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ファン・ポンプ 空調システム・各種ファン・ブロア・ポンプ・ 
給排水システム・クリーンルーム・乾燥機 

ノイズフィルタ 交換警報 寿命10年 60℃ 容量範囲 全閉ボックス 

省エネ 減速 再始動 ノンストップ ワンタッチ PID制御 接地コン 規格対応 

搬送機械 コンベア・自動立体倉庫装置・ホイスト・リフト 

高トルク 小形 サイドバイサイド 容量範囲 全閉ボックス 

制動抵抗 接点入力8点 出力2機能 ステップ幅 フリー単位 速度制御 規格対応 

食品加工機械 製パン機・製菓機・製茶機・製麺機・精米麦機・ 
製粉機・ミキサー・スライサー・選果機 

高トルク ノイズフィルタ 小形 サイドバイサイド 60℃ 容量範囲 

全閉ボックス 制動抵抗 接点入力8点 減速 

包装機械 内装機・荷造り機・外装機・ラップ包装機 

高トルク ノイズフィルタ 小形 サイドバイサイド 着脱式 通信 

容量範囲 全閉ボックス 減速 制動抵抗 

健康・医療・ 
福祉介護関連機器 

階段昇降装置・介護用ベット・泡風呂・健康機器 
（ランニングマシーン）・医療機器（レントゲン装置） 

高トルク ノイズフィルタ 小形 サイドバイサイド 着脱式 

制動抵抗 フリー単位 接地コン 

環境・ 
生活関連機器 

業務用アイロン台・洗車機・生ゴミ処理機・ 
集塵機・乾燥機 

高トルク ノイズフィルタ 小形 サイドバイサイド 

制動抵抗 接地コン 

通信 容量範囲 

アミューズメント バッティングマシン・パチンコ玉送り機・遊戯機 

高トルク ノイズフィルタ 小形 サイドバイサイド 60℃ 全閉ボックス 

制動抵抗 接地コン 

IT関連機器 
半導体製造装置・液晶製造装置・ 
電子部品製造組立て機械 

高トルク ノイズフィルタ 小形 サイドバイサイド 

速度制御 接地コン 

寿命10年 容量範囲 

容量範囲 高トルク 小形 サイドバイサイド 

印刷機械 製版機械・製本機・印刷機 

ステップ幅 フリー単位 

全閉ボックス 高トルク 小形 容量範囲 

木材加工機械 製材機・木工機・合板機 

500Hz 電源電圧 

農業用機械 精米機・精麦機・選果機 

高トルク ノイズフィルタ 小形 サイドバイサイド 60℃ 全閉ボックス 

制動抵抗 接地コン 

高トルク 小形 容量範囲 

化学機械 ミキサー・押出し機・遠心分離機・塗装機・破砕機 

再始動 ノンストップ パルス列 

高トルク 小形 容量範囲 

金属工作機械 旋盤・ボール盤・歯切り盤・研磨盤・中ぐり盤 

500Hz

高トルク 小形 容量範囲 

金属加工機械 各種ロール・せん断機・機械プレス・巻出し巻取り機 

制動抵抗 

小形 着脱式 通信 

繊維機械 織機・編み機・染色仕上げ機・ミシン 

500Hz

制御盤 一般制御盤・特殊制御盤 

小形 サイドバイサイド 60℃ 着脱式 容量範囲 接地コン 

輸出機械 機械全般 

小形 容量範囲 全閉ボックス 電源電圧 規格対応 シンクソース 

全般・共通項目 全般に関わる項目・共通項目・その他 

ヒストリ 履歴詳細 28種モニタ パラメータ記憶 

業種別・用途別の適用機能 

様々な業種・用途の機械・設備にお役に立つ豊富な機能を備えています。 
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記号の説明 
高トルク（1Hz-200％以上） 

