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[発行番号] 姫ﾃ-ｼ-0012C 

[表  題] マイクロシーケンサの代替について 

[発  行] 2007年 7月(2015年 11月改訂C版) 

[適用機種] MELSEC-F  F1 

 
 

 

 

三菱マイクロシーケンサ MELSEC-F シリーズに格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます｡ 

既に生産中止させていただいております機種から代替機種への変更をご検討いただく際の一般的な代替機

種と参考資料を紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記 

１．対象機種（シリーズ名） 

生産中止機種 代替機種 備考（必ず、参考資料で相違点を確認してください。）

F1 FX1N 

・ 大入出力点数、プログラム容量共に FX1N の方が多くなります。 

・プログラム（命令、デバイス），プログラミングツール， 

接続可能な周辺機器，メモリの停電保持方法などが異なります。 

 

２．生産中止時期 

2000 年 9 月 30 日 

 

３．修理対応期間 

2007 年 9 月 30 日まで 

 

 

本紙で紹介する代替機種は、入出力点数，プログラム容量，製品および入出力端子の形状（端子台/コネク

タなど）から一般的な代替機種を紹介しています。 

用途や使用条件によっては、記載している代替機種と異なる機種が適する場合があります。 

また、新製品の発売や機能向上などにより、代替機種が適正でなくなる場合があります。 

機種代替時には 寄りの支社、または製品取扱店にご相談ください。 
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４．生産終了機種と代替機種 

生産終了機種と推奨する代替機種を紹介します。 

本紙で紹介する代替機種は、入出力点数，プログラム容量，製品および入出力端子の形状（端子台/コネクタな

ど）から一般的な代替機種を紹介しています。 

用途や使用条件によっては、記載している代替機種と異なる機種が適する場合があります。 

下記の【注意事項】を参照し、用途に合った代替機種を検討してください。 

 

【注意事項】 

①「推奨代替機種」は生産中止機種に対応する単一機種の代替可能製品として記載します。 

生産中止機種の使用状況やシステム構成（増設ユニットや増設ブロックの使用状況）によっては他の機

種、または他のシリーズで代替する方が適している場合があります。 

②生産中止機種で実際に使用しているＩ/Ｏ点数が少ない場合、「推奨代替機種」に記載している機種より

Ｉ/Ｏ点数の少ない機種に代替できる場合があります。 

③機種の代替時、特に注意を必要とする内容を「特記事項」として記載しています。 

多くの推奨代替機種は、生産中止機種よりも寸法が小さくなるなど、「特記事項」以外にも各種仕様が異

なる場合がありますので、ご使用検討の際には「特記事項」の記載内容だけでなく寸法や電源仕様など

各種仕様の詳細を確認してください。 

（特にリレー出力タイプを使用される場合は、各製品のマニュアルに記載している出力仕様をご確認く

ださい。） 

④上記①に基づき、代替機種が存在しない場合は「推奨代替機種無し」と記載しています。 

ただし、用途、システム構成によっては現行機種で代替可能な場合があります。 

必要となる機能、特徴を確認し、現行機種での代替を検討してください。 

 
生産中止機種 推奨代替機種 

特記事項 
機器名称 形名 形名 

基本ユニット F1-12MR FX1N-24MR 
基本ユニットを単独使用時は、 
FX1S-１４MR で代替できます。 

基本ユニット F1-20MR FX1N-24MR 
基本ユニットを単独使用時は、 
FX1S-20MR で代替できます。 

基本ユニット F1-30MR FX1N-40MR 
基本ユニットを単独使用時は、 
FX1S-３0MR で代替できます。 

基本ユニット F1-40MR FX1N-40MR   

基本ユニット F1-60MR FX1N-60MR   

基本ユニット F1-12MT FX1N-24MＴ 
基本ユニットを単独使用時は、 
FX1S-１４MＴで代替できます。 

基本ユニット F1-20MT FX1N-24MＴ 
基本ユニットを単独使用時は、 
FX1S-20MＴで代替できます。 

基本ユニット F1-30MT FX1N-40MＴ 
基本ユニットを単独使用時は、 
FX1S-３0MＴで代替できます。 

基本ユニット F1-40MT FX1N-40MT   

基本ユニット F1-60MT FX1N-60MT   

増設ユニット F1-10ER 
FX2N-8EX 

+FX2N-8EYR 
 

増設ユニット F1-20ER 
FX2N-16EX 

+FX2N-8EYR 

増設ブロック台数が多くなる場合
は、電源容量に注意が必要で
す。 
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生産中止機種 推奨代替機種 
特記事項 

機器名称 形名 形名 

増設ユニット F1-40ER FX0N-40ER  

増設ユニット F1-60ER 
FX0N-40ER  

＋FX2N-16EX 
＋FX2N-8EYR 

 

