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Global Player

リーディング企業として日本の、
世界の「ものづくり」を支えます。

“Changes for the Better”は「常により良
いものをめざし、変革していきます」という三
菱電機グループの姿勢を意味するものです。
私たちは、ひとりひとりが変革へ挑戦し続け
ていく強い意志と情熱を共有し、『もっと素晴
らしい明日』を切り拓いていくことをお約束
します。

三菱電機グループは、以下の多岐にわたる分野で事業を展開しています。

重電システム
タービン発電機、水車発電機、原子力機器、電動機、変圧器、パワーエレクトロニクス機器、遮断
器、ガス絶縁開閉装置、開閉制御装置、監視制御、保護システム、大型映像表示装置、車両用電
機品、エレベーター、エスカレーター、ビルセキュリティーシステム、ビル管理システム、その他

産業メカトロニクス
シーケンサ、産業用ＰＣ、ＦＡセンサー、インバーター、ＡＣサーボ、表示器、電動機、ホイスト、電
磁開閉器、ノーヒューズ遮断器、漏電遮断器、配電用変圧器、電力量計、無停電電源装置、産業
用送風機、数値制御装置、放電加工機、レーザー加工機、産業用ロボット、クラッチ、自動車用電
装品、カーエレクトロニクス、カーメカトロニクス機器、カーマルチメディア機器、その他

情報通信システム
無線通信機器、有線通信機器、監視カメラシステム、衛星通信装置、人工衛星、レーダー装置、
アンテナ、放送機器、データ伝送装置、ネットワークセキュリティーシステム、情報システム関連
機器及びシステムインテグレーション、その他

電子デバイス
パワーモジュール、高周波素子、光素子、液晶表示装置、その他

家庭電器
液晶テレビ、ルームエアコン、パッケージエアコン、ヒートポンプ式給湯暖房システム、冷蔵庫、
扇風機、換気扇、太陽光発電システム、電気温水器、LEDランプ、蛍光ランプ、照明器具、圧縮
機、冷凍機、除湿機、空気清浄機、ショーケース、クリーナー、ジャー炊飯器、電子レンジ、
IHクッキングヒーター、その他

2019年、AIとIoTの最新技術を結集
したソリューションが評価され、
世界で影響力のあるデジタル企業
として「Forbes Digital 100」に
選ばれました。



Global Player

リーディング企業として日本の、
世界の「ものづくり」を支えます。

“Changes for the Better”は「常により良
いものをめざし、変革していきます」という三
菱電機グループの姿勢を意味するものです。
私たちは、ひとりひとりが変革へ挑戦し続け
ていく強い意志と情熱を共有し、『もっと素晴
らしい明日』を切り拓いていくことをお約束
します。

三菱電機グループは、以下の多岐にわたる分野で事業を展開しています。

重電システム
タービン発電機、水車発電機、原子力機器、電動機、変圧器、パワーエレクトロニクス機器、遮断
器、ガス絶縁開閉装置、開閉制御装置、監視制御、保護システム、大型映像表示装置、車両用電
機品、エレベーター、エスカレーター、ビルセキュリティーシステム、ビル管理システム、その他

産業メカトロニクス
シーケンサ、産業用ＰＣ、ＦＡセンサー、インバーター、ＡＣサーボ、表示器、電動機、ホイスト、電
磁開閉器、ノーヒューズ遮断器、漏電遮断器、配電用変圧器、電力量計、無停電電源装置、産業
用送風機、数値制御装置、放電加工機、レーザー加工機、産業用ロボット、クラッチ、自動車用電
装品、カーエレクトロニクス、カーメカトロニクス機器、カーマルチメディア機器、その他

情報通信システム
無線通信機器、有線通信機器、監視カメラシステム、衛星通信装置、人工衛星、レーダー装置、
アンテナ、放送機器、データ伝送装置、ネットワークセキュリティーシステム、情報システム関連
機器及びシステムインテグレーション、その他

電子デバイス
パワーモジュール、高周波素子、光素子、液晶表示装置、その他

家庭電器
液晶テレビ、ルームエアコン、パッケージエアコン、ヒートポンプ式給湯暖房システム、冷蔵庫、
扇風機、換気扇、太陽光発電システム、電気温水器、LEDランプ、蛍光ランプ、照明器具、圧縮
機、冷凍機、除湿機、空気清浄機、ショーケース、クリーナー、ジャー炊飯器、電子レンジ、
IHクッキングヒーター、その他

2019年、AIとIoTの最新技術を結集
したソリューションが評価され、
世界で影響力のあるデジタル企業
として「Forbes Digital 100」に
選ばれました。

INDEX
トータル保全ソリューション�������������������������������������������� P��04

課題解決編����������������������������������������������������������������� P��08

製品紹介編����������������������������������������������������������������� P��24

パートナー製品紹介編������������������������������������������������� P��40

関連製品カタログ��������������������������������������������������������� P��42

FA-IT統合ソリューション「e-F@ctory」は、FA技術とIT技術を活用し、開発・生産・保守の全般にわたるトータルコストを削減し、
お客様の改善活動を継続して支援するとともに、一歩先のものづくりを指向するソリューションを提案します。
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特 長

先行きが不透明な経営環境が続く中、設備投資予算の確保が困難で、

長期間使用している設備を保全しながら継続運用しているケースが増えています。

一方で、ベテラン保全員の貴重な保全ノウハウの継承も、

製造業においては大きな課題となっています。

三菱電機が提供するe-F@ctoryのトータル保全ソリューションは、このような背景の中で、

IoTにより機器・設備等からデータを収集し、さらにAIも活用した自動診断によって、

事後保全から予知保全まで、お客様のあらゆるフェーズでの保全活動を支援します。

三菱電機のAI技術Maisartが、
お客様の止まらない工場実現を
支援します。

e-F@ctoryのトータル保全ソリューションは、

事後保全から予知保全まで、IoT/AIを活用した

データマネジメントによる保全業務を支援します。

AIをコンパクト化して演算負荷を低減、
現場に人工知能を配置できます。

ダウンタイム
短縮

確実な
計画保全

データマネジメントによる保全業務の最適化

×

止まらない
工場

ディープラーニング

アルゴリズムをコンパクト化し、従来に比べてディープラーニングの枝を1/30～1/100に削減

強化学習 ビッグデータ分析

機器ドメイン知識を活用した学習効率化で、成功度合いを
推定し、事前学習の試行回数を従来比約1/50に削減

機器ドメイン知識を活用した時系列データ分析の効率化で、
異常兆候を検出するための演算回数を1/40に削減

事後保全
Breakdown Maintenance

予防保全
Time Based Maintenance

予知保全

機器レベル
(小規模)

装置レベル
(中規模)

ラインレベル
(大規模)

Condition Based Maintenance

履歴データ活用で
故障から復旧までの

時間を短縮

稼働時間、使用回数の

データ管理 により

トラブル発生を防止

履歴データ分析から
診断モデル生成し

トラブル発生を防止

当社のFAにおける知見が、
お客様のシステムへのAI技術の適用を支援します。

当社エッジコンピューティング製品がデータ収集を簡単化し、
AIシステム構築を後押しします。

従来 新技術

診断モデル

選択 工具番号 診断 予約中規定回数　 工具使用回数　

2 30 6 正常

3 60 0 正常

CHANGE
OK NG

検知結果検知対象データ

正常データ

分
類

学
習

「Maisart」は三菱電機AI技術ブランドの名称であり、独自のAI技術で全てのモノを賢く（Smart）する思いを込めた、
Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technologyの略です。
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機器から装置、ラインまで。
三菱電機のトータル保全で、止まらない工場へ。
機器・装置・ラインごとに実施する幅広い予知保全・予防保全によって、トラブル発生前に対処。
万一の際も事後保全によって詳細な原因究明から迅速な復旧、および効果的な改善策の立案・実行を支援します。

ダウンタイム
短縮

事後保全
Breakdown Maintenance

復旧に
時間がかかる…

止まらない
工場

予知保全
Condition Based Maintenance

限界まで
機器・部品を
使用したい

確実な
計画保全

予防保全
Time Based Maintenance

このまま
稼働させ続けて
良いのかな？

例えば、こんなお困りごとはありませんか？

三菱電機が提案するトータル保全ソリューションが製造現場の困り事を解決します！

FA（生産現場）とITシステムをシームレスに連携し、
製造業における多彩なアプリケーションの活用を可能にします。
Powered by  一般社団法人CC-Link協会

産業用オープン統合ネットワーク

FAとITを協調させる日本発のエッジコンピューティング領域の
ソフトウェアプラットフォームです。
Powered by 一般社団法人Edgecrossコンソーシアム

Edgecrossコンソーシアム

トータル保全ソリューショントータル保全ソリューション

Case1  
シリンダを適切なタイミングで 
メンテナンスしたい

予知保全  機器レベル

 P. 08

Case8  
レーザ加工機を 
連続自動運転させたい

予知保全  装置レベル
24h

 P. 15

Case7  
加工不良を検知し、 
不良品の流出を防ぎたい

予知保全  装置レベル

STOP!

NG!

 P. 14

Case6  
成形不良発生の傾向を把握して 
不良流出を防ぎたい

予知保全  機器レベル

 P. 13

Case5  
回転機の異常兆候を把握したい

予知保全  装置レベル

 P. 12

Case4  
工作機械ごとの 
加工品質差をなくしたい

予知保全  装置レベル

OK!OK!

NG!

 P. 11

Case3  
工作機械の切削工具を 
ムダなく使い切りたい

予知保全  装置レベル

 P. 10

Case2  
異常発生前にロボットの 
メンテナンスをしたい

予知保全  機器レベル

 P. 09
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Edgecrossコンソーシアム

トータル保全ソリューショントータル保全ソリューション

Case10  
サーボアンプの交換時期を 
把握したい

予防保全  機器レベル

 P. 17

Case16  
複数ある工作機械から 
異常箇所を特定したい

事後保全  ラインレベル

 P. 23

Case15  
遠隔地から複数のラインを 
監視したい

事後保全  ラインレベル

NG!

OK!OK!

OK!OK!

 P. 22

Case14  
FA機器のプログラムを現場ですぐ
に復旧させたい

事後保全  装置レベル

 P. 21

Case13  
装置異常の原因を特定したい

事後保全  装置レベル

 P. 20

Case12  
現場に行かなくても 
設備トラブルに対応したい

事後保全  装置レベル

 P. 19

Case11  
インバータのトラブルをスムーズ
に解決したい

事後保全  機器レベル
STOP!

