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世界の主要規格（CEマーキング、UL、CSA）に適合
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三相200V　0.4kW～90kW
三相400V　0.75kW～630kW

省エネ効果向上point1
・アドバンスト省エネ運転
給排気ファン、プラントポンプ、ボイラ、給配水ポンプなどの各種ファン･ポンプに最適です。

フレキシブル対応、充実したオプション対応point5
・RS485通信内蔵、LONWORKS®／BACnet®／Metasys®N2など
各ネットワークオプション、簡易シーケンス機能（My機能）、各種モータ制御
プラントポンプなどに最適です。

簡単設置・簡単設定point6
・着脱式制御端子台、サイド・バイ・サイド設置、EASYキー、便利なパラメータ機能
排気ファン、集塵機、乾燥機、送水ポンプなど１台でも複数台でも使用するファン・ポンプに最適です。

機械の安全性向上point4
・機械の安全規格に適合する出力遮断機能内蔵、モータ過熱保護機能内蔵、
半導体製造設備規格対応
化学プラントなどのファン・ポンプに最適です。

高周波ノイズ低減、高調波抑制point2
・ノイズフィルタ、直流リアクトル内蔵＊1
商業施設、オフィス、工場など周辺機器への配慮が必要な場所で使用する、
空調用および設備用ファン・ポンプに最適です。

ファン・ポンプ専用機能point3

今まで以上に省エネしたい、高周波ノイズや高調波など周辺機器への影響を少なくしたい。
そうしたエコ、環境対応要望にファン・ポンプ用インバータVF-PS1がお応えします。
東芝の優れたモータ制御技術と回路設計により最適化されたインバータが
あなたの省エネ・環境対応に役立ちます。

一歩先の省エネ・環境対応

＊1 電圧・容量により異なります。

写真はLCD延長パネルオプション付きです。

TOSVERTは株式会社東芝の登録商標です。

3φ200V／3φ200V

3φ400V／3φ400V

電圧クラス
（入力／定格出力）

適用モータ出力（kW）

特長 P3

インバータによる省エネ効果とCO2削減効果 P7

アプリケーション例 P8

基本機能説明 P9

標準仕様 P10

外形寸法 P13

基本接続図 P17

端子機能説明 P18

インバータをお使いになるお客様へ P19

周辺機器 P22

内蔵オプション P23

別置形オプション P24

標準価格／納期 P39

目 次

注1）1φ200V／3φ200V  0.4～5.5kW：モータ容量よりも1枠上の容量の3φ200Vクラス標準インバータで対応します。 注2）400VクラスIP54タイプ（0.75～90ｋW：注文対応）を準備しています。都度お問合せください。

・ローカル／リモートモード・ファイヤーコントロール等のファン・ポンプ
専用機能搭載、ファン・ポンプに便利な保護機能
冷却ポンプ、チラー、排気ファン、空調機などに最適です。

一般産業用ファン・ポンプ専用インバータ
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point1

内蔵リアクトルの効果

入力電流・電圧波形 入力電流・電圧波形

入力電流

従来機種（400V-30kW）
入力電流値  87.6A
入力総合力率  59%

VF-PS1（400V-30kW）
入力電流値  58.8A
入力総合力率  88%
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省エネ効果向上

より省エネ

アドバンスト省エネモードの効果

ダンパ制御

V/Fモード運転
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近年、改正省エネ法や地球温暖化対策により、ますます工場やビルでの省エネが必要となります。VF-PS1は
アドバンスト省エネ運転で省エネ対策をお手伝いします。給排気ファン、プラントポンプ、ボイラ、給配水ポンプ
などの各種ファン・ポンプの省エネ用途に最適です。

point2 高周波ノイズ低減、高調波抑制

◆モータの効率は軽負荷の低速領域で
悪化します。アドバンスト省エネモードは、
効率が悪くなる低速領域でも効率が最
大になるよう制御し、今まで以上にファン・
ポンプの省エネ運転効果を高めること
が可能です。

