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MDRはマテハンの万能細胞

1146-4〒679-0105

1146-2

PROFINET対応コントローラ

IB-P01F-P

EtherNet/IP対応コントローラ

IB-E03B

CC-Link対応コントローラ

IB-C02B

新時代の生産・物流を実現する

ネットワークシステムモデル ネットワーク通信対応コントローラ

第四次産業革命（Industrie4.0）を引き起こすIoTはEthernet対応のネットワーク通信が不可欠です。
伊東電機は既にEtherNet/IP・CC-Link・PROFINET対応の通信コントローラを商品化し、

MDR式コンベヤ・モジュールに活用しています。

スループット管理による
フレキシブル生産の実現！

当社独自技術 MSM（Medical Science of MDR）

スピード・精度アップの
保管工程を実現！

危険予知機能による
安定生産の実現！

生産サーバー

ネットワーク

サーバー

サーバー

レーザー
プリンター

WMS端末

・生産ライン
・パレタイズライン

・製品、部品の入出庫
・ロケーション管理

・受注 ・発注 ・生産計画

・パレタイズ完了ライン
・出庫ピッキングライン

▶BCR

▶生産管理

▶倉庫管理システム

▶設備制御システム

▶コンベヤ ▶生産ライン

コントローラー

（MDR式コンベヤ・モジュール）

3大
メリット
（現場の見える化）

3
2
1
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レイアウトが自由自在
選んで ならべて 繋ぐ

ライン設計・設置・変更が
ユーザー側で簡単に対応できる！！

詳細はP3-4
とにかく簡単！  

ソフトとハードを融合
画期的な

MDR式コンベヤ

業界初！ 魔法のソーティングシステム

MCS：マジックカーペットシステム

詳細はP5

様々な搬送物に対応

完全自動化モジュール

“群知能”で究極の自律分散制御

運ぶ

仕分け

揚げる

マテハンの機能別にモジュール化し、
各モジュールを繋ぎ合わせることで、
運用に応じた最適なラインレイアウトを構築

時代をとらえ 未来をつくる  伊東電機のコア技術

①

③

②

詳細はP6

パレット並び替え・ストレージなど、
安全かつ効率化を追求した

MDR式 パレット搬送コンベヤ
全て MDR：POWER MOLLER24 駆動 で
完全エアーレス

①パレットレベルチェンジャー

②パレット 直角移載モジュール

③パレット ターンテーブル

近年、ロジスティクス分野、FA分野など、あらゆる業界の物流がIoT革命に向けて急速に変化し、
スピード物流、マスカスタマイゼーション対応・スマート工場化への取組がすすめられています。
MDR（POWER MOLLER）はそのすべてに対応できる、言わば『万能細胞』であり、
あらゆる業界のマテハンの基幹駆動源となります。
伊東電機はそれを『MDR式マテハン』と称して、
新時代の『搬送革命旋風』を巻き起こしていきたいと考えています。

MDRはマテハンの万能細胞

省エネ・簡単設置の

セル

ユニット

セル式モジュール型植物工場
IoT産業革命を支援する
ネットワーク通信対応
コントローラシリーズ
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レイアウトが自由自在
選んで ならべて 繋ぐ

PC上でアイコン化したコンベヤをならべるだけで
簡単に設計ができます。

搬送ロジックを搭載したモジュールで
あるため、プログラム作成が不要です。
コンベヤをならべるだけでプログラム
が完成します。

制御プログラム 制御プログラム

制御プログラム

従 来

●とにかく簡単！  ソフトとハードを融合

●ソフトの部品化

● 搬送物に地図を持たせて目的地まで搬送

ダウンタイムを最小限に抑える
MSM機能でＭＤＲ自身の寿命診断測定を行い、
計画的なメンテナンスが可能

● 自己診断機能付～ Medical Science of MDR ～ 

入荷口で各搬送物の行き先を登録して
おくだけで自動的に目的地まで搬送します。

Point and click
モジュールをならべると、あとは接続するだけで
即稼働します。

Plug and Play

アイコンを選んで
ならべるだけの簡単作業
だから、誰にでもできる

接続するだけで
即稼働

搬送物に地図を
持たせる

ならべるだけでプログラムが完成
エンジニアが不要です

・ 金具の緩み診断
・ モータ寿命診断

・電流値測定
・稼働時間計測

【自律分散制御】
上位機器からの指令なしで、モジュールが
自律して動作を制御・監視することができ
る当社のオリジナル技術です。

地 図WCS
A B C

A

まだ大丈夫

まだ大丈夫

交換のスケジュールを
立てておく

そろそろ交換 交換

突然故障する。 
ラインが停止してしまう。

未然に
故障を防ぐ。

制御プログラム

■ 最短ルートやトラブル発生時の迂回ルート選択を標準装備

■ 予防メンテナンスで搬送システムを止めない

■ PLC（プログラマブルロジックコントローラ）不要の自律分散制御

■ 選んで ならべて 繋ぐだけ  Point and click & Plug and Play

の特長

ライン設計・設置・変更がユーザー側で簡単に対応できる、
ソフトとハードが融合した画期的なMDR式コンベヤです。

id PACは、マテハンの機能別にモジュール化し、
各モジュールを繋ぎ合わせることで、運用に応じた
最適なラインレイアウトが構築できます。
また、個別に切り離すことができ、レイアウト
変更も自由自在に行えます。

