


セーフティストップ機能�

スプリングクランプ端子（制御回路端子）�

FREQROL-D700シリーズは、欧州の機械指

令への対応を容易にするため、以下の安全

基準に準拠しています。�

ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の

高い緊急出力遮断が行えます。�

インバータが安全機能を搭載することで、低コ

ストで安全基準に適合できます。�

汎用磁束ベクトル制御とオートチューニング機能を搭載しました。�

コンベアやホイスト、昇降機などの搬送機械、洗濯機や攪拌機など

高始動トルクが必要な用途にも安心です。�

●150%/1Hz、200%/3Hzの高トルクを実現�

●オートチューニング �

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

を最適制御。�

スプリングクランプ端子＊により、高い信頼性と簡単配線を実現します。�

パスワード機能�

4桁のパスワードを設定することで、パラメータの読出し/書込みを制限

することができます。�

●誤操作によるパラメータ設定の書き換えを防ぐことができます。�

●パラメータ設定値を見られたくない場合の機密保持に有効です。�

ISO13849-1 (EN954-1) Category 3

IEC60204-1 Stop Category 0

＊：主回路端子はねじ端子です。�

従来機種の場合（現状）� FREQROL-D700の場合�

安全機能取込み�
非常停止�

（例：インバータの輸送中）�

（例：ホイスト）�

非常停止�

従来のものは…�
MCが2個必要�
従来のものは…�
MCが2個必要�
・コストアップ�
・メンテナンスが2個分必要�
・取付けスペース必要�

・電磁接触器（MC）�
・非常停止配線�

（例：業務用洗濯機）�（例：コンベア）�

●簡単配線�
専用棒状端子で端末処理し
た電線を差し込むだけで配線
完了です。�
マイナスドライバーを使用すれ
ば、棒状端子がなくても配線
できます。�

●高い信頼性�
内部の端子接触部のバネ構造
により、振動による接触不良を
回避します。�

●メンテナンス不要�
ネジの増し締めが不要です。�

(2)

(1) 汎用磁束ベクトル制御により150%/1Hz高始動トルク�(1)

(3)

1 2

Ｍダイヤルならではのクイック設定�

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。�

(1)

パソコンからFR Configuratorによる簡単設定�
（オプション）（近日対応予定）�

パソコンとインバータをRS-485通信で接続することで、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、「コンバート」機能によりFREQROL-S500シリーズのパラメータ

設定をFREQROL-D700シリーズのパラメータ設定へ移行可能です。�

「グラフ」機能によりモニタデータを波形表示できます。�

オプションの盤面操作パネル（FR-PA07）が接続できます。�

さらに、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外しできません。�
別途パラメータユニット接続ケーブル（FR-CB20□）が
必要です。�

(2) 盤面操作パネルFR-PA07（オプション）�(3)

設定ウィザード機能（例：加減速時間の設定）�

加減速パターンの設定�

パラメータ設定�

加減速時間の設定�

パラメータ一覧表示�

パラメータユニットFR-PU07（オプション）�

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。�
別途パラメータユニット接続ケーブル（FR-CB20□）が必要です。�

●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（FR-PU07BB）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。�

（近日対応予定）�

(4)

差し込む�
だけの�
簡単配線�

DIN規格に�
準拠した引っ張り�
強度を確保�

セーフティストップ機能で�
MCは1個でOK！�
セーフティストップ機能で�
MCは1個でOK！�
・コストダウン�
・メンテナンスは1個分�
・取付けスペース削減�



欧州特定有害物質使用制限（RoHS）指令対応�

UL、cUL、EN（低電圧指令）に標準対応�

RoHS指令に対応した人や環境に配慮したインバータです。�

＜RoHS指令とは＞�
加盟国は、2006年7月1日以降、上市される新しい電気・電子機器が鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、
ポリ臭化ビフェニール（PBB）、またはポリ臭化ジフェニルエーテル（PBDE）を含有していないことを
保証しなければなりません。�
梱包箱にRoHS指令適合を示す＜G＞マークが表示されています。�

冷却ファン簡単交換�

冷却ファンを使用するすべての容量

（1.5K以上）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。�

くし形配線カバー�

配線後にカバーが装着できる

ため、配線が容易です。�

(3) (4)