point3 ファン・ポンプ専用機能

ファン・ポンプに最適な機能を標準搭載

ファン・ポンプ用途に求められる手元／遠方をワンタッチで切換えられるローカル／リモート
モード、強制運転が可能なファイヤーコントロール、正／逆特性切換えPID制御、下限設定値以
下で停止するスリープ機能、ベルト切れ検出が可能な低トルク検出機能などの専用機能を標準
で内蔵しています。冷却ポンプ、チラー、排気ファン、AHUなどに最適です。

ローカル／リモートモード
EASYキーにローカル／リモートを割付ることにより、手元／遠方をワンタッチで切換えられます。
リモート（遠方）からローカル（手元）に切換えた場合、運転周波数および運転状態がそのままロー
カルに移行するバンプレス機能を内蔵しています。ローカルでの試運転・調整が簡単です。

強制運転が可能なファイヤーコントロール
緊急時に指定の周波数速度で強制運転ができます。強制運転の信号は一度ONすると自己
保持され、インバータの軽故障では運転を継続し、重故障ではリトライ機能により再運転されます。

正／逆特性切換え機能付PID制御
PID制御でよく使用する圧力・流量一定制御に加えて、温度制御では冷／暖に合わせてPID
制御の正／逆特性を切換えることが可能です。入力端子のON/OFFで特性を切換えできるの
で、システムを簡単にすることができます。

下限周波数以下で停止するスリープ機能
仕事量の少ない下限周波数以下で自動的に停止することにより、さらに省エネになります。

電源電圧補正・出力電圧制限
電源電圧補正で、入力電圧が変動してもV/f比を一定に保ちます。入力電圧が低下しても、
低速時のトルク不足を防ぎます。また入力電圧が高くても、基底周波数以上の領域で、モータ
仕様に合わせて出力電圧を制限することができます。

瞬停再始動、スピードサーチ
瞬時停電復帰後に、フリーラン状態のモータの回転数や回転方向を検出して、スムーズに再
起動できます。

瞬停ノンストップ制御、停電時減速停止
瞬時停電時や停電時にモータからの回生エネルギーを使用して、運転を継続したり、強制的に
減速停止させることができます。
注）モータからの回生エネルギーを使用するため機械の慣性や負荷状況により動作時間が制限されます。

商用電源／インバータ切換え
商用電源とインバータ駆動回路を切換えるための信号を出力します。外部にタイマーリレーを
設ける必要がありません。省エネルギー用途、インバータトリップ時のバックアップ回路などに
有効です。

周波数指令の切換え
2種類の周波数指令を切換えできます。端子台での切換え、指定周波数での切換えが選択
できます。

多段速指令
外部からの接点信号入力で、最大15段の速度選択ができます。

ファン・ポンプに便利な保護機能

メンテナンス性向上のための機能を搭載
冷却ファンを長く使用できる機能
温度による冷却ファンのON/OFF制御で、停止中の騒音
低減、省エネ、さらに冷却ファンの使用できる時間を延ばします。
注）160kW以上の機種において、内気ファンは電源投入で駆動します。

寿命部品のメンテナンス時期を確認
主回路コンデンサ、制御基板上のコンデンサ、冷却ファン
の交換予定時期をモニタしたり警報を出せます。
注）交換予定時期は、寿命を保証するものではありません。

安心の環境対応
内外気を完全分離
全容量で内外気を分離しているため、フィンを外出しした場合も耐環境性に優れています。
周囲温度60℃、標高3000m
周囲温度60℃までの環境で使用できます。（50℃または45℃以上で電流低減が必要です。）
標高は3000mまで対応します。（標高1000m超過で電流低減が必要です。）

