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姫ﾃ-ｼ-0062C
マイクロシーケンサF2→FX3Uへの代替について
2010年 5月(2015年 11月改訂C版)
MELSEC-F F2

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
種と参考資料をご紹介します。

本紙でご紹介する推奨代替機種は、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ご紹介していますが、用途や使用条件によっては、記載の推奨代替
機種と異なる機種が適するばあいがあります。
また、新製品の発売や機能向上などにより、推奨代替機種が適正でなくなるばあいがあります。
機種代替時には最寄りの支社、または製品取扱店にご相談ください。

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。）
・最大入出力点数、プログラム容量共に FX3U の方が多くなります。

F2

FX3U

・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などが
異なります。

２．生産中止時期
1995 年 10 月 1 日
３．修理対応期間
2002 年 9 月 30 日まで
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４．生産終了機種と代替機種
三菱マイクロシーケンサ F2 シリーズを置き換えの際に、FX3U シリーズでのシステムの置き換えをご推奨い
たします。
本紙でご紹介する推奨代替機種は、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ご紹介しておりますが、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ばあいがあります。
下記の【留意事項】をご参照いただき、お客様の用途に合った代替機種のご検討をお願い申し上げます。
【留意事項】
①「推奨代替機種」には F2 シリーズおよび接続可能機種を単一機種で代替可能な FX3U シリーズを記載し
ています。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接続状況）
、実際に使用している
I/O 点数が少ないときなどは、「推奨代替機種」に記載している機種より他の機種、または他のシリー
ズで置き換える方が適しているばあいがあります。
②増設ブロックや増設ユニット、機能拡張ボードや内蔵するバッテリなどの推奨代替機種には、FX3U シ
リーズの基本ユニットに接続できるものを記載しています。
③各機種の代替時に、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が、多くの推奨
代替機種においては、現行機種よりも寸法が小さくなるなどの「特記事項」以外の各種仕様の相違点が
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
の詳細をマニュアルで確認してください。
④上記に基づいて、推奨代替機種が存在しないばあいは「推奨代替機種なし」を記載していますが、用
途，システム構成によっては他の FX3 シリーズで代替可能なばあいがありますので、必要な機能，特徴
を確認し、代替機種を選定してください。

