構成で使用する機能・仕様のご説明と、
その他おすすめしたい機能や採用例などをご紹介します。

uuPoint1. FX3シリーズよりもパワーアップした内蔵位置決め機能
内蔵位置決め機能
CPUユニットの内蔵I/Oを使用し、CPUユニットのみで最大4
軸＊2の制御が可能です。位置決め設定は、GX Works3のパラ
メータで行い、位置決め専用命令を使用して制御します。

20μsの高速起動に対応した内蔵位置決め機能。FX3U/FX3UC
シリーズと比べ、制御軸数、最大周波数の性能がアップ！
◇制御軸数

3軸

出力形式はトランジスタ出力(オープンコレクタ)です。出力方式
はPULSE/SIGNモードとCW/CCWモードの2 種類から選択
可能で、最高200kppsのパルス列が出力できます。

4軸＊2
◇最大周波数

最大100kpps

最大200kpps

GX Works3のパラメータ設定画面

CPUユニットのみで最大4軸＊2まで制御可能
サーボアンプ

1軸
200kpps

2軸
200kpps
3軸
200kpps
4軸
200kpps

＊2：CW/CCWモード選択時は、最大2 軸になります。

もっと便利に！

増設機器を使用したリーズナブルな多軸制御

位置決め機能を2 軸搭載した高速パルス入出力ユニッ
ト(FX5-16ET/ES-H、FX5-16ET/ESS-H) が 最 大
4 台まで接続できるため、内蔵位置決め機能と併せて

CPUユニットの4軸＋高速パルス入出力ユニットの
2軸×4台で最大12軸＊3まで制御可能

最大12 軸＊3 の制御が可能です。また、高速パルス入

FX5-16ET/ES-H
FX5-16ET/ESS-H

最大 4 台

出力ユニットを4 台使用しても、位置決めユニットやシ
ンプルモーションユニットの増設は可能ですので、複
雑な多軸・補間制御にも対応できます。
＊3：CW/CCWモード選択時は、最大10 軸になります。

4軸

+

2軸

×

4台

最大
12軸＊3

お客さまからこんなお声をいただきました！
内蔵位置決め機能が4 軸もあるので位置決めユニットの追加が不要。コンパクトなFX5UCシーケンサで設
置スペースも十分余裕が残せて、コスト面・スペース面ともに大満足です。
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採用事例

工業用屋内クレーン

現在の構成 
新規でのご検討

機器のデータを収集し、事務所でモニタしたい …

Before…

建屋内で使用しているクレーンの圧力(油圧 ) や

狭い盤内スペースでも設置ができ、配線も含め

アラーム履歴などを収集し、デバイス値の変化

て低コストな構成を採用したい。

やビットの ON/OFF 状態を、タイムチャート形
式でモニタしたい。

コンパクトかつリーズナブルにデータ収集！

After!
SDメモリカードスロット

選定機種
uu MELSEC iQ-Fシリーズ FX5UC CPUユニット

採用メリット
uuコンパクトなFX5UC CPUユニットで狭小スペース
でも設置可能
uu CPUユニット内蔵のデータロギング機能でSDメモ
リカードにデータの収集が可能
FX5UC CPUユニット
コネクタタイプ

FX5UC CPUユニット
スプリングクランプ
端子台タイプ

uu GX LogViewer＊を使用し、指定したデバイス情報
をトレンドグラフでモニタ可能
＊：GX LogViewerは、三菱電機FAサイトから無償でダウンロードが可能です。
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本採用例では、FX5UC CPUユニットを選定していますが、FX5U CPUユニットでも対応可能です。

ロギング機能
今回の構成で使用する機能・仕様のご説明と、
その他おすすめしたい機能や採用例などをご紹介します。

uuPoint1. SDメモリカードを使用したロギングデータの収集
データロギング機能
設定はCPUユニットロギング設定ツールを使用します。
指定した間隔または任意のタイミングでデータを収集し、
CPUユニットに装着したSDメモリカードにバイナリファイルと
して保存します。

uuPoint2. タイムチャート形式表示で変化が一目瞭然
GX LogViewer ＊
収集したロギングデータをトレンドグラフで表示することがで
きます。デバイスの状態や変化量などが確認できるため、設定
値の調整やトラブル要因の解析などが効率よく行えます。

もっと便利に！

ファイル転送機能 (FTPサーバ )