表示例は400V-7.5kWの場合
　出力電力　7.5kW
　出力積算電力　900kWh　を示します。モニタ例

出力電力

出力積算
電力

◆出力電力（消費電力）、出力積算電力を操作パネルおよび通信デー
タでモニタして、省エネ効果を容易に確認できます。

インバータの出力電力（kW）を表
示します。

インバータの出力積算電力（kWh）
を表示します。

高周波ノイズ低減フィルタ内蔵
◆ノイズフィルタ内蔵機種は高周波ノイズを大幅に低減します。商業施設、オフィス、工場など
周辺機器への配慮が必要な場所に最適です。フィルタ別置形と比較して、盤内の省スペース、
省配線を実現できます。また、EMCノイズフィルタ内蔵タイプではインバータ単体で欧州EMC
指令に対応します。

高調波抑制、力率改善
直流リアクトル内蔵
200Vクラス：11～45kW、400Vクラス：18.5～75kWまで
小型、省スペースが可能な新型直流リアクトルを搭載し
ました。高調波を抑制するとともに、入力電流を定格出力
電流の110％以内に抑え、変圧器、ノーヒューズ遮断器、
電線などの定格を小さくすることができます。
なお、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波
抑制対策ガイドライン」への適用は、22ページをご参照く
ださい。

12相入力対応
500～630kWは標準で12相入力に対応し（スター結線
とデルタ結線の２つの電源に接続可能）、高調波を大幅
に抑制できます。

内蔵フィルタの効果

内蔵EMCフィルタ
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EN61800-3 1st Environment Category C2

発生ノイズデータ例（400V-3.7kW）

200Vクラス ： 0.4～7.5ｋW ： EMCノイズフィルタ（欧州EMC指令対応）を標準で内蔵。
  　・IEC/EN61800-3、1st Environment、C2（0.4～2.2kW）
  　・IEC/EN61800-3、2nd Environment、C3（3.7～7.5kW）
  国土交通省監修の公共建築工事標準仕様書（平成25年版）
  記載のインバータ装置高周波ノイズ対策に適合。
200Vクラス ： 11～45ｋW ： 国土交通省監修の公共建築工事標準仕様書（平成25年版）
  記載のインバータ装置高周波ノイズ対策に適合。
400Vクラス ： 0.75～75ｋW ： EMCノイズフィルタ（欧州EMC指令対応）を標準で内蔵。
  　・IEC/EN61800-3、1st Environment、C2（0.75～3.7kW）
  　・IEC/EN61800-3、2nd Environment、C3（5.5～75kW）
  国土交通省監修の公共建築工事標準仕様書（平成25年版）
  記載のインバータ装置高周波ノイズ対策に適合。
400Vクラス ： 90～630ｋW ： EMCノイズフィルタ（欧州EMC指令対応）を標準で内蔵。
  　・IEC/EN61800-3、2nd Environment、C3

内蔵のノイズフィルタ　＊1、直流リアクトル　＊1で、インバータから発生する高周波ノイズ、高調波を
低減し、力率を向上させました。AHU（エアハンドリングユニット）、チラー、ヒートポンプ、クーリ
ングタワーなどの空調用および設備用ファン・ポンプ用途に最適です。
＊1：電圧・容量により異なります。

ローカル／リモートモード

ファイヤーコントロール使用例

正／逆特性切換え機能付PID制御

インバータ

ファイヤー
コントロール

例）ファイヤースピード：60Hz モータ

適用
地下駐車場排煙装置、倉庫排煙装置、
ビル排煙装置など

中央監視（リモート）

制御盤（ローカル）

過負荷トリップを回避するソフトストール
過負荷を検出すると、自動的に出力周波数を下げて負荷電流を抑制し、トリップ
せずに運転を継続します。周波数を下げると負荷電流が小さくなる、二乗低減
トルク特性負荷に有効です。

