FACTORY AUTOMATION

三菱電機マイクロシーケンサ
MELSEC iQ-F シリーズ

必見！シーケンサ活用術

−マイコン置換によるプログラム開発の効率化−

はじめに
設備・装置のIoT化にお悩みではないでしょうか？
MELSEC iQ-Fシリーズなら今からでも簡単に始められます。
近年、工場内の設備や装置のIoT化を検討されるケースが増加しています。特に自社でマイコンを
開発・制作しているお客様が、IoT化を実現するために、新しくアプリケーション追加する場合、
C言語でプログラミングするケースが多数あります。
その際、C言語は自由度が高い反面、煩雑なプログラムなどが課題となっているというお声を
よく伺います。
アナログ・位置決め制御といった装置制御は元より、IoT化には通信設定やデータの収集・蓄積、
遠隔モニタリングなど、通信制御の追加・設定が不可欠です。

MELSEC iQ-Fシリーズは、FA業界のTOPクラスのメーカとして培った装置制御のノウハウ
があり、ユニットの設定はパラメータを活用した選択や数値などの入力だけ、処理はST言語や
特定の動作をおこなえる専用命令を使って簡単にプログラミングができます。
またデバック機能も使いやすく、プログラム開発を効率化できます。
どのようなシーンでも活用可能なオールラウンダシーケンサとして、MELSEC iQ-Fシリーズは、
装置・設備のIoT化に貢献します。

本書では事例をもとに、マイコンとシーケンサのプログラミング方法の違いや特長を
分かりやすく紹介します。
本書は次のような方に最適です。

● マイコンからシーケンサへ切替えをご検討の方
● C言語で開発したことはあるが、ST言語にはなじみがない方
● 設備間の通信やデータ収集、トラブルシューティングにお悩みの方
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アナログ機能
プログラミングの効率化

1

デバッグの効率化

2

洗車機でのアナログ機能の活用事例
洗車機内のセンサからアナログ値として出力された車両情報を、
AD変換によってデジタル値として取得する例としています。

C言語の場合
課題1

//スケーリング上限
#deﬁne ScalingUpLim 20000
//スケーリング下限
#deﬁne ScalingLowLim 4000
//AD変換開始
int main(){
//動作モードとAD変換許可するポートを設定
set̲tris̲b(0);
setup̲adc̲ports(0x80);
setup̲adc(ADC̲CLOCK̲INTERNAL);

課題2

付録

付

設定値や動作処理のプログラミングが必要

設定値や動作処理のプログラミング
をすると、複雑な内容になる。

動作処理の関数定義が必要

//アナログ入力値
int read̲adc(void);
//AD変換開始
int main(){
//アナログ入力値の格納先
int ADconversion;
while(1)
{
// チャンネル1のAD変換を開始
set̲adc̲channel(1);
delay̲ms(30);

値を格納するには、事前に関数と格納
先を定義しておく必要がある。
この場合はアナログ入力値の格納先を
示している。

//AD変換された値を読み込み
ADconversion = read̲adc();
アナログ入力値取り込み関数

//AD変換された値を加工
ADconversion/ = 100;
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格納先変数

01110110
11000100
10101001

変位センサ
アナログ入力

プログラミングの効率化

1

シーケンサの場合
メリット1 プログラムレスでアナログ機能の設定がかんたん！
AD変換の許可/禁止は項目を選択、スケーリング設定は数値入力だけで簡単に設定ができます。

2

デバッグの効率化

目的の項目を選択するだけ！

任意の数値を入力するだけ！

メリット2 事前の関数定義や設定が不要！
アナログ入力値、デジタル演算値などの値はあらかじめ用意されたデバイスに格納されるため、事前の設定をすること
なく、目的の値をすぐに利用できます。
ST言語プログラム ※1

付

ユーザ
エリア

付録

//アナログ入力値を「ADconversion」に格納
ADconversion : = SD6020/100;
あらかじめ用意された
デバイスを指定するだけ！
・
・
・