 P. 18

Case9  
古い装置の突発故障を防ぎたい

予知保全  装置レベル

 P. 16
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Case 1

シリンダを適切なタイミングでメンテナンスしたい
シリンダの動作遅延に気付かず、装置のサイクルタイムが延びてしまう。

対 応

シリンダ動作時間監視によるメンテナンスの最適化
e-F@ctory支援モジュールのシリンダ＆サイクルタイム計測モニタにより、シリンダの動作時間を計測・見える化でき、動作
遅延を自動検知します。これにより、早期段階でのメンテナンスを実施します。

MELSEC iQ-R

MELSEC iQ-F

動作監視画面
GOT2000シリーズ

センサ
ON/OFF信号

センサ
ON/OFF信号

センサ
ON/OFF信号

センサ
ON/OFF信号

シリンダA シリンダB

効 果

シリンダの早期メンテナンスにより、性能稼働率低下を防止

製 品

MELSEC iQ-Rシリーズ P.24 MELSEC iQ-Fシリーズ P.24

GOT2000シリーズ P.30 e-F@ctory支援モジュール P.31

機器レベル
（小規模）

課題解決編

08

課題解決編 事後保全
(ダウンタイム短縮)

予防保全
(確実な計画保全)

予知保全
(止まらない工場)

事後保全
(ダウンタイム短縮)

予防保全
(確実な計画保全)

予知保全
(止まらない工場)



Case 2

異常発生前にロボットのメンテナンスをしたい
（1）	ロボットの稼働状況にあわせて、メンテナンスを最適に行いたい。
（2）	部品の故障によるダウンタイムを削減したい。
（3）	適切なメンテナンス時期を知ることで、保守部品の手配などメンテナンスを効率的に行いたい。

対 応

AI を活用した寿命予測、予兆検知によるロボットの予知保全
ロボットの稼働状況をモニタし、ロボット部品の消耗度を算出。使用状態に合わせたメンテナンス時期を通知します。
また、ロボットの関節を駆動させるモータや減速機のデータを三菱電機のAI技術「Maisart」を使って分析することで異常度
を算出します。これによりロボットが故障する前に計画的な保守が可能になり、ダウンタイムを削減します。

■ 総合評価情報

■ 消耗度算出

総合評価画面にて、ロボットの状態を一目で確認

保守部品、オーバーホール部品の消耗度を算出
→推定メンテナンス時期を事前に通知

■ 予兆検知
駆動部品の異常度を常時監視
→部品故障を事前に通知

* 本画面は、三菱電機FAサイトに掲載のGOTサンプル画面を使用。

保全に関するメッセージを表示

異常状態を表示

部品の消耗状態を表示

効 果
（1） 稼働状況からロボット部品の消耗度を推定し、メンテナンス時期を通知
（2） ＡＩ技術により、故障の予兆を検知することで、 

ロボットが停止状態に至る前の保守が可能
（3） 動作パターンからメンテナンス時期をシミュレートし、保全計画をサポート

製 品

MELFA Smart Plus P.35

機器レベル
（小規模）
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課題解決編 事後保全
(ダウンタイム短縮)

予防保全
(確実な計画保全)

予知保全
(止まらない工場)

事後保全
(ダウンタイム短縮)

予防保全
(確実な計画保全)

予知保全
(止まらない工場)

課題解決編 事後保全
(ダウンタイム短縮)

予防保全
(確実な計画保全)

予知保全
(止まらない工場)

事後保全
(ダウンタイム短縮)

予防保全
(確実な計画保全)

予知保全
(止まらない工場)



Case 3

工作機械の切削工具をムダなく使い切りたい
工作機械で使用する工具の適切な交換時期が分からず、
寿命よりも早いタイミングで切削工具を交換していることでコストがかさんでいる。

対 応

工作機械の切削工具交換時期を自動診断
iQ	Monozukuri	工作機械工具摩耗診断で、工作機械から加工条件と加工 IoTデータを同期収集し、同一加工条件におけ
る切削工具劣化の傾向を見える化。データに基づいた工具寿命予測により、寿命近くまで工具を使用できます。

●毎回決められた回数で切削工具を交換

Before After

切削工具の摩耗状態に係わらず、余裕をもって早めに交換。

●切削工具の摩耗状況により交換時期を判断
これまでの加工データ実績から加工負荷の閾値を定め、
工具交換ごとに最適な回数まで使用。
 

加
工
特
徴
量（
加
工
負
荷
）

加
工
特
徴
量（
加
工
負
荷
）

工具使用回数 工具使用回数
50回ごとに工具交換

従来 導入後
工具摩耗状態に係わらず
定期交換してしまっている 工具寿命まで使用

50 50 50 50 50 50

設定した閾値到達までの
使用可能回数を予測

80 90

工具寿命線

効 果
寿命まで切削工具を使用することで交換回数を最小限に抑え、工具費の削減に貢献

●切削工具の最適交換による年間工具費削減（例）

新品工具価格

129万円
（15,000円×86本）

76.5万円
（15,000円×51本）

61.2万円
（6,000円×102本）

104万円
（6,000円×174本）

40%DOWN 138万円/工具

233万円/工具
年間工具費

95万円削減

再研価格

従来

導入後

*	 お客様の加工工程での、診断結果に基づいた一例です。ご使用の環境（工具交換頻度や加工条件等）により、効果は異なります。

製 品

iQ Monozukuri 工作機械工具摩耗診断 P.32

装置レベル
（中規模）
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課題解決編 事後保全
(ダウンタイム短縮)

予防保全
(確実な計画保全)

予知保全
(止まらない工場)

事後保全
(ダウンタイム短縮)

予防保全
(確実な計画保全)

予知保全
(止まらない工場)



Case 4

工作機械ごとの加工品質差をなくしたい
同一ワーク、同一加工工程にも関わらず、装置間で工程能力（Cp値）が異なっているが、
対処方法が分からない。

OK!OK!

NG!

対 応

工作機械の機差監視による予知保全支援
工作機械間で同一加工での加工負荷（特徴量）のバラツキ（標準偏差）を閾値設定支援ツール *で一定間隔で比較し、不良要
因につながる機械状態の変化を把握できます。これによりオーバーホールやメンテナンスの実施タイミングや対象機を決定
します。
*	 閾値設定支援ツールは iQ	Monozukuri	工作機械工具摩耗診断パッケージに付属するWindows® パソコン用のアプリケーション。

●主軸モータ負荷の電流波形

機械のばらつきを定量的な指標で把握することで、適切なメンテナンス時期を把握します。

●主軸モータ負荷（特徴量）のバラツキ

1号機 2号機

時間 時間 主軸モータ負荷 主軸モータ負荷

1号機 2号機

主
軸
モ
ー
タ
負
荷
の

標
準
偏
差（σ
）

確
率
密
度

主
軸
モ
ー
タ
負
荷

2号機主軸の
オーバーホールを実施

300個加工するごとに
主軸モータ負荷のバラツキをプロット

傾向を把握し、計画的にメンテナンスを実施

加工回数

切削中

σ=376 σ=474

同一機種なのに差がある
幅が広い=負荷のバラツキが大きい

同一機種なのに差がある
σが大きい=負荷のバラツキが大きい

600 9003000 1200

効 果
主軸モータのバラツキを定量的な指標で把握することで、 

品質の確保と保全費用の削減を両立

製 品

iQ Monozukuri 工作機械工具摩耗診断 P.32

装置レベル
（中規模）
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課題解決編 事後保全
(ダウンタイム短縮)

予防保全
(確実な計画保全)

予知保全
(止まらない工場)

事後保全
(ダウンタイム短縮)

予防保全
(確実な計画保全)

予知保全
(止まらない工場)

課題解決編 事後保全
(ダウンタイム短縮)

予防保全
(確実な計画保全)

予知保全
(止まらない工場)

事後保全
(ダウンタイム短縮)

予防保全
(確実な計画保全)

予知保全
(止まらない工場)



Case 5

回転機の異常兆候を把握したい
設備の振動変化を見ても正常時と異常時の違いが分かりづらく、
異常兆候を正確に検知できないため、ダウンタイムが発生。

対 応

回転機の異常兆候検知による故障前メンテナンス
iQ	Monozukuri	回転機振動診断は、回転機構を有する設備の振動データを収集・解析・診断することにより、設備状態の
見える化および異常箇所の推定を支援します。

計測

振動解析・故障診断

見える化

振動データ GOT2000シリーズMELSEC iQ-Rシリーズ

温度センサ

振動センサ

各種診断画面

診断対象

また、簡易診断・精密診断を実施することで異常箇所の推定が可能になります。

* 精密診断では、構成部品の諸元値情報等が必要

精密診断*により、
異常箇所を推定

簡易診断により、
設備の異常の有無を確認

異常あり

内輪損傷の予兆を検知

効 果
異常の兆候を検知した箇所のメンテナンスを実施することで、 

突発的な機器停止を未然に防止し、安定稼働を実現

製 品

iQ Monozukuri 回転機振動診断 P.33

装置レベル
（中規模）
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課題解決編 事後保全
(ダウンタイム短縮)

予防保全
(確実な計画保全)

予知保全
(止まらない工場)

事後保全
(ダウンタイム短縮)

予防保全
(確実な計画保全)

予知保全
(止まらない工場)



Case 6

成形不良発生の傾向を把握して不良流出を防ぎたい
樹脂成形不良の傾向がつかめないため、不良連続発生に気付かずに、ロスコストが大きくなる。

成形不良の例

気泡気泡 へこみへこみ キズキズ

対 応

特徴量を分析・診断し、樹脂成形機の不良連続発生を防止
産業用 PC	MELIPCで iQ	Edgecross	リアルタイムデータアナライザ（データ分析・診断ソフトウェア）を活用することによ
り、成形品質に影響が考えられるパラメータの波形データから特徴量を選定し、不良との関連性を分析、診断ルール（マハラ
ノビス距離と閾値）を作成します。
MELIPCで成形機のデータをリアルタイムに収集、リアルタイムデータアナライザでルールに基づき診断することで、不良
の予兆を捉え、不良が多発する前にメンテナンスを実施します。

オフライン分析フェーズ

リアルタイム診断フェーズ

OK?

NG?

最大値

加工回数

特徴量

平均値

最小値

マハラノビス距離

閾値

加工回数

異常を検知
パラメータA

パラメータB

不良発生箇所

波形データから特徴量を選定 選定した特徴量と不良の関連性を分析 診断ルールを決定

樹脂成形機のデータをリアルタイム収集
診断ルールにより
不良の予兆を検知 診断ルールで

定めた閾値を超えた
場合に作業者に通知

不良多発前に
メンテナンスデータ収集 アラーム

産業用PC MELIPC 診断

リアルタイムデータアナライザによる分析診断

リアルタイム
データアナライザ

効 果

成形不良の予兆を検知することで、廃棄ロスコスト削減

製 品

MELIPCシリーズ P.28 iQ Edgecross リアルタイムデータアナライザ P.29

機器レベル
（小規模）
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課題解決編 事後保全
(ダウンタイム短縮)

予防保全
(確実な計画保全)

予知保全
(止まらない工場)

事後保全
(ダウンタイム短縮)

予防保全
(確実な計画保全)

予知保全
(止まらない工場)

課題解決編 事後保全
(ダウンタイム短縮)

予防保全
(確実な計画保全)

予知保全
(止まらない工場)

事後保全
(ダウンタイム短縮)

予防保全
(確実な計画保全)

予知保全
(止まらない工場)



Case 7

加工不良を検知し、不良品の流出を防ぎたい
金属フィンかしめ工程での接合が弱く、フィンが外れる接合不良品が後工程へ流出する。

STOP!

NG!

対 応

AI を活用し、かしめ工程における接合不良流出防止
iQ	Edgecross	リアルタイムデータアナライザ（データ分析・診断ソフトウェア）の類似波形認識機能により、接合不良と相
関のあるプレス荷重の正常時波形データを予め学習させて診断ルールを作成します。産業用 PC	MELIPCによりプレス荷
重データをリアルタイムに収集、リアルタイムデータアナライザでルールに基づき診断することで、接合不良を検知し、設備
へフィードバック（停止）します。

産業用PC MELIPC

オフライン分析フェーズ

リアルタイム診断フェーズ

B CA正常時のプレス荷重データ収集

フィン

ワーク

加
圧
接
合 正常波形の学習

診断ルール作成

正常パターンと類似

リアルタイム
データアナライザ

正常パターンに類似していない

設備にフィードバック

設備停止

不良検知を
画面やパトライトに表示

不良に
気づく

リアルタイムデータ
収集

CSV

OK

NG

NG

OK?

NG?