三菱シーケンサ テクニカルニュース

［ 3 / 10 ］

[発行番号] 姫ﾃ-ｼ-0062C

■推奨代替機種一覧 (基本ユニット)
生産中止機種
機器名称

形名

推奨代替機種
形名

基本ユニット

F2-20MR

FX3U-32MR/ES

基本ユニット

F2-20MS

FX3U-32MS/ES

基本ユニット

F2-20MT

FX3U-32MT/ES

基本ユニット

F2-40MR

FX3U-48MR/ES

基本ユニット

F2-40MS

FX3U-64MS/ES

基本ユニット

F2-40MT

FX3U-48MT/ES

基本ユニット

F2-60MR

FX3U-48MR/ES＋FX2N-16EX

基本ユニット

F2-60MS

FX3U-64MS/ES＋FX2N–8EX

基本ユニット

F2-60MT

FX3U-48MT/ES＋FX2N -16EX

基本ユニット（DC24V 電源）

F2-20MR-D

FX3U-32MR/DS

基本ユニット（DC24V 電源）

F2-40MR-D

FX3U-48MR/DS

基本ユニット（DC24V 電源）

F2-60MR-D

FX3U-48MR/DS＋FX2N -16EX

基本ユニット（ＡＣ100Ｖ入力）

F2-20MR-A1

FX3U-32MR/UA1

基本ユニット（ＡＣ100Ｖ入力）

F2-20MS-A1

推奨代替機種なし

基本ユニット（ＡＣ100Ｖ入力）

F2-40MR-A1

FX3U-64MR/UA1

基本ユニット（ＡＣ100Ｖ入力）

F2-40MS-A1

推奨代替機種なし

基本ユニット（ＡＣ100Ｖ入力）

F2-60MR-A1

FX3U-64MR/UA1
+FX2N-8EX-UA1/UL

基本ユニット（ＡＣ100Ｖ入力）

F2-60MS-A1

推奨代替機種なし

基本ユニット（ＡＣ200Ｖ入力）

F2-20MR-A2

推奨代替機種なし

基本ユニット（ＡＣ200Ｖ入力）

F2-20MS-A2

推奨代替機種なし

基本ユニット（ＡＣ200Ｖ入力）

F2-40MR-A2

推奨代替機種なし

基本ユニット（ＡＣ200Ｖ入力）

F2-40MS-A2

推奨代替機種なし

基本ユニット（ＡＣ200Ｖ入力）

F2-60MR-A2

推奨代替機種なし

基本ユニット（ＡＣ200Ｖ入力）

F2-60MS-A2

推奨代替機種なし

基本ユニット(海外向けユニット)

F2-40MR-UL

FX3U-48MR/ES

基本ユニット(海外向けユニット)

F2-60MR-UL

FX3U-48MR/ES
＋FX2N-16EX-ES/UL

特記事項
基本ユニットを単独使用時は、
FX1S-20MＲで代替できます。

基本ユニットを単独使用時は、
FX1S-20MＴで代替できます。

基本ユニットを単独使用時は、
FX1S-20MR-D で代替できます。
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■基本ユニットを F2 → FX3U シリーズに置き換えの際、取り換えが必要となる増設機器・オプション機器
生産中止機種
機器名称

形名

FX3U に接続可能な
推奨代替機種
形名

増設ユニット

F2-20ER

FX2N-16EX + FX2N-8EYR

増設ユニット

F2-20ES

FX2N-16EX + FX2N-16EYS

増設ユニット

F2-20ET

FX2N-16EX + FX2N-8EYT

増設ユニット

F2-40ER

FX2N-48ER

増設ユニット

F2-40ES

FX2N-32ES + FX2N-8EX

増設ユニット

F2-40ET

FX2N-48ET

増設ユニット

F2-60ER

FX2N-48ER＋FX2N-16EX

増設ユニット

F2-60ES

FX2N-32ES × 2 台
＋FX2N -8EX

増設ユニット

F2-60ET

FX2N-48ET＋FX2N-16EX

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（DC24V 電源）

F2-20ER-D

FX2N-16EX + FX2N-8EYR

増設ユニット（DC24V 電源）

F2-40ER-D

FX2N-48ER-D

増設ユニット（DC24V 電源）

F2-60ER-D

FX2N-48ER-D＋FX2N-16EX

増設ユニット（ＡＣ100Ｖ入力）

F2-20ER-A1

増設ユニット（ＡＣ100Ｖ入力）

F2-20ES-A1

増設ユニット（ＡＣ100Ｖ入力）

F2-40ER-A1

増設ユニット（ＡＣ100Ｖ入力）

F2-40ES-A1

増設ユニット（ＡＣ100Ｖ入力）

F2-60ER-A1

増設ユニット（ＡＣ100Ｖ入力）

F2-60ES-A1

増設ユニット（ＡＣ200Ｖ入力）

F2-20ER-A2

FX2N-8EX-UA1/UL×3 台
＋FX2N-16EYS
FX2N-48ER-UA1/UL
＋FX2N-8EX-UA1/UL×2 台
FX2N-8EX-UA1/UL×5 台
＋FX2N-16EYS × 2 台
＋FX3U-1PSU-5V
推奨代替機種なし

増設ユニット（ＡＣ200Ｖ入力）

F2-20ES-A2

推奨代替機種なし

増設ユニット（ＡＣ200Ｖ入力）

F2-40ER-A2

推奨代替機種なし

増設ユニット（ＡＣ200Ｖ入力）

F2-40ES-A2

推奨代替機種なし

増設ユニット（ＡＣ200Ｖ入力）

F2-60ER-A2

推奨代替機種なし

増設ユニット（ＡＣ200Ｖ入力）

F2-60ES-A2

推奨代替機種なし

増設ユニット(海外向けユニット)

F2-40ER-UL

FX2N-48ER-ES/UL

増設ユニット(海外向けユニット)

