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FX5-C16EYR/D-TS



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。

配線完了！皮むき より線 電線差し込み

PUSH

精密ドライバなど

電線

内部構造

“配線したまま”の状態で、

ユニットの交換が可能な

ので、復旧時間が短縮で

きます。

耐振動性・メンテナンス性が

向上。振動による緩みがな

く、締め忘れなどの人的ミス

がありません。長期使用でも

増締め保守が不要です。

フェルール端子を
使用すれば、差し
込むだけで配線が

可能です。

さらに
STEP1 STEP2 STEP3

ロックレバー

交換

シーケンサが変わる。

スプリングクランプ端子台採用で、配線にかかる工数を削減。

FX5UC-32MT/DS-TS 
DC  D2  T1

FX5UC-32MT/DSS-TS 
DC  D2  T2

FX5UC-32MR/DS-TS
DC  D2  R

出力ユニット
FX5-C16EYR/D-TS 

標準価格
各 ¥72,000

標準価格
¥36,000

標準価格
¥72,000

標準価格
¥26,000

標準価格
各 ¥40,000

標準価格
各 ¥38,000

入力ユニット
FX5-C32EX/DS-TS

入出力ユニット
FX5-C32ET/DS-TS
FX5-C32ET/DSS-TS

出力ユニット
FX5-C32EYT/D-TS
FX5-C32EYT/DSS-TS

CPUユニット 32点 CPUユニット 32点I/0ユニット＊1 32点 I/0ユニット＊1 16点

スプリングクランプ端子台タイプユニットに､リレー出力タイプが新登場。

＊1：FX5U CPUユニットと接続時は、FX5-CNV-IFが必要です。

DC   DC 電源

D2   DC 入力（シンク/ ソース）

T1  トランジスタ出力（シンク）

T2  トランジスタ出力（ソース）

R  リレー出力

NEW NEW

NEW 
NEW 



シンプル CPU 通信機能＊ 1端子台不要で省スペース化を実現

データロギング機能＊ 4

簡単なパラメータ設定だけでデバイスの情報が共有できるため、

プログラミング工数の削減が可能です。

小形・軽量化で輸送コストもカット。また、リレー出力とトランジ

スタ出力を混在したシステム構成も可能です。

＊1 : FX5U/FX5UC Ver. 1.110以降、かつ製造番号17X＊＊＊＊（FX5UC-32MT/DS-TSおよびFX5UC-32MT/DSS-TSは製造番号178****）以降対応, GX Works3のVer. 1.050C以降対応。
＊2 : FX5U/FX5UC Ver. 1.060以降、かつ GX Works3のVer. 1.040S以降対応。
＊3 : FX5U/FX5UC Ver. 1.100以降、かつ製造番号17X＊＊＊＊（FX5UC-32MT/DS-TSおよびFX5UC-32MT/DSS-TSは製造番号178****）以降対応, GX Works3のVer. 1.047Z以降対応。
＊4 : FX5U/FX5UC Ver. 1.040 以降、かつ製造番号16Y＊＊＊＊以降対応, GX Works3のVer. 1.030G 以降対応, CPUユニットロギング設定ツールのVer. 1.64S 以降対応。
＊5 : FX5U/FX5UC Ver. 1.040 以降、かつ製造番号16Y＊＊＊＊以降対応, GX Works3のVer. 1.030G 以降対応。

コンピュータやネットワーク機器からの情報を、定期的に SD

メモリカードに保存できます。トラブルが起こったときの前後

の状況だけを絞り込んでロギングする[トリガロギング ]で、効

率よくトラブルの解析が可能です。

また、FTP サーバ機能＊5 を使用することで、現場に行くことな

く遠隔地からロギングデータの取得ができます。事務所のパ

ソコンから複数のロギングファイルを一括管理でき、管理・保

全作業の軽減が可能です。

離れた場所でも、装置の状態を見える化できます。 第三者からの不正アクセスによるデータの盗難、改ざん、誤操作、

不正実行などをセキュリティ機能(ブロックパスワード、ファイル

パスワード、リモートパスワード、セキュリティキー認証）で防止

します。

Web サーバ機能＊ 2 セキュリティ機能

送信側 受信側
Ethernet

パラメータ設定のみ

リレー出力 トランジスタ
出力

端子台不要

圧力センサ
温度センサ

トリガ条件値

検査機

トリガトリガ
異常原因 検査機NG信号検査機NG信号

トラブル発生前後のデータを収集

Ethernet

工場 FTPサーバ

事務所

PC
[FTPクライアント]

遠隔地からログを精査し活用

コンパクトボディに豊富な内蔵機能　

カンタン導入でお客さまのものづくりを支援

システムWebページで表示

ユーザWebページで表示＊3

トラブル発生

お客さま独自の画面を作成し、
システムのエラー箇所や内容を確認

デバイスやCPUエラーの内容を確認

セキュリティキー認証機能の例

プログラム
実行不可

プログラム
実行

キーＡプログラム
+

キーA

プログラム
+

キーA

キーＡ
プログラム

+
キーA

キーなし、
またはキーＢ

コピー

不正
コピー
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CPUユニット（ FX5UC-32MR/DS-TS ）