効 果

接合不良をリアルタイムに検知することで、後工程への不良流出を防止

製 品

MELIPCシリーズ P.28 iQ Edgecross リアルタイムデータアナライザ P.29

装置レベル
（中規模）
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課題解決編 事後保全
(ダウンタイム短縮)

予防保全
(確実な計画保全)

予知保全
(止まらない工場)

事後保全
(ダウンタイム短縮)

予防保全
(確実な計画保全)

予知保全
(止まらない工場)



Case 8

レーザ加工機を連続自動運転させたい
（1）	夜間自動運転で加工不良が発生し、翌朝現場に来ると加工機が停止していて加工ができていな

かった。
（2）	加工不良時のプログラム調整に時間がかかる。

24h

対 応

AI を活用した連続自動運転支援
AIアシスト機能で加工不良を自動検知し、最適な加工条件に自動で調整することで、加工機の連続自動運転を支援します。

音センサ 光センサ

AI診断

ファイバ二次元レーザ加工機 GX-Fシリーズ

効 果
（1） 人手による加工不良時の調整作業を削減し、連続的な自動運転が可能
（2） 夜間や休日における加工機の突発停止の防止にも貢献

製 品

ファイバ二次元レーザ加工機 GX-Fシリーズ P.37

装置レベル
（中規模）
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課題解決編 事後保全
(ダウンタイム短縮)

予防保全
(確実な計画保全)

予知保全
(止まらない工場)

事後保全
(ダウンタイム短縮)

予防保全
(確実な計画保全)

予知保全
(止まらない工場)

課題解決編 事後保全
(ダウンタイム短縮)

予防保全
(確実な計画保全)

予知保全
(止まらない工場)

事後保全
(ダウンタイム短縮)

予防保全
(確実な計画保全)

予知保全
(止まらない工場)



Case 9

古い装置の突発故障を防ぎたい
長期間使用した装置の突発故障により、管理・修理にも大きな工数とコストがかかる。

対 応

電流波形監視による 装置の計画保全
設備のイニシャル動作の突入電流波形を10msの短サイクル計測で行い、電流波形の変化をモニタリングします。

Ethernet

MELSEC iQ-Rシリーズ
電力計測ユニット

警報！

電流波形確認

電流

電圧

効 果
短サイクル計測により設備の異常を事前に検知することで、

計画保全が可能となり、管理工数を大幅に削減

製 品

MELSEC iQ-Rシリーズ 電力計測ユニット P.25

装置レベル
（中規模）
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課題解決編 事後保全
(ダウンタイム短縮)

予防保全
(確実な計画保全)

予知保全
(止まらない工場)

事後保全
(ダウンタイム短縮)

予防保全
(確実な計画保全)

予知保全
(止まらない工場)



Case 10

サーボアンプの交換時期を把握したい
サーボアンプの突然の故障によって、想定外のダウンタイムが発生する。

対 応

サーボシステムの寿命診断
GOTのアンプ寿命診断機能を使うことで、平滑コンデンサの通電時間の累積や突入リレーのON/OFF回数をGOTで確	
認できるため、サーボアンプの交換時期を把握できます。
またサーボアンプの他に、インバータ・ロボット*1についても保守部品の交換時期を確認できる機能があります。
GOT2000シリーズ製品紹介 (P.30)をご参照ください

定期的にチェック

軸番号を切り換えることで、
同一画面で複数軸分の保守を
行うことが可能

平滑コンデンサの通電時間や
突入リレーON/OFF回数を
一目で確認

アンプ寿命診断画面*2

*1	 各部品の消耗度は、ロボットの稼働状況より算出した保守点検計画をサポートするための参考値となります。寿命を保証するものではありません。
*2	 すぐに使えるサンプル画面（VGA）をGT	Works3に同梱。最新のサンプル画面は、三菱電機 FAサイト（www.MitsubishiElectric.co.jp/fa）のサンプルライブラリコーナーより無償でダウンロード可能。

効 果
サーボアンプの修理・交換時期を事前に把握することで、 

計画的な保全を実現

製 品

GOT2000シリーズ P.30 MELSERVO-J5シリーズ P.34

機器レベル
（小規模）
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課題解決編 予知保全
(止まらない工場)

事後保全
(ダウンタイム短縮)

予防保全
(確実な計画保全)

事後保全
(ダウンタイム短縮)

予知保全
(止まらない工場)

予防保全
(確実な計画保全)

課題解決編 事後保全
(ダウンタイム短縮)

予防保全
(確実な計画保全)

予知保全
(止まらない工場)

事後保全
(ダウンタイム短縮)

予防保全
(確実な計画保全)

予知保全
(止まらない工場)



Case 11

インバータのトラブルをスムーズに解決したい
インバータのアラーム要因をマニュアルで一つずつ確認するため、
解決に時間がかかる。

STOP!

対 応

AI によるインバータのトラブルシュートをサポート
インバータセットアップソフトウェアFR	Configurator2に搭載されたAIアラーム診断機能を用いることで、可能性が高い
順にアラーム要因を確認します。

■ 現状の復旧プロセス

■ AIアラーム診断を使用した復旧プロセス

取扱説明書
（アラーム内容確認）

取説抜粋

作業者

作業者

可能性の高い要因と
確率を表示

処置案と
関連パラメータの
設定画面を表示

どの要因が原因かを
確認するため、
解決に時間がかかる

確率の高い順に
確認するため、
短時間で解決可能

アラーム
発生

アラーム
発生

多い

少ない

• 負荷が大きい、急加速運転ではないか。
• Pr.9 の設定値は妥当か。
• 操作パネルの[STOP/RESET] を押して
停止させていないか。
• X92 信号がOFF していないか。
• トルク指令が必要以上に大きくないか。
• 速度制限レベルが低くないか。
• 非常停止装置が作動していないか。
• 通信ケーブルが断線していないか。
• 通信オプションに異常がないか。
• 負荷特性の設定は適切か。

チェック
ポイント

…

可能性のある全ての
要因を記載している

どの要因の可能性が
高いかは不明

FR Configurator2

効 果

簡単に、最短でのトラブルシュートを実現し、ダウンタイムを削減

製 品

FREQROL-E800シリーズ（FR Configurator2） P.36

機器レベル
（小規模）
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課題解決編 予知保全
(止まらない工場)

予知保全
(止まらない工場)

予防保全
(確実な計画保全)

予防保全
(確実な計画保全)

事後保全
(ダウンタイム短縮)

事後保全
(ダウンタイム短縮)



Case 12

現場に行かなくても設備トラブルに対応したい
他拠点（海外等）の現場で異常が発生した際、電話やメールだけでは原因などの正確な把握が困難。
原因究明、現場復旧のためには現地へ赴かなくてはならず、対応に時間とコストがかかる。

対 応

遠隔地の設備状態や異常の様子を映像で確認でき、原因を早期発見
システムレコーダ *1により、異常発生時の設備稼働データやカメラ映像を「まるごと記録」します。
遠隔地からログマーカ―*2を活用して波形データ、プログラムと映像を同期して表示し、解析内容を共有します。
また、遠隔環境はEwon/Secomea のリモートソリューションにより、簡単かつ安全に構築します。
*1	システムレコーダ…異常発生の際のシステムの稼働状態を「まるごと記録」し、「かんたん解析」することでダウンタイムの大幅短縮を実現する事後保全ソリューション。
*2	 ログマーカー機能…シーケンスプログラム、波形データ、カメラ映像に対して気になる箇所にマーカーを追加し、GX	Works3、GX	LogViewer、GX	VideoViewer から互いにマーキング情報を読み込む機能。

国内事務所 海外拠点

LOG

ログデータ 映像データ

リモートアクセス
ゲートウェイ

異常

❷プログラムを修正し
遠隔で書込み

❶各種ツールでデータを解析し、
異常箇所を特定

時刻同期
表示

ログマーカー
による
複数位置連動

ログマーカー
による
複数位置連動

GX Works3 GX LogViewer

GX VideoViewer

システムレコーダ
ユニット

■ システムレコーダでトラブル解決

今回の異常は、現場で改修したシーケンスプログラムに
問題があったため発生したことが判明

効 果

早期に異常の原因究明が可能になることで、工数とコストを大幅削減

製 品

MELSEC iQ-Rシリーズ レコーダユニット P.26  HMS Ewon Cosyシリーズ P.40

 Secomea SiteManagerシリーズ P.41

装置レベル
（中規模）
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課題解決編 予知保全
(止まらない工場)

予知保全
(止まらない工場)

予防保全
(確実な計画保全)

予防保全
(確実な計画保全)

事後保全
(ダウンタイム短縮)

事後保全
(ダウンタイム短縮)

課題解決編 予知保全
(止まらない工場)

予知保全
(止まらない工場)

予防保全
(確実な計画保全)

予防保全
(確実な計画保全)

事後保全
(ダウンタイム短縮)

事後保全
(ダウンタイム短縮)



Case 13

装置異常の原因を特定したい
装置異常が発生したが、現場を目視で確認しても正常状態で原因が不明。
カメラで録画した映像を確認しても、詳細箇所までは撮影できておらず、
装置の異常箇所が分からない。

対 応

レコーダユニットを活用した装置異常の原因究明
エンジニアリングソフトウェアGX	Works3 のデータフロー解析機能で、プログラム内のエラー要因の絞り込みが可能にな
ります。レコーダユニットで収集したログデータをオフラインモニタで再現することで、装置の異常箇所の特定ができます。
さらにGX	LogViewer の波形表示で単位時間の装置異常箇所を表示することで、エラー発生後の異常箇所の状態も把握
できます。

ERROR

システムレコーダで原因解明

LOGログデータ

レコーダユニット

❶データフロー解析機能を使用し、
エラー要因の絞り込み

❸エラー発生の数秒後にオートスイッチが
ONとなったため、GX LogViewerで当該チャックの
状況を確認すると、ワーク把持時にオートスイッチの
トリガが立ち上がっていない（タイムアウト）ことが判明

❹チャックに取り付けられた
オートスイッチの
ON位置を微調整することで、
異常発生を回避できることが判明

GX Works3LOG

GX　LogViewerLOGGX Works3LOG

オートスイッチの
ON位置を調整オートスイッチのON位置が

原因であることが判明！

❷オフラインモニタで異常発生時を
再現したところ、
1箇所のオートスイッチがONになっておらず、
エラーが発生

GX Works3LOG

エラー発生！

オートスイッチON

効 果
これまで原因が分からなかったトラブルの原因究明を行い、 

トラブルになりそうなエラーの事前回避が可能

製 品

MELSEC iQ-Rシリーズ レコーダユニット P.26

装置レベル
（中規模）
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課題解決編 予知保全
(止まらない工場)

予知保全
(止まらない工場)

予防保全
(確実な計画保全)

予防保全
(確実な計画保全)

事後保全
(ダウンタイム短縮)

事後保全
(ダウンタイム短縮)



Case 14

FA機器のプログラムを現場ですぐに復旧させたい
シーケンサの故障やバッテリ切れの際、
新しい機器とプログラム書込み用のパソコンを用意しなければならず、
復旧に時間がかかる。

対 応

FA機器のプログラム・パラメータを簡単バックアップ / リストア
GOTのバックアップ /リストア機能を使って、シーケンサなどの FA機器のプログラムやパラメータなどをGOTの SDメモ
リカード・USBメモリにバックアップできます。機器交換などが必要な時には、プログラムやパラメータをGOTからFA機器
に簡単にリストアできます。

CPUを交換

リストア

一括バックアップ

サーボ
アンプ

インバータ

GOT2000シリーズ

CC-Link IE
フィールド
ネットワーク

ロボット

シーケンサ

ロボット
コントローラ

Ethernet

故障

効 果
あらかじめバックアップをとっておくことで、FA機器の故障時、 

パソコンレスで現場の GOT から FA機器のリストア作業が可能となり、 
ダウンタイムを短縮

製 品

MELSEC iQ-Rシリーズ P.24 MELSEC iQ-Fシリーズ P.24

GOT2000シリーズ P.30

装置レベル
（中規模）
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課題解決編 予知保全
(止まらない工場)

予知保全
(止まらない工場)

予防保全
(確実な計画保全)

予防保全
(確実な計画保全)

事後保全
(ダウンタイム短縮)

事後保全
(ダウンタイム短縮)

課題解決編 予知保全
(止まらない工場)

予知保全
(止まらない工場)

予防保全
(確実な計画保全)

予防保全
(確実な計画保全)

事後保全
(ダウンタイム短縮)

事後保全
(ダウンタイム短縮)



Case 15

遠隔地から複数のラインを監視したい
複数ラインを管理する場合、エラー発生時に複数のライン間を行き来する必要があり、
ライン停止時間が長期化してしまう。

NG!