システム
エリア
※2

SD6020：アナログ入力値
SD6021：デジタル演算値
SD6022：アナログ入力電圧モニタ
・
・
・

※1: ST言語プログラムの詳細については、下記を参照してください。
18ページ ST言語とは
※2: システムエリアは、お客様で設定する必要ありません。
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通信
プログラミングの効率化

1

洗車機でのMODBUS/TCP通信の活用事例
管理システム(クライアント)から洗車機(サーバ)へデータが送信され、
洗車機(サーバ)側でその情報を受け取ってデータを更新する例としています。

C言語の場合
課題1

通信の確立には接続機器の詳細なプログラムが必要

//クライアントとサーバを接続
sockcr = socket(PF̲INET, SOCK̲STREAM, 0);

デバッグの効率化

2

// 0で構造体を初期化
bzero((char *) &read̲add, sizeof(read̲add));
// MODBUS/TCP通信 接続先指定
read̲add.sin̲family = PF̲INET;
// IPアドレス指定
read̲add.sin̲addr.s̲addr = htonl(INADDR̲ANY);
// ポート番号設定
read̲add.sin̲port = htons(502);
//ソケット待機
bind(sockfd, (struct sockaddr *)&read̲add, sizeof(read̲add)) ;
listen(sockcr, 5);

課題2

付録

付

6

データを受け取るために格納処理が必要

//クライアントからのデータをサーバで受信する
void connect(int sockrw)
{
char buf[1];
int rcv̲len = 0;

}

通信を確立するために
接続機器についての
プログラムが必要。

// 受信と格納
while((rcv̲len = read(sockrw, buf, 1)) > 0) {
write(1, buf, rcv̲len);
}

通信を確立後も
どの情報をどのように受け取るか
定義が必要。

データ送信
Ethernet

プログラミングの効率化

1

レスポンス
管理システム
(クライアント)

洗車機
(サーバ)

シーケンサの場合
メリット1 接続機器の設定はプログラムレスで設定可能！
MODBUS/TCPサーバ通信の設定は自局側の入力だけで設定が完了します。接続機器のIPアドレスやポート番号の
設定は必要ありません。

デバッグの効率化

2
自局のポート番号を
入力するだけ！

メリット2 データの受信設定はパラメータでかんたんに設定可能！
受信したデータをシーケンサのどのデバイスに割り付けるかは、先頭MODBUSデバイス番号やデバイス番号、
割付点数を入力するだけで設定ができます。
シーケンサ
(サーバ)

管理システム
(クライアント)

付録

付

MODBUSデバイス番号0＝100
MODBUSデバイス番号1＝300
MODBUSデバイス番号2＝150
・
・
・
MODBUSデバイス番号7999＝0

設定したデバイス
に割付け

D0＝100
D1＝300
D2＝150
・
・
・
D7999＝0

設定したデバイス(D0)に受信データ(MODBUS
デバイス番号0のデータ)が割付け点数分格納される！
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データ収集
プログラミングの効率化

1

デバッグの効率化

2

洗車機でのデータ収集の活用事例
洗車機の利用状況(使用水量や洗車機の利用回数など)のデータを収集し、
SDメモリカード内へ蓄積する例としています。

C言語の場合
課題1

//ファイルポインタの宣言
FILE *ﬁle;
//SDメモリカードのファイルへアクセス
ﬁle = fopen(/LOGGING/LOG01/LOG01.csv,"w");
if(ﬁle == NULL)
{
//異常完了
printf("This ﬁle cannot be opened!");
exit(1);
}
〜
//ファイルクローズ
fclose(ﬁle);

課題2

付録

付

8

データを蓄積するためのファイルへのアクセスが複雑

データを蓄積するためには、
保存先を指定しなければいけない。
そのためフォルダ名やファイル名を
事前に決めて、プログラムに
詳細なパスを記載する必要がある。

データ収集を完了するにはプログラムによる詳細な指示が必要

//データを更新
WaterUse = FunWater(AddWater);
//データを取得
CollectData();
//ファイルに記録
DataRecord(LOG01);
//データ取得完了
Endﬂag = EndCheck();
if(EndFlag)
{
break;
}
//データ収集の間隔
Timer̲WateTime(WateTime);

