
CKVJ-1090

注）推奨機器：シュナイダーエレクトリック（株）製
　  ハーモニーシリーズ（XB5シリーズ）

・モータブレーカ操作用スイッチ

・操作パネル

・運転スイッチ

・周波数設定ボリューム

・追加スイッチ用スロット（2個）

■容量範囲

適用モータ出力（kW）
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電圧クラス

（入力/定格出力）

3  200V/3  200V

ISO-9001認定取得
この製品は国際的な品質保証規格
「ISO9001」の認証を取得した工場で
設計、生産されています。

ISO-14001認定取得
この製品を製造している工場は環境
マネジメントシステムISO14001の
登録工場です。

多機能･小形インバータ　TOSVERT™

IP54適合の全閉構造
◆IP54に適合する全閉構造です。水やほこりの多い場所でも使用
できます。

◆配線口を防水対策するとIP55に適合します。
◆通信オプション基板を内蔵できます。専用IP55通信ケーブル（オ
プション）を準備しています。

◆冷却構造 ： 自冷式

オールインワン構造
◆モータブレーカ GV2 内蔵
◆操作パネル標準装備
◆運転操作に必要な機器（IP55仕様）を標準装備しています。
・ 運転ロータリースイッチ　・ 周波数設定ボリューム

ノイズ低減効果
標準でノイズフィルタを内蔵。インバータからの発生ノイズを低減
することができます。

省エネ効果
自動省エネモードを搭載。ファン・ポンプ用途はダイナミック省エネモードで
さらに大きな省エネ効果が期待できます。

抜群のモータ特性
東芝独自の電流ベクトル演算制御
で、1Hz-200％以上の始動トルク
を発生します。カ行、回生領域ともに
スムーズな運転ができます。

イージーメンテナンス
◆着脱式制御端子台により配線作業・
メンテナンス性が向上

◆交換部品の寿命をモニタ・警報信
号出力可能

◆長寿命設計の主回路コンデンサ採用
＊設計寿命：10年（周囲温度：年平均40℃、出力電流：定格電流の80％、1年365日24時間運転）
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■外形寸法
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■外形図
■標準接続図
シンク（ネガティブ）ロジック側
での接続例（コモン＝CC）

主回路電源
三相200～240V
－50/60Hz

速度到達
信号出力

低速度信号出力

7.5V-1mA
（4-20mA）

外部24V入力

直流リアクトル（DCL）
＊2（オプション） 制動抵抗器（オプション）
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制御回路 運転スイッチ

保護機能動作出力

多段速3
コモン

多段速2
多段速1

リセット
逆転信号

正転信号

Ry

VF-S11

周波数計
（電流計）

主回路

周波数設定ボリューム
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＊1：出力端子OUTをシンクロジックで使用する場合、
端子NO－端子CC間を短絡してください。

＊2：端子PO-端子PA/＋間は、出荷時にバーで短絡
されています。直流リアクトル（DCL）を接続する
場合には、バーを取り外してください。

全閉ボックス型TOSVERT™ VF-S11は防塵・防水対策が
可能なオールインワンタイプのインバータです。
水やほこりが多いなど厳しい環境で活躍します。

■トルクデータ例
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※三相200V-2.2kW機種で東芝標準三相200V-2.2kW
4極モータをパラメータ設定後駆動した場合。

・ 食品加工機械
・ 畜産・養鶏場換気ファン
・ 各種ファン・ブロア
・ 各種ポンプ
・ 農業用機械

・ コンベア
・ 木材加工機械
・ 包装機械
・ 業務用洗濯機
・ アミューズメント機械 ポンプコンベア ファン･ブロア食品機械（製麺機）
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全閉ボックス型

多機能･小形インバータ
全閉ボックス型



2008-3　●資料の内容は、予告なしに変更することがありますので、ご採用の節には各製品の詳細仕様、制約事項等についてご確認ください。●このカタログは2008年3月発行です。 AB

お問い合わせ窓口：東芝産業機器システム株式会社　営業統括本部 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-9-11（第9中央ビル8F） TEL：03-5644-5502
製 造：東芝シュネデール・インバータ株式会社 〒510-8521 三重県三重郡朝日町縄生2121（株式会社東芝三重工場内） 