OK!OK!

OK!OK!

対 応

複数ラインの遠隔監視
GOT	Mobile機能により、遠隔地のパソコンやタブレットなどの情報機器から、現場のGOTが収集した情報を閲覧可能です。
工場全体の複数ラインの稼働状況やエラー発生状況など、現場に行かなくても工場全体の遠隔監視ができます。

GOT2000シリーズ
(Webサーバ)

了解しました
確認します

パソコン（点検画面）

タブレット
（アラーム監視画面）

Webブラウザ

保全事務所

作業現場

スイッチング
ハブライン管理用シーケンサ

ライン1 ライン2 ライン3

Ethernet

アクセス
ポイント

設備Aで
異常だ

効 果
工場全体の状況を、離れた場所にあるパソコンから 

ひと目で把握できるようになり、 
異常発生時の無駄な時間を短縮し、ダウンタイムを大幅に削減

製 品

GOT2000シリーズ（GOT Mobile機能） P.30

ラインレベル
（大規模）

22

課題解決編 予知保全
(止まらない工場)

予知保全
(止まらない工場)

予防保全
(確実な計画保全)

予防保全
(確実な計画保全)

事後保全
(ダウンタイム短縮)

事後保全
(ダウンタイム短縮)



Case 16

複数ある工作機械から異常箇所を特定したい
「工作機械から異音が発生する」、「ワークの加工仕上がりがいつもと違う」など、
異常が発生しているが異常箇所の特定が困難。

対 応

波形を比較して工作機械の異常加工を検知
iQ	Monozukuri	工作機械工具摩耗診断で、任意の負荷データと過去データ（正常時）をGOT上に重ね合わせ比較します
（ロギングデータの保存件数は最大 60件）。異音や加工仕上がりの違いなど、「いつもと違う」を感じた際に、現場で簡易的
にデータを確認します。

現場でデータを確認

GOT2000
シリーズ

機械から
変な音が
する

加工
仕上がりが
いつもと
違う

ー：異常加工　ー：正常加工

工作機械工具摩耗診断
ワーク軸 X軸

主軸

1パス 2パス 3パス

X軸の2パス目で正常波形との差異あり
（異常箇所の特定）
➡詳細分析の結果、
工具の刃欠けが原因と判明

効 果

現場で簡易的に異常箇所の絞り込みを実施することで、素早く根本原因を特定

製 品

iQ Monozukuri 工作機械工具摩耗診断 P.32

ラインレベル
（大規模）
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課題解決編 予知保全
(止まらない工場)

予知保全
(止まらない工場)

予防保全
(確実な計画保全)

予防保全
(確実な計画保全)

事後保全
(ダウンタイム短縮)

事後保全
(ダウンタイム短縮)

課題解決編 予知保全
(止まらない工場)

予知保全
(止まらない工場)

予防保全
(確実な計画保全)

予防保全
(確実な計画保全)

事後保全
(ダウンタイム短縮)

事後保全
(ダウンタイム短縮)



Ethernet/USB

.SYF

$FWUPDFILE$.zip

iQ-R iQ-RiQ-FGX LogViewer MESインタフェースユニット

装置の状態をリアルタイムに確認 ITシステムのデータベースに
ダイレクトアクセス

・ 任意の間隔やタイミングで、指定デ
バイスの値をリアルタイムにモニタ

・ GX LogViewerを使用して簡単に
設定

・ I Tシステムのデータベースへ
ダイレクトに書込み

・ 設備・機器の稼働状況をデータ収
集し、トラブル発生前の改善活動を
実現

設備・機器
稼働状況など

IT
システム

リアルタイムモニタ

iQ-R iQ-F iQ-R iQ-F出力ユニット CPUユニット、GX Works3

システムダウンを未然に防ぐ、リレー寿命検知 ファームウェアアップデートで
ユニットをいつも最新状態に

・ リレーのON回数をカウント
・ リレー寿命をGOTなど外部機器か
ら確認
・ リレーの寿命到達前に計画的なユ
ニット交換を実施

・ リリースされた新機能をすぐに活用
・ GX Works3で複数のユニットを 
一括アップデート

・ SDメモリカードがあれば、ユニット
操作のみで簡単アップデート

MELSEC iQ-R シリーズ

厳しいコスト競争の中、生産ラインの稼働率向上は重要なファクターになっ
ています。MELSEC	iQ-Rシリーズでは稼働率向上のため、不慮のトラブ
ルを未然に防ぐ予防保全や、トラブル発生時の早期復旧に対応する様々な
メンテナンス機能を備え、ダウンタイム短縮と生産性の向上、生産品の品質
維持に貢献します。

MELSEC iQ-F シリーズ

MELSEC	iQ-Fシリーズは、「簡単・便利・高コストパフォーマンス」という
コンセプトのもと、IoT化で高まる機能やトラブル発生時の早期復旧に役立
つ保全機能等でお客様に貢献いたします。
スタンドアロンユースからネットワークを含むシステム提案まで、お客様の
『一歩先ゆくものづくり』を強力に支援いたします。
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製品紹介編



iQ-R GX Works3

ネットワーク上の異常箇所をすぐに特定

・ 1台で電力量、無効電力量、電流、電圧などの項目を10ms周期で計測
・ 生産情報や制御プログラムと同期することにより、品種/工程ごとの細かい原
単位管理が可能。生産ラインの省エネ・生産性向上に貢献

・ 異常発生箇所をグラフィカルに
表示

・ 実際のシステム構成に沿った表示
により、異常箇所を迅速に特定

・ ネットワークトラブルの早期解決に
貢献

iQ-R iQ-F iQ-R iQ-F

iQ-R iQ-F

CPUユニット GX Works3

トラブルを早期解決する、イベント履歴の収集 メンテナンスのグローバル対応を可能にする、
マルチ言語機能

・ プログラムの書込み、エラー発生、
電源OFFなどの各イベントの履歴
を保存
・ 一覧表示でイベント履歴を確認
・ 作業ミスなどによるトラブルを早期
発見

・ コメント名・ラベル名を複数言語で
登録可能

・ メニューで簡単に各国言語へ 
切替え

・ 言語別に管理していたプログラム
を1本化 日本語

デバイスコメントの言語切替え

英語

CC-Link IEフィールドネットワーク

イベント履歴一覧

iQ-R iQ-F iQ-R iQ-FCPUユニット

電力計測ユニット

CPUユニット

Webブラウザで簡単に装置の状態が確認可能な
Webサーバ機能

異常の再現・再確認ができる、
メモリダンプ機能

・ ブラウザで以下機能を実行可能
 ─ CPU診断
 ─ デバイス一括モニタ/ウォッチ
 ─ イベント履歴

・ お客様が作成したWebページで
装置の状態をモニタ可能（ユーザ
Webページ）

・ システムの異常発生時に、デバイス
データを一括保存

・ 異常発生時の状態をデバイスモニ
タ画面とプログラムエディタ画面
で確認可能

・ 確認した内容から原因を調査・究明

CPU診断

ウォッチ

イベント履歴

ユーザWebページ メモリダンプ結果表示画面
（プログラムエディタ）

電力計測で設備の異常を早期検知し、
予防保全につなげる

▶時間［ms］
100 200 300 400 500 600 7000 800 900 1000

■ データ高速化のイメージ

10msで収集した場合
250msで収集した場合
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MELSEC iQ-R シリーズ レコーダユニット

MELSEC	iQ-Rレコーダユニットは、異常発生の際のシステム
稼働状態を「まるごと記録」し、「かんたん解析」することでダウ
ンタイムの大幅短縮を実現する当社の事後保全ソリューション
「システムレコーダ」のロギング専用ユニットです。設定したト
リガ前後のデータを毎スキャン、タイムスタンプ付きで収集で
きます。レコーディング設定の際に、収集対象に悩むことがなく
なり、迅速な復旧をサポートします。

 レコーダユニットを活用したシステムレコーダ（事後保全ソリューション）

異常発生の際のシステムの稼働状態を「まるごと記録」し、「かんたん解析」することでダウンタイムの大幅短縮を実現します。

まるごと記録 かんたん解析

■ 異常解析に必要なデータをまるごと記録
■ システムまるごと記録
■ まるごと長時間記録

■ 全てのデータを同じタイムラインで表示
■ 何が影響を与えた?をわかりやすく表現
■ 生産性の高いプログラムは解決も早い

シーケンサCPUの
全デバイス・
ラベルデータ

サーボの状態 ネットワーク
カメラの
映像データ

表示器(GOT)の
操作履歴

GX VideoViewer データフロー解析（GX Works3）

GX LogViewer イベント履歴（オフラインモニタ）GX Works3

写真仮
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▌まるごと記録
複数の機器が組み込まれた装置でトラブルが発生した際、復旧のためにはトラブル発生前後の事実（いつ、どこで、何が起こったか）を突き止める必要がありま
す。レコーダユニットは、トラブル発生前後の事実をいつでも、どこでもオフラインで再現できるよう、複数の装置・機器の制御データに加え、ワークの状態やオ
ペレータの操作履歴をまるごと記録します。

全てのデータを記録

動画と共にデータを記録したい
レコーディング機能（MELSEC iQ-Rシリーズ）

駆動系の状態も記録したい
MELSERVO-J5シリーズ/MELSEC iQ-Rシリーズ モーションユニット

■ シーケンススキャンごとの全デバイス/ラベルロギング
 レコーダユニットで全デバイス/ラベルの変化を漏らさず記録

■ シーケンサの全ラベル/FBロギング
 デバイスアドレス・システム構成を意識せずに記録

■ イベント履歴
 外部機器からのデバイス/ラベル操作を記録

■ 汎用ネットワークカメラの映像
 ワーク動作や作業者の行動など視覚的な情報を記録

■ リアルタイムな全サーボ軸データ収集
 シーケンサのスキャンよりも高速に動作するモーションの制御データを
 タイムスタンプつきで正確に記録

人の操作も記録したい
GOT2000シリーズ
■ 表示器（GOT）操作履歴とアラーム履歴の記録
 現場作業者の操作履歴、接続された機器のアラーム情報を記録

▌かんたん解析
まるごと記録によって収集したデータ（レコーディングファイル）は、プログラムの動作遷移と共にオフラインで再現できます。また、カメラ映像と併せて確認する
ことで、映像の中から怪しいと思ったポイント（発生時刻）をマーキングできます。確認者がマーキングした時刻の状態は離れた場所にいる現場担当者・保全担
当者・設計者間で共有できるため、膨大な映像データの中からでも発生状況の認識合わせがスムーズに行え、異常原因の特定が容易です。

トラブル発生映像の確認
* FAサイトより無償で提供。

GX VideoViewer*

データフロー解析（GX Works3）
問題のデータと影響を与えたデータの洗い出し

GX LogViewer
データの変化を解析

GX Works3
データの変化とプログラムの関係をオフライン表示

イベント履歴（オフラインモニタ）
オフラインモニタ中のイベント履歴を確認

時刻同期
表示

ログマーカーによる
複数位置連動

ログマーカーによる
複数位置連動

GX Works3 GX LogViewer

GX VideoViewer

GX Works3

GX LogViewer

GX VideoViewer

■ 機能イメージ
❶「マーキングの追加」ボタンで
着目点にログマーカーを付与

❷着目点をツール間で共有
回路モニタツールバー

波形表示グラフ上部

映像表示シークバー

トリガ

追加されたログマーカー

GX VideoViewer データフロー解析（GX Works3）

GX LogViewer GX Works3 イベント履歴（オフラインモニタ）
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MELIPC シリーズ

