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Story

一般制御と安全制御の統合を実現
MELSEC iQ-R シリーズに安全 CPU が加わりました。安全 CPU
は、ISO 13849‐1 PL e、IEC 61508 SIL 3 といった国際安
全規格に適合します。一般制御用プログラムに加えて、安全制
御用プログラムも実行させることができます。従来では、一般制
御用のシステムと安全制御用のシステムを別々に用意する必要が
ありましたが、安全 CPU を使えば１つのシステムで一般制御と安
全制御を統合させて使用できます。

一般通信と安全通信のネットワークを統合
安全 CPU は CC-Link IE フィールドネットワークで一般通信と安
全通信を混在させて使用できます。従来では、一般通信用ネッ
トワークと安全通信用ネットワークの２本のネットワークを敷設
する必要がありましたが、敷設するネットワークは CC‐Link IE 
フィールドネットワーク１本となりますので、配線スペースの縮小や
ケーブル敷設の手間が軽減できます。

ポイント
 • 国際安全規格に適合
 • 1 つの CPU で一般システムと安全システムを制御
 • CC-Link IE フィールドネットワークですべての通信を統合
 • 1 つのソフトウェアでプログラミングが可能
 • システム構成に最適な安全リモートI/O を選択可能

一般制御と安全制御を一元的にプログラミング
安全 CPU は、エンジニアリングソフトウェア GX Works3 を使っ
て、一般制御だけではなく、安全制御側のプログラミングや各種
設定操作も一元的に行うことができます。従来のように様々なエ
ンジニアリングソフトウェアの操作を覚えなければならないといっ
た煩わしさを大幅に軽減できます。

* 安全CPUは安全機能ユニットと組み合わせて使用します。

安全CPU 安全機能ユニット

R□SFCPU-SET
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• TÜV Rheinland®
による安全認証を取得

• 省スペース・省配線

• 設計効率化

• 多言語対応

MELSEC iQ-R シリーズ
（安全 CPU）

一般リモートI/O
安全リモートI/O

安全リモートI/O

 Safety

安全コンポーネントとの連携で
トータルな安全ソリューションを提案
国際安全規格に適合した安全CPUは1つのCPUで
一般システムと安全システムを同時に制御が可能です。
安全CPUを使用したシステムにCC-Link IEフィールドネットワーク経由で
安全スイッチや安全ライトカーテンなどを接続し、
一般制御と安全制御を混在させたシステムを構築できます。
また、直感的な操作ができるエンジニアリングソフトウェアGX Works3を使用することにより、
一般制御と安全制御を一元的にプログラミングできます。

安全通信ネットワークの統合化

省配線性
安全通信を行う場合でも、従来のCC-Link IEフィールドネットワークと同様なネットワーク構築が可能です。一般的なEthernet
ケーブルが使用でき、専用ケーブルを用意する必要はありません。CC-Link IEフィールドネットワークの高い自由度を用いてネッ
トワーク設計ができます。

国際標準の安全規格に対応

品質
世界有数の第三者認証機関であるTÜV Rheinland®から
ISO 13849-1 PL eおよびIEC 61508 SIL 3の認証を受
けていますので、安心して安全制御用途にお使いいただけ
ます。

一般制御と安全制御を混成

省スペース化
一般制御用のユニットと同一ベース上で安全CPUを使用
できます。また、コンパクトな安全リモートI/Oも接続できま
す。これにより従来に比べて小さなスペースでシステムを
設置できます。

* TÜV Rheinlandは登録商標です。



• TÜV Rheinland®
による安全認証を取得

• 省スペース・省配線

• 設計効率化

• 多言語対応

MELSEC iQ-R シリーズ
（安全 CPU）

一般リモートI/O
安全リモートI/O

安全リモートI/O

三菱電機シーケンサ MELSEC iQ-R  
"Safety"ムービー

ユニット構成図
ユニット構成図を起点に各ユニットの
パラメータを設定

ユニット一覧
ユニットを選んでユニット構
成図にドラッグ＆ドロップす
るだけでシステム設計

ラダーエディタ
キーボード操作だけでラダー回路作成
安全デバイス名に "SA￥" とつくので判別が容易

ナビゲーションウィンドウ
プロジェクトの構成要素に簡単アクセス。
プログラムファイルを整理

CC IE Field 構成ウィンドウ
安全リモートI/O のパラメータを設定

エンジニアリング環境の共通化 

設計効率化
一般制御用プログラムも安全制御用プログラムも、１つのプロジェクトファイルとして統合しGX Works3で管理します。複数の
プログラムファイルを管理しなければならないといった煩わしさを軽減できます。また、GX Works3は、表示言語を簡単に切り
替えられるので、世界各地の生産拠点にスムーズに導入できます。

