
教えてMELSEC  iQ-F!!教えてMELSEC  iQ-F!!

屋外制御盤にあるシーケンサのプログラムを変更したい…。
そんなときは、モニタリング用に使用しているGOT経由でプログ
ラム変更が可能です。

ソケット通信命令により、Ethernetで接続された三菱電機製品
以外の外部機器ともTCP/UDPで任意のデータを送受信します。

■ソケット通信機能

■接続例（工場内）

Ethernetを使えば、さまざまな
機器と簡単に接続できます。

「一歩先ゆくものづくり」を
強力に支援する
MELSEC iQ-Fシリーズを、ぜひ
ご検討ください！

MELSEC iQ-FシリーズCPU
ユニットを直接Ethernetな
どの産業用ネットワークに接
続できるので、さまざまなFA
機器とシームレスにデータ通
信できます。

先月のMELSEC iQ-Fお問い合わせTOP3先月のMELSEC iQ-Fお問い合わせTOP3
テレホンセンターにお問い合わせいただいた内容をご紹介します。

Ethernet通信は・・・

MELSEC iQ-FシリーズのCPUユニットにはEthernetコネクタが
搭載されていますが、Ethernetを使用した接続方法を教えてください！
MELSEC iQ-FシリーズのCPUユニットにはEthernetコネクタが

搭載されていますが、Ethernetを使用した接続方法を教えてください！

ではEthernetを使用した、さらに便利な機能は？ではEthernetを使用した、さらに便利な機能は？

■FAトランスペアレント機能

「これってどうなの？」
「もっと便利な方法は？」など、
お客様の声にお答えします!

Ethernet通信編Ethernet通信編

新コーナー

MELSEC iQ-Fシリーズ拡充で

さらに使いやすく！

MELSEC iQ-FトピックスMELSEC iQ-Fトピックス
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GX Works3とEthernet接続で通信できない。

装置（MELSEC iQ-F）の動作とモニタ状態が不一致になる。
全変換を行いメモリ初期化後にシーケンサへの書込みを実行してください。
また、全変換と変換の違いについてよく質問を受けます。
全変換がプロジェクト全体、変換はプログラム修正箇所のみ変換します。

＊：MELSEC iQ-Fの初期IPアドレスは192.168.3.250です。

TOP1TOP1

TOP2TOP2

TOP3TOP3

FX5U CPUユニット（DC電源タイプ）

電源内蔵入出力ユニット（DC電源タイプ）

高速パルス入出力ユニット

CC-Link IEフィールドネットワーク
インテリジェントデバイス局ユニット

増設延長ケーブル

コネクタ変換アダプタ

コネクタ変換ユニット
NEW FX5U-32M□/D□

NEW FX5-32E□/D□

NEW FX5-CCLIEF

NEW FX5-CNV-BCNEW FX5-16ET/E□-H

NEW FX5-□EC

NEW FX5-CNV-IF

MELSEC iQ-F

表示器 サーボアンプ 温度調節器PCPLCバーコード
リーダ

MELSEC iQ-R

MELSEC iQ-FMELSEC iQ-F

GOTGOT PC

PC

PCインバータ インバータ

シーケンスラダー作成はGX Developer/GX Works2で可能ですか？
GX Developer/GX Works2は使用できません。
GX Works3(iQ Works）のみ対応しています。

わざわざ屋外に
行かなくても良いのです!

PC
屋外制御盤

シーケンスプログラム転送/
モニタリング/テスト

工場内

市販のケーブルやコネクタが使え、
コストパフォーマンスもGOOD!