CPUユニットの内蔵Ethernetポートを使用したファ
イル転送機能(FTPサーバ )で、FTPクライアントを

FTPサーバ機能

備えた機器(パソコンなど)から、CPUユニットに装
着したSDメモリカードにアクセスすることが可能です。

工場

シーケンサ

事務所
［FTPサーバ］

同一ネットワーク内で繋がっている事務所のパソコン
から、SDメモリカード内に収集したロギングデータ
を直接読み出せるため、装置のある現地へ出向く手
間が省けます。

Ethernet
PC
[FTPクライアント]

工場

シーケンサ

［FTPサーバ］

お客さまからこんなお声をいただきました！
装置を高所に設置するため、
ロギングデータの読出し方法に困っていましたが、Ethernet通信でCPUユニット
から直接パソコンに読み出せるのが採用のポイントになりました。
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液体撹拌装置

採用事例

現在の構成 
FX2Nシリーズを使用したシステム
uuFX2N-32MT
uuFX2N-4AD-PT
uuFX2N-4AD-TC
uuFX0N-3A

Before…

異なる種類のセンサを取り込みたい …

タンク内の温度や室温を取り込み、
タンク内のプロ

ンサ(K型熱電対)2ch、水位計(電流入力 DC4

ペラを回して液体の温度を均一にする装置にシー

～20mA) 2chを取り込み、プロペラの制御に電

ケンサを使用している。シーケンサが古くなったの

圧出力(DC0～10V)1chを使用するが、現在の

で置き換えを検討している。

ような多種類のユニットを使用した構成にはした

タンク内の白金温度センサ(pt100)4ch、室温セ

くない。

After!

1 台 4 役のマルチ入力ユニットでスマートに構成！
選定機種
uu MELSEC iQ-Fシリーズ FX5U CPUユニット
uuマルチ入力ユニット FX5-8AD

FX5U CPUユニット
内蔵アナログ入出力端子

採用メリット
アナログ入力2chとアナログ
uu FX5U CPUユニットは、
出力1chを標準搭載
uu FX5-8ADは、電圧, 電流, 熱電対, 測温抵抗体の入
力に1台で対応
スプリングクランプ端子台により、
手早
uu FX5-8ADは、
く簡単に配線が可能

FX5-8AD
22

アナログ制御
今回の構成で使用する機能・仕様のご説明と、
その他おすすめしたい機能や採用例などをご紹介します。

uuPoint1. 多種類の入力にも1 台でマルチに対応
FX5-8AD：温度センサの入力
本製品は、熱電対や測温抵抗体以外に、電圧や電流の入力に
も対応しています。チャンネルごとに入力タイプの選択ができ、
1 台で8チャンネルの入力が可能なため、ユニットの使い分け
は不要です。
設定は、GX Works3のパラメータで行います。パラメータの
リフレッシュ設定で指定したデバイスと自動で交信するため、
プログラムによる読出し/書込みが不要です。

パラメータで割り付けたデバイスと
リンクし、自動的にデータを更新

uuPoint2. アナログ入力と出力を両方備えた内蔵アナログ機能
内蔵アナログ入力：水位計の入力

内蔵アナログ出力：プロペラの制御

アナログ入力・出力の設定は、GX Works3のパラメータで行
電圧入力 0 ～ 10V
電流入力 4 ～ 20mA(1 ～ 5Vに変換)

います。電圧を入力することで、アナログ入力用特殊レジスタ
にディジタル値が格納され、アナログ出力用特殊レジスタにディ
ジタル値を書き込むことで、電圧が出力されます。
内蔵アナログ入力は電圧のみ対応していますが、配線により電
流入力として使用することもできます。(4～20mA→1～5Vに
変換)

電圧出力 0 ～ 10V

もっと便利に！

ロギング機能【FX5-8AD】

FX5-8AD のロギング機能は、チャンネルごとに最大

センサ

10,000 点のデータ（ディジタル値）をバッファメモリに
保存できます。

トラブル
発生

GX Works3でFX5-8AD
のバッファメモリをモニタ

データの状態変化をトリガとしてデータ収集の停止が
できるため、
トラブル発生前後のデータを解析すること
で原因追求に役立ちます。

ロギング
データ

お客さまからこんなお声をいただきました！
CPUユニットとFX5-8ADだけのスッキリした構成にできました。また、FX5-8ADのディジタル値の読出しは、
パラメータでデバイスを指定するだけと、設定も簡単だったのが良かったです。
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採用事例

充填包装機

現在の構成 
他社製シーケンサで、位置決めユニットを
使用したシステム

コストをかけずに4 軸の同期運転をしたい …

Before…

カムデータを使用した4 軸間の同期制御を行い

必要があり、今回検討している小規模タイプの

たい。

装置ではコストがかかり過ぎてしまう。

類似した装置で他社製のシーケンサを採用して

また、装置を小形化するのでシーケンサもサイズ

いるが、同期制御を行うには上位機種を選定する

ダウンしたい。

MELSEC iQ-Fシリーズでリーズナブルかつ多彩な多軸制御

After!