(1)

フィルタオプション（発売予定）�

空調用途に不可欠な力率改善DCリアクトル、零相リアクトルと容量性

フィルタ（ラジオノイズフィルタ）を1つのユニットにしたフィルタパックを

オプションとして用意。�

省スペース、省配線で高調波抑制対策ガイドラインに適合し、国土交通

省監修の公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）および公共建

築工事標準仕様書（機械設備工事編）（平成19年版）に対応できます。�

(3)

EMCフィルタ一体型（発売予定）�

EMCフィルタ一体型をラインアップ。�

(2)

(4)

3� 4�

長寿命設計�

●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。）�

最先端の寿命診断�

●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。�

＊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%

＊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�

＊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。�
冷却ファンは回転数検出により警報を出力します。�●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-D700の寿命目安�
10年�
10年�
10年�

JEMAの目安＊3

2～3年�
5年�
5年�

(1) (2)

さまざまな用途に対応�

便利な機能を満載し、さまざまな用途に対応します。�

●最適励磁制御�
モータ効率が最大となる制御です。特にファン・ポンプなどの低減負

荷トルクの用途でさらなる省エネがはかれます。�

●汎用磁束ベクトル制御�

●停電時減速停止機能�
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。�

●回生回避機能�
つれ回り状態のファンなど、回生時に周波数を自動的に上昇させ

トリップしにくくなります。�

●停電時減速停止機能／瞬停時運転継続機能�

●PID制御�

●瞬停再始動／つれ回り引き込み�

(1)

（例：空調用ファン）� （例：ポンプ）�

（例：スピンドル）�

ブレーキ抵抗器接続可能�

ブレーキトランジスタを0.4K以上に内蔵しました。�

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。�

ファンなどのイナーシャの大きい機械の減速時間短縮や昇降機などに

も対応します。�

（例：ミートスライサー）�

(3)通信機能も充実�

●Modbusと三菱インバータプロトコル�

Modbus RTUに対応�

RS-485の通信速度改善（38.4kbpsでの通信が可能）�

三菱インバータプロトコルに“マルチコマンドモード”を追加（インバ

ータのデータ処理時間を1/3～1/4に短縮）�

(2)

（例：コンベア）� （例：業務用洗濯機）� （例：洗車機）�

ファン・ポンプ�

●汎用磁束ベクトル制御�

●S字加減速�

●多段速機能（最大15速）�

●ブレーキ抵抗器接続�

搬送・食品機械�

●汎用磁束ベクトル制御�

●ブレーキ抵抗器接続�

環境・生活関連機械�

アミューズメント機械�

包装機械�

印刷機械�

繊維機械�

工作機械�

置換えも安心なコンパクトボディ�

取付け寸法は当社最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと

同一としました。�

128mm

FR-D740-0.4K FR-S540E-0.4K

(1) 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。�

オプションのDINレール取付けアタッチメント（FR-UDA□□）の取付け

が可能です。�
＊：インバータ周囲温度は40℃
以下で使用してください。�

(2)

etc.
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ラインアップ

定 格
●3相400V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440V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 全閉鎖構造シリーズは形式末尾に-Cが付きます。

形式　FR-D740-□K(-C)∗6 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5
適用モータ容量(kW)∗1 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5

出
力

定格容量(kVA)∗2 1.2 2.0 3.0 4.6 7.2 9.1 13.0
定格電流(A) 1.2 2.2 3.6 5.0 8.0 12.0 16.0
過負荷電流定格∗3 150％ 60s、200％ 0.5s（反限時特性）
電圧∗4 3相  380～480V

電
源

定格入力　
交流電圧・周波数

3相  380～480V 50Hz/60Hz

交流電圧許容変動 325～528V 50Hz/60Hz
周波数許容変動 ±5％
電源容量(kVA)∗5 1.5 2.5 4.5 5.5 9.5 12 17

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) 1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.1

