
MELSEC iQ-R Series Broadcast

Story

高度な情報連携処理による生産現場データの活用
「e-F@ctory」とは、FA技術とIT技術を活用し、開発・生産・保守の
全般に亘るトータルコストを削減し、ものづくり全体の最適化を支
援するFA統合ソリューションです。
製造業における様々な課題、「予防保全による稼働率向上」「設備
やラインの設計効率化」「トレーサビリティ」「省エネ」等を解決し、最
適化を実現するためには、IoT*を活用した生産現場データの管理・
分析・活用が必要となります。
MELSEC iQ-Rシリーズでは、データ処理に適したe-F@ctory情報
連携製品をラインアップし、お客様の「生産性向上」「品質向上」に
貢献します。

ITシステムへダイレクトアクセス
MESインタフェースを使うことで、プログラムを作成することなく、
生産現場のFAシステムとITシステムのデータベースを相互に連携
させることができます。

特長
 • ITシステムへダイレクトアクセス
 • C/C++プログラムによる多彩な制御
 • 各種通信プロトコルをインストール
 • 生産現場のデータをリアルタイムに高速収集
 • パートナー製品の活用

* IoT (Internet of Things)

C/C++プログラムによる多彩な制御
プログラム資産を活用し、いままでパソコン環境で行っていたデー
タ解析やシステム試験を、堅牢で省コストなシーケンサを使って行
えます。

高速データロギングでトラブル解決
生産ラインのデータを管理し、故障を即座に発見。 低コストで日ご
と・月ごとの生産記録を残せます。

C言語コントローラ 
ユニット

C言語インテリジェント 
機能ユニット

MESインタフェース 
ユニット

高速データロガー 
ユニット

三菱電機 汎用  シーケンサ
e-F@ctory情報連携製品
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三菱電機シーケンサ MELSEC iQ-R  
"Intelligence"ムービー

豊富なパートナーアプリケーション

カスタマイズ
各種シーケンサ機器に簡単にアクセスできる専用関数や通
信ライブラリをご用意しています。また、各種用途に応じた
パートナーアプリケーションもご利用いただけます。これら
を活用することで、開発効率の向上、開発コストの削減を実
現できます。

悪環境でも使用可能な 
信頼のFA仕様

耐環境性
高品質、高信頼のMELSEC iQ-Rシリーズを使用したシステ
ムでは、パソコン環境下で起こりうる故障を最小限に抑え
られます。さらに、MELSEC iQ-Rシリーズのユニットはファ
ンレス構造となっているため、クリーンルームでの使用にも
最適です。

生産データを高速に収集

データロギング
高速データロガーは、シーケンススキャンに同期して生産
データを収集することで、パソコンでは不可能だった高速
収集を実現します。また、異常発生時前後のデータを絞り込
んで収集することで製造工程のトラブルの迅速な解決に役
立ちます。

SDメモリカード
 • Excel®ファイル
 • Unicodeテキストファイル
 • CSVファイル
 • バイナリファイル

ファイルサーバ

通信プロトコル組み込み対応
 • 風力発電
 • ビルディングオートメーション
 • 産業用のオープンフィールドバスネットワーク
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i  Intelligence

高度な情報通信連携による 
ビッグデータの有効活用
今日の生産現場では、生産性と保守性を向上しつつ、システム故障時間と設備投資の削
減が求められています。そのような需要に応えるべく、MELSEC iQ-Rシリーズでは、互い
の情報通信を連携させながら、様々な形態のデータを収集・処理する製品を取り揃えて
います。MESインタフェースは、ITシステムのデータベースへの直接接続を可能にし、C
言語コントローラは、各工程の試験やその他の高度な処理を実現します。C言語インテ
リジェント機能ユニットは、用途に応じた通信プロトコルの構築をサポート。そして、高速
データロガーは、生産現場のトラブル解決を簡単かつ安価に実現します。

