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同時押し（0.5s）します。�

を回し、運転方法を�
選択します。�

を押します。�

（1）アドバンスト磁束ベクトル制御で高トルク200%/0.5Hzを実現（3.7K以下）�
汎用磁束ベクトル制御からアドバンスト磁束ベクトル制御へ進化！ クラストップレベルの駆動性能を実現します。�
V/F制御、汎用磁束ベクトル制御も使用できるので、従来機種（FREQROL-E500シリーズ）からの置換えも安心です。�

三菱インバータはもちろんMダイヤル。�
●ダイヤルのスクロールスピードを可変式として操作性をさらに向上させました。�
●ダイヤルはスベリ止めをつけ、回しやすさを向上させました。�

三菱独自の“回転レス”オートチューニング機能でさまざま
なモータも最適制御。�
パラメータ調整時に機械の試運転ができない場合でも高精
度なチューニングが可能です。�

200% 3s（従来機種200% 0.5s）へ短時間過負荷耐量が向上し
ました。�
過電流トリップになりにくく、ねばり強い運転ができます。�

トルク制限・電流制限機能の向上により機械保護、負荷制限、あて

止めが可能となりました。�

�

（2）短時間過負荷耐量アップ（200% 3s）� （3）トルク制限・電流制限機能�

（1）進化したＭダイヤル�

始動指令と速度指令の組み合わせに応じたPr.79運転モード選択の設定が簡単な操作で行えます。�

（2）簡単設定モード�

USBコネクタ（ミニBコネクタ）を標準搭載。変換器いらずの簡単接続で使いやすさにこだわりました。�
FR Configurator（インバータセットアップソフトウェア）のウィザード（対話形式）機能による設定支援を実現します。�
また、USBで高速グラフ機能を使用すれば高速サンプリングができます。�

（3）USBコネクタを装備。パソコンからFR Configuratorによる簡単設定�

オプションの盤面取り付け操作パネルが接続できます。�
さらに、従来機種（FREQROL-E500シリーズ）の操作パネルも接
続できます。�
インバータ本体の操作パネルは取り外しできません。�

（4）盤面取り付け操作パネル対応（発売予定）� （5）パラメータユニットFR-PU07（オプション）�

先進のオートチューニング�

インバータ�

FR Configurator

加減速パターンの設定�

加減速時間の設定�

パラメータ一覧表示�

USB+FR Configuratorで�
広がる先進の操作性�

高速グラフ機能�

USBケーブル�

ミニBコネクタ�

オプションのパラメータユニットFR-PU07ももちろん接続できます。�
●テンキー方式によるダイレクトインプット、運転状態を表示、ヘル
プ機能など設定が便利です。�
8カ国語を表示できます。�
●最大3台までのパラメータ設定値を保存すること
ができます。�
●バッテリパック付タイプ（近日対応）なら、インバ
ータに電源をいれなくても、パラメータの設定や
パラメータコピーができます。�

設定�
完了�

設定ウィザード機能（例：加減速時間の設定）�
低速から高トルクが必要な自動倉庫などの昇降機も
アドバンスト磁束ベクトル制御が最適です。�

トルク制限により工具の刃折れ防止など機械保護
ができ安心です。�

走行台車で段差を乗り越える際のインパクト負荷も
安心です。�

点滅� 点滅�

　　  　と�
がフリッカ�

速度-トルク特性例�

5.5K～15Kは150％/0.5Hzトルクとなります。�
�

FR-E720-3.7K（アドバンスト磁束ベクトル制御）�
SF-JR 4P 3.7kW�
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E700

（1）さまざまな内蔵オプションが搭載可能�
内蔵オプションの装着によりデジタル入力、アナログ出力増設、各種通信に対応し、FREQROL-A700シリーズ並みの拡張性を備えました。�
（内蔵オプションは1種類装着可能です。専用表面カバーとのセットで販売となります。）�

●冷却ファンは、設計寿命10年＊1の長寿命化を実現しました。�
冷却ファンのON/OFF制御との組合せで、さらに長寿命になります。�

●コンデンサは、設計寿命10年＊1＊2のものを採用し、長寿命化を実現し
ました。（周囲温度105℃ 5000時間のコンデンサを採用しています。）�

（2）用途に応じた制御端子が選択可能�
アナログ、パルス列、2ポートRS-485
端子など、標準端子以外の端子カ
ードをオプションでご用意しました。
（近日対応予定）�
端子カードの交換により丸型圧着端
子の使用も可能になります。（発売
予定）�
端子カードは着脱式で標準端子カー
ドから簡単に交換可能です。�

（1）高性能をコンパクトボディーに凝縮�
取付け寸法は従来機種（FREQROL-E500シリーズ）との取付互
換性を考慮し同一としました。�

（2）サイド・バイ・サイドで省スペース設置�
横方向を密着して設置可能＊ですので、
省スペース化がはかれます。�

（3）冷却フィン外出しアタッチメントオプション�
 （1.5K以上）（近日対応予定）�

オプションの冷却フィン外出しアタッチメントFR-E7CNを装着すれ
ばインバータの冷却フィン部分を盤外に出すことが可能です。�
主な発熱部分を盤外に出すことで盤サイズの小形化や盤内冷却
設備のコストダウンがはかれます。�

（3）あらゆるネットワークに対応�
EIA-485（RS-485）、ModbusRTU（標準搭載）、CC-Link、
PROFIBUS-DP＊、DeviceNet ＊̈、LONWORKS ＊̈（オプション）�

（4）0.4K～15Kまでブレーキ抵抗接続可能�
ブレーキトランジスタを0.4K～15Kまで内蔵しました。�
オプションのブレーキ抵抗器を接続して回生能力をアップできます。�

（1）長寿命設計�
冷却ファンを使用するすべての容量（1.5K
～15Ｋ）でインバータ上部に冷却ファンを
配置しました。�
主回路配線を外さなくても冷却ファンが簡
単に交換できます。�

（3）冷却ファン簡単交換�

配線後にカバーが装着できるため、配線が
容易です。�

（4）くし形配線カバー�

同シリーズのインバータ交換時の制御回路の配線は、端子カードの
付替えでできます。�

（5）着脱式制御端子台�

●主回路コンデンサ、制御回路コンデンサ、突入電流抑制回路の
劣化度合いをモニタできます。�
●自己診断により、部品寿命の警報を出力＊4できるため、トラブル
を未然に防ぐことができます。�

＊4：主回路コンデンサ、制御回路コンデンサ、突入電流抑制回路、冷却ファンのいずれか1つが出力
レベルに到達すると警報を出力します。�
主回路コンデンサの容量は、停止中にパラメータを設定し、電源をOFF→ONすることで測定でき
ます。容量を測定することにより警報出力可能となります。�

＊：負荷条件によっては、インバータがトリップし、モータがフリーラン状態となることがあります。�フリーラン速度を検出（周波数サーチ機能）するため再始動時のモータ回転の引き込みがなく、出力
電流も少なくスムーズに再始動します。�

＊1：周囲温度：年間平均40℃（腐食性ガス、引火性ガス、オイルミスト・じんあいのないこと）�
 設計寿命は計算値ですので、保証値ではありません。�
＊2：出力電流：インバータ定格の80%

（2）最先端の寿命診断�

RoHS指令に対応した人や環境に配慮したインバータです。�

●周波数サーチあり瞬停再始動機能�

●ブレーキシーケンスモード 昇降機の機械ブレーキ制御に�
●回生回避 プレス機などで回生過電圧になりにくくなりました。�
●最適励磁制御 モータ効率が最大限となる制御でさらなる省エネがはかれます。�
●主回路電源DC入力 直流電源が接続できます。�
●入出力端子機能がさらに充実 アナログ入力（電圧/電流）切換えもできます。�
　など�

●停電時減速停止機能/瞬停時運転継続機能�
停電または不足電圧発生時に、モータを減速停止させ、フリーラ
ン状態になることを避けることができます。�
工作機械などの危険防止のため、停電発生時にモータを停止さ
せたいときに有効です。�
瞬停時運転継続機能を新規採用したので、運転中に瞬停が発
生しても、モータがフリーランにならずに運転を継続します。�

（1）欧州特定有害物質使用制限（RoHS）指令対応�
●フィルタパック（力率改善DCリアクトルと零相リアクトルおよび
容量性フィルタがワンパッケージ）で高調波抑制対策ガイドライ
ンに適合できます。�
●新開発ノイズフィルタ（EMCフィルタ）でEMC指令（2nd 
Environment）に対応できます。�

（2）フィルタオプション（発売予定）�

内蔵オプション�

内蔵オプション専用表面カバー�

対 応 内 蔵 オ プ ション �

●FR-A7AX Eキット …16ビットデジタル入力�
●FR-A7AY Eキット …デジタル出力�
  増設アナログ出力�
●FR-A7AR Eキット …リレー出力�

●FR-A7ND Eキット＊ …DeviceNet通信�
●FR-A7NP Eキット＊ …PROFIBUS-DP通信�
●FR-A7NC Eキット …CC-Link通信�
●FR-A7NL Eキット＊ …LONWORKS通信�

＊：近日対応予定�

＊：近日対応予定�

＊：インバータ周囲温度は40℃以下で使用してください。�

FREQROL-E700�
（0.1～0.75kW）�

FREQROL-E500�
（0.1～0.75kW）�

●寿命部品の寿命目安です。�
部品名�
冷却ファン�

主回路平滑用コンデンサ�
プリント基板上平滑コンデンサ�

FR-E700の寿命目安�
10年�
10年�
10年�

JEMAの目安＊3

2～3年�
5年�
5年�

＊3：JEMA（社団法人日本電機工業会） 「汎用インバータ定期点検のおすすめ」より抜粋�

FREQROL-E500シリーズ� FREQROL-E700シリーズ�

入力電圧� 出力周波数�

モータ回転数�

出力電流�

入力電圧� 出力周波数�

モータ回転数�

出力電流�

LONWORKS¨はEchelon Corporation、DeviceNet¨はODVAの商標です。�
その他の社名および商品名は各社の商標です。�端子カード�

128mm
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■ ラインアップ ■

■ 定  格 ■

●3相200V電源

∗1 適用モータは、4極の三菱標準モータを使用する場合の最大適用容量を示します｡
∗2 定格出力容量は、出力電圧が230Vの場合を示します。
∗3 過負荷電流定格の％値はインバータの定格出力電流に対する比率を示します。繰り返し使用する場合は、インバータおよびモータが100％負荷時の温度以

下に復帰するまで待つ必要があります。

∗4 最大出力電圧は、電源電圧以上になりません。最大出力電圧を設定範囲内で変更可能です。ただし、インバータ出力側電圧波形の波高値は電源電圧の 倍

程度となります。
∗5 電源容量は、電源側インピーダンス（入力リアクトルや電線を含む）の値によって変わります｡
∗6 周囲温度が40℃（全閉鎖構造は30℃）を超えた状態でPr.72 PWM周波数選択 を2kHz以上に設定して低騒音運転を行う場合、定格出力電流は（　）内の

値となります。
∗7 全閉鎖構造シリーズは形式末尾に-Cが付きます。

インバータ容量
0.1K 0.2K 0.4K 0.75K 1.5K 2.2K 3.7K 5.5K 7.5K 11K 15K

インバータタイプ
3相200Vクラス
FR-E720-□□

閉鎖構造(IP20) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○
全閉鎖構造(IP40) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3相400Vクラス
FR-E740-□□

閉鎖構造(IP20) ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
全閉鎖構造(IP40) ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

単相200Vクラス
FR-E720S-□□∗

閉鎖構造(IP20) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ―

単相100Vクラス
FR-E710W-□□∗

閉鎖構造(IP20) ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ― ―

∗ 単相200V、単相100V入力仕様品は出力が3相200Vとなります。 ●:発売機種 ○:発売予定機種 －:該当なし

形式　FR-E720-□K(-C)∗7 0.1 0.2 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15
適用モータ容量(kW)∗1 0.1 0.2 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15

出
力

定格容量(kVA)∗2 0.3 0.6 1.2 2.0 3.2 4.4 7.0 9.5 13.1 18.7 23.9

定格電流(A)∗6
0.8
(0.8)

1.5
(1.4)

3
(2.5)

5
(4.1)

8
(7)

11
(10)

17.5
(16.5)

24
(23)

33
(31)

47
(44)

60
(57)

過負荷電流定格∗3 150％ 60s、200％ 3s（反限時特性）
電圧∗4 3相 200～240V

電
源

定格入力　
交流電圧・周波数

3相 200～240V 50Hz/60Hz

交流電圧許容変動 170～264V 50Hz/60Hz 
周波数許容変動 ±5％
電源容量(kVA)∗5 0.4 0.8 1.5 2.5 4.5 5.5 9 12 17 20 28

保護構造(JEM1030) 閉鎖形(IP20)、全閉鎖構造シリーズはIP40となります。
冷却方式 自冷 強制風冷
概略質量(kg) 0.5 0.5 0.7 1.0 1.4 1.4 1.7 4.3 4.3 ― ―