ノイズフィルタ内蔵 

小形･コンパクト 

サイド･バイ･サイド設置 

寿命部品の交換予定時期警報 

主回路コンデンサ設計寿命10年 

周囲温度60℃設置可能 

着脱式端子台 

通信オプション内蔵 

高トルク 

ノイズフィルタ 

小形 

サイドバイサイド 

交換警報 

寿命10年 

60℃ 

着脱式 

通信 

容量範囲 

全閉ボックス 

省エネ 

減速 

再始動 

ノンストップ 

ワンタッチ 

PID制御 

制動抵抗 

幅広い容量範囲（15kWまで） 

全閉ボックス型（IP54,IP55対応） 

ダイナミック省エネ機能 

ダイナミック短時間減速 

瞬停再始動機能（周波数読込み方式） 

瞬停ノンストップ機能 

ワンタッチファン交換 

待ち時間付きPID制御 

制動抵抗器駆動回路内蔵 

主要規格対応（CE,UL,CSA） 

シンク･ソースロジック切換え 

ヒストリ機能 

過去のトリップ履歴の詳細情報 

28種類のモニタ機能（電力、積算電力等） 

客先パラメータ記憶 

規格対応 

シンクソース 

ヒストリ 

履歴詳細 

28種モニタ 

パラメータ記憶 

電源電圧 

接地コン 

接点入力8点 

出力端子2種類機能割付け 

変化ステップ幅設定 

フリー単位倍率･バイアス設定 

最高周波数500Hz 

パルス列出力 

速度制御精度 

幅広い電源電圧範囲（240V,500V） 

接地コンデンサ切離しスイッチ 

接点入力8点 

出力2機能 

ステップ幅 

フリー単位 

500Hz

パルス列 

速度制御 

：1、2ページに解説しています。 ：4ページに解説しています。 ：全業種に有効な機能です。 

ダイナミック自動省エネ：従来からの省エネモードに加え、ファン･ポンプ専
用機能を新設。大幅な省エネが期待できます。 

ダイナミック短時間減速制御：従来の短時間減速制御をさらに改良。制動
抵抗器無しでもある程度の減速時間の短縮が期待できます。 

省エネ効果のモニタ：入力／出力電力（瞬時値）のモニタができる上に、入
力／出力積算電力（電力量）のモニタができるため、省エネ効果の確認が容易です。 

瞬停再始動機能：周波数読込み方式のため、再始動時のショックが少ない
スムーズな立上げができます。 

瞬停ノンストップ機能：運転中に瞬時停電が発生した場合、モータからの回
生エネルギーを利用して、インバータ運転を継続させる機能です。また、同様に回
生エネルギーを利用して、モータをフリーラン停止ではなく減速停止させることも
できます。 

PID制御：従来からのPID制御に磨きをかけ、始動時にPID制御をしない期
間を設ける待ち時間の設定や積分量をリセットする機能を追加し、さらに使いやす
くしました。 

ダイナミック自動省エネ 

省エネ 

減速 

再始動 

ノンストップ 

PID制御 

28種モニタ 

豊富なモニタメニュー：負荷電流やトルク電流など28種類のモニタ値をリ
アルタイムで見ることができます。 

トリップ時のモニタ：トリップ発生時もトリップの瞬間のモニタ値を28種類
見ることができます。電源を切った後でも10種類のモニタ値を4回分記憶してい
るため、トリップ原因の特定に有効です。 

客先パラメータの記憶：お客様の設定された全パラメータを記憶させるこ
とができます。その後、パラメータを変更しても記憶したパラメータをすぐに呼び
出せます。 

ヒストリ機能：設定変更したパラメータの最新の5個を表示する機能です。
先頭のメニュー（AUH）に表示されるため、頻繁に変更したり、繰り返し調整する場
合に大変便利です。 

フリー単位表示：周波数以外の回転数やライン速度などを表示できるフリ
ー単位表示には、倍率のほかにバイアスも設定できます。 

変化ステップ幅設定：パネルの矢印キーを押した時の周波数の変化量を設
定できます。1回押すごとに10Hzずつ変化させたい場合などに便利です。 

豊富なモニタ･表示 

履歴詳細 

変化ステップ幅 

パラメータ記憶 

接点入力端子8点：アナログ入力端子を接点入力に切り換えることができ
るため、接点入力は最大8点まで設定でき、複雑な設定にも対応できます。 

76種類のメニュー：接点入力端子には76種類のメニューから選んだ機能
を個別に割付け可能なので、多彩な運転仕様に対応できます。 

外部電源使用可能：外部＋24V電源入力用にPLC端子を設けました。プロ
グラマブル・コントローラと接続する場合に便利です。また、内部にも＋24V電源
を備えており、こちらも接点入力用に使用可能です。 

