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三菱電機ACサーボシステム
MELSEC iQ-Rシリーズ モーションユニット RD78G
シンプルモーションモード

 シンプルモーションモードに対応
進化と継承を実現



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。 2021年に創立100周年を迎える三菱電機グループは、

これらからも変革を通して、新たな価値を創出してまいります。
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システムのパフォーマンスを最大化。
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シンプルモーションモードに対応し、進化と継承を実現

シンプルモーションモードはモーションユニットRD78GとサーボアンプMR-J5-Gを組み合わせて、従来のシンプルモーションユニット (RD77MS/
QD77MS) の使い勝手を実現した機能です。GX-Works3でシンプルモーションモードを設定することにより、位置決め制御と同期制御を簡単に
実現できます。

シンプルモーションモード対応モーションユニットRD78Gは、既存システムで使用しているMELSEC iQ-R/MELSEC-Qシリーズのプログラム、各種
ユニットなどの資産が活用できます。

 使い勝手の良いシンプルモーションモード

 既存製品でご使用のプログラム資産の活用が可能

［ポイントテーブル方式］
 ●シンプルモーションのポイントテーブルと同じです。
 ●既存のプロジェクトを活用できます。

［同期パラメータ］
 ●同期制御パラメータを設定して、起動するだけで同
期制御ができます。

Positioning Sync Control

M0 DX10

BUSY BUSY

MOVP K1

SET

U0¥G4300

Y10

M0

DX11

RST

CPUユニット

#2#1

No. 制御方式 指令速度運転
パターン

1 1: 連続 0: 1000 0: 1000 200000.0
μm
-200000.0
μm

20000.0
mm/min
10000.0
mm/min

0: 1000 0: 1000

0Bh: 
INC直線2

2 0: 終了 0Bh: 
INC直線2

加速時間
No.

減速時間
No.

位置決め
アドレス

ポイントテーブル

M100

MOVP H1F U0¥G36320

M100

MOVP H0 U0¥G36320

起動

停止

継承

継承

操作性

MR-J5-G
RD78GRD77MS

QD77MS
MR-J4-B
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[オープン総合ネットワークCC-Link IE TSNで接続]
 ●最大接続局数: 121台 (マスタ局を含む)
 ●伝送形式: ライン型、スター型、スター＋ライン型が可能
 ●サーボアンプ、リモートI/Oを接続可能
 ●IP対応通信機器を接続可能 (センサ、ビジョンセンサ)
 ●各ユニット間の時刻同期

 シンプルモーションモードの性能

1.7倍
250μs

444μsRD77MS4

RD78G4

最小演算周期

CC-Link IE TSN経由で高性能サーボアンプMR-J5-Gを接続でき、高速・高精度なモーション制御が可能です。

 ●最小指令通信周期31.25 μsと速度周波数応答3.5 kHzで、
高度なモーション制御に対応します。
 ●当社AI技術「Maisart」を活用し、ボールネジやベルト、ギアの劣化
状態を監視します。

 故障予兆を事前に察知して警告を出すことで、突然の故障による
装置停止を防ぎます。
 ●回転型サーボモータHKシリーズはバッテリレス絶対位置エンコー
ダを標準搭載して、メンテナンスコストを削減します。
 ●クイックチューニング、ワンタッチ調整などのサーボ調整機能が充実
しています。

 高性能サーボアンプMR-J5-Gを接続

バッテリ不要

切り離しも簡単
絶対位置保持

交換作業不要
購入 / 在庫不要

標準で対応
故障
予兆

故障
予兆

状態を監視して
サーボアンプが

機械故障の兆候を検知

Maisartは、Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technologyの略。
全ての機器をより賢くすることを目指した三菱電機のAI技術ブランド。

バッテリレス絶対位置エンコーダ標準搭載 機械診断 (予知保全)

先進性

先進性

保守性

サーボ調整機能

調整時間

要求性能

調整前
指令

クイックチューニング
ワンタッチ調整

クイックチューニング
自動調整で安定した
位置決め運転を実現SON

ワンタッチ調整
ワンタッチで高応答な
位置決めを実現

オーバシュート抑制

整定時間短縮
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ラインアップ

CC-Link IE TSN対応サーボアンプと組み合わせて高性能なサーボシステムを構築し、装置の性能アップに貢献します。

 ●位置決め制御はポイントテーブル方式、同期制御は同期パラメータの設定をして、簡単に運転ができます。
 ●CC-Link IE TSN経由でリモートI/O、インバータFR-A800-GNなどを接続でき、各ユニットの内容をCPUユニットで参照できます。
 ●RD78Gは安全CPU、MR-J5-G-RJと組み合わせて、安全通信ができます。
 ●機能安全に必要な2重化の配線を削減でき、省配線に貢献します。
 ●既存シンプルモーションユニットのプロジェクトを活用して、サーボアンプMR-J5-Gを駆動します。

モーションユニットRD78Gのファームウェア

シンプルモーションモードはモーションユニットのファームウェアバージョン16以降で対応します。
ファームウェアは三菱電機FAサイトよりダウンロードしてインストールできます。

三菱電機FAサイトより
ダウンロード

FX5-40SSC-G NEW  
FX5-80SSC-G NEW

 ●最大制御軸数: FX5-40SSC-G: 4軸/ユニット、 
 FX5-80SSC-G: 8軸/ユニット
 ●最小演算周期*1: 500 [μs]
 ●最大接続台数*2: 4台/システム
 ●接続サーボアンプ*3 MR-J5ｰG

*1. 最小演算周期は機種や制御軸数により異なります。
*2. モーションユニットとFX5-CCLGN-MS (マスタ局) 1台の合計です。
*3. MR-J5DｰG4は対応予定です。

RD78G4 
RD78G8 
RD78G16

 ●最大制御軸数： 
RD78G16　16軸/ユニット
 ●最小演算周期*1：250 [μs]
 ●接続サーボアンプ 
MR-J5ｰG  MR-J5DｰG4

モーションユニット

RD78G

FX5-SSC-G NEW

シンプルモーションモード Simple Motion

*モーションユニットRD78GはシンプルモーションモードとPLCopen®モーション制御FBモードがあり、どちらかを選択できます。

シンプルモーションモード

モーションユニットRD78Gの
ファームウェア

バージョン16以降
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性能

システム構成

シンプルモーションモードのモーションユニットでは最小
演算周期が従来比1.7～3.5倍になり、サーボアンプか
らのデータ、入出力信号の授受を高速にできます。その
結果タクトタイムの短縮に貢献します。