選定機種
uu MELSEC iQ-Fシリーズ FX5UC CPUユニット
uuシンプルモーションユニットFX5-40SSC-S•
（FX5UC CPUユニットに接続時は、FX5-CNV-IFC
が必要）

採用メリット
uuコンパクトなFX5UC CPUユニットで装置の小型化
が可能

FX5UC CPUユニット
コネクタタイプ
FX5-40SSC-S

uu FX5-40SSC-Sは位置決めを4 軸搭載•
同期制御やカム制御、トルク制御など多様なシンプ
ルモーション制御に対応

本採用例では、FX5UC CPUユニットコネクタタイプを選定していますが、
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FX5UC CPUユニットスプリングクランプ端子台タイプやFX5U CPUユニットでも対応可能です。

位置決め制御〈シンプルモーションユニット〉
今回の構成で使用する機能・仕様のご説明と、
その他おすすめしたい機能や採用例などをご紹介します。

uuPoint1. シンプルモーションで多彩な制御
FX5-40SSC-S
FX5-80SSC-S

FX5-40SSC-S、FX5-80SSC-S

サーボアンプ

本製品は、SSCNET Ⅲ/H に対応したMR-J4シリーズ
(MR-J4-□B□)と組み合わせることで高速・高精度な位置
決めができ、専用光ファイバケーブルで接続するため、省配
線かつ耐ノイズ性の高い高品質な通信が可能です。

局間距離
最大100m

最大100m

最大100m

最大100m

最大4軸

＊

総延長距離最大400m
＊：FX5-40SSC-Sは最大4 軸、FX5-80SSC-Sは最大8 軸の制御が可能です。

uuPoint2. シンプルモーションユニット設定ツールの統合
GX Works3
GX Works3のみでシンプルモーションユニットのパラメータ
や位置決めデータの設定、およびサーボアンプのパラメータ設
定や調整などが簡単に行えるようになりました。

もっと便利に！

シミュレーション【GX Works3】

GX Works3のシミュレーション機能を使用し、パソコン
上の仮想シーケンサでプログラムのデバッグが行えます。
実機がなくてもCPUユニットとシンプルモーションの連
係動作が確認できるため、
現場に出向く手間も省けます。
■ CPUユニットのシミュレーション

実機がなくても動作確認が可能！
現場に行かなくてもシミュレーションができるため、
プログラミングの工数削減につながります！
■ シンプルモーションのシミュレーション

サーボモータやアンプがなくても
より実機に近い動作確認が可能

お客さまからこんなお声をいただきました！
他社の上位機種よりも格安で4 軸の同期制御ができ、サイズダウンもできたので、MELSEC iQ-Fシリーズ
に決めました。8 軸搭載の FX5-80SSC-Sもあるので、次回の装置でぜひ検討したいです。
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採用事例

ワインダー装置

現在の構成 
FX3Uシリーズを使用したシステム

Before…

複数のシーケンサ間でデータを共有したい …

FX3Uシリーズを使用した多数のワインダー装

構築したい。CC-Link(FX3U-64CCL)での接

置があるが、装置間で製造個数や稼働状況など

続を検討していたが、自社でプログラムのメンテ

のデータ共有が必要になったため、MELSEC

ナンスができないため、簡単かつプログラムレス

iQ-Rシリーズをマスタ局にしたネットワークを

で構築できるネットワークを採用したい。

After!