TEL、FAXによる技術相談窓口　インバータQ&Aダイアル

インバータをご使用の前に、必ず取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。
インターネットによる製品情報サービス

TEL　 0120-76-0016　　FAX　 0120-76-0028
機械との組合せ・インバータの使い方についてお問い合わせください。　受付　9:00～12:00 , 13:15～17:45　月曜～金曜（土曜・日曜・祝日は除きます）

　ホームページ　http://www.inverter.co.jp/

携帯電話・PHSからおかけの場合は、059-376-2832をご利用ください。

インバータをお使いになるお客様へ
お求めのインバータは、一般産業用の三相誘導電動機の可変速用途にご使用いただけます。

安全上のご注意
▼インバータの故障や誤動作が直接人命を脅かしたり、人体に危害をおよぼす恐れがある装置（原子力制御用、航空宇宙用、交通機器用、生命維持や手術用、各種安全装置用など）に本インバータ
を使用することはできません。本装置を特殊用途にご使用の場合には、事前に販売担当まで相談ください。
▼本製品は厳重な品質管理のもとに製造しておりますが、重要な設備への適用に際しては、例えば、インバータの故障信号出力の不動作が発生しても重大事故や重大損失にいたらないよう、設備
側に安全装置を設置してください。
▼三相誘導電動機以外の負荷には使用しないでください。
▼本製品をご使用の前には、必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
▼インバータおよび本製品に起因する事故があっても、装置・接続機器の異常・故障に対する損害・その他二次的な波及損害を含むすべての損害の補償には応じかねます。
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制御方式
定格出力電圧
出力周波数範囲
周波数設定分解能
周波数精度

電圧／周波数特性

周波数設定信号
端子台基準周波数入力
周波数ジャンプ
上限下限周波数
PWMキャリア周波数
PID制御
加速・減速時間
直流制動
発電制動
入力端子機能（プログラマブル設定）
出力端子機能（プログラマブル設定）
正転／逆転
ジョギング運転
多段速運転
リトライ運転
各種操作禁止設定
瞬停ノンストップ制御
瞬停再始動運転
ドゥループ機能
オーバーライド機能
故障検出信号