モーションユニットはCC-Link IE TSNのマスタ局の機能を搭載しています。*1

ネットワークのマスタ局として使用できるため、サーボアンプ、リモートI/O、IP通信対応機器などを接続でき、自由度の高いシステム構築が可能です。

回転型
サーボモータ

プロファイルモード

入出力ユニット

インバータ
FR-A800-GN

MR-J5-G

一般局*2　RD78G: 120台*6

IP通信対応機器*4IP通信対応機器*4

Ethernetスイッチ

インバータ*3
FR-E800-E

IP通信対応機器*4

回転型
サーボモータ

ダイレクト
ドライブモータ

MR-J5W3-G MR-J5-G-RJMR-J5W2-GMR-J5-G

リニア
サーボモータ

RD78GシーケンサCPU

モーション管理局　RD78G：最大16軸

USB
Ethernet

エンジニアリング環境

シーケンサエンジニアリングソフトウェア

MELSOFT GX Works3

*1. サブマスタ局、ローカル局、マルチマスタ構成、バックアップリストア機能は対応していません。
*2. 一般局はモーション管理局以外のCC-Link IE TSN接続するスレーブ局です。
*3. RD78GにFR-E800-Eを接続する時はCC-Link IE TSNの通信速度を100Mbpsにしてください。
*4. IP対応通信機器は一般局に含みません。
*5. 認証クラスBと認証クラスAが混在した場合、認証クラスBの機器は最大8台接続できます。 

認証クラスBと認証クラスAが混在した場合の注意事項はマニュアルを参照してください。
*6. RD78Gはモーション管理局、一般局を合わせて120台接続可能

RD77MS4

RD78G4

最小演算周期

250μs
1.7倍

444μs

QD77MS4

RD78G4 250μs
3.5倍

888μs
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プログラム

目標位置変更

シーケンスプログラムからポイントテーブル方式の位置決めデータを始動することにより、簡単に位置決め制御が可能です。
直線補間、2軸円弧補間、定寸送り、および連続軌跡など、豊富な制御で様々な用途に対応できます。

M0 DX10

BUSY BUSY

MOVP K1

SET

U0¥G4300

Y10

M0

DX11

RST

CPUユニット

ポイントテーブル
#2#1

No. 制御方式 指令速度運転
パターン

1 1: 連続 0: 1000 0: 1000 200000.0
μm
-200000.0
μm

20000.0
mm/min
10000.0
mm/min

0: 1000 0: 1000

0Bh: 
INC直線2

2 0: 終了 0Bh: 
INC直線2

加速時間
No.

減速時間
No.

位置決め
アドレス

100000.0
μm

200000.0μm #1

#2

移動中 (1軸直線制御) の目標位置を任意のタイミングで変更する機能です。次のラインへ移動中にビジョンシステムで製品の検査を行い、不良
品が発生した場合は不良品入れに変更できます。

目標位置変更要求

目標位置変更値
（アドレス）

目標位置変更値
（速度）

[タイムチャート]

3000

1000000

00

V

t

1正常時の搬送ルート
不良品入れにルート変更

良品の工程

不良品入れ

検査工程

位置決め制御

ポイントテーブル方式で簡単に位置決め制御が可能です。

 ●直線補間、2軸円弧補間、定寸送り、および連続軌跡など、豊富な制御で様々な用途に対応
できます。
 ●位置決めアドレス、速度などをシーケンスプログラムから設定して簡単に自動運転ができます。
 ●Mコード、スキップ、速度変更、目標位置変更などの充実した補助機能を装備しています。
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同期制御

ギア、シャフト、クラッチ、変速機、カムなどの機械機構をソフトウェアに置き換えた制御です。

 ●軸ごとに同期制御の始動、停止ができ、同期制御軸と位置決め制御軸の混在が可能です。
 ●入力軸に指令生成軸、サーボ入力軸、同期エンコーダ軸を設定できます。
 ●出力軸はカム動作になります。カム動作には直線動作、往復動作、送り動作があります。
 ●サーボアンプMR-J5-G(-RJ)/MR-J5W2-G経由でインクリメンタル同期エンコーダ*1を接続できます。

指令制御軸

*1. 絶対位置システムを構築する場合は、HKシリーズサーボモータのエンコーダを使用してください。

[指令生成軸とは]
指令生成のみを行う軸です。サーボアンプが接続された軸とは独立して制御することができます (制御軸にカウントされません) 。

始動／停止

パラメータ設定

出力軸ごとに同期制御パラメータを設定し、同期制御を始動します。
同期制御信号をオンすると、同期制御パラメータが解析され同期制御中となります。出力軸は入力軸の運転に同期して動作します。

M100

MOVP H1F U0¥G36320

M100

MOVP H0 U0¥G36320

同期制御始動

同期制御停止

同期制御パラメータに入力軸、出力軸、ギア、クラッチなどのパラ
メータを設定して、同期制御始動信号をオンするだけで、同期制
御を実行します。

カムデータ曲線をマウスでドラッグ＆ドロップして移動すると、マウスの
位置に合わせて曲線も変化します。
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補助機能

仮想サーボアンプ

一般局の読み書き

自動復列

マーク検出

サーボアンプを接続していなくても仮想的に (接続しているものとみ
なして) 動作します。仮想サーボアンプ軸を同期制御のサーボ入力
軸として使用することで、仮想的な入力指令で同期制御ができます。
また、サーボアンプ未接続の軸をシミュレーション動作させる用途にも
使用できます。

MR-J5-G
RD78G

仮想サーボアンプ

全軸を接続せずに立ち上げ

 ●モーション管理局以外のリモート局を一般局として入出力できます。
 ●マスタ局とリモート局間で1：1の交信ができます。
 ●シーケンサCPUでリモート局の信号を使ってプログラミングができ
ます。

印字機

モーション制御
(モーション管理局)

モーション制御
(モーション管理局)

I/O制御
(一般局)

I/O制御
(一般局)

RD78G

データの流れ

リモート機器
(リモート局)
入力ユニット

RX, RWr*1

出力ユニット

RY, RWw*1

モーションユニット
(マスタ局)

シーケンサCPU

RX, RWr

リンク
リフレッシュ

リンク
リフレッシュ

*1. リモート機器によっては、RX, RYはありません。

RY, RWw

デバイス

デバイス

データリンク異常により解列されたスレーブ局が正常になると、自動
的にネットワークに復列してデータリンクを再開する機能です。
システムの電源をオフできないラインや装置では、異常が発生した
場合、対象装置のみ電源をオフして部品を交換できます。