■■電源仕様
項　目 仕　様

電源電圧 DC24V
電圧変動範囲 +20%，-15%
許容瞬時停電時間 5ms以下の瞬時停電に対し動作を継続します。
電源ヒューズ 125V 3.15A　タイムラグヒューズ
突入電流 最大35A 0.5ms以下/DC24V
消費電力＊1 5W/DC24V［30W/DC24V +20%，-15%］
DC24V内蔵電源容量 500mA
DC5V内蔵電源容量 720mA

＊1： CPUユニットを単体で使用した時の値です。［ ］内の数値は，CPUユニットに接続でき
る最大構成時の値です。（増設機器の外部DC24V電源は含まれていません）

I/Oユニット（ FX5-C16EYR/D-TS ）

■■電源仕様
項　目 仕　様

定格電圧 DC24V（シーケンサ内部から給電） 
DC5V（シーケンサ内部から給電）

消費電流
DC5V 100mA
DC24V 100mA

■■出力仕様　（出力回路構成はマニュアルをご覧ください。）　

項　目 仕　様
出力点数 16点
出力形式 リレー

外部電源 DC30V以下　AC240V以下
（CE，UL，cUL規格対応外の時はAC250V以下）

最大負荷 2A/1点 負荷8点の合計負荷電流を4A＊1以下としてください。
最小負荷 DC5V 2mA（参考値）
開路もれ電流 ー
応答時間 OFF←→ON 約10ms
出力回路絶縁 機械的絶縁
出力動作表示 出力ON時LED点灯

＊1： コモン端子2つを外部で接続した場合は，8A以下となります。

■■出力仕様　（出力回路構成はマニュアルをご覧ください。）　

項　目 仕　様
出力点数 16点
出力形式 リレー

外部電源 DC30V以下　AC240V以下
（CE，UL，cUL規格対応外の時はAC250V以下）　

最大負荷 2A/1点 負荷8点の合計負荷電流を4A＊1以下としてください。
最小負荷 DC5V 2mA（参考値）
開路もれ電流 ー
応答時間 OFF←→ON 約10ms
出力回路絶縁  機械的絶縁
出力動作表示 出力ON時LED点灯

＊1： コモン端子2つを外部で接続した場合は，8A以下となります。

■■入力仕様　（入力回路構成はマニュアルをご覧ください。）

項　目 仕　様
入力点数 16点
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 X0～X17　5.3mA/DC24V
入力インピーダンス X0～X17　4.3kΩ
入力ON感度電流 X0～X17　3.5mA以上
入力OFF感度電流 1.5mA以下
入力応答周波数 X0～X5 : 200kHz、X6～X17 : 10kHz

パルス
波形

波形

T1 T1

T2 T2

T1（パルス幅） T2（立上り/立下り時間）
X0～X5 2.5μs以上 1.25μs以下
X6～X17 50μs以上 25μs以下

入力応答時間 
（H/Wフィルタ遅れ）

X0～X5 : ON時：2.5μs以下、OFF時：2.5μs以下 
X6～X17 : 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
（入力センサ形式）

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

■■外形寸法

30.7

90

7419.7

単位：mm

質量：約0.2kg
外装色：
マンセル
0.6B7.6/0.2

■■外形寸法

19.7

90

68.2 74

質量：約0.35kg
外装色：
マンセル
0.6B7.6/0.2

単位：mm

■■価格表■ 納期：◎仕込み生産品

形　名
入力仕様 出力仕様 標準価格

（円）
納
期点数 入力形式 点数 出力形式

NEW
FX5UC-32MR/DS-TS 16点   DC24V

シンク/ソース 16点 リレー 72,000 ◎

NEW
FX5-C16EYR/D-TS ー ー 16点 リレー 26,000 ◎

FX5UC-32MT/DS-TS
16点 DC24V

シンク/ソース 16点

トランジスタ/
シンク 72,000 ◎

FX5UC-32MT/DSS-TS トランジスタ/
ソース 72,000 ◎

FX5-C32EX/DS-TS 32点 DC24V
シンク/ソース ー ー 36,000 ◎

FX5-C32EYT/D-TS
ー ー 32点

トランジスタ/
シンク 38,000 ◎

FX5-C32EYT/DSS-TS トランジスタ/
ソース 38,000 ◎

FX5-C32ET/DS-TS
16点 DC24V

シンク/ソース 16点

トランジスタ/
シンク 40,000 ◎

FX5-C32ET/DSS-TS トランジスタ/
ソース 40,000 ◎

FX5U-U-HW-J MELSEC iQ-F FX5Uユーザーズマニュアル
（ハードウェア編）形名コード：09R546 2,100 ◎

FX5UC-U-HW-J MELSEC iQ-F FX5UCユーザーズマニュアル
（ハードウェア編）形名コード：09R561 2,100 ◎
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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。

・ Ethernetは，富士ゼロックス株式会社の日本における登録商標です。
・ SDロゴ，SDHCロゴは，SD-3C，LLCの商標です。
・ 本文中における会社名，システム名，製品名などは，一般に各社の登録商標または商標です。
・ 本文中で，商標記号（™ , ®）は明記していない場合があります。

商標、登録商標について