保護機能

電子サーマル特性
リセット
警報表示

故障原因

モニタ機能

過去のトリップ時のモニタ機能
周波数計用出力

4桁7セグメントLED

点灯表示
使用環境 注6）
周囲温度
保存温度
相対湿度

正弦波PWM方式
電源電圧補正で50～330Vの範囲で設定可能（入力電圧以上不可）
0.5～500.0Hz、出荷時は0.5～80Hzに設定、最高周波数（30～500Hz）調整可能
0.1Hz：アナログ入力・内蔵ボリウム（最高周波数100Hz以下）、0.01Hz：操作パネル・通信指令
ディジタル設定：最高出力周波数の±0.01％以内（－10～＋60℃）、アナログ設定：最高出力周波数に対して±0.5％以内（25℃±10℃）
V／f 一定、二乗低減トルク、自動トルクブースト、ベクトル演算制御、自動省エネ、ダイナミック自動省エネ制御、PMモータ制御 注7）。
オートチューニング機能。基底周波数（25～500Hz）1・2調整、基底周波数電圧1・2調整、トルクブースト量（0～30％）1・2調整、始動周波数（0.5～10Hz）調整、電源電圧補正機能。
正面配置のボリューム、0～10Vdc（入力インピーダンス：VIA／VIB＝30kΩ）、4～20mAdc（入力インピーダンス：250Ω）。 注8）
2ポイントの設定で任意特性に設定可能。アナログ入力（VIA，VIB）、通信指令の計3種類に個別設定可能。 注8）
3ケ所設定可能。ジャンプ周波数および幅の設定。
上限周波数：0～最高周波数、下限周波数：0～上限周波数
2.0～16.0kHzで調整可能（標準出荷設定：12kHz）
比例ゲイン、積分ゲイン、微分ゲイン、制御開始待ち時間の設定。プロセス量とフィードバック量の一致検出。
0.0～3200秒、加減速時間1・2・3の切換え、おまかせ加減速機能、S字1・2加減速パターンおよびS字量の調整、強制短時間減速、ダイナミック短時間減速制御
制動開始周波数（0～最高周波数）、制動量（0～100％）、制動時間（0～20秒）調整、緊急直流制動停止、モータ軸固定制御
発動制動駆動回路内蔵。制動抵抗器（オプション）を外付け。
正転／逆転信号、ジョギング運転信号、運転準備信号、多段速運転信号、リセット信号、等、76種類の機能から選択し、8個の入力端子に割付け可能。シンク／ソース切換え可能。
周波数上限／下限リミット信号出力、低速度検出信号出力、指定速度到達信号出力、故障信号出力、等、58種類の機能から選択し、FLリレー出力、オープンコレクタ出力、RY出力に割付け可能。（2種類の機能を割付け可能。）
正面配置の運転スイッチで正転、停止。正転／逆転切換え可能。通信による正転／逆転運転も可能。
ジョギング運転が可能。
端子台からの4個の接点入力の組合せにより、基本設定周波数＋15段速度運転が可能。
保護動作が働いた場合主回路素子をチェック後、自動再始動可能。最大10回（パラメータにて設定）まで設定可能。
パラメータの書込み禁止やパネル周波数設定、等の禁止を設定可能。
モータからの回生エネルギーを利用し、瞬停時でも運転を継続
フリーラン中のモータの回転数を読込み回転速度に合った周波数を出力することによりスムーズに再始動させます。商用運転切換えにも本機能を使用します。
複数台のインバータで1つの負荷を運転する場合、アンバランスによる負荷の集中を防ぐ機能です。
2つのアナログ信号（VIA／VIB）の和（足し算）を周波数指令値とすることが可能。 注8）
1c接点の出力（250Vac－0.5A－cosφ＝0.4）
ストール防止、カレントリミット、過電流、出力短絡、過電圧、過電圧制限、不足電圧、地絡、入力欠相、出力欠相、電子サーマルによる過負荷、始動時アーム過電流、始動時負荷側過電流、過トルク、低電流、過熱、累積稼働時間、
寿命アラーム、非常停止、制動抵抗器過電流／過負荷、各種プレアラーム
標準モートル／定トルク用VFモートル切換え、モータ1・2の切換え、過負荷トリップ時間の設定、ストール防止レベル1・2の調整、過負荷ストールの選択
1a接点“閉”にてリセット。または、電源OFFによるリセット。トリップ状態の保持とクリアの設定。
運転中のストール防止、過電圧制限、過負荷、不足電圧、設定異常、リトライ中、上限／下限リミット
過電流、過電圧、過熱、負荷側短絡、地絡、インバータ過負荷、始動時アーム過電流、始動時負荷側過電流、CPU異常、EEPROM異常、RAM異常、ROM異常、通信異常、
（以下は、選択可能：制動抵抗器過電流／過負荷、非常停止、不足電圧、低電流、過トルク、モータ過負荷、入力欠相、出力欠相）
運転周波数、運転周波数指令、正転／逆転、出力電流、直流部電圧、出力電圧、トルク、トルク電流、インバータ負荷率、PBR積算負荷率、入力電力、出力電力、入力端子情報、出力端子情報、CPU1バージョン、CPU2バージョン、
メモリバージョン、PIDフィードバック量、周波数指令値（PID後）、入力積算電力、出力積算電力、定格電流値、過去のトリップ原因1～4、寿命アラーム情報、累積稼働時間
連続トリップ回数、運転周波数、回転方向、運転周波数指令、負荷電流値、入力電圧、出力電圧、入力端子情報、出力端子情報、累積稼働時間をそれぞれ4回分記憶
アナログ出力（1mAdcフルスケールの直流電流計、または、7.5Vdcフルスケールの直流電圧計／整流形交流電圧計、4～20mA、0～20mA出力）
周波数表示 ： インバータ出力周波数
警報表示 ： 運転中ストール警報“C”、過電圧警報“P”、過負荷警報“L”、過熱警報“H”
状態表示 ： インバータ状態（周波数、保護機能動作原因、入出力電圧、出力電流、など）と各設定パラメータ
フリー単位表示： 出力周波数に対して任意の単位表示（回転数など）
チャージランプで主回路コンデンサの充電をLED表示
屋内、標高1000m以下、直射日光や腐食性・爆発性ガスのないこと／振動は5.9m/S²以下（10～55Hz）
－10～＋40℃
－25～＋70℃
20～93％

