
MELSEC iQ-R Series Broadcast

Story

一般制御と安全制御の統合を実現
MELSEC iQ-Rシリーズ安全CPUは、ISO 13849-1 PL e、 
IEC 61508 SIL 3 といった国際安全規格に適合します。一般制御
用プログラムに加えて、安全制御用プログラムも実行できます。従
来では、一般制御用のシステムと安全制御用のシステムを別々に
用意する必要がありましたが、安全CPUを使えば１つのシステムで
一般制御と安全制御を統合させて使用できます。

一般通信と安全通信のネットワークを統合
安全CPUはCC-L ink  I E  TSNまたはCC-L ink  I E   
フィールドネットワークで一般通信と安全通信を混在させて使用で
きます。従来では、一般通信用ネットワークと安全通信用ネットワー
クの２本のネットワークを敷設する必要がありましたが、敷設する
ネットワークは１本で構成可能ですので、配線スペースの縮小や
ケーブル敷設の手間が軽減できます。

ポイント
 • 国際安全規格に適合
 • 1つのCPUで一般システムと安全システムを制御
 • CC-Link IE TSNで全ての通信を統合
 • 1つのソフトウェアでプログラミング可能
 • システム構成に最適な安全リモートI/Oを選択可能
 • 駆動機器との連携で安全性と生産性を両立

一般制御と安全制御を一元的にプログラミング
安全CPUはエンジニアリングソフトウェアGX Works3を使って、
一般制御だけではなく、安全制御側のプログラミングや各種設定
操作も一元的に行えます。従来のように、様々なエンジニアリング
ソフトウェアの操作を覚えなければならないといった煩わしさを大
幅に軽減できます。

駆動機器との連携で安全性と生産性を両立
CC-Link IE TSNでACサーボ MR-J5-G-RJ/MR-J5D-G4、 
インバータ FR-E800-SCE、FR-R形ロボットと連携できます。安全
監視機能の活用でより拡張性の高いシステム構築、TCO削減を
実現します。

三菱電機 汎用  シーケンサ
安全CPU/安全リモートI/O



• TÜV®による
安全認証を取得

• 省スペース・省配線

• 設計効率化

• 多言語対応

MELSEC 
iQ-Rシリーズ

ACサーボ
一般リモートI/O

安全リモートI/O
安全リモートI/O

安全 CPU

安全通信ネットワークの統合化

省配線性
一般的なEthernetケーブルが使用でき、専用ケーブルを
用意する必要はありません。CC-Link IE TSNの高い自由
度を活用してネットワーク設計ができます。

ACサーボ、インバータ、ロボットと連携

駆動連携
ACサーボ MR-J5-G-RJ/MR-J5D-G4、インバータ FR-
E800-SCE、FR-R形ロボットはCC-Link IE TSNの安全通
信機能に標準対応しています。安全監視機能で、より高度
な安全制御を実現できます。

 Safety

安全コンポーネントとの連携で� �
トータルな安全ソリューションを提案
国際安全規格に適合した安全CPUは、1つのCPUで  
一般システムと安全システムを同時に制御ができます。  
CC-Link IE TSN上で一般制御データと安全制御データを混在して送受信可能なため、
一般制御と安全制御を混在させたシステムを構築できます。  
また、直感的な操作ができるエンジニアリングソフトウェアGX Works3を使用することにより、  
一般制御と安全制御を一元的にプログラミングできます。

国際標準の安全規格に対応

品質
世界有数の第三者認証機関であるTÜV Rheinland®/
T Ü V  S Ü D ®からI S O  1 3 8 4 9 - 1  P L  e および 
IEC 61508 SIL 3の認証を受けていますので、安心して安
全制御用途にお使いいただけます。

一般制御と安全制御を混成

省スペース化
一般制御用のユニットと同一ベース上で安全CPUを使用
できます。また、コンパクトな安全リモートI/Oも接続できま
す。これにより、従来に比べて小さなスペースでシステムを
設置できます。
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• TÜV®による
安全認証を取得

