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■ 三菱電機株式会社　FAサイト 設備設計効率化ソリューション

http://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/sols/sol/assist

■パートナー様製品ご紹介

e-F@ctoryとは
FA技術とIT技術を活用することで開発･生産･保守の全般にわたるトータルコストを削減し、
お客様の改善活動を継続して支援するとともに、一歩先のものづくりを指向するソリューション提案。

モデルベースデザインツール
MATLAB®／Simulink®
（MathWorks Japan） http://jp.mathworks.com/products/?s_tid=gn_ps

電気CAD

http://www.zuken.co.jp/products/detail/_e3_series.php

EPLAN Electric P8
（EPLAN Software ＆ Services株式会社）

http://cad.wacom.co.jp/

http://www.eplanjapan.jp/jp/solutions/electrical-engineering/eplan-electric-p8/

ECAD dio（株式会社ワコム）

E3.series（株式会社図研）

3Dシミュレータ

DELMIA V5 Robotics 
（ダッソー・システムズ株式会社） http://www.3ds.com/ja/products-services/delmia/capabilities/robotics/

Vmech® Simulator
（ラティス・テクノロジー株式会社） http://www.lattice.co.jp/ja/product/vmech.html

http://www.itage.co.jp/services_05.htmDemo3D（株式会社ITAGE）

http://vrr.cec-ltd.co.jp/product/virfit/Virfit® （株式会社シーイーシー）

3DAUTOMATE 
（株式会社シーエムエス）  http://www.cms-cor.com/

http://www.smash-vms.co.jp/index.htmlSMASH® （株式会社三松）

iCAD SX（富士通株式会社）
http://www.fujitsu.com/jp/solutions/industry/manufacturing/
monozukuri-total-support/products/plm-software/icad/sx/

■当社製品一覧

シーケンサMELSEC http://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/products/cnt/plc/pmerit

高速データロガーユニット http://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/sols/sol/dlogger/lineup/logger.html

http://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/products/sft/melsoft/smerit/iq_works/MELSOFT iQ Works

http://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/products/rbt/robot/産業用ロボットMELFA

E3.seriesは株式会社図研の日本およびその他の国における登録商標です。 EPLAN Electric P8はEPLAN Software＆Services株式会社の独国およびその
他の国における登録商標です。 MATLAB、SimulinkはMathWorks Japanの日本およびその他の国における登録商標です。 その他、本文中における会社名、商
品名は、各社の商標または登録商標です。



設備設計に最適なソリューションを

3Dシミュレータと当社制御シミュレータを同期させることで、装置の各機構のタイミングの検
証や、ライン全体のタクトの検証が可能となります。

図研様製品 E3.series、EPLAN様製品 EPLAN 
Electric P8向けに三菱FA機器のマクロデータを
提供しています。端子名称・種別や機器サイズなど
の情報を含むマクロデータをダウンロードし、盤
図面に貼り付けることができるため、図面を簡単
に作成することができます。信号の接続の整合性
のチェックや盤内の干渉チェック、配線長の算出
も可能です。マクロデータは、低圧遮断器やシー
ケンサ、駆動機器、表示器GOTなど3300機種を
登録しており、今後も順次拡充していきます。

設備設計効率化ソリューション 設備設計効率化ソリューション

各種CADや3Dシミュレータとの連携などにより、設備設計フェーズのエンジニアリング工数の削減、品質向上を実現します。

1. 生産設備設計における当社の取り組み

2. 3Dシミュレータ連携
2.1 シミュレーション動作連携による机上でのメカ、
       制御の事前検証による立上げ期間の短縮

3.1 当社FA機器マクロデータを活用した電気CAD図面の作成効率化

電気CADの信号定義した名前をMELSOFT 
iQ Worksのプログラミング変数となるラベル
にエクスポートすることができます。これに
より、電気CADの信号名称を流用し、工程間
の設計データをシームレスに扱うことで、設計
効率向上、品質向上ができます。