多彩な入力端子 

接点入力8点 

接点入力8点 

接点入力8点 

接点出力端子3点：リレー接点（1c）出力、リレー接点（1a）出力、オープン
コレクタ出力の3点の多様な接点出力を用意しています。 

パルス列出力：オープンコレクタ出力は、他の回路から絶縁されており、パ
ルス列出力としても使用できます。 

58種類のメニュー：接点出力端子には58種類のメニューから選んだ機能
を個別に割付け可能。しかも、1個の端子に2種類のメニューを同時に割付け可能
です。また、一度ONすればそれを保持するホールド機能もあります。多彩な運転
仕様に対応できます。 

アナログ出力端子：0-10V,0-1mA,4-20mAのいずれでも選択可能です。
また、データは20種類の豊富なメニューから選べます。 

多様な出力端子 

出力2機能 

パルス列 

出力2機能 

出力2機能 

主要規格対応：世界の主要規格であるEC指令（CEマーキング）、UL、
CSAに全機種対応しています。また、一部の機種では、C-Tickにも適合しています。 

シンク･ソースロジック切換え：基板上のビットスイッチにより入力端子のシ
ンク･ソース（ポジティブ･ネガティブ）ロジックが簡単に切換え可能です。国内では
シンクロジックが一般的ですが、海外（特に欧州）ではソースロジックの対応が必要
となります。 

ノイズフィルタ内蔵：全機種ノイズフィルタを内蔵しています。 

＊1. 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年版および19年版）記載のインバータ装置高周波ノイズ
対策に適合します。 

＊2. EMC指令対応ノイズ低減フィルタ（欧州対応）を用意しています。14ページをご覧ください。 

主要規格・海外対応 

規格対応 

シンクソース 

ノイズフィルタ 

28種モニタ 

ヒストリ 

フリー単位 

ワンタッチファン交換：寿命部品である冷却ファンの交換は簡単に取外しが
可能です。もちろん、温度によるON/OFF制御機能付きなので、長持ちします。 

接地コンデンサ切離しスイッチ：漏れ電流が問題となる場合にも、接地コン
デンサ切離しスイッチで、簡単に漏れ電流を減らすことができます。（単相200V,
三相400V機種のみ。） 

安心のメンテナンス 

接地コン 

ワンタッチ 

幅広い電源電圧範囲：200Vクラスが200～240V、400Vクラスが
380～500Vと幅広い電源電圧に対応しています。 

速度制御精度：高い始動トルクの実現と東芝独自の電流ベクトル演算制御
により、速度制御精度も向上しています。 

出力周波数：最高周波数は、500Hzまで出力できるため、幅広い用途にご
使用いただけます。 

制動抵抗器駆動回路内蔵：回生量の大きい負荷を短時間に止めることので
きる外部制動抵抗器用の駆動回路を全機種内蔵しています。 

様々な対応が可能 

速度制御 

500Hz

制動抵抗 

電源電圧 

通信オプション基板内蔵：着脱式端子台基板を取り外し、様々な内蔵オプ
ション基板に置換えて取付け可能です。CC-Link、RS485、DeviceNet、
LONWORKS®などの通信オプション基板をご用意しています。 

通信プロトコル：東芝インバータプロトコルおよびModbusRTU準拠のプ
ロトコルに対応しています。また、（株）デジタルのタッチパネルとも通信にて直接
接続できます。 

ブロック通信：通信方法にブロック読出し／書込み機能を追加したので、よ
り簡単に高速に指令やモニタができます。また、インバータ間通信もサポートして
おり、上位コントローラなしで、インバータのみのマスター／スレーブ制御が可能
です。 

充実した通信機能 

着脱式 

通信 

通信 

機種 内蔵フィルタ 国土交通省仕様＊1 欧州EMC指令 

単相機種、400V機種 

三相200V機種 

高減衰EMIフィルタ 

標準フィルタ 

標準品で対応 

標準品で対応 

標準品で対応 

オプション＊2で対応 
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