データ収集を完了するには、収集データの保存先など、
データを記録するためのプログラムが必要。

データを収集する間隔を定義するプログラムが必要。

データ収集

1

変位センサ

プログラミングの効率化

流量センサ

シーケンサの場合
メリット1 SDメモリカードへのアクセスがかんたん！
データロギング機能を使って収集したデータは、プログラムレスでCSVファイルまたはバイナリファイルとして
SDメモリカードに保存されます。

保存先ファイルの設定も
プログラムレスで簡単！

デバッグの効率化

フォルダ名を入力するだけ！

2

変位センサ

流量センサ

メリット2 専用ツールによる設定でデータ収集がかんたん！
データロギング機能の設定に使用するCPUユニットロギング設定ツールは、ウィザード形式のため、表示されるメニュー
に沿って、収集したいデータに合わせて項目を選択・入力するだけで設定が完了できます。

付録

付

項目に沿って設定するだけ！
設定イメージ
STEP1 ロギング種別を設定
STEP2 収集間隔や収集開始条件を設定
完了！

目的の項目を選択するだけ！

順番に表示される設定項目を選択して、
収集間隔やロギング対象データなどを
設定します。
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位置決め
プログラミングの効率化

1

デバッグの効率化

2

洗車機での位置決めの活用事例
サーボアンプからの位置決め指令によりサーボモータを制御し、
ブラシの昇降を行う例としています。

C言語の場合
課題1

位置決めに関するパラメータの管理が困難

//1回転あたりのパルス数
#deﬁne Pulse 50
//1回転あたりの移動量
#deﬁne Distance 500

位置決めを行うために
軸ごとに設定値のプログラムが必要。

void motor̲drive(){
//センサデータ読込み
read̲data();

課題2

動作の実行には適した処理が必要

// 軸番号の指定
Shaft̲spec(shaft̲num);

付録

付

// 回転開始、方向指定
MT̲MTR = 1;
MTR̲CCW = FORWARD;
// 指令速度
COM̲SPEED = Speed̲spec(Pulse);
// モーター停止・終了処理
while(){
// 移動距離計算
if(distance < calc̲distance())
{ // 停止
MT̲MTR = 0;
break;
}
}
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複雑な動作の場合も対応した
プログラムが必要。
そのため、動作処理の
プログラムが複数行にも及ぶ。

位置決め指令
モータ

サーボアンプ

ブラシ

プログラミングの効率化

1

シーケンサの場合
メリット1 パラメータ項目に沿って設定するだけ！
1回転当たりのパルス数や移動量など、パラメータ画面から項目選択や数値入力を行うだけで設定できます。
設定値などを変更する際も、同様の画面から簡単に行えます。

目的の項目を選択するだけ！

デバッグの効率化

2

任意の数値を入力するだけ！

メリット2 専用命令の活用でプログラム作成がかんたん！
位置決め機能で使用できる専用命令もご用意しています。各デバイスに軸番号や指定速度などの値を格納するだけで、
目的の動作を実現できるため、プログラミング工数を削減できます。

専用命令を使用したST言語プログラム

付

付録

M100:=DRVI (M1,Distance,COM̲Speed,K1,M10);
専用命令を使うと
記述は1行だけ！

位置決めアドレス
（移動距離）

指令速度

軸番号

DRVIは指定した軸番号に対して「COM̲Speed」の速度で動作を開始し、
「Distance」で設定した目標位置で停止します。
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更なる
プログラミングの効率化

1

MELSEC iQ-Fを使うと更に、プログラムレスで様々な機能が…
その1

波形出力機能によるプログラムレスの波形出力

波形出力機能を使えば、GX Works3上でクリック操作するだけで出力したい波形パターンを設定できます。プログラム
不要のため、プログラミング工数も削減できます。