FR-D740    -0.4K-

インバータタイプ
インバータ容量

FR‐D720‐□K

FR‐D740‐□K

FR‐D720S‐□K

FR‐D710W‐□K

3相200V 

3相400V

単相200V ＊

単相100V ＊

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

閉鎖構造（IP20）

閉鎖構造（IP20）

0.1 0.2 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15

＊：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

電　源

記　号
1
2
4

電　圧
100Vクラス
200Vクラス
400Vクラス

記　号
ナシ
C

保護構造
閉鎖構造

全閉鎖構造IP40

記　号 インバータ容量記　号
ナシ
S
W

電源相数
3相入力
単相入力

単相入力（倍電圧出力）

0.1K～15K 容量（kW）を表す

√2

Standard_Specifications.fm  5 ページ  ２００８年３月２１日　金曜日　午後２時４０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、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4：0～20mA/10bit）

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±1％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 150%以上(1Hz時)・・・汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合
トルクブースト 手動トルクブースト
加速・減速時間設定 0.1～3600s(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
端子2：0～10V、0～5V選択可能
端子4：0～10V、0～5V、4～20mA選択可能

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、周波数設定単位選択可
始動信号 正転・逆転個別、始動信号自己保持入力（3ワイヤ入力）選択可能

入力信号

5点
多段速度選択、遠隔設定、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、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、第2機能、多段速運転、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）、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、
Modbus-RTU

出
力
信
号

出力信号点数
オープンコレ
クタ出力 1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、ファン故障∗2、FIN過熱プリアラーム、停電減速中、PID制御動作中、PID出力
中断中、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、
異常出力3、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

表示計用

出力周波数、出力電流（定常）、出力電圧、周波数設定値、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、PID偏差、モータサーマル負荷率、インバータサーマル負荷率から選択、
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、出力電流（定常）、出力電圧、周波数設定値、積算通電時間、実稼動時間、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、出力電力、積算電力、モータ
サーマル負荷率、インバータサーマル負荷率、PTCサーミスタ抵抗値より選択可能

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 ファンクション（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、始動時出力側地絡過電流∗4、出力
欠相、外部サーマル動作∗4、PTCサーミスタ動作∗4、パラメータエラー、PU抜け発生、リトライ回数オー
バー ∗4、CPU異常、ブレーキトランジスタ異常、突入抵抗過熱、アナログ入力異常、ストール防止、出力
電流検出値オーバー ∗4
＜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∗4、電子サーマルプリアラーム、メンテナンス出力∗4、不足電圧、操作パネルロック、パス
ワード設定中、インバータリセット中

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℃）∗3
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 0.75K以下は冷却ファンを装備していないため、機能しません。
∗3 周囲温度が40℃以下で使用する場合は密着取付け（間隔0cm）できます。
∗4 初期状態の場合、この保護機能は機能しません。
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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 北海道札幌市中央区北2条西4丁目1（北海道ビル） （011）212-3793�
東北支社 〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉1-17-7（仙台上杉ビル） （022）216-4546�
関越支社 〒330-6034 埼玉県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 新潟県新潟市中央区東大通2-4-10（日本生命ビル） （025）241-7227�
神奈川支社 〒220-8118 神奈川県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）224-2623�
北陸支社 〒920-0031 石川県金沢市広岡3-1-1（金沢パークビル） （076）233-5502�
中部支社 〒450-8522 愛知県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 愛知県豊田市小坂本町1-5-10（矢作豊田ビル） （0565）34-4112�
関西支社 〒530-8206 大阪府大阪市北区堂島2-2-2（近鉄堂島ビル） （06）6347-2831�
中国支社 〒730-8657 広島県広島市中区中町7-32（ニッセイ広島ビル） （082）248-5345�
四国支社 〒760-8654 香川県高松市寿町1-1-8（日本生命高松駅前ビル） （087）825-0055�
九州支社 〒810-8686 福岡県福岡市中央区天神2-12-1（天神ビル） （092）721-2236

2008年4月作成�この印刷物は、2008年4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。�

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�

●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

MEE（0804）�

●400Vクラス�
インバータ形式� W H D

FR-D740-0.4K、0.75K�
FR-D740-1.5K�
FR-D740-2.2K�
FR-D740-3.7K�
FR-D740-5.5K、7.5K

108�
108�
108�
108�
220

128�
128�
128�
128�
150

129.5�
135.5�
155.5�
165.5�
155

W D

H

外形寸法図�


