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[表  題] FX3U・FX3UCシーケンサ インバータ通信機能のインバータFREQROL-E700対応のおしらせ 

[発  行] 2007年 6月(2015年 11月改訂C版) 
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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｡ 
 

このたび、MELSEC-F FX3U･FX3UC シーケンサのインバータ通信機能の対応機種に当社汎用インバータ FREQROL- 

E700 シリーズ (以下 FR-E700 と略します)が追加されましたのでお知らせします。 

ご使用の際は，本資料と関連するマニュアルを参照いただけますようよろしくお願いいたします。 
 

記 
 

1. 関連マニュアル 
 

マニュアル名称 
マニュアル番号

[形名コード] 
内容 

FX ユーザーズマニュアル 

[通信制御編] 

JY997D13301 

[09R713] 

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･RS

無手順通信･FX2N-232IF による無手順通信に関する説明 

FX3UC ユーザーズマニュアル 

[ハードウェア編] 

JY997D11601 

[09R513] 

FX3UC シリーズシーケンサ本体の入出力仕様,配線,取付け,保

守などのハードウェアに関する詳細説明 

FX3U ユーザーズマニュアル 

[ハードウェア編] 

JY997D16101 

[09R515] 

FX3U シリーズシーケンサ本体の入出力仕様,配線,取付け,保守

などのハードウェアに関する詳細説明 
 

・ シーケンサ側の機器構成，シーケンサ側の通信設定，インバータ通信で使用する命令の解説，プログラム例，トラブルシュ

ーティングについては下記マニュアルを参照してください。 

→ FX ユーザーズマニュアル[通信制御編] 
 

・ インバータ FR-E700 シリーズの詳細については､下記マニュアルを参照してください。 

→ FR-E700 取扱説明書(応用編)，および FR-E700 取扱説明書(基礎編) 
 

2. 対応シーケンサ 

インバータ FR-E700 シリーズとの接続は下記バージョンから対応しています。 

シーケンサのバージョンは､D8001 をモニタ(10 進数)していただき下 3 桁の数字で確認いただけます。 
 

 FR-E700 に対応したバージョン 

FX3U シーケンサ Ver.2.32 以降 

FX3UC シーケンサ Ver.2.32 以降 
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3. 仕様 

3.1. 通信仕様 (内蔵 PU コネクタに接続) 

項目 仕様 備考 

接続台数 最大 8 台  

伝送規格 RS-485 規格準拠  

最大総延長距離 
FX3U-485ADP を使用したばあい： 500m 以下

FX3U-485-BD を使用したばあい：  50m 以下

通信機器の種類によって距離が変わり

ます｡ 

プロトコル形式 三菱インバータ(計算機リンク)プロトコル  

制御手順 調歩同期  

通信方式 半二重双方向  

ボーレート 4,800/9,600/19,200bps いずれか選択できます｡ 

キャラクタフォーマット ASCII  

 スタートビット －  

 データビット 7bit  

 パリティビット 偶数  

 ストップビット 1bit  
 

3.2. リンク仕様 

3.2.1. インバータ運転監視(シーケンサ ← インバータ) [IVCK 命令で使用します] 

命令コード(16 進数) 読出し内容 命令コード(16 進数) 読出し内容 

H7B 運転モード H75 異常内容 

H6F※1 出力周波数/回転速度※1 H76 異常内容 

H70 出力電流 H77 異常内容 

H71 出力電圧 H79 インバータステータスモニタ(拡張) 

H72 特殊モニタ H7A インバータステータスモニタ 

H73 特殊モニタ選択 No. H6D 設定周波数(RAM) 

H74 異常内容 H6E 設定周波数(EEPROM) 
 

※1. 出力周波数の読出しのみに対応しています。 

出力周波数をシーケンサでモニタ(読出)するばあい､Pｒ.37 を“0”に設定してください。 

0 以外に設定されたばあい､H6F を指定した IVCK 命令が通信エラーとなります。 
 

命令コード H6C について 

 IVCK 命令では､命令コード H6C をオペランド(S2･)に指定できません｡ 

IVRD 命令で｢第 2 パラメータ指定コード｣を指定することで読み出すことができます｡ 

第 2 パラメータ指定コードについては､3.2.4 項を参照してください。 
 

3.2.2. インバータ運転制御(シーケンサ → インバータ) [IVDR 命令で使用する] 
 

命令コード(16 進数) 書込み内容 命令コード(16 進数) 書込み内容 

HFB 運転モード HED 設定周波数(RAM) 

HF3 特殊モニタ選択 No. HFD※2 インバータリセット※3 

HF9 運転指令(拡張) HF4 異常内容一括クリア 

HFA 運転指令 HFC パラメータオールクリア 

HEE 設定周波数 (RAM,EEPROM)   
 

※2． 命令コード HFD(インバータリセット)は､インバータからの応答がないため､インバータが接続されていない局番にインバ

ータリセットを実行しても､エラーは発生しません。また､インバータリセットは､命令の実行完了まで約 2.2 秒かかります。 

※3． インバータリセットを行うばあい､IVDR 命令のオペランド(S3･)に H9696 を指定してください。 

H9966 は使用しないでください。 
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3.2.3. パラメータ(シーケンサ⇔インバータ) 

インバータ FR-E700 シリーズの全てのパラメータは､読出し/書込み可能です。 

パラメータについては､インバータ FR-E700 シリーズのマニュアルを参照してください。 
 

 

3.2.4. 第 2 パラメータ指定コード (IVRD，IVWR，IVBWR 命令用) 

次のパラメータは第２パラメータの切換えをしなくても，「第 2 パラメータ指定コード」を IVRD, IVWR, IVBWR 命令のオペランド※1

に指定すれば、パラメータ値の読出し/書込みができます｡ 
 

パラメータ番号 名称 第 2 パラメータ指定コード※1 

C2 端子 2 周波数設定バイアス周波数 902 

C3 
端子 2 周波数設定バイアス 1902 

端子 2 のアナログ値 2902(IVRD 命令のみ) 

125 端子 2 周波数設定ゲイン周波数 903 

C4 
端子 2 周波数設定ゲイン 1903 

端子 2 のアナログ値 2903(IVRD 命令のみ) 

C5 端子 4 周波数設定バイアス周波数 904 

C6 
端子 4 周波数設定バイアス 1904 

端子 4 のアナログ値 2904(IVRD 命令のみ) 

126 端子 4 周波数設定ゲイン周波数 905 

C7 
端子 4 周波数設定ゲイン 905 

端子 4 のアナログ値 2905(IVRD 命令のみ) 

C22 周波数設定電圧バイアス周波数(内蔵ボリューム） 922 

C23 周波数設定電圧バイアス(内蔵ボリューム) 1922 

C24 周波数設定電圧ゲイン周波数(内蔵ボリューム) 923 

C25 周波数設定電圧ゲイン(内蔵ボリューム) 1923 

※1． IVRD, IVWR，IVBWR 命令で指定するインバータのパラメータ番号(10 進数)です。 

・ IVRD, IVWR 命令： オペランド(S2･)に指定します。 

・ IVBWR 命令： オペランド(S3･)で指定するデータテーブルのパラメータ番号に指定します。 
 

4. 配線 

インバータ FR-E700 シリーズの PU コネクタへ配線してください。 

接地については､下記マニュアルを参照してください。 

→FX ユーザーズマニュアル[通信制御編] (マニュアル番号：JY997D13301)のインバータ通信機能 
 

4.1. インバータ側 PU コネクタのピン配列 

Pin 番号 信号名 備考  

 

8 - 使用しません。 

7 SG  

6 RDB  

5 SDA  

4 SDB  

3 RDA  

2 - 使用しません。 

1 SG  
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4.2. 接続ケーブル 

ケーブルは､パソコンの LAN 配線に使用するイーサネット(10BASE-T)ケーブルが使用できます｡ 
 

使用するケーブル 

 内容 

ケーブルの種類 イーサネットケーブル 10BASE-T 用(カテゴリ 3 または 5) 

結線仕様 ストレートタイプ 

コネクタ RJ45 コネクタ 
 

市販ケーブル使用時の注意 

市販の完成品ケーブルをご購入するばあいは､下記注意が必要です｡ 

・ インバータの PU コネクタには､パラメータユニット電源用に使用しているピン(2pin，8pin)があります。 

ケーブルの 2pin と 8pin は切断し､配線を行わないようにしてください｡ 
 

4.3. RJ45 コネクタと分配器 

必要に応じて下記機材をご用意ください｡ 

品名 形名 メーカ名 

RJ45 コネクタ 5-554720-3 タイコ エレクトロニクスアンプ株式会社 

分配器 
BMJ-8 (BMJ－８と終端抵抗付プラグのセット品) 

なお､付属の終端抵抗付プラグは使用しません｡ 
株式会社 八光電機製作所 

 

4.4. 終端抵抗 

4.4.1. シーケンサ側 

FX3U-485-BD, FX3U-485ADP は､終端抵抗を内蔵しています｡ 終端抵抗切換スイッチにて設定してください｡ 
 

FX3U-485-BD のばあい     FX3U-485ADP のばあい 

  

 

4.4.2. インバータ側 

伝送速度, 伝送距離によっては反射の影響を受けるばあいがあります｡この反射により通信に支障をきたすばあいは､終端抵抗

を設けてください｡ なお、PU コネクタには､終端抵抗が取り付けられないため分配器を使用してください｡ 
 

・ 終端抵抗は、3 番 pin(RDA)と 6 番 pin(RDB)間に終端抵抗(100 1/2W)を接続してください｡ 

・ 終端抵抗はシーケンサから最も遠方のインバータのみ接続してください｡ 
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4.5. 結線図 

