
表 題 RV-6SD/6SDLからRV-7FR-D/7FRL-Dへの置換えに関する注意事項

摘要機種 RV-6SD, RV-6SDL 
RV-7FR-D, RV-7FRL-D

三菱電機産業用ロボットＭＥＬＦＡに格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

本紙では、垂直多関節型ロボットRV-6SD/6SDLからRV-7FR-D,RV-7FRL-Dに置換えを行う
場合の注意事項について詳細に説明します。
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Changes for the Better



機種 コントローラ

RV-7FR-D CR800-07VD

RV-7FRL-D CR800-07VD

機種 コントローラ

RV-6SD CR2DA-711, CR3D-711M

RV-6SDL CR2DA-711, CR3D-711M

１．機種構成（置換え対応機種）

RV-6S/RV-6SL/RV-6SD/6SDL/6SQ/6SQLJをRV-7F-D/Q，RV-7FL-D/Qに置換える場合の対応機種、接続コントローラを下記に示します。

RV-6SD/6SDL→RV-7FR-D, RV-7FRL-Dへの置換えに関する注意事項

(2/8)

三菱電機産業用ロボット ＭＥＬＦＡテクニカルニュース No.BFP-A6079-0213-*

2.1 ロボット本体仕様
対象機種のロボット本体仕様の比較を下記比較表に記載します。

２．仕様比較

ｋｇ

ｱｰﾑ長 ｍｍ 280+315 380+425 340+370 435+470

ｍｍ 695 902 713 908

J1

J2 240 （-115～+125） 240 （-110～+130）
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J4
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J2 321 267 401 321
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sec 0.47 0.5 0.32 0.35

ｍｍ

℃

ｋｇ 58 60 65 67
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J4
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注1)全軸合成時のメカニカルインタフェース面での値です。
注2）上下25ｍｍ、水平300ｍｍの往復動作で、負荷1ｋｇの値です。
注3)従来機にあった予備線（0.2sq　4ペア線）としてのご使用も可能です。

注6）壁掛仕様はJ1軸動作範囲を制限した特殊仕様です。

注4) お客様でご使用になる油の特性によっては、耐環境性能が確保できない場合がありますので、販売店にご相談願います。また、エア
パージが必要です。 詳細は仕様書を確認してください。
注5）クリーン度の保護はクリーンルームのダウンフロー0.3ｍ/sとロボット内部吸引が条件となります。吸引用にφ8の継手をベース後部に用
意しています。
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無し: 標準   /   M: ｵｲﾙﾐｽﾄ  注4)   /   C: ｸﾘｰﾝ  注5)

480 （±240）

7

6

床置き、天吊（壁掛　注6）

仕様

従来機種

無し: 標準(ｵｲﾙﾐｽﾄ）　注4)   /   C: ｸﾘｰﾝ  注5)

標準: IP65(J4～J6)，IP54(J1～J3) / C: ｸﾗｽ10(0.3μｍ)
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0.046

AC サーボモータ

アブソリュートエンコーダ

340 （±170）

床置き、天吊（壁掛　注6）

垂直多関節形

AC サーボモータ

アブソリュートエンコーダ

6

位置繰り返し精度

ツール配線

0.1

ﾊﾝﾄﾞ入力8点/出力8点
多機能ﾊﾝﾄﾞ、力覚ｾﾝｻなどの信号線(24芯)
LAN×1<100BASE-TX>(8芯)  　    注3）

0.45

ﾊﾝﾄﾞ入力8点/出力8点(ﾌｫｱｱｰﾑ),

予備線8本: AWG#27(0.1ｍｍ2)

度

許容モーメント

許容イナーシャ

kg ･ｍ2

720 （±360）

720

Nm

0.45

本体質量

度/s

据付姿勢

形　　式 
新機種

周囲温度

動作範囲

最大速度

最大ﾘｰﾁ半径

構造

標準: IP40 / M: IP67 / C: ISOｸﾗｽ3

単位

1次: φ6×2本   2次: φ4×8本

色： ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ
（参考ﾏﾝｾﾙ色： 0.08GY7.64/0.81 ）

5m(両端ｺﾈｸﾀ) 5m(両端ｺﾈｸﾀ)

動作自由度 

最大合成速度  注1)

位置検出方式

可搬質量

駆動方式

色： ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ
（参考ﾏﾝｾﾙ色： 0.6B7.6/0.2）

400 （±200）

227 （-92～+135）

240 （±120）

垂直多関節形

ツールエアー配管

塗色

機器間ｹｰﾌﾞﾙ

1次: φ6×2本   2次: φ4×8本､φ4×4本(手首内装時)

形名

機種分類

保護等級

RV-7FR/7FRM/7FRC-D RV-7FRL/7FRLM/7FRLC-DRV-6ＳＤL/6SDLCRV-6ＳＤ/6SDC

サイクルタイム　注2）

660

450

±0.02

320 （±160）

352

240 （±120）

720 （±360）


ラインアップ

		

				シリーズ		従来形名 ジュウライカタメイ		仕様区分 シヨウクブン		コントローラ				シリーズ		従来形名 ジュウライカタメイ		仕様区分 シヨウクブン		コントローラ

				RV-6S		RV-6S		標準（基本IP54、手先IP65） ヒョウジュンキホンテサキ		CR2B-574				RV-6SD		RV-6SD		標準（基本IP54、手先IP65） ヒョウジュンキホンテサキ		CR2D-711

						RV-6SL		同ロングアーム ドウ								RV-6SDL		同ロングアーム ドウ

						RV-6SC		クリーン仕様（クラス10） シヨウ								RV-6SDC		クリーン仕様（クラス10） シヨウ

						RV-6SLC		同ロングアーム ドウ								RV-6SDLC		同ロングアーム ドウ

						RV-6S-SM		コントローラミスト仕様 シヨウ		CR3-535M						RV-6SD-SM		コントローラミスト仕様 シヨウ		CR3D-711M

						RV-6SL-SM		同ロングアーム ドウ								RV-6SDL-SM		同ロングアーム ドウ

				RV-12S		RV-12S		標準（基本IP54、手先IP65） ヒョウジュンキホンテサキ		CR3-535M				RV-12SD		RV-12SD		標準（基本IP54、手先IP65） ヒョウジュンキホンテサキ		CR3D-701M

						RV-12SL		同ロングアーム ドウ								RV-12SDL		同ロングアーム ドウ

						RV-12SC		クリーン仕様（クラス10） シヨウ		CR3-535						RV-12SDC		クリーン仕様（クラス10） シヨウ		CR3D-701

						RV-12SLC		同ロングアーム ドウ								RV-12SDLC		同ロングアーム ドウ

				RV-3S		RV-3S		標準６軸（IP65） ヒョウジュンジク		CR1B-571				RV-3SD
（※）		RV-3SD		標準６軸（IP65） ヒョウジュンジク		CR1D-721

						RV-3SJ		標準５軸（IP65） ヒョウジュンジク								RV-3SDJ		標準５軸（IP65） ヒョウジュンジク

														※：近日発売予定 キンジツハツバイヨテイ





コントローラ

		

				シリーズ		コントローラ				機種 キシュ		コントローラ

				RV-12S		CR3-535(M)				RV-7FR-D		CR800-07VD

				RV-6S		CR2B-574				RV-7FRL-D		CR800-07VD

				RV-3SJ		CR1-571

				RH-6SH		CR1-571

				RH-12SH		CR2B-574

				RH-18SH		CR2B-574





仕様比較

		

						項目 コウモク						単位 タンイ		仕様 シヨウ						従来機種からの変更点 ジュウライキシュヘンコウテン

														従来機種 ジュウライキシュ		新機種（SQシリーズ） シンキシュ		新機種（SDシリーズ） シンキシュ

						コントローラ形名 カタメイ								CR1B-571
CR2B-574
CR3-535		CR1Q-7xx（※1）
CR2Q-7xx
CR3Q-7xx		CR1D-7xx（※1）
CR2D-7xx
CR3D-7xx		形名変更 カタメイヘンコウ

						プログラム言語 ゲンゴ								MELFA-BASICⅣ		MELFA-BASICⅤ				上位互換言語 ジョウイゴカンゲンゴ

						容量 ヨウリョウ		ポイント数 スウ				点 テン		2,500		13,000				容量アップ ヨウリョウ

								ステップ数 スウ				step		5,000		26,000				容量アップ ヨウリョウ

								プログラム本数 ホンスウ				本 ホン		88		256				容量アップ ヨウリョウ

						外部入出力 ガイブニュウシュツリョク		汎用入出力 ハンヨウニュウシュツリョク				点 テン		32/32		0/0				標準IOなし ヒョウジュン

								専用入出力 センヨウニュウシュツリョク				点 テン		汎用入出力に割付
（停止入力は固定） ハンヨウニュウシュツリョクワリツケテイシニュウリョクコテイ		専用入力×1
＆汎用入出力に割付 センヨウニュウリョクハンヨウニュウシュツリョクワリツケ

								ハンド入出力 ニュウシュツリョク				点 テン		8/0

								非常停止入力 ヒジョウテイシニュウリョク				点 テン		1（冗長） ジョウチョウ

								ドアスイッチ入力 ニュウリョク				点 テン		1（冗長） ジョウチョウ

								付加軸同期出力 フカジクドウキシュツリョク				点 テン		1（非冗長） ヒジョウチョウ		1（冗長） ジョウチョウ				付加軸同期出力冗長化 フカジクドウキシュツリョクジョウチョウカ

								非常停止出力 ヒジョウテイシシュツリョク				点 テン		－		1（冗長） ジョウチョウ				新機能 シンキノウ

								ｲﾈｰﾌﾞﾘﾝｸﾞﾃﾞﾊﾞｲｽ入力 ニュウリョク				点 テン		－		1（冗長） ジョウチョウ				新機能 シンキノウ

								エラー出力 シュツリョク				点 テン		－		1（冗長） ジョウチョウ				新機能 シンキノウ

								モード出力 シュツリョク				点 テン		－		1（冗長） ジョウチョウ				新機能 シンキノウ

						インタフェース		RS-232				ポート		1		0		1

								RS-422				ポート		1

								ハンド用スロット ヨウ				SLOT		1

								機能拡張用スロット キノウカクチョウヨウ				SLOT		3		0		3

								メモリ増設スロット ゾウセツ				SLOT		1		0		1

								ロボ入出力リンク ニュウシュツリョク				ch		1		0		1

								イーサネット				ch		0（オプションあり）
10BASE-T		0		1
10BASE-T／100BASE-Tx

								USB				ポート		－		0		1

								付加軸機能 フカジクキノウ				ch		0（オプションあり）
MR-J2S対応 タイオウ		1
MR-J3対応 タイオウ

								エンコーダ入力 ニュウリョク				ch		0（オプションあり）		0		2

						RoHS対応 タイオウ								基板以外対応 キバンイガイタイオウ		○

						鉛フリーフェーズ ナマリ								1		3（3A含む） フク

						入力電源
電圧範囲
＆電源容量 ニュウリョクデンゲンデンアツハンイデンゲンヨウリョウ				CR1		Vac
/ kVA		単相　180～253 / 1.0 タンソウ

										CR2				単相　180～253 / 2.0 タンソウ

										CR3				三相　180～253 / 3.0 サンソウ

						外形寸法 ガイケイスンポウ				CR1		mm		212(W)x290(D)x150(H)		240(W)x290(D)x200(H)

										CR2		mm		460(W)x400(D)x200(H)		470(W)x400(D)x200(H)

										CR3		mm		450(W)x440(D)x625(H)　・・・　CR3M
450(W)x380(D)x625(H)

						質量 シツリョウ				CR1		kg		約10 ヤク		約8 ヤク

										CR2		kg		約20 ヤク

										CR3		kg		約60 ヤク

						構造 コウゾウ								CR1、CR2　：　開放型（IP20）　、　CR3　：　密閉型（IP54） カイホウガタミッペイガタ





オプション比較

		

						項目 コウモク		仕様 シヨウ						S/SQ
互換 ゴカン		S/SD
互換 ゴカン		備考 ビコウ

								従来機種（S） ジュウライキシュ		新機種（SQ） シンキシュ		新機種（SD） シンキシュ

						エアハンドインタフェース		2A-RZ365						○		○		全機種共通 ゼンキシュキョウツウ

						増設入出力ユニット ゾウセツニュウシュツリョク		2A-RZ361		◆		2A-RZ361		×		○		S/SD共通 キョウツウ

						入出力ケーブル ニュウシュツリョク		2A-CBLxx		◆		2A-CBLxx		×		○		S/SD共通 キョウツウ

						簡易型ティーチングボックス カンイガタ		R28TB		R32TB				●		●		新型TB シンガタ

						高機能ティーチングボックス コウキノウ		－		R56TB				●		●		新型TB シンガタ

						内蔵入出力インタフェース ナイゾウニュウシュツリョク		－		－		2D-TZ368		－		●

						CC-Linkインタフェース		2A-HR575		◆		2D-TZ576		×		×

						付加軸インタフェース フカジク		2A-RZ541		☆

						イーサネットインタフェース		2A-HR533		◆		☆		×

						トラッキング機能 キノウ		2A-RZ581		◆		☆		×

						増設シリアルインタフェース ゾウセツ		2A-RZ581		◆		－		×		×

						増設メモリ ゾウセツ		2A-HR432		－		2D-TZ454		×		×

						新規入出力ケーブル シンキニュウシュツリョク		－		－		2D-CBLxx		－		●

						RS-232ケーブル		RS-MAXY-CBL		◆		2D-232CBL03M		×		×

						パソコンサポートソフトウェア		3A-0xC-WINJ		3D-1xC-WINJ				◎		◎		上位互換 ジョウイゴカン

						○：同一品 ドウイツヒン

						●：新機種 シンキシュ

						×：互換なし ゴカン

						◎：上位互換 ジョウイゴカン

						☆：標準装備 ヒョウジュンソウビ

						◆：シーケンサオプション





アデプトサイクル

		

						機種 キシュ		サイクルタイム[s]

								従来機種 ジュウライキシュ		新機種 シンキシュ

						RV-6S		0.496		0.471

						RV-6SL		0.595		0.525

						RV-12S		0.695		0.656

						RV-12SL		0.791		0.740

						RV-3S		0.718		0.668





互換性

		

						分類 ブンルイ		項目 コウモク		単位 タンイ		仕様 シヨウ				互換性 ゴカンセイ		備考 ビコウ

												従来機種 ジュウライキシュ		新機種 シンキシュ

						据付 スエツケ		電源仕様 デンゲンシヨウ		Vac		単相180～253 タンソウ				○

								電源容量 デンゲンヨウリョウ		kVA		2				○

								電源端子台 デンゲンタンシダイ				M5				○

								コントローラ底面据付寸法 ソコメンスエツケスンポウ		mm		310(W)x260(D)				○

								コントローラ据付空間（※） スエツケクウカン		mm		760(W)x700(D)x210(H)				○		外形寸法はCR2Dが幅10mmアップしますが、
放熱空間含めた設置容積は同一です ガイケイスンポウハバホウネツクウカンフクセッチヨウセキドウイツ

						操作 ソウサ		簡易版TB カンイバン				R28TB		R32TB		×		二重押し操作撲滅等、操作性は改善されています ニジュウオソウサボクメツトウソウサセイカイゼン

								高機能版TB コウキノウハン				－		R56TB		●		GUIにより使いやすくなっております ツカ

								パソコンサポートS/W				RT ToolBox		RT ToolBox2		◎		RT ToolBox2は従来機種でもご使用になれます ジュウライキシュシヨウ

						配線 ハイセン		パラレルI/Oユニット用配線 ヨウハイセン				2A-CBLxx				○

								パラレルI/Oインタフェース用配線 ヨウハイセン				－		2D-CBLxx		●		内蔵PIOオプション用です。新機種のみの対応です ナイゾウヨウシンキシュタイオウ

								CC-Link配線接続形態 ハイセンセツゾクケイタイ				端子台 タンシダイ		コネクタ		◎		圧着端子不要のため、従来配線の流用可能です アツチャクタンシフヨウジュウライハイセンリュウヨウカノウ

								CC-Link　バージョン				1.1		2.0		◎

						保守 ホシュ		ロボット本体用バックアップ電池 ホンタイヨウデンチ				A6BAT				○

								コントローラ用バックアップ電池 ヨウデンチ				ER6		Q6BAT		×

						◎：上位互換、○完全互換、●：新機能、×：互換なし ジョウイゴカンカンゼンゴカンシンキノウゴカン





互換性 (2)

		

						分類 ブンルイ		項目 コウモク		単位 タンイ		仕様 シヨウ				互換性 ゴカンセイ		備考 ビコウ

												従来機種 ジュウライキシュ		新機種 シンキシュ

						据付 スエツケ		電源仕様 デンゲンシヨウ		Vac		単相180～253 タンソウ				○

								電源容量 デンゲンヨウリョウ		kVA		2				○

								電源端子台 デンゲンタンシダイ				M5				○

								コントローラ底面据付寸法 ソコメンスエツケスンポウ		mm		310(W)x260(D)				○

								コントローラ据付空間（※） スエツケクウカン		mm		760(W)x700(D)x210(H)				○

						操作 ソウサ		簡易版TB カンイバン				R28TB		R32TB		☆		変換アダプタにて接続可 ヘンカンセツゾクカ

								高機能版TB コウキノウハン				－		R56TB		●

								I/Oマップ				同一 ドウイツ				○

								パソコンサポートS/W				RT ToolBox		RT ToolBox2		◎		RT ToolBox2は従来機種
でもご使用になれます ジュウライキシュシヨウ

						配線 ハイセン		パラレルI/Oユニット用配線 ヨウハイセン				2A-CBLxx				○

								パラレルI/O　I/F用配線 ヨウハイセン				－		2D-CBLxx		●		内蔵PIOオプション用 ナイゾウヨウ

								CC-Link配線接続形態 ハイセンセツゾクケイタイ				端子台 タンシダイ		コネクタ		◎		圧着端子不要 アツチャクタンシフヨウ

								CC-Link　バージョン				1.1		2.0		◎

						保守 ホシュ		バックアップ電池 デンチ				ER6		Q6BAT		×

						◎：上位互換、○完全互換、●：新機能、×：互換なし、☆：代替案あり ジョウイゴカンカンゼンゴカンシンキノウゴカンダイガエアン





互換性 (3)

		

						分類 ブンルイ		項目 コウモク		単位 タンイ		仕様 シヨウ				互換性 ゴカンセイ		備考 ビコウ

												従来機種 ジュウライキシュ		新機種 シンキシュ

						据付 スエツケ		ロボット本体外形 ホンタイガイケイ				新旧機種とも外形変更なし
→レイアウト再検討不要 シンキュウキシュガイケイヘンコウサイケントウフヨウ				○

						保守 ホシュ		バックアップ電池 デンチ				A6BAT				○

								90角中空モータ（※） カクチュウクウ				HC-SWSシリーズ		HF-SWSシリーズ		×		HF-SWSの従来機種への適用を検討中です。 ジュウライキシュテキヨウケントウチュウ

								その他モータ タ				同一品 ドウイツヒン				○

						○完全互換、×：互換なし カンゼンゴカンゴカン





互換性 (4)

		

						分類 ブンルイ		項目 コウモク		単位 タンイ		仕様 シヨウ						互換性 ゴカンセイ		備考 ビコウ

												従来機種（S） ジュウライキシュ		新機種（SQ） シンキシュ		新機種（SD） シンキシュ

						据付 スエツケ		電源電圧、容量、設置寸法等 デンゲンデンアツヨウリョウセッチスンポウトウ				コントローラ据付に関する新旧変更点なし（※１） スエツケカンシンキュウヘンコウテン						○

						操作 ソウサ		簡易版TB カンイバン				R28TB		R32TB				☆		変換アダプタにて接続可 ヘンカンセツゾクカ

								高機能版TB コウキノウハン				－		R56TB				●

								TB脱着スイッチ ダツチャク				あり		なし（※２）				●		安全規格対応 アンゼンキカクタイオウ

								I/Oマップ				※３						※３

								プログラミング言語 ゲンゴ				MELFA-BASICⅣ		MELFA-BASICⅤ（Ⅳも使用可） シヨウカ				◎

								パソコンサポートS/W				RT ToolBox		RT ToolBox2				◎		RT ToolBox2は従来機種
でもご使用になれます ジュウライキシュシヨウ

						保守 ホシュ		バックアップ電池 デンチ				ER6		Q6BAT				×

						◎：上位互換、○完全互換、●：新機能、×：互換なし、☆：代替案あり ジョウイゴカンカンゼンゴカンシンキノウゴカンダイガエアン





Sheet3

		






ラインアップ

		

				シリーズ		従来形名 ジュウライカタメイ		仕様区分 シヨウクブン		コントローラ				シリーズ		従来形名 ジュウライカタメイ		仕様区分 シヨウクブン		コントローラ

				RV-6S		RV-6S		標準（基本IP54、手先IP65） ヒョウジュンキホンテサキ		CR2B-574				RV-6SD		RV-6SD		標準（基本IP54、手先IP65） ヒョウジュンキホンテサキ		CR2D-711

						RV-6SL		同ロングアーム ドウ								RV-6SDL		同ロングアーム ドウ

						RV-6SC		クリーン仕様（クラス10） シヨウ								RV-6SDC		クリーン仕様（クラス10） シヨウ

						RV-6SLC		同ロングアーム ドウ								RV-6SDLC		同ロングアーム ドウ

						RV-6S-SM		コントローラミスト仕様 シヨウ		CR3-535M						RV-6SD-SM		コントローラミスト仕様 シヨウ		CR3D-711M

						RV-6SL-SM		同ロングアーム ドウ								RV-6SDL-SM		同ロングアーム ドウ

				RV-12S		RV-12S		標準（基本IP54、手先IP65） ヒョウジュンキホンテサキ		CR3-535M				RV-12SD		RV-12SD		標準（基本IP54、手先IP65） ヒョウジュンキホンテサキ		CR3D-701M

						RV-12SL		同ロングアーム ドウ								RV-12SDL		同ロングアーム ドウ

						RV-12SC		クリーン仕様（クラス10） シヨウ		CR3-535						RV-12SDC		クリーン仕様（クラス10） シヨウ		CR3D-701

						RV-12SLC		同ロングアーム ドウ								RV-12SDLC		同ロングアーム ドウ

				RV-3S		RV-3S		標準６軸（IP65） ヒョウジュンジク		CR1B-571				RV-3SD
（※）		RV-3SD		標準６軸（IP65） ヒョウジュンジク		CR1D-721

						RV-3SJ		標準５軸（IP65） ヒョウジュンジク								RV-3SDJ		標準５軸（IP65） ヒョウジュンジク

														※：近日発売予定 キンジツハツバイヨテイ





コントローラ

		

				機種 キシュ		コントローラ				シリーズ		コントローラ

				RV-6SD		CR2DA-711, CR3D-711M

				RV-6SDL		CR2DA-711, CR3D-711M				RV-6SD		CR2D-711

										RV-3SDJ		CR1D-731

										RH-6SDH		CR1D-761

										RH-12SDH		CR2D-741

										RH-18SDH		CR2D-751





仕様比較

		

						項目 コウモク				単位 タンイ		仕様 シヨウ				従来機種からの変更点 ジュウライキシュヘンコウテン

												従来機種 ジュウライキシュ		新機種 シンキシュ

						コントローラ形名 カタメイ						CR2B-574		CR2D-711		形名変更 カタメイヘンコウ

						プログラム言語 ゲンゴ						MELFA-BASICⅣ		MELFA-BASICⅤ		上位互換言語 ジョウイゴカンゲンゴ

						容量 ヨウリョウ		ポイント数 スウ		点 テン		2,500		13,000		容量アップ ヨウリョウ

								ステップ数 スウ		step		5,000		26,000		容量アップ ヨウリョウ

								プログラム本数 ホンスウ		本 ホン		88		256		容量アップ ヨウリョウ

						外部入出力 ガイブニュウシュツリョク		汎用入出力 ハンヨウニュウシュツリョク		点 テン		32/32		0/0		標準IOなし ヒョウジュン

								専用入出力 センヨウニュウシュツリョク		点 テン		汎用入出力に割付
（停止入力は固定） ハンヨウニュウシュツリョクワリツケテイシニュウリョクコテイ		専用入力×1
＆汎用入出力に割付 センヨウニュウリョクハンヨウニュウシュツリョクワリツケ

								ハンド入出力 ニュウシュツリョク		点 テン		8/0

								非常停止入力 ヒジョウテイシニュウリョク		点 テン		1（冗長） ジョウチョウ

								ドアスイッチ入力 ニュウリョク		点 テン		1（冗長） ジョウチョウ

								付加軸同期出力 フカジクドウキシュツリョク		点 テン		1（非冗長） ヒジョウチョウ		1（冗長） ジョウチョウ		付加軸同期出力冗長化 フカジクドウキシュツリョクジョウチョウカ

								非常停止出力 ヒジョウテイシシュツリョク		点 テン		－		1（冗長） ジョウチョウ		新機能 シンキノウ

								ｲﾈｰﾌﾞﾘﾝｸﾞﾃﾞﾊﾞｲｽ入力 ニュウリョク		点 テン		－		1（冗長） ジョウチョウ		新機能 シンキノウ

								エラー出力 シュツリョク		点 テン		－		1（冗長） ジョウチョウ		新機能 シンキノウ

								モード出力 シュツリョク		点 テン		－		1（冗長） ジョウチョウ		新機能 シンキノウ

						インタフェース		RS-232		ポート		1

								RS-422		ポート		1

								ハンド用スロット ヨウ		SLOT		1

								機能拡張用スロット キノウカクチョウヨウ		SLOT		3

								メモリ増設スロット ゾウセツ		SLOT		1

								ロボ入出力リンク ニュウシュツリョク		ch		1

								イーサネット		ch		0（オプションあり）
10BASE-T		1
10BASE-T／100BASE-Tx		標準搭載 ヒョウジュントウサイ

								USB		ポート		－		1		標準搭載 ヒョウジュントウサイ

								付加軸機能 フカジクキノウ		ch		0（オプションあり）
MR-J2S対応 タイオウ		1
MR-J3対応 タイオウ		標準搭載 ヒョウジュントウサイ

								エンコーダ入力 ニュウリョク		ch		0（オプションあり）		2		標準搭載 ヒョウジュントウサイ

						入力電源電圧範囲 ニュウリョクデンゲンデンアツハンイ				Vac		単相　180～253 タンソウ

						電源容量 デンゲンヨウリョウ				kVA		2.0

						外形寸法 ガイケイスンポウ				mm		460(W)x400(D)x200(H)		470(W)x400(D)x200(H)		幅10mmアップ（※） ハバ

						質量 シツリョウ				kg		約20 ヤク

						構造 コウゾウ						開放型（IP20） カイホウガタ





オプション比較

		