注1）定格出力容量は、出力電圧が220Vの場合を示します。
注2）PWMキャリア周波数（パラメータF300）が4kHz以下の場合の値です。4kHzを超える場合、定格出力電流は（　）内の値になります。
注3）最大出力電圧は、入力電源電圧と同じになります。
注4）連続使用（100%負荷）時は、±10%となります。
注5）標準品にて、国土交通省監修の電気設備工事共通仕様書（平成13年版/16年版/19年版記載の）インバータ装置高周波ノイズ対策

用に適合します。
オプションのEMC指令対応ノイズ低減フイルタ接続にて、ヨーロッパ規格「IEC61800-3 カテゴリーC2」（モータ配線電線長5m以
下）および「IEC61800-3 カテゴリーC1」（モータ配線電線長1m以下）に適合します。

注１）入力側、出力側の電線サイズを示しています。配線距離は30m以下を想定しています。（）内は、オプションの直流リアクトル
（DCL)接続時の電線サイズを示します。入力電源ケーブル（電源手動入/切スイッチ）の端子台は、線を挟み込み接続するタ
イプの端子台です。電線の皮むき長さは10mm程度としてください。

注２）接地線用電線サイズは表の電線サイズ以上の電線を使用してください。
注３）制御回路の電線は、0.75mm²以上のシールド線を使用してください。
注４）電線サイズは、周囲温度50℃以上にて、HIV電線（絶縁物の最高許容温度75℃の銅電線）を使用した場合です。
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適用インバータ形式
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■IP55適合対応方法 ■推奨電線サイズ
本インバータはIP54適合品です。（IP54は、粉じん進入の防止と全方向からの水滴によっても
有害な影響を受けない保護構造です。）
また、配線口を防水対策することによりIP55適合対応可能です。（IP55は、粉じん進入防止と全
方向からの噴流によっても有害な影響を受けない保護構造です。）例えば、機械まるごと水洗いす
る場合には、IP54に対して、より気密性を増した防水構造のIP55適合対応を推奨します。
IP55適合対応にはPGネジタイプのケーブルグランドを使用してください。ケーブルグランドとし
ては、LAPP社（ドイツ）のスキントップ等があります。この場合、下記の組合せでご使用ください。

■標準仕様
項　　　目 内　　　　　　容

三相200V入力クラス
1.5
VFS11
2015PME
3.1
8.0
（7.9）

三相200～240V
150%－1分、200%－0.5秒（反限時特性）
三相200～240V－50/60Hz
電圧＋10%、－15% 注4）、周波数±5%
全閉型（JEM1030）　IP54適合／IP55適合対応可能
自冷
マンセル5Y－8／0.5
標準フィルタ 注5）

機
種

定　

格

電
源

0.4

2004PME
1.3
3.3
（3.3）

0.75

2007PME
1.8
4.8
（4.4）

2.2

2022PME
4.2
11.0
（10.0）

3.7

2037PME
6.7
17.5
（16.4）

環 

境

注6）設置環境
・通風のよい場所を選び、縦長方向を上下にして、平らな金属の盤面に取り付けてください。また、垂直方向±10°以内で設置してください。
・上下方向は10cm以上、左右方向は5cm以上のスペースを確保してください。
・本インバータは内気かくはん用の冷却ファンを内蔵しています。冷却ファンの寿命は約3万時間ですので、定期的に交換が必要です。

注7）PMモータとの組合せは、事前に技術検討が必要となりますので、弊社窓口へお問い合せください。
注8）VIB端子は正面配置のボリューム用に使用しています。
注9）一部のパラメータは標準シリーズと標準出荷設定値が異なります。

入力電圧クラス
適用モータ出力（kW）
 形
 式
 容量（kVA） 注1）
 出力電流（A） 注2）

 出力電圧 注3）
 過負荷電流定格
 電圧・周波数
 許容変動
保護構造
冷却構造
塗色
内蔵フィルタ
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