プログラムレスのネットワークで上位シリーズと接続！
選定機種
uu MELSEC iQ-Fシリーズ FX5U CPUユニット
uu CC-Link IEフィールドネットワークユニット•
FX5-CCLIEF(インテリジェントデバイス局)

採用メリット

FX5U CPUユニット

uu FX5-CCLIEFは、CC-Link IEフィールドネットワー
クのインテリジェントデバイス局として接続が可能
•
uu 最大リンク点数は、RX/RY がそれぞれ384 点、
RWr/RWw がそれぞれ1024 点使用可能
FX5-CCLIEF
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uu 1Gbpsの高速かつ大容量な通信で、タクトタイムの
短縮とトレーサビリティを向上

本採用例では、FX5U CPUユニットを選定していますが、FX5UC CPUユニットでも対応可能です。

CC-Link IEフィールドネットワーク
今回の構成で使用する機能・仕様のご説明と、
その他おすすめしたい機能や採用例などをご紹介します。

uuPoint1. CC-Link IEフィールドを使用したネットワーク
FX5-CCLIEF
設定は、GX Works3のパラメータから行います。リフレッシュ
設定で任意のデバイスを指定することで、FX5-CCLIEF のリ
ンクデバイスと自動交信をするため、本ユニットに対しての読
出し・書込みプログラムは必要ありません。

リンク側
X100 ～ X677
Y100 ～ Y677
D0 ～ D1023
D1100 ～ D2123

リンク側
RX0H ～ RX17FH
RY0H ～ RY17FH
RWr0H ～ RWr3FFH
RWw0H ～ RWw3FFH

FX5-CCLIEF

パラメータで割り付けた
デバイスと自動でリンク

FX5U
CPUユニット

uuPoint2. CC-Link IE Field診断で異常内容を確認
GX Works3
エラー発生時は、GX Works3の CC-Link IE Field診断から
エラー内容の確認ができます。異常要因やトラブルシューティ
ングが表示されるため、
トラブルの特定が容易になり、素早い
復旧が可能です。

関連製品

CC-Link IEフィールドネットワーク Basic

MELSEC iQ-Fシリーズ の CPU ユ ニットは、内 蔵
マスタ局

Ethernetポートを使用したCC-Link IEフィールドネッ
トワーク Basicのマスタ機能に対応しているため、小規

HUB

模タイプのネットワーク構築が可能です。
設定は、GX Works3のパラメータで行い、プログラム
レスで使用できるため、設備の増設やライン変更時の
設定変更などのメンテナンスも容易です。また、汎用の
Ethernetケーブルで簡単に接続ができるため、専用ケー

三菱電機汎用インバータなど リモートI/O

ブルを用意する必要もありません。

リモートI/O

スレーブ局

お客さまからこんなお声をいただきました！
すべてパラメータから設定するのでプログラムレスで手間がかからず、GX Works3の診断機能で、エラー要
因や対処方法が確認できるといった点で採用を決めました。
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三菱電機シーケンサ
採用事例集
〒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‥‥‥‥‥‥‥‥‥
北海道支社‥‥‥‥‥‥
東北支社‥‥‥‥‥‥‥
関越支社‥‥‥‥‥‥‥
新潟支店‥‥‥‥‥‥‥
神奈川支社‥‥‥‥‥‥
北陸支社‥‥‥‥‥‥‥
中部支社‥‥‥‥‥‥‥
豊田支店‥‥‥‥‥‥‥
静岡支店‥‥‥‥‥‥‥
関西支社‥‥‥‥‥‥‥
中国支社‥‥‥‥‥‥‥
四国支社‥‥‥‥‥‥‥
九州支社‥‥‥‥‥‥‥

電話技術相談窓口

〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3
（東京ビル）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（03）
3218-6760
〒060-8693 札幌市中央区北二条西4-1
（北海道ビル）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（011）
212-3794
〒980-0013 仙台市青葉区花京院1-1-20
（花京院スクエア）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（022）
216-4546
〒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
〒950-8504 新潟市中央区東大通2-4-10
（日本生命ビル） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（025）
241-7227
〒220-8118 横浜市西区みなとみらい2-2-1
（横浜ランドマークタワー） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（045）
224-2624
〒920-0031 金沢市広岡3-1-1
（金沢パークビル） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（076）
233-5502
〒450-6423 名古屋市中村区名駅3-28-12
（大名古屋ビルヂング） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（052）
565-3314
〒471-0034 豊田市小坂本町1-5-10
（矢作豊田ビル） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（0565）
34-4112
〒422-8067 静岡市駿河区南町14-25
（エスパティオビル） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（054）
202-5630
〒530-8206 大阪市北区大深町4-20
（グランフロント大阪 タワーA）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（06）
6486-4122
〒730-8657 広島市中区中町7-32
（ニッセイ広島ビル）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（082）
248-5348
〒760-8654 高松市寿町1-1-8
（日本生命高松駅前ビル）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（087）
825-0055
〒810-8686 福岡市中央区天神2-12-1
（天神ビル） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（092）
721-2247