						項目 コウモク		仕様 シヨウ				互換 ゴカン		従来機種
からの変更点 ジュウライキシュヘンコウテン

								従来機種 ジュウライキシュ		新機種 シンキシュ

						エアハンドインタフェース		2A-RZ365				○

						増設入出力ユニット ゾウセツニュウシュツリョク		2A-RZ361				○

						入出力ケーブル ニュウシュツリョク		2A-CBLxx				○

						簡易型ティーチングボックス カンイガタ		R28TB		R32TB		×		新型TB シンガタ

						高機能ティーチングボックス コウキノウ		－		R56TB		●		新型TB シンガタ

						内蔵入出力インタフェース ナイゾウニュウシュツリョク		－		2D-TZ368		●		新規 シンキ

						CC-Linkインタフェース		2A-HR575		2D-TZ576		×		新規 シンキ

						付加軸インタフェース フカジク		2A-RZ541		☆				標準搭載 ヒョウジュントウサイ

						イーサネットインタフェース		2A-HR533		☆				標準搭載 ヒョウジュントウサイ

						トラッキング機能 キノウ		2A-RZ581		☆				標準搭載 ヒョウジュントウサイ

						増設シリアルインタフェース ゾウセツ		2A-RZ581		－				当該オプションなし トウガイ

						増設メモリ ゾウセツ		2A-HR432		2D-TZ454		×		新規 シンキ

						新規入出力ケーブル シンキニュウシュツリョク		－		2D-CBLxx		●		新規 シンキ

						RS-232ケーブル		RS-MAXY-CBL		2D-232CBL03M		×		新規 シンキ

						パソコンサポートソフトウェア		3A-0xC-WINJ		3D-1xC-WINJ		◎		上位互換 ジョウイゴカン





アデプトサイクル

		

						機種 キシュ		サイクルタイム[s]

								従来機種 ジュウライキシュ		新機種 シンキシュ

						RV-6S		0.496		0.471

						RV-6SL		0.595		0.525

						RV-12S		0.695		0.656

						RV-12SL		0.791		0.740

						RV-3S		0.718		0.668





互換性

		

						分類 ブンルイ		項目 コウモク		単位 タンイ		仕様 シヨウ				互換性 ゴカンセイ		備考 ビコウ

												従来機種 ジュウライキシュ		新機種 シンキシュ

						据付 スエツケ		電源仕様 デンゲンシヨウ		Vac		単相180～253 タンソウ				○

								電源容量 デンゲンヨウリョウ		kVA		2				○

								電源端子台 デンゲンタンシダイ				M5				○

								コントローラ底面据付寸法 ソコメンスエツケスンポウ		mm		310(W)x260(D)				○

								コントローラ据付空間（※） スエツケクウカン		mm		760(W)x700(D)x210(H)				○		外形寸法はCR2Dが幅10mmアップしますが、
放熱空間含めた設置容積は同一です ガイケイスンポウハバホウネツクウカンフクセッチヨウセキドウイツ

						操作 ソウサ		簡易版TB カンイバン				R28TB		R32TB		×		二重押し操作撲滅等、操作性は改善されています ニジュウオソウサボクメツトウソウサセイカイゼン

								高機能版TB コウキノウハン				－		R56TB		●		GUIにより使いやすくなっております ツカ

								パソコンサポートS/W				RT ToolBox		RT ToolBox2		◎		RT ToolBox2は従来機種でもご使用になれます ジュウライキシュシヨウ

						配線 ハイセン		パラレルI/Oユニット用配線 ヨウハイセン				2A-CBLxx				○

								パラレルI/Oインタフェース用配線 ヨウハイセン				－		2D-CBLxx		●		内蔵PIOオプション用です。新機種のみの対応です ナイゾウヨウシンキシュタイオウ

								CC-Link配線接続形態 ハイセンセツゾクケイタイ				端子台 タンシダイ		コネクタ		◎		圧着端子不要のため、従来配線の流用可能です アツチャクタンシフヨウジュウライハイセンリュウヨウカノウ

								CC-Link　バージョン				1.1		2.0		◎

						保守 ホシュ		ロボット本体用バックアップ電池 ホンタイヨウデンチ				A6BAT				○

								コントローラ用バックアップ電池 ヨウデンチ				ER6		Q6BAT		×

						◎：上位互換、○完全互換、●：新機能、×：互換なし ジョウイゴカンカンゼンゴカンシンキノウゴカン





互換性 (2)

		

						分類 ブンルイ		項目 コウモク		単位 タンイ		仕様 シヨウ				互換性 ゴカンセイ		備考 ビコウ

												従来機種 ジュウライキシュ		新機種 シンキシュ

						据付 スエツケ		電源仕様 デンゲンシヨウ		Vac		単相180～253 タンソウ				○

								電源容量 デンゲンヨウリョウ		kVA		2				○

								電源端子台 デンゲンタンシダイ				M5				○

								コントローラ底面据付寸法 ソコメンスエツケスンポウ		mm		310(W)x260(D)				○

								コントローラ据付空間（※） スエツケクウカン		mm		760(W)x700(D)x210(H)				○

						操作 ソウサ		簡易版TB カンイバン				R28TB		R32TB		☆		変換アダプタにて接続可 ヘンカンセツゾクカ

								高機能版TB コウキノウハン				－		R56TB		●

								I/Oマップ				同一 ドウイツ				○

								パソコンサポートS/W				RT ToolBox		RT ToolBox2		◎		RT ToolBox2は従来機種
でもご使用になれます ジュウライキシュシヨウ

						配線 ハイセン		パラレルI/Oユニット用配線 ヨウハイセン				2A-CBLxx				○

								パラレルI/O　I/F用配線 ヨウハイセン				－		2D-CBLxx		●		内蔵PIOオプション用 ナイゾウヨウ

								CC-Link配線接続形態 ハイセンセツゾクケイタイ				端子台 タンシダイ		コネクタ		◎		圧着端子不要 アツチャクタンシフヨウ

								CC-Link　バージョン				1.1		2.0		◎

						保守 ホシュ		バックアップ電池 デンチ				ER6		Q6BAT		×

						◎：上位互換、○完全互換、●：新機能、×：互換なし、☆：代替案あり ジョウイゴカンカンゼンゴカンシンキノウゴカンダイガエアン





互換性 (3)

		

						分類 ブンルイ		項目 コウモク		単位 タンイ		仕様 シヨウ				互換性 ゴカンセイ		備考 ビコウ

												従来機種 ジュウライキシュ		新機種 シンキシュ

						据付 スエツケ		ロボット本体据付寸法 ホンタイスエツケスンポウ		mm		160(W)x205(D)				○

						保守 ホシュ		バックアップ電池 デンチ				A6BAT				○

								J1軸モータ ジク				HC-SWSシリーズ		HF-SWSシリーズ		×		将来的に互換性確保
できるよう検討中です ショウライテキゴカンセイカクホケントウチュウ

								J2～6軸モータ ジク				同一品 ドウイツヒン				○

						◎：上位互換、○完全互換、●：新機能、×：互換なし ジョウイゴカンカンゼンゴカンシンキノウゴカン
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Sheet1

				形　　式				単位		仕様				仕様

										従来機種				従来機種				新機種 シンキシュ

				形名						RV-6Ｓ		RV-6ＳL		RV-6ＳＤ/6SDC		RV-6ＳＤL/6SDLC		RV-7FR/7FRM/7FRC-D		RV-7FRL/7FRLM/7FRLC-D

				機種分類 キシュブンルイ						無し: 標準(ｵｲﾙﾐｽﾄ）　注4)   /   C: ｸﾘｰﾝ  注5)				無し: 標準(ｵｲﾙﾐｽﾄ）　注4)   /   C: ｸﾘｰﾝ  注5)				無し: 標準   /   M: ｵｲﾙﾐｽﾄ  注4)   /   C: ｸﾘｰﾝ  注5) ナヒョウジュンチュウチュウ

				保護等級 トウキュウ						標準: IP65(J4～J6)，IP54(J1～J3) / C: ｸﾗｽ10(0.3μｍ)				標準: IP65(J4～J6)，IP54(J1～J3) / C: ｸﾗｽ10(0.3μｍ)				標準: IP40 / M: IP67 / C: ISOｸﾗｽ3 ヒョウジュン

				動作自由度						6				6				6

				据付姿勢						床置き、天吊（壁掛　注6）				床置き、天吊（壁掛　注6）				床置き、天吊（壁掛　注6） テンツリカベカチュウ

				構造						垂直多関節形				垂直多関節形				垂直多関節形 スイチョクタカタ

				駆動方式						AC サーボモータ				AC サーボモータ				AC サーボモータ

				位置検出方式						アブソリュートエンコーダ				アブソリュートエンコーダ				アブソリュートエンコーダ

				可搬質量 カハンシツリョウ				ｋｇ		6				6				7

				ｱｰﾑ長				ｍｍ		280+315		380+425		280+315		380+425		340+370		435+470

				最大ﾘｰﾁ半径 サイダイハンケイ				ｍｍ		695		902		695		902		713		908

				動作範囲		J1		度		340 （±170）				340 （±170）				480 （±240）

						J2				227 （-92～+135）				227 （-92～+135）				240 （-115～+125）		240 （-110～+130）

						J3				273 （-107～+166）		295 （-129～+166）		273 （-107～+166）		295 （-129～+166）		156 （0～+156）		162 （0～+162）

						J4				320 （±160）				320 （±160）				400 （±200）

						J5				240 （±120）				240 （±120）				240 （±120）

						J6				720 （±360）				720 （±360）				720 （±360）

				最大速度		J1		度/s		401		250		401		250		360		288

						J2				321		267		321		267		401		321

						J3				401		267		401		267		450		360

						J4				352				352				337

						J5				450				450				450

						J6				660				660				720

				最大合成速度  注1) チュウ				mm/sec		9300		8500		9300		8500		11064		10977

				サイクルタイム　注2） チュウ				sec		0.47		0.5		0.47		0.5		0.32		0.35

				位置繰り返し精度 イチクカエセイド				ｍｍ		±0.02				±0.02				±0.02

				周囲温度				℃		0～40				0～40				0～40

				本体質量				ｋｇ		58		60		58		60		65		67

				許容モーメント		J4		Nm		12				12				16.2

						J5				12				12				16.2

						J6				4.5				4.5				6.86

				許容イナーシャ		J4		kg ･ｍ2		0.29				0.29				0.45

						J5				0.29				0.29				0.45

						J6				0.046				0.046				0.1

				ツール配線						ﾊﾝﾄﾞ入力8点/出力8点(ﾌｫｱｱｰﾑ),
予備線8本: AWG#27(0.1ｍｍ2) ヨビセンホン				ﾊﾝﾄﾞ入力8点/出力8点(ﾌｫｱｱｰﾑ),
予備線8本: AWG#27(0.1ｍｍ2) ヨビセンホン				ﾊﾝﾄﾞ入力8点/出力8点
多機能ﾊﾝﾄﾞ、力覚ｾﾝｻなどの信号線(24芯)
LAN×1<100BASE-TX>(8芯)  　    注3） タキノウリキカクシンゴウセンシンシン

				ツールエアー配管						1次: φ6×2本   2次: φ4×8本 ジホンジホン				1次: φ6×2本   2次: φ4×8本 ジホンジホン				1次: φ6×2本   2次: φ4×8本､φ4×4本(手首内装時) ジホンジホンホンテクビナイソウジ

				機器間ｹｰﾌﾞﾙ キキカン						5m(両端ｺﾈｸﾀ) リョウタン				5m(両端ｺﾈｸﾀ) リョウタン				5m(両端ｺﾈｸﾀ) リョウタン

				塗色						色： ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ
（参考ﾏﾝｾﾙ色： 0.08GY7.64/0.81 ）				色： ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ
（参考ﾏﾝｾﾙ色： 0.08GY7.64/0.81 ）				色： ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ
（参考ﾏﾝｾﾙ色： 0.6B7.6/0.2） イロ

				注1)全軸合成時のメカニカルインタフェース面での値です。 ゼンジクゴウセイジメンアタイ

				注2）上下25ｍｍ、水平300ｍｍの往復動作で、負荷1ｋｇの値です。 チュウジョウゲスイヘイオウフクドウサフカアタイ

				注3)従来機にあった予備線（0.2sq　4ペア線）としてのご使用も可能です。 ジュウライキヨビセンセンシヨウカノウ

				注4) お客様でご使用になる油の特性によっては、耐環境性能が確保できない場合がありますので、販売店にご相談願います。また、エアパージが必要です。 詳細は仕様書を確認してください。 チュウキャクサマシヨウアブラトクセイタイカンキョウセイノウカクホバアイハンバイテンソウダンネガヒツヨウ

				注5）クリーン度の保護はクリーンルームのダウンフロー0.3ｍ/sとロボット内部吸引が条件となります。吸引用にφ8の継手をベース後部に用意しています。 チュウドホゴナイブキュウインジョウケンキュウインヨウツテノチ

				注6）壁掛仕様はJ1軸動作範囲を制限した特殊仕様です。 チュウカベカシヨウジクドウサハンイセイゲントクシュシヨウ
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RV-6SD/6SDL→RV-7FR-D, RV-7FRL-Dへの置換えに関する注意事項
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2.2 ロボット本体外形図、動作範囲図
2.2.1 ロボット本体の据付寸法及びメカニカルインタフェース

据付寸法、メカニカルインタフェースは変更となります。下図を参照ください。

ﾒｶﾆｶﾙｲﾝﾀﾌｪｰｽ

新機種： RV-7FR-D， RV-7FRL-D従来機種： RV-6SD/6SDL

ﾛﾎﾞｯﾄ本体の据付寸法 ﾛﾎﾞｯﾄ本体の据付寸法

注1)

注1)ネジのかかりを7.5～8.5㎜としてください。 注1)ネジ部かかりは7.5～8㎜としてください。

注2)標準仕様の寸法を示します。

オイルミスト仕様、クリーン仕様の寸法は3.5㎜、SH**仕様
は6.5mmとなります。

注1)

注2)

ﾒｶﾆｶﾙｲﾝﾀﾌｪｰｽ
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2.2.2 ロボット本体外形、動作範囲
1)RV-7FR-DとRV-6SDとの比較

ロボット本体外形、動作範囲について、主な差異箇所を
下記に記載しています。

RV-7FR-D(斜線域)
(-240°～+240°域)

RV-6SD
(ﾄﾞｯﾄﾊｯﾁﾝｸﾞ域)
(-170°～+170°域)

RV-7FR-D(斜線域)
(-240°～+240°域)

RV-6SD反転域
(ﾄﾞｯﾄﾊｯﾁﾝｸﾞ域)
(-170°～+170°域)

・RV-6SDの動作範囲は、
RV-7FR-Dの動作範囲内に入って
いますので、置換え可能です。

・RV-6SDの反転域については、
下記の注意1を参照ください。

手首下向き限界線

ロボット据付面

RV-7FR-D

RV-6SD

手首下向き
特異点境界線

注意1：RV-6SD反転域については、RV-7FR-D
のJ1軸動作域(±240°)と前面動作域の組合
せで対応。
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2.2.2 ロボット本体外形、動作範囲
1)RV-7FRL-DとRV-6SDLとの比較

ロボット本体外形、動作範囲について、主な差異箇所を
下記に記載しています。

・RV-6SDLの動作範囲は、
RV-7FRL-Dの動作範囲内に入って
いますので、置換え可能です。

・RV-6SDLの反転域については、
下記の注意1を参照ください。

RV-7FRL-D (斜線域)
(-240°～+240°域)

RV-6SDL
(ﾄﾞｯﾄﾊｯﾁﾝｸﾞ域)
(-170°～+170°域)

RV-7FRL-D (斜線域)
(-240°～+240°域)

RV-6SDL反転
(ﾄﾞｯﾄﾊｯﾁﾝｸﾞ域)
(-170°～+170°域)

手首下向き限界線

ロボット据付面

RV-7FRL-D

RV-6SDL

手首下向き
特異点境界線

注意1：RV-6SDL反転域については、RV-7FRL-DのJ1軸動作域
(±240°)と前面動作域の組合せで対応。



2.3 コントローラ仕様
コントローラが新機種となり、外形寸法等が変わります。ご注意ください。 詳細は下記を参照ください。

※1：電源電圧変動率は10％以内
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RV-6SD
/6SDL

RV-6SD/
6SDL-SM6

RV-7FR-D
RV-7FRL-D

CR2DA
-711

CR3D
-711M

CR800-07VD

点 39,000

step 78,000

本 512

入力0/出力0
(最大256/256:ｵﾌﾟｼｮﾝ)

汎用入出力
に割付

ﾎﾟｰﾄ ―

ﾎﾟｰﾄ

ﾎﾟｰﾄ
1 (T/B用)/ 1(お客様用)

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

ﾎﾟｰﾄ 1

SLOT ―

SLOT 2

ch 1

ch

ch 2

V
単相

AC180～253
(※1)

三相AC180～253
(※1)

kVA 2 3

mm
470(W)×400(D)

×200(H)
450(W)×440(D)

×625(H)

kg 約21 約60

自立据置､開放型
[IP20]

自立据置､密閉型
[IP54]

Ω

256

1

入力8/出力0(ｴｱﾊﾝﾄﾞｲﾝﾀﾌｪｰｽ使用時：8/8)

2

1

入力0/出力0
(最大256/256:ｵﾌﾟｼｮﾝ)

汎用入出力に割付

26,000

1 (T/B用)/ 1(お客様用)
10BASE-T/100BASE-TX

1 (2重化)

1 (T/B用)

1 (2重化)

MELFA-BASICⅣ、Ⅴ MELFA-BASICⅤ,Ⅵ

PTP制御、CP制御

同時6軸

13,000

仕　様　値
従来機種

PTP制御、CP制御

同時6軸

100以下(D種接地)

0

1 (2重化)

1 (2重化)

1

1 (2重化)

自立据置､開放型 [IP20]

1

1 (2重化)

1 (2重化)

単相AC200～230　(※1)

1 (2重化)

1 (2重化)

非常停止出力

ﾓｰﾄﾞ出力

専用停止入力

専用入出力

ﾊﾝﾄﾞ開閉

非常停止入力

ﾄﾞｱｽｲｯﾁ入力

新機種

単位項目

ｲ
ﾝ
ﾀ
ﾌ
ｪｰ

ｽ

点

記憶
容量

外
部
入
出
力

(

標
準

)

1 (2重化)

1 (2重化)

ｲﾈｰﾌﾞﾘﾝｸﾞ
ﾃﾞﾊﾞｲｽ入力

ﾓｰﾄﾞｾﾚｸﾀｽｲｯﾁ入力

コントローラ形名

経路制御方式

制御軸数

プログラム言語

汎用入出力

教示位置数

ｽﾃｯﾌﾟ数

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ本数

RS-232

RS-422

ｲｰｻﾈｯﾄ

USB

ﾛﾎﾞｯﾄｴﾗｰ出力

付加軸同期

構造[保護仕様]

接地

ｴﾝｺｰﾀﾞ入力

電圧範囲

電源容量

外形寸法

入力
電源

質量

ﾒﾓﾘ増設ｽﾛｯﾄ

拡張用ｽﾛｯﾄ

ﾛﾎﾞ入出力ﾘﾝｸ

付加軸機能

1 (2重化)

入力8/出力8

3

1

1 (SSCNETⅢ)

1 (2重化)

1

1 (T/B用)

1 (SSCNETⅢ/H)

0 1 (2重化)

100以下(D種接地)

2

430(W)×425(D)×99.5(H)　

約12.5


ロボ本体仕様

		

				形　　式				単位		仕　様　値

				形名						RV-1A		RV-2AＪ		RV-2SQ/2SQB		RV-2SD/2SDB

				動作自由度						6		5		6

				据付姿勢						床置･天吊り				床置･天吊り･( 壁掛注1) )

				構造						垂直多関節型

				駆動方式						AC サーボモータ				AC サーボモータ

										（J1 ～ J3 軸： 50W ブレーキ付、
J4,J6 軸： 15W ブレーキ無、
J5 軸： 15W ブレーキ付）				（RV-2SD ： J2, J3, J5 軸ブレーキ付）
（RV-2SDB ： 全軸ブレーキ付）

				位置検出方式						アブソリュートエンコーダ

				ｱｰﾑ長		ｱｯﾊﾟｱｰﾑ		ｍｍ		250				230

						ﾌｫｱｱｰﾑ				160				270

				動作範囲		ｳｴｽﾄ(J1)		度		300 （-150～+150）				480 （-240～+240）

						ｼｮﾙﾀﾞ(J2)				180 （-60～+120）				240 （-120～+120）

						ｴﾙﾎﾞ(J3)				　95 （+65～+155）		230 （-110～+120）		160 （0～+160）

						ﾘｽﾄﾂｲｽﾄ(J4)				320 （-160～+160）		－		400 （-200～+200）

						ﾘｽﾄﾋﾟｯﾁ(J5)				180 (-90～+90）				240 （-120～+120）

						ﾘｽﾄﾛｰﾙ(J6)				400 （-200～+200）				720 (-360～+360）

				最大速度		ｳｴｽﾄ(J1)		度/s		180				225

						ｼｮﾙﾀﾞ(J2)				90				150

						ｴﾙﾎﾞ(J3)				135				275

						ﾘｽﾄﾂｲｽﾄ(J4)				180		－		412

						ﾘｽﾄﾋﾟｯﾁ(J5)				180				450

						ﾘｽﾄﾛｰﾙ(J6)				210				720

				最大合成速度				mm/sec		約2,200		約2,100		4,400

				可搬質量		最大注2)		ｋｇ		1.5		2		3

						定格				1		1.5		2

				位置繰り返し精度				ｍｍ		±0.02

				周囲温度				℃		0～40

				本体質量				ｋｇ		約19		約17		19

				許容モーメント		ﾘｽﾄﾂｲｽﾄ(J4)		N ･m		1.44		－		4.17

						ﾘｽﾄﾋﾟｯﾁ(J5)				1.44		2.16		4.17

						ﾘｽﾄﾛｰﾙ(J6)				0.73		1.1		2.45

				許容イナーシャ(最大値)		ﾘｽﾄﾂｲｽﾄ(J4)		kg ･ｍ2		2.16×10-2		－		0.18 (0.27)

						ﾘｽﾄﾋﾟｯﾁ(J5)				2.16×10-2		3.24×10-2		0.18 (0.27)

						ﾘｽﾄﾛｰﾙ(J6)				5.62×10-3		8.43×10-3		0.04 (0.1)

				ｱｰﾑ到達半径( 前方J5 軸中心点)				mm		418		410		504

				ツール配線 注3)						I/O入力4点（ﾊﾝﾄﾞ部）､I/O出力4点（ﾍﾞｰｽ部）、
電動ﾊﾝﾄﾞ出力（ﾊﾝﾄﾞ部）				ﾊﾝﾄﾞ入力4点、出力4点

				ツールエアー配管						１ 次配管： φ4×4本（ﾍﾞｰｽ部からﾌｫｱｱｰﾑまで）

				供給エア圧力				Mpa		0.5 ±10 ％

				保護仕様						IP30

				クリーン度						－

				塗色						色： ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ
（参考ﾏﾝｾﾙ色： 7.65Y7.6/0.73 ）				色： ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ
（参考ﾏﾝｾﾙ色： 0.08GY7.64/0.81） イロ

				注1) 壁掛けにてご使用の場合はＪ １ 軸動作範囲を制限した特殊仕様となります。別途ご用命ください。

				注2) 最大可搬質量はフランジ姿勢下向きの（鉛直向きに対し± １ ０ °） 制限下での搭載可能質量です。

				注3) ハンド出力４ 点使用時は、エアハンドインタフェース（オプション） が必要になります。





コントローラ仕様

				項目 コウモク						単位		仕　様　値				仕　様　値												相違点 ソウイテン

												従来機種				従来機種								新機種 シンキシュ

												RV-6S
/6SL		RV-6S/
6SL-SM		RV-6SD
/6SDL		RV-6SD/
6SDL-SM6		RV-6SQ
/6SQL		RV-6SQ/
6SQL-SM6		RV-7FR-D
RV-7FRL-D		RV-7F-Q
RV-7FL-Q

				コントローラ形名								CR2B
-574		CR3
-535B		CR2DA
-711		CR3D
-711M		CR2QA
-711		CR3Q
-711M		CR800-07VD		CR750-07VQ-1		型名変更 カタメイヘンコウ

				経路制御方式 ケイロセイギョホウシキ								PTP制御、CP制御				PTP制御、CP制御								PTP制御、CP制御 セイギョセイギョ

				制御軸数 セイギョジクスウ								同時6軸				同時6軸								同時6軸 ドウジジク

				プログラム言語 ゲンゴ								MELFA-BASICⅣ				MELFA-BASICⅣ、Ⅴ								MELFA-BASICⅤ,Ⅵ				上位互換言語 ジョウイゴカンゲンゴ

				記憶
容量 キオクヨウリョウ		教示位置数 キョウジイチスウ				点 テン		2,500				13,000								39,000		13,000		容量ｱｯﾌﾟ ヨウリョウ

						ｽﾃｯﾌﾟ数 スウ				step		5,000				26,000								78,000		26,000		容量ｱｯﾌﾟ ヨウリョウ

						ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ本数 ホンスウ				本 ホン		88				256								512		256		容量ｱｯﾌﾟ ヨウリョウ

				外部入出力(標準) ガイブニュウシュツリョクヒョウジュン		汎用入出力 ハンヨウニュウシュツリョク				点 テン		32/32				入力0/出力0 
(最大256/256:ｵﾌﾟｼｮﾝ) ニュウリョクシュツリョクサイダイ				入力0/出力0
(ﾏﾙﾁCPU間共有ﾃﾞﾊﾞｲｽで8192/8192(最大)) ニュウリョクシュツリョクカンキョウユウサイダイ				入力0/出力0 
(最大256/256:ｵﾌﾟｼｮﾝ) ニュウリョクシュツリョクサイダイ		入力0/出力0
(ﾏﾙﾁCPU間共有ﾃﾞﾊﾞｲｽで8192
/8192(最大)) ニュウリョクシュツリョクカンキョウユウサイダイ		※2： 1A/2AJ/SDは汎用入出力（最大：ｵﾌﾟｼｮﾝ）､SQのみﾏﾙﾁCPU間共有ﾃﾞﾊﾞｲｽ（最大）
 ハンヨウニュウシュツリョクサイダイサイダイ