分離

分離

仕分け
分岐用
モジュール

直進用モジュール

揚げる

運ぶ

駆動源のMDR

昇降用
モジュール

こんなお悩みを
解決します

生産・物流現場では、生産計画の変更や市場変化に対応すべく、最適なライン
レイアウトへの修正ニーズが多くあります。従来の設備では改編の度に多くの
費用と時間が掛かってしまいます。ラインが止まってしまう事もあり、変更工事に
踏み切れず非効率なまま作業を行う事もあるでしょう。そんな現場の課題を解決
してくれるのがこの『id PAC』です。
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③パレット ターンテーブル

②パレット 直角移載モジュール

①

③

②

MDR式 パレット搬送コンベヤMDR式 パレット搬送コンベヤ
業界初！ 魔法のソーティングシステム

MCS：マジックカーペットシステムMCS：マジックカーペットシステム

様々な搬送物に対応

モジュールの組合せにより、
フレキシブルなラインレイアウトが
構築できます。

小包、トート、カートン等、様々な形態、材質の小型軽量搬送を
順不同で放り込んでも、指定場所に仕分け、荷姿造りが可能

完全自動化モジュール
MDR駆動による完全エアーレスの全自動
省スペース・省エネ・危険防止・簡単操作で、トータルコストを削減

“群知能”で究極の自律分散制御
オリジナル制御技術により詳細プログラミング不要
上位機器からの指令なしでも、自律的に搬送・仕分け・方向転換

搬送可能重量 ･･･ 10㎏/unit
搬送速度 ･･･････ 30m/min
最小搬送物 ･････ 200㎜×200㎜

搬送可能重量 ･･･ 10㎏/unit
搬送速度 ･･･････ 30m/min
最小搬送物 ･････ 200㎜×200㎜

パレット並び替え・ストレージなど、安全かつ効率化を追求した

全て MDR：POWER MOLLER24 駆動 で
完全エアーレス

安全・安心な搬送
活用事例

作業効率 大幅アップ スペースの有効活用

①パレットレベルチェンジャー
・ハンドリフトのみでパレットを、倉庫・
　搬送装置に入出庫することが可能です。
・様々なパレットサイズにも対応します。

袋物の荷捌きと仕分け 複数のケース仕分け

・わずか50Wのモータ（MDR）で1000㎏の
　直角移載を実現しました。
・エアーレス・低床でスペースを取らない
　パレット専用の直角移載モジュールです。

・MDR駆動のコンパクト設計。省スペース、
　メンテナンス性を追求したターンテーブル
　です。

搬送可能重量 ･････1000㎏
揚程 ･････････････220㎜
昇降時間 ･････････7.5sec
入出庫時間 ･･･････36sec
最大処理能力 ･････100パレット/h

搬送可能重量 ･････1000㎏
搬送速度 ･････････18m/min
搬送方向切換時間･･4sec
搬送面高さ････････250㎜

搬送可能重量 ･････1000㎏
搬送速度 ･････････18m/min
搬送方向切換時間･･6sec
搬送面高さ････････250㎜

群知能技術！

段ボールのデパレタイジング及び
パレタイジング

鳥や魚の群れに見られる、集団として
高度な動きを見せる現象・能力群知能とは…
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　直角移載を実現しました。
・エアーレス・低床でスペースを取らない
　パレット専用の直角移載モジュールです。

・MDR駆動のコンパクト設計。省スペース、
　メンテナンス性を追求したターンテーブル
　です。

搬送可能重量 ･････1000㎏
揚程 ･････････････220㎜
昇降時間 ･････････7.5sec
入出庫時間 ･･･････36sec
最大処理能力 ･････100パレット/h

搬送可能重量 ･････1000㎏
搬送速度 ･････････18m/min
搬送方向切換時間･･4sec
搬送面高さ････････250㎜

搬送可能重量 ･････1000㎏
搬送速度 ･････････18m/min
搬送方向切換時間･･6sec
搬送面高さ････････250㎜

群知能技術！

段ボールのデパレタイジング及び
パレタイジング

鳥や魚の群れに見られる、集団として
高度な動きを見せる現象・能力群知能とは…