増設ユニット F1-10ET 
FX2N-8EX 

＋FX2N-8EYＴ 
 

増設ユニット F2-8EYR FX2N-8EYR   

増設ユニット F2-12EX FX2N-16EX  

増設ユニット F1-20ET 
FX2N-16EX 

＋FX2N-8EYＴ 

増設ブロック台数が多くなる場合
は、電源容量に注意が必要で
す。 

増設ユニット F1-40ET FX0N-40EＴ   

増設ユニット F1-60ET 
FX0N-40ET 

＋FX2N-16EX 
＋FX2N-8EYＴ 

  

 

 

 

 

 

 

５．参考資料の紹介 

代替機種に変更するばあいの参考資料をご紹介します。 

下記にご紹介する参考資料は三菱電機 FA サイトからダウンロードできます。  

代替 

参考資料 

記載内容 記載 

機種 
機種区分 

マニュアル名称 

（マニュアル番号） 

F1   → FX1N F1 本体 F1 ユーザーズマニュアル 

(シーケンサ本体取扱説明書) 

(マニュアル番号：JY992D05501) 

F1 シリーズの入出力仕様や配線、取付けな

ど、ハードウェアに関する事項を記載 

増設ユニット/ 

タイマユニット 

F-10ER 形増設ユニット 

F-4T 形増設タイマユニット 

取扱説明書 

(マニュアル番号：JZ990D20201) 

F-10ER 形増設ユニット，F-4T 形増設 

タイマユニットの仕様を記載 

ネットワーク F-16NP/NT ユーザーズマニュアル 

(マニュアル番号：JY992D11701) 

F-16NP/NT 形 MELSECNET/MINI 用インタ

フェースユニットの配線、プログラム、 

取扱方法を記載 

プログラム F1/F1J シリーズ 

プログラミングマニュアル 

（命令解説書） 

(マニュアル番号：JY992D05601) 

F1/F1J シリーズの基本命令･ステップラダー

命令･応用命令･各種デバイスの解説など､

シーケンスプログラムに関する事項を記載

プログラムと導入の手引き 

(マニュアル番号：JY992D09701) 

F1/F1J シリーズの基本命令･ステップラダー

命令･各種デバイスの解説など､シーケンス

プログラムに関する事項を記載 
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代替 

参考資料 

記載内容 記載 

機種 
機種区分 

マニュアル名称 

（マニュアル番号） 

F1   → FX1N FX1N 本体 FX1N シリーズ ハンディマニュアル 

(マニュアル番号：JY992D87501) 

FX1N シリーズの入出力仕様や配線、取付け

など、ハードウェアに関する事項を 

記載 

FX2N-CVN-BC 取扱説明書 

(マニュアル番号：JY992D66601) 

FX2N-CNV-BC 形コネクタ変換アダプタのシ

ステム構成、接続手順を記載 

機能拡張ボード FX1N-4EX-BD 形拡張入力ボード 

ユーザーズマニュアル 

(マニュアル番号：JY992D94901) 

FX1N-4EX-BD 形拡張入力ボードの各部名

称、外形寸法、取付け、取り扱い、仕様を記

載 

FX1N-2EYT-BD 形拡張出力ボード 

ユーザーズマニュアル 

(マニュアル番号：JY992D95101) 

FX1N-2EYT-BD 形拡張出力ボードの各部名

称、外形寸法、取付け、取り扱い、仕様を記

載 

プログラム FX1S/FX1N/FX2N/FX1NC/FX2NC 

シリーズ 

プログラミングマニュアル 

(マニュアル番号：JY992D62001) 

FX1S/FX1N/FX2N/FX1NC/FX2NC シリーズの

基本命令･ステップラダー命令･応用命令･各

種デバイスの解説など､シーケンスプログラ

ムに関する事項を記載 

F1, 

FX 

プログラム F(F1,F2)→FX シリーズ 

プログラム変換概要書 

(マニュアル番号：JY992D89701) 

F1，F2 シリーズ用プログラムを FX シリーズ

用プログラムに変換できる周辺機器の紹介

と変換ルールを記載 

*三菱電機 FA サイトで各マニュアルを検索する場合は、上記のマニュアル番号（JY992D61601 など）で検索できます。 

検索結果として表示されるマニュアルには、マニュアル番号の末尾には副番を表すアルファベットが付いています。 

副版“A”は初版を表し、改訂時に B,C･･･と更新しています。 

 
* FX2N シリーズ入出力増設ブロックの仕様については、FX2Nハンディマニュアル(マニュアル番号：JY992D61601)の 

副番 L以降を参照してください。 
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改訂履歴 

副番 発行年月 改訂内容 

A 2007 年 7 月 初版作成 

B 2008 年 7 月 生産中止時期、および修理対応期間を追記 

C 2015 年 11 月 お問い合わせ先の記載内容を更新 
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