						専用入出力						汎用入出力に割付 ハンヨウニュウシュツリョクワリツケ				汎用入出力に割付 ハンヨウニュウシュツリョクワリツケ				ﾏﾙﾁCPU間共有ﾃﾞﾊﾞｲｽに割付 カンキョウユウワリツケ				汎用入出力
に割付 ハンヨウニュウシュツリョクワリツケ		ﾏﾙﾁCPU間共有
ﾃﾞﾊﾞｲｽに割付 カンキョウユウワリツケ

						専用停止入力 センヨウテイシニュウリョク						1(固定）				1								1				新機能 シンキノウ

						ﾊﾝﾄﾞ開閉 カイヘイ						入力8/出力0(ｴｱﾊﾝﾄﾞｲﾝﾀﾌｪｰｽ使用時：8/8)				入力8/出力0(ｴｱﾊﾝﾄﾞｲﾝﾀﾌｪｰｽ使用時：8/8)								入力8/出力8 ニュウリョクシュツリョク				ｵﾌﾟｼｮﾝで出力4点追加 シュツリョクテンツイカ

						非常停止入力 ヒジョウテイシニュウリョク						1 (2重化)				1 (2重化)								1 (2重化) ジュウカ				冗長化 ジョウチョウカ

						ﾄﾞｱｽｲｯﾁ入力 ニュウリョク						1 (2重化)				1 (2重化)								1 (2重化) ジュウカ				冗長化 ジョウチョウカ

						ｲﾈｰﾌﾞﾘﾝｸﾞ
ﾃﾞﾊﾞｲｽ入力						-				1 (2重化) ジュウカ								0				冗長化 ジョウチョウカ

						非常停止出力 ヒジョウテイシシュツリョク						-				1 (2重化) ジュウカ								1 (2重化) ジュウカ				冗長化 ジョウチョウカ

						ﾓｰﾄﾞ出力						-				1 (2重化) ジュウカ								1 (2重化) ジュウカ				新機能 シンキノウ

						ﾛﾎﾞｯﾄｴﾗｰ出力 シュツリョク						-				1 (2重化) ジュウカ								1 (2重化) ジュウカ				新機能 シンキノウ

						ﾓｰﾄﾞｾﾚｸﾀｽｲｯﾁ入力 ニュウリョク										0								1 (2重化) ジュウカ

						付加軸同期						1(非冗長）				1 (2重化) ジュウカ								1 (2重化) ジュウカ				新機能 シンキノウ

				ｲﾝﾀﾌｪｰｽ		RS-232				ﾎﾟｰﾄ		1				1				―				―		―

						RS-422				ﾎﾟｰﾄ		1				1 (T/B用)								1 (T/B用)

						ｲｰｻﾈｯﾄ				ﾎﾟｰﾄ		0 (オプション)
100BASE-T				1 (T/B用)/ 1(お客様用)
10BASE-T/100BASE-TX				1 (T/B用)				1 (T/B用)/ 1(お客様用)
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T		1 (T/B用)

						USB				ﾎﾟｰﾄ		-				1				0 (※1)				1		0 (※1)

						ﾒﾓﾘ増設ｽﾛｯﾄ ゾウセツ				SLOT		1				1				―				―		―

						拡張用ｽﾛｯﾄ カクチョウヨウ				SLOT		3				3				0 (※2)				2		0 (※2)

						ﾛﾎﾞ入出力ﾘﾝｸ シュツリョクリンク				ch		1				1				―				1		―		汎用入出力増設用 ハンヨウニュウシュツリョクゾウセツヨウ

						付加軸機能 フカジクキノウ				ch		0 (オプション)
MR-J2S対応				1 (SSCNETⅢ)								1 (SSCNETⅢ/H)				SSCNETⅢ

						ｴﾝｺｰﾀﾞ入力 ニュウリョク				ch		0 (オプション)				2				0 (※3)				2		0 (※3)

				入力
電源 ニュウリョクデンゲン		電圧範囲 デンアツハンイ				V		単相
AC180～253
(※4)　				単相
AC180～253
(※1)　		三相AC180～253
(※1)　 サン		単相AC180～253
(※4)　		三相AC180～253
(※4)　 サン		単相AC200～230　(※1)　 タンソウ

						電源容量 デンゲンヨウリョウ				kVA		2		3		2		3		2		3		2				突入電流含まず トツニュウデンリュウフク

				外形寸法 ガイケイスンポウ						mm		460(W)×400(D)
×200(H)		450(W)×440(D)
×625(H)		470(W)×400(D)
×200(H)		450(W)×440(D)
×625(H)		470(W)×400(D)
×200(H)		450(W)×440(D)
×625(H)		430(W)×425(D)×99.5(H)　				外形図参照ください ガイケイズサンショウ

				質量 シツリョウ						kg		約20		約60		約21 ヤク		約60 ヤク		約21 ヤク		約60 ヤク		約12.5 ヤク

				構造[保護仕様] コウゾウホゴシヨウ								自立据置､開放型
[IP20] ジリツスエオキカイホウガタ		自立据置､密閉型
[IP54] ジリツスエオキミッペイガタ		自立据置､開放型
[IP20] ジリツスエオキカイホウガタ		自立据置､密閉型
[IP54] ジリツスエオキミッペイガタ		自立据置､開放型
[IP20] ジリツスエオキカイホウガタ		自立据置､密閉型
[IP54] ジリツスエオキミッペイガタ		自立据置､開放型 [IP20] ジリツスエオキカイホウガタ

				接地 セッチ						Ω		100以下(D種接地)				100以下(D種接地)								100以下(D種接地) イカシュセッチ

				各種規格 カクシュキカク		安全(ISO) アンゼン						-				準拠												ISO-10218

						UL						-				特殊対応 トクシュタイオウ								特殊対応 トクシュタイオウ				UL1740

						CE						CE対応　形名を指定				CE対応　形名を指定												EMC指令 シレイ

						RoHS						× (Pb free phase 1)				Y								○ (Pb free phase 3)				2008/10～
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（3）RV-7FR-D、RV-7FRL-D用コントローラ（CR800-Dコントローラ）

（コントローラの外形が変更となります。）

・オイルミスト対応コントローラ外形図

（4）CR800-Dｺﾝﾄﾛｰﾗ保護用ﾎﾞｯｸｽ
CR800-Dｺﾝﾄﾛｰﾗをｺﾝﾄﾛｰﾗ保護用ﾎﾞｯｸｽに入れることで、
IP54に適合した保護構造となります。
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新機種

■CR800-04VD■CR800-07VD
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縦置き用ゴム足
　

　　（４ヶ所）
　
取付ネジ　　

新機種 (ｵﾌﾟｼｮﾝ)

ｺﾝﾄﾛｰﾗ保護ﾎﾞｯｸｽ

(CR800専用)：

2.4 コントローラ外形図

従来機種

■CR2DA-711

（1）RV-6SD/6SDL用コントローラ
・オイルミスト対応コントローラ外形図

（2）RV-6SD/6SDL-SM6用ｺﾝﾄﾛｰﾗ

従来機種

■CR3D-711M
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表中の記号の意味 ○：互換、 ☆：標準搭載機能、 ×：互換なし、 －：対応なし

（２）ロボットコントローラオプション比較

従来機種 新機種

CR2DA-711

CR3D-711M
CR800-07VD

2A-RZ365(ｼﾝｸ) ☆

2A-RZ375(ｿｰｽ)

増設入出力ユニット
2A-RZ361(ｼﾝｸ)

2A-RZ371(ｿｰｽ)

2A-RZ361(ｼﾝｸ)

2A-RZ371(ｿｰｽ)
○

外部入出力ケーブル 2A-CBL□□ 2A-CBL□□ ○ 増設入出力ﾕﾆｯﾄ用

内蔵入出力インタフェース
2D-TZ368(ｼﾝｸ)

2D-TZ378(ｿｰｽ)

2D-TZ368(ｼﾝｸ)

2D-TZ378(ｿｰｽ)
○

CC-Linkインタフェース 2D-TZ576 2D-TZ576 ○ ver2対応

付加軸インタフェース ☆ ☆

トラッキング機能 ☆ ☆ ☆

増設シリアルインターフェイス － ☆ ☆

増設メモリ 2D-TZ454 － －

コントローラ保護BOX - ×

ティーチングボックス ○

高機能ティーチングボックス ○

RS-232ケーブル（ﾊﾟｿｻﾎﾟ用） 2D-232CBL03M － －

力覚センサセット － －

- RT ToolBox3標準

- RT ToolBox3min

- RT ToolBox3Pro

シミュレータ（MELFA-Works） 3D-21C-WINJ -

4F-FS002H-W200/4F-FS002Ｈ-Ｗ

1000

パソコンサポートソフトウェア 3D-1□C-WINJ

3F-14C-WINJ

3F-15C-WINJ

3F-16D-WINJ

エアハンドインタフェース

仕様

R32TB

ＣＲ*ＤＡ-7***

/ＣＲ800-D

互換

項目

☆

R56TB

○

備考

CR800-MB

表中の記号の意味 ○：同一品、 ×：互換なし、 －：対応なし

従来機種 新機種 仕様及び補足説明

RV-6SD/6SDL RV-7FR-D，RV-7FRＬ-D

電磁弁セット

1S-VD0□-02 (ｼﾝｸﾀｲﾌﾟ)

1S-VD0□E-02 (ｿｰｽﾀｲﾌﾟ)

上記□には、1～4が入ります。

1F-VD0□-02 (ｼﾝｸﾀｲﾌﾟ)

1F-VD0□E-02 (ｿｰｽﾀｲﾌﾟ)

上記□には、1～4が入ります。

1～４連（ｼﾝｸﾀｲﾌﾟ）のｴｱﾊﾝﾄﾞ用電磁弁ｾｯﾄ

1～４連（ｿｰｽﾀｲﾌﾟ）のｴｱﾊﾝﾄﾞ用電磁弁ｾｯﾄ
×

ハンド出力ケーブル 1S-GR35S-01 1F-GR35S-02 ﾛﾎﾞ側ｺﾈｸﾀ付､他端末は未処理の電磁弁接続用の出力ｹｰﾌﾞﾙ､全長300mm ×

ハンド入力ケーブル 1S-HC25C-01 1F-HC35S-02 ﾛﾎﾞ側ｺﾈｸﾀ付､他端末は未処理のﾊﾝﾄﾞｾﾝｻ等接続用の入力ｹｰﾌﾞﾙ､全長300mm ×

ハンドカールチューブ 1E-ST040□C 1E-ST04□C φ4×□本､最大4連の電磁弁接続用のｶｰﾙﾀｲﾌﾟのｴｱﾁｭｰﾌﾞ ○

フォアアーム部外部配線セット1 － 1F-HB01S-01
ﾌｫｱｱｰﾑ用：　ﾊﾝﾄﾞ入力ｹｰﾌﾞﾙ､Ethernetｹｰﾌﾞﾙ､電動ﾊﾝﾄﾞ兼力覚ｾﾝｻｹｰﾌﾞﾙが接続

されている外部配線ＢＯＸ
－

フォアアーム部外部配線セット2 － 1F-HB02S-01 ﾌｫｱｱｰﾑ用： 力覚ｾﾝｻ､電動ﾊﾝﾄﾞ､Ethernetｹｰﾌﾞﾙが接続されている外部配線ＢＯＸ －

ベース部外部配線セット1 － 1F-HA01S-01
ﾍﾞｰｽ部用：　電動ﾊﾝﾄﾞ用通信信号出力､電動ﾊﾝﾄﾞ兼力覚ｾﾝｻｹｰﾌﾞﾙ､Ethernetｹｰﾌﾞ

ﾙが接続されている外部配線ＢＯＸ｡ﾊﾝﾄﾞ入力あり｡
－

ベース部外部配線セット2 － 1F-HA02S-01
ﾍﾞｰｽ部用：　電動ﾊﾝﾄﾞ用通信信号出力､電動ﾊﾝﾄﾞ､力覚ｾﾝｻ､Ethernetｹｰﾌﾞﾙが接

続されている外部配線ＢＯＸ｡ﾊﾝﾄﾞ入力なし｡
－

J1軸動作範囲変更 1S-DH-02 1F-DH-04 J1軸動作範囲変更用ｽﾄｯﾊﾟ部品 ×

機器間ケーブル長2ｍ

(交換タイプ)
1S-02UCBL-01 -

固定用(電源､信号の2本ｾｯﾄ)､2m

(標準5m品の替わりﾆ添付されます)
－

機器間ケーブル(交換タイプ) -
1F- □□ UCBL-41

上記□□には、02,10,15,20が入りま

固定用2m,10m,15m、20m
－

機器間ケーブル(交換タイプ) －
1F-□□LUCBL-41

上記□□には、10,15,20が入ります。
屈曲用10m,15m、20m －

仕様

固定用(電源､信号の2本ｾｯﾄ)､5m､10m､15m

(標準5m品に継ぎ足し使用します)

屈曲用(電源､信号の2本ｾｯﾄ)､5m､10m､15m

(標準5m品に継ぎ足し使用します)

機器間ケーブル延長固定

（継ぎ足しタイプ）

1S-□□CBL-01

上記□□には、05,10,15が入ります。
-

機器間ケーブル延長屈曲

（継ぎ足しタイプ）

1S-□□LCBL-01

上記□□には、05,10,15が入ります。
-

項目

－

－

互換性

（１）ロボット本体オプション比較

2.5 オプション


ラインアップ

		

				シリーズ		従来形名 ジュウライカタメイ		仕様区分 シヨウクブン		コントローラ				シリーズ		従来形名 ジュウライカタメイ		仕様区分 シヨウクブン		コントローラ

				RV-6S		RV-6S		標準（基本IP54、手先IP65） ヒョウジュンキホンテサキ		CR2B-574				RV-6SD		RV-6SD		標準（基本IP54、手先IP65） ヒョウジュンキホンテサキ		CR2D-711

						RV-6SL		同ロングアーム ドウ								RV-6SDL		同ロングアーム ドウ

						RV-6SC		クリーン仕様（クラス10） シヨウ								RV-6SDC		クリーン仕様（クラス10） シヨウ

						RV-6SLC		同ロングアーム ドウ								RV-6SDLC		同ロングアーム ドウ

						RV-6S-SM		コントローラミスト仕様 シヨウ		CR3-535M						RV-6SD-SM		コントローラミスト仕様 シヨウ		CR3D-711M

						RV-6SL-SM		同ロングアーム ドウ								RV-6SDL-SM		同ロングアーム ドウ

				RV-12S		RV-12S		標準（基本IP54、手先IP65） ヒョウジュンキホンテサキ		CR3-535M				RV-12SD		RV-12SD		標準（基本IP54、手先IP65） ヒョウジュンキホンテサキ		CR3D-701M

						RV-12SL		同ロングアーム ドウ								RV-12SDL		同ロングアーム ドウ

						RV-12SC		クリーン仕様（クラス10） シヨウ		CR3-535						RV-12SDC		クリーン仕様（クラス10） シヨウ		CR3D-701

						RV-12SLC		同ロングアーム ドウ								RV-12SDLC		同ロングアーム ドウ

				RV-3S		RV-3S		標準６軸（IP65） ヒョウジュンジク		CR1B-571				RV-3SD
（※）		RV-3SD		標準６軸（IP65） ヒョウジュンジク		CR1D-721

						RV-3SJ		標準５軸（IP65） ヒョウジュンジク								RV-3SDJ		標準５軸（IP65） ヒョウジュンジク

														※：近日発売予定 キンジツハツバイヨテイ





コントローラ

		

				シリーズ		コントローラ				シリーズ		コントローラ

				RV-12S		CR3-535(M)				RV-12Sx		CR3x-701(M)

				RV-6S		CR2B-574				RV-6Sx		CR2x-711

				RV-6S-SM		CR3-535M				RV-6Sx-SM		CR3x-711M

				RV-3S		CR1-571				RV-3Sx		CR1x-721

				RV-3SJ		CR1-571				RV-3SxJ		CR1x-731

				RH-6SH		CR1-571				RH-6SxH		CR1x-761

				RH-12SH		CR2B-574				RH-12SxH		CR2x-741

				RH-18SH		CR2B-574				RH-18SxH		CR2x-751





仕様比較

		

						項目 コウモク						単位 タンイ		仕様 シヨウ						備考 ビコウ

														従来機種 ジュウライキシュ		新機種 シンキシュ

																SDシリーズ		SQシリーズ

						コントローラ形名 カタメイ								CR1B-571
CR2B-574
CR3-535		CR1D-7xx（※1）
CR2D-7xx
CR3D-7xx		CR1Q-7xx（※1）
CR2Q-7xx
CR3Q-7xx		形名変更 カタメイヘンコウ

						プログラム言語 ゲンゴ								MELFA-BASICⅣ		MELFA-BASICⅤ				上位互換言語 ジョウイゴカンゲンゴ

						容量 ヨウリョウ		ポイント数 スウ				点 テン		2,500		13,000				容量アップ ヨウリョウ

								ステップ数 スウ				step		5,000		26,000				容量アップ ヨウリョウ

								プログラム本数 ホンスウ				本 ホン		88		256				容量アップ ヨウリョウ

						外部入出力 ガイブニュウシュツリョク		汎用入出力 ハンヨウニュウシュツリョク				点 テン		32/32		0/0				標準IOなし ヒョウジュン

								専用入出力 センヨウニュウシュツリョク				点 テン		汎用入出力に割付
（停止入力は固定） ハンヨウニュウシュツリョクワリツケテイシニュウリョクコテイ		専用入力×1
＆汎用入出力に割付 センヨウニュウリョクハンヨウニュウシュツリョクワリツケ

								ハンド入出力 ニュウシュツリョク				点 テン		8/0

								非常停止入力 ヒジョウテイシニュウリョク				点 テン		1（冗長） ジョウチョウ

								ドアスイッチ入力 ニュウリョク				点 テン		1（冗長） ジョウチョウ

								付加軸同期出力 フカジクドウキシュツリョク				点 テン		1（非冗長） ヒジョウチョウ		1（冗長） ジョウチョウ				冗長化 ジョウチョウカ

								非常停止出力 ヒジョウテイシシュツリョク				点 テン		－		1（冗長） ジョウチョウ				新機能 シンキノウ

								ｲﾈｰﾌﾞﾘﾝｸﾞﾃﾞﾊﾞｲｽ入力 ニュウリョク				点 テン		－		1（冗長） ジョウチョウ				新機能 シンキノウ

								エラー出力 シュツリョク				点 テン		－		1（冗長） ジョウチョウ				新機能 シンキノウ

								モード出力 シュツリョク				点 テン		－		1（冗長） ジョウチョウ				新機能 シンキノウ

						インタフェース		RS-232				ポート		1				0

								RS-422				ポート		1

								ハンド用スロット ヨウ				SLOT		1

								機能拡張用スロット キノウカクチョウヨウ				SLOT		3				0

								メモリ増設スロット ゾウセツ				SLOT		1				0

								ロボ入出力リンク ニュウシュツリョク				ch		1				0

								イーサネット				ch		0（オプションあり）
10BASE-T		1
10BASE-T／100BASE-Tx		0

								USB				ポート		－		1		0

								付加軸機能 フカジクキノウ				ch		0（オプションあり）
MR-J2S対応 タイオウ		1
MR-J3対応 タイオウ

								エンコーダ入力 ニュウリョク				ch		0（オプションあり）		2		0

						RoHS対応 タイオウ								基板以外対応 キバンイガイタイオウ		○

						鉛フリーフェーズ ナマリ								1		3（3A含む） フク

						入力電源
電圧範囲
＆電源容量 ニュウリョクデンゲンデンアツハンイデンゲンヨウリョウ				CR1		Vac
/ kVA		単相　180～253 / 1.0 タンソウ

										CR2				単相　180～253 / 2.0 タンソウ

										CR3				三相　180～253 / 3.0 サンソウ

						外形寸法 ガイケイスンポウ				CR1		mm		212(W)x290(D)x150(H)		240(W)x290(D)x200(H)

										CR2		mm		460(W)x400(D)x200(H)		470(W)x400(D)x200(H)

										CR3		mm		450(W)x440(D)x625(H)　・・・　CR3M
450(W)x380(D)x625(H)

						構造 コウゾウ								CR1、CR2　：　開放型（IP20）　、　CR3　：　密閉型（IP54） カイホウガタミッペイガタ





オプション比較

		

						項目 コウモク		仕様		仕様								ＣＲ2B-574
(CR3-535M)
/ＣＲ750-D
互換 ゴカン		ＣＲ*ＤＡ-7***
/ＣＲ800-D
互換 ゴカン		ＣＲ*ＱＡ-7***
/ＣＲ750-Ｑ
互換 ゴカン		備考 ビコウ

								従来機種		従来機種				新機種 シンキシュ

								CR2B-574
CR3-535M		CR2DA-711
CR3D-711M		CR2QA-711
CR3Q-711M		CR800-07VD		CR750-04VQ-1

						エアハンドインタフェース		2A-RZ365(ｼﾝｸ)		2A-RZ365(ｼﾝｸ)				☆				○		○		○

								2A-RZ375(ｿｰｽ)		2A-RZ375(ｿｰｽ)

						増設入出力ユニット ゾウセツニュウシュツリョク		2A-RZ361(ｼﾝｸ)
2A-RZ371(ｿｰｽ)		2A-RZ361(ｼﾝｸ)
2A-RZ371(ｿｰｽ)		◆		2A-RZ361(ｼﾝｸ)
2A-RZ371(ｿｰｽ)		◆		○		○		◆

						外部入出力ケーブル ガイブニュウシュツリョク		2A-CBL□□		2A-CBL□□		◆		2A-CBL□□		◆		○		○		◆		増設入出力ﾕﾆｯﾄ用 ゾウセツニュウシュツリョクヨウ

						内蔵入出力インタフェース ナイゾウニュウシュツリョク		-		2D-TZ368(ｼﾝｸ)
2D-TZ378(ｿｰｽ)		◆		2D-TZ368(ｼﾝｸ)
2D-TZ378(ｿｰｽ)		◆		×		○		◆

						CC-Linkインタフェース		2A-HR575		2D-TZ576		◆		2D-TZ576		◆		×		○		◆		ver2対応 タイオウ

						付加軸インタフェース フカジク		2A-RZ541		☆				☆				×		☆		☆

						トラッキング機能 キノウ		2A-RZ581		☆		◆		☆		◆		×		☆		◆

						増設シリアルインターフェイス		2A-RZ581		－		◆		☆		◆		×		☆		◆

						増設メモリ ゾウセツ		2A-HR432		2D-TZ454		－		－		－		－		－		－

						ネットワークベースカード				2D-TZ535-EIP		－		2D-TZ535-EIP		－				○		－

						デバイスネットスレーブインタフェース				2D-TZ571		◆		2D-TZ571		◆				○		◆

						プロフィーバススレーブインタフェース				2D-TZ577		◆		2D-TZ577		◆				○		◆

						コントローラ保護BOX ホゴ		-		-				CR800-MB				－		×		×

						ティーチングボックス		28TB		R32TB								×		○		○

						高機能ティーチングボックス コウキノウ		-		R56TB								－		○		○

						RS-232ケーブル（ﾊﾟｿｻﾎﾟ用） ヨウ		RS-MAXY-CBL		2D-232CBL03M		－		－		－		×		－		－

						力覚センサセット リキカク		-		－				4F-FS002H-W200/4F-FS002Ｈ-Ｗ1000				－		－		－

						パソコンサポートソフトウェア		3A-0xC-WINJ		3D-1□C-WINJ				3F-14C-WINJ				×		-		○		RT ToolBox3標準 ヒョウジュン

														3F-15C-WINJ						-				RT ToolBox3min

														3F-16D-WINJ						-				RT ToolBox3Pro

						シミュレータ（MELFA-Works）		3D-21C-WINJ		3D-21C-WINJ								○		-		○





アデプトサイクル

		

						機種 キシュ		サイクルタイム[s]

								従来機種 ジュウライキシュ		新機種 シンキシュ

						RV-6S		0.496		0.471

						RV-6SL		0.595		0.525

						RV-12S		0.695		0.656

						RV-12SL		0.791		0.740

						RV-3S		0.718		0.668





互換性

		

						分類 ブンルイ		項目 コウモク		単位 タンイ		仕様 シヨウ				互換性 ゴカンセイ		備考 ビコウ

												従来機種 ジュウライキシュ		新機種 シンキシュ

						据付 スエツケ		電源仕様 デンゲンシヨウ		Vac		単相180～253 タンソウ				○

								電源容量 デンゲンヨウリョウ		kVA		2				○

								電源端子台 デンゲンタンシダイ				M5				○

								コントローラ底面据付寸法 ソコメンスエツケスンポウ		mm		310(W)x260(D)				○

								コントローラ据付空間（※） スエツケクウカン		mm		760(W)x700(D)x210(H)				○		外形寸法はCR2Dが幅10mmアップしますが、
放熱空間含めた設置容積は同一です ガイケイスンポウハバホウネツクウカンフクセッチヨウセキドウイツ

						操作 ソウサ		簡易版TB カンイバン				R28TB		R32TB		×		二重押し操作撲滅等、操作性は改善されています ニジュウオソウサボクメツトウソウサセイカイゼン

								高機能版TB コウキノウハン				－		R56TB		●		GUIにより使いやすくなっております ツカ

								パソコンサポートS/W				RT ToolBox		RT ToolBox2		◎		RT ToolBox2は従来機種でもご使用になれます ジュウライキシュシヨウ

						配線 ハイセン		パラレルI/Oユニット用配線 ヨウハイセン				2A-CBLxx				○

								パラレルI/Oインタフェース用配線 ヨウハイセン				－		2D-CBLxx		●		内蔵PIOオプション用です。新機種のみの対応です ナイゾウヨウシンキシュタイオウ

								CC-Link配線接続形態 ハイセンセツゾクケイタイ				端子台 タンシダイ		コネクタ		◎		圧着端子不要のため、従来配線の流用可能です アツチャクタンシフヨウジュウライハイセンリュウヨウカノウ

								CC-Link　バージョン				1.1		2.0		◎

						保守 ホシュ		ロボット本体用バックアップ電池 ホンタイヨウデンチ				A6BAT				○

								コントローラ用バックアップ電池 ヨウデンチ				ER6		Q6BAT		×

						◎：上位互換、○完全互換、●：新機能、×：互換なし ジョウイゴカンカンゼンゴカンシンキノウゴカン





互換性 (2)

		

