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高速パルス入出力ユニット

FX5-16ET/ES-H
FX5-16ET/ESS-H
標準価格 ￥60,000

リーズナブルでスマート。
CPU ユニットの内蔵高速入出力機能を
増設できる高速パルス入出力ユニット。01売

れ
て
い
る
理
由
!

＊：CPUユニットへの直接接続は最大12台まで、電源内蔵入出力ユニットまたは増設電源ユニットの接続により最大16台接続可能。ただし、増設電源ユニット, コネクタ変換ユニットは含まない。

FX5増設ユニット
（増設ケーブルタイプ）

コネクタ変換ユニット
（増設ケーブルタイプ）

FX5
拡張アダプタ FX5U

CPU ユニット

FX5拡張ボード

FX5増設ユニット
（増設ケーブルタイプ）

FX5
拡張アダプタ

FX5増設ユニット
（増設コネクタタイプ）

FX5UC
CPU ユニット

FX5増設ユニット
（増設コネクタタイプ）

コネクタ変換ユニット
（増設コネクタタイプ）

FX5増設ユニット
最大16台＊

FX5増設ユニット
最大16台＊

拡張アダプタ
最大6台

拡張アダプタ
最大6台

FX5-16ET/E□-Hは最大4台増設可能
増設機器の台数制約についてはマニュアルをご覧ください。

最大
4台
接続可能

位置決め
機能
2軸

200kpps

高速
カウンタ機能
2ch
200kHz

CPU ユニットの内蔵高速入出力機能を手軽に増設できる高速パルス入出力ユニットが新登場！
CPU ユニットのプログラムを流用でき、効率よくプログラミングが可能です。
リーズナブルかつ効率よく多軸制御を実現でき、幅広い生産現場でお使いいただけます。

FX5U FX5UC
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高速カウンタ機能（2ch）搭載！
FX5U/FX5UC CPUユニットの内蔵高速カウンタと併せて、10chの高速
パルス入力を実現！

専用命令（FROM/TO命令）は必要ありません。CPUユニットと同様のプロ
グラミングで開発工数の削減が可能です。

8ch 200kHz＊

2ch 200kHz＋ ＝

＋

10ch

8ch 200kHz 2ch 2ch 2ch 2ch

プログラミングは簡単に効率よく！

最大16chの高速パルス入力が可能!!

FX5-16ET/E□-HFX5U CPUユニット

濃縮養液

水

滅菌

脱水

例えば野菜生産工場の場合
LED調光

定期的な養液やpH調整液の注入も可能。
check

水を循環させるためのポンプを制御。
check

蒸発や植物の育成などで減った水を補充。
check ユニットそれぞれに

プログラムを作らないと…

パラメータ,
プログラム

パラメータ,
プログラム

プログラム 専用命令
（FROM/TO命令）

＋

+

パラメータ,
プログラム

プログラム

CPUユニットの
プログラムに
書き足すだけ！

ユニットに応じた
プログラムは不要!

pH調整液

全ての制御を
一括で管理。

check

さまざまな流量計（エンコーダ）からの高速信
号を、CPUユニットおよび高速パルス入出力
ユニットで計測し、流量を調整

check
根腐れや病気を防ぐため、水中に十分
な酸素を送り込むエアーポンプを管理。

高速カウンタ機能の増設により、
高精度なポンプ制御を実現！

野菜生産工場で行われている水耕栽培では、栽培養液

を循環させ、根に養分を与えています。

シーケンサでポンプを制御し、水・酸素・濃縮養液など

の量や濃度を一定に保つことで、季節や自然現象に

左右されない生産が可能になります。 さらに!

酸素（マイクロバブル）

＊ FX5U-32M：6ch 200kHz＋2ch 10kHz
FX5UC-32M：6ch 200kHz＋2ch 10kHz

高速カウンタ機能の増設で、
最大16chの高速パルス入力を実現。02

Vegetable  product ion factory

売
れ
て
い
る
理
由
!
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＋

位置決め機能（2軸）搭載！
FX5U/FX5UC CPUユニットに増設することで、6軸制御を実現！

高速カウンタ機能(2ch)と位置決め機能(2軸)を併用することもできます。

高速カウンタ機能・位置決め機能で使用した残りの点数は、汎用入出力と
して使用できます。

併用時も
2ch　　2軸＊

200kHz

200kpps

例えば木材加工工場の場合

カット

塗装

切削

穴あけ

4軸 200kpps 2軸 200kpps

＋ ＝ 6軸
制御

4軸 2軸 2軸 2軸 2軸

高速カウンタと位置決めの併用可能！

FX5-16ET/E□-H

FX5-16ET/E□-H

FX5U CPUユニット

FX5U CPUユニット

ワークに応じた搬送速度を制御。
check

X軸，Y軸の細かい動きも
コントロール。

check

最大12軸の位置決め制御が可能!!

さらに!