GOT PC

MELSEC iQ-F

Microsoft® Windows®7のインターネットプロトコルバージョン4設定にある
「IPアドレスを自動的に取得する」を解除し、IPアドレスはMELSEC iQ-Fと重複
しない任意の値を設定します。なお、HUB接続時は前3個をMELSEC iQ-F側
のIPアドレス＊と合わせる必要があります。

通信距離が長い！

工場全体でつながる！

上位機種と接続すれば、
ライン全体を一括管理可能！

Point1

Point2

Point3

〒100-8310　東京都千代田区丸の内2-7-3（東京ビル）

インターネットによる情報サービス「三菱電機FAサイト」
三菱電機FAサイトでは、製品や事例などの技術情報に加え、トレーニングスクール情報や
各種お問い合わせ窓口をご提供しています。また、メンバー登録いただくとマニュアルや
CADデータ等のダウンロード、ｅラーニングなどの各種サービスをご利用いただけます。www.MitsubishiElectric.co.jp/fa

三菱 FA 検索
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The program of the PLC in the outdoor control panel needs to be 

changed.  In this situation, program change can be performed via 

the GOT used for monitoring.

With socket communication instruction, any data can be sent and 

received from non-Mitsubishi devices connected on Ethernet via 

TCP/UDP.

Socket communication function

Connection example (inside factory)

Top 3 MELSEC iQ-F questions 
from last month
Top 3 MELSEC iQ-F questions 
from last month Inquiries received at our call center

Ethernet communication

There is an Ethernet connector built into the MELSEC iQ-F series CPU module,
but how is it used?

There is an Ethernet connector built into the MELSEC iQ-F series CPU module,
but how is it used?

What useful functions are there with Ethernet?What useful functions are there with Ethernet?

FA transparent function

"How does this work?"
"Is there an easier way?"
Here's some insight!

New corner

Greater usability with

MELSEC iQ-F series expansion!

MELSEC iQ-F topicsMELSEC iQ-F topics
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GX Works3 cannot communicate on Ethernet connection.

Machine (MELSEC iQ-F) operation and monitor status are not the same.

*: MELSEC iQ-F default IP address is 192.168.3.250

TOP1TOP1
TOP2TOP2

TOP3TOP3

FX5U CPU module (DC power type)

Powered I/O module (DC power type)

High-speed pulse I/O module

CC-Link IE Field network
intelligent device station module

Extended extension cable

Connector conversion adapter

Connector conversion module

NEW NEW

NEW

NEW

FX5U-32M□/D□

NEW FX5-32E□/D□

NEW FX5-CCLIEF

FX5-CNV-BCNEW FX5-16ET/E□-H

FX5-□EC

FX5-CNV-IF

MELSEC iQ-R

MELSEC iQ-FMELSEC iQ-F

GOTGOT PC

PC

PCInverter Inverter

Can GX Developer/GX Works2 be used for programming?

No need to go outside!

PC
Outdoor control panel

PLC program transfer /
monitoring / test

Inside factory

Commercial cables and connectors
can be used for cost effectiveness!

GOT PC

MELSEC iQ-F

In the Microsoft® Windows® 7 Internet Protocol Version 4 properties, manually set an IP 
address that is di�erent from that of  MELSEC iQ-F.  When connected to a hub, the �rst three 
parts of the IP address* must be the same as that of MELSEC iQ-F.

Learn about MELSEC iQ-F!!Learn about MELSEC iQ-F!!

Long distance communication!

Factory can be connected as a whole!

By connecting to higher level devices,
production lines can be managed all
at once!

Point1

Point2

Point3

Ethernet communication edition

MELSEC iQ-F

HMI Servo
amplifier

Temperature
controller

PCPLCBarcode
reader

Write to the PLC after initializing the memory and executing rebuild all.  
We also often are asked about the di�erence between rebuild all and convert.
Rebuild all recompiles the entire project, whereas convert compiles program changes 
only.

GX Developer/GX Works2 cannot be used.  Only GX Works3 (iQ Works) is supported.

MELSEC iQ-F series CPU 
module can directly 
connect to an Ethernet 
network, allowing for 
seamless data 
communication with 
various FA devices.

With Ethernet, various 
devices can be easily 
connected.  Please 
consider MELSEC iQ-F 
series to bring your 
business to the next 
level of industry!

Please contact your nearest Mitsubishi representative for more information.
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