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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!
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。

Q

A

出力端子に保護回路は内蔵していますか？

保護回路は内蔵していません。
出力端子に接続した負荷が短絡した場合、プリント
基板を焼損する恐れがありますので、安全のため
に保護ヒューズを設けてください。

Q

A

リレー出力の寿命はどのくらいですか。 Q

A

異なる電源電圧の負荷を同一コモンに接続可能
ですか。

ー出力配線編ーー出力配線編ー

（2017年7月調査分）

その1その1 その2その2 その3その3

接続する負荷の種類や容量により変わります。
誘導性負荷で1秒ON/1秒OFFを繰り返した場合のリ
レー寿命目安＊1は、20VAで300万回、35VAで100万
回、80VAで20万回です。（当社テストに基づく）

＊1: 使用状況により著しく低下することもあります。詳細は、マニュアルをご覧ください。

同一コモンで異なる電源電圧の負荷を接続する
ことはできませんが、コモンごとに異なる電源
電圧の負荷を接続することは可能です。

こんなお困りごとはないですか？

どうにか
ならないかな？

コンパクトサイズ！ ３ステップで配線らくらく！

ユニット故障時も迅速復旧に貢献！ メンテナンス性、安全性が向上！

狭ピッチ２列タイプの端子台を採用し、CPUユニットは横
幅48.1mm、I/Oユニットは横幅20.1mmを実現しました。

圧着コネクタや圧着工具不要。ケーブルを準備するだけで配線でき、配線工数を
削減できます。

“配線したまま”の状態で、ユニットの交換が可能。
これまでのような再配線が不要のため、復旧時間が短縮できます。

● 振動によるネジの緩みがなく、長期使用でも
増締め保守が不要。

● ネジの締め忘れなど、人的ミスを削減。
● 配線の導体部が露出しないため安全性が高い。

＊1：FX5U CPUと接続時は、FX5-CNV-IFが必要です。

CPUユニット 32点

I/Oユニット*1 32点
出力ユニット入力ユニット 入出力ユニット

FX5UC-32MT/DS-TS
FX5UC-32MT/DSS-TS

FX5-C32EX/DS-TS FX5-C32EYT/D-TS
FX5-C32EYT/DSS-TS

FX5-C32ET/DS-TS
FX5-C32ET/DSS-TS

各 ¥ 72,000

¥ 36,000 各 ¥ 38,000 各 ¥ 40,000
標準価格標準価格 標準価格
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配線に時間が
かかる・・・

制御盤内が
狭い・・・

配線時のネジの
締め忘れを
防ぎたい…

配線完了！皮むき

STEP1

より線

STEP2

電線差し込み

PUSH

精密ドライバなど

電線

STEP3

フェルール端子を使用すれば、プッシュイン方式で
差し込むだけ！より早く簡単に配線できます。さらに！

〈内部構造〉
バネの力で

しっかり固定!

装置内が狭く、配線時
に苦労されている方
必見ですね！

スプリングクランプ端子台なら、
バネの力で振動によるネジの緩み
を防止できます！

交換

ロックレバー

ロックレバーで
着脱が簡単！
工具も不要です。

48.1mm

150mm

20.1mm 約1/3

増締め
不要なの!? !

 MELSEC iQ-Fシリーズの

スプリングクランプ端子台タイプなら
製造現場のお困りごとを解決します！
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トラブル時の
復旧に、時間が
かかる…

標準価格

FX5U CPU
ユニットと比較
すると横幅
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本資料に掲載の価格に消費税は含まれておりません。

スプリングクランプ端子台をお使いいただくために
スプリングクランプ端子台には、より線のまま配線したり、フェルール端子を使用して配線します。
配線にマークチューブを使用される場合は、ひだ付きタイプや楕円タイプなどのご使用を推奨します。マークチューブの脱落を防止できます。

適合電線 端子種類

断面積
（mm2）

単線 より線 フェルール端子

0.25 ○ ○ AI 0.25-10 YE

0.34 ○ ○ AI 0.34-10 TQ

0.5 ○ ○ AI 0.5-10 WH

0.75 ○ ○ AI 0.75-10 GY

1 ○ ○ A 1.0-10
(絶縁スリーブなし)

1.5 ○ ○ A 1.5-10
(絶縁スリーブなし)

■ スプリングクランプ端子台に配線できるケーブル一覧

■ 圧着端子・工具（フエニックス・コンタクト株式会社製＊1＊2）

■ マークチューブ 

■ スプリングクランプ端子台搭載製品一覧

＊1：紹介品の保証に関しては、三菱電機の製品保証外となります。
＊2：紹介品以外のものを使用された場合、棒型圧着端子が抜けなくなる恐れがありますので、棒型圧着端子が抜けることを十分ご確認のうえ、ご使用ください。
＊3：スプリングクランプ端子台搭載製品により、推奨している圧着端子が異なります。詳細は各製品のマニュアルをご覧ください。

フエニックス・コンタクト株式会社製＊1＊2

形名 仕様

FX5UC-32MT/DS-TS
CPUユニット

FX5UC-32MT/DSS-TS

FX5-C32EX/DS-TS 入力ユニット

FX5-C32EYT/D-TS
出力ユニット

FX5-C32EYT/DSS-TS

FX5-C32ET/DS-TS 入出力ユニット

FX5-C32ET/DSS-TS 入出力ユニット

FX5-8AD マルチ入力ユニット

FX5-4LC 温度調節ユニット

FX5-ASL-M AnyWireASLINKシステムマスタユニット

圧着端子（フェルール端子）＊3

・絶縁スリーブ付棒端子

上記の圧着端子に適合。 

・絶縁スリーブなし棒端子

CRIMPFOX 6

A 1.0-10
A 1.5-10

AI 0.25-10 YE
AI 0.34-10 TQ
AI 0.5-10 WH
AI 0.75-10 GY

圧着工具

ひだ付きタイプ

断面形状図

チューブ内の“ひだ”が、内部のケーブルをしっかり
ホールドし脱落を防止します。

楕円タイプ 形状を楕円状に戻す力が強いので、直径2mm以下の
細い線材もしっかり固定できます。

押さえる力

ひだ

チューブ

線材

ひだ

断面形状図
線材

押さえる力 押さえる力

通常時
（最小内径）

チューブを円形に
したとき（最大内径）

チューブ
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 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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