三菱電機産業用 PC	MELIPCシリーズは、FA用途の堅牢性と汎用アプ
リケーション活用による自由度で、IoTを活用したエッジコンピューティ
ングによるシステム構築を可能にします。
高性能プロセッサや高速通信が可能なCC-Link	 IEフィールドネット
ワークに対応したハイエンド機種から、シンプル・小形のローレンジ機
種まで、用途に応じた4種類のラインアップが様々なデータ活用シーン
に対応します。

 データ活用に適したオープンなソフトウェアプラットフォーム「Edgecross」をプリインストール

エッジコンピューティング領域のソフトウェアプラットフォーム「Edgecross*」がプリインストールされているため、Edgecross対応ソフトウェアとの組み合わせ
により、リアルタイムなリモート監視システムの構築が可能です。

*	 一般社団法人 Edgecrossコンソーシアムが提供するオープンなソフトウェアプラットフォーム。	
https://www.edgecross.org/ja/solution/feature.html

 データモデル管理

生産現場の機器・装置・ラインを抽象化し、階層的に管理する機能です。Windows®エクスプローラと同じ感覚で直感的に設定や操作を行えるGUIを提供
します。従来個別に管理されていた工場全体の生産設備に関する全てのデータを管理することで、工場全体の管理・保守を統一的に行えます。

 あらゆる設備からデータ収集

対象設備の通信方式に応じたEdgecross対応のデータコレクタを選択することで制御機器のメーカを問わず、リモート監視やメンテナンスに必要なデータの
収集が可能です。
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iQ Edgecross リアルタイムデータアナライザ

生産現場の品質向上、予知保全などを簡単に実現するデータ分析・診断ソフトウェアで
す。生産現場データのオフライン分析とリアルタイム診断を単一製品で実現します。AI
技術と様々な統計分析手法により生産現場のデータ活用を実現し、お客様の企業価値
向上に貢献します。

FA現場のデータ活用

品質向上、
予知保全の実現

オフライン
分析

リアルタイム
診断

▶オフライン分析とリアルタイム診断を
一つのソフトウェアで実現

▶AI技術と多様な統計分析手法を搭載

▶GUIにより効率的なデータ分析と診断を
プログラミングレスで実現

 オフライン分析とリアルタイム診断の両輪でものづくりをリアルタイムに改善

リアルタイムデータアナライザはオフラインでデータを分析する
フェーズと、リアルタイムに収集したデータを診断するフェーズを
一つのソフトウェアで実現可能です。そのため別途診断システム
の構築を必要とせず、データ分析結果をそのまま診断に適用でき
ます。

SLMP EtherNet/IP™他

CC-Link IE対応製品 SLMP対応製品 EtherNet/IP™他対応
他社PLC

リアルタイムデータアナライザ
オフライン分析 リアルタイム診断

データ分析

データ蓄積 フィードバックデータ収集

診断

診断ルール

 AI技術を活用した類似波形分析

三菱電機独自の AI技術（Maisart）により、波形パターンの学習
/認識を行います。初めに、AI が正常な波形パターンを学習しま
す。運用では、未知の運用データが正常パターンとどの程度似て
いるかを表す類似度を算出し、OK/NG判定を行います。単純に
上下限診断できない波形データでも、人の知見に頼らず異常の
兆候を検知できます。

OK

NG

学習結果と
類似している

学習結果と
類似していない

学習波形（正常波形）

診断波形（運用データ）

学習

診断
最大64波形

学習結果

学習結果

 様々な統計分析手法

重回帰分析やMT法などの一般的な統計分析手法だけでなく、SPC、ガードバンドを搭載しています。プログラミングを必要とせず、簡単に様々な手法を使って
分析できます。
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GOT2000 シリーズ

ものづくりの思想を世界へと伝え、生産現場のニーズに応える充実のラインアッ
プ。FA機器との連携はもちろん、操作性を追求し、生産性の向上、効率化に貢献
します。

 駆動機器連携 GT27  GT25  GT21  

GOTに接続された駆動機器（サーボ、インバータ、ロボット）のパ
ラメータ設定など一部機能をGOTの画面で実現。
現場作業のパソコンレス化を実現し、立上げ作業・調整作業・予
防保全・保守作業の効率化やコスト削減に貢献します。
各種連携機能のGOT画面（サンプル画面）をご用意しています。
*	 モデルにより、対応していない機種または一部機能に制約があります。

 GOT Mobile機能 GT27  GT25  GT21  

タブレットなどのWebブラウザを使って、離れた場所から設備の状態を把握できます。
5つの情報機器（クライアント）が同時にアクセスでき、それぞれ異なる画面を表示、操作できます。
*	 別途ライセンス（GT25-WEBSKEY-□）が必要です。
*	 1台のGOTに対して、同時に接続できるクライアント数は最大 5つです。

装置で 
異常が発生！ 
復旧対策は？

5つの情報機器で同時にモニタ

パソコンパソコン＋
大画面モニタ

離れた場所や
事務所

スマートフォン タブレット

タブレット
現場

Ethernet

*1　GT2505、GT25ハンディは無線LAN通信ユニットを装着できません。別置きのアクセスポイントが必要です。

遠く離れた場所から、タブレットなどのWebブラウザで現場の状況を確認できます！

さらに、こんな使い方も！

クリーンルームの外から確認

大画面で見える化 5人同時に作業 1台のパソコンで
設備全体を把握

離れた場所から確認 事務所から確認

パソコン＋
大画面モニタ

どこが
異常かな？

設備Aで
異常だ！

現場はどう？
問題ない？

GOT +

無線LAN
アクセスポイント

無線LAN
通信ユニット*1

 or

 バックアップ /リストア GT27  GT25  GT21

シーケンサCPUなどのプログラムやパラメータなどのデータを
GOTの SDメモリカード・USBメモリに保存（バックアップ）/書
込み（リストア）できます。
GOTにあらかじめデータをバックアップしておくことで、シーケン
サCPUなどの FA機器の交換時に、パソコンを使わずにGOTだ
けで交換・復旧できます。
*	 GT2104-PMBLS、GT2103-PMBLSを除く。
*	 別途 SDメモリカードまたは、USBメモリが必要です。
*	 モデルにより、対応していない機種または一部機能に制約があります。

現場
CPUを交換

リストア
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e-F@ctory 支援モジュール

e-F@ctory支援モジュールは、シーケンサ	MELSEC	iQ-R/iQ-Fシリー
ズおよび表示器	GOT2000シリーズ用のサンプルプロジェクトです。
見える化や簡易分析などのプログラムをサンプルプロジェクト形式で提
供するため、デバイス割付けやパラメータ設定などの基本設定のみで生
産現場レベルの IoT化を実現できます。IoTシステムを導入する際に起
こりえる、検討時間や予算など様々な課題の解決をe-F@ctory支援モ
ジュールが支援します。

支援モジュール

GOT2000シリーズ用
GT Works3サンプルプロジェクト

取扱説明書

MELSEC iQ-R/iQ-Fシリーズ用
GX Works3サンプルプロジェクト

 設備総合効率の見える化 iQ-R  iQ-F

設備総合効率や生産数など、設備の生産・稼働状況を総合表示します。

*	 サンプル画面はMELSEC	iQ-Rシリーズのものです。

 シリンダの動作時間監視による異常検知 iQ-R  iQ-F

シリンダの状態や動作、設備の稼働サイクルを計測・モニタし、異常兆候を監
視します。

*	 サンプル画面はMELSEC	iQ-Rシリーズのものです。

 設備 /工程の変化を管理 iQ-R

品質管理に用いられる4Mや5M+1E の観点に基づいた変化点管理を実現
することができ、トラブル発生時の原因分析に活用できます。

 MT法により“いつもと違う”を検知 iQ-R  iQ-F

正常データと入力データの乖離度合を数値化し、異常を検知します。
iQ-Rシリーズは、入力データとして、時系列データ収集と振動解析が算出し
た特徴量を入力する機能も含まれます。

*	 サンプル画面はMELSEC	iQ-Rシリーズのものです。

 アナログ波形の形状監視による異常検知 iQ-R

波形の形状に沿った閾値で監視します。ガードバンド監視により、電流や温度
などのアナログ波形データの波形形状を監視できます。そのため、単純な上
下限値による閾値監視では難しかった異常な波形変動を検知できます。

 振動波形の周波数解析による異常検知 iQ-R  

振動解析（FFT）で設備・装置・製品より生じる振動を数値化し、その状態を
可視化。異常な振動を検知することで設備の予知保全を実現し、生産性の向
上が図れます。
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iQ Monozukuri 工作機械工具摩耗診断

工作機械の IoTデータを活用した、DX（デジタルトランスフォーメーション）時代
に向けた製造改革。IoTデータを三菱電機独自の技術で収集・分析します。工
作機械の金属加工工程における工具運用の最適化、および加工不良の自動検出
を実現するアプリケーションパッケージです。

GOT2000シリーズ用
GT Works3画面データ

取扱説明書（PDF）

MELSEC iQ-Rシリーズ用
GX Works3制御プログラム

■パッケージ構成品

*	 本製品はソフトウェアとドキュメントで構成されています。	
別途ハードウェアとエンジニアリングソフトウェアが必要です。	
詳細につきましては個別カタログ【L（名）16070】をご確認ください。

❶一般的なHUB
❷CC-Link IE Field専用HUB
❸収集インタフェース
●A プロトコルコンバータ
●B リモートアナログI/Oユニット

工作機械工具摩耗診断

CNC

（加工情報、ドライブユニットデータ収集）

ドライブユニット

Ethernet

❸

❶

A B

（加工情報、ドライブユニットデータ収集）

CNC ドライブユニット

A B❸

工作機械

GOT2000
シリーズ

MELSEC iQ-R
シリーズ

パッケージ
制御プログラム

1システムにつき、 
最大で装置10台の
同時監視が可能

FTPサーバへ

工作機械

パッケージ
画面データ

❷

 工具の“切れ味”を判定、適切な工具交換により工具費用削減

コスト削減

加工条件別に、IoT診断技術により主軸／送り軸のトルクから適正寿命を見いだし工
具の摩耗を予測します。
工具を寿命まで使い切ることで工具交換コストの削減が可能です。

工具摩耗診断	▶

 加工“直後（検査前）”に加工不良を自動診断し加工バラツキ推移から機械保全の実施

品質維持

過去の良品加工データとエアカットデータから異常判定閾値の算出を支援します。
工具折損 /欠損、材料不良、前工程不良など、加工不良を検知し、不良個数を最大 1
個に留めます。
また、同一加工のデータを一定量（数百加工）ごとに特徴量の偏差値推移を見ること
で軸別の劣化予兆を確認できます。

工具欠損診断	▶

 加工データの活用によりタクトタイムの改善を支援

タクト改善

加工中の IoTデータから、センサレスでの工具折損検知が可能。折損検知センサ
チェック時間を短縮します。
プログラムや工具ごとの最大平均負荷、最大仕事量データを簡単に比較できます。
同一工具を使用する加工プログラム間のトルク比較により最適な切り取り量、主軸回
転数、送り速度を調整でき、加工サイクルタイムの短縮を図ることができます。

タクト改善支援	▶
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iQ Monozukuri 回転機振動診断

回転機構を有する設備の振動データを収集・解析・診断し、設備状態の見える
化および異常箇所の推定を支援するアプリケーションパッケージです。

GOT2000シリーズ用
GT Works3画面データ

取扱説明書（PDF）

MELSEC iQ-Rシリーズ用
GX Works3制御プログラム

■パッケージ構成品

*	 本製品はソフトウェアとドキュメントで構成されています。別途ハードウェアとエンジニアリングソフトウェアが
必要です。詳細につきましては個別カタログ【L（名）16056】をご確認ください。