部品交換

異常発生箇所の電源だけをオフ

MR-J5-G
RD78G

交換部品以降のサーボアンプを
ネットワークに自動復列

サーボアンプへのトリガ入力を検出するタイミングで、任意のデータ
をラッチする機能です。
ラッチしたデータから補正量を計算して補助軸にて、補正します。

レジマーク

MR-J5-G

センサON

RD78G

10



シンプルモーションモードの性能アップだけでなく、MELSEC iQ-Rシリーズのシーケンサ、高性能サーボアンプ、CC-Link IE TSN経由のリモート
機器接続ができ、各ユニットのメリットを生かすことができます。

サーボアンプの機能を活用

RD78Gシンプルモーションモードへの置換えメリット

CC-Link IE TSN安全通信機能

 ●RD78Gは安全CPU、MR-J5-G-RJと組み合わせて、安全通信が
できます。
 ●安全信号をサーボアンプに直接配線する必要がありません。

RD78G

安全信号 安全信号

MR-J5-G-RJ

ライトカーテン 安全スイッチ

安全リモートI/O

機能安全対応
サーボモータ

機能安全対応
サーボモータ

安全CPU
MR-J5-G-RJ

CC-Link IE TSN経由
による安全通信

断線検知

サーボアンプの主回路電源の欠相を検知する入力欠相検知とサー
ボモータの電源欠相を検知する出力欠相検知の機能を装備しました。
過負荷などのアラームと区別可能なので復旧作業を短縮できます。
ドライブユニットMR-J5D-G4は出力欠相のみ対応しています。

入力欠相
三相

出力欠相

欠相アラーム

バッテリレス絶対位置エンコーダ標準搭載とモータ小型化の両立

バッテリレス絶対位置エンコーダを標準搭載しながら、従来機種
HG-KRシリーズと比べ小型化を実現。またフラット型もラインアップし
ました。

L

14.4 mm減

9.5 mm減

HG-KR13

HK-KT13W

HK-KT13UW

フラット型

サーボモータ
100 W

HG-KRシリーズ
モータ長 L: 82.4 mm

HK-KTシリーズ
バッテリレス
モータ長 L: 68.0 mm

HK-KTシリーズ
バッテリレス
モータ長 L: 58.5 mm

サーボアンプの安全監視機能

 ●MR-J5-G-RJはSTO/SS1/SS2/SOS/SBC/SLS/SSM/
SDI/SLI/SLTの安全監視機能*1に対応しています。
 ●機能安全対応サーボモータはサーボアンプの安全監視機能に必
要な位置や速度を、カテゴリ4PLeおよびSIL3の安全性レベルで
提供します。

サーボアンプ MR-J5-G-RJ

サーボモータ
機能安全対応
（HK-_WS）

回転型（HKシリーズ）、
リニア（LMシリーズ）、 

ダイレクトドライブ（TMシリーズ）
機能安全カテゴリ

（IEC/EN 61800-5-2）
Cat. 4 PL e, 

SIL 3
Cat. 3 PL d, 

SIL 2
Cat. 4 PL e, 

SIL 3
Cat. 3 PL d, 

SIL 2
STO 安全トルク遮断 ● ─ ● ─
SS1-t 安全停止1、時間制御 ● ─ ● ─
SS1-r *2 安全停止1、減速監視 ● ─ ─ ●
SS2-t *2 安全停止2、時間制御 ● ─ ─ ─
SS2-r *2 安全停止2、減速監視 ● ─ ─ ─
SOS *2 安全停止保持 ● ─ ─ ─
SBC 安全ブレーキ出力 ● ─ ● ─
SLS *2 安全速度制限 ● ─ ─ ●
SSM *2 安全速度範囲出力 ● ─ ─ ●
SDI *2 安全回転方向制限 ● ─ ─ ●
SLI *2 安全移動量制限 ● ─ ─ ─
SLT 安全トルク制限 ─ ● ─ ●
*1. 機能安全には各種制約があります。詳細については、MELSERVO-J5カタログ (L(名)03178) の1章「安

全監視機能」を参照してください。
*2. フルクローズド制御システムはSS1-r、SS2、SOS、SLS、SSM、SDIおよびSLIに対応していません。

サーボアンプのドライブレコーダ

MR-J5-GのドライブレコーダデータをIP通信で取得し、トラブルシュー
ト時間を短縮します。

記録時間
記録情報

ALM
EM1
RD
TLC
トルク

回転速度
溜りパルス

*MR Configurator2のグラフ波形イメージ

アラーム
発生

復旧運転 停止

容量の小さいサーボモータの駆動

サーボアンプの容量より小さいサーボモータを駆動可能となり、サーボ
アンプの予備品種類を削減できます。

サーボアンプ
400 W

サーボアンプ
400 W

サーボモータ
400 W

サーボモータ
400 W

サーボモータ
50 W

サーボモータ
150 W

サーボモータ
200 W

400 W以下の
サーボモータ駆動可同じ容量の

サーボモータ
のみ駆動可

サーボモータ
100 W

11



GX Works3は、プロジェクト作成とメンテナンス作業を容易にする機能を搭載しています。
GX Works3、容量選定、機種選定などのエンジニアリングツールを活用して、モーションユニット、サーボアンプ、サーボモータのパラメータ設定から
保守までのシーンをサポートします。

One Software, Many Possibilities　1つのソフトウェアに多くの可能性

GX Works3 シンプルモーションユニット設定

シーケンサの設計、保守を総合的にサポートするソフトウェアです。 モーションユニットのパラメータ設定からデバッグ、保守まで対応する
ソフトウェアです。

サーボセットアップソフトウェア MR Configurator2 容量選定 Motorizer

パソコンを用いて調整、モニタ表示、診断、パラメータの書込み/読
出しやテスト運転が簡単に行えます。
機械系の調整、最適制御、立上げ時間の短縮など、機能充実の立
上げ支援ツールです。

機械の機構や運転パターンを設定するだけで、最適なサーボモータ、
サーボアンプ、回生オプションを選定できます。

機種選定

エンコーダケーブルなど必要なオプションを含めてサーボアンプ、
サーボモータを選定できます。

シーケンサエンジニアリングソフトウェア

GX Works3
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システム設計 System DesignSystem DesignSystem Design