F2-60ER-UL

FX2N-48ER-ES/UL
＋FX2N-16EX-ES/UL

F2-40AW

FX3U-485ADP

F2-40AP

推奨代替機種なし

F2-40AC

推奨代替機種なし

F2-40AC2

推奨代替機種なし

リンク用（ワイヤ）
インタフェースアダプタ
リンク用（光）
インタフェースアダプタ
高速カウンタ用
インタフェースアダプタ
高速カウンタ用
インタフェースアダプタ

FX2N-8EX-UA1/UL × 2 台
＋FX2N-8EYR
FX2N-8EX-UA1/UL × 2 台
＋FX2N-16EYS

特記事項
増設ブロック台数が多くなるばあいは、
電源容量にご注意ください。
増設ブロック台数が多くなるばあいは、
電源容量にご注意ください。
増設ブロック台数が多くなるばあいは、
電源容量にご注意ください。

増設ブロック台数が多くなるばあいは、
電源容量にご注意ください。

増設ブロック台数が多くなるばあいは、
電源容量にご注意ください。
増設ブロック台数が多くなるばあいは、
電源容量にご注意ください。

FX2N-48ER-UA1/UL
増設ブロック台数が多くなるばあいは、
電源容量にご注意ください。

左記の組み合わせは増設電源
ユニットが必要です。

FX3U シリーズの基本ユニットとの接続
には機能拡張ボードが必要です。
CC-Link や Ethernet で代替を
ご検討ください。
FX3U シリーズ 内蔵の高速カウンタを
ご検討ください。
FX3U シリーズ 内蔵の高速カウンタを
ご検討ください。
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生産中止機種
機器名称

形名

FX3U に接続可能な
推奨代替機種
形名

パルス出力ユニット（位置決め制御） F2-30GM

FX2N-10GM

パルス出力ユニット
F2-30GM-E
（位置決め制御 海外向けユニット）

FX2N-10GM

アナログ入出力ユニット

F2-6A

FX3U-4AD＋FX3U-4DA

アナログ入出力ユニット
(海外向けユニット)

F2-6A-E

FX3U-4AD＋FX3U-4DA

プログラマブルカムスイッチ

F2-32RM-SET

FX2N-1RM-SET

プログラマブルカムスイッチ
(海外向けユニット)
プログラマブルカムスイッチ
(海外向けユニット)

FX2N-1RM-E-SET
＋FX2N-16EYT×2 台
FX2N-1RM-E-SET＋
F2-32RM—ESS-SET
FX2N-16EYT-ES/UL×2 台
F2-40DT-SET

推奨代替機種なし

位置決め用カウンタモジュール

F-20CM-5

推奨代替機種なし

カウンタモジュール

F2-40CP

推奨代替機種なし

NET/MINI 光ファイバ用

F-16NP

推奨代替機種なし

NET/MINI ツイストペア用

F-16NT

推奨代替機種なし

0.1-600 秒アナログタイマ 4 点

F-4T

FX3U-8AV-BD

メモリ

F-ROM-2

FX3U-FLROM-16

メモリ

F-EEPROM-2

FX3U-FLROM-16

模擬入力スイッチ

位置決めツール FX-PCS-VPS/WIN
にてプログラムの変更が必要です。
位置決めツール FX-PCS-VPS/WIN
にてプログラムの変更が必要です。

F2-32RM—E-SET

データ入出力ユニット

RUN スイッチ

特記事項

F2-20RUN-SW
F2-40RUN-SW
F2-20-SW
F2-40-SW
F2-60-SW

推奨代替機種なし

FX シリーズの応用命令をご検討
ください。
FX シリーズ 内蔵の高速カウンタを
ご検討ください。
FX シリーズ 内蔵の高速カウンタを
ご検討ください。
CC-Link を使用したシステムをご検討
ください。
CC-Link を使用したシステムをご検討
ください。
FX3U 基本ユニットのプログラム変更が
必要です。

FX3U 内蔵のパラメータ設定による RUN
端子入力機能をご検討ください。

推奨代替機種なし

プログラミングパネル

F2-20P

FX-30P

プログラミングパネル(海外向け)