GOT2000シリーズ

MELSEC iQ-Rシリーズ

高速アナログ
入力ユニット

CC-Link IE
フィールドネットワーク
リモートヘッドユニット

CC-Link IE
フィールドネットワーク
マスタ・ローカルユニット

拡張SRAMカセット
（4MB以上）

振動センサ
（最大16個）

診断対象

パッケージ
画面データ

パッケージ
制御プログラム

 簡易診断（相対値判定法）により設備の異常を検出
設備を複数回（推奨 10回）測定して正常時の値（基準値）を算出し、基準値の
2～ 5倍で設定した閾値と測定値を比較して良否を判定します。

*2 乗率の75%は任意の値に変更できます。

振動レベル

経過時間

異常発生閾値(2～5倍)

基準値

注意発生閾値(異常発生閾値×75% *2)

異常

注意

正常

 MT法により異常状態を検出
MT法（品質工学の手法）を振動解析に適用することで、
振動解析に関する知識や構成部品の諸元値情報が不足している
場合でも、簡単に異常を検出できます。
また、振動データと温度や電流など振動以外のデータを組み合わ
せることにより、複合的な診断ができます。簡易診断相当として使
用します。

データのばらつき具合を考慮せず、
平均値からの距離のみで正常/異常を判断。

データのばらつき具合を考慮するため、
設備に適した正常/異常の判定が可能。

通常の判定方法 MT法（マハラノビス距離）を
使用した判定方法

項目A
100
90
80
70
60
50
40
30
140 150 160 170 180 190 200

（190,86）
（165,77）

（155,88）

（175,50）
項目B

異常 正常

正常
正常

異常 （155,88）

（165,77） （190,86）

（175,50）

異常

異常

正常

正常

異常

項目A
100
90
80
70
60
50
40
30
140 150 160 170 180 190 200 項目B

基準データ（正常データ） 判定したいデータ 平均

 簡易診断（絶対値判定法）により設備の異常を検出
振動データから算出した測定値 (速度 RMS値 ) が、ISO10816-1 で規定さ
れた判定基準値を超えた場合に異常と判定します。

※振動シビアリティの適用条件
回転数：600～12000rpm
振動測定範囲：10～1000Hz

*1 iQ Monozukuri 回転機振動診断では、モータ容量でク
ラスを判別しているためISO10816-1のクラスⅣには対
応していません。

注意： 設備の据付状態やノイズ等の影響により、
 測定値が判定基準値を超える場合があります。

A:良　B：可　C：警告　D：危険

振動シビアリティとは
ISOで規定された回転機の振動に対する耐久指標です。
設備の大きさや種類によって判定基準が異なります。
クラスⅠ : 小型機械（例えば15kW以下のモータ）
クラスⅡ ： 中型機械（例えば15～75kWのモータ
  や300kW以下の機械）
クラスⅢ ： 大型機械（剛な重い基礎に据え付けた場合）
クラスⅣ*1 ： 大型機械（比較的軟らかな基礎に据え付けた場合）

振動シビアリティ
速度RMS（実効値）
（mm/s） クラスⅠ クラスⅡ クラスⅢ クラスⅣ*1

0.28
A

A
A

A
B

B
B

B
C

C
C

C
D

D
D

D

0.45
0.71
1.12
1.8
2.8
4.5
7.1
11.2
18
28
45

ISO10816-1

 精密診断により異常箇所を推定
回転数と構成機器の諸元値から算出した特性周波数の振幅を監視することに
より異常箇所を推定します。閾値は、設備を複数回 (推奨 10回 )測定して正常
時の値 (基準値 )を算出し、基準値の 2～ 5倍で設定します。この閾値と測定
値を比較して良否を判定します。

測定値
基準データ

振
幅（
m
/s
2）

周波数（Hz）
② ⑦ ⑤③ ① ④ ⑧ ⑥

④内輪損傷 ②保持器損傷

③転動体損傷

①外輪損傷ベアリング
⑦アンバランス
⑧ファン損傷

⑥ギア歯損傷

ファン
⑤ミスアライメント
カップリング

ギア
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動摩擦
機械故障

稼働日数

警告判定値
故障
兆候

メンテナンスタイミングの通知

摩擦
推定値
を表示

機械故障
振動レベル

稼働日数

振動
推定値
を表示

故障
兆候

警告判定値

ボールねじ

メンテナンスタイミングの通知

MELSERVO-J5 シリーズ

MELSERVO-J5シリーズサーボシステムは、機器の基本性能を大幅に向
上。高速高精度を実現することにより、お客様の装置の生産性向上に貢献し
ます。
また、MELSERVO-J5 サーボアンプではメンテナンスフリーの実現だけで
なく、異常の早期発見・診断により、装置のダウンタイムを大幅に削減し
ます。長年培ったノウハウと駆動技術で予知保全を実現し、計画的なメンテ
ナンス作業を実現します。

三菱電機独自のAI技術（Maisart）により、機器の状態を監
視してサーボアンプが機械故障の兆候を検知します。

 機械診断（ボールねじ・リニアガイド）

ボールねじやリニアガイドなどの機械要素の摩擦や振動を推定
し、予知保全を支援します。

	■摩擦推定機能と摩擦故障予測
	■振動推定機能と振動故障予測

 機械診断（ベルト）

静摩擦故障予測とベルト張力推定によるテンション
低下の予測から、ベルトの経年劣化を事前検知します。

	■静摩擦故障予測
	■ベルト張力低下予測

タイミングベルト

ベルト張力

稼働日数

故障
兆候警告判定値

機械故障

静摩擦
推定値や
ベルト張力
を表示

メンテナンスタイミングの通知

 機械診断（ギア） *

推定開始操作にて、サーボアンプが指令を自動生成して往復位置
決めをすることにより、ギアのバックラッシュ量を推定します。
バックラッシュ公称値を設定することによりギアの故障を予測します。

	■バックラッシュ推定機能
	■ギア故障予測

*	 通常運転時は診断しません。

バックラッシュ推定値を表示

ギア
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MELFA Smart Plus

「MELFA	Smart	Plus」はMELFA	FRシリーズに対応した、次世代知能化を実現するオプショ
ンです。MELFA	Smart	Plusカードをコントローラに挿入することで、各種知能化機能をご使
用いただけます。
■ MELFA Smart Plus 機能一覧

予知保全機能 ロボットの挙動に異常の兆候が現れる前に、駆動系部品の異常を検知
生産設備のダウンタイム短縮を実現 BB

予防保全機能 稼動状態のトラッキングにより、ロボットの状態を管理
効率的なメンテナンスを実現 AA

力覚センサ拡張機能 短時間で繰り返し学習し、最適な動作パラメータを生成
システムの立上げ時間やタクトタイムの短縮を実現 BB

MELFA-3D Vision拡張機能 独自のAI技術（Maisart）を活用したパラメータ自動調整による立上げ
の時間の短縮を実現 BB

キャリブレーション支援機能 二次元ビジョンの立上げの容易化、作業精度の向上を実現 AA

付加軸協調制御 ロボットと走行台を連携し、速度を指定した加工・組立を実現 AA

ロボット機構温度補正機能 ロボットアームの熱膨張を補正し、位置精度を向上 AA

 【予知保全機能】異常検知機能

ロボットコントローラのみでロボットの構成部品の異常や劣化を早期
に検知する機能です。ロボットの挙動に異常の兆候が現れる前に部品
の異常を検出可能なため、ダウンタイムの削減につながります。
お客様の使用環境に合わせて閾値を設定。検知レベルを超えると通
知にて、部品の異常や劣化をお知らせします。

減速機、エンコーダ
（データ異常・通信異常）の

スコアが閲覧可能。
	

365日分のデータが
閲覧可能なため、
過去のログデータも
見ることができます。

機器の知見を活かして、駆動波形より故障に起因す
る特長的な波形を高速に抽出する独自のAI技術

通知
発生 エラー発生

部品故障を事前に
お知らせ！

お客様設定
検知レベル

 【予防保全機能】メンテナンスシミュレーション

実機またはRT	ToolBox3上でのシミュレーションにて事前作成した
ロボットプログラムの動作パターンを繰り返した場合の保守部品の
交換時期やメンテナンス推奨時期を推定できます。

	■出力データ：グリースの補給時期までの年数（各軸）/タイミング
ベルトの交換時期までの年数（各軸）/オーバーホール部品のメ
ンテナンス推奨時期までの年数（各軸）*1

*1	 オーバーホール部品に関しては、減速機、ベアリング、ボールネジ、ボールスプラインの内、年
数が最も短い部品の結果が表示されます。

メンテナンスシミュレーション結果表示

グラフ更新

戻る
保存

対象部品未使用軸

1日の稼働時間／
1ヶ月の稼働日数

関節軸ごとの
交換時期までの年数

部品ごとの交換時期までの年数
（最も年数が短い関節軸の年数）

関節軸名ごとの
オーバーホール
推奨時期までの年数

 【予防保全機能】消耗度算出機能

ロボットの動作や姿勢に応じた稼働状況（電流値、負荷状況等）から、
ロボット構成部品の消耗度 *2を算出。保守点検・オーバーホールま
での期間を算出する機能です。

	■対象部品：保守部品（グリース、タイミングベルト）、オーバーホー
ル部品（減速機、ベアリング、ボールネジ、ボールスプライン）

*2	 各部品の消耗度は、ロボットの稼働状況より算出した保守点検計画をサポートするための参
考値となります。寿命を保証するものではありません。

*	 GOTサンプル画面については、三菱電機 FAサイトよりダウンロードをお願いいたします。

消耗度算出結果表示

知能化機能 AI機能
AA BB
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FREQROL-E800 シリーズ

産業用オープンネットワーク「CC-Link	 IE	TSN」をはじめとするマルチネットワー
クへの対応に加え、世界初 *1 の「腐食性ガス環境検知回路」*2を搭載。また、業界
初 *1 の AI技術など最新技術を採用することにより、工場や社会インフラ設備など
さまざまな分野のスマート化に貢献します。さらに、FR-E800（標準仕様品）、FR-
E800-E（Ethernet仕様品）、FR-E800-SCE（安全通信仕様品）をラインアップし、用
途に応じて柔軟な選択が可能です。
*1	 2019年 9月10日現在。当社調べ。
*2	 FR-E800-E/FR-E800-SCEシリーズで対応。

三菱電機独自のAI技術（Maisart）によりアラーム発生要因を迅
速に特定することでダウンタイムの削減を実現。

 マルチネットワーク対応により、工場や社会インフラ設備のスマート化に貢献

世界各地で普及している主要な産業用 Ethernet プロトコル対応モデルをラインアップしました。各オープンネットワークに対応しているため、使用中のネット
ワークに合わせてインバータを導入することができ、オプションなしで様々なシステムに対応できます。

マルチプロトコル対応表

形名 CC-Link IE TSN
（100Mbps）*3

CC-Link IE 
フィールドネットワーク Basic PROFINET MODBUS®/TCP EtherNet/IP BACnet/IP EtherCAT

FR-E800-[]EPA ● ● ● − ● ● −
FR-E800-[]EPB ● ● ● ● − − −
FR-E800-[]EPC − − − − − − ○

● : 対応　○ : 対応予定
*3	 1Gbpsはオプション対応。（対応予定）

 予知保全・解析機能搭載により、設備のダウンタイム短縮に貢献

［	環境診断機能	］
世界初 *4 の「金属腐食検知システム」*5 で、腐食性ガス（硫化水素など*6）に起因したインバータ損傷の予兆を検知し、生産設備の環境改善を促すことにより、
設備のダウンタイムを短縮できます。（コーティング品（-60）のみ対応）。
*4	 2019年 9月10日現在。当社調べ。
*5	 複数の金属腐食センサ（使用する金属薄膜の材質や厚みを変えることで、各金属腐食センサの金属腐食の進行を調整）の合成抵抗値を測定し、大気中の腐食性ガスによる金属部品の腐食進行度を段階的に検知。	
【特許出願済】