波形の端点を作成

デバッグの効率化

2

活用術！

波形の種類を選択
クリック操作だけで
簡単に波形ができる！

付録

付

アナログ出力ユニット

作成したデータを書込み！

12

アナログ出力

作成した波形データをそのまま出力できる！

その2

シンプルCPU通信機能によるプログラムレスな通信設定

接続機器のIPアドレスやポート番号、割付デバイスなど、必要最小限のパラメータ設定だけでコントローラ間の通信
ができます。プログラムが不要となり、プログラミング工数を削減できます。
さらに三菱電機製だけでなく、他社製シーケンサとの接続も同様に設定して通信できます。

プログラミングの効率化

1

目的の項目を選択するだけ！

Ethernet

書込

読出

MELSEC iQ-F

その3

デバッグの効率化

2
転送元/転送先の設定を入力するだけ！

他社シーケンサ

プログラムレスで全デバイスデータを一括保存

メモリダンプ機能を有効にすると、プログラムレスで、エラー発生時などの任意のタイミングでSDカードに保存できます。

設定はたったの2STEP！

項目を選択！

付

付録

条件を選択し、保存ファイル名やデバイス名を
入力するだけで設定が完了！
さらに、設定したエラー発生時のワンショットの全デバイスデータを保存しているため、エラー原因を迅速に特定できる。
データロギング

メモリダンプ

ロギング範囲

保存範囲

全範囲を保存することで
エラーを迅速に特定できる！

エラー発生！
デバイス

デバイス
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2．デバッグの効率化
プログラミングの効率化

1

課題

変数の値がどのように変化しているのか追従するのが難しい

� 変数の値をモニタした際に値の格納が想定と異なる

mValue0=Value1+Value2;
wResult=FunPou(mValue0);

� 原因となっている処理の特定に工数がかかる

wResult＝？？？

解決策 多様なモニタ方法で簡単にデバイス値が確認できる！
GX Works3でモニタ開始ボタンをクリックすると、ST言語プログラムエディタの右側にプログラムと同じ行の
デバイス値がモニタ画面として自動的に表示されます。プログラムとデバイス値を並行して確認することにより、
デバイス値の変化が直感的に分かります。

デバッグの効率化

2

モニタ開始をクリック

プログラムに沿ったデバイス値がモニタ
画面に自動生成される！

他にも、GX Works3のST言語プログラムエディタで、確認したいデバイスをクリックしてウォッチウィンドウに
登録、もしくは、任意のデバイスを入力するだけでデバイス値が確認できます。

付録

付

1ステップで任意のデバイスを登録できる！

デバイス名の入力でも指定可能
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課題

変数の微小な時間における値の変化を把握するのが難しい

� 変数の値の変化をモニタする際、わずかな変化に
気づくことが困難
� 異常の原因究明に工数がかかる

1

プログラミングの効率化

mValue0:=D0+D1;
wResult:=FunPou
(mValue0);

解決策 リアルタイムモニタ機能でデバイス値をグラフ化して、変化が分かる！
事前準備は必要とせず、任意の間隔やタイミングで、実行中プログラムの指定のデバイス値をトレンドグラフで表示
できます。変化が明確になり、
トレーサビリティの向上、設備の立ち上げ、そしてトラブル時の原因究明に役立ちます。

クリックでグラフを表示できる！

デバッグの効率化

2
変化点が分かる！

トレンドグラフを確認することで、
トラブル箇所が一目瞭然！

さらに、カーソルジャンプ機能により、トレンドグラフ内の、指定した値や日時、インデックスの位置にカーソルを
移動できます。
またグラフの時間軸を拡大縮小でき、確認したい日時や値へのジャンプも簡単です。小さな変化もしっかり確認できます。

付録

付

特定の位置へカーソルを
移動でき確認が簡単！

時間軸を拡大して
小さな変化も確認できます！
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課題

プログラミングの効率化

1

想定外のトラブル発生時に複雑な変数をひとつひとつ順序を追って確認するのが大変！

� 問題発生の原因となるプログラムを特定しなければ
いけない
� プログラム変更による影響の調査に工数がかかる
� 複数のプログラム間の影響を把握する必要がある

エラー発生

解決策 データフロー解析機能でデータの流れがわかり、原因究明が容易になる！
動作を知りたいデータを選択することで、選択対象の変化に影響を与える関連デバイス/ラベルをフロー図で視覚的に
表示できます。
フロー図からプログラムの該当箇所にジャンプできるので、前後のプログラムを確認することができ、原因を特定する
のに便利です。