• 省スペース・省配線

• 設計効率化
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安全リモートI/O
安全リモートI/O

安全 CPU

One Software, Many Possibilities 

ユニット構成図
ユニット構成図を起点に各ユニットの
パラメータを設定

ユニット一覧
ユニットを選んでユニット構
成図にドラッグ＆ドロップす
るだけでシステム設計

制御プログラム
安全プログラムと一般プログラム
を作成可能

ナビゲーションウィンドウ
プロジェクトの構成要素に簡単アクセス 
プログラムファイルを整理

CC-Link�IE�TSN�
構成ウィンドウ
安全リモートI/Oのパラメータを設定

安全FB
よく使用される回路ブロックを部品化し、  
安全プログラム開発を効率化

ラダーエディタ
キーボード操作だけでラダー回路作成  
安全デバイス名に“SA￥” とつくので判別が容易

エンジニアリング環境の共通化�

設計効率化
一般制御用プログラムも安全制御用プログラムも、１つのプロジェクトファイルとして統合しGX Works3で管理します。複数の
プログラムファイルを管理しなければならないといった煩わしさを軽減できます。また、GX Works3は、表示言語を簡単に切り
替えられるので、世界各地の生産拠点にスムーズに導入できます。

三菱電機シーケンサ MELSEC iQ-R  
“Safety”ムービー
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	■ 安全CPU
R08SFCPU-SET     R16SFCPU-SET 
R32SFCPU-SET     R120SFCPU-SET

安全CPUを使用したシステムにCC-Link IE TSNまたはCC-Link IEフィールドネットワーク経由で
非常停止スイッチやライトカーテンなどを接続することで、一般制御と安全制御を混在させたシステ
ムを構築できます。

 • 一般制御用プログラムに加えて、安全制御用プログラムも実行できます
 • CC-Link IE TSNまたはCC-Link IEフィールドネットワークのマスタ・ローカルユニットを使用して、  
一般通信と安全通信を混在できます

 • GX Works3を使って、安全制御側のプログラミングや各種設定操作も一元的に行えます

性能仕様	 LD ：ラダープログラム  ST ：ストラクチャードテキスト  FBD ：ファンクション・ブロック・ダイアグラム

項 目 R08SFCPU-SET*4 R16SFCPU-SET*4 R32SFCPU-SET*4 R120SFCPU-SET*4

安全カテゴリ カテゴリ4（EN ISO 13849-1）
安全度レベル（SIL） SIL 3（IEC 61508）
パフォーマンスレベル（PL） PL e（EN/ISO 13849-1）
演算制御方式 ストアードプログラム繰返し演算
入出力制御方式 リフレッシュ方式（ダイレクトアクセス入出力（DX、DY）の指定によりダイレクトアクセス入出力可）
プログラム言語 LD  ST *5 FBD *5

プログラミング拡張機能 ファンクションブロック（FB）、ラベルプログラミング（システム/ローカル/グローバル）
プログラム実行タイプ 定周期実行タイプ、初期実行タイプ*5、スキャン実行タイプ*5、イベント実行タイプ*5、待機タイプ*5

入出力点数 ［点］ 4096 4096 4096 4096
メモリ容量

プログラム容量 ［ステップ］ 80K
（安全プログラム用：40K）

160K
（安全プログラム用：40K）

320K
（安全プログラム用：40K）

1200K
（安全プログラム用：40K）

プログラムメモリ ［バイト］ 320K 640K 1280K 4800K
デバイス/ラベルメモリ*6 ［バイト］ 1178K 1710K 2306K 3370K
データメモリ ［バイト］ 5M 10M 20M 40M
SLMP通信機能 ● ● ● ●

標準価格 ［円］ 520,000 750,000 850,000 1,050,000

*4. 安全CPU（R□SFCPU）と安全機能ユニット（R6SFM）のセット品です。
*5. 安全制御プログラムでは使用できません。
*6. 拡張SRAMカセットを装着することにより、デバイス/ラベルメモリエリアを拡張できます。

安全CPU 安全機能ユニット

R□SFCPU-SET

安全を制御システムに統合し、駆動機器とも連携可能
従来のMELSEC iQ-Rシリーズのユニットも一般制御用途として同一ベース上で使用できるので、一般制御と安全制御を統合した
システム構築が可能となります。さらに、一般通信も安全通信もCC-Link IE TSNで統合でき、安全通信を行う場合でも専用ケーブ
ル等は用意する必要はなく、一般的なEthernetケーブルをお使いいただけます。*1安全CPUは世界有数の第三者認証機関である
TÜV Rheinland®からISO 13849-1 PL eおよびIEC 61508 SIL 3の認証を受けているため、安心して安全制御用途にお使いいた
だけます。また、CC-Link IE TSNでACサーボ MR-J5-G-RJ/MR-J5D-G4、インバータ FR-E800-SCE、FR-R形ロボットと連携できま
す。