安全 FB
よく使用される回路ブロックを部品化し、
安全プログラム開発を効率化

制御プログラム
安全プログラムと一般プログラム
を作成可能

One Software, Many Possibilities 



乾燥

電着
装置

塗装

Ethernet

塗装

自動車製造工場の塗装工程
塗装対象物が通過する開口部に設置されるライトカーテンは
安全 CPU の安全制御用プログラムで制御され、
" 対象物以外が開口部を通過した場合非常停止させる " といった
ミューティング機能を実現します。
また、メンテナンス用扉に設置されるドアスイッチも
安全制御用プログラムで制御し、
" ライン稼働時にはロックして扉を開けられない／
扉が開いている状態ではライン稼働させない "
といった機能を実現します。

安全CPU性能仕様
項　目 R08SFCPU-SET*1 R16SFCPU-SET*1 R32SFCPU-SET*1 R120SFCPU-SET*1

安全度レベル（SIL） SIL 3（IEC 61508）
パフォーマンスレベル（PL） PL e（EN/ISO 13849-1）
演算制御方式 ストアードプログラム繰返し演算
入出力制御方式 リフレッシュ方式（ダイレクトアクセス入出力（DX、DY）の指定によりダイレクトアクセス入出力可）
プログラム言語 ラダーダイアグラム（LD）、ストラクチャードテキスト（ST）*2、ファンクション・ブロック・ダイアグラム（FBD）*2

プログラミング拡張機能 ファンクションブロック（FB）、ラベルプログラミング（システム/ローカル/グローバル）
プログラム実行タイプ 定周期実行タイプ、初期実行タイプ*2、スキャン実行タイプ*2、イベント実行タイプ*2、待機タイプ*2

入出力点数［X/Y］  ［点］ 4096 4096 4096 4096
メモリ容量

プログラム容量  ［ステップ］
80K

（安全プログラム用：40K）
160K

（安全プログラム用：40K）
320K

（安全プログラム用：40K）
1200K

（安全プログラム用：40K）
プログラムメモリ  ［バイト］ 320K 640K 1280K 4800K
デバイス／ラベルメモリ*3 ［バイト］ 1178K 1710K 2306K 3370K
データメモリ  ［バイト］ 5M 10M 20M 40M
SLMP通信機能 ● ● ● ●

標準価格  ［円］ 520,000 750,000 850,000 1,050,000
*1. 安全CPU（R□SFCPU）と安全機能ユニット（R6SFM）のセット品でのみお求めいただけます。
*2. 一般制御プログラムでのみ使用できます。
*3. 拡張SRAMカセットを装着することにより、デバイス/ラベルメモリエリアを拡張できます。

安全リモートI/O性能仕様

項　目
入力ユニット 出力ユニット 入出力ユニット 増設用出力ユニット

NZ2GFSS2-8D NZ2GFSS2-32D NZ2GFSS2-8TE NZ2GFSS2-16DTE NZ2EXSS2-8TE*4

定格入力電圧  ［V］ DC24（DC20.4～28.8） DC24（DC20.4～28.8） — DC24（DC20.4～28.8） —
定格入力電流 7.0mA TYP.（DC24V時） 6.0mA TYP.（DC24V時） — 7.0mA TYP.（DC24V時） —
定格負荷電圧  ［V］ — — DC24 DC24 DC24
最大負荷電流  ［A/点］ — — 0.5 0.5 0.5
コモン方式  ［点/1コモン］ 8 32 8 8*5 8
保護機能 ● ● ● ● ●

点数
単一配線時  ［点］ ８ 32 8 入力：8、出力：８ 8
二重配線時  ［点］ 4 16 4 入力：４、出力：４ 4
外部配線接続方式
40点2ピース 
スプリングクランプ端子台

● ●（ｘ2） ● ● ●

標準価格  ［円］ 90,000 150,000 90,000 135,000 65,000
*4. NZ2GFSS2-32Dのみ接続できます。
*5. 入力8点/1コモン、出力8点/1コモンです。

〒100-8310　東京都千代田区丸の内2-7-3（東京ビル）

本社機器営業部・・・ （03）3218-6760
北海道支社・・・・・・・・・・ （011）212-3794
東北支社・・・・・・・・・・・・・・ （022）216-4546
関越支社・・・・・・・・・・・・・・ （048）600-5835
新潟支店・・・・・・・・・・・・・・ （025）241-7227

神奈川支社・・・・・・・・・・ （045）224-2624
北陸支社・・・・・・・・・・・・・・ （076）233-5502
中部支社・・・・・・・・・・・・・・ （052）565-3314
豊田支店・・・・・・・・・・・・・・ （0565）34-4112
関西支社・・・・・・・・・・・・・・ （06）6486-4122

中国支社・・・・・・・・・・・・・・ （082）248-5348
四国支社・・・・・・・・・・・・・・ （087）825-0055
九州支社・・・・・・・・・・・・・・ （092）721-2247

本資料に記載された製品を正しくお使いいただくため
ご使用の前に必ず「マニュアル」をお読みください。

商標、登録商標について

安全に関するご注意

本文中における会社名、商品名は、各社の商標または
登録商標です。
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