プログラミング (同期制御) ProgrammingProgrammingProgramming

プログラミング (位置決め) ProgrammingProgrammingProgramming

デバッグ/メンテナンス DebugDebugDebug  MaintenanceMaintenanceMaintenance

 ●ユニット構成
 ●ネットワーク構成
 ●サーボアンプのデータ設定
 ●リモートI/Oの設定

 ●同期制御パラメータ
 ●カムデータ作成、カムデータ一覧

 ●ラダー、SFC、FBD/LD言語でプログラミング
 ●位置決めデータ設定
 ●オフラインシミュレーション、指令速度の自動計算

 ●イベント履歴
 ●現在値履歴、始動履歴、軸モニタ
 ●サーボモニタ
 ●デジタルオシロ

エンジニアリング環境

GX Works3、容量設定、機種選定などのエンジニアリングツールを活用して、モーションユニット、サーボアンプ、サーボモータのパラメータ設定から
保守までのシーンをサポートします。

ユニット構成

同期パラメータ 軸モニタ

ネットワーク構成

カムデータ作成 デジタルオシロ

位置決めデータ設定

オフラインシミュレーション

指令速度の自動計算
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モーションユニット (シンプルモーションモード)
制御仕様

項目
仕様
RD78G

最大制御軸数 4軸、8軸、16軸

演算周期 (演算周期設定) [μs] 250, 500, 1000, 2000, 4000
補間機能 直線補間 (最大4軸)、2軸円弧補間、ヘリカル補間

制御方式 位置決め制御、軌跡制御 (直線、円弧、ヘリカル補間とも設定可)、速度制御、速度･トルク制御、同期制御、
押当て制御

加減速処理 台形加減速, S字加減速
補正機能 バックラッシュ補正、電子ギア、近傍通過

同期制御 同期エンコーダ入力、指令生成軸、カム、位相補正、カム自動生成

カム制御
カム登録数 (注1) 最大256個 (メモリ容量, カム分解能, 座標数による)
カムデータ形式 ストローク比データ形式、座標データ形式
カム自動生成 ロータリーカッター用カム自動生成

位置決め制御方式 ポイントテーブル方式
制御単位 mm, inch, degree, pulse

位置決めデータ数 600データ (位置決めデータNo.1～600)／軸 
(MELSOFT GX Works3で設定可能、シーケンスプログラムは1～600まで可能)

バックアップ パラメータ、位置決めデータ、ブロック始動データはフラッシュROMで保存可 (バッテリレス)

原点復帰 ドライバ原点復帰式 (注2)

位置決め制御

直線補間制御 (最大4軸 (注3)、(合成速度、基準軸速度))、定寸送り制御 (最大4軸)、
2軸円弧補間制御 (補助点指定、中⼼点指定)、ヘリカル補間制御、速度制御 (最大4軸)、
速度・位置切換え制御 (INCモード、ABSモード)、位置・速度切換え制御 (INCモード)、
現在値変更 (位置決めデータ指定、現在値変更用始動番号指定)
NOP命令、JUMP命令 (条件付き、無条件)、LOOP、LEND、
高度な位置決め (ブロック始動、条件始動、ウェイト始動、同時始動、繰り返し始動)

手動制御 JOG 運転、インチング運転、
手動パルサ運転 (1台接続可能 (インクリメンタル)、単位倍率: 1～10000倍、CPU経由 (バッファメモリ))

速度・トルク制御 位置ループを含まない速度制御、トルク制御、押当て制御
絶対位置システム あり

同期エンコーダ運転機能 サーボアンプの制御軸数分 (サーボアンプ経由、CPU経由)

速度制限 速度制限値、JOG速度制限値
トルク制限機能 トルク制限値同一指定、トルク制限値個別指定
緊急停止 バッファメモリ経由、有効／無効の切換え機能あり
ソフトウェアストロークリミット機能 送り現在値で可動範囲チェック、送り機械値で可動範囲チェック
ハードウェアストロークリミット機能 あり
速度変更 あり
オーバライド 0～300 %
加減速時間変更 あり
トルク制限値変更 あり
目標位置変更 目標位置のアドレス、目標位置への速度の変更が可能
Mコード出力機能 WITHモード/AFTERモード

その他機能
ステップ機能 減速単位ステップ、データNo. 単位ステップ
スキップ機能 CPU経由、外部指令信号経由

パラメータ初期化機能 あり
外部入力信号設定機能 CPU経由、サーボアンプ経由
マーク検出機能 常時検出モード、指定回数モード、リングバッファモード

マーク検出信号 サーボアンプの制御軸数分
マーク検出設定 16設定

任意データモニタ機能 最大4点／軸
自動復列 あり

デジタルオシロ機能 ビットデータ16CH、ワードデータ16CH (注4)

注)   1. カム登録数はメモリ容量、カム分解能、座標数により変化します。
2. ドライバ (サーボアンプ) に設定された原点復帰方式を使用します。
3. 4軸直線補間制御は基準軸速度のみ有効です。
4. ワード8CH、ビット8CHまでのデータをリアルタイム波形表示可能です。
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シンプルモーションユニットの仕様 (RD77MS,QD77MS)

項目
仕様
RD77MS QD77MS

最大制御軸数 2軸 、4軸、8軸、16軸 2軸 、4軸､16軸 
(2軸、4軸はバッファメモリが4軸配置)

演算周期 (演算周期設定) [μs] 444,  888, 1777, 3555 888, 1777
補間機能 直線補間 (最大4軸)、2軸円弧補間、ヘリカル補間 直線補間（最大4 軸）, 2 軸円弧補間

制御方式 位置決め制御、軌跡制御 (直線、円弧、ヘリカル補間とも設定可)、速度制御、速度･トルク制御、同期制御、
押当て制御

加減速処理 台形加減速, S字加減速
補正機能 バックラッシュ補正、電子ギア、近傍通過

同期制御 同期エンコーダ入力、カム、位相補正、カム自動生成 同期エンコーダ入力、指令生成軸、カム、位相補正、
カム自動生成

カム制御
カム登録数 最大256個 (メモリ容量, カム分解能, 座標数による)
カムデータ形式 ストローク比データ形式、座標データ形式
カム自動生成 ロータリーカッター用カム自動生成

位置決め制御方式 ポイントテーブル方式
制御単位 mm, inch, degree, pulse

位置決めデータ数
600データ (位置決めデータNo.1～600)／軸 
(MELSOFT GX Works3で設定可能、シーケンスプ
ログラムは1～100まで可能)