*1. 機器および構成により接続できない場合があります。
*2. CC-Link協会が認定するCC-Link IE TSN対応Class Bスイッチングハブ
*3. 1Gbps機器の中に100Mbps機器を混在する場合、100Mbps機器は1Gbps機器（Class B）の後ろに接続する必要があります。

MELSEC iQ-R 
シリーズ

エンジニアリング 
ツール

IP機器表示器 
（GOT）

インバータ*3

一般 
リモート 

I/O

安全 
リモートI/O

安全 
リモートI/O サーボ ロボット

警告灯ライトカーテン 非常停止スイッチ

①	TCP/IP通信　②	トランジェント通信　	
③	I/O制御通信　④モーション制御通信　⑤安全制御通信

MELSEC iQ-F 
シリーズ

安全制御部

一般
リモート 

I/O

⑤ ⑤ ③ ③

⑤ ② ①

③

④ 

⑤

 

⑤

Ethernet 
スイッチ*2
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	■ ACサーボ	MELSERVO-J5シリーズ
MR-J5-G-RJ/MR-J5D-G4は、CC-Link IE TSNの安全通信機能に標準対応しています。安
全監視機能は、モーションユニット RD78G/RD78GHまたはCC-Link IE TSNマスタ・ロー
カルユニット RJ71GN11-T2を介して、安全CPU R□SFCPU-SETと組み合わせて使用しま
す。安全信号をサーボアンプに直接配線しなくても、CC-Link IE TSNに接続した安全リモー
トI/Oの安全信号を使ってサーボアンプの安全監視機能を制御でき、省配線で安全システム
の構築が可能です。

 • CC-Link IE TSN（1Gbps）と安全制御部をサーボアンプに標準内蔵
 • 機能安全対応サーボモータHK-_WSは、SIL 3の安全性レベルに対応
 • IEC 61800-5-2に準拠した安全監視機能 (STO/SS1/SS2/SOS/SBC/SLS/SSM/SDI/
SLI/SLT)を、SIL 2またはSIL 3の安全性レベルで提供

	■ インバータ	FREQROL-E800シリーズ
FR-E800-SCEは、安全機能を標準搭載しています。安全機能の搭載により、一般通信用機
器と安全通信用機器を別々に用意する必要がなくなりました。また、制御配線（電線）やネット
ワーク配線が混在して複雑化することがなくなり、シンプルな安全システム構築が可能です。

 • CC-Link IE TSN（100Mbps）と安全制御部を標準内蔵
 • 効率的なプロトコルにより生産現場のデータをリアルタイムに収集可能
 • IEC 61800-5-2に準拠した安全監視機能（STO/SS1/SBC/SLS/SSM）を、SIL 3の安全性
レベルで提供

	■ 産業用ロボット	MELFA	FRシリーズ	
コントローラ	CR800-R

CR800-Rは、CC-Link IE TSNマスタ・ローカルユニットを介し、安全リモートユニットに接続
された安全機器を利用できます。

 • 安全通信、安全シーケンサにより安全対応機器を減らし、省配線、省コストでシステムを構
築可能

 • 安全通信機能により安全シーケンサと連携し、柔軟なシステム制御を構築可能
 • IEC 61800-5-2に準拠した安全監視機能 (STO/SS1/SS2/SOS/SLS/SLP)を提供

MR-J5-10G-RJ MR-J5D3-G4

安全監視機能の詳細は各機器のカタログをご参照ください。
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 • CC-Link IEフィールドネットワークの安全通信機能に対応しています

 • CC-Link IE TSNの安全通信機能に対応しています
 • ファストロジック機能搭載により、ユニット内部のロジックで安全制御が可能です。安全CPUやネッ
トワークの処理速度に影響されずに、高速な制御を実現します（応答速度：5.8ms）*1