*6	 硫化水素以外については対応予定。

［	負荷特性異常検出機能	］
フィルタ目詰まりが発生した場合など、負荷に異常が発生した場合に、警報出力や出力遮断をすることで、装置の破損を防ぎます。
故障などのない状態で速度 -トルクの関係を記憶しておき、現在の負荷状態と記憶した負荷特性を比較します。

出力周波数
最大周波数周波数領域

３/４
周波数領域
１/２

周波数領域
１/４

最小周波数

トルク1
トルク2

トルク3

トルク4

トルク5

トルク

異常検出幅
異常検出幅

うまく回らない
（高負荷）

正常な運転
（判定値内）
OK

部品交換

勢いよく回りすぎ
（軽負荷）

高負荷領域

軽負荷領域

異常警報

 インバータセットアップソフトウェア FR Configurator2

インバータの立上げからメンテナンスまでパソコンで簡単に設定できるソフトウェアです。AIアラーム診断の他、インバータのデータのグラフ表示、パラメー
タ設定値の読出 /書込などが可能です。
三菱電機 FAサイトでは、体験版（期間限定版）もご用意しております。インストール後 20日間、製品版と同じ機能を体験いただけます。
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ノズル穴の微小な
差異も診断可能

診断例

ノズルOK
加工条件を
自動で調整

ノズルチェンジャで
ノズルを自動交換

ノズルNG

ファイバ二次元レーザ加工機 GX-F シリーズ
三菱電機独自のAI技術（Maisart）により加工中の音と光から
AI が加工状態を判断します。
AIによるレーザ加工条件を自動調整できる機能を、世界で初
めてレーザ加工機に搭載 *し、「止まらない加工機」を追求しま
した。

*	 2019年 4月現在、当社調べ。

 AI アシスト機能：AI診断により加工状態を見える化

AIアシストにより加工中の状態をリアルタイムで診断します。
制御装置に表示される良加工確立によって加工状態を判断しており、設定値を下回ると、自動でノズルチェックを行います。
またAI診断により作業者が常に加工状態を把握できます。

良加工確立
AIが判定した良加工の確立を表示
【約1秒ごとの良加工確立平均を時系列で表示】

加工中の
測定したデータを
AIで良否判断

 AI ノズルモニタ機能：AI活用によるノズルチェック、自動交換

AI アシストにより加工不良が検知された場合、AIノズルモニタでノズルの
状態を自動で確認します。ノズルモニタにより映し出されたノズルの画像と
AIで学習したデータとの照合を行い、ノズルの消耗度を診断します。診断結
果によりノズルの良否を判別し、消耗したノズルは自動で交換します。
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放電加工機・レーザ加工機リモートサービス（ユーザ様向け）

IoT技術を活かして、生産・保守をとりまく最新情報を「いつでも、どこでも」、製造現場
を支援するあなたのためのサービスです。稼働状態を一元管理（見える化）でき、過去実
績の出力もできるため、生産プロセスの改善に貢献します。
さらに、サービスセンターから直接ユーザ様の加工機へ接続し、遠隔診断・加工条件の
調整が可能です。

 放電加工機・レーザ加工機リモートサービス（ユーザ様向け）

パソコンやスマホで加工機の稼働情報をリアルタイムに確認できる「ダッシュボード機能」により、現場から離れた場所でも確認が可能。アラーム発生時にはメー
ルにてお知らせする機能も標準搭載しています。また、電気代や消耗品等のランニングコストも過去に遡って確認できるほか、段取り時にどの工程で時間がか
かっているかまで見える化が可能。改善に向けた課題を見つけることができます。
サービスセンターや加工技術センターからユーザ様の加工機へリモート接続し、画面を共有してアラームの対処・操作指導や加工のアドバイスが可能となる「リ
モート診断機能」も搭載。マシンダウン時間の短縮や、より最適な加工を可能にします。

 ダッシュボード機能により、生産プロセスの改善・ランニングコスト低減に貢献

放電加工機、レーザ加工機の稼働状況（加工進捗・作業状況・加工予測・予防保全）をリアルタイムで確認できます。
複数台の稼働率・コスト情報を IoTプラットフォームで収集・蓄積し一元管理。見える化・分析することで、生産プロセスの改善・ランニングコスト低減に貢献
します。

市販のパソコン、スマートフォン、タブレットで、専用ソフトをインストールすることなく、
Webブラウザを使ってアクセス可能です。（ID・パスワードの入力が必要です）

■ ダッシュボード機能

 リモート診断機能により、保全性を向上

当社のサービスセンターに設置した端末から直接ユーザ様の放電加工機またはレーザ加工機へ接続し、加工機の状況を遠隔から確認します。
当社スタッフがアラーム内容、加工条件を確認し、ユーザ様を支援します。
■ リモート診断機能

専門のサービススタッフが、ユーザ様の加工機の状況を遠隔診断して、
生産現場を的確にバックアップします。
*通信の安全性が高いソフトウェア VPN サービスを活用。

放電加工機操作画面例
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CNC リモートサービス（工作機械メーカ様向け／ユーザ様向け）

三菱電機数値制御装置の搭載された機械の稼働情報をリアルタイムで確認できます。
ユーザ様機械の数値制御装置を遠隔診断し、保守性を向上することで、ダウンタイムの短縮に貢献します。

 CNCリモートサービス（工作機械メーカ様向け）

プラットフォームライセンスをご購入いただくだけで、当社数値制御装置が搭載された工作機械のリモートサービスができます。
クラウドサーバを三菱電機が準備することで、リモートサービスの導入・維持コストを低減いたします。またリモートサービスの導入により機械メーカ様のサー
ビス作業の効率化が可能です。

iQ Care Remote4U プラットフォーム
iQ Care Remote4Uのプラットフォームを活用し、簡単に機械リモートサービスの導入が可能

リモートサービス
ゲートウェイ

ブロードバンド
ルータ

ユーザ様工場

機械メーカ様 コールセンター

三菱電機サービスセンター

プラットフォーム

アラーム発生

機械メーカ様が、iQ Care Remote4Uを活用したリモート
サービスを実施しているユーザ様は、CNCリモートサービ
スもご利用いただけます。

 CNCリモートサービス（ユーザ様向け）

ダッシュボード機能により、生産プロセスの改善・ランニングコスト低減に貢献
三菱電機数値制御装置が搭載された機械の稼働情報をリアルタイムで確認できます。
* 三菱電機放電加工機、レーザ加工機のダッシュボード機能とは仕様が異なります。

ダッシュボード機能*

ユーザ様 工場

リモートサービス
ゲートウェイ

市販のパソコン、スマートフォン、タブレットで、専
用ソフトをインストールすることなく、Webブラウ
ザを使ってアクセス可能です。（ID・パスワードの
入力が必要です）

外出先お客様 事務所

リモート診断機能
リモート診断機能により、保全性を向上
お客様の機械に搭載された三菱電機数値制御装置を当社のサービスセンターから遠隔
でサポートします。

iQ Care Remote4Uプラットフォームライセン
スを所持している機械メーカ様と契約すれば、機
械のリモート診断も可能です。

ブロードバンド
ルータ

プラットフォーム

ユーザ様 工場

リモートサービス
ゲートウェイ

ブロードバンド
ルータ

プラットフォーム

アラーム発生

機械メーカ様 コールセンター 三菱電機サービスセンター
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HMS Ewon Cosy シリーズ

Cosyシリーズ（リモートアクセスゲートウェイ）とTalk2M（クラウド接続サービス）に
より、世界のどこからでも三菱電機 FA機器にアクセスし、安全に設備・装置のトラブ
ルシューティングを行い、サポートコストの低減やダウンタイム削減を実現します。
排他的なアウトバウンド接続、2段階認証、接続監査証跡、物理的な外部キースイッ
チでのアクセス制御などにより、セキュアな接続が可能であり、ISO27001 および
ISECOM	STAR のセキュリティ認証を取得しております。
eCatcher（クライアントソフト）によるPCからの接続だけでなく、「eCatcher	
Mobile」をインストールした iOS、Android端末からも、MELSECやGOTにブラウ
ザでリモートアクセス可能です。また、制御盤への設置を想定し、DC24V入力・産業
用 EMC対応・広い動作温度範囲・DINレール取付等の産業用に適した仕様となっ
ています。

 リモートアクセスのイメージ

工場A

工場B

リモート作業

eCatcher

eCatcher Mobile
(iOS、Android対応)

Web、VNC、RDP

M2Web
クラウド接続サービス

アウトバウンド接続
ポート443 or 1194

スイッチ等による
物理アクセス制御

グローバルIP不要
Ewon Cosyシリーズ

Ewon Cosy
シリーズ

• 問題の早期発見  
• 迅速なトラブルシュート  
• 製造現場のKPIの把握

・ 様々な三菱電機FA製品にリモートアクセス可能

ネットワークカメラ

シーケンサ
192.168.3.39

シーケンサ
192.168.3.39

産業用PC MELIPC

シーケンサ表示器（GOT）

各種アプリケーションでリモートアクセス

IPアドレス/サブネットの重複が可能

 Ewon Cosy シリーズが製造現場から選ばれる理由

世界のどこでも繋がる
圧倒的なVPNサーバ数

VPN接続による
高いセキュア性能

経験豊富な充実した
メーカーサポート

産業現場に適した
堅牢な製品仕様

FAメーカーならではの
簡単なセットアップ

北米市場で6年連続
No.1の高い信頼性

 製品データ

リモートアクセス 
ゲートウェイ

Cosy

インターネット接続 有線 LAN Wi-Fi 3G*1 4G/LTE*1

製品型式 EC61330 EC6133C EC6133D EC6133F

共通仕様 RJ45×4（10/100Mbps）、USB×1、DI×2/DO×1、
定格：DC12-24V、動作温度範囲：−25 〜 70℃、DIN レール取付

*1	 3G/4Gモデルのアンテナは別売りです。

無償クラウドサービス *2

Talk2M Free ＋　　

登録デバイス数 無制限
登録ユーザ数 無制限
同時閲覧数 5
同時接続数 1
月間データ通信量 3GB
*2	 有償の Talk2M	Proもございます。

上位機種の産業用 IoT ゲートウェイ Flexy シリーズもラインアップ
Cosy のリモートアクセス機能に加え、遠隔地の製造現場のデータの収集と各クラウドサービスに
OPC UA や MQTT等で接続し、簡単に IIoT化を実現。

お問合せ先  HMS インダストリアルネットワークス株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 3-18-3 新横浜 KS ビル 6階
E-Mail：　jp-sales@hms.se
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Secomea SiteManager シリーズ

SiteManager（リモートアクセスゲートウェイ）とGateManager（中継M2M通信サー
バ）、LinkManager（クライアントソフト）により、三菱電機 FA機器にアクセスし、製造現
場の設備・装置をモニタリング、メンテナンスすることで、出張費、移動費を削減し、迅
速な対応が可能です。
排他的なアウトバウンド接続、SSL/TSLによる暗号化、証明書・SMSなどによる多要
素認証、機器ごとのアクセス権設定、監査ログ等によりセキュアな接続を実現します。
Secomea のソリューションはProtectEM社（ドイツの第三者機関）による安全性認証
および Industry4.0適合性認証を取得しています。また、SiteManager本体は頑丈な
アルミ製筐体で設計されているほか、SiteManager	Embedded（組み込みソフトウェ
ア）により産業用 PC	MELIPC等をゲートウェイとして機能させることができます。