C/C++による 
柔軟なプログラミング

フレキシビリティ
ARM® マルチコア Cortex A9プロセッサ ベース、リアル
タイムOS VxWorks®組込済みのC言語コントローラは、
高度なデータ処理に最適なユニットで、製造試験結果の
分析などに役立ちます。また、C言語コントローラと同じプ
ロセッサをベースとしているC言語インテリジェント機能ユ
ニットは、カスタマイズ可能なユニットで、電力発電所の全
体監視、ビルディングオートメーション、オープンフィールド
バス通信といったアプリケーションに必要な通信プロトコ
ルの構築をサポートします。

データベースサーバと直結

上位通信
MESインタフェースは、ITシステム（Oracle®データベース
やMicrosoft® SQL Server®など）へダイレクトにアクセス
でき、製造実績情報やレシピ情報などの送受信をシンプル
なシステム構成で行えます。また、アクセスにはゲートウェイ
パソコンが不要なため、システム構築時のコストを削減で
きます。このような特長により、効率的な生産管理を実現し
ます。

IoTサーバ

ITシステム 
データベース 

サーバ
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システム構築コストを65％削減*2

MESインタフェースを使うことで、シーケンサとデータベースを直結できるようになり、システム構成を簡素化できます。また、接続には
ゲートウェイパソコンやプログラムが不要なため、従来よりシステム構築時の作業工数・工期が減少します。さらに、信頼性の高いMES
インタフェースを利用することで、パソコンの維持補修コストを低減できます。
*2. 当社の試算に基づいた値です。

MESインタフェースユニット性能仕様
項　　目 RD81MES96

データベース連携
アクセス可能データベース種別*3 Oracle®データベース、Microsoft® SQL Server®、Microsoft® Access®、MySQL®、PostgreSQL

SQL種別
抽出（SELECT）、挿入（INSERT）、更新（UPDATE）、削除（DELETE）、 

複数抽出（Multi-SELECT）、処理実行（STORED PROCEDURE）
DB通信アクションのフィールド数 最大65536フィールド
アクセス可能CPU*3 iQ-Rシリーズ（自局、他局）、Qシリーズ（他局）、Lシリーズ（他局）
データ収集間隔
高速収集 [ｍｓ] シーケンススキャンタイム同期、1～900（8K点まで）
汎用収集 [ｓ] 0.1～0.9、1～3600
機能
DBレコード入出力機能 上位情報システムのデータベースデータを読出し/書込み
デバイスメモリ入出力機能 CPUユニットのデバイスメモリデータを読出し/書込み
トリガ条件監視機能 時刻やデバイスタグ要素などの値を監視し、トリガ条件が偽から真に変化(条件成立)したときジョブを起動
データ演算・処理機能 四則演算、剰余や、文字列演算などを行う
プログラム実行機能 MESインタフェースユニットからサーバ上のプログラムを実行

DBバッファリング機能
MESインタフェースユニットとデータベース間のネットワーク切断やデータベースのダウンなど、データ連携ができない場合に、

データベースへの送信データをバッファリングして復旧後に再送

RESTサーバ機能*4
RESTクライアントから、ジョブ関連捜査、ジョブ情報取得が可能 

（MELSEC-Qシリーズ MESインタフェースユニットの「XML処理機能」にも対応）
標準価格（円）
MESインタフェースユニット  230,000（RD81MES96）
MELSEC iQ-Rシリーズ情報連携支援ツール（日本語版）  30,000（SW1DND-RMESIF-J）
MELSEC iQ-Rシリーズ情報連携支援ツール（英語版）  30,000（SW1DND-RMESIF-E）

*3. 詳細はマニュアルを参照ください。お客様にてご利用されるデータベースのサポートが必要な場合は、各データベースサポート提供会社のサービスを利用いただく必要があります。
*4. REST: Representational state transfer

 ■ MESインタフェースユニット
RD81MES96

MESインタフェースは、シーケンス制御システムとITシステムのデータ
ベースを連携することにより、生産性・品質の向上を実現します。ウィザー
ド形式の専用設定ツールでは、SQL*1文が自動的に生成されるため、デー
タ通信用のプログラムを作成する必要がありません。また、近年、生産現
場では、装置/設備の高性能化に伴うタクトタイム短縮やトレーサビリティ
の強化が求められており、大容量データの送受信が発生する用途におい
ても活用いただけます。
*1. SQL：Structured Query Language リレーショナルデータベースの操作を行うための言語の一つ。