						分類 ブンルイ		項目 コウモク		単位 タンイ		仕様 シヨウ				互換性 ゴカンセイ		備考 ビコウ

												従来機種 ジュウライキシュ		新機種 シンキシュ

						据付 スエツケ		電源仕様 デンゲンシヨウ		Vac		単相180～253 タンソウ				○

								電源容量 デンゲンヨウリョウ		kVA		2				○

								電源端子台 デンゲンタンシダイ				M5				○

								コントローラ底面据付寸法 ソコメンスエツケスンポウ		mm		310(W)x260(D)				○

								コントローラ据付空間（※） スエツケクウカン		mm		760(W)x700(D)x210(H)				○

						操作 ソウサ		簡易版TB カンイバン				R28TB		R32TB		☆		変換アダプタにて接続可 ヘンカンセツゾクカ

								高機能版TB コウキノウハン				－		R56TB		●

								I/Oマップ				同一 ドウイツ				○

								パソコンサポートS/W				RT ToolBox		RT ToolBox2		◎		RT ToolBox2は従来機種
でもご使用になれます ジュウライキシュシヨウ

						配線 ハイセン		パラレルI/Oユニット用配線 ヨウハイセン				2A-CBLxx				○

								パラレルI/O　I/F用配線 ヨウハイセン				－		2D-CBLxx		●		内蔵PIOオプション用 ナイゾウヨウ

								CC-Link配線接続形態 ハイセンセツゾクケイタイ				端子台 タンシダイ		コネクタ		◎		圧着端子不要 アツチャクタンシフヨウ

								CC-Link　バージョン				1.1		2.0		◎

						保守 ホシュ		バックアップ電池 デンチ				ER6		Q6BAT		×

						◎：上位互換、○完全互換、●：新機能、×：互換なし、☆：代替案あり ジョウイゴカンカンゼンゴカンシンキノウゴカンダイガエアン





互換性 (3)

		

						分類 ブンルイ		項目 コウモク		仕様 シヨウ				互換性 ゴカンセイ		備考 ビコウ

										従来機種 ジュウライキシュ		新機種 シンキシュ

						据付 スエツケ		ロボット本体外形 ホンタイガイケイ		新旧機種とも外形変更なし
→レイアウト再検討不要 シンキュウキシュガイケイヘンコウサイケントウフヨウ				○

						保守 ホシュ		バックアップ電池 デンチ		A6BAT				○

								90角中空モータ（※） カクチュウクウ		HC-SWSシリーズ		HF-SWSシリーズ		×		HF-SWSの従来機種への適用を検討中です。 ジュウライキシュテキヨウケントウチュウ

								その他モータ タ		同一品 ドウイツヒン				○

						○完全互換、×：互換なし カンゼンゴカンゴカン





互換性 (4)

		

						分類 ブンルイ		項目 コウモク		仕様 シヨウ						互換性 ゴカンセイ		備考 ビコウ

										従来機種（S） ジュウライキシュ		新機種（SD） シンキシュ		新機種（SQ） シンキシュ

						操作 ソウサ		簡易版TB カンイバン		R28TB		R32TB				☆		変換アダプタにて接続可 ヘンカンセツゾクカ

								高機能版TB コウキノウハン		－		R56TB				●

								TB脱着スイッチ ダツチャク		あり		なし（※１）				×		安全規格対応 アンゼンキカクタイオウ

								I/Oマップ		0-9999				10000-18191		※２

								プログラミング言語 ゲンゴ		MELFA-BASICⅣ		MELFA-BASICⅤ（Ⅳも使用可） シヨウカ				◎

								パソコンサポートS/W		RT ToolBox		RT ToolBox2				◎		RT ToolBox2は従来機種
でもご使用になれます ジュウライキシュシヨウ

						保守 ホシュ		バックアップ電池 デンチ		ER6		Q6BAT				×

						◎：上位互換、○完全互換、●：新機能、×：互換なし、☆：代替案あり ジョウイゴカンカンゼンゴカンシンキノウゴカンダイガエアン





NARC-AG 入出力信号マップ

				【I/Oマップ】

						ポストNARC																統合コントローラ トウゴウ

						一般仕様 イッパンシヨウ								GOT直接接続から見た入出力デバイス チョクセツセツゾクミニュウシュツリョク

				項目 コウモク		入出力番号 ニュウシュツリョクバンゴウ		占有点数 センユウテンスウ		レジスタ(ワード)番号		占有ワード数 センユウカズ		入出力番号 ニュウシュツリョクバンゴウ		占有線数 センユウセンスウ		レジスタ(ワード)番号		占有ワード数 センユウカズ		入出力番号 ニュウシュツリョクバンゴウ		占有点数 センユウテンスウ		レジスタ(ワード)番号		占有ワード数 センユウカズ

				パラレル入出力ユニット
(ハンド入出力32点)：(*1)		0～255		256		－		－		モニタのみ
X00～XFF
Y00～YFF		256		－		－		－		－		－		－

				パラレル入出力i/F
(スロット１)（*2) ニュウシュツリョク		0～31		32		－		－		モニタのみ
X00～X1F
Y00～Y1F		32		－		－		－		－		－		－

				パラレル入出力i/F
(スロット２)（*2) ニュウシュツリョク		32～63		32		－		－		モニタのみ
X20～X3F
Y20～Y3F		32		－		－		－		－		－		－

				パラレル入出力i/F
(スロット３)（*2) ニュウシュツリョク		64～95		32		－		－		モニタのみ
X40～X5F
Y40～Y5F		32		－		－		－		－		－		－

				GOTリンク（*2)		0～255		256		－		－		PIO装着局は
モニタのみ(*3)
X00～XFF
Y00～YFF ソウチャクキョク		256		－		－		－		－		－		－

				予備 ヨビ		256～799		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－

				ＳＴＯＰ(SKIP入力0)		800		1		－		－		X320		－		－		－		800		1		－		－

				ＳＫＩＰ（SKIP入力1～7） ニュウリョク		801～807		7		－		－		X321～X327		－		－		－		801～807		7		－		－

				ＤＯＯＲ		840		1		－		－		X348		－		－		－		840		1		－		－

				ＥＭＧ		850		1		－		－		X352		－		－		－		850		1		－		－

				イネーブルスイッチ		860		1		－		－		X35C		－		－		－		860		1		－		－

				メカ１ハンド入出力(8点)		900～907		8		－		－		モニタのみ
X384～X38B
Y384～Y38B		－		－		－		900～907		8		－		－

				メカ２ハンド入出力(8点)		910～917		8		－		－		モニタのみ
X38E～X395
Y38E～Y395		－		－		－		910～917		8		－		－

				メカ３ハンド入出力(8点)		920～927		8		－		－		モニタのみ
X398～X39F
Y388～Y39F		－		－		－		920～927		8		－		－

				メカ４ハンド入出力(8点)		930～937		8		－		－		モニタのみ
X3A2～X3A9
Y3A2～Y3A9		－		－		－		930～937		8		－		－

				メカ５ハンド入出力(8点)		940～947		8		－		－		モニタのみ
X3AC～X3B3
Y3AC～Y3B3		－		－		－		940～947		8		－		－

				Q-Bus I/F(*2)		9000～9511		512		???(*5)		???		モニタのみ
X2328～X2527
Y2328～Y2527		512		－		－		－		－		－		－

				ＰＲＯＦＩＢＵＳ(*2)		2000～5071		3072		－		－		モニタのみ
X7D0～X13CF
Y7D0～Y13CF		3072		－		－		－		－		－		－

				ＣＣ－Ｌｉｎｋ(*2)		6000～8047		2048		6000～6255(*6)		256ワード		モニタのみ
X1770～X1F6F
Y1770～Y1F6F		2048		モニタのみ
入力：D0～D255
出力：D256～D511 ニュウリョクシュツリョク		256ワード		－		－		－		－

				シーケンサリンク(*4)		－		－		－		－		－		－		－		－		10000～18191		8192		－		－

				(*1)

				　　ハンドインタフェースカードのロータリスイッチが局番となり、局番により32点間隔で占有（０～７局を使用） キョクバンキョクバンテンカンカクセンユウキョクシヨウ

				(*2)

				　　ポストNARCのみのオプション

				(*3)

				　　ポストNARCでは、パラレル入出力ユニットまたはパラレル入出力インタフェースが、装着されている局（３２点単位）は、モニタのみ可能。いずれも未装着の局のみ、読み書き可能。 ミソウチャクキョク

				(*4)

				　　統合コントローラのみ トウゴウ

				(*5)

				　　現在検討中 ゲンザイケントウチュウ

				(*6)

				　　Ver.2対応は？　CCFIXの初期値へ変更して128点にしちゃう？ タイオウ



M_DIN( )
M_DOUT( )



IOマップ

		

				項目 コウモク		現行機種（S） ゲンコウキシュ		新機種（SD） シンキシュ		新機種（SQ） シンキシュ

				パラレル入出力		0～255				－

				ＰＲＯＦＩＢＵＳ（注１） チュウ		2000～5071				－

				ＣＣ－Ｌｉｎｋ（注２）		6000～8047				－

				シーケンサリンク		－				10000～18191

				ハンド入出力		900～907





中空モータ

		

						90角中空モータ使用箇所 カクチュウクウシヨウカショ

						機種 キシュ		軸 ジク

								J1		J2		J3		J4		J5		J6

						RV-6S		○

						RV-12S		○		○		○

						RV-3S

						RH-6SH

						RH-12SH

						RH-18SH





ＳＱorＳＤ選定

		

				No		こんなとき．．．		SQ		SD		理由 リユウ

				1		従来当社ロボットを使用しており、S/W資産を活用したい ジュウライトウシャシヨウシサンカツヨウ				○		I/Oマップ互換のため、システム変更不要です。 ゴカンヘンコウフヨウ

				2		小規模セルなので、周辺機器の制御もR/C（※）に任せたい ショウキボシュウヘンキキセイギョマカ				○		付加軸機能、PIOなどにより外部機器を直接ロボットにて制御できます。 フカジクキノウガイブキキチョクセツセイギョ

				3		ビジョンセンサ、トラッキング等リアルタイム性が必要 トウセイヒツヨウ				○		リアルタイム性能を追求したSDシリーズが最適です。 セイノウツイキュウサイテキ

				4		システムの中でロボットはアクチュエータ的な役割で十分 ナカテキヤクワリジュウブン		○				シーケンサをマスタとして、ロボットの簡単な制御ができます。 カンタンセイギョ

				5		アナログI/OやAsiなど豊富な機能を使いたい ホウフキノウツカ		○				ロボットオプションにラインアップのない各種機能をお使いいただけます。 カクシュキノウツカ

				6		省配線、省ユニットによるシステムコスト削減を実施したい ショウハイセンショウサクゲンジッシ		○				シーケンサ上にロボットがのるため、通信ユニット／ケーブルが不要です。 ジョウツウシンフヨウ

				7		I/Oマップの簡略化などによるシステム立上時間を短縮したい カンリャクカタチアゲジカンタンシュク		○				シーケンサにI/Oが集約されているので、システムの立ち上げが簡単です。 シュウヤクタアカンタン

				8		GOTを操作パネルとし、R/Cの操作を削減したい ソウサソウササクゲン		○		△		SQ/SDともGOT直結できます。SQは、トランスペアレント機能がお使いいただけます。 チョッケツキノウツカ

						※R/C：ロボットコントローラ





Sheet3

		






ラインアップ

		

				シリーズ		従来形名 ジュウライカタメイ		仕様区分 シヨウクブン		コントローラ				シリーズ		従来形名 ジュウライカタメイ		仕様区分 シヨウクブン		コントローラ

				RV-6S		RV-6S		標準（基本IP54、手先IP65） ヒョウジュンキホンテサキ		CR2B-574				RV-6SD		RV-6SD		標準（基本IP54、手先IP65） ヒョウジュンキホンテサキ		CR2D-711

						RV-6SL		同ロングアーム ドウ								RV-6SDL		同ロングアーム ドウ

						RV-6SC		クリーン仕様（クラス10） シヨウ								RV-6SDC		クリーン仕様（クラス10） シヨウ

						RV-6SLC		同ロングアーム ドウ								RV-6SDLC		同ロングアーム ドウ

						RV-6S-SM		コントローラミスト仕様 シヨウ		CR3-535M						RV-6SD-SM		コントローラミスト仕様 シヨウ		CR3D-711M

						RV-6SL-SM		同ロングアーム ドウ								RV-6SDL-SM		同ロングアーム ドウ

				RV-12S		RV-12S		標準（基本IP54、手先IP65） ヒョウジュンキホンテサキ		CR3-535M				RV-12SD		RV-12SD		標準（基本IP54、手先IP65） ヒョウジュンキホンテサキ		CR3D-701M

						RV-12SL		同ロングアーム ドウ								RV-12SDL		同ロングアーム ドウ

						RV-12SC		クリーン仕様（クラス10） シヨウ		CR3-535						RV-12SDC		クリーン仕様（クラス10） シヨウ		CR3D-701

						RV-12SLC		同ロングアーム ドウ								RV-12SDLC		同ロングアーム ドウ

				RV-3S		RV-3S		標準６軸（IP65） ヒョウジュンジク		CR1B-571				RV-3SD
（※）		RV-3SD		標準６軸（IP65） ヒョウジュンジク		CR1D-721

						RV-3SJ		標準５軸（IP65） ヒョウジュンジク								RV-3SDJ		標準５軸（IP65） ヒョウジュンジク

														※：近日発売予定 キンジツハツバイヨテイ





コントローラ

		

				シリーズ		コントローラ				シリーズ		コントローラ

				RV-12S		CR3-535(M)				RV-12Sx		CR3x-701(M)

				RV-6S		CR2B-574				RV-6Sx		CR2x-711

				RV-6S-SM		CR3-535M				RV-6Sx-SM		CR3x-711M

				RV-3S		CR1-571				RV-3Sx		CR1x-721

				RV-3SJ		CR1-571				RV-3SxJ		CR1x-731

				RH-6SH		CR1-571				RH-6SxH		CR1x-761

				RH-12SH		CR2B-574				RH-12SxH		CR2x-741

				RH-18SH		CR2B-574				RH-18SxH		CR2x-751





仕様比較

		

						項目 コウモク						単位 タンイ		仕様 シヨウ						備考 ビコウ

														従来機種 ジュウライキシュ		新機種 シンキシュ

																SDシリーズ		SQシリーズ

						コントローラ形名 カタメイ								CR1B-571
CR2B-574
CR3-535		CR1D-7xx（※1）
CR2D-7xx
CR3D-7xx		CR1Q-7xx（※1）
CR2Q-7xx
CR3Q-7xx		形名変更 カタメイヘンコウ

						プログラム言語 ゲンゴ								MELFA-BASICⅣ		MELFA-BASICⅤ				上位互換言語 ジョウイゴカンゲンゴ

						容量 ヨウリョウ		ポイント数 スウ				点 テン		2,500		13,000				容量アップ ヨウリョウ

								ステップ数 スウ				step		5,000		26,000				容量アップ ヨウリョウ

								プログラム本数 ホンスウ				本 ホン		88		256				容量アップ ヨウリョウ

						外部入出力 ガイブニュウシュツリョク		汎用入出力 ハンヨウニュウシュツリョク				点 テン		32/32		0/0				標準IOなし ヒョウジュン

								専用入出力 センヨウニュウシュツリョク				点 テン		汎用入出力に割付
（停止入力は固定） ハンヨウニュウシュツリョクワリツケテイシニュウリョクコテイ		専用入力×1
＆汎用入出力に割付 センヨウニュウリョクハンヨウニュウシュツリョクワリツケ

								ハンド入出力 ニュウシュツリョク				点 テン		8/0

								非常停止入力 ヒジョウテイシニュウリョク				点 テン		1（冗長） ジョウチョウ

								ドアスイッチ入力 ニュウリョク				点 テン		1（冗長） ジョウチョウ

								付加軸同期出力 フカジクドウキシュツリョク				点 テン		1（非冗長） ヒジョウチョウ		1（冗長） ジョウチョウ				冗長化 ジョウチョウカ

								非常停止出力 ヒジョウテイシシュツリョク				点 テン		－		1（冗長） ジョウチョウ				新機能 シンキノウ

								ｲﾈｰﾌﾞﾘﾝｸﾞﾃﾞﾊﾞｲｽ入力 ニュウリョク				点 テン		－		1（冗長） ジョウチョウ				新機能 シンキノウ

								エラー出力 シュツリョク				点 テン		－		1（冗長） ジョウチョウ				新機能 シンキノウ

								モード出力 シュツリョク				点 テン		－		1（冗長） ジョウチョウ				新機能 シンキノウ

						インタフェース		RS-232				ポート		1				0

								RS-422				ポート		1

								ハンド用スロット ヨウ				SLOT		1

								機能拡張用スロット キノウカクチョウヨウ				SLOT		3				0

								メモリ増設スロット ゾウセツ				SLOT		1				0

								ロボ入出力リンク ニュウシュツリョク				ch		1				0

								イーサネット				ch		0（オプションあり）
10BASE-T		1
10BASE-T／100BASE-Tx		0

								USB				ポート		－		1		0

								付加軸機能 フカジクキノウ				ch		0（オプションあり）
MR-J2S対応 タイオウ		1
MR-J3対応 タイオウ

								エンコーダ入力 ニュウリョク				ch		0（オプションあり）		2		0

						RoHS対応 タイオウ								基板以外対応 キバンイガイタイオウ		○

						鉛フリーフェーズ ナマリ								1		3（3A含む） フク

						入力電源
電圧範囲
＆電源容量 ニュウリョクデンゲンデンアツハンイデンゲンヨウリョウ				CR1		Vac
/ kVA		単相　180～253 / 1.0 タンソウ

										CR2				単相　180～253 / 2.0 タンソウ

										CR3				三相　180～253 / 3.0 サンソウ

						外形寸法 ガイケイスンポウ				CR1		mm		212(W)x290(D)x150(H)		240(W)x290(D)x200(H)

										CR2		mm		460(W)x400(D)x200(H)		470(W)x400(D)x200(H)

										CR3		mm		450(W)x440(D)x625(H)　・・・　CR3M
450(W)x380(D)x625(H)

						構造 コウゾウ								CR1、CR2　：　開放型（IP20）　、　CR3　：　密閉型（IP54） カイホウガタミッペイガタ





本体オプション比較

		項目 コウモク		仕様 シヨウ						互換性 ゴカンセイ

				従来機種 ジュウライキシュ		新機種 シンキシュ		仕様及び補足説明 シヨウオヨホソクセツメイ

				RV-6SD/6SDL		RV-7FR-D，RV-7FRＬ-D

		電磁弁セット デンジベン		1S-VD0□-02 (ｼﾝｸﾀｲﾌﾟ)
1S-VD0□E-02 (ｿｰｽﾀｲﾌﾟ)
上記□には、1～4が入ります。		1F-VD0□-02 (ｼﾝｸﾀｲﾌﾟ)
1F-VD0□E-02 (ｿｰｽﾀｲﾌﾟ)
上記□には、1～4が入ります。 ジョウキハイ		1～４連（ｼﾝｸﾀｲﾌﾟ）のｴｱﾊﾝﾄﾞ用電磁弁ｾｯﾄ
1～４連（ｿｰｽﾀｲﾌﾟ）のｴｱﾊﾝﾄﾞ用電磁弁ｾｯﾄ レンヨウデンジベンヨウ		×

		ハンド出力ケーブル シュツリョク		1S-GR35S-01		1F-GR35S-02		ﾛﾎﾞ側ｺﾈｸﾀ付､他端末は未処理の電磁弁接続用の出力ｹｰﾌﾞﾙ､全長300mm ガワツタタンマツミショリデンジベンセツゾクヨウシュツリョクゼンチョウ		×

		ハンド入力ケーブル ニュウリョク		1S-HC25C-01		1F-HC35S-02		ﾛﾎﾞ側ｺﾈｸﾀ付､他端末は未処理のﾊﾝﾄﾞｾﾝｻ等接続用の入力ｹｰﾌﾞﾙ､全長300mm ガワツタタンマツミショリトウセツゾクヨウニュウリョク		×

		ハンドカールチューブ		1E-ST040□C		1E-ST04□C		φ4×□本､最大4連の電磁弁接続用のｶｰﾙﾀｲﾌﾟのｴｱﾁｭｰﾌﾞ		○

		フォアアーム部外部配線セット1 ブガイブハイセン		－		1F-HB01S-01		ﾌｫｱｱｰﾑ用：　ﾊﾝﾄﾞ入力ｹｰﾌﾞﾙ､Ethernetｹｰﾌﾞﾙ､電動ﾊﾝﾄﾞ兼力覚ｾﾝｻｹｰﾌﾞﾙが接続されている外部配線ＢＯＸ ヨウニュウリョクデンドウケンリキカクセツゾクガイブハイセン		－

		フォアアーム部外部配線セット2 ブガイブハイセン		－		1F-HB02S-01		ﾌｫｱｱｰﾑ用： 力覚ｾﾝｻ､電動ﾊﾝﾄﾞ､Ethernetｹｰﾌﾞﾙが接続されている外部配線ＢＯＸ ヨウデンドウセツゾクガイブハイセン		－

		ベース部外部配線セット1 ブガイブハイセン		－		1F-HA01S-01		ﾍﾞｰｽ部用：　電動ﾊﾝﾄﾞ用通信信号出力､電動ﾊﾝﾄﾞ兼力覚ｾﾝｻｹｰﾌﾞﾙ､Ethernetｹｰﾌﾞﾙが接続されている外部配線ＢＯＸ｡ﾊﾝﾄﾞ入力あり｡ ブヨウデンドウヨウツウシンシンゴウシュツリョクデンドウケンリキカクセツゾクガイブハイセンニュウリョク		－

		ベース部外部配線セット2 ブガイブハイセン		－		1F-HA02S-01		ﾍﾞｰｽ部用：　電動ﾊﾝﾄﾞ用通信信号出力､電動ﾊﾝﾄﾞ､力覚ｾﾝｻ､Ethernetｹｰﾌﾞﾙが接続されている外部配線ＢＯＸ｡ﾊﾝﾄﾞ入力なし｡ ブヨウデンドウヨウツウシンシンゴウシュツリョクデンドウリキカクセツゾクガイブハイセンニュウリョク		－

		J1軸動作範囲変更 ジクドウサハンイヘンコウ		1S-DH-02		1F-DH-04		J1軸動作範囲変更用ｽﾄｯﾊﾟ部品 ジクドウサハンイヘンコウヨウブヒン		×

		機器間ケーブル長2ｍ
(交換タイプ) キキカンチョウコウカン		1S-02UCBL-01		-		固定用(電源､信号の2本ｾｯﾄ)､2m
(標準5m品の替わりﾆ添付されます) コテイヨウデンゲンシンゴウホンヒョウジュンヒンカテンプ		－

		機器間ケーブル(交換タイプ) キキカンコウカン		-		1F- □□ UCBL-41　　　　　　　　　　　　　　　上記□□には、02,10,15,20が入ります。		固定用2m,10m,15m、20m
 コテイヨウ		－

		機器間ケーブル(交換タイプ) キキカンコウカン		－		1F-□□LUCBL-41　　　　　　　　　　　　　　上記□□には、10,15,20が入ります。		屈曲用10m,15m、20m クッキョク		－

		機器間ケーブル延長固定
（継ぎ足しタイプ） キキカンエンチョウコテイツタ		1S-□□CBL-01
上記□□には、05,10,15が入ります。		-		固定用(電源､信号の2本ｾｯﾄ)､5m､10m､15m
(標準5m品に継ぎ足し使用します) コテイヨウデンゲンシンゴウホンヒョウジュンヒンツタシヨウ		－

		機器間ケーブル延長屈曲
（継ぎ足しタイプ） キキカンエンチョウクッキョクツタ		1S-□□LCBL-01
上記□□には、05,10,15が入ります。		-		屈曲用(電源､信号の2本ｾｯﾄ)､5m､10m､15m
(標準5m品に継ぎ足し使用します) クッキョクヨウデンゲンシンゴウホン		－





オプション比較

		

						項目 コウモク		仕様 シヨウ						S/SD
互換 ゴカン		S/SQ
互換 ゴカン		備考 ビコウ

								従来機種 ジュウライキシュ		新機種 シンキシュ

								Ｓシリーズ		SDシリーズ		SQシリーズ

						エアハンドインタフェース		2A-RZ365						○		○		全機種共通 ゼンキシュキョウツウ

						増設入出力ユニット ゾウセツニュウシュツリョク		2A-RZ361				◆		○		×		S/SD共通 キョウツウ

						入出力ケーブル ニュウシュツリョク		2A-CBLxx				◆		○		×		S/SD共通 キョウツウ

						ティーチングボックス		R28TB		R32TB				●		●		新型TB シンガタ

						高機能ティーチングボックス コウキノウ		－		R56TB				●		●		新型TB シンガタ

						内蔵入出力インタフェース ナイゾウニュウシュツリョク		(標準内蔵) ヒョウジュンナイゾウ		2D-TZ368		－		●		－

						CC-Linkインタフェース		2A-HR575		2D-TZ576		◆		×		×		SD:ver2対応 タイオウ

						付加軸インタフェース フカジク		2A-RZ541		☆				☆		☆

						イーサネットインタフェース		2A-HR533		☆		◆		☆		×

						トラッキング機能 キノウ		2A-RZ581		☆		開発予定 カイハツヨテイ		☆		×

						増設シリアルインタフェース ゾウセツ		2A-RZ581		－		◆		×		×

						増設メモリ ゾウセツ		2A-HR432		2D-TZ454		－		×		×

						ｺﾝﾄﾛｰﾗ保護BOX（CR1のみ) ホゴ		CR1B-MB		CR1D-MB				×		×

						新規入出力ケーブル シンキニュウシュツリョク		－		2D-CBLxx		－		●		－

						RS-232ケーブル（ﾊﾟｿｻﾎﾟ用） ヨウ		RS-MAXY-CBL		2D-232CBL03M		◆		×		×

						パソコンサポートソフトウェア		3A-0xC-WINJ		3D-1xC-WINJ				◎		◎		上位互換 ジョウイゴカン

						○：同一品 ドウイツヒン

						●：新機種 シンキシュ

						×：互換なし ゴカン

						◎：上位互換 ジョウイゴカン

						☆：標準装備 ヒョウジュンソウビ

						◆：シーケンサオプション





アデプトサイクル

		

						機種 キシュ		サイクルタイム[s]

								従来機種 ジュウライキシュ		新機種 シンキシュ

						RV-6S		0.496		0.471

						RV-6SL		0.595		0.525

						RV-12S		0.695		0.656

						RV-12SL		0.791		0.740

						RV-3S		0.718		0.668





互換性

		

						分類 ブンルイ		項目 コウモク		単位 タンイ		仕様 シヨウ				互換性 ゴカンセイ		備考 ビコウ

												従来機種 ジュウライキシュ		新機種 シンキシュ

						据付 スエツケ		電源仕様 デンゲンシヨウ		Vac		単相180～253 タンソウ				○

								電源容量 デンゲンヨウリョウ		kVA		2				○

								電源端子台 デンゲンタンシダイ				M5				○

								コントローラ底面据付寸法 ソコメンスエツケスンポウ		mm		310(W)x260(D)				○

								コントローラ据付空間（※） スエツケクウカン		mm		760(W)x700(D)x210(H)				○		外形寸法はCR2Dが幅10mmアップしますが、
放熱空間含めた設置容積は同一です ガイケイスンポウハバホウネツクウカンフクセッチヨウセキドウイツ