F2-20P-E

FX-30P

置き換えには FX-20P-SET0
+FX-20P-FKIT が必要です。
置き換えには FX-20P-SET0
+FX-20P-FKIT が必要です。

■基本ユニットを F2 → FX3U シリーズに置き換えの際、必要となるプログラミングツール
F2 シリーズに使用可能な機種
機器名称
ハンディプログラミングパネル
ハンディプログラミングパネル

形名
FX-20P
＋FX-20P-FKIT
－

FX3U に使用可能な
推奨代替機種
形名
FX-20P-SET0

FX3U には FX2N 相当で書込み可能です

FX-30P
GX Developer Ver.8

プログラミングソフトウェア

特記事項

－

FX3U のデバッグにいずれかのツールが
必要です

GX Works2
パソコンと各 FX シリーズを接続するには、下記接続用インタフェースとケーブルが別途必要です。
・F2 とパソコンは接続不可
・FX3U とパソコン(USB)の接続：
USB/RS422 変換器 FX-USB-AW(ケーブル同梱)
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５．置き換えの資料
三菱電機 FA サイトをご活用いただければ、置き換えの資料が入手いただけます。
資料区分
カタログ
プログラム

参考資料
マニュアル名称 （マニュアル番号）
FX リニューアルガイダンス
(カタログ番号：姫-SH009)
FX-20P-FKIT オペレ－ションマニュアル
(マニュアル番号：JY992D18401)
F(F1,F1J,F2)→FX3 シリーズ置き換えガイダンス
(マニュアル番号：JY997D40601)

記載内容
MELSEC-F シリーズの旧機種から FX3 シリーズへ置き換えの
ご提案を記載
F(F1,F1J,F2)シリーズにハンディプログラミングパネル FX-20P を
接続しプログラムの変更や FX へ変換する手順・ルールを記載
F(F1,F1J,F2)シリーズ用プログラムを FX3 シリーズ用プログラム
に変換できる周辺機器の紹介と、手順、変換ルールを記載

・FX3 シリーズの製品の仕様は三菱電機 FA サイトの「製品検索」で、仕様の比較や、仕様詳細ページで
マニュアルや CAD データなどがダウンロードいただけます。
・増設機種の選定は三菱電機 FA サイトの「機種選定システム」で FX3U の増設機種が選定いただけます。
・マニュアルは、下記にご紹介する参考資料が三菱電機 FA サイトからダウンロードできます。
■F2 シリーズ関係■
機種区分
本体

増設ブロック/
増設ユニット

アナログ入出
力
高速カウンタ

参考資料
マニュアル名称 （マニュアル番号）
F2-40/F2-60 シリーズ 取扱説明書
(マニュアル番号：JY992D02101)
F2 シリーズ(DC 入力信号タイプ編)
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：JY992D06101)
新 F2 シリーズ(DC 入力信号タイプ編)
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：JY992D10401)
新 F2 シリーズ(DC 入力信号タイプ編)
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：JY992D10501)
F2-12EX/F2-8EYR 取扱説明書
(マニュアル番号：JY992D04901)

記載内容
F2-40/F2-60 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
F2 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

新 F2 シリーズ（DC 入力信号タイプ）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

新 F2 シリーズ（AC 入力信号タイプ）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

F2-12EX/F2-8EYR の仕様を記載
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

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)
F2-6A ユーザーズマニュアル
(マニュアル番号：JY992D08801)
F2-40AC2 アダプタの取付けと接続
(マニュアル番号：JY992D11601)

F2-6A 形アナログ入出力ユニットの仕様や、配線、取付け、
使用方法を記載
F2-40AC2 形高速カウンタアダプタの取付けや使用方法を
記載

F-20CM-5，F-20CP 取扱説明書
(マニュアル番号：JY992D01201)

F-20CM-5 形カウンタモジュール，F-20CP 形プログラム
ユニットの仕様、取扱いに関する事項を記載
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■F2 シリーズ関係■
機種区分
位置決め

参考資料
マニュアル名称 （マニュアル番号）
F2-30GM パルス出力ユニット
ハンディマニュアル (F2-30GM/F2-30TP)
(マニュアル番号：JY992D11901)

記載内容
F2-30GM 形位置決めユニットの各部名称、外形寸法、仕様
プログラム、取り扱いと F2-30TP 形ティーチングパネルの
仕様、操作を記載

F2-30GM パルス出力ユニット
実用プログラム例集
(マニュアル番号：JY992D18601)
F2-32RM-SET ユーザーズマニュアル
(マニュアル番号：JY992D13501)

F2-30GM パルス出力ユニットを用いて、位置決めを行うばあい
のプログラム例を記載

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-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

F2 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：JY992D09901)
F/F2 シリーズ 命令解説書
(マニュアル番号：JY992D02401)

新 F2 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
F/F2 シリーズの命令/デバイス番号の割付けを記載

カムスイッチ

F2-32RM-EST 形位置決め制御用プログラマブルカムスイッチ
の外形寸法､仕様､プログラム（ON/OFF 角度設定操作）を記載

■FX3U シリーズ関係■
機種区分
本体

アナログ入出
力

アナログ入力
（温度制御）

参考資料
マニュアル名称 （マニュアル番号）
FX3U ユーザーズマニュアル[ハードウェア編]
(マニュアル番号：JY997D16101)
FX2N-CNV-BC 取扱説明書
(マニュアル番号：JY992D66601)
FX3G・FX3U・FX3UC ユーザーズマニュアル
[アナログ制御編]
(マニュアル番号：JY997D15201)
FX3U-8AV-BD インストレーションマニュアル
(マニュアル番号：JY997D40901)
FX3U-3A-ADP ユーザーズマニュアル
(マニュアル番号：JY997D35601)
FX3U-4AD-ADP ユーザーズマニュアル
(マニュアル番号：JY997D13901)
FX3U-4DA-ADP ユーザーズマニュアル
(マニュアル番号：JY997D14001)

記載内容
FX3U 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-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
FX3G・FX3U・FX3UC シリーズの、アナログ制御の取り扱いを
記載

FX3U-4AD インストレーションマニュアル
(マニュアル番号：JY997D20701)

FX3U-8AV-BD 形アナログボリュームの各部名称、
外形寸法、取付け、仕様を記載
FX3U-3A-ADP 形アナログ入出力アダプタの各部名称、
外形寸法、仕様、取り扱いを記載
FX3U-4AD-ADP 形アナログ入力アダプタの各部名称、
外形寸法、仕様、取り扱いを記載
FX3U-4DA-ADP 形アナログ出力アダプタの各部名称、
外形寸法、仕様、取り扱いを記載
FX3U-4AD 形アナログ入力ブロックの各部名称、外形寸法、
仕様、取り扱いを記載

FX3U-4DA インストレーションマニュアル
(マニュアル番号：JY997D20801)

FX3U-4DA 形アナログ出力ブロックの各部名称、外形寸法、
仕様、取り扱いを記載

FX3U-4AD-PT-ADP ユーザーズマニュアル
(マニュアル番号：JY997D14701)

FX3U-4AD-PT-ADP 形温度センサ入力アダプタの各部名称、
外形寸法、仕様、取扱いを記載

FX3U-4AD-PTW-ADP ユーザーズマニュアル
(マニュアル番号：JY997D29101)

FX3U-4AD-PTW-ADP 形温度センサ入力アダプタの
各部名称、外形寸法、仕様、取扱いを記載

FX3U-4AD-TC-ADP ユーザーズマニュアル
(マニュアル番号：JY997D14801)

FX3U-4AD-TC-ADP 形温度センサ入力アダプタの
各部名称、外形寸法、仕様、取り扱いを記載

FX3U-4LC ユーザーズマニュアル
(マニュアル番号：JY997D39001)

FX3U-4LC 形アナログ温度調節ブロックの各部名称、
外形寸法、仕様、取り扱いを記載
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[発行番号] 姫ﾃ-ｼ-0062C

■FX3U シリーズ関係■
機種区分
高速カウンタ

位置決め

通信

ネットワーク

プログラム

参考資料
マニュアル名称 （マニュアル番号）
FX3U-2HC ユーザーズマニュアル
(マニュアル番号：JY997D36601)
FX3U-4HSX-ADP インストレーションマニュアル
(マニュアル番号：JY997D16301)
FX3G・FX3U・FX3UC ユーザーズマニュアル
[位置決め制御編]
(マニュアル番号：JY997D16201)
FX3U-2HSY-ADP インストレーションマニュアル
(マニュアル番号：JY997D16401)
FX3U-20SSC-H ユーザーズマニュアル
(マニュアル番号：JY997D21201)
FX Configurator-FP オペレーションマニュアル
(マニュアル番号：JY997D21701)
FX シリーズ ユーザーズマニュアル
[通信制御編]
(マニュアル番号：JY997D13301)
FX3U-232-BD インストレーションマニュアル
(マニュアル番号：JY997D12901)
FX3U-422-BD ハードウェアマニュアル
(マニュアル番号：JY992D63301)
FX3U-485-BD インストレーションマニュアル
(マニュアル番号：JY997D13001)
FX3U-232ADP インストレーションマニュアル
(マニュアル番号：JY997D13701)
FX3U-485ADP インストレーションマニュアル
(マニュアル番号：JY997D13801)
FX3U-ENET-L ユーザーズマニュアル
(マニュアル番号：JY997D37901)
FX3U-ENET-L 設定ツールオペレーションマニュ
アル
(マニュアル番号：JY997D38301)
FX3U-64CCL ユーザーズマニュアル
(マニュアル番号：JY997D30301)
FX3G・FX3U・FX3UC シリーズプログラミングマニュ
アル
[基本・応用命令解説編]
(マニュアル番号：JY997D11701)
FX-30P オペレーションマニュアル
(マニュアル番号：JY997D34301)

記載内容
FX3U-2HC 形高速カウンタブロックの各部名称、外形寸法、
仕様、取り扱いを記載
FX3U-4HSX-ADP 形高速カウンタアダプタの各部名称、
外形寸法、仕様、取り扱いを記載
FX3G・FX3U・FX3UC シリーズの、位置決め制御の取り扱いを
記載
FX3U-2HSY-ADP 形パルス出力アダプタの各部名称、
外形寸法、仕様、取り扱いを記載
FX3U-20SSC-H 形 SSCNETⅡ制御ブロックの各部名称、
外形寸法、仕様、取り扱いを記載
FX Configurator-FP 形位置決めユニット用ソフトウェアの
取り扱いや操作について記載
簡易 PC 間リンク/並列リンク/計算機リンク/インバータ通信
/無手順通信/プログラミング通信の機器構成、機能説明、
プログラムを記載
FX3U-232-BD 形 RS-232C 通信用ボードの各部名称、
外形寸法、取付け、仕様を記載
FX3U-422-BD 形 RS-422 通信用ボードの各部名称、
外形寸法、取付け、仕様を記載
FX3U-485-BD 形 RS-485 通信用ボードの各部名称、
外形寸法、取付け、仕様を記載
FX3U-232ADP 形 RS-232C 通信用アダプタの各部名称、
外形寸法、取付け、仕様を記載
FX3U-485ADP 形 RS-485 通信用アダプタの各部名称、
外形寸法、取付け、仕様を記載
FX3U-ENET-L 形 Ethernet 通信用ブロックの各部名称、
外形寸法、仕様、取り扱いを記載
FX3U-ENET-L 形 Ethernet 通信用ブロック設定ツールの
取り扱いや操作について記載
FX3U-64CCL 形 CC-LinkV2 インタフェースブロックの各部
名称、外形寸法、仕様、取り扱いを記載
FX3G・FX3U・FX3UC 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
FX シリーズのリスト編集による基本命令･ステップラダー命令
･応用命令などシーケンスプログラムに関する事項を記載

・三菱電機 FA サイトで各マニュアルを検索するばあいは、上記のマニュアル番号（JY992D61601 など）で検索できます。
検索結果の番号の末尾には、副番を表すアルファベットが付き“A”は初版を表し、改訂順に B,C･･･となります。
・FX2N シリーズの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 以降や、各機種のマニュアル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

2010 年 5 月

初版作成

B

2010 年 10 月

語句修正、製品発売に伴う推奨代替機種追加

C

2015 年 11 月

お問い合わせ先の記載内容を更新
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