プログラムエディタ上で確認したい
デバイス/ラベルを選択し、
データフロー解析を実行するだけ！

デバッグの効率化

2

解析対象

解析対象のデバイス/ラベルを起点に、関連するプログラムや
データをフロー図でたどることができる。
基点
(選択した解析対象のデバイス/ラベル)

付録

付

影響を与える
デバイス/ラベル

影響を受ける
デバイス/ラベル

モニタ中は
現在値を表示

ダブルクリック

初期設定プログラム
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動作制御プログラム

エラー処理プログラム

課題

作成したプログラムが思い通りに動くか知りたいが、実機がないと確認できない！

� 動作確認までに実機が準備できずに作業が停滞する

TEST！

1

� 現地での動作確認や機材の手配に工数がかかる

プログラミングの効率化

解決策 実機がなくても動作確認可能！
実機と接続することなく、プログラムの動作確認ができます。
パソコンさえあればいつでも検証ができ、少ないステップでデバッグができるためとても便利です。

デバッグの効率化

2

1クリックで
シミュレーションを開始！

仮想シーケンサ(GX Simulator3)が
起動し、動作確認ができる！
さらに、シミュレーション機能は表示器やサーボモータとの連携が可能です。

実機がなくても‥‥ パソコン上で確認できる！

連携

仮想サーボモータ(SMM Simulator)

仮想表示器(GT Simulator3)

駆動機器の動きも確認できる！

外部入力としても活用できる！

付

付録

連携

仮想シーケンサ(GX Simulator3)
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ST言語とは
プログラミングの効率化

1

ST言語は、ロジックの記述方式について規定した国際規格 IEC61131-3で規定
されているテキスト形式のプログラミング言語です。
C言語などに似た文法構造を持ち、プログラムが見やすく、複雑な算術演算や比較
演算を行う分野にも最適です。

主な制御構文の記述
主な制御構文の記述はC言語とST言語でよく似ており、理解しやすく、流用も簡単。
以下では主な制御構文を具体的にどう表現するか、C言語とST言語を並べて比較しています。
詳しくは
MELSEC iQ-R/MELSEC iQ-F ストラクチャードテキスト(ST)プログラミングガイドブック
（SH-081455）を参照してください。

IF条件文

デバッグの効率化

2

条件が真(TRUE)か、偽(FALSE)かによって分岐する処理です。
C言語

if (条件 == 0){
結果 = 0;
} else {
結果 = 1;
}

ST言語

IF 条件 = FALSE THEN
結果 := 0;
ELSE
結果 := 1;
END̲IF;

CASE条件文
条件と一致したケースを実行、もしくはそれ以外(ELSE)を実行する処理です。
C言語

付録

付
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swich(条件){
case 1:
結果=1;
break;
case 2:
case 3:
結果=2;
break;
case 4:
case 5:
case 6:
case 7:
結果=3;
break;
default:
結果=0;
break;
}

ST言語

CASE 条件 OF
1:
結果 := 1;
2,
3:

結果 := 2;

4..7:
結果 := 3;

ELSE
結果 := 0;
END̲CASE;

FOR〜DO構文
条件とする変数の値に達するまで繰り返し実行する処理です。

結果 =0;
for ( 反復変数 =0;
反復変数 <100;
反復変数 ++) {
結果 = 結果 +5;
}

ST 言語

1

プログラミングの効率化

C 言語

結果 := 0;
FOR 反復変数 := 0
TO 100
BY 1 DO
結果 := 結果 + 5;
END̲FOR;

WHILE〜DO構文
条件が偽(FALSE)になるまで繰り返し実行する処理です。
C 言語

WHILE 条件 DO
動作 1 := 処理回数 ;
動作 2 := 500;
END̲WHILE;

