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製品の詳細情報はこちら！

三菱エネルギー計測ユニット
 EcoMonitorLight

〈Y-0736〉 

■計測対象装置： 生産設備など
■計測箇所：装置制御盤主幹回路（1回路）
■計測目的：装置の状態監視

生産設備など EMU4-BD1-MB MELSEC iQ-Fシリーズ GOT2000シリーズ

制御盤 EcoMonitorLight設置イメージ

＊：計測器本体に標準搭載しております。 オプションでCC-Link
通信ユニットを接続すると、CC-Link通信でデータ通信が
可能です。接続には、通信方式に対応したユニットが必要です。

パラメータ設定機能に検索機能が追加されました。
設定項目を検索して表示できます。

パラメータ設定の検索機能新規 設定項目にジャンプ
できるので、効率良く
プログラミングでき
ますね。

お悩み これで解決！

MELSEC iQ-Fシリーズ

お問合わせ例のご紹介!
MELSEC iQ-Fシリーズ

お問合わせ例のご紹介! ーCC-Link編ーー CC-Link編ー

電話技術相談窓口に、よくお問合わせいただく内容をご紹介します。

検索結果から
設定項目にジャンプ

検索

計測 収集・制御 見える化
電圧入力 補助電源

入力

三菱エネルギー計測ユニット

これ１台で電力の計測・見える化！
標準価格（税別）：22,000円

計測には専用の分割形電流センサが必要になります。
詳細は右記のカタログをご覧ください。

で×
装置の状態監視をしてみませんか？

MODBUS®RTU通信
(RS-485)標準搭載

MODBUS®RTU通信＊

本体での簡単設定

LCD表示器

分割形電流センサで
電流入力

負荷へ

MODBUS®
RTU通信

ブレーカ

トラブル発生時、原因究明・問題解決に時間
を要することで、想定外の費用が発生する。

装置稼働時の電流・電圧の状態を監視することで、トラ
ブル時の装置の状態が把握でき、早期原因究明に貢献！

本資料に掲載の価格に消費税は含まれておりません。

EMU4-BD1-MB

〒100-8310　東京都千代田区丸の内2-7-3（東京ビル）

Q
A

CC-Linkケーブルの形名は何ですか？

CC‐Linkケーブルは、さまざまなメーカから発売されており、特定の
形名のケーブルは推奨していません。CC‐Link協会で認定されている
ケーブルをご使用ください。

（2016年7月調査分）

その1その1 Q
A

FX3U-16CCL-M（マスタ局）にローカル局は接続できますか？

接続できません。リモートデバイス局・インテリジェントデバイス局・
リモートI/O局のみ接続できます。

その2その2 Q

A

MELSEC iQ-FシリーズはGX Works3のパラメータから
CC-Link設定はできますか？

パラメータでは設定できません。MELSEC iQ-Fシリーズに
FX3U-16CCL-Mを接続する場合、設定はプログラムで行います。詳細は、
FX3U-16CCL-Mユーザーズマニュアルのプログラム例をご覧ください。

その3その3

 安全に関するご注意
・ 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。
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More information is 
available in the catalog!

Energy Measuring Unit
 EcoMonitorLight

<Y-0737> 

Manufacturing
equipment, etc.

EMU4-BD1-MB MELSEC iQ-F series PLC GOT2000 series

Control
panel

EcoMonitorLight installation image

* : Built-in on the energy measuring unit. CC-Link communication is
also available with an optional unit. Connection requires a module
that supports the communication method.

Search function was added to the parameter setting 

function. Setting items can be searched and displayed.

Parameter setting search functionNew Jumping to setting 
items is possible for 
e�cient programming.

Problem Solution

Measure Collect/Control Visualize

Voltage input

Breaker

Auxiliary
power supply

Energy Measuring Unit

Energy measurement and visualization in one body!

EMU4-BD1-MB
Split-type current sensors are needed for measuring.

Refer to the catalog on the right for details.

and

Machine status monitoring with 

MODBUS®RTU
(RS-485) built-in

MODBUS®RTU
Communication*

Easy setting

LCD display

Current input 
(with split-type 
current sensor)

To load

When machine trouble occurs, investigation and 
repair costs time and money.

By monitoring the current/voltage of the machine in operation, the 
problem can be analyzed to identify the cause immediately.

Q
A

What is the model name of the CC-Link cable?

CC-Link cables are sold by various manufacturers, and there is no 
recommendation for a particular model.  Please use cables certi�ed by
the CC-Link Partner Association.

Q
A

In MELSEC iQ-F series, can CC-Link settings be made from GX Works3 parameters?

Settings cannot be made by parameter.  When connecting FX3U-16CCL-M
to MELSEC iQ-F series, perform settings by PLC program.  For details, refer
to the program example in the FX3U-16CCL-M User's Manual.

Q
A

Can a local station be connected to FX3U-16CCL-M (master station)?

No, only remote device station, intelligent device station, and remote
I/O station can be connected.

GX Works3 update editionGX Works3 update edition
Learn about MELSEC iQ-F!!Learn about MELSEC iQ-F!!

No. 1No. 1

No. 2No. 2

No. 3No. 3

Frequent inquiries received at our tech support call center
 –CC-Link edition– –CC-Link edition–

MELSEC iQ-Fseries MELSEC iQ-Fseries 

introduction of questions example!introduction of questions example!

(July 2016 survey)  

n Measuring point :

n Purpose : Machine status monitoring

n Target machine :
Manufacturing equipment, etc.

Main circuit of the control panel（Single circuit）

To MODBUS® 
RTU
communication

Search

Jump to setting item 

from search results

Please contact your nearest Mitsubishi Electric representative for more information.

New publication, effective Oct. 2016.  Specifications subject to change without notice. Printed in Japan (MEE) 

 • MODBUS is a registered trademark of Schneider Electric SA.
 • All other company names and product names used in this document are trademarks or registered trademarks of 
their respective companies.

Registration Safety Warning
 • To ensure proper use of the products in this document, please be sure to read the instruction manual prior to use.