						操作 ソウサ		簡易版TB カンイバン				R28TB		R32TB		×		二重押し操作撲滅等、操作性は改善されています ニジュウオソウサボクメツトウソウサセイカイゼン

								高機能版TB コウキノウハン				－		R56TB		●		GUIにより使いやすくなっております ツカ

								パソコンサポートS/W				RT ToolBox		RT ToolBox2		◎		RT ToolBox2は従来機種でもご使用になれます ジュウライキシュシヨウ

						配線 ハイセン		パラレルI/Oユニット用配線 ヨウハイセン				2A-CBLxx				○

								パラレルI/Oインタフェース用配線 ヨウハイセン				－		2D-CBLxx		●		内蔵PIOオプション用です。新機種のみの対応です ナイゾウヨウシンキシュタイオウ

								CC-Link配線接続形態 ハイセンセツゾクケイタイ				端子台 タンシダイ		コネクタ		◎		圧着端子不要のため、従来配線の流用可能です アツチャクタンシフヨウジュウライハイセンリュウヨウカノウ

								CC-Link　バージョン				1.1		2.0		◎

						保守 ホシュ		ロボット本体用バックアップ電池 ホンタイヨウデンチ				A6BAT				○

								コントローラ用バックアップ電池 ヨウデンチ				ER6		Q6BAT		×

						◎：上位互換、○完全互換、●：新機能、×：互換なし ジョウイゴカンカンゼンゴカンシンキノウゴカン





互換性 (2)

		

						分類 ブンルイ		項目 コウモク		単位 タンイ		仕様 シヨウ				互換性 ゴカンセイ		備考 ビコウ

												従来機種 ジュウライキシュ		新機種 シンキシュ

						据付 スエツケ		電源仕様 デンゲンシヨウ		Vac		単相180～253 タンソウ				○

								電源容量 デンゲンヨウリョウ		kVA		2				○

								電源端子台 デンゲンタンシダイ				M5				○

								コントローラ底面据付寸法 ソコメンスエツケスンポウ		mm		310(W)x260(D)				○

								コントローラ据付空間（※） スエツケクウカン		mm		760(W)x700(D)x210(H)				○

						操作 ソウサ		簡易版TB カンイバン				R28TB		R32TB		☆		変換アダプタにて接続可 ヘンカンセツゾクカ

								高機能版TB コウキノウハン				－		R56TB		●

								I/Oマップ				同一 ドウイツ				○

								パソコンサポートS/W				RT ToolBox		RT ToolBox2		◎		RT ToolBox2は従来機種
でもご使用になれます ジュウライキシュシヨウ

						配線 ハイセン		パラレルI/Oユニット用配線 ヨウハイセン				2A-CBLxx				○

								パラレルI/O　I/F用配線 ヨウハイセン				－		2D-CBLxx		●		内蔵PIOオプション用 ナイゾウヨウ

								CC-Link配線接続形態 ハイセンセツゾクケイタイ				端子台 タンシダイ		コネクタ		◎		圧着端子不要 アツチャクタンシフヨウ

								CC-Link　バージョン				1.1		2.0		◎

						保守 ホシュ		バックアップ電池 デンチ				ER6		Q6BAT		×

						◎：上位互換、○完全互換、●：新機能、×：互換なし、☆：代替案あり ジョウイゴカンカンゼンゴカンシンキノウゴカンダイガエアン





互換性 (3)

		

						分類 ブンルイ		項目 コウモク		仕様 シヨウ				互換性 ゴカンセイ		備考 ビコウ

										従来機種 ジュウライキシュ		新機種 シンキシュ

						据付 スエツケ		ロボット本体外形 ホンタイガイケイ		新旧機種とも外形変更なし
→レイアウト再検討不要 シンキュウキシュガイケイヘンコウサイケントウフヨウ				○

						保守 ホシュ		バックアップ電池 デンチ		A6BAT				○

								90角中空モータ（※） カクチュウクウ		HC-SWSシリーズ		HF-SWSシリーズ		×		HF-SWSの従来機種への適用を検討中です。 ジュウライキシュテキヨウケントウチュウ

								その他モータ タ		同一品 ドウイツヒン				○

						○完全互換、×：互換なし カンゼンゴカンゴカン





互換性 (4)

		

						分類 ブンルイ		項目 コウモク		仕様 シヨウ						互換性 ゴカンセイ		備考 ビコウ

										従来機種（S） ジュウライキシュ		新機種（SD） シンキシュ		新機種（SQ） シンキシュ

						操作 ソウサ		簡易版TB カンイバン		R28TB		R32TB				☆		変換アダプタにて接続可 ヘンカンセツゾクカ

								高機能版TB コウキノウハン		－		R56TB				●

								TB脱着スイッチ ダツチャク		あり		なし（※１）				×		安全規格対応 アンゼンキカクタイオウ

								I/Oマップ		0-9999				10000-18191		※２

								プログラミング言語 ゲンゴ		MELFA-BASICⅣ		MELFA-BASICⅤ（Ⅳも使用可） シヨウカ				◎

								パソコンサポートS/W		RT ToolBox		RT ToolBox2				◎		RT ToolBox2は従来機種
でもご使用になれます ジュウライキシュシヨウ

						保守 ホシュ		バックアップ電池 デンチ		ER6		Q6BAT				×

						◎：上位互換、○完全互換、●：新機能、×：互換なし、☆：代替案あり ジョウイゴカンカンゼンゴカンシンキノウゴカンダイガエアン





NARC-AG 入出力信号マップ

				【I/Oマップ】

						ポストNARC																統合コントローラ トウゴウ

						一般仕様 イッパンシヨウ								GOT直接接続から見た入出力デバイス チョクセツセツゾクミニュウシュツリョク

				項目 コウモク		入出力番号 ニュウシュツリョクバンゴウ		占有点数 センユウテンスウ		レジスタ(ワード)番号		占有ワード数 センユウカズ		入出力番号 ニュウシュツリョクバンゴウ		占有線数 センユウセンスウ		レジスタ(ワード)番号		占有ワード数 センユウカズ		入出力番号 ニュウシュツリョクバンゴウ		占有点数 センユウテンスウ		レジスタ(ワード)番号		占有ワード数 センユウカズ

				パラレル入出力ユニット
(ハンド入出力32点)：(*1)		0～255		256		－		－		モニタのみ
X00～XFF
Y00～YFF		256		－		－		－		－		－		－

				パラレル入出力i/F
(スロット１)（*2) ニュウシュツリョク		0～31		32		－		－		モニタのみ
X00～X1F
Y00～Y1F		32		－		－		－		－		－		－

				パラレル入出力i/F
(スロット２)（*2) ニュウシュツリョク		32～63		32		－		－		モニタのみ
X20～X3F
Y20～Y3F		32		－		－		－		－		－		－

				パラレル入出力i/F
(スロット３)（*2) ニュウシュツリョク		64～95		32		－		－		モニタのみ
X40～X5F
Y40～Y5F		32		－		－		－		－		－		－

				GOTリンク（*2)		0～255		256		－		－		PIO装着局は
モニタのみ(*3)
X00～XFF
Y00～YFF ソウチャクキョク		256		－		－		－		－		－		－

				予備 ヨビ		256～799		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－

				ＳＴＯＰ(SKIP入力0)		800		1		－		－		X320		－		－		－		800		1		－		－

				ＳＫＩＰ（SKIP入力1～7） ニュウリョク		801～807		7		－		－		X321～X327		－		－		－		801～807		7		－		－

				ＤＯＯＲ		840		1		－		－		X348		－		－		－		840		1		－		－

				ＥＭＧ		850		1		－		－		X352		－		－		－		850		1		－		－

				イネーブルスイッチ		860		1		－		－		X35C		－		－		－		860		1		－		－

				メカ１ハンド入出力(8点)		900～907		8		－		－		モニタのみ
X384～X38B
Y384～Y38B		－		－		－		900～907		8		－		－

				メカ２ハンド入出力(8点)		910～917		8		－		－		モニタのみ
X38E～X395
Y38E～Y395		－		－		－		910～917		8		－		－

				メカ３ハンド入出力(8点)		920～927		8		－		－		モニタのみ
X398～X39F
Y388～Y39F		－		－		－		920～927		8		－		－

				メカ４ハンド入出力(8点)		930～937		8		－		－		モニタのみ
X3A2～X3A9
Y3A2～Y3A9		－		－		－		930～937		8		－		－

				メカ５ハンド入出力(8点)		940～947		8		－		－		モニタのみ
X3AC～X3B3
Y3AC～Y3B3		－		－		－		940～947		8		－		－

				Q-Bus I/F(*2)		9000～9511		512		???(*5)		???		モニタのみ
X2328～X2527
Y2328～Y2527		512		－		－		－		－		－		－

				ＰＲＯＦＩＢＵＳ(*2)		2000～5071		3072		－		－		モニタのみ
X7D0～X13CF
Y7D0～Y13CF		3072		－		－		－		－		－		－

				ＣＣ－Ｌｉｎｋ(*2)		6000～8047		2048		6000～6255(*6)		256ワード		モニタのみ
X1770～X1F6F
Y1770～Y1F6F		2048		モニタのみ
入力：D0～D255
出力：D256～D511 ニュウリョクシュツリョク		256ワード		－		－		－		－

				シーケンサリンク(*4)		－		－		－		－		－		－		－		－		10000～18191		8192		－		－

				(*1)

				　　ハンドインタフェースカードのロータリスイッチが局番となり、局番により32点間隔で占有（０～７局を使用） キョクバンキョクバンテンカンカクセンユウキョクシヨウ

				(*2)

				　　ポストNARCのみのオプション

				(*3)

				　　ポストNARCでは、パラレル入出力ユニットまたはパラレル入出力インタフェースが、装着されている局（３２点単位）は、モニタのみ可能。いずれも未装着の局のみ、読み書き可能。 ミソウチャクキョク

				(*4)

				　　統合コントローラのみ トウゴウ

				(*5)

				　　現在検討中 ゲンザイケントウチュウ

				(*6)

				　　Ver.2対応は？　CCFIXの初期値へ変更して128点にしちゃう？ タイオウ



M_DIN( )
M_DOUT( )



IOマップ

		

				項目 コウモク		現行機種（S） ゲンコウキシュ		新機種（SD） シンキシュ		新機種（SQ） シンキシュ

				パラレル入出力		0～255				－

				ＰＲＯＦＩＢＵＳ（注１） チュウ		2000～5071				－

				ＣＣ－Ｌｉｎｋ（注２）		6000～8047				－

				シーケンサリンク		－				10000～18191

				ハンド入出力		900～907





中空モータ

		

						90角中空モータ使用箇所 カクチュウクウシヨウカショ

						機種 キシュ		軸 ジク

								J1		J2		J3		J4		J5		J6

						RV-6S		○

						RV-12S		○		○		○

						RV-3S

						RH-6SH

						RH-12SH

						RH-18SH





ＳＱorＳＤ選定

		

				No		こんなとき．．．		SQ		SD		理由 リユウ

				1		従来当社ロボットを使用しており、S/W資産を活用したい ジュウライトウシャシヨウシサンカツヨウ				○		I/Oマップ互換のため、システム変更不要です。 ゴカンヘンコウフヨウ

				2		小規模セルなので、周辺機器の制御もR/C（※）に任せたい ショウキボシュウヘンキキセイギョマカ				○		付加軸機能、PIOなどにより外部機器を直接ロボットにて制御できます。 フカジクキノウガイブキキチョクセツセイギョ

				3		ビジョンセンサ、トラッキング等リアルタイム性が必要 トウセイヒツヨウ				○		リアルタイム性能を追求したSDシリーズが最適です。 セイノウツイキュウサイテキ

				4		システムの中でロボットはアクチュエータ的な役割で十分 ナカテキヤクワリジュウブン		○				シーケンサをマスタとして、ロボットの簡単な制御ができます。 カンタンセイギョ

				5		アナログI/OやAsiなど豊富な機能を使いたい ホウフキノウツカ		○				ロボットオプションにラインアップのない各種機能をお使いいただけます。 カクシュキノウツカ

				6		省配線、省ユニットによるシステムコスト削減を実施したい ショウハイセンショウサクゲンジッシ		○				シーケンサ上にロボットがのるため、通信ユニット／ケーブルが不要です。 ジョウツウシンフヨウ

				7		I/Oマップの簡略化などによるシステム立上時間を短縮したい カンリャクカタチアゲジカンタンシュク		○				シーケンサにI/Oが集約されているので、システムの立ち上げが簡単です。 シュウヤクタアカンタン

				8		GOTを操作パネルとし、R/Cの操作を削減したい ソウサソウササクゲン		○		△		SQ/SDともGOT直結できます。SQは、トランスペアレント機能がお使いいただけます。 チョッケツキノウツカ

						※R/C：ロボットコントローラ
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下表に新旧機種の互換性についてまとめます。
3.1 ロボット本体互換性

据付寸法 × ベース幅寸法互換なし。

ﾒｶﾆｶﾙｲﾝﾀﾌｪｰｽ ○ 互換あり、但しネジ深さ、穴深さ変更あり、注意要。

動作範囲 △
標準使用状態での動作範囲は新機種動作範囲内であり、互換。但し、旧機種で反転動

作範囲使用のものは、この範囲を新機種動作範囲で置き換えられるか確認が必要。

ハンド配線 × 互換なし

ハンド配管 ○

予備配線 ×

保守 バックアップ電池 ×

表中の記号の意味　○完全互換、　×：互換なし、　△：一部互換　

外形

ツーリング

備考分類 項目 互換性

仕様

新機種従来機種

変更あり

MR-BAT6V1A6BAT

ＲV-6ＳＤ/6ＳDL

変更あり

変更なし

変更あり

変更あり

変更あり

ＲV-7Ｆ-Ｄ/

ＲV-7ＦL-Ｄ

３．互換性について

3.2 コントローラ互換性

仕様

従来機種 新機種

ＣＲ2ＤＡ-711

CR3D-711M
ＣＲ800-07VＤ

TB ○

高機能版TB ○

I/Oマップ 0-9999 0-9999 ○

プログラミング言語 MELFA-BASICⅤ MELFA-BASICⅥ ×

パソコンサポートS/W RT ToolBox2 RT ToolBox3 ×

保守 バックアップ電池 Q6BAT - ×

表中の記号の意味　○完全互換、×：互換なし

互換性
備考

R32TB

R56TB

分類 項目

操作

(8/8)

3.3 GOT直接接続 拡張機能に関する注意点

GOT出力先頭アドレス（→ロボット）

ロボット入力信号先頭アドレス

ロボット出力信号先頭アドレス

ＧＯＴ入力先頭アドレス（←ロボット）

メモリ構成

項目
FRシリーズ

10000

10000

10000

GOT間の共有メモリ CPUバッファメモリ

U3E1\G10000 U3E1\HG0

U3E0\G10000

備考
従来機種

ＣＲ2ＤＡ-711

/CR3D-711M
ＣＲ800-07VＤ

10000

仕様

U3E0\G0

従来機種と新機種では、GOT共有メモリ（ＣＰＵバッファメモリ）の入出力の先頭アドレスが異なります。

コントローラ仕様に関する注意点

ロボット言語

メカ製造番号

原点設定

ハンドタイプ

モードセレクタ入力

イネーブリングデバイススイッチ入力

バッテリ

ＴＢダミーコネクタ

無（バッテリ交換不要）

シンク（初期値）

ソースは設定変更が必要

未設定（初期値）

シンク、ソースの設定が必要（ハンド操作時に未

設定エラー発生）

有

有（お客様手配）

キースイッチ推奨品

推奨品形名：

 HA1K-2C2A-2(IDEC 製)

有 無

従来機種

ＣＲ2ＤＡ-711

/CR3D-711M
ＣＲ800-07VＤ

仕様

MELFA-BASICⅣは直接使用できない

（RT3のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ変換でⅤ,Ⅵにすることが可能）

MELFA-BASICⅤ

MELFA-BASICⅥ（MELFA-BASICⅤと上位互換）

※ⅥでFunction,Includeを使用しなければⅤと全く

同じ記述が可能

項目
FRシリーズ

入力必要（TBまたはRT2） 入力不要（メカ内ROMに記録済み）

必要

不要

（デッドマンON後に抜けば運転中でも停止せずに

外すことが可能）

入力必要（TBまたはRT2） 入力不要（メカ内ROMに記録済み）

MELFA-BASICⅣ

MELFA-BASICⅤ

有（Q6BAT、１個）


ラインアップ

		

				シリーズ		従来形名 ジュウライカタメイ		仕様区分 シヨウクブン		コントローラ				シリーズ		従来形名 ジュウライカタメイ		仕様区分 シヨウクブン		コントローラ

				RV-6S		RV-6S		標準（基本IP54、手先IP65） ヒョウジュンキホンテサキ		CR2B-574				RV-6SD		RV-6SD		標準（基本IP54、手先IP65） ヒョウジュンキホンテサキ		CR2D-711

						RV-6SL		同ロングアーム ドウ								RV-6SDL		同ロングアーム ドウ

						RV-6SC		クリーン仕様（クラス10） シヨウ								RV-6SDC		クリーン仕様（クラス10） シヨウ

						RV-6SLC		同ロングアーム ドウ								RV-6SDLC		同ロングアーム ドウ

						RV-6S-SM		コントローラミスト仕様 シヨウ		CR3-535M						RV-6SD-SM		コントローラミスト仕様 シヨウ		CR3D-711M

						RV-6SL-SM		同ロングアーム ドウ								RV-6SDL-SM		同ロングアーム ドウ

				RV-12S		RV-12S		標準（基本IP54、手先IP65） ヒョウジュンキホンテサキ		CR3-535M				RV-12SD		RV-12SD		標準（基本IP54、手先IP65） ヒョウジュンキホンテサキ		CR3D-701M

						RV-12SL		同ロングアーム ドウ								RV-12SDL		同ロングアーム ドウ

						RV-12SC		クリーン仕様（クラス10） シヨウ		CR3-535						RV-12SDC		クリーン仕様（クラス10） シヨウ		CR3D-701

						RV-12SLC		同ロングアーム ドウ								RV-12SDLC		同ロングアーム ドウ

				RV-3S		RV-3S		標準６軸（IP65） ヒョウジュンジク		CR1B-571				RV-3SD
（※）		RV-3SD		標準６軸（IP65） ヒョウジュンジク		CR1D-721

						RV-3SJ		標準５軸（IP65） ヒョウジュンジク								RV-3SDJ		標準５軸（IP65） ヒョウジュンジク

														※：近日発売予定 キンジツハツバイヨテイ





コントローラ

		

				シリーズ		コントローラ				シリーズ		コントローラ

				RV-12S		CR3-535(M)				RV-12Sx		CR3x-701(M)

				RV-6S		CR2B-574				RV-6Sx		CR2x-711

				RV-6S-SM		CR3-535M				RV-6Sx-SM		CR3x-711M

				RV-3S		CR1-571				RV-3Sx		CR1x-721

				RV-3SJ		CR1-571				RV-3SxJ		CR1x-731

				RH-6SH		CR1-571				RH-6SxH		CR1x-761

				RH-12SH		CR2B-574				RH-12SxH		CR2x-741

				RH-18SH		CR2B-574				RH-18SxH		CR2x-751





仕様比較

		

						項目 コウモク						単位 タンイ		仕様 シヨウ						備考 ビコウ

														従来機種 ジュウライキシュ		新機種（SDシリーズ） シンキシュ		新機種（SQシリーズ） シンキシュ

						コントローラ形名 カタメイ								CR1B-571
CR2B-574
CR3-535		CR1D-7xx（※1）
CR2D-7xx
CR3D-7xx		CR1Q-7xx（※1）
CR2Q-7xx
CR3Q-7xx		形名変更 カタメイヘンコウ

						プログラム言語 ゲンゴ								MELFA-BASICⅣ		MELFA-BASICⅤ				上位互換言語 ジョウイゴカンゲンゴ

						容量 ヨウリョウ		ポイント数 スウ				点 テン		2,500		13,000				容量アップ ヨウリョウ

								ステップ数 スウ				step		5,000		26,000				容量アップ ヨウリョウ

								プログラム本数 ホンスウ				本 ホン		88		256				容量アップ ヨウリョウ

						外部入出力 ガイブニュウシュツリョク		汎用入出力 ハンヨウニュウシュツリョク				点 テン		32/32		0/0				標準IOなし ヒョウジュン

								専用入出力 センヨウニュウシュツリョク				点 テン		汎用入出力に割付
（停止入力は固定） ハンヨウニュウシュツリョクワリツケテイシニュウリョクコテイ		専用入力×1
＆汎用入出力に割付 センヨウニュウリョクハンヨウニュウシュツリョクワリツケ

								ハンド入出力 ニュウシュツリョク				点 テン		8/0

								非常停止入力 ヒジョウテイシニュウリョク				点 テン		1（冗長） ジョウチョウ

								ドアスイッチ入力 ニュウリョク				点 テン		1（冗長） ジョウチョウ

								付加軸同期出力 フカジクドウキシュツリョク				点 テン		1（非冗長） ヒジョウチョウ		1（冗長） ジョウチョウ				付加軸同期出力冗長化 フカジクドウキシュツリョクジョウチョウカ

								非常停止出力 ヒジョウテイシシュツリョク				点 テン		－		1（冗長） ジョウチョウ				新機能 シンキノウ

								ｲﾈｰﾌﾞﾘﾝｸﾞﾃﾞﾊﾞｲｽ入力 ニュウリョク				点 テン		－		1（冗長） ジョウチョウ				新機能 シンキノウ

								エラー出力 シュツリョク				点 テン		－		1（冗長） ジョウチョウ				新機能 シンキノウ

								モード出力 シュツリョク				点 テン		－		1（冗長） ジョウチョウ				新機能 シンキノウ

						インタフェース		RS-232				ポート		1				0

								RS-422				ポート		1

								ハンド用スロット ヨウ				SLOT		1

								機能拡張用スロット キノウカクチョウヨウ				SLOT		3				0

								メモリ増設スロット ゾウセツ				SLOT		1				0

								ロボ入出力リンク ニュウシュツリョク				ch		1				0

								イーサネット				ch		0（オプションあり）
10BASE-T		1
10BASE-T／100BASE-Tx		0

								USB				ポート		－		1		0

								付加軸機能 フカジクキノウ				ch		0（オプションあり）
MR-J2S対応 タイオウ		1
MR-J3対応 タイオウ

								エンコーダ入力 ニュウリョク				ch		0（オプションあり）		2		0

						RoHS対応 タイオウ								基板以外対応 キバンイガイタイオウ		○

						鉛フリーフェーズ ナマリ								1		3（3A含む） フク

						入力電源
電圧範囲
＆電源容量 ニュウリョクデンゲンデンアツハンイデンゲンヨウリョウ				CR1		Vac
/ kVA		単相　180～253 / 1.0 タンソウ

										CR2				単相　180～253 / 2.0 タンソウ

										CR3				三相　180～253 / 3.0 サンソウ

						外形寸法 ガイケイスンポウ				CR1		mm		212(W)x290(D)x150(H)		240(W)x290(D)x200(H)

										CR2		mm		460(W)x400(D)x200(H)		470(W)x400(D)x200(H)

										CR3		mm		450(W)x440(D)x625(H)　・・・　CR3M
450(W)x380(D)x625(H)

						質量 シツリョウ				CR1		kg		約8 ヤク		約10 ヤク

										CR2		kg		約20 ヤク

										CR3		kg		約60 ヤク

						構造 コウゾウ								CR1、CR2　：　開放型（IP20）　、　CR3　：　密閉型（IP54） カイホウガタミッペイガタ





オプション比較

		

						項目 コウモク		仕様 シヨウ						S/SD
互換 ゴカン		S/SQ
互換 ゴカン		備考 ビコウ

								従来機種（S） ジュウライキシュ		新機種（SD） シンキシュ		新機種（SQ） シンキシュ

						エアハンドインタフェース		2A-RZ365						○		○		全機種共通 ゼンキシュキョウツウ

						増設入出力ユニット ゾウセツニュウシュツリョク		2A-RZ361				◆		○		×		S/SD共通 キョウツウ

						入出力ケーブル ニュウシュツリョク		2A-CBLxx				◆		○		×		S/SD共通 キョウツウ

						簡易型ティーチングボックス カンイガタ		R28TB		R32TB				●		●		新型TB シンガタ

						高機能ティーチングボックス コウキノウ		－		R56TB				●		●		新型TB シンガタ

						内蔵入出力インタフェース ナイゾウニュウシュツリョク		－		2D-TZ368		－		●		－

						CC-Linkインタフェース		2A-HR575		2D-TZ576		◆		×		×

						付加軸インタフェース フカジク		2A-RZ541		☆

						イーサネットインタフェース		2A-HR533		☆		◆				×

						トラッキング機能 キノウ		2A-RZ581		☆		◆				×

						増設シリアルインタフェース ゾウセツ		2A-RZ581		－		◆		×		×

						増設メモリ ゾウセツ		2A-HR432		2D-TZ454		－		×		×

						新規入出力ケーブル シンキニュウシュツリョク		－		2D-CBLxx		－		●		－

						RS-232ケーブル		RS-MAXY-CBL		2D-232CBL03M		◆		×		×

						パソコンサポートソフトウェア		3A-0xC-WINJ		3D-1xC-WINJ				◎		◎		上位互換 ジョウイゴカン

						○：同一品 ドウイツヒン

						●：新機種 シンキシュ

						×：互換なし ゴカン

						◎：上位互換 ジョウイゴカン

						☆：標準装備 ヒョウジュンソウビ

						◆：シーケンサオプション





アデプトサイクル

		

						機種 キシュ		サイクルタイム[s]

								従来機種 ジュウライキシュ		新機種 シンキシュ

						RV-6S		0.496		0.471

						RV-6SL		0.595		0.525

						RV-12S		0.695		0.656

						RV-12SL		0.791		0.740

						RV-3S		0.718		0.668





互換性

		

						分類 ブンルイ		項目 コウモク		単位 タンイ		仕様 シヨウ				互換性 ゴカンセイ		備考 ビコウ

												従来機種 ジュウライキシュ		新機種 シンキシュ

						据付 スエツケ		電源仕様 デンゲンシヨウ		Vac		単相180～253 タンソウ				○

								電源容量 デンゲンヨウリョウ		kVA		2				○

								電源端子台 デンゲンタンシダイ				M5				○

								コントローラ底面据付寸法 ソコメンスエツケスンポウ		mm		310(W)x260(D)				○

								コントローラ据付空間（※） スエツケクウカン		mm		760(W)x700(D)x210(H)				○		外形寸法はCR2Dが幅10mmアップしますが、
放熱空間含めた設置容積は同一です ガイケイスンポウハバホウネツクウカンフクセッチヨウセキドウイツ

						操作 ソウサ		簡易版TB カンイバン				R28TB		R32TB		×		二重押し操作撲滅等、操作性は改善されています ニジュウオソウサボクメツトウソウサセイカイゼン

								高機能版TB コウキノウハン				－		R56TB		●		GUIにより使いやすくなっております ツカ

								パソコンサポートS/W				RT ToolBox		RT ToolBox2		◎		RT ToolBox2は従来機種でもご使用になれます ジュウライキシュシヨウ

						配線 ハイセン		パラレルI/Oユニット用配線 ヨウハイセン				2A-CBLxx				○

								パラレルI/Oインタフェース用配線 ヨウハイセン				－		2D-CBLxx		●		内蔵PIOオプション用です。新機種のみの対応です ナイゾウヨウシンキシュタイオウ

								CC-Link配線接続形態 ハイセンセツゾクケイタイ				端子台 タンシダイ		コネクタ		◎		圧着端子不要のため、従来配線の流用可能です アツチャクタンシフヨウジュウライハイセンリュウヨウカノウ

								CC-Link　バージョン				1.1		2.0		◎

						保守 ホシュ		ロボット本体用バックアップ電池 ホンタイヨウデンチ				A6BAT				○

								コントローラ用バックアップ電池 ヨウデンチ				ER6		Q6BAT		×

						◎：上位互換、○完全互換、●：新機能、×：互換なし ジョウイゴカンカンゼンゴカンシンキノウゴカン





互換性 (2)

		

						分類 ブンルイ		項目 コウモク		単位 タンイ		仕様 シヨウ				互換性 ゴカンセイ		備考 ビコウ

												従来機種 ジュウライキシュ		新機種 シンキシュ

						据付 スエツケ		電源仕様 デンゲンシヨウ		Vac		単相180～253 タンソウ				○

								電源容量 デンゲンヨウリョウ		kVA		2				○

								電源端子台 デンゲンタンシダイ				M5				○

								コントローラ底面据付寸法 ソコメンスエツケスンポウ		mm		310(W)x260(D)				○

								コントローラ据付空間（※） スエツケクウカン		mm		760(W)x700(D)x210(H)				○

						操作 ソウサ		簡易版TB カンイバン				R28TB		R32TB		☆		変換アダプタにて接続可 ヘンカンセツゾクカ

								高機能版TB コウキノウハン				－		R56TB		●

								I/Oマップ				同一 ドウイツ				○

								パソコンサポートS/W				RT ToolBox		RT ToolBox2		◎		RT ToolBox2は従来機種
でもご使用になれます ジュウライキシュシヨウ

						配線 ハイセン		パラレルI/Oユニット用配線 ヨウハイセン				2A-CBLxx				○

								パラレルI/O　I/F用配線 ヨウハイセン				－		2D-CBLxx		●		内蔵PIOオプション用 ナイゾウヨウ

								CC-Link配線接続形態 ハイセンセツゾクケイタイ				端子台 タンシダイ		コネクタ		◎		圧着端子不要 アツチャクタンシフヨウ

								CC-Link　バージョン				1.1		2.0		◎

						保守 ホシュ		バックアップ電池 デンチ				ER6		Q6BAT		×

						◎：上位互換、○完全互換、●：新機能、×：互換なし、☆：代替案あり ジョウイゴカンカンゼンゴカンシンキノウゴカンダイガエアン





互換性 (3)

		

						分類 ブンルイ		項目 コウモク		仕様 シヨウ								互換性 ゴカンセイ		備考 ビコウ

										従来機種 ジュウライキシュ				新機種 シンキシュ

										ＲV-6ＳＤ/6ＳDL				ＲV-7Ｆ-Ｄ/
ＲV-7ＦL-Ｄ

						外形 ガイケイ		据付寸法 スエツケスンポウ		変更あり								×		ベース幅寸法互換なし。 ハバスンポウゴカン

								ﾒｶﾆｶﾙｲﾝﾀﾌｪｰｽ		変更あり								○		互換あり、但しネジ深さ、穴深さ変更あり、注意要。 ゴカンタダフカアナフカヘンコウチュウイヨウ

								動作範囲		変更あり								△		標準使用状態での動作範囲は新機種動作範囲内であり、互換。但し、旧機種で反転動作範囲使用のものは、この範囲を新機種動作範囲で置き換えられるか確認が必要。 ヒョウジュンシヨウジョウタイドウサハンイシンキシュドウサハンイナイゴカンタダキュウキシュハンテンドウサハンイシヨウハンイシンキシュドウサハンイオカカクニンヒツヨウ

						ツーリング		ハンド配線 ハイセン		変更あり ヘンコウ								×		互換なし ゴカン

								ハンド配管 ハイカン		変更なし ヘンコウ								○

								予備配線 ヨビハイセン		変更あり								×

						保守 ホシュ		バックアップ電池 デンチ		A6BAT				MR-BAT6V1				×

						表中の記号の意味　○完全互換、　×：互換なし、　△：一部互換　 ヒョウチュウキゴウイミカンゼンゴカンゴカンイチブゴカン





互換性 (4)

		

						分類 ブンルイ		項目 コウモク		単位 タンイ		仕様 シヨウ						互換性 ゴカンセイ		備考 ビコウ

												従来機種（S） ジュウライキシュ		新機種（SD） シンキシュ		新機種（SQ） シンキシュ

						操作 ソウサ		簡易版TB カンイバン				R28TB		R32TB				☆		変換アダプタにて接続可 ヘンカンセツゾクカ

								高機能版TB コウキノウハン				－		R56TB				●

								TB脱着スイッチ ダツチャク				あり		なし（※１）				●		安全規格対応 アンゼンキカクタイオウ

								I/Oマップ				※２						※２

								プログラミング言語 ゲンゴ				MELFA-BASICⅣ		MELFA-BASICⅤ（Ⅳも使用可） シヨウカ				◎

								パソコンサポートS/W				RT ToolBox		RT ToolBox2				◎		RT ToolBox2は従来機種
でもご使用になれます ジュウライキシュシヨウ

						保守 ホシュ		バックアップ電池 デンチ				ER6		Q6BAT				×

						◎：上位互換、○完全互換、●：新機能、×：互換なし、☆：代替案あり ジョウイゴカンカンゼンゴカンシンキノウゴカンダイガエアン





NARC-AG 入出力信号マップ

				【I/Oマップ】

						ポストNARC																統合コントローラ トウゴウ

						一般仕様 イッパンシヨウ								GOT直接接続から見た入出力デバイス チョクセツセツゾクミニュウシュツリョク

				項目 コウモク		入出力番号 ニュウシュツリョクバンゴウ		占有点数 センユウテンスウ		レジスタ(ワード)番号		占有ワード数 センユウカズ		入出力番号 ニュウシュツリョクバンゴウ		占有線数 センユウセンスウ		レジスタ(ワード)番号		占有ワード数 センユウカズ		入出力番号 ニュウシュツリョクバンゴウ		占有点数 センユウテンスウ		レジスタ(ワード)番号		占有ワード数 センユウカズ

				パラレル入出力ユニット
(ハンド入出力32点)：(*1)		0～255		256		－		－		モニタのみ
X00～XFF
Y00～YFF		256		－		－		－		－		－		－

				パラレル入出力i/F
(スロット１)（*2) ニュウシュツリョク		0～31		32		－		－		モニタのみ
X00～X1F
Y00～Y1F		32		－		－		－		－		－		－

				パラレル入出力i/F
(スロット２)（*2) ニュウシュツリョク		32～63		32		－		－		モニタのみ
X20～X3F
Y20～Y3F		32		－		－		－		－		－		－

				パラレル入出力i/F
(スロット３)（*2) ニュウシュツリョク		64～95		32		－		－		モニタのみ
X40～X5F
Y40～Y5F		32		－		－		－		－		－		－

				GOTリンク（*2)		0～255		256		－		－		PIO装着局は
モニタのみ(*3)
X00～XFF
Y00～YFF ソウチャクキョク		256		－		－		－		－		－		－

				予備 ヨビ		256～799		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－

				ＳＴＯＰ(SKIP入力0)		800		1		－		－		X320		－		－		－		800		1		－		－

				ＳＫＩＰ（SKIP入力1～7） ニュウリョク		801～807		7		－		－		X321～X327		－		－		－		801～807		7		－		－

				ＤＯＯＲ		840		1		－		－		X348		－		－		－		840		1		－		－

				ＥＭＧ		850		1		－		－		X352		－		－		－		850		1		－		－

				イネーブルスイッチ		860		1		－		－		X35C		－		－		－		860		1		－		－

				メカ１ハンド入出力(8点)		900～907		8		－		－		モニタのみ
X384～X38B
Y384～Y38B		－		－		－		900～907		8		－		－

				メカ２ハンド入出力(8点)		910～917		8		－		－		モニタのみ
X38E～X395
Y38E～Y395		－		－		－		910～917		8		－		－

				メカ３ハンド入出力(8点)		920～927		8		－		－		モニタのみ
X398～X39F
Y388～Y39F		－		－		－		920～927		8		－		－

				メカ４ハンド入出力(8点)		930～937		8		－		－		モニタのみ
X3A2～X3A9
Y3A2～Y3A9		－		－		－		930～937		8		－		－

				メカ５ハンド入出力(8点)		940～947		8		－		－		モニタのみ
X3AC～X3B3
Y3AC～Y3B3		－		－		－		940～947		8		－		－

				Q-Bus I/F(*2)		9000～9511		512		???(*5)		???		モニタのみ
X2328～X2527
Y2328～Y2527		512		－		－		－		－		－		－

				ＰＲＯＦＩＢＵＳ(*2)		2000～5071		3072		－		－		モニタのみ
X7D0～X13CF
Y7D0～Y13CF		3072		－		－		－		－		－		－

				ＣＣ－Ｌｉｎｋ(*2)		6000～8047		2048		6000～6255(*6)		256ワード		モニタのみ
X1770～X1F6F
Y1770～Y1F6F		2048		モニタのみ
入力：D0～D255
出力：D256～D511 ニュウリョクシュツリョク		256ワード		－		－		－		－

				シーケンサリンク(*4)		－		－		－		－		－		－		－		－		10000～18191		8192		－		－

				(*1)

				　　ハンドインタフェースカードのロータリスイッチが局番となり、局番により32点間隔で占有（０～７局を使用） キョクバンキョクバンテンカンカクセンユウキョクシヨウ

				(*2)

				　　ポストNARCのみのオプション

				(*3)

				　　ポストNARCでは、パラレル入出力ユニットまたはパラレル入出力インタフェースが、装着されている局（３２点単位）は、モニタのみ可能。いずれも未装着の局のみ、読み書き可能。 ミソウチャクキョク

				(*4)

				　　統合コントローラのみ トウゴウ

				(*5)

				　　現在検討中 ゲンザイケントウチュウ

				(*6)

				　　Ver.2対応は？　CCFIXの初期値へ変更して128点にしちゃう？ タイオウ



M_DIN( )
M_DOUT( )



IOマップ

		

				項目 コウモク		現行機種（S） ゲンコウキシュ		新機種（SD） シンキシュ		新機種（SQ） シンキシュ

				パラレル入出力		0～255				－

				ＰＲＯＦＩＢＵＳ（※１）		2000～5071				－

				ＣＣ－Ｌｉｎｋ（※２）		6000～8047				－

				シーケンサリンク		－				10000～18191

				ハンド入出力		900～907





Sheet3

		






ラインアップ

		

				シリーズ		従来形名 ジュウライカタメイ		仕様区分 シヨウクブン		コントローラ				シリーズ		従来形名 ジュウライカタメイ		仕様区分 シヨウクブン		コントローラ

				RV-6S		RV-6S		標準（基本IP54、手先IP65） ヒョウジュンキホンテサキ		CR2B-574				RV-6SD		RV-6SD		標準（基本IP54、手先IP65） ヒョウジュンキホンテサキ		CR2D-711

						RV-6SL		同ロングアーム ドウ								RV-6SDL		同ロングアーム ドウ

						RV-6SC		クリーン仕様（クラス10） シヨウ								RV-6SDC		クリーン仕様（クラス10） シヨウ

						RV-6SLC		同ロングアーム ドウ								RV-6SDLC		同ロングアーム ドウ

						RV-6S-SM		コントローラミスト仕様 シヨウ		CR3-535M						RV-6SD-SM		コントローラミスト仕様 シヨウ		CR3D-711M

						RV-6SL-SM		同ロングアーム ドウ								RV-6SDL-SM		同ロングアーム ドウ

				RV-12S		RV-12S		標準（基本IP54、手先IP65） ヒョウジュンキホンテサキ		CR3-535M				RV-12SD		RV-12SD		標準（基本IP54、手先IP65） ヒョウジュンキホンテサキ		CR3D-701M

						RV-12SL		同ロングアーム ドウ								RV-12SDL		同ロングアーム ドウ

						RV-12SC		クリーン仕様（クラス10） シヨウ		CR3-535						RV-12SDC		クリーン仕様（クラス10） シヨウ		CR3D-701

						RV-12SLC		同ロングアーム ドウ								RV-12SDLC		同ロングアーム ドウ

				RV-3S		RV-3S		標準６軸（IP65） ヒョウジュンジク		CR1B-571				RV-3SD
（※）		RV-3SD		標準６軸（IP65） ヒョウジュンジク		CR1D-721

						RV-3SJ		標準５軸（IP65） ヒョウジュンジク								RV-3SDJ		標準５軸（IP65） ヒョウジュンジク

														※：近日発売予定 キンジツハツバイヨテイ





コントローラ

		

				シリーズ		コントローラ				シリーズ		コントローラ

				RV-12S		CR3-535(M)				RV-12Sx		CR3x-701(M)

				RV-6S		CR2B-574				RV-6Sx		CR2x-711

				RV-6S-SM		CR3-535M				RV-6Sx-SM		CR3x-711M

				RV-3S		CR1-571				RV-3Sx		CR1x-721

				RV-3SJ		CR1-571				RV-3SxJ		CR1x-731

				RH-6SH		CR1-571				RH-6SxH		CR1x-761

				RH-12SH		CR2B-574				RH-12SxH		CR2x-741

				RH-18SH		CR2B-574				RH-18SxH		CR2x-751





仕様比較

		

						項目 コウモク						単位 タンイ		仕様 シヨウ						備考 ビコウ

														従来機種 ジュウライキシュ		新機種 シンキシュ

																SDシリーズ		SQシリーズ

						コントローラ形名 カタメイ								CR1B-571
CR2B-574
CR3-535		CR1D-7xx（※1）
CR2D-7xx
CR3D-7xx		CR1Q-7xx（※1）
CR2Q-7xx
CR3Q-7xx		形名変更 カタメイヘンコウ

						プログラム言語 ゲンゴ								MELFA-BASICⅣ		MELFA-BASICⅤ				上位互換言語 ジョウイゴカンゲンゴ

						容量 ヨウリョウ		ポイント数 スウ				点 テン		2,500		13,000				容量アップ ヨウリョウ

								ステップ数 スウ				step		5,000		26,000				容量アップ ヨウリョウ

								プログラム本数 ホンスウ				本 ホン		88		256				容量アップ ヨウリョウ

						外部入出力 ガイブニュウシュツリョク		汎用入出力 ハンヨウニュウシュツリョク				点 テン		32/32		0/0				標準IOなし ヒョウジュン

								専用入出力 センヨウニュウシュツリョク				点 テン		汎用入出力に割付
（停止入力は固定） ハンヨウニュウシュツリョクワリツケテイシニュウリョクコテイ		専用入力×1
＆汎用入出力に割付 センヨウニュウリョクハンヨウニュウシュツリョクワリツケ

								ハンド入出力 ニュウシュツリョク				点 テン		8/0

								非常停止入力 ヒジョウテイシニュウリョク				点 テン		1（冗長） ジョウチョウ

								ドアスイッチ入力 ニュウリョク				点 テン		1（冗長） ジョウチョウ

								付加軸同期出力 フカジクドウキシュツリョク				点 テン		1（非冗長） ヒジョウチョウ		1（冗長） ジョウチョウ				冗長化 ジョウチョウカ

								非常停止出力 ヒジョウテイシシュツリョク				点 テン		－		1（冗長） ジョウチョウ				新機能 シンキノウ

								ｲﾈｰﾌﾞﾘﾝｸﾞﾃﾞﾊﾞｲｽ入力 ニュウリョク				点 テン		－		1（冗長） ジョウチョウ				新機能 シンキノウ

								エラー出力 シュツリョク				点 テン		－		1（冗長） ジョウチョウ				新機能 シンキノウ

								モード出力 シュツリョク				点 テン		－		1（冗長） ジョウチョウ				新機能 シンキノウ

						インタフェース		RS-232				ポート		1				0

								RS-422				ポート		1

								ハンド用スロット ヨウ				SLOT		1

								機能拡張用スロット キノウカクチョウヨウ				SLOT		3				0

								メモリ増設スロット ゾウセツ				SLOT		1				0

								ロボ入出力リンク ニュウシュツリョク				ch		1				0

								イーサネット				ch		0（オプションあり）
10BASE-T		1
10BASE-T／100BASE-Tx		0

								USB				ポート		－		1		0

								付加軸機能 フカジクキノウ				ch		0（オプションあり）
MR-J2S対応 タイオウ		1
MR-J3対応 タイオウ

								エンコーダ入力 ニュウリョク				ch		0（オプションあり）		2		0

						RoHS対応 タイオウ								基板以外対応 キバンイガイタイオウ		○

						鉛フリーフェーズ ナマリ								1		3（3A含む） フク

						入力電源
電圧範囲
＆電源容量 ニュウリョクデンゲンデンアツハンイデンゲンヨウリョウ				CR1		Vac
/ kVA		単相　180～253 / 1.0 タンソウ

										CR2				単相　180～253 / 2.0 タンソウ

										CR3				三相　180～253 / 3.0 サンソウ

						外形寸法 ガイケイスンポウ				CR1		mm		212(W)x290(D)x150(H)		240(W)x290(D)x200(H)

										CR2		mm		460(W)x400(D)x200(H)		470(W)x400(D)x200(H)

										CR3		mm		450(W)x440(D)x625(H)　・・・　CR3M
450(W)x380(D)x625(H)

						構造 コウゾウ								CR1、CR2　：　開放型（IP20）　、　CR3　：　密閉型（IP54） カイホウガタミッペイガタ





オプション比較

		

						項目 コウモク		仕様 シヨウ						S/SD
互換 ゴカン		S/SQ
互換 ゴカン		備考 ビコウ

								従来機種（S） ジュウライキシュ		新機種 シンキシュ

										SDシリーズ		SQシリーズ

						エアハンドインタフェース		2A-RZ365						○		○		全機種共通 ゼンキシュキョウツウ

						増設入出力ユニット ゾウセツニュウシュツリョク		2A-RZ361				◆		○		×		S/SD共通 キョウツウ

						入出力ケーブル ニュウシュツリョク		2A-CBLxx				◆		○		×		S/SD共通 キョウツウ

						簡易型ティーチングボックス カンイガタ		R28TB		R32TB				●		●		新型TB シンガタ

						高機能ティーチングボックス コウキノウ		－		R56TB				●		●		新型TB シンガタ

						内蔵入出力インタフェース ナイゾウニュウシュツリョク		－		2D-TZ368		－		●		－

						CC-Linkインタフェース		2A-HR575		2D-TZ576		◆		×		×		SD:ver2対応 タイオウ

						付加軸インタフェース フカジク		2A-RZ541		☆

						イーサネットインタフェース		2A-HR533		☆		◆				×

						トラッキング機能 キノウ		2A-RZ581		☆		◆				×

						増設シリアルインタフェース ゾウセツ		2A-RZ581		－		◆		×		×

						増設メモリ ゾウセツ		2A-HR432		2D-TZ454		－		×		×

						新規入出力ケーブル シンキニュウシュツリョク		－		2D-CBLxx		－		●		－

						RS-232ケーブル		RS-MAXY-CBL		2D-232CBL03M		◆		×		×

						パソコンサポートソフトウェア		3A-0xC-WINJ		3D-1xC-WINJ				◎		◎		上位互換 ジョウイゴカン

						○：同一品 ドウイツヒン

						●：新機種 シンキシュ

						×：互換なし ゴカン

						◎：上位互換 ジョウイゴカン

						☆：標準装備 ヒョウジュンソウビ

						◆：シーケンサオプション





アデプトサイクル

		

						機種 キシュ		サイクルタイム[s]

								従来機種 ジュウライキシュ		新機種 シンキシュ

						RV-6S		0.496		0.471

						RV-6SL		0.595		0.525

						RV-12S		0.695		0.656

						RV-12SL		0.791		0.740

						RV-3S		0.718		0.668





互換性

		

						分類 ブンルイ		項目 コウモク		単位 タンイ		仕様 シヨウ				互換性 ゴカンセイ		備考 ビコウ

												従来機種 ジュウライキシュ		新機種 シンキシュ

						据付 スエツケ		電源仕様 デンゲンシヨウ		Vac		単相180～253 タンソウ				○

								電源容量 デンゲンヨウリョウ		kVA		2				○

								電源端子台 デンゲンタンシダイ				M5				○

								コントローラ底面据付寸法 ソコメンスエツケスンポウ		mm		310(W)x260(D)				○

								コントローラ据付空間（※） スエツケクウカン		mm		760(W)x700(D)x210(H)				○		外形寸法はCR2Dが幅10mmアップしますが、
放熱空間含めた設置容積は同一です ガイケイスンポウハバホウネツクウカンフクセッチヨウセキドウイツ

						操作 ソウサ		簡易版TB カンイバン				R28TB		R32TB		×		二重押し操作撲滅等、操作性は改善されています ニジュウオソウサボクメツトウソウサセイカイゼン

								高機能版TB コウキノウハン				－		R56TB		●		GUIにより使いやすくなっております ツカ

								パソコンサポートS/W				RT ToolBox		RT ToolBox2		◎		RT ToolBox2は従来機種でもご使用になれます ジュウライキシュシヨウ

						配線 ハイセン		パラレルI/Oユニット用配線 ヨウハイセン				2A-CBLxx				○

								パラレルI/Oインタフェース用配線 ヨウハイセン				－		2D-CBLxx		●		内蔵PIOオプション用です。新機種のみの対応です ナイゾウヨウシンキシュタイオウ

								CC-Link配線接続形態 ハイセンセツゾクケイタイ				端子台 タンシダイ		コネクタ		◎		圧着端子不要のため、従来配線の流用可能です アツチャクタンシフヨウジュウライハイセンリュウヨウカノウ

								CC-Link　バージョン				1.1		2.0		◎

						保守 ホシュ		ロボット本体用バックアップ電池 ホンタイヨウデンチ				A6BAT				○

								コントローラ用バックアップ電池 ヨウデンチ				ER6		Q6BAT		×

						◎：上位互換、○完全互換、●：新機能、×：互換なし ジョウイゴカンカンゼンゴカンシンキノウゴカン





互換性 (2)

		

						分類 ブンルイ		項目 コウモク		単位 タンイ		仕様 シヨウ				互換性 ゴカンセイ		備考 ビコウ

												従来機種 ジュウライキシュ		新機種 シンキシュ

						据付 スエツケ		電源仕様 デンゲンシヨウ		Vac		単相180～253 タンソウ				○

								電源容量 デンゲンヨウリョウ		kVA		2				○

								電源端子台 デンゲンタンシダイ				M5				○

								コントローラ底面据付寸法 ソコメンスエツケスンポウ		mm		310(W)x260(D)				○

								コントローラ据付空間（※） スエツケクウカン		mm		760(W)x700(D)x210(H)				○

						操作 ソウサ		簡易版TB カンイバン				R28TB		R32TB		☆		変換アダプタにて接続可 ヘンカンセツゾクカ

								高機能版TB コウキノウハン				－		R56TB		●

								I/Oマップ				同一 ドウイツ				○

								パソコンサポートS/W				RT ToolBox		RT ToolBox2		◎		RT ToolBox2は従来機種
でもご使用になれます ジュウライキシュシヨウ

						配線 ハイセン		パラレルI/Oユニット用配線 ヨウハイセン				2A-CBLxx				○

								パラレルI/O　I/F用配線 ヨウハイセン				－		2D-CBLxx		●		内蔵PIOオプション用 ナイゾウヨウ

								CC-Link配線接続形態 ハイセンセツゾクケイタイ				端子台 タンシダイ		コネクタ		◎		圧着端子不要 アツチャクタンシフヨウ

								CC-Link　バージョン				1.1		2.0		◎

						保守 ホシュ		バックアップ電池 デンチ				ER6		Q6BAT		×

						◎：上位互換、○完全互換、●：新機能、×：互換なし、☆：代替案あり ジョウイゴカンカンゼンゴカンシンキノウゴカンダイガエアン





互換性 (3)

		

						分類 ブンルイ		項目 コウモク		仕様 シヨウ				互換性 ゴカンセイ		備考 ビコウ

										従来機種 ジュウライキシュ		新機種 シンキシュ

						据付 スエツケ		ロボット本体外形 ホンタイガイケイ		新旧機種とも外形変更なし
→レイアウト再検討不要 シンキュウキシュガイケイヘンコウサイケントウフヨウ				○

						保守 ホシュ		バックアップ電池 デンチ		A6BAT				○

								90角中空モータ（※） カクチュウクウ		HC-SWSシリーズ		HF-SWSシリーズ		×		HF-SWSの従来機種への適用を検討中です。 ジュウライキシュテキヨウケントウチュウ

								その他モータ タ		同一品 ドウイツヒン				○

						○完全互換、×：互換なし カンゼンゴカンゴカン





互換性 (4)

		

						分類 ブンルイ		項目 コウモク		仕様		仕様 シヨウ								Sとの
互換性 ゴカンセイ		互換性 ゴカンセイ		備考 ビコウ

										従来機種		従来機種 ジュウライキシュ				新機種 シンキシュ

										CR2B-574
CR3-535M		ＣＲ2ＤＡ-711
CR3D-711M		ＣＲ2ＱＡ-711
CR3Q-711M		ＣＲ800-07VＤ		ＣＲ750-07VＱ-1

						操作 ソウサ		TB		R28TB		R32TB								×		○

								高機能版TB コウキノウハン		-		R56TB								-		○

								I/Oマップ		0-9999		0-9999		10000-18191		0-9999		10000-18191		△※		○

								プログラミング言語 ゲンゴ		MELFA-BASICⅣ		MELFA-BASICⅤ				MELFA-BASICⅥ				×		×

								パソコンサポートS/W		RT ToolBox		RT ToolBox2				RT ToolBox3				×		×

						保守 ホシュ		バックアップ電池 デンチ		ER6		Q6BAT				-				×		×

						表中の記号の意味　○完全互換、×：互換なし ヒョウチュウキゴウイミカンゼンゴカンゴカン





NARC-AG 入出力信号マップ

				【I/Oマップ】

						ポストNARC																統合コントローラ トウゴウ

						一般仕様 イッパンシヨウ								GOT直接接続から見た入出力デバイス チョクセツセツゾクミニュウシュツリョク

				項目 コウモク		入出力番号 ニュウシュツリョクバンゴウ		占有点数 センユウテンスウ		レジスタ(ワード)番号		占有ワード数 センユウカズ		入出力番号 ニュウシュツリョクバンゴウ		占有線数 センユウセンスウ		レジスタ(ワード)番号		占有ワード数 センユウカズ		入出力番号 ニュウシュツリョクバンゴウ		占有点数 センユウテンスウ		レジスタ(ワード)番号		占有ワード数 センユウカズ

				パラレル入出力ユニット
(ハンド入出力32点)：(*1)		0～255		256		－		－		モニタのみ
X00～XFF
Y00～YFF		256		－		－		－		－		－		－

				パラレル入出力i/F
(スロット１)（*2) ニュウシュツリョク		0～31		32		－		－		モニタのみ
X00～X1F
Y00～Y1F		32		－		－		－		－		－		－

				パラレル入出力i/F
(スロット２)（*2) ニュウシュツリョク		32～63		32		－		－		モニタのみ
X20～X3F
Y20～Y3F		32		－		－		－		－		－		－

				パラレル入出力i/F
(スロット３)（*2) ニュウシュツリョク		64～95		32		－		－		モニタのみ
X40～X5F
Y40～Y5F		32		－		－		－		－		－		－

				GOTリンク（*2)		0～255		256		－		－		PIO装着局は
モニタのみ(*3)
X00～XFF
Y00～YFF ソウチャクキョク		256		－		－		－		－		－		－

				予備 ヨビ		256～799		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－

				ＳＴＯＰ(SKIP入力0)		800		1		－		－		X320		－		－		－		800		1		－		－

				ＳＫＩＰ（SKIP入力1～7） ニュウリョク		801～807		7		－		－		X321～X327		－		－		－		801～807		7		－		－

				ＤＯＯＲ		840		1		－		－		X348		－		－		－		840		1		－		－

				ＥＭＧ		850		1		－		－		X352		－		－		－		850		1		－		－

				イネーブルスイッチ		860		1		－		－		X35C		－		－		－		860		1		－		－

				メカ１ハンド入出力(8点)		900～907		8		－		－		モニタのみ
X384～X38B
Y384～Y38B		－		－		－		900～907		8		－		－

				メカ２ハンド入出力(8点)		910～917		8		－		－		モニタのみ
X38E～X395
Y38E～Y395		－		－		－		910～917		8		－		－

				メカ３ハンド入出力(8点)		920～927		8		－		－		モニタのみ
X398～X39F
Y388～Y39F		－		－		－		920～927		8		－		－

				メカ４ハンド入出力(8点)		930～937		8		－		－		モニタのみ
X3A2～X3A9
Y3A2～Y3A9		－		－		－		930～937		8		－		－

				メカ５ハンド入出力(8点)		940～947		8		－		－		モニタのみ
X3AC～X3B3
Y3AC～Y3B3		－		－		－		940～947		8		－		－

				Q-Bus I/F(*2)		9000～9511		512		???(*5)		???		モニタのみ
X2328～X2527
Y2328～Y2527		512		－		－		－		－		－		－

				ＰＲＯＦＩＢＵＳ(*2)		2000～5071		3072		－		－		モニタのみ
X7D0～X13CF
Y7D0～Y13CF		3072		－		－		－		－		－		－

				ＣＣ－Ｌｉｎｋ(*2)		6000～8047		2048		6000～6255(*6)		256ワード		モニタのみ
X1770～X1F6F
Y1770～Y1F6F		2048		モニタのみ
入力：D0～D255
出力：D256～D511 ニュウリョクシュツリョク		256ワード		－		－		－		－

				シーケンサリンク(*4)		－		－		－		－		－		－		－		－		10000～18191		8192		－		－

				(*1)

				　　ハンドインタフェースカードのロータリスイッチが局番となり、局番により32点間隔で占有（０～７局を使用） キョクバンキョクバンテンカンカクセンユウキョクシヨウ

				(*2)

				　　ポストNARCのみのオプション

				(*3)

				　　ポストNARCでは、パラレル入出力ユニットまたはパラレル入出力インタフェースが、装着されている局（３２点単位）は、モニタのみ可能。いずれも未装着の局のみ、読み書き可能。 ミソウチャクキョク

				(*4)

				　　統合コントローラのみ トウゴウ

				(*5)

				　　現在検討中 ゲンザイケントウチュウ

				(*6)

				　　Ver.2対応は？　CCFIXの初期値へ変更して128点にしちゃう？ タイオウ



M_DIN( )
M_DOUT( )



IOマップ

		

				項目 コウモク		現行機種（S） ゲンコウキシュ		新機種（SD） シンキシュ		新機種（SQ） シンキシュ

				パラレル入出力		0～255				－

				ＰＲＯＦＩＢＵＳ（注１） チュウ		2000～5071				－

				ＣＣ－Ｌｉｎｋ（注２）		6000～8047				－

				シーケンサリンク		－				10000～18191

				ハンド入出力		900～907





中空モータ

		

						90角中空モータ使用箇所 カクチュウクウシヨウカショ

						機種 キシュ		軸 ジク

								J1		J2		J3		J4		J5		J6

						RV-6S		○

						RV-12S		○		○		○

						RV-3S

						RH-6SH

						RH-12SH

						RH-18SH





ＳＱorＳＤ選定

		

				No		こんなとき．．．		SQ		SD		理由 リユウ

				1		従来当社ロボットを使用しており、S/W資産を活用したい ジュウライトウシャシヨウシサンカツヨウ				○		I/Oマップ互換のため、システム変更不要です。 ゴカンヘンコウフヨウ

				2		小規模セルなので、周辺機器の制御もR/C（※）に任せたい ショウキボシュウヘンキキセイギョマカ				○		付加軸機能、PIOなどにより外部機器を直接ロボットにて制御できます。 フカジクキノウガイブキキチョクセツセイギョ

				3		ビジョンセンサ、トラッキング等リアルタイム性が必要 トウセイヒツヨウ				○		リアルタイム性能を追求したSDシリーズが最適です。 セイノウツイキュウサイテキ

				4		システムの中でロボットはアクチュエータ的な役割で十分 ナカテキヤクワリジュウブン		○				シーケンサをマスタとして、ロボットの簡単な制御ができます。 カンタンセイギョ

				5		アナログI/OやAsiなど豊富な機能を使いたい ホウフキノウツカ		○				ロボットオプションにラインアップのない各種機能をお使いいただけます。 カクシュキノウツカ

				6		省配線、省ユニットによるシステムコスト削減を実施したい ショウハイセンショウサクゲンジッシ		○				シーケンサ上にロボットがのるため、通信ユニット／ケーブルが不要です。 ジョウツウシンフヨウ

				7		I/Oマップの簡略化などによるシステム立上時間を短縮したい カンリャクカタチアゲジカンタンシュク		○				シーケンサにI/Oが集約されているので、システムの立ち上げが簡単です。 シュウヤクタアカンタン

				8		GOTを操作パネルとし、R/Cの操作を削減したい ソウサソウササクゲン		○		△		SQ/SDともGOT直結できます。SQは、トランスペアレント機能がお使いいただけます。 チョッケツキノウツカ

						※R/C：ロボットコントローラ





Sheet3

		






ラインアップ

		

				シリーズ		従来形名 ジュウライカタメイ		仕様区分 シヨウクブン		コントローラ				シリーズ		従来形名 ジュウライカタメイ		仕様区分 シヨウクブン		コントローラ

				RV-6S		RV-6S		標準（基本IP54、手先IP65） ヒョウジュンキホンテサキ		CR2B-574				RV-6SD		RV-6SD		標準（基本IP54、手先IP65） ヒョウジュンキホンテサキ		CR2D-711

						RV-6SL		同ロングアーム ドウ								RV-6SDL		同ロングアーム ドウ

						RV-6SC		クリーン仕様（クラス10） シヨウ								RV-6SDC		クリーン仕様（クラス10） シヨウ

						RV-6SLC		同ロングアーム ドウ								RV-6SDLC		同ロングアーム ドウ

						RV-6S-SM		コントローラミスト仕様 シヨウ		CR3-535M						RV-6SD-SM		コントローラミスト仕様 シヨウ		CR3D-711M

						RV-6SL-SM		同ロングアーム ドウ								RV-6SDL-SM		同ロングアーム ドウ

				RV-12S		RV-12S		標準（基本IP54、手先IP65） ヒョウジュンキホンテサキ		CR3-535M				RV-12SD		RV-12SD		標準（基本IP54、手先IP65） ヒョウジュンキホンテサキ		CR3D-701M

						RV-12SL		同ロングアーム ドウ								RV-12SDL		同ロングアーム ドウ

						RV-12SC		クリーン仕様（クラス10） シヨウ		CR3-535						RV-12SDC		クリーン仕様（クラス10） シヨウ		CR3D-701

						RV-12SLC		同ロングアーム ドウ								RV-12SDLC		同ロングアーム ドウ

				RV-3S		RV-3S		標準６軸（IP65） ヒョウジュンジク		CR1B-571				RV-3SD
（※）		RV-3SD		標準６軸（IP65） ヒョウジュンジク		CR1D-721

						RV-3SJ		標準５軸（IP65） ヒョウジュンジク								RV-3SDJ		標準５軸（IP65） ヒョウジュンジク

														※：近日発売予定 キンジツハツバイヨテイ





コントローラ

		

				シリーズ		コントローラ				シリーズ		コントローラ

				RV-12S		CR3-535(M)				RV-12Sx		CR3x-701(M)

				RV-6S		CR2B-574				RV-6Sx		CR2x-711

				RV-6S-SM		CR3-535M				RV-6Sx-SM		CR3x-711M

				RV-3S		CR1-571				RV-3Sx		CR1x-721

				RV-3SJ		CR1-571				RV-3SxJ		CR1x-731

				RH-6SH		CR1-571				RH-6SxH		CR1x-761

				RH-12SH		CR2B-574				RH-12SxH		CR2x-741

				RH-18SH		CR2B-574				RH-18SxH		CR2x-751





仕様比較

		

						項目 コウモク						単位 タンイ		仕様 シヨウ						備考 ビコウ

														従来機種 ジュウライキシュ		新機種 シンキシュ

																SDシリーズ		SQシリーズ

						コントローラ形名 カタメイ								CR1B-571
CR2B-574
CR3-535		CR1D-7xx（※1）
CR2D-7xx
CR3D-7xx		CR1Q-7xx（※1）
CR2Q-7xx
CR3Q-7xx		形名変更 カタメイヘンコウ

						プログラム言語 ゲンゴ								MELFA-BASICⅣ		MELFA-BASICⅤ				上位互換言語 ジョウイゴカンゲンゴ

						容量 ヨウリョウ		ポイント数 スウ				点 テン		2,500		13,000				容量アップ ヨウリョウ

								ステップ数 スウ				step		5,000		26,000				容量アップ ヨウリョウ

								プログラム本数 ホンスウ				本 ホン		88		256				容量アップ ヨウリョウ

						外部入出力 ガイブニュウシュツリョク		汎用入出力 ハンヨウニュウシュツリョク				点 テン		32/32		0/0				標準IOなし ヒョウジュン

								専用入出力 センヨウニュウシュツリョク				点 テン		汎用入出力に割付
（停止入力は固定） ハンヨウニュウシュツリョクワリツケテイシニュウリョクコテイ		専用入力×1
＆汎用入出力に割付 センヨウニュウリョクハンヨウニュウシュツリョクワリツケ

								ハンド入出力 ニュウシュツリョク				点 テン		8/0

								非常停止入力 ヒジョウテイシニュウリョク				点 テン		1（冗長） ジョウチョウ

								ドアスイッチ入力 ニュウリョク				点 テン		1（冗長） ジョウチョウ

								付加軸同期出力 フカジクドウキシュツリョク				点 テン		1（非冗長） ヒジョウチョウ		1（冗長） ジョウチョウ				冗長化 ジョウチョウカ

								非常停止出力 ヒジョウテイシシュツリョク				点 テン		－		1（冗長） ジョウチョウ				新機能 シンキノウ

								ｲﾈｰﾌﾞﾘﾝｸﾞﾃﾞﾊﾞｲｽ入力 ニュウリョク				点 テン		－		1（冗長） ジョウチョウ				新機能 シンキノウ

								エラー出力 シュツリョク				点 テン		－		1（冗長） ジョウチョウ				新機能 シンキノウ

								モード出力 シュツリョク				点 テン		－		1（冗長） ジョウチョウ				新機能 シンキノウ

						インタフェース		RS-232				ポート		1				0

								RS-422				ポート		1

								ハンド用スロット ヨウ				SLOT		1

								機能拡張用スロット キノウカクチョウヨウ				SLOT		3				0

								メモリ増設スロット ゾウセツ				SLOT		1				0

								ロボ入出力リンク ニュウシュツリョク				ch		1				0

								イーサネット				ch		0（オプションあり）
10BASE-T		1
10BASE-T／100BASE-Tx		0

								USB				ポート		－		1		0

								付加軸機能 フカジクキノウ				ch		0（オプションあり）
MR-J2S対応 タイオウ		1
MR-J3対応 タイオウ

								エンコーダ入力 ニュウリョク				ch		0（オプションあり）		2		0

						RoHS対応 タイオウ								基板以外対応 キバンイガイタイオウ		○

						鉛フリーフェーズ ナマリ								1		3（3A含む） フク

						入力電源
電圧範囲
＆電源容量 ニュウリョクデンゲンデンアツハンイデンゲンヨウリョウ				CR1		Vac
/ kVA		単相　180～253 / 1.0 タンソウ

										CR2				単相　180～253 / 2.0 タンソウ

										CR3				三相　180～253 / 3.0 サンソウ

						外形寸法 ガイケイスンポウ				CR1		mm		212(W)x290(D)x150(H)		240(W)x290(D)x200(H)

										CR2		mm		460(W)x400(D)x200(H)		470(W)x400(D)x200(H)

										CR3		mm		450(W)x440(D)x625(H)　・・・　CR3M
450(W)x380(D)x625(H)

						構造 コウゾウ								CR1、CR2　：　開放型（IP20）　、　CR3　：　密閉型（IP54） カイホウガタミッペイガタ





オプション比較

		

						項目 コウモク		仕様 シヨウ						S/SD
互換 ゴカン		S/SQ
互換 ゴカン		備考 ビコウ

								従来機種（S） ジュウライキシュ		新機種 シンキシュ

										SDシリーズ		SQシリーズ

						エアハンドインタフェース		2A-RZ365						○		○		全機種共通 ゼンキシュキョウツウ

						増設入出力ユニット ゾウセツニュウシュツリョク		2A-RZ361				◆		○		×		S/SD共通 キョウツウ

						入出力ケーブル ニュウシュツリョク		2A-CBLxx				◆		○		×		S/SD共通 キョウツウ

						簡易型ティーチングボックス カンイガタ		R28TB		R32TB				●		●		新型TB シンガタ

						高機能ティーチングボックス コウキノウ		－		R56TB				●		●		新型TB シンガタ

						内蔵入出力インタフェース ナイゾウニュウシュツリョク		－		2D-TZ368		－		●		－

						CC-Linkインタフェース		2A-HR575		2D-TZ576		◆		×		×		SD:ver2対応 タイオウ

						付加軸インタフェース フカジク		2A-RZ541		☆

						イーサネットインタフェース		2A-HR533		☆		◆				×

						トラッキング機能 キノウ		2A-RZ581		☆		◆				×

						増設シリアルインタフェース ゾウセツ		2A-RZ581		－		◆		×		×

						増設メモリ ゾウセツ		2A-HR432		2D-TZ454		－		×		×

						新規入出力ケーブル シンキニュウシュツリョク		－		2D-CBLxx		－		●		－

						RS-232ケーブル		RS-MAXY-CBL		2D-232CBL03M		◆		×		×

						パソコンサポートソフトウェア		3A-0xC-WINJ		3D-1xC-WINJ				◎		◎		上位互換 ジョウイゴカン

						○：同一品 ドウイツヒン

						●：新機種 シンキシュ

						×：互換なし ゴカン

						◎：上位互換 ジョウイゴカン

						☆：標準装備 ヒョウジュンソウビ

						◆：シーケンサオプション





アデプトサイクル

		

						機種 キシュ		サイクルタイム[s]

								従来機種 ジュウライキシュ		新機種 シンキシュ

						RV-6S		0.496		0.471

						RV-6SL		0.595		0.525

						RV-12S		0.695		0.656

						RV-12SL		0.791		0.740

						RV-3S		0.718		0.668





互換性

		

						分類 ブンルイ		項目 コウモク		単位 タンイ		仕様 シヨウ				互換性 ゴカンセイ		備考 ビコウ

												従来機種 ジュウライキシュ		新機種 シンキシュ

						据付 スエツケ		電源仕様 デンゲンシヨウ		Vac		単相180～253 タンソウ				○

								電源容量 デンゲンヨウリョウ		kVA		2				○

								電源端子台 デンゲンタンシダイ				M5				○

								コントローラ底面据付寸法 ソコメンスエツケスンポウ		mm		310(W)x260(D)				○

								コントローラ据付空間（※） スエツケクウカン		mm		760(W)x700(D)x210(H)				○		外形寸法はCR2Dが幅10mmアップしますが、
放熱空間含めた設置容積は同一です ガイケイスンポウハバホウネツクウカンフクセッチヨウセキドウイツ

						操作 ソウサ		簡易版TB カンイバン				R28TB		R32TB		×		二重押し操作撲滅等、操作性は改善されています ニジュウオソウサボクメツトウソウサセイカイゼン

								高機能版TB コウキノウハン				－		R56TB		●		GUIにより使いやすくなっております ツカ

								パソコンサポートS/W				RT ToolBox		RT ToolBox2		◎		RT ToolBox2は従来機種でもご使用になれます ジュウライキシュシヨウ

						配線 ハイセン		パラレルI/Oユニット用配線 ヨウハイセン				2A-CBLxx				○

								パラレルI/Oインタフェース用配線 ヨウハイセン				－		2D-CBLxx		●		内蔵PIOオプション用です。新機種のみの対応です ナイゾウヨウシンキシュタイオウ

								CC-Link配線接続形態 ハイセンセツゾクケイタイ				端子台 タンシダイ		コネクタ		◎		圧着端子不要のため、従来配線の流用可能です アツチャクタンシフヨウジュウライハイセンリュウヨウカノウ

								CC-Link　バージョン				1.1		2.0		◎

						保守 ホシュ		ロボット本体用バックアップ電池 ホンタイヨウデンチ				A6BAT				○

								コントローラ用バックアップ電池 ヨウデンチ				ER6		Q6BAT		×

						◎：上位互換、○完全互換、●：新機能、×：互換なし ジョウイゴカンカンゼンゴカンシンキノウゴカン





互換性 (2)

		

						分類 ブンルイ		項目 コウモク		単位 タンイ		仕様 シヨウ				互換性 ゴカンセイ		備考 ビコウ

												従来機種 ジュウライキシュ		新機種 シンキシュ

						据付 スエツケ		電源仕様 デンゲンシヨウ		Vac		単相180～253 タンソウ				○

								電源容量 デンゲンヨウリョウ		kVA		2				○

								電源端子台 デンゲンタンシダイ				M5				○

								コントローラ底面据付寸法 ソコメンスエツケスンポウ		mm		310(W)x260(D)				○

								コントローラ据付空間（※） スエツケクウカン		mm		760(W)x700(D)x210(H)				○

						操作 ソウサ		簡易版TB カンイバン				R28TB		R32TB		☆		変換アダプタにて接続可 ヘンカンセツゾクカ

								高機能版TB コウキノウハン				－		R56TB		●

								I/Oマップ				同一 ドウイツ				○

								パソコンサポートS/W				RT ToolBox		RT ToolBox2		◎		RT ToolBox2は従来機種
でもご使用になれます ジュウライキシュシヨウ

						配線 ハイセン		パラレルI/Oユニット用配線 ヨウハイセン				2A-CBLxx				○

								パラレルI/O　I/F用配線 ヨウハイセン				－		2D-CBLxx		●		内蔵PIOオプション用 ナイゾウヨウ

								CC-Link配線接続形態 ハイセンセツゾクケイタイ				端子台 タンシダイ		コネクタ		◎		圧着端子不要 アツチャクタンシフヨウ

								CC-Link　バージョン				1.1		2.0		◎

						保守 ホシュ		バックアップ電池 デンチ				ER6		Q6BAT		×

						◎：上位互換、○完全互換、●：新機能、×：互換なし、☆：代替案あり ジョウイゴカンカンゼンゴカンシンキノウゴカンダイガエアン





互換性 (3)

		

						分類 ブンルイ		項目 コウモク		仕様 シヨウ				互換性 ゴカンセイ		備考 ビコウ

										従来機種 ジュウライキシュ		新機種 シンキシュ

						据付 スエツケ		ロボット本体外形 ホンタイガイケイ		新旧機種とも外形変更なし
→レイアウト再検討不要 シンキュウキシュガイケイヘンコウサイケントウフヨウ				○

						保守 ホシュ		バックアップ電池 デンチ		A6BAT				○

								90角中空モータ（※） カクチュウクウ		HC-SWSシリーズ		HF-SWSシリーズ		×		HF-SWSの従来機種への適用を検討中です。 ジュウライキシュテキヨウケントウチュウ

								その他モータ タ		同一品 ドウイツヒン				○

						○完全互換、×：互換なし カンゼンゴカンゴカン





互換性 (4)

		

						項目 コウモク		仕様 シヨウ								備考 ビコウ

								従来機種 ジュウライキシュ				FRシリーズ

								ＣＲ2ＤＡ-711　　　/CR3D-711M				ＣＲ800-07VＤ

						GOT出力先頭アドレス（→ロボット） シュツリョクセントウ		U3E0\G10000				U3E0\G0

						ロボット入力信号先頭アドレス ニュウリョクシンゴウセントウ		10000				10000

						ロボット出力信号先頭アドレス シュツリョクシンゴウセントウ		10000				10000

						ＧＯＴ入力先頭アドレス（←ロボット） ニュウリョクセントウ		U3E1\G10000				U3E1\HG0

						メモリ構成 コウセイ		GOT間の共有メモリ カンキョウユウ				CPUバッファメモリ





NARC-AG 入出力信号マップ

				【I/Oマップ】

						ポストNARC																統合コントローラ トウゴウ

						一般仕様 イッパンシヨウ								GOT直接接続から見た入出力デバイス チョクセツセツゾクミニュウシュツリョク

				項目 コウモク		入出力番号 ニュウシュツリョクバンゴウ		占有点数 センユウテンスウ		レジスタ(ワード)番号		占有ワード数 センユウカズ		入出力番号 ニュウシュツリョクバンゴウ		占有線数 センユウセンスウ		レジスタ(ワード)番号		占有ワード数 センユウカズ		入出力番号 ニュウシュツリョクバンゴウ		占有点数 センユウテンスウ		レジスタ(ワード)番号		占有ワード数 センユウカズ

				パラレル入出力ユニット
(ハンド入出力32点)：(*1)		0～255		256		－		－		モニタのみ
X00～XFF
Y00～YFF		256		－		－		－		－		－		－

				パラレル入出力i/F
(スロット１)（*2) ニュウシュツリョク		0～31		32		－		－		モニタのみ
X00～X1F
Y00～Y1F		32		－		－		－		－		－		－

				パラレル入出力i/F
(スロット２)（*2) ニュウシュツリョク		32～63		32		－		－		モニタのみ
X20～X3F
Y20～Y3F		32		－		－		－		－		－		－

				パラレル入出力i/F
(スロット３)（*2) ニュウシュツリョク		64～95		32		－		－		モニタのみ
X40～X5F
Y40～Y5F		32		－		－		－		－		－		－

				GOTリンク（*2)		0～255		256		－		－		PIO装着局は
モニタのみ(*3)
X00～XFF
Y00～YFF ソウチャクキョク		256		－		－		－		－		－		－

				予備 ヨビ		256～799		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－

				ＳＴＯＰ(SKIP入力0)		800		1		－		－		X320		－		－		－		800		1		－		－

				ＳＫＩＰ（SKIP入力1～7） ニュウリョク		801～807		7		－		－		X321～X327		－		－		－		801～807		7		－		－

				ＤＯＯＲ		840		1		－		－		X348		－		－		－		840		1		－		－

				ＥＭＧ		850		1		－		－		X352		－		－		－		850		1		－		－

				イネーブルスイッチ		860		1		－		－		X35C		－		－		－		860		1		－		－

				メカ１ハンド入出力(8点)		900～907		8		－		－		モニタのみ
X384～X38B
Y384～Y38B		－		－		－		900～907		8		－		－

				メカ２ハンド入出力(8点)		910～917		8		－		－		モニタのみ
X38E～X395
Y38E～Y395		－		－		－		910～917		8		－		－

				メカ３ハンド入出力(8点)		920～927		8		－		－		モニタのみ
X398～X39F
Y388～Y39F		－		－		－		920～927		8		－		－

				メカ４ハンド入出力(8点)		930～937		8		－		－		モニタのみ
X3A2～X3A9
Y3A2～Y3A9		－		－		－		930～937		8		－		－

				メカ５ハンド入出力(8点)		940～947		8		－		－		モニタのみ
X3AC～X3B3
Y3AC～Y3B3		－		－		－		940～947		8		－		－

				Q-Bus I/F(*2)		9000～9511		512		???(*5)		???		モニタのみ
X2328～X2527
Y2328～Y2527		512		－		－		－		－		－		－

				ＰＲＯＦＩＢＵＳ(*2)		2000～5071		3072		－		－		モニタのみ
X7D0～X13CF
Y7D0～Y13CF		3072		－		－		－		－		－		－

				ＣＣ－Ｌｉｎｋ(*2)		6000～8047		2048		6000～6255(*6)		256ワード		モニタのみ
X1770～X1F6F
Y1770～Y1F6F		2048		モニタのみ
入力：D0～D255
出力：D256～D511 ニュウリョクシュツリョク		256ワード		－		－		－		－

				シーケンサリンク(*4)		－		－		－		－		－		－		－		－		10000～18191		8192		－		－

				(*1)

				　　ハンドインタフェースカードのロータリスイッチが局番となり、局番により32点間隔で占有（０～７局を使用） キョクバンキョクバンテンカンカクセンユウキョクシヨウ

				(*2)

				　　ポストNARCのみのオプション

				(*3)

				　　ポストNARCでは、パラレル入出力ユニットまたはパラレル入出力インタフェースが、装着されている局（３２点単位）は、モニタのみ可能。いずれも未装着の局のみ、読み書き可能。 ミソウチャクキョク

				(*4)

				　　統合コントローラのみ トウゴウ

				(*5)

				　　現在検討中 ゲンザイケントウチュウ

				(*6)

				　　Ver.2対応は？　CCFIXの初期値へ変更して128点にしちゃう？ タイオウ



M_DIN( )
M_DOUT( )



IOマップ

		

				項目 コウモク		現行機種（S） ゲンコウキシュ		新機種（SD） シンキシュ		新機種（SQ） シンキシュ

				パラレル入出力		0～255				－

				ＰＲＯＦＩＢＵＳ（注１） チュウ		2000～5071				－

				ＣＣ－Ｌｉｎｋ（注２）		6000～8047				－

				シーケンサリンク		－				10000～18191

				ハンド入出力		900～907





中空モータ

		

						90角中空モータ使用箇所 カクチュウクウシヨウカショ

						機種 キシュ		軸 ジク

								J1		J2		J3		J4		J5		J6

						RV-6S		○

						RV-12S		○		○		○

						RV-3S

						RH-6SH

						RH-12SH

						RH-18SH





ＳＱorＳＤ選定

		

				No		こんなとき．．．		SQ		SD		理由 リユウ

				1		従来当社ロボットを使用しており、S/W資産を活用したい ジュウライトウシャシヨウシサンカツヨウ				○		I/Oマップ互換のため、システム変更不要です。 ゴカンヘンコウフヨウ

				2		小規模セルなので、周辺機器の制御もR/C（※）に任せたい ショウキボシュウヘンキキセイギョマカ				○		付加軸機能、PIOなどにより外部機器を直接ロボットにて制御できます。 フカジクキノウガイブキキチョクセツセイギョ

				3		ビジョンセンサ、トラッキング等リアルタイム性が必要 トウセイヒツヨウ				○		リアルタイム性能を追求したSDシリーズが最適です。 セイノウツイキュウサイテキ

				4		システムの中でロボットはアクチュエータ的な役割で十分 ナカテキヤクワリジュウブン		○				シーケンサをマスタとして、ロボットの簡単な制御ができます。 カンタンセイギョ

				5		アナログI/OやAsiなど豊富な機能を使いたい ホウフキノウツカ		○				ロボットオプションにラインアップのない各種機能をお使いいただけます。 カクシュキノウツカ

				6		省配線、省ユニットによるシステムコスト削減を実施したい ショウハイセンショウサクゲンジッシ		○				シーケンサ上にロボットがのるため、通信ユニット／ケーブルが不要です。 ジョウツウシンフヨウ

				7		I/Oマップの簡略化などによるシステム立上時間を短縮したい カンリャクカタチアゲジカンタンシュク		○				シーケンサにI/Oが集約されているので、システムの立ち上げが簡単です。 シュウヤクタアカンタン

				8		GOTを操作パネルとし、R/Cの操作を削減したい ソウサソウササクゲン		○		△		SQ/SDともGOT直結できます。SQは、トランスペアレント機能がお使いいただけます。 チョッケツキノウツカ

						※R/C：ロボットコントローラ





Sheet3

		






ラインアップ

		

				シリーズ		従来形名 ジュウライカタメイ		仕様区分 シヨウクブン		コントローラ				シリーズ		従来形名 ジュウライカタメイ		仕様区分 シヨウクブン		コントローラ

				RV-6S		RV-6S		標準（基本IP54、手先IP65） ヒョウジュンキホンテサキ		CR2B-574				RV-6SD		RV-6SD		標準（基本IP54、手先IP65） ヒョウジュンキホンテサキ		CR2D-711

						RV-6SL		同ロングアーム ドウ								RV-6SDL		同ロングアーム ドウ

						RV-6SC		クリーン仕様（クラス10） シヨウ								RV-6SDC		クリーン仕様（クラス10） シヨウ

						RV-6SLC		同ロングアーム ドウ								RV-6SDLC		同ロングアーム ドウ

						RV-6S-SM		コントローラミスト仕様 シヨウ		CR3-535M						RV-6SD-SM		コントローラミスト仕様 シヨウ		CR3D-711M

						RV-6SL-SM		同ロングアーム ドウ								RV-6SDL-SM		同ロングアーム ドウ

				RV-12S		RV-12S		標準（基本IP54、手先IP65） ヒョウジュンキホンテサキ		CR3-535M				RV-12SD		RV-12SD		標準（基本IP54、手先IP65） ヒョウジュンキホンテサキ		CR3D-701M

						RV-12SL		同ロングアーム ドウ								RV-12SDL		同ロングアーム ドウ

						RV-12SC		クリーン仕様（クラス10） シヨウ		CR3-535						RV-12SDC		クリーン仕様（クラス10） シヨウ		CR3D-701

						RV-12SLC		同ロングアーム ドウ								RV-12SDLC		同ロングアーム ドウ

				RV-3S		RV-3S		標準６軸（IP65） ヒョウジュンジク		CR1B-571				RV-3SD
（※）		RV-3SD		標準６軸（IP65） ヒョウジュンジク		CR1D-721

						RV-3SJ		標準５軸（IP65） ヒョウジュンジク								RV-3SDJ		標準５軸（IP65） ヒョウジュンジク

														※：近日発売予定 キンジツハツバイヨテイ





コントローラ

		

				シリーズ		コントローラ				シリーズ		コントローラ

				RV-12S		CR3-535(M)				RV-12Sx		CR3x-701(M)

				RV-6S		CR2B-574				RV-6Sx		CR2x-711

				RV-6S-SM		CR3-535M				RV-6Sx-SM		CR3x-711M

				RV-3S		CR1-571				RV-3Sx		CR1x-721

				RV-3SJ		CR1-571				RV-3SxJ		CR1x-731

				RH-6SH		CR1-571				RH-6SxH		CR1x-761

				RH-12SH		CR2B-574				RH-12SxH		CR2x-741

				RH-18SH		CR2B-574				RH-18SxH		CR2x-751





仕様比較

		

						項目 コウモク						単位 タンイ		仕様 シヨウ						備考 ビコウ

														従来機種 ジュウライキシュ		新機種 シンキシュ

																SDシリーズ		SQシリーズ

						コントローラ形名 カタメイ								CR1B-571
CR2B-574
CR3-535		CR1D-7xx（※1）
CR2D-7xx
CR3D-7xx		CR1Q-7xx（※1）
CR2Q-7xx
CR3Q-7xx		形名変更 カタメイヘンコウ

						プログラム言語 ゲンゴ								MELFA-BASICⅣ		MELFA-BASICⅤ				上位互換言語 ジョウイゴカンゲンゴ

						容量 ヨウリョウ		ポイント数 スウ				点 テン		2,500		13,000				容量アップ ヨウリョウ

								ステップ数 スウ				step		5,000		26,000				容量アップ ヨウリョウ

								プログラム本数 ホンスウ				本 ホン		88		256				容量アップ ヨウリョウ

						外部入出力 ガイブニュウシュツリョク		汎用入出力 ハンヨウニュウシュツリョク				点 テン		32/32		0/0				標準IOなし ヒョウジュン

								専用入出力 センヨウニュウシュツリョク				点 テン		汎用入出力に割付
（停止入力は固定） ハンヨウニュウシュツリョクワリツケテイシニュウリョクコテイ		専用入力×1
＆汎用入出力に割付 センヨウニュウリョクハンヨウニュウシュツリョクワリツケ

								ハンド入出力 ニュウシュツリョク				点 テン		8/0

								非常停止入力 ヒジョウテイシニュウリョク				点 テン		1（冗長） ジョウチョウ

								ドアスイッチ入力 ニュウリョク				点 テン		1（冗長） ジョウチョウ

								付加軸同期出力 フカジクドウキシュツリョク				点 テン		1（非冗長） ヒジョウチョウ		1（冗長） ジョウチョウ				冗長化 ジョウチョウカ

								非常停止出力 ヒジョウテイシシュツリョク				点 テン		－		1（冗長） ジョウチョウ				新機能 シンキノウ

								ｲﾈｰﾌﾞﾘﾝｸﾞﾃﾞﾊﾞｲｽ入力 ニュウリョク				点 テン		－		1（冗長） ジョウチョウ				新機能 シンキノウ

								エラー出力 シュツリョク				点 テン		－		1（冗長） ジョウチョウ				新機能 シンキノウ

								モード出力 シュツリョク				点 テン		－		1（冗長） ジョウチョウ				新機能 シンキノウ

						インタフェース		RS-232				ポート		1				0

								RS-422				ポート		1

								ハンド用スロット ヨウ				SLOT		1

								機能拡張用スロット キノウカクチョウヨウ				SLOT		3				0

								メモリ増設スロット ゾウセツ				SLOT		1				0

								ロボ入出力リンク ニュウシュツリョク				ch		1				0

								イーサネット				ch		0（オプションあり）
10BASE-T		1
10BASE-T／100BASE-Tx		0

								USB				ポート		－		1		0

								付加軸機能 フカジクキノウ				ch		0（オプションあり）
MR-J2S対応 タイオウ		1
MR-J3対応 タイオウ

								エンコーダ入力 ニュウリョク				ch		0（オプションあり）		2		0

						RoHS対応 タイオウ								基板以外対応 キバンイガイタイオウ		○

						鉛フリーフェーズ ナマリ								1		3（3A含む） フク

						入力電源
電圧範囲
＆電源容量 ニュウリョクデンゲンデンアツハンイデンゲンヨウリョウ				CR1		Vac
/ kVA		単相　180～253 / 1.0 タンソウ

										CR2				単相　180～253 / 2.0 タンソウ

										CR3				三相　180～253 / 3.0 サンソウ

						外形寸法 ガイケイスンポウ				CR1		mm		212(W)x290(D)x150(H)		240(W)x290(D)x200(H)

										CR2		mm		460(W)x400(D)x200(H)		470(W)x400(D)x200(H)

										CR3		mm		450(W)x440(D)x625(H)　・・・　CR3M
450(W)x380(D)x625(H)

						構造 コウゾウ								CR1、CR2　：　開放型（IP20）　、　CR3　：　密閉型（IP54） カイホウガタミッペイガタ





オプション比較

		

						項目 コウモク		仕様 シヨウ						S/SD
互換 ゴカン		S/SQ
互換 ゴカン		備考 ビコウ

								従来機種（S） ジュウライキシュ		新機種 シンキシュ

										SDシリーズ		SQシリーズ

						エアハンドインタフェース		2A-RZ365						○		○		全機種共通 ゼンキシュキョウツウ

						増設入出力ユニット ゾウセツニュウシュツリョク		2A-RZ361				◆		○		×		S/SD共通 キョウツウ

						入出力ケーブル ニュウシュツリョク		2A-CBLxx				◆		○		×		S/SD共通 キョウツウ

						簡易型ティーチングボックス カンイガタ		R28TB		R32TB				●		●		新型TB シンガタ

						高機能ティーチングボックス コウキノウ		－		R56TB				●		●		新型TB シンガタ

						内蔵入出力インタフェース ナイゾウニュウシュツリョク		－		2D-TZ368		－		●		－

						CC-Linkインタフェース		2A-HR575		2D-TZ576		◆		×		×		SD:ver2対応 タイオウ

						付加軸インタフェース フカジク		2A-RZ541		☆

						イーサネットインタフェース		2A-HR533		☆		◆				×

						トラッキング機能 キノウ		2A-RZ581		☆		◆				×

						増設シリアルインタフェース ゾウセツ		2A-RZ581		－		◆		×		×

						増設メモリ ゾウセツ		2A-HR432		2D-TZ454		－		×		×

						新規入出力ケーブル シンキニュウシュツリョク		－		2D-CBLxx		－		●		－

						RS-232ケーブル		RS-MAXY-CBL		2D-232CBL03M		◆		×		×

						パソコンサポートソフトウェア		3A-0xC-WINJ		3D-1xC-WINJ				◎		◎		上位互換 ジョウイゴカン

						○：同一品 ドウイツヒン

						●：新機種 シンキシュ

						×：互換なし ゴカン

						◎：上位互換 ジョウイゴカン

						☆：標準装備 ヒョウジュンソウビ

						◆：シーケンサオプション





アデプトサイクル

		

						機種 キシュ		サイクルタイム[s]

								従来機種 ジュウライキシュ		新機種 シンキシュ

						RV-6S		0.496		0.471

						RV-6SL		0.595		0.525

						RV-12S		0.695		0.656

						RV-12SL		0.791		0.740

						RV-3S		0.718		0.668





互換性

		

						分類 ブンルイ		項目 コウモク		単位 タンイ		仕様 シヨウ				互換性 ゴカンセイ		備考 ビコウ

												従来機種 ジュウライキシュ		新機種 シンキシュ

						据付 スエツケ		電源仕様 デンゲンシヨウ		Vac		単相180～253 タンソウ				○

								電源容量 デンゲンヨウリョウ		kVA		2				○

								電源端子台 デンゲンタンシダイ				M5				○

								コントローラ底面据付寸法 ソコメンスエツケスンポウ		mm		310(W)x260(D)				○

								コントローラ据付空間（※） スエツケクウカン		mm		760(W)x700(D)x210(H)				○		外形寸法はCR2Dが幅10mmアップしますが、
放熱空間含めた設置容積は同一です ガイケイスンポウハバホウネツクウカンフクセッチヨウセキドウイツ

						操作 ソウサ		簡易版TB カンイバン				R28TB		R32TB		×		二重押し操作撲滅等、操作性は改善されています ニジュウオソウサボクメツトウソウサセイカイゼン

								高機能版TB コウキノウハン				－		R56TB		●		GUIにより使いやすくなっております ツカ

								パソコンサポートS/W				RT ToolBox		RT ToolBox2		◎		RT ToolBox2は従来機種でもご使用になれます ジュウライキシュシヨウ

						配線 ハイセン		パラレルI/Oユニット用配線 ヨウハイセン				2A-CBLxx				○

								パラレルI/Oインタフェース用配線 ヨウハイセン				－		2D-CBLxx		●		内蔵PIOオプション用です。新機種のみの対応です ナイゾウヨウシンキシュタイオウ

								CC-Link配線接続形態 ハイセンセツゾクケイタイ				端子台 タンシダイ		コネクタ		◎		圧着端子不要のため、従来配線の流用可能です アツチャクタンシフヨウジュウライハイセンリュウヨウカノウ

								CC-Link　バージョン				1.1		2.0		◎

						保守 ホシュ		ロボット本体用バックアップ電池 ホンタイヨウデンチ				A6BAT				○

								コントローラ用バックアップ電池 ヨウデンチ				ER6		Q6BAT		×

						◎：上位互換、○完全互換、●：新機能、×：互換なし ジョウイゴカンカンゼンゴカンシンキノウゴカン





互換性 (2)

		

						分類 ブンルイ		項目 コウモク		単位 タンイ		仕様 シヨウ				互換性 ゴカンセイ		備考 ビコウ

												従来機種 ジュウライキシュ		新機種 シンキシュ

						据付 スエツケ		電源仕様 デンゲンシヨウ		Vac		単相180～253 タンソウ				○

								電源容量 デンゲンヨウリョウ		kVA		2				○

								電源端子台 デンゲンタンシダイ				M5				○

								コントローラ底面据付寸法 ソコメンスエツケスンポウ		mm		310(W)x260(D)				○

								コントローラ据付空間（※） スエツケクウカン		mm		760(W)x700(D)x210(H)				○

						操作 ソウサ		簡易版TB カンイバン				R28TB		R32TB		☆		変換アダプタにて接続可 ヘンカンセツゾクカ

								高機能版TB コウキノウハン				－		R56TB		●

								I/Oマップ				同一 ドウイツ				○

								パソコンサポートS/W				RT ToolBox		RT ToolBox2		◎		RT ToolBox2は従来機種
でもご使用になれます ジュウライキシュシヨウ

						配線 ハイセン		パラレルI/Oユニット用配線 ヨウハイセン				2A-CBLxx				○

								パラレルI/O　I/F用配線 ヨウハイセン				－		2D-CBLxx		●		内蔵PIOオプション用 ナイゾウヨウ

								CC-Link配線接続形態 ハイセンセツゾクケイタイ				端子台 タンシダイ		コネクタ		◎		圧着端子不要 アツチャクタンシフヨウ

								CC-Link　バージョン				1.1		2.0		◎

						保守 ホシュ		バックアップ電池 デンチ				ER6		Q6BAT		×

						◎：上位互換、○完全互換、●：新機能、×：互換なし、☆：代替案あり ジョウイゴカンカンゼンゴカンシンキノウゴカンダイガエアン





互換性 (3)

		

						分類 ブンルイ		項目 コウモク		仕様 シヨウ				互換性 ゴカンセイ		備考 ビコウ

										従来機種 ジュウライキシュ		新機種 シンキシュ

						据付 スエツケ		ロボット本体外形 ホンタイガイケイ		新旧機種とも外形変更なし
→レイアウト再検討不要 シンキュウキシュガイケイヘンコウサイケントウフヨウ				○

						保守 ホシュ		バックアップ電池 デンチ		A6BAT				○

								90角中空モータ（※） カクチュウクウ		HC-SWSシリーズ		HF-SWSシリーズ		×		HF-SWSの従来機種への適用を検討中です。 ジュウライキシュテキヨウケントウチュウ

								その他モータ タ		同一品 ドウイツヒン				○

						○完全互換、×：互換なし カンゼンゴカンゴカン





互換性 (4)

		

						項目 コウモク		仕様 シヨウ								備考 ビコウ

								従来機種 ジュウライキシュ				FRシリーズ

								ＣＲ2ＤＡ-711　　　　　　　　　　　　　　/CR3D-711M				ＣＲ800-07VＤ

						ロボット言語		MELFA-BASICⅣ　　　　　　　　　　　　MELFA-BASICⅤ				MELFA-BASICⅣは直接使用できない
（RT3のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ変換でⅤ,Ⅵにすることが可能）
MELFA-BASICⅤ
MELFA-BASICⅥ（MELFA-BASICⅤと上位互換）
※ⅥでFunction,Includeを使用しなければⅤと全く同じ記述が可能

						メカ製造番号		入力必要（TBまたはRT2）				入力不要（メカ内ROMに記録済み）

						原点設定		入力必要（TBまたはRT2）				入力不要（メカ内ROMに記録済み）

						ハンドタイプ		シンク（初期値）
ソースは設定変更が必要				未設定（初期値）
シンク、ソースの設定が必要（ハンド操作時に未設定エラー発生）

						モードセレクタ入力		有 ア				有（お客様手配）
キースイッチ推奨品
推奨品形名：
 HA1K-2C2A-2(IDEC 製)

						イネーブリングデバイススイッチ入力		有 ア				無 ナ

						バッテリ		有（Q6BAT、１個）				無（バッテリ交換不要）

						ＴＢダミーコネクタ		必要 ヒツヨウ				不要
（デッドマンON後に抜けば運転中でも停止せずに外すことが可能）





NARC-AG 入出力信号マップ

				【I/Oマップ】

						ポストNARC																統合コントローラ トウゴウ

						一般仕様 イッパンシヨウ								GOT直接接続から見た入出力デバイス チョクセツセツゾクミニュウシュツリョク

				項目 コウモク		入出力番号 ニュウシュツリョクバンゴウ		占有点数 センユウテンスウ		レジスタ(ワード)番号		占有ワード数 センユウカズ		入出力番号 ニュウシュツリョクバンゴウ		占有線数 センユウセンスウ		レジスタ(ワード)番号		占有ワード数 センユウカズ		入出力番号 ニュウシュツリョクバンゴウ		占有点数 センユウテンスウ		レジスタ(ワード)番号		占有ワード数 センユウカズ

				パラレル入出力ユニット
(ハンド入出力32点)：(*1)		0～255		256		－		－		モニタのみ
X00～XFF
Y00～YFF		256		－		－		－		－		－		－

				パラレル入出力i/F
(スロット１)（*2) ニュウシュツリョク		0～31		32		－		－		モニタのみ
X00～X1F
Y00～Y1F		32		－		－		－		－		－		－

				パラレル入出力i/F
(スロット２)（*2) ニュウシュツリョク		32～63		32		－		－		モニタのみ
X20～X3F
Y20～Y3F		32		－		－		－		－		－		－

				パラレル入出力i/F
(スロット３)（*2) ニュウシュツリョク		64～95		32		－		－		モニタのみ
X40～X5F
Y40～Y5F		32		－		－		－		－		－		－

				GOTリンク（*2)		0～255		256		－		－		PIO装着局は
モニタのみ(*3)
X00～XFF
Y00～YFF ソウチャクキョク		256		－		－		－		－		－		－

				予備 ヨビ		256～799		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－

				ＳＴＯＰ(SKIP入力0)		800		1		－		－		X320		－		－		－		800		1		－		－

				ＳＫＩＰ（SKIP入力1～7） ニュウリョク		801～807		7		－		－		X321～X327		－		－		－		801～807		7		－		－

				ＤＯＯＲ		840		1		－		－		X348		－		－		－		840		1		－		－

				ＥＭＧ		850		1		－		－		X352		－		－		－		850		1		－		－

				イネーブルスイッチ		860		1		－		－		X35C		－		－		－		860		1		－		－

				メカ１ハンド入出力(8点)		900～907		8		－		－		モニタのみ
X384～X38B
Y384～Y38B		－		－		－		900～907		8		－		－

				メカ２ハンド入出力(8点)		910～917		8		－		－		モニタのみ
X38E～X395
Y38E～Y395		－		－		－		910～917		8		－		－

				メカ３ハンド入出力(8点)		920～927		8		－		－		モニタのみ
X398～X39F
Y388～Y39F		－		－		－		920～927		8		－		－

				メカ４ハンド入出力(8点)		930～937		8		－		－		モニタのみ
X3A2～X3A9
Y3A2～Y3A9		－		－		－		930～937		8		－		－

				メカ５ハンド入出力(8点)		940～947		8		－		－		モニタのみ
X3AC～X3B3
Y3AC～Y3B3		－		－		－		940～947		8		－		－

				Q-Bus I/F(*2)		9000～9511		512		???(*5)		???		モニタのみ
X2328～X2527
Y2328～Y2527		512		－		－		－		－		－		－

				ＰＲＯＦＩＢＵＳ(*2)		2000～5071		3072		－		－		モニタのみ
X7D0～X13CF
Y7D0～Y13CF		3072		－		－		－		－		－		－

				ＣＣ－Ｌｉｎｋ(*2)		6000～8047		2048		6000～6255(*6)		256ワード		モニタのみ
X1770～X1F6F
Y1770～Y1F6F		2048		モニタのみ
入力：D0～D255
出力：D256～D511 ニュウリョクシュツリョク		256ワード		－		－		－		－

				シーケンサリンク(*4)		－		－		－		－		－		－		－		－		10000～18191		8192		－		－

				(*1)

				　　ハンドインタフェースカードのロータリスイッチが局番となり、局番により32点間隔で占有（０～７局を使用） キョクバンキョクバンテンカンカクセンユウキョクシヨウ

				(*2)

				　　ポストNARCのみのオプション

				(*3)

				　　ポストNARCでは、パラレル入出力ユニットまたはパラレル入出力インタフェースが、装着されている局（３２点単位）は、モニタのみ可能。いずれも未装着の局のみ、読み書き可能。 ミソウチャクキョク

				(*4)

				　　統合コントローラのみ トウゴウ

				(*5)

				　　現在検討中 ゲンザイケントウチュウ

				(*6)

				　　Ver.2対応は？　CCFIXの初期値へ変更して128点にしちゃう？ タイオウ



M_DIN( )
M_DOUT( )



IOマップ

		

				項目 コウモク		現行機種（S） ゲンコウキシュ		新機種（SD） シンキシュ		新機種（SQ） シンキシュ

				パラレル入出力		0～255				－

				ＰＲＯＦＩＢＵＳ（注１） チュウ		2000～5071				－

				ＣＣ－Ｌｉｎｋ（注２）		6000～8047				－

				シーケンサリンク		－				10000～18191

				ハンド入出力		900～907





中空モータ

		

						90角中空モータ使用箇所 カクチュウクウシヨウカショ

						機種 キシュ		軸 ジク

								J1		J2		J3		J4		J5		J6

						RV-6S		○

						RV-12S		○		○		○

						RV-3S

						RH-6SH

						RH-12SH

						RH-18SH





ＳＱorＳＤ選定

		

				No		こんなとき．．．		SQ		SD		理由 リユウ

				1		従来当社ロボットを使用しており、S/W資産を活用したい ジュウライトウシャシヨウシサンカツヨウ				○		I/Oマップ互換のため、システム変更不要です。 ゴカンヘンコウフヨウ

				2		小規模セルなので、周辺機器の制御もR/C（※）に任せたい ショウキボシュウヘンキキセイギョマカ				○		付加軸機能、PIOなどにより外部機器を直接ロボットにて制御できます。 フカジクキノウガイブキキチョクセツセイギョ

				3		ビジョンセンサ、トラッキング等リアルタイム性が必要 トウセイヒツヨウ				○		リアルタイム性能を追求したSDシリーズが最適です。 セイノウツイキュウサイテキ

				4		システムの中でロボットはアクチュエータ的な役割で十分 ナカテキヤクワリジュウブン		○				シーケンサをマスタとして、ロボットの簡単な制御ができます。 カンタンセイギョ

				5		アナログI/OやAsiなど豊富な機能を使いたい ホウフキノウツカ		○				ロボットオプションにラインアップのない各種機能をお使いいただけます。 カクシュキノウツカ

				6		省配線、省ユニットによるシステムコスト削減を実施したい ショウハイセンショウサクゲンジッシ		○				シーケンサ上にロボットがのるため、通信ユニット／ケーブルが不要です。 ジョウツウシンフヨウ

				7		I/Oマップの簡略化などによるシステム立上時間を短縮したい カンリャクカタチアゲジカンタンシュク		○				シーケンサにI/Oが集約されているので、システムの立ち上げが簡単です。 シュウヤクタアカンタン

				8		GOTを操作パネルとし、R/Cの操作を削減したい ソウサソウササクゲン		○		△		SQ/SDともGOT直結できます。SQは、トランスペアレント機能がお使いいただけます。 チョッケツキノウツカ

						※R/C：ロボットコントローラ
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