600 データ（位置決めデータNo.1 ～ 600）／軸
(MELSOFT GX Works2で設定可能、シーケンサプログラム
は1～100、QD77MS2/QD77MS4では1～600まで可能)

バックアップ パラメータ、位置決めデータ、ブロック始動データはフラッシュROMで保存可 (バッテリレス)

原点復帰 近点ドグ式, カウント式1, カウント式2, データセット式,
スケール原点信号検出式,  ドライバ原点復帰式 (注1)

近点ドグ式, カウント式1, カウント式2, データセット式, 
スケール原点信号検出式

位置決め制御

直線補間制御 (最大4軸 (注2)、(合成速度、基準軸速度))、定寸送り制御 (最大4軸)、
2軸円弧補間制御 (補助点指定、中⼼点指定)、ヘリカル補間制御、速度制御 (最大4軸)、
速度・位置切換え制御 (INCモード、ABSモード)、位置・速度切換え制御 (INCモード)、
現在値変更 (位置決めデータ指定、現在値変更用始動番号指定)
NOP命令、JUMP命令 (条件付き、無条件)、LOOP、LEND、
高度な位置決め (ブロック始動、条件始動、ウェイト始動、同時始動、繰り返し始動)

手動制御 JOG 運転、インチング運転、
手動パルサ運転 (1台接続可能 (インクリメンタル)、単位倍率: 1～10000倍、内蔵インタフェース )

速度・トルク制御 位置ループを含まない速度制御、トルク制御、押当て制御
絶対位置システム サーボアンプにバッテリ装着にて対応可能

同期エンコーダ運転機能 最大4CH
内蔵インタフェース 、CPU経由（バッファメモリ）、サーボアンプ経由

速度制限 速度制限値、JOG速度制限値
トルク制限機能 トルク制限値同一指定、トルク制限値個別指定
緊急停止 内蔵インタフェース 、バッファメモリ経由、有効／無効の切換え機能あり
ソフトウェアストロークリミット機能 送り現在値で可動範囲チェック、送り機械値で可動範囲チェック
ハードウェアストロークリミット機能 あり
速度変更 あり
オーバライド 0～300 % 1～300％
加減速時間変更 あり
トルク制限値変更 あり
目標位置変更 目標位置のアドレス、目標位置への速度の変更が可能
Mコード出力機能 WITHモード/AFTERモード

その他機能
ステップ機能 減速単位ステップ、データNo. 単位ステップ
スキップ機能 CPU経由、外部指令信号経由

パラメータ初期化機能 あり
外部入力信号設定機能 内蔵インタフェース 、CPU経由（バッファメモリ）、サーボアンプ経由
マーク検出機能 常時検出モード、指定回数モード、リングバッファモード

マーク検出信号 20 4 (QD77MS2は2点)
マーク検出設定 16設定 16設定 (QD77MS4/QD77MS2は4点)

任意データモニタ機能 最大4点／軸
自動復列 SSCNET通信の切断／再接続で対応

デジタルオシロ機能 ビットデータ16CH、ワードデータ16CH (注3)
ビットデータ16CH、ワードデータ16CH (注3)

(QD77MS4,QD77MS2はビットデータ8CH、
ワードデータ4CH)

注)   1. ドライバ (サーボアンプ) に設定された原点復帰方式を使用します。
2. 4軸直線補間制御は基準軸速度のみ有効です。
3. ワード8CH、ビット8CH までのデータをリアルタイム波形表示可能です。

 : RD78Gと違いがある項目
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同期制御仕様
同期制御

項目
設定可能数
RD78G4 RD78G8 RD78G16

サーボ入力軸  [軸／ユニット] 4 8 16
同期エンコーダ入力軸  [軸／ユニット] 4 8 16
指令生成軸 [軸／ユニット] 4 8 16
主軸合成ギア  [軸／ユニット] 1
主軸メイン入力軸  [個／出力軸] 1
主軸サブ入力軸  [個／出力軸] 1
主軸ギア  [個／出力軸] 1
主軸クラッチ  [個／出力軸] 1
補助軸  [個／出力軸] 1
補助軸ギア  [個／出力軸] 1
補助軸クラッチ  [個／出力軸] 1
補助軸合成ギア  [個／出力軸] 1
変速機  [個／出力軸] 1
出力軸（カム軸）  [軸／ユニット] 4 8 16

カム制御

項目
仕様
RD78G4 RD78G8 RD78G16

メモリ容量 カム保存エリア 256 kバイト
カム展開エリア 1 Mバイト

最大登録数 256個
コメント カムデータごとに最大32文字 (半角)

カムデータ

ストローク比
データ形式

最大カム
登録数

カム分解能 256 512 1024 2048 4096 8192 16384 32768
RD78G 256 128 64 32 16 8 4 2

ストローク比 －214.7483648 ～ 214.7483647 [%]

座標
データ形式

最大カム
登録数

カム分解能 128 256 512 1024 2048 4096 8192 16384 32768 65535
RD78G 256 128 64 32 16 8 4 2 - -

座標データ 入力値：0 ～ 2147483647　出力値：－2147483648 ～ 2147483647
カム自動生成 ロータリーカッター用カム

■紹介品

手動パルス発生器
弊社にて動作確認を実施した手動パルス発生器です。詳細はメーカにお問い合わせください。
品名 形名 内容 メーカ

手動パルス発生器 (注1) RE46A2CO2B 1回転パルス数：25pulse/rev (4逓倍後で100pulse/rev) 東京測定器材株式会社

注)   1. 手動パルス発生器はCPUユニット、高速パルス入出力ユニットに接続します。詳細は、ユーザーズマニュアル、および各製品のマニュアルを参照してください。
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モーションユニット
CC-Link IE TSNネットワーク

項目
モーションユニット
シンプルモーションモード
RD78G

通信速度 [bps] 1G/100M (注1)

1ネットワーク最大接続局数 121台 (マスタ局を含む)

接続ケーブル
Ethernetケーブル 
(カテゴリ5e以上、二重シールド付・STP) 
ストレートケーブル

最大局間距離 [m] 100
最大ネットワーク数 239
伝送路形式 (注2) ライン型、スター型、ライン + スター型
通信方式 時分割方式
トランジェント伝送容量 最大1920バイト
1ネットワークあたりの最大リンク点数
RX/RY 16K点
RWr/RWw 8K点
１局あたりの最大リンク点数
RX/RY 16K点
RWr/RWw 8K点
安全通信
1ネットワークあたりの最大安全コネクション数 1814コネクション
1台あたりの最大安全コネクション数 120コネクション