電　圧
100Vクラス
200Vクラス
400Vクラス

記　号
1
2 
4

電源相数
3相入力
単相入力

単相入力（倍電圧出力）

記　号
ナシ
S
W

インバータ容量
容量（kW）を表す

記　号
0.1K～15Ｋ

保護構造
閉鎖構造

全閉鎖構造IP40

記　号
ナシ
C

UL、cUL、EN（低電圧指令）に標準対応

√2

specification_news.fm  9 ページ  ２００６年１０月１３日　金曜日　午前１１時５６分
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■ 共通仕様 ■

制
御
仕
様

制御方式 Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御（V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、アドバンスト磁束
ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能）

出力周波数範囲 0.2～400Hz

周波数設定分解能
アナログ入力

0.06Hz/60Hz（端子2、4：0～10V/10bit)
0.12Hz/60Hz（端子2、4：0～5V/9bit）
0.06Hz/60Hz（端子4：4～20mA/10bit）
アナログ端子カード（オプション）使用時12bit分解能

デジタル入力 0.01Hz

周波数精度
アナログ入力 最大出力周波数の±0.5％以内(25℃±10℃)
デジタル入力 設定出力周波数の0.01％以内

電圧／周波数特性 基底周波数0～400Hz任意設定可能
定トルク・低減トルクパターン選択可能

始動トルク 200%以上(0.5Hz時)・・・アドバンスト磁束ベクトル制御を設定した場合（3.7K以下）
トルクブースト 手動トルクブースト
加速・減速時間設定 0.01～360s、0.1～3600s(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能
直流制動 動作周波数（0～120Hz)、動作時間(0～10s)、動作電圧(0～30％)可変
ストール防止動作レベル 動作電流レベル設定可能(0～200％可変)、有無の選択可能

運
転
仕
様

周波数設定信号
アナログ入力

2点（アナログ端子カード（オプション）使用時3点）
端子2：0～10V、0～5V選択可能
端子4：0～10V、0～5V、4～20mA選択可能
アナログ端子カード（オプション）使用時端子1（-10V～+10V）追加

デジタル入力 操作パネル、パラメータユニットにより入力
パルス入力 1点　パルス列端子カード（オプション）使用時　

入力信号

7点
多段速度選択、遠隔設定、あて止め選択、第2機能選択、端子4入力選択、JOG運転選択、PID制御有
効端子、ブレーキ開放完了信号、外部サーマル入力、PU-外部運転切換、V/F切換、出力停止、始動自
己保持選択、正転、逆転指令、インバータリセット、PU-NET運転切換、外部-NET運転切換、指令権
切換、インバータ運転許可信号、PU運転外部インタロックから選択

運転機能

上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、
遠隔設定、ブレーキシーケンス、第2機能、多段速運転、あて止め制御、ドループ制御、回生回避、す
べり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転（RS-
485）

運
転
仕
様

出
力
信
号

出力信号点数
オープンコレクタ
出力 2点

リレー出力 1点

運転状態

インバータ運転中、周波数到達、過負荷警報、出力周波数検出、回生ブレーキプリアラーム、電子
サーマルプリアラーム、インバータ運転準備完了、出力電流検出、ゼロ電流検出、PID下限リミット、
PID上限リミット、PID正転逆転出力、ブレーキ開放要求、ファン故障、FIN過熱プリアラーム、停電
減速中、PID制御動作中、リトライ中、寿命警報、電流平均値モニタ、リモート出力、軽故障出力、異
常出力、メンテナンスタイマ警報から選択

表示計用
出力点数

パルス出力 MAX 2.4kHz：１点
パルス列端子カード（オプション）使用時1点追加

アナログ出力 アナログ端子カード（オプション）使用時0～10V：1点

表示計用

出力周波数、モータ電流（定常）、出力電圧、周波数設定値、モータトルク、コンバータ出力電圧、回
生ブレーキ使用率、電子サーマル負荷率、出力電流ピーク値、コンバータ出力電圧ピーク値、基準電
圧出力、モータ負荷率、PID目標値、PID測定値、出力電力から選択
パルス列出力（1440パルス／s／フルスケール）

表
示

操作パネル

パラメータユニット
(FR-PU07)

運転状態

出力周波数、モータ電流（定常）、出力電圧、周波数設定値、積算通電時間、実稼動時間、モータトル
ク、コンバータ出力電圧、回生ブレーキ使用率、電子サーマル負荷率、出力電流ピーク値、コンバー
タ出力電圧ピーク値、モータ負荷率、PID目標値、PID測定値、PID偏差、インバータ入出力端子モニ
タ、入出力端子オプションモニタ、出力電力、積算電力より選択可能