*1. NZ2GNSS2-16DTEのみ対応。応答速度はパラメータ設定により異なります。

	■ ブロックタイプ安全リモートユニット

性能仕様

形 名 入力形式 
DC入力 入力点数 定格入力電圧/ 

電流
出力形式 

トランジスタ出力 出力点数 定格負荷電圧/ 
最大負荷電流 外部接続 外部配線 

接続方式
増設ユニットの 

連結
基本入力ユニット

NZ2GFSS2-8D マイナスコモン

単一配線時： 
8点

二重配線時： 
4点

DC24V（7mA） ─ ─ ─ 2線式 スプリング 
クランプ端子台 ●

NZ2GFSS2-32D マイナスコモン

単一配線時： 
32点

二重配線時： 
16点

DC24V（6mA） ─ ─ ─ 2線式 スプリング 
クランプ端子台 ●

基本出力ユニット

NZ2GFSS2-8TE ─ ─ ─ ソース+ソース
タイプ

単一配線時： 
8点

二重配線時： 
4点

DC24V（0.5A） 2線式 スプリング 
クランプ端子台 ●

基本入出力混合ユニット

NZ2GFSS2-16DTE マイナスコモン

単一配線時： 
8点

二重配線時： 
4点

DC24V（7mA） ソース+ソース
タイプ

単一配線時： 
8点

二重配線時： 
4点

DC24V（0.5A） 2線式 スプリング 
クランプ端子台 ●

増設出力ユニット

NZ2EXSS2-8TE*2 ─ ─ ─ ソース+ソース
タイプ

単一配線時： 
8点

二重配線時： 
4点

DC24V（0.5A） 2線式 スプリング 
クランプ端子台 ─

防水・防塵タイプ（IP67）入出力ユニット*3

NZ2GFS12A2-14DT マイナスコモン

単一配線時： 
12点

二重配線時： 
6点

DC24V（6mA） ソース+シンク
タイプ

単一配線不可
二重配線時： 

2点
DC24V（2.0A） 2線式 防水コネクタ ─

NZ2GFS12A2-16DTE マイナスコモン

単一配線時： 
12点

二重配線時： 
6点

DC24V（6mA） ソース+ソース
タイプ

単一配線時： 
4点

二重配線時： 
2点

DC24V（1.0A） 2線式 防水コネクタ ─

*2. NZ2GFSS2-32Dと組み合わせて使用します。
*3. 本製品は、モレックス社と共同開発・製造しております。一般仕様と保証内容が異なりますので、各支社にお問い合わせいただくか、各製品のマニュアルをご参照ください。

形 名 入力形式 
DC入力 入力点数 定格入力電圧/ 

電流
出力形式 

トランジスタ出力 出力点数 定格負荷電圧/ 
最大負荷電流 外部接続 外部配線 

接続方式

NZ2GNSS2-8D マイナスコモン

単一配線時： 
8点

二重配線時： 
4点

DC24V（7.3mA） ─ ─ ─ 2線式 スプリング 
クランプ端子台

NZ2GNSS2-8TE ─ ─ ─ ソース+ソース
タイプ

単一配線時： 
8点

二重配線時： 
4点

DC24V（0.5A） 2線式 スプリング 
クランプ端子台

NZ2GNSS2-16DTE マイナスコモン

単一配線時： 
8点

二重配線時： 
4点

DC24V（7.3mA） ソース+ソース
タイプ

単一配線時： 
8点

二重配線時： 
4点

DC24V（0.5A） 2線式 スプリング 
クランプ端子台

 • 安全通信機能に対応したブロックタイプリモートユニットです
 • MELSEC iQ-Rシリーズの安全CPUと組み合わせて安全制御を行えます
 • 入力点、出力点ごとに単一配線、二重配線が選択できます
 • 国際安全規格「ISO 13849-1 カテゴリ4 PL e」、「IEC 61508 SIL 3」に適合しています

NZ2GFSS2-16DTE NZ2GFS12A2-14DT

NZ2GNSS2-16DTE
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一般/安全制御用プログラムの一元管理による設計効率化

	" GX	Works3
一般制御用プログラムも安全制御用プログラムも、１つのプロジェクトファイルとして統合し、GX Works3で管理できます。また表示
言語を簡単に切り替えられるので、世界各地の生産拠点にスムーズに導入できます。

	" 安全FB（ファンクションブロック）
安全プログラムの作成時によく使用される機能を安全FBとして提供します。安全FBは安全認証を取得しています。

安全FB一覧表
FB名 機能名称 機能概要

M+SF_2HAND2_R 両手スイッチタイプⅡ タイプⅡの両手操作スイッチの制御
M+SF_2HAND3_R 両手スイッチタイプⅢ タイプⅢの両手操作スイッチの制御（二重化不一致時間は500ms固定）
M+SF_EDM_R 外部デバイスモニタ アクチュエータ、コンタクタなどの安全遮断機器の監視と安全出力の制御
M+SF_ENBLSW_R イネーブルスイッチ ３ポジションイネーブルスイッチ信号の評価
M+SF_ESPE_R ライトカーテン（ESPE） ライトカーテンなどによる停止カテゴリ0の非常停止
M+SF_ESTOP_R 非常停止 非常停止スイッチによる停止カテゴリ0の非常停止
M+SF_GLOCK_R ガードインタロック ガードロック機能を備えた安全ガード（4状態インタロック）による危険区域への侵入管理