受付時間※1 月曜〜金曜

9:00〜19:00、 土曜・日曜・祝日 9:00〜17:00

対象機種

電話番号

産業用PC MELIPC
０５２-７１２-２３７０※２
(MI5000/2000/1000)
MELSEC iQ-R/Q/L/QｎAS/AnSシーケンサ一般
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/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
MELSOFT GXシリーズ
０５２-７１１-００３７
シーケンサプログラミングツール

エッジコンピューティング製品

シーケンサ

MELSOFT
MELSOFT iQ Works（Navigator）
統合エンジニアリング環境
０５２-７９９-３５９１※2
iQ Sensor Solution
MELSOFT
MELSOFT MXシリーズ
通信支援ソフトウェアツール
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
プロセスCPU/二重化CPU
（MELSEC-Qシリーズ）
MELSEC計装/iQ-R/ プロセスCPU/二重化機能
０５２-７１２-２８３０※２※3
Q二重化
SIL2プロセスCPU
（MELSEC iQ-Rシリーズ）
MELSOFT PXシリーズ
安全シーケンサ
（MELSEC iQ-R/QSシリーズ）
MELSEC Safety
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/
QE８□シリーズ
０５２-７１９-４５５７※２※3
絶縁監視ユニット
レーザ変位センサ
センサ MELSENSOR
０５２-７９９-９４９５※2
ビジョンセンサ
GOT2000/1000シリーズなど
０５２-７１２-２４１７
表示器
MELSOFT GTシリーズ

対象機種

電話番号

MELSERVOシリーズ
位置決めユニッ
ト
（MELSEC iQ-R/Q/L/AnSシリーズ）
シンプルモーションユニッ
ト
サーボ/位置決めユニッ
ト/ （MELSEC iQ-R/iQ-F/Q/Lシリーズ）
シンプルモーションユニッ
ト/ モーションCPU
（MELSEC iQ-R/Q/AnSシリーズ）
モーションコントローラ/
０５２-７１２-６６０７
センシングユニッ
ト/
センシングユニッ
ト
組込み型サーボシステム （MR-MTシリーズ）
コントローラ
シンプルモーションボード
C言語コントローラインタフェースユニッ
ト
（Q173SCCF）/ポジションボード
MELSOFT MTシリーズ /MRシリーズ /
EMシリーズ
センサレスサーボ
FR-E700EX/MM-GKR
０５２-７２２-２１８２
インバータ
FREQROLシリーズ
０５２-７２２-２１８２
三相モータ
三相モータ225フレーム以下
０５３６-２５-０９００※2※4
ロボット
MELFAシリーズ
０５２-７２１-０１００
電磁クラッチ・ブレーキ/テンションコントローラ
０52-712-5430※5
データ収集アナライザ
MELQIC IU1/IU2シリーズ
０52-712-5440※5
MS-Tシリーズ /MS-Nシリーズ
低圧開閉器
０５２-７１９-４１７０
US-Nシリーズ
ノーヒューズ遮断器/漏電遮断器/
０５２-７１９-４５５９
低圧遮断器
ＭＤＵブレーカ/気中遮断器（ＡＣＢ）
など
電力量計/計器用変成器/指示電気計器/
電力管理用計器
０５２-７１９-４５５６
管理用計器/タイムスイッチ

EcoServer/E-Energy/検針システム/
０５２-７１９-４５５７※２※3
エネルギー計測ユニッ
ト/ B/NETなど
FW-Sシリーズ /FW-Vシリーズ /
小容量ＵＰＳ
（５ｋＶＡ以下）
０52-799-9489※2※6
FW-Aシリーズ /FW-Fシリーズ
省エネ支援機器

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。

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

電力計測ユニット/絶縁監視ユニット
（QE8□シリーズ）
三相モータ225フレーム以下
低圧開閉器
低圧遮断器
電力管理用計器/省エネ支援機器/小容量ＵＰＳ
（５ｋＶＡ以下）

FAX番号

084-926-8340
０５３６-２５-１２５８※7
０５７４-６１-１９５５
０８４-９２６-８２８０
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。

※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）

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 F A 技 術とI T
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。
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