各社ロボットシミュレータ上でオフラインテ
ィーチングを実施したロボットの各軸の情
報からロボットプログラムを自動生成するこ
とができるため、ロボット制御設計・検証に
かかる工数を大幅に削減できます。

2.2 ロボットシミュレータを利用
       したプログラム自動生成に
       よる設計工数削減

当社シーケンサ（MELSEC iQ-R、Qシリーズ）
やロギングユニットなどを使用して設備の
稼働時のデータをロギングしておくことで、
各社3Dシミュレータ上でトラブルが発生し
て機械が停止した状況の再現ができます。
タイミングチャートを確認したり、プログラ
ムロジックの各信号の状態を確認し、トラブ
ルの原因を分析することができます。

2.3 稼働データを利用した現地に
       おける装置の再現による迅速な
       トラブルシュート

4. モデルベースデザインツール連携

適用範囲
・水のpHコントロール
・薬品の温度制御
・炉の液面制御  など

C言語プログラムを
自動生成

XXX.out

XXX.c CW Workbenchでコンパイル

C言語コントローラに実装

4.1 モデルベースデザインツール
       活用による制御ロジックの
       効率的な作成

MATLAB（統合開発環境としての数値計算
言語）、Simulink（モデルベースデザインツー
ル、シミュレータ）で設計・検証した演算結果
（モデル動作）から、C言語コントローラ用の
ソースコードを自動生成することが可能です。

データ
解析・可視可

プログラミング

データ収集

MATLAB®

自動コード作成

モデリング

シミュレーション

Simulink®

当社e-F@ctory Allianceの各メーカ様との連携により、設備設計フェーズのエンジニアリング工数の削減、品質向上を実現します。

制御ロジックの検証

MELSOFT iQ Works 各種シミュレータ3Dシミュレータ

3D CADのデータを活用したメカの干渉の検証

使用可能な制御シミュレータ
・シーケンサ
・モーションコントローラ
・シンプルモーションユニット
・ロボットシミュレータ

機構と制御の同時検証
・加工工程 ・組立工程 ・コンベア搬送

センサ
・リミットスイッチ ・ワーク検知 ・圧力センサ
モータタイプに応じて加減速特性・断熱故障を設定

アクチュエータ
・DCモータ ・サーボモータ ・インバータ ・ソレノイド
センサタイプ応じて断熱故障や応答億例を設定

連携動作

3.2 電気設計の配線、信号名称
       などのデータ連携による設計
       工数削減、品質向上

3. 電気CAD連携

設備の稼働時のデータをロギング

電気CADの信号名称をiQ Worksシステムラベル
インポート/エクスポート

電気CAD iQ Works

各社ロボット
シミュレータ MELSOFT RT 

ToolBox2

ロボットプログラム
（MELFA-BASIC）を出力

EPLAN Electric P8

E3.plus

パートナ製品 当社製品 MES

リモートメンテツール

3Dシミュレータ

MELSOFT IQ Works

バックアップツール

分析ツール
制御設計電気設計機械設計

パートナ様製品と当社FA機器の
連携により、お客様の要望に対応

製造データとMESの
シームレスなデータ連携

3Dシミュレータ連携
シミュレーション動作連携による机上でのメカ、

制御の事前検証による立上げ期間の短縮
ロボットシミュレータを利用した

プログラム自動生成による設計期間短縮

モデルベースデザインツール

モデルベースデザインツール連携
モデルベースデザインツール活用による

制御ロジックの効率的な作成

3D CAD

3Dシミュレータ連携
稼働データを利用した現地における

装置の再現による迅速なトラブルシュート

プログラミングデバッグ 運用・保守

電気CAD

電気CAD連携
当社FA機器マクロデータを
活用した電気CAD図面の

作成効率化

電気CAD連携
電気設計の配線、
信号名称流用による

設計工数削減、品質向上

システム設計

三菱FA機器
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