 • 生産現場の情報をリアルタイムに把握
 • パソコンレス・プログラムレスで  
データベースに直結

 • 生産現場に特化した高い信頼性
 • システム構築コストを65%削減

ITシステム
データベースサーバ

企画・検討・要求定義

システム作成

動作確認・テスト
機器費用

ゲートウェイパソコン
 • 専用プログラムの 
構築が必要

MES インタフェース導入後

従　来

従　来
MES 

インタフェース 
導入後

システム 
構築コスト 
65% 削減

パソコンレス・プログラムレスで 
データベースに直結
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シーケンススキャンに同期したデータロギングを実現
シーケンススキャンごと・ミリ秒単位間隔でデータを収集
し、指定した制御データの変化を漏らさずロギングできま
す。

0 200 400100 300 時間［ms］

従来のロギングではエラー原因を取りこぼしていた部分

高速データロガーユニット

パソコン

MELSEC iQ-Rシリーズ 高速データロガーユニットによるデータ収集
（高速収集機能：最速0.5ms）

正常
範囲

トラブル発生時の問題解析を迅速に
設定したトリガ発生前後のデータのみを絞り込んで抽出す
ることで、迅速な原因究明・早期復旧作業に活用できます。

この範囲のみを
ロギングデータとして保存

トリガ発生

データ
（装置の状態） 時 間

トリガ発生前後
のデータ

データ解析に必要なデータのみを保存する
ため、迅速な原因究明・早期復旧対応が可能

SDメモリカードへのデータ保存容量を節約

装置の稼働分析・傾向分析・予防保全に貢献
ラダープログラムを作成することなく条件が成立した回数や時間をロギングできます。装置の稼働回数や稼働時間をデータ化すること
で、装置の稼働状態や傾向の分析、および予防保全（寿命予測）に貢献します。

高速データロガーユニット性能仕様
項　　目 RD81DL96

アクセス可能CPU iQ-Rシリーズ（自局、他局）、Qシリーズ（他局）、Lシリーズ（他局）
データ収集間隔

高速収集 [ｍｓ]
 • シーケンススキャンタイム同期
 • 0.5～0.9、1～32767（トリガロギング時）
 • 2～32767（連続ロギング時）

汎用収集 [ｓ]
 • 0.1～0.9、1～32767
 • 時刻間隔指定（時・分・秒指定）

収集データ数

高速収集
 • 総データ数：32,768（1設定あたり：1,024）
 • 総デバイス点数：32,768（1設定あたり：4,096）

汎用収集
 • 総データ数：65,536（1設定あたり：1,024）
 • 総デバイス点数：262,144（1設定あたり：4,096）

機能
データロギング機能 CPUユニットのデバイス値を、指定の収集間隔でロギング
イベントロギング機能 CPUユニットから収集したデバイス値を監視して、発生したイベントをロギング
レポート機能 高速データロガーユニットが収集したデータをExcel形式のファイルとして出力

レシピ機能
SDメモリカード内に格納されているレシピファイルを使用して、下記を実行
 • レシピファイルに書かれているデバイスの値をCPUユニットのデバイスに読み出す
 • CPUユニットのデバイス値を、レシピファイルに書き込む

標準価格（円）
高速データロガーユニット 180,000（RD81DL96）
高速データロガーユニット設定ツール（日本語版） －（SW1DNN-RDLUTL-J）*1

高速データロガーユニット設定ツール（英語版） －（SW1DNN-RDLUTL-E）*1

*1. 三菱電機FAサイトからダウンロードできます。

 ■ 高速データロガーユニット
RD81DL96

生産過程における様々なデータをロギングすることで生産現場のトレーサビリティを実現し
ます。ロギングデータは、Unicode/CSV/BINファイル形式で記録できます。加えて、「日報」

「帳票」「レポート」など、用途に合わせた様々な資料をExcel®ファイル形式でグラフィカルに
生成できます。また、サーバパソコン（FTPサーバまたはWindows®共有フォルダ）にロギン
グファイルを自動転送できます。
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長期運用コストの低減
C言語コントローラは、産業用途での使用を前提に開発されたMELSEC iQ-Rシリーズの堅牢さを持ち合わせています。一般用途を前提
としているパソコンでは、脆弱性のために頻繁に保守が必要であり、部品やソフトウェアの供給期間が限られているために部品の買い
替えが必要となります。このような問題とは無縁のC言語コントローラを使うことで、長期的な運用コストを低く抑えることができます。