1安全コネクションあたりの最大安全リンク点数 8ワード
(入力8ワード、出力8ワード)

注)   1. 1Gbps対応機器と100Mbps対応機器の混在接続はできません。
2. スター型に使用するHUBはClass Bのスイッチングハブを使用してください。

[接続上の注意事項]
Class Aのリモート局はClass Bのリモート局の後ろに接続してください。

認証Class
CC‐Link IE TSNでは、機器 (ノード) およびスイッチの機能・性能に応じて認証Classを設けています。認証ClassにはAとBがあります。各製品の
認証Classについては、CC-Link協会のホームページ、または各製品のカタログやマニュアルなどでご確認ください。また、ご使用される製品の認証
Classによって、使用できる機能・システム構成が異なってきます。例えば、高速なモーション制御システムを構築する場合は、認証Class Bに対応し
た製品が必要となります。なお、Class BとClass Aの機器を混在するなど、システム構築の詳細についてはマスタ製品のマニュアルなどでご確認く
ださい。

システム構成

Class B

Class B

Class A Class A Class A Class A

Class B

リモート局 リモート局リモート局リモート局

Ethernet
スイッチ

リモート局 リモート局

Class A

同期精度±1µs以下
のシステム範囲

同期精度±1µs以上
のシステム範囲

マスタ局 ローカル局 リモート局

Class B Class B

 ●接続する機器とスイッチの認証Classの組合せによって、システムの同期精度が異なります
 ●高精度同期±1µs以下のシステムを実現する場合、Class Bの機器をご使用ください
 ●Class Bの機器をスター型で配線する場合、Class BのEthernetスイッチをご使用ください
 ●高精度同期±1µs以下のシステムにClass Aの機器を使用する場合、Class Aの機器はClass Bの機器から分岐した先に接続してください。その
他システム構築の詳細については、マスタ製品のマニュアルなどでご確認ください
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エンジニアリングソフトウェア
MELSOFT GX Works3動作環境 (注1)

項目 内容

OS
Microsoft® Windows® 10 (Home, Pro, Enterprise, Education, IoT Enterprise 2016 LTSB (注2)) (64ビット/32ビット)
Microsoft® Windows® 8.1 (64ビット/32ビット), Microsoft® Windows® 8.1 (Enterprise, Pro) (64ビット/32ビット)
Microsoft® Windows® 7 (Enterprise, Ultimate, Professional, Home Premium) (64ビット/32ビット)

パーソナルコンピュータ本体 Windows® が動作するパーソナルコンピュータ
CPU インテル®Core™ 2 Duo 2 GHz以上推奨
必要メモリ 2 GB以上推奨 (64ビット版の場合) 1 GB以上推奨 (32ビット版の場合)

ハードディスク空き容量 インストール時: HDの空き容量17 GB以上
動作時: 仮想メモリの空き容量512 MB以上

ディスクドライブ DVD-ROM対応ディスクドライブ
ディスプレイ 解像度1024 × 768 ドット以上
注)   1. 動作環境の注意事項や制約条件は、インストール手順書を参照してください。

2. 32ビットには対応していません。

エンジニアリングソフトウェア一覧
項目 形名 内容

MELSOFT GX Works3
SW1DND-GXW3-J ・   シーケンサエンジニアリングソフトウェア 

[MELSOFT GX Works3 (注2) (マルチ言語版 (注3))、GX Works2、 
GX Developer、PX Developer]

・ MITSUBISHI ELECTRIC FA Library

DVD-ROM版

SW1DND-GXW3-E DVD-ROM版

MELSOFT iQ Works

SW2DND-IQWK-J (注1)

FAエンジニアリングソフトウェア (注4)

・   システム管理ソフトウェア [MELSOFT Navigator]
・   シーケンサエンジニアリングソフトウェア 

[MELSOFT GX Works3 (注2) (マルチ言語版 (注3))、GX Works2、 
GX Developer、PX Developer]

・   モーションコントローラエンジニアリングソフトウェア 
[MELSOFT MT Works2]

・   表示器画面作成ソフトウェア [MELSOFT GT Works3]
・   ロボットプログラミングソフトウェア [MELSOFT RT ToolBox3 (注5)]
・   インバータセットアップソフトウェア [MELSOFT FR Configurator2]
・   MITSUBISHI ELECTRIC FA Library

DVD-ROM版

SW2DND-IQWK-E (注1) DVD-ROM版

注)   1. 従来機種 (SW1DN□-IQWK-J/E) をお持ちの方は、MELSOFT NavigatorおよびMELSOFT GX Works3のFAサイトからのアップデートはできませんので、グレードアップ版をお求めください。
詳細は、当社の営業窓口にお問合せください。

2. MELSOFT GX Works3はバージョン1.075D以降、MR Configurator2はバージョン1.100E以降で対応。
3. MELSOFT GX Works3は、日本語、英語、中国語 (簡体字) を切り替えできます。
4. 各ソフトウェアの対応機種については、各製品のマニュアルを参照してください。
5. iQ WorksのプロダクトIDを使用した場合、RT ToolBox3 mini (簡易版) がインストールされます。RT ToolBox3 (シミュレーション機能付) が必要な場合、RT ToolBox3のプロダクトIDを購入

してください。

モーションユニット
ユニット仕様　RD78G
項目 RD78G

最大制御軸数
RD78G4: 4軸
RD78G8: 8軸
RD78G16: 16軸

最大接続局数 121局 (マスタ局を含む)
サーボアンプ接続方式 CC-Link IE TSN
CC-Link IE TSN認証Class B
最大局間距離 [m] 100
周辺装置インタフェース CPUユニット経由 (USB, Ethernet)
拡張メモリ SDメモリカード
CC-Link IE TSN系統数 1ポート
入出力占有点数 32点
ユニット占有スロット数 1スロット
DC5 V内部消費電流 [A] 1.93
質量 [kg] 0.26
外形寸法 [mm] 106.0 (H) × 27.8 (W) × 110.0 (D)

外形寸法図　RD78G4/RD78G8/RD78G16

98
4

110

10
6

27.8

[単位: mm]
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教育機関向けにアカデミック価格品をご用意しています。詳細については、営業窓口にお問合せください。

サイトライセンスの考え方
サイトライセンス品を1つご購入いただくことで、同一法人、同一事業所内であれば、人数に制限なくご使用いただけます。
追加のライセンス料を気にする必要はありません。