 リモートアクセスのイメージ

リモート作業 工場A

工場B

SIM

SIM

LinkManager

LinkManager 
Mobile 産業用PC MELIPC ネットワークカメラ

シーケンサ
192.168.3.39

シーケンサ
192.168.3.39

産業用PC MELIPC

シーケンサ表示器（GOT）

M2M通信サーバ

Web、VNC、RDP

アウトバウンド接続
ポート80 or 443

SiteManager
グローバルIP不要

SiteManager
Embedded

GateManager

• 問題の早期発見  
• 迅速なトラブルシュート  
• 製造現場のKPIの把握

・ 様々な三菱電機FA製品にリモートアクセス可能

各種アプリケーションでリモートアクセス

IPアドレス/サブネットの重複が可能

 常時接続オプション「LogTunnel」ユースケース

SiteManagerを 2台対向させ、直感的な操作でセキュアな常時接続を確立し、FTPで定期的なログ収集を実現します。
クラウド/社内サーバ 工場

高速データロガーユニット シーケンサ シーケンサ

FTPクライアント

表示器（GOT）

FTPサーバ

SiteManager

SiteManager
Embedded

GateManager

クラウドや社内サーバにリアルタイムにデータ蓄積

FTPだけでなく、HTTP、OPC	UA、MQTT等、あらゆるプロトコルが利用でき、トレーサビリティシステムや SCADAシステム構築にも対応します。
また、常時接続と同時にLinkManager でのリモートアクセスによるFA機器のメンテナンスも可能です。

 ラインアップ

環境や利用用途に応じ様々なラインアップをご用意しており、ソフトウェア版の SiteManager	Embeddedを産業機器にインストールしてご利用いただくことも可能です。

SiteManager
11xx/33xx 

シリーズ

SiteManager
15xx/35xx 

シリーズ

SiteManager 
モデル番号

インターネット接続方法
LAN 3G/4G Wi-Fi

デバイス 
接続数

5 1129 1139 1149

10 1529 1539 1549

25 3329 3339 3349

100 3529 3539 3549

ハードウェア版の SiteManager に対し、SiteManager 
Embedded は、MELIPC等にインストールして、安全な
アクセスゲートウェイとして機能させることができるソフト
ウェアゲートウェイです。様々な OS で、シームレスにサー
ビスとしてバックグラウンドで実行されます。非常に軽くシ
ステムリソースをほとんど消費しません。

SiteManager

お問合せ先  兼松コミュニケーションズ株式会社 〒151-8601　東京都渋谷区代々木 3-22-7　新宿文化クイントビル３F
E-Mail：　m2m-info@kcs.ne.jp

41

パートナー製品紹介編



ご 採 用 に 際 し て の ご 注 意
この資料は、製品の代表的な特長機能を説明した資料です。使用上の制約事項、ユニット
の組合せによる制約事項などが全て記載されているわけではありません。
ご採用にあたりましては、必ず製品のマニュアルをお読みいただきますようお願い申し
上げます。
当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社製品の故障に起因するお客様
での機会損失、逸失利益、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、二次
損害、事故補償、当社製品以外への損傷およびその他の業務に対する保証については、
当社は責任を負いかねます。

 安全にお使いいただくために
 ●このカタログに記載された製品を正しくお使いいただくために、ご使用の前に必ず「マニュアル」
をお読みください。
 ●この製品は一般工業等を対象とした汎用品として製作されたもので、人命にかかわるような状
況下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたもので
はありません。
 ●この製品を原子力用、電力用、航空宇宙用、医療用、乗用移動体用の機器あるいはシス
テムなど特殊用途への適用をご検討の際には、当社の営業担当窓口までご照会ください。
 ●この製品は厳重な品質管理体制の下に製造しておりますが、この製品の故障により重大な
事故または損失の発生が予測される設備への適用に際しては、バックアップやフェールセーフ
機能をシステム的に設置してください。

FA-IT統合ソリューション	
e-F@ctory
L（名）16009

三菱電機	ACサーボシステム	
MELSERVO-J5
L（名）03178

三菱電機	グラフィックオペレーション	
ターミナルGOT2000シリーズ
L（名）08268

三菱電機	グラフィックオペレーション	
ターミナルGOT2000駆動機器（サー
ボ）連携ソリューション
L（名）08332

三菱電機	産業用ロボット	
MELFA	FRシリーズ
L（名）09092

三菱電機	産業用ロボット機能拡張	
オプション	MELFA	Smart	Plus
L（名）09099

三菱電機	e-F@ctory支援モジュール
E001JPN

FAアプリケーションパッケージ	
iQ	Monozukuri	回転機振動診断
L（名）16056

FAアプリケーションパッケージ	
iQ	Monozukuri	工作機械工具摩耗診断
L（名）16070

三菱電機	Edgecross対応	
ソフトウェア総合カタログ
L（名）16051

三菱電機	汎用シーケンサ	
MELSEC	iQ-Rシリーズ
L（名）08297

三菱電機	汎用シーケンサ	
システムレコーダ
L（名）08724

Microsoft、Windows、Azureは、米国Microsoft�Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
イーサネット、Ethernetは富士ゼロックス株式会社の登録商標です。
QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
その他、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。
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https://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/download/search.do?mode=catalog&kisyu=/got
https://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/download/search.do?mode=catalog&kisyu=/robot
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https://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/download/search.do?mode=catalog&kisyu=/plcr
https://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/download/search.do?mode=catalog&kisyu=/plcr


ご 採 用 に 際 し て の ご 注 意
この資料は、製品の代表的な特長機能を説明した資料です。使用上の制約事項、ユニット
の組合せによる制約事項などが全て記載されているわけではありません。
ご採用にあたりましては、必ず製品のマニュアルをお読みいただきますようお願い申し
上げます。
当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社製品の故障に起因するお客様
での機会損失、逸失利益、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、二次
損害、事故補償、当社製品以外への損傷およびその他の業務に対する保証については、
当社は責任を負いかねます。

 安全にお使いいただくために
 ●このカタログに記載された製品を正しくお使いいただくために、ご使用の前に必ず「マニュアル」
をお読みください。
 ●この製品は一般工業等を対象とした汎用品として製作されたもので、人命にかかわるような状
況下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたもので
はありません。
 ●この製品を原子力用、電力用、航空宇宙用、医療用、乗用移動体用の機器あるいはシス
テムなど特殊用途への適用をご検討の際には、当社の営業担当窓口までご照会ください。
 ●この製品は厳重な品質管理体制の下に製造しておりますが、この製品の故障により重大な
事故または損失の発生が予測される設備への適用に際しては、バックアップやフェールセーフ
機能をシステム的に設置してください。

三菱電機	汎用シーケンサ	
MELSEC	iQ-Rシリーズ		
電力計測ユニット
R015JPN

三菱電機	マイクロシーケンサ
MELSEC	iQ-Fシリーズ
L（名）08394

三菱電機	汎用インバータ	
FREQROL-E800
L（名）06130

三菱電機	産業用 PC	
MELIPCシリーズ	
L（名）08569

三菱電機	ファイバ二次元レーザ加工機		
GX-Fシリーズ
K-K02-8-CA315

三菱レーザ加工機リモートサービス	
iQ	Care	Remote4U
K-K02-6-C9801

三菱電機	放電加工機リモートサービス	
iQ	Care	Remote4U
K-K02-0-CA542

三菱電機	数値制御装置リモートサービス	
iQ	Care	Remote4U	
（工作機械メーカ様向け）
K-K02-8-CA298

三菱電機数値制御装置リモートサービス	
iQ	Care	Remote4U（ユーザ様向け）
K-K02-8-CA297

オープン統合ネットワーク
CC-Link	IE	TSN
L（名）08657

e-F@ctory Alliance

e-F@ctory はものづくりのあらゆる領域で、高度な技術と
豊富なノウハウをもった多彩なパートナーと連携。さまざま
な地域・分野で、お客様の課題に応じた最適なソリューショ
ンをご提供します。

▼三菱電機 FAサイト	e-F@ctory	Alliance ページ
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https://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/sols/efactory/alliance/index.html


〒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	 東京都台東区台東1-30-7（秋葉原アイマークビル）	··································································· （03）5812-1470
北海道支社	··················· 〒060-8693	 札幌市中央区北二条西4-1（北海道ビル）	················································································· （011）212-3794
東北支社	······················· 〒980-0013	 仙台市青葉区花京院1-1-20（花京院スクエア）	········································································· （022）216-4546
関越支社	······················· 〒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
新潟支店	······················· 〒950-8504	 新潟市中央区東大通1-4-1（マルタケビル4F）	··········································································· （025）241-7227
神奈川支社	··················· 〒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
北陸支社	······················· 〒920-0031	 金沢市広岡3-1-1（金沢パークビル）	··························································································· （076）233-5502
中部支社	······················· 〒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
豊田支店	······················· 〒471-0034	 豊田市小坂本町1-5-10（矢作豊田ビル）	··················································································· （0565）34-4112	
関西支社	······················· 〒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
中国支社	······················· 〒730-8657	 広島市中区中町7-32（ニッセイ広島ビル）	·················································································· （082）248-5348
四国支社	······················· 〒760-8654	 高松市寿町1-1-8（日本生命高松駅前ビル）	·············································································· （087）825-0055
九州支社	······················· 〒810-8686	 福岡市中央区天神2-12-1（天神ビル）	······················································································· （092）721-2247

電話技術相談窓口 	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 自動窓口案内
選択番号※7

自動窓口案内 052-712-
2444 ─

エッジコンピューティング製品
産業用PC	MELIPC

052-712-
2370※2 8Edgecross対応ソフトウェア

（MTConnectデータコレクタを除く）

シ
ー
ケ
ン
サ

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）

052-711-
5111 2➡2

MELSEC	iQ-F/FXシーケンサ全般 052-725-
2271※3 2➡1

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

052-712-
2578 2➡3

MELSOFTシーケンサ	
エンジニアリングソフトウェア

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

052-711-
0037 2➡2

MELSOFT		
統合エンジニアリング環境 MELSOFT	Navigator 052-799-

3591※2 2➡6
iQ	Sensor	Solution
MELSOFT		
通信支援ソフトウェアツール MELSOFT	MXシリーズ

052-712-
2370※2 2➡4MELSECパソコンボード Q80BDシリーズなど

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
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 2➡5
システムレコーダ

MELSEC計装/iQ-R/	
Q二重化

プロセスCPU/二重化機能
SIL2プロセスCPU	
（MELSEC	iQ-Rシリーズ） 052-712-

2830※2※3 2➡7プロセスCPU/二重化CPU	
（MELSEC-Qシリーズ）
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-

3079※2※3 2➡8
安全コントローラ（MELSEC-
WSシリーズ）

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 052-719-
4557※2※3 2➡9

FAセンサ	MELSENSOR
レーザ変位センサ

052-799-
9495※2 6ビジョンセンサ

コードリーダ

表示器	GOT
GOT2000/1000シリーズ 052-712-

2417
4➡1

MELSOFT	GTシリーズ 4➡2

対　象　機　種 電話番号 自動窓口案内
選択番号※7

SCADA	MC	Works64 052-712-
2962※2※6 ─

サーボ/位置決めユニット/	
モーションユニット/	
シンプルモーションユニット/	
モーションコントローラ/
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

MELSERVOシリーズ

052-712-
6607

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

シンプルモーションユニット
（MELSEC	iQ-R/iQ-F/Q/Lシリーズ） 1➡2

モーションCPU	
（MELSEC	iQ-R/Q/AnSシリーズ） 1➡1

センシングユニット
（MR-MTシリーズ） 1➡2

シンプルモーションボード/	
ポジションボード 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 052-722-
2182

3
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 ─

産業用ロボット MELFAシリーズ 052-721-
0100 5

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 ─

低圧開閉器
MS-Tシリーズ/MS-Nシリーズ 052-719-

4170 7➡2
US-Nシリーズ

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

052-719-
4559 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

052-719-
4556 7➡3

省エネ支援機器
EcoServer/E-Energy/	
検針システム/エネルギー計測
ユニット/B/NETなど

052-719-
4557※2※3 7➡4

小容量UPS（5kVA以下） FW-Sシリーズ/FW-Vシリーズ/	
FW-Aシリーズ/FW-Fシリーズ

052-799-
9489※2※6 7➡5

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 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）

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。

トータル保全ソリューション

L（名）16082-A　2102〈IP〉 2021年2月作成この印刷物は、2021年2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。
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