複雑な演算処理をC/C++で補助
I/O制御は簡単に構築できるラダープログラムですが、複雑な技術計算や文字列を扱う処理をプログラムするのは、多大な開発工数
がかかり、メンテナンスも大変でした。C言語コントローラまたはC言語インテリジェント機能ユニットを使えば、ラダープログラムより直
接C/C++プログラムの実行や、双方向への割込み処理等が実現できます。複雑なラダープログラム作成をC/C++で補助することも
でき、プログラム全体の容量を減らしつつより複雑なプログラムが容易に作り込めます。また、機密性を図りたいラダープログラムの処
理部分にC言語インテリジェント機能ユニットに使うことで、独自技術の流出も防ぐことができます。

IO 制御回路 IO 制御回路

C/C++ 言語処理呼出回路

技術演算、文字列操作回路

複雑な処理を
C/C++プログラムで実行

実行指令

C/C++プログラム

演算結果

シーケンサCPUユニット
C言語コントローラまたは、 
シーケンサCPU＋C言語インテリジェント機能ユニット

 ■ C言語コントローラユニット
R12CCPU-V

 ■ C言語インテリジェント機能ユニット
RD55UP06-V

C言語コントローラユニットとC言語インテリジェント機能ユニットは、どち
らもARM® マルチコアベース、VxWorks® Version 6.9組込済みで、そ
れぞれ複数プログラムを同時に実行できるため、パソコンベースのシステ
ムに劣らない堅牢でリアルタイムなシステムを構築できます。C/C++プロ
グラムによる演算処理を実装することで、製造品質のテスト用途や、異な
る通信プロトコル用のゲートウェイとして活躍します。また、ファンレス構造
を採用しているため、塵埃の発生が許されないクリーンルームでの使用に
も最適です。

◼ 長期運用に伴う維持管理コストの推移

購入時は 
約50％の差

大幅な 
コストダウン

コスト

200

150

100

購入時 5年後 10年後 時間

約4年後には逆転

パソコン

MELSEC iQ-Rシリーズ 
C言語コントローラ
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カスタマイズ可能なユニットが、各種通信プロトコルの構築を省コストでサポート
例えば、風力発電所やビルディングオートメーショ
ン用システムには、専用の通信プロトコルが必要
です。その構築をサポートするのが、カスタマイズ
可能な、MELSEC iQ-RシリーズC言語インテリ
ジェント機能ユニット。このユニットには、システム
特有の通信プロトコルを簡単に作成し組み込めま
す。製造現場以外でも様々な制御システムへ適用
が可能です。

Ethernet

風力発電

システム特有の通信プロトコル構築をサポート
 • 風力発電
 • ビルディングオートメーション
 • 産業用のオープンフィールドバスネットワーク

ビルディングオートメーション

手軽にアプリケーションを開発
ドライバの新規開発が不要で、本格的な組込みシステム開発環境をお求めやすい価格で購入いただけます。CW Workbenchを使っ
てC/C++でのプログラミング、そしてCW-Simを使ってハードウェアなしでのVxWorks®のシミュレーションを行えます。

OS生成、ドライバ作成不要
本プログラムだけで動作

C言語コントローラ用エンジニアリングツール CW Workbench

多様なシステムを簡単に構築
各種シーケンサ機器に簡単にアクセスできる専用関数や通信ライブラリをご用意しています。また、各種用途に応じたパートナーアプリ
ケーションもご利用いただけます。