2

デバッグの効率化

while ( 条件 ) {
動作 1 = 処理回数 ;
動作 2 = 500;
}

ST 言語

RETURN構文
条件によってプログラムを途中で終了する処理です。
C 言語

if ( 条件 ==1) {
return ;
}

ST 言語

IF 条件 THEN
RETURN;
END̲IF;

付録

付
EXIT構文
条件によって繰り返している処理を中断する処理です。
C 言語

for ( 条件 = 0; 条件 < 10;
条件 ++) {
if ( 判定 >10) {
break;
}
}

ST 言語

FOR 条件 :=0 TO 10 DO
IF 判定 > 10 THEN
EXIT;
END̲IF;
END̲FOR;
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MEMO
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FA機器のあらゆる情報がここに集約
三菱電機FAサイト
三菱電機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機器の様々な情報を
満載し、
すべての三菱電機FA機器ユーザを強力にサポートします。
■ 充実したコンテンツ
• 詳しい製品仕様など実務者向けの情報を掲載
• カタログ、
マニュアル、
ソフトウェア、CADデータなど各種資料をダウンロード可能
• 三菱電機FA eラーニングやFA用語辞典といったサポートツールを数多く掲載
• 三菱電機FA製品に関する最新情報を随時更新

三菱電機FAサイトホームページ URL

www.MitsubishiElectric.co.jp/fa

インターネットを活用した学習

三菱電機FA eラーニング

三菱電機FA製品について学べるオンライン学習システムです。
お客様の都合に合わせていつでも学習することができます。

必要な情報を素早く、確実に

e-Manual
三菱電機FA製品のマニュアルなど、FA関連のお客様に最適
化されたドキュメントを閲覧できる電子書籍です。
• e-Manual Viewer
最新マニュアルを簡単にダウンロードでき、全マニュアルを一括で検
索できます。
その他、複数人で最新マニュアルを共有して閲覧できる
など、
マニュアルの使い勝手を向上できます。

で手に入れよう

三菱電機 e-Manual

• はじめてのFA機器コース
三菱電機FA製品をはじめて使うお客様向けのコースです。
製品の概要を短時間で学べます。
• 基礎、応用コース
立ち上げ方法、
プログラミング、
ネットワークの構築方法などについて
学べます。

• e-Manual Create
WordファイルやCHMファイルをe-Manualに変換できます。お客様
の装置保守マニュアルなどをe-Manualにすることで、
お客様の保守
情報と三菱電機FA製品の情報を一元管理できます。

製品や使用事例、展示会などの情報をご案内

ソーシャルネットワーキングサービス
（SNS）
YouTube

Twitter

三菱電機FA公式チャンネル
youtube.com/MitsubishiElectricFA

MELSEC公式アカウント

@melsec_jp

twitter.com/melsec_jp
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三菱電機マイクロシーケンサ
MELSEC iQ-F シリーズ
〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3
（東京ビル）

お問合せは下記へどうぞ
本社機器営業部············ 〒110-0016
北海道支社 ··················· 〒060-8693
東北支社 ······················· 〒980-0013
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 ······················· 〒450-6423
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

東京都台東区台東1-30-7
（秋葉原アイマークビル）··································································· （03）
5812-1450
札幌市中央区北二条西4-1
（北海道ビル）················································································· （011）
212-3794
仙台市青葉区花京院1-1-20
（花京院スクエア）
········································································· （022）
216-4546
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
新潟市中央区東大通1-4-1
（マルタケビル4F）··········································································· （025）
241-7227
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
金沢市広岡3-1-1
（金沢パークビル）··························································································· （076）
233-5502
名古屋市中村区名駅3-28-12
（大名古屋ビルヂング）······························································· （052）
565-3314
豊田市小坂本町1-5-10
（矢作豊田ビル）··················································································· （0565）
34-4112
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
広島市中区中町7-32
（ニッセイ広島ビル）·················································································· （082）
248-5348
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）
721-2247