ソフトウェアをインストール 
するコンピュータの 
台数も無制限

担当B担当A 担当C 担当C

OK

OK

事務所

現場
インストール用 
メディア1組

プロダクトID 
1個

人数無制限
(同一法人・同一事業所内)

サイトライセンス品

 ●サーボシステムコントローラ
品名 形名 用途 適用海外規格 標準価格 (円)

モーションユニット (注1)

RD78G4 最大制御軸数4軸　CC-Link IE TSN マスタ局 CE, UL, KC 170,000
RD78G8 最大制御軸数8軸　CC-Link IE TSN マスタ局 CE, UL, KC 220,000
RD78G16 最大制御軸数16軸　CC-Link IE TSN マスタ局 CE, UL, KC 260,000

注)   1. シンプルモーションモードはモーションユニットのファームウェアのバージョン16以降で対応します。
 モーションユニットのファームウェアは三菱電機FAサイトよりダウンロードしてインストールできます。

 ●エンジニアリングソフトウェア
品名 形名 用途 標準価格 (円)

MELSOFT iQ Works SW2DND-IQWK-J (注1) FAエンジニアリングソフトウェア 日本語版 220,000
SW2DND-IQWK-E (注1) FAエンジニアリングソフトウェア 英語版 220,000

MELSOFT GX Works3 SW1DND-GXW3-J シーケンサエンジニアリングソフトウェア 日本語版 150,000
SW1DND-GXW3-E シーケンサエンジニアリングソフトウェア 英語版 150,000

注)   1. 従来機種 (SW1DN□-IQWK-J/E) をお持ちの方は、MELSOFT NavigatorおよびMELSOFT GX Works3の三菱電機FAサイ トからのアップデートはできませんので、グレードアップ版をお
求めください。

 ●サイトライセンス形名と標準価格一覧 (注1)

品名 形名 用途 標準価格 (円)
MELSOFT iQ Works SW2DND-IQWK-JC FAエンジニアリングソフトウェア 日本語 220,000
MELSOFT GX Works3 SW1DND-GXW3-JC シーケンサエンジニアリングソフトウェア 日本語版 150,000
注)   1. サイトライセンスと通常ライセンスの標準価格が同一になりましたので、サイトライセンスの購入をご検討ください。



 

SMART FACTORY
生産性向上 フレキシビリティ メンテナンス性向上品質向上

■ ITシステム融合

■ オープン性

■ 高速・時刻同期

■ ネットワーク統合

MITSUBISHIELECTRIC
CNC C80

データ1次処理・分析 情報連携処理

コントローラ
製品群

センサ
製品群

省エネ
製品群

駆動
製品群

メカトロニクス
製品群

エッジコンピューティング製品群

since2003

販売・物流
サービス

運用・保守製品設計 工程設計

調達
生産製造

サプライチェーン

エンジニアリング
チェーン

MES
SCADA

SCM
シミュレータ

ERP
CAD/CAM

ITシステム

エッジコンピューティング

生産現場

e-F@ctory ソリューション

FA統合ソリューション「e-F@ctory」は、工場全体のシームレス通信によって生産性を高め、保守・運用のコスト削減を実現します。FA技術とIT技術を
活用し、改善活動の支援、サプライチェーンの最適化を図り、トータルコストを削減するソリューションを提案します。
今日の生産現場では、次世代スマート工場の実現に向けて、生産設備や予防保全に必要なデータなどといった情報通信とリアルタイム性が求められ
る制御通信の混在を可能とする高速・大容量ネットワークが必要とされています。e-F@ctoryでは、CC-Link IE TSNを活用することでITシステム-FAシ
ステムを統合し、開発・生産・保守の全般にわたるトータルコスト削減に貢献します。

三菱電機ソリューション
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で手に入れよう
三菱電機 e-Manual

iOS版 Android™版Windows®版
「三菱電機FAサイト」からダウンロード

三菱電機FAサイト

Webで、知る、調べる、学習する…。
三菱電機FAサイトが、FA機器についての疑問をスピーディに解消します。

e-Manual Viewerは、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。
欲しい情報を素早く検索でき、製品導入やトラブルシュートにかかる時間を削減します。

[特長]

 ●最新マニュアルをその場で簡単にダウンロード
 ●探したい情報を、マニュアル横断でスピーディに検索
 ●製品のハードウェア仕様などを、イラストから直感的に検索
 ●本文中にノウハウ情報などを自由にメモでき、マニュアルをカスタ
マイズ

 ●ドキュメント共有機能により、複数人で最新マニュアルやノウハウ
などを共有可能
 ●マニュアル記載のプログラム例を直接エンジニアリングツールへ
コピー可能
 ●一度ダウンロードしたe-Manualは、オフラインで使用可能

FA機器のあらゆる情報がここに集約

必要な情報を素早く、確実に e-Manual Viewer

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機器のさまざまな情報
を満載し、全ての三菱電機FA機器ユーザーを、強力にサポートします。

充実したコンテンツ

製品情報
詳しい製品仕様など実務者向けの情報を
掲載。

用途・導入事例
テーマや業界、工程など用途別にご紹介す
る用途事例や実際にFA製品を導入された
ユーザー企業様の声をご紹介する導入事例
を掲載。

ソリューション
三菱電機FA統合ソリューション e-F@ctory 
やテーマ別のソリューションを掲載。

イベント・キャンペーン情報
期間限定の製品キャンペーンなど、お得な
情報を掲載。

三菱電機FAサイトホームページ URL

www.MitsubishiElectric.co.jp/fa
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サーボシステムコントローラ

保証について
1. 無償保証期間と無償保証範囲

無償保証期間中に、製品に当社側の責任による故障や瑕疵 (以下併せ
て「故障」と呼びます) が発生した場合、当社はお買い上げいただきました
販売店または当社サービス会社を通じて、無償で製品を修理させていただ
きます。

ただし、国内および海外における出張修理が必要な場合は、技術者派
遣に要する実費を申し受けます。また、故障ユニットの取替えに伴う現地再
調整・試運転は当社責務外とさせていただきます。

【無償保証期間】
製品の無償保証期間は、お客様にてご購入後またはご指定場所に納入

後36ヶ月とさせていただきます。
ただし、当社製品出荷後の流通期間を最長6ヶ月として、製造から42ヶ月を

無償保証期間の上限とさせていただきます。また、修理品の無償保証期間は、
修理前の無償保証期間を超えて長くなることはありません。

【無償保証範囲】
(1) 一次故障診断は、原則として貴社にて実施をお願い致します。  

ただし、貴社要請により当社、または当社サービス網がこの業務を有
償にて代行することができます。  
この場合、故障原因が当社側にある場合は無償と致します。

(2) 使用状態・使用方法、および使用環境などが、取扱説明書、ユーザー
ズマニュアル、製品本体注意ラベルなどに記載された条 件・注意事項
などにしたがった正常な状態で使用されている場合に限定させていた
だきます。