M+SF_GMON_R ガードモニタリング 2つの安全スイッチによる安全ガードの監視、ガード閉鎖時の二重化スイッチ不一致時間 
（i_dMonitoringTime）の監視

M+SF_MODSEL_R モード選択 手動、半自動などの動作モードの選択
M+SF_OUTC_R 出力制御 アプリケーションおよび一般制御機器による安全出力制御と起動禁止の設定
M+SF_MUTE2_R 2センサによる並列ミューティング 2台のセンサによるライトカーテン安全機能の無効化（ミューティング）

M+SF_MUTE2-2_R 2センサによる並列ミューティング2 2台のセンサによるライトカーテン安全機能の無効化（ミューティング） 
ミューティング制御の有効時間を無制限に設定可能

M+SF_MUTEP_R 並列ミューティング 4台の並列配置センサによるライトカーテン安全機能のミューティング

M+SF_MUTEP-2_R 並列ミューティング2 4台の並列配置センサによるライトカーテン安全機能のミューティング 
ミューティング制御の有効時間を無制限に設定可能

M+SF_MUTES_R 直列ミューティング 4台の直列配置センサによるライトカーテン安全機能のミューティング

M+SF_MUTES-2_R 直列ミューティング2 4台の直列配置センサによるライトカーテン安全機能のミューティング 
ミューティング制御の有効時間を無制限に設定可能

M+SF_TSSEN_R 安全センサテスト テスト可能な外部センサ（ライトカーテンなど）のテスト機能 
（例：センサユニットの検出機能の喪失、応答時間の超過、単一チャンネルセンサのON固着）

M+SF_EQUI_R 二重化入力（NC+NCまたはNO+NO） 安全入力信号2点（NO接点2点または、NC接点2点）の状態を監視し、結果を出力
M+SF_ANTI_R 二重化入力（NO+NC） 安全入力信号2点（NC接点とNO接点）の状態を監視し、結果を出力

*1. GX Works3の画面では、さらにバージョン文字列が付与されます。

一般制御プログラム

安全制御プログラム

一般/安全共有ラベル
安全プログラムと一般プログラム間で
データを受け渡す場合に使用します

安全デバイス
デバイス名の先頭に 

“SA￥”を付加して入力します

安全FB*1
安全プログラム作成時によく使用される
回路ブロックを部品化したものです。プロ
グラム開発を効率化し、ミスを削減します
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自動車組立てライン
多数のロボットが動作する自動車組立てラインなどの大規模ライン・分散システムの安全を確保します。安全シーケンサ間の安全通信で、その
前後の工程の安全シーケンサに停止信号を送ります。安全CPUはCC-Link IE TSNで一般通信と安全通信を混在させて使用できます。またモー
ションユニットでは、CC-Link IE TSN経由でACサーボと安全通信ができます。そのため、CC-Link IE TSN1本で一般機器、安全機器、駆動機
器と接続可能です。配線スペースの削減、拡張性の高いシステムの構築、TCOの削減なども実現できます。また、CC-Link IE TSNマスタ・ロー
カルユニットには最大120台の機器を接続できます。

統括制御盤 第1工程 第2工程 第n工程

ライン統括制御

安全 
リモートI/O 

MELSEC iQ-R 
シリーズ

モーションユニット安全CPUユニット

一般 
リモートI/O 

AC 
サーボ

ロボット AC
サーボ

安全 
リモートI/O

AC
サーボ

MELSEC iQ-R 
シリーズ

再起動
スイッチ

再起動
スイッチ

安全 
リモートI/O

第n工程

第1工程

組立てライン

第2工程

インバータ

一般
リモートI/O

MELSEC iQ-R 
シリーズ

安全制御部 安全制御部 安全制御部

非常停止 
スイッチ

ライトカーテン 非常停止 
スイッチ

再起動 
スイッチ

一般 
リモートI/O

一般 
リモートI/O

〒100-8310　東京都千代田区丸の内2-7-3（東京ビル）

本社機器営業部・・・ （03）5812-1450
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
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

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

安全に関するご注意

本文中における会社名、商品名は、各社の商標または
登録商標です。

R003JPN-E　2108〈IP〉 2021年8月作成この印刷物は、2021年8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。

三菱電機 汎用  シーケンサ 
安全CPU/安全リモートI/O