001010011010110

110101001010100

101011010100010

111011101110101

111010010101110

CCPU functions

C/C++

MD functions C Controller

C Controller

専用関数で各種シーケンサ機器に 
簡単アクセス

サードパーティー製 
アプリケーション

C言語コントローラユニット、C言語インテリジェント機能ユニット仕様
項　目 R12CCPU-V RD55UP06-V

ハードウェア
エンディアン形式 リトルエンディアン リトルエンディアン
MPU ARM® Cortex-A9 Dual Core ARM® Cortex-A9 Dual Core
ワークRAM 256MB 128MB
ROM 12MB 12MB
バックアップRAM 4MB －
ソフトウェア仕様
OS VxWorks® Version 6.9 VxWorks® Version 6.9
プログラム言語 C/C++ C/C++
プログラム開発環境 CW Workbench/Wind River Workbench3.3 CW Workbench/Wind River Workbench3.3
設定・モニタツール CW Configurator（SW1DND-RCCPU） GX Works3（SW1DND-GXW3-J）*1

周辺機器接続ポート
USB ● －
Ethernet （1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T） 2CH 1CH
RS-232（9600～115200 bps） 1CH －
SDメモリカードスロット ● ●

標準価格（円）
基本ユニット オープン オープン

*1. ユニットの設定・モニタは、エンジニアリングソフトウェアGX Works3から行えます。

ソフトウェア MELSOFT─エンジニアリングソフトウェア
タイプ 形　名 概　要 標準価格（円）

CW Workbench
SW1DND-CWWR-E

C言語コントローラユニット、C言語インテリジェント機能ユニット用エンジニアリングツール、
R12CCPU-V、RD55UP06-V用ライセンスセット品

オープン

SW1DND-CWWR-EZ R12CCPU-V、RD55UP06-V用追加ライセンス品 オープン
SW1DND-CWWR-EVZ R12CCPU-V、RD55UP06-V用アップデートライセンス品 オープン

CW-Sim
CW-Sim Standalone

SW1DND-CWSIMR-EZ CW Workbench用 VxWorks®シミュレータ　追加ライセンス品 オープン
SW1DNC-CWSIMSAR-E CW Workbench用 VxWorks®シミュレータ　スタンドアロン品 オープン

MELSOFT CW Configurator
SW1DND-RCCPU-J C言語コントローラユニット用設定・モニタツール（日本語版） オープン
SW1DND-RCCPU-E C言語コントローラユニット用設定・モニタツール（英語版） オープン
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本社機器営業部・・・ （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
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。

生産現場のビッグデータを活用
生産管理・分析・計画が重要度を増すなか、MELSEC iQ-Rシリー
ズの情報連携製品が生産現場のあらゆるデータ管理を実現しま
す。なかでもMESインタフェースユニットは、生産現場の情報をIT
システムのデータベースへ直接送り、工場全体の稼働状態をリア
ルタイムに見える化し、分析・改善することで、生産管理にかかる工
数を削減します。

C/C++プログラムの有効利用
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を生産管
理システムに統合することで、パソコンなしで検査システムを構築
し、生産品質を高めます。既存のC/C++プログラムも活用できる
ため、システムを一から構築する必要がありません。

生産情報の高速データロギング
高速データロガーユニットを使うことで、工程ごとの詳細な情報を
収集できます。高速データロギングにより故障が発生する前に、事
前に異常状態を検出できます。また、万が一故障が起こった場合の
原因分析にも役立ちます。

トータルコストを削減
従来、高速・高精度なデータ処理に複数のパソコンが必要でした。
MELSEC iQ-Rシリーズの情報連携製品を使えば、パソコンを別途
用意することなく、高速で高精度なデータ処理が可能になります。
システム全体の機器コストを低く抑えながら、工場での生産を改善
できます。

検査
装置

モジュ
ラー実

装機

リフロ
ー炉

組立

ITシス
テムデ

ータベ
ースサ

ーバ

梱包

集中監視室

MESインタフェースユニット
 • トレーサビリティ
 • 予防保全
 • 設備稼働管理
 • 生産進捗管理

C言語コントローラ
 • 製造品質の検査
 • トレーサビリティ
 • 通信プロトコルゲートウェイ

高速データロガーユニット
 • 製造工程データの蓄積
 • トレーサビリティ
 • 原因分析
 • 予防保全、事後保全

C言語インテリジェント機能ユニット
 • 通信プロトコルゲートウェイ
 • 製造工程データ取得

この印刷物は、2017年10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。R005JPN-B　1710〈IP〉 2017年10月作成
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