(3) 無償保証期間内であっても、以下の場合には有償修理とさせ ていただ
きます。
① お客様における不適切な保管や取扱い、不注意、過失などにより生じ

た故障およびお客様のハードウェアまたはソフトウェア設計内容に
起因した故障。

② お客様にて当社の了解なく製品に改造などの手を加えたことに起因
する故障。

③ 当社製品がお客様の機器に組み込まれて使用された場合、お客様の
機器が受けている法的規制による安全装置または業界の通念上備え
られているべきと判断される機能・構造などを備えていれば回避で
きたと認められる故障。

④ 取扱説明書などに指定された消耗部品が正常に保守・交換されて
いれば防げたと認められる故障。

⑤ 消耗部品 (バッテリ、ファン、平滑コンデンサなど) の交換。
⑥ 火災、異常電圧などの不可抗力による外部要因および地震、雷、風

水害などの天変地異による故障。
⑦ 当社出荷当時の科学技術の水準では予見できなかった事由による

故障。
⑧ その他、当社の責任外の場合またはお客様が当社責任外と認めた

故障。

2. 生産中止後の有償修理期間
(1) 当社が有償にて製品修理を受け付けることができる期間は、その製品

の生産中止後7年間です。生産中止に関しましては、当社セールスと
サービスなどにて報じさせていただきます。

(2) 生産中止後の製品供給 (補用品を含む) はできません。

3. 海外でのサービス
海外においては、当社の各地域FAセンターで修理受付をさせていただ

きます。ただし、各FAセンターでの修理条件などが異なる場合があります
のでご了承ください。

4. 機会損失、二次損失などへの保証責務の除外
無償保証期間の内外を問わず、以下については当社責務外とさせてい

ただきます。
(1) 当社の責に帰すことができない事由から生じた障害。
(2) 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。
(3) 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。
(4) お客様による交換作業、現地機械設備の再調整、立上げ試運転その

他の業務に対する補償。

5. 製品仕様の変更
カタログ、マニュアルもしくは技術資料などに記載の仕様は、お断りなし

に変更させていただく場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

6. 製品の適用について
(1) 当社モーションユニットをご使用いただくにあたりましては、万一モーショ

ンユニットに故障・不具合などが発生した場合でも重大な事故にいた
らない用途であること、および故障・不具合発生時にはバックアップ
やフェールセーフ機能が機器外部でシステム的に実施されていること
をご使用の条件とさせていただきます。

(2) 当社モーションユニットは、一般工業などへの用途を対象とした汎用品
として設計・製作されています。  
したがいまして、各電力会社殿の原子力発電所およびその他発電所
向けなどの公共への影響が大きい用途や、鉄道各社殿および官公庁
殿向けの用途などで、特別品質保証体制をご要求になる用途には、
モーションユニットの適用を除外させていただきます。  
また、航空、医療、鉄道、燃焼・燃料装置、有人搬送装置、娯楽機械、
安全機械など人命や財産に大きな影響が予測される用途へのご使用
についても、当社モーションユニットの適用を除外させていただきます。 
ただし、これらの用途であっても、使途を限定して特別な品質をご要求
されないことをお客様にご了承いただく場合には、適用可否について
検討致しますので当社窓口へご相談ください。

Android と Google Play は、Google Inc. の登録商標または商標です。
Apple, iPad, iPad Air, iPad mini, App Store は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
Microsoft, Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
e-F@ctory は三菱電機株式会社の商標または登録商標です。
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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YOUR SOLUTION PARTNER

Automation solutions

生産現場で、最も信頼される
ブランドを目指して

低圧配電制御機器

高圧配電制御機器

電力管理機器

シーケンサ、産業用ＰＣ、ＦＡセンサ

駆動機器

表示器（HMI）

数値制御装置 (CNC)

産業用・協働ロボット

加工機

変圧器、太陽光発電、EDS

三菱電機は、コンポーネントから加工機まで、
幅広いFA（Factory Automation）事業を
展開しています。さまざまな分野の生産シス
テムを支援し、生産性向上と品質向上の実現を
目指しています。そして開発から製造、品質
管理まで一貫した体制で、お客様のニーズを
いち早く取り込み、ご満足いただける製品づく
りに取り組んでいます。

さらに、世界中で三菱電機独自の、グローバル
ネットワークを駆使し、確かな技術と安心の
サポートをご提供しています。三菱電機のFA
事業は、常にお客様との密接なコミュニケー
ションに基づき、最先端のFAソリューションを
ご提案し、世界のものづくりに貢献していきます。

三菱電機は、シーケンサやＡＣサーボを始めとするＦＡ機器からCNC、放電加工機など産業メカトロニ
クス製品まで、幅広いFA製品をお届けしています。



〒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）5812-1430
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）212-3793
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）	················································································ （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）224-2623
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）565-3326
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）6486-4120
中国支社	······················· 〒730-8657	 広島市中区中町7-32（ニッセイ広島ビル）	·················································································· （082）248-5445
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）721-2251

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	

（NC	Machine	Tool	Optimizer	
などのNC関連製品を除く）

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/
高速データコミュニケーションユニット/OPC	UAサーバユニット 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

SCADA	GENESIS64™ 052-712-
2962※2※6 —

対　象　機　種 電話番号 自動窓口案内
選択番号※7

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/iQ-Fシリーズ） 1➡1

モーションソフトウェア 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※10

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※10

電力管理用計器/省エネ支援機器/小容量UPS（5kVA以下） 084-926-8340※10

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）
※10 ：  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）、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）のFAX技術相談窓口は2021年
12月末をもってサービスを終了いたします。お問合せについては、三菱電機FAサイトの 

「仕様・機能に関するお問い合わせ」をご利用ください。 
三菱電機の「FAトップ▶お問い合わせ▶仕様・機能▶ウェブサイトからのお問い合わせ」
からご利用いただけます。

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。

三菱電機ACサーボシステム MELSEC iQ-Rモーションユニット
シンプルモーションモードリーフレット

この印刷物は、2021年5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。L（名）03197-A　2105〈IP〉 2021年5月作成