全ての制御を一括で管理。
check

自動化制御の基本となる「搬送」技術。

速さだけではなく、正確性も作業効率の鍵となります。

MELSEC iQ-F シリーズの高精度な位置決め機能により、

ワークの移動速度・移動量を正確に制御し、生産ラインの

効率化・省力化を実現できます。

「搬送」技術を応用することで、さまざまな生産現場でお使

いいただけます。

最大12軸の位置決め制御が可能。
高速カウンタ機能と位置決め機能の併用・
汎用入出力としても。

03
Wood product factory

売
れ
て
い
る
理
由
!

＊：ご使用になる機能によっては、2軸+2chを同時に使用できない場合があります。
詳細は、マニュアルをご覧ください。
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い
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FX5-16ET/E□-H
■電源仕様

項目 仕様
定格電圧 DC5V（内部給電）

DC24V（サービス電源または外部電源）
消費電流 100mA/DC5V

125mA/DC24V（入力回路の電流分を含む）

■入力仕様
項目 仕様

入力点数 8点

接続形状 端子台（M3ネジ）

入力形式 シンク/ソース

入力信号電圧 DC24V +20%, -15%

入力信号電流 5.3mA/DC24V

入力インピーダンス 4.3kΩ

入力ON感度電流 3.5mA以上

入力OFF感度電流 1.5mA以下

入力応答周波数 X□～X□+5＊ 200kHz

X□+6, X□+7＊ 10kHz

パルス波形 波形 T1（パルス幅）
T1T1

T2（立上り/立下り時間）

T2 T2

X□～X□+5＊ 2.5µs以上 1.25µs以下

X□+6, X□+7＊ 50µs以上 25µs以下

入力応答時間
（H/Wフィルタ遅れ）

X□～X□+5＊ ON時：2.5µs以下 OFF時：2.5µs以下

X□+6, X□+7＊ ON時：30µs以下 OFF時：50µs以下

入力応答時間
（ディジタルフィルタ設定値）

なし, 10µs, 50µs, 0.1ms, 0.2ms, 0.4ms, 0.6ms, 
1ms, 5ms, 10ms（初期値）, 20ms, 70ms
ノイズが多い環境で使用する場合は、ディジタルフィルタの設
定をしてください。

入力信号形式 無電圧接点入力
シンク：NPNオープンコレクタトランジスタ
ソース：PNPオープンコレクタトランジスタ

入力回路絶縁 フォトカプラ絶縁

入力動作表示 入力ON時LED点灯
＊：□は、各高速パルス入出力ユニットの先頭入力番号です。

■外形寸法
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単位：mm

2-φ4.5取付穴

・ 質量：約0.25kg
・ 外装色：マンセル0.6B7.6/0.2

 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。

・ 本文中に記載の会社名、商品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。

商標、登録商標について

■出力仕様
項目 仕様

出力点数 8点

接続形状 端子台（M3ネジ）

出力種別 FX5-16ET/ES-H トランジスタ/シンク出力

FX5-16ET/ESS-H トランジスタ/ソース出力

外部電源 DC5～30V

最大負荷 1.6A/8点コモン

開路もれ電流 0.1mA以下/DC30V

ON時電圧降下 Y□, Y□+1, Y□+4, Y□+5＊ 1.0V以下

Y□+2, Y□+3, Y□+6, Y□+7＊ 1.5V以下

最大周波数 Y□, Y□+1, Y□+4, Y□+5＊ 200kpps

応答時間 Y□, Y□+1, Y□+4, Y□+5＊ 2.5µs以下/10mA以上（DC5～24V）

Y□+2, Y□+3, Y□+6, Y□+7＊ 0.2ms以下/200mA以上（DC24V）

出力回路絶縁 フォトカプラ絶縁

出力動作表示 出力ON時LED点灯
＊：□は、各高速パルス入出力ユニットの先頭出力番号です。

■対応CPUユニット
FX5U, FX5UC＊ Ver. 1.030以降　製造番号：165＊＊＊＊（2016年5月）以降

＊：FX5UC CPUユニットと接続時は、FX5-CNV-IFCまたはFX5-C1PS-5Vが必要です。

■対応エンジニアリングツール
GX Works3 Ver. 1.025B以降

■価格表
名称 形名 標準価格（円）

高速パルス入出力ユニット
FX5-16ET/ES-H 60,000

FX5-16ET/ESS-H 60,000

2016年9月作成L(名)08432-A 1609(MEE) 

本資料に記載しております全商品の価格には
消費税は含まれておりません。ご購入の際には
消費税が付加されますのでご承知おき願います。

本社‥‥‥‥‥‥（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
静岡支店‥‥‥‥（054）202-5630
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

お問い合わせは下記へどうぞ

〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3（東京ビル）

三菱マイクロシーケンサ
MELSEC iQ-Fシリーズ

この印刷物は2016年9月の発行です。なお、お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。  
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