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

自動窓口案内
選択番号※7

052-7122444

自動窓口案内

─

産業用PC MELIPC

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

エッジコンピューティング製品

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）

2➡2

052-7252271※3

2➡1

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

2➡3

MELSOFTシーケンサ
エンジニアリングソフトウェア

052-711MELSOFT GXシリーズ
（MELSEC iQ-R/Q/L/QnAS/AnS） 0037

MELSOFT
統合エンジニアリング環境

MELSOFT Navigator

iQ Sensor Solution
MELSOFT
通信支援ソフトウェアツール

MELSOFT MXシリーズ

MELSECパソコンボード

Q80BDシリーズなど

052-7993591※2

2➡2

052-7122370※2

2➡4

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/二重化機能
SIL2プロセスCPU
（MELSEC iQ-Rシリーズ）

052-7993592※2

2➡5

MELSEC計装/iQ-R/
Q二重化

プロセスCPU/二重化CPU
（MELSEC-Qシリーズ）

052-7122830※2※3

2➡7

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安全コントローラ
（MELSEC- 3079※2※3
WSシリーズ）

2➡8

052-7194557※2※3

2➡9

052-7999495※2

6

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
レーザ変位センサ
ビジョンセンサ

FAセンサ MELSENSOR

コードリーダ
GOT2000/1000シリーズ

表示器 GOT

MELSOFT GTシリーズ

052-7122417

4➡1
4➡2

機

種

電話番号
052-7122962※2※6

MELSERVOシリーズ

自動窓口案内
選択番号※7
─
1➡2

位置決めユニット
（MELSEC iQ-R/Q/L/AnSシリーズ）

1➡2

モーションユニット
（MELSEC iQ-Rシリーズ）

1➡1

サーボ/位置決めユニット/
シンプルモーションユニット
モーションユニット/
（MELSEC iQ-R/iQ-F/Q/Lシリーズ）
052-712シンプルモーションユニット/
モーションCPU
6607
モーションコントローラ/
（MELSEC iQ-R/Q/AnSシリーズ）
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 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

2➡6

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
システムレコーダ

象

8

052-7115111

MELSEC iQ-F/FXシーケンサ全般

対
SCADA MC Works64

1➡2
1➡1
1➡2
1➡2

MELSOFT MTシリーズ/
MRシリーズ/EMシリーズ

1➡2

センサレスサーボ

FR-E700EX/MM-GKR

052-7222182

インバータ

FREQROLシリーズ

052-7222182

三相モータ

三相モータ225フレーム以下

0536-250900※2※4

産業用ロボット

MELFAシリーズ

052-7210100

5

電磁クラッチ・ブレーキ/テンションコントローラ

052-7125430※5

─

データ収集アナライザ

052-7125440※5

─

052-7194170

7➡2

低圧開閉器

MELQIC IU1/IU2シリーズ
MS-Tシリーズ/MS-Nシリーズ
US-Nシリーズ

3

─

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

052-7194559

7➡1

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

052-7194556

7➡3

省エネ支援機器

EcoServer/E-Energy/
052-719検針システム/エネルギー計測
4557※2※3
ユニット/B/NETなど

7➡4

小容量UPS
（5kVA以下）

FW-Sシリーズ/FW-Vシリーズ/ 052-799FW-Aシリーズ/FW-Fシリーズ 9489※2※6

7➡5

お問合せの際には、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いたします。
※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：選択番号の入力は、
自動窓口案内冒頭のお客様相談内容に関する代理店、商社への提供可否確認の回答後にお願いいたします。

FAX技術相談窓口
対

象

機

受付時間 月曜〜金曜 ９
：
００〜１６
：
００
（祝日・当社休日を除く）
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※8

低圧開閉器

0574-61-1955※9

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。
※8: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）
※9：月曜〜金曜の9：00〜15：00
（祝日・当社休日を除く）

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。

商標、登録商標について
・SDロゴ、SDHCロゴは、SD-3C、LLCの商標です。
・Ethernetは、富士ゼロックス株式会社の日本における登録商標です。
・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（™、®）は明記していない場合があります。

L(名)08746-A

2101(CDS)

この印刷物は、
2021年1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。

2021年1月作成