4.5.1. インバータ 1 台接続のばあい 

 
 

4.5.2. インバータ複数台接続(最大 8 台)のばあい 
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5. インバータの通信設定 [FR-E700 シリーズの PU ポートへ接続する] 

インバータのパラメータ設定の操作については､インバータ FR-E700 のマニュアルを参照してください。 
 

5.1. パラメータの設定内容(必須項目) 

パラメータ番号 パラメータ項目 設定値 設定内容 

Pr.117 PU 通信局番 00～31 最大 8 台を接続可能 

Pr.118 PU 通信速度(ボーレート) 

48 4800bps  

96 9600bps  

192 

(初期値) 
19200bps  

Pr.119 PU 通信ストップビット長 10 データ長:7bit/ ストップビット: 1bit  

Pr.120 PU 通信パリティチェック 
2 

(初期値) 
2: 偶数パリティ 

Pr.123 PU 通信待ち時間設定 
9999 

(初期値) 
通信データで設定 

Pr.124 PU 通信 CR/LF 選択 
1 

(初期値) 
CR: あり, LF: なし 

Pr.79 運転モード選択 
0 

(初期値) 

外部/PU 切換えモード 

電源投入時は､外部運転モードになります。 

Pr.549 プロトコル選択 
0 

(初期値) 
三菱インバータ(計算機リンク)プロトコル 

Pr.340 通信立上りモード選択 1 または 10

1:   ネットワーク運転モード 

10:  ネットワーク運転モード 

PU 運転モードとネットワーク運転モードを

操作パネルから変更可能 
 

 

5.2. 試運転時と運転時で値の調整が必要なパラメータ 
 

パラメータ番号 パラメータ項目 設定値 設定内容 

Pr.121 PU 通信リトライ回数 9999 
調整時は左記の値とし､運転時は｢1～10｣ の値

を設定してください｡  

Pr.122 PU 通信チェック時間間隔 9999 
調整時は左記の値とし､運転時はシステムの仕

様にあった設定をしてください。 
 

PU 通信チェック時間間隔(Pr.122)の設定時の注意 
 

内容 設定値 

調整時､およびシーケンサと定期的に交信しないばあい 9999 

シーケンサと交信しない 0(初期値) 

下記のばあい､交信時間を設定してください｡ 

・ シーケンサと常時交信するばあいなどに交信が一定時間停止したことを監視し､インバータ

を停止させる。 

・ シーケンサが RUN→STOP したときにモータを停止させる。 

0.1～999.8 秒
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5.3. その他(必要に応じて設定) 

システム構成やインバータのさまざまな使い方をするばあいに考慮するパラメータを説明します｡ 

利用方法は､インバータのマニュアルを参照してください｡ 
 

パラメータ番号 パラメータ項目 設定値 設定内容 

Pr.37 回転速度表示※1 
0 または

0.01～9998 

0: 周波数表示、設定 

0.01～9998: 60Hz 時の機械速度を設定 

Pr.146 内蔵ボリューム切換※2 0 または 1 
0: 内蔵周波数設定ボリューム有効 

1: 内蔵周波数設定ボリューム無効 

Pr.342 通信 EEPROM 書込み選択 0 または 1 
0:  EEPROM に書き込む 

1:  RAM に書き込む 
 

※1． インバータ通信機能を使用して Pr.37 の設定はできません。 

※2． シーケンサより周波数を変更するばあい､Pr.146 を“1”に設定してください｡ 
 

6. プログラム作成時の注意点 

FX ユーザーズマニュアル[通信制御編](マニュアル番号：JY997D13301)のインバータ通信機能に記載のプログラム例をインバー

タ FR-E700 で使用するための変更点，注意点について説明します。 

プログラム作成については下記､マニュアルを参照してください。 

→FX ユーザーズマニュアル[通信制御編] 
 

6.1. シーケンサ RUN 時にインバータにパラメータ値を書き込むプログラム例 

FX ユーザーズマニュアル[通信制御編](マニュアル番号：JY997D13301)のインバータ通信機能の下記項目を下記のようにしてく

ださい。 
 

6.1.1. 記載個所 

・ 10.1.3 項 1. シーケンサ RUN 時にインバータにパラメータ値を書き込む 

・ 10.2.3 項 1. シーケンサ RUN 時にインバータにパラメータ値を書き込む 
 

 
 

6.1.2. 設定内容 

1) インバータリセット 

上記プログラムの「※1」の個所は､上記例のように「H9696」を設定してください。 

2) 運転モードの指定 

上記プログラムの「※2」の個所は､上記例のように「H0」を設定してください。 
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改訂履歴 

副番 発行年月 改訂内容 

A 2007 年 6 月 初版作成 

B 2007 年 10 月 5.3 節 ※1の説明を変更 

C 2015 年 11 月 お問い合わせ先の記載内容を更新 
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