異常内容 保護機能の動作時に異常内容を表示、異常内容8回分を記憶（保護機能動作直前の出力電圧・電流・周
波数・積算通電時間）

パラメータユニット
(FR-PU04/FR-
PU07)のみでできる
追加表示

運転状態 なし
異常内容 保護機能動作直前の出力電圧・電流・周波数・積算通電時間

対話式ガイダンス ヘルプ機能による操作ガイド

保護・警報機能

＜保護機能＞
加速中過電流、定速中過電流、減速中過電流、加速中過電圧、定速中過電圧、減速中過電圧、イン
バータ保護サーマル動作、モータ保護サーマル動作、フィン過熱、入力欠相、起動時出力側地絡過電
流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、パラメータエラー、PU抜け発生、リ
トライ回数オーバー、CPU異常、ブレーキトランジスタ異常、突入抵抗過熱、通信異常、アナログ入
力異常、USB通信異常、ブレーキシーケンスエラー 2～7
＜警報機能＞
ファン故障∗2、過電流ストール防止、過電圧ストール防止、PU停止、パラメータ書込みエラー、回生
ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、メンテナンス出力、不足電圧

環
境

周囲温度 －10℃～＋50℃（凍結のないこと)（全閉鎖構造仕様のときは－10℃～＋40℃）
周囲湿度 90％RH以下（結露のないこと）
保存温度∗1 －20℃～＋65℃
雰囲気 屋内（腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと）
標高・振動 海抜1000m以下・5.9m/s2以下

∗1 輸送時などの短時間に適用できる温度です。
∗2 冷却ファンを装備していないFR-E720-0.1K～0.75Kにはありません。
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三菱電機FA機器技術相談�

インターネットによる三菱電機FA機器技術情報サービス�
MELFANSwebホームページ：http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb�
Q&Aサービスでは、質問を受け付けています。また、よく寄せられる質問／回答の閲覧ができます。�

お問い合わせは下記へどうぞ�
本社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3（東京ビル7階） （03）3218-6721�
北海道支社 〒060-8693 札幌市中央区北2条西4丁目1（北海道ビル） （011）212-3785�
東北支社 〒980-0011 仙台市青葉区上杉1-17-7（仙台上杉ビル） （022）216-4546�
関越支社 〒330-6034 さいたま市中央区新都心11番地2（明治安田生命さいたま新都心ビル ランド・アクシス・タワー34階） （048）600-5845�
新潟支店 〒950-8504 新潟市東大通2-4-10（日本生命ビル） （025）241-7227�
神奈川支社 〒220-8118 横浜市西区みなとみらい2-2-1（横浜ランドマークタワー18階） （045）224-2624�
北陸支社 〒920-0031 金沢市広岡3-1-1（金沢パークビル） （076）233-5502�
中部支社 〒450-8522 名古屋市中村区名駅3-28-12（大名古屋ビル） （052）565-3323�
豊田支店 〒471-0034 豊田市小坂本町1-5-10（矢作豊田ビル） （0565）34-4112�
関西支社 〒530-8206 大阪市北区堂島2-2-2（近鉄堂島ビル） （06）6347-2831�
中国支社 〒730-8657 広島市中区中島町3-25（ニッセイ平和公園ビル） （082）248-5345�
四国支社 〒760-8654 高松市寿町1-1-8（日本生命高松駅前ビル） （087）825-0055�
九州支社 〒810-8686 福岡市中央区天神2-12-1（天神ビル） （092）721-2236

●電話技術相談窓口�

対象機種�

インバータ�

おかけ間違いのないように、電話番号をよくお確かめください。�

FREQROLシリーズ� 052-722-2182

電話番号� 受付時間 ※1

●FAX技術相談�

対象機種� FAX番号� 受付時間 ※1

上記対象機種�

※1：土・日・祝祭日、春期・夏期・年末年始の休日を除く通常業務日�
※2：春期・夏期・年末年始の休日を除く�

052-719-6762 9：00～16：00（受信は常時 ※2）�

月曜～金曜 9：00～19：00

H

W D

●200Vクラス�

■ 外形寸法図 ■�

容　　量� W H D
FR‐E720‐0.1K、0.2K�
FR‐E720‐0.4K�
FR‐E720‐0.75K�
FR‐E720‐1.5K、2.2K�
FR‐E720‐3.7K�
FR‐E720‐5.5K、7.5K�
FR‐E720‐11K、15K
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112.5�
132.5�
135.5�
142.5�
165�
190