保護動作前に異常を表示・出力するプリアラーム
プリアラーム機能でトリップする前に異常を知らせます。
　インバータパネルのLED表示 ： 過電流、過電圧、過負荷、過熱
　制御端子からの出力信号 ： 過電流、過電圧、過負荷、過熱、
  制動抵抗器過負荷、過トルク

リトライ機能
トリップした場合に、主回路素子をチェックし、最大10回まで自動的に再始動
します。

欠相・地絡検出
入力／出力欠相、地絡検出機能があります。

モータ電子サーマル150%過負荷耐量時間設定
機械に合わせて、モータ電子サーマル特性や150%過負荷耐量時間を変更で
きます。過負荷になるとすぐに停止させることもできます。

機械の異常検出が可能なトルク検出機能
モータの負荷トルクを検出して保護動作させることができます。例えば、低トルク
検出で機械のベルト切れ等を検出できます。過トルク検出では、ファンやポンプ
の回転異常を検出することができます。

PTCサーミスタ入力
モータのPTCサーミスタを接続することにより、直接モータの過熱保護が可能です。

PID出力 PID出力
温度検出

冷水

モータ

温水

インバータ

PID正／逆切換

※機械写真はイメージです
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point4 機械の安全性向上

機械の安全性を高める機能を内蔵
◆近年の複雑かつ高度化した機械による災害を防ぐために、ユーザ側の安全対策だけでなく、機械メーカ側の安全設計が世界的に重視されるようになっています。
欧州よりも遅れをとっている日本でも、厚生労働省から平成13年6月に「機械の包括的な安全基準に関する指針」が通達され、国際的な機械安全規格の動向を踏
まえて平成19年7月に全面的に改正されました。また経済産業省では国際安全規格のJIS化を進めています。

半導体製造設備規格に対応
半導体製造工場などの設備で要求される瞬時電圧低下に対する規格のSEMI F47の認証
を取得しています。

安全規格に適合する出力遮断機能内蔵
VF-PS1は、パワーリムーバル機能（セーフティ機能）で機械の安全規格に適合する出力遮断
ができますので、次の規格に対応します。
①ISO13849-1　カテゴリ３　
②EN954-1　カテゴリ３　
③EN60204-1　停止カテゴリ0または1
停止カテゴリ０：安全モジュールとの組合せで出力遮断（フリーラン停止）します。
停止カテゴリ１：時間遅れ要素のある安全モジュールとの組合せで減速停止させた後に、出力遮断します。
④IEC/EN61508　SIL2　
⑤EC指令　防爆指令（ATEX指令）

モータ過熱保護機能内蔵
米国のNEC®2005に適合するモータ過熱保護機能を内蔵しています。

従来機種を使用した場合

point5 フレキシブル対応、充実したオプション対応

様々な負荷に対応するモータ制御
センサレスベクトル制御
1:200の速度制御が可能です。ベクトル制
御に必要なモータ定数は、オートチューニン
グで簡単に設定できます。モータ温度に影
響されにくいロバスト性も有しています。

PGフィードバック制御
オプションを使用して、速度センサ付きモータ
との組合せで同期速度運転が可能です。

おまかせトルクアップ
簡単な操作でトルクアップ設定ができます。
センサレスベクトル制御または自動トルクブー
ストと、オートチューニングを一括設定します。

モータ回転速度表示が可能
モニタやパラメータ設定時の運転周波数（Hz）
の表示を、モータ回転速度や負荷設備の速
度などに、自動変換することができます。

拡張端子台オプション

point6 簡単設置・簡単設定

EASYキーの選べる3つの機能 簡単・便利なパラメータ機能とモニタ機能
パラメータ変更検索機能
標準出荷設定値と異なる設定値のパラメータを確認することができます。確
認しながら、設定値を変更することもできます。
標準出荷設定
変更したパラメータを一括で標準出荷設定値に戻すことができます。
お客様パラメータの記憶と再設定
お客様のパラメータ設定値を記憶させ、その値に再設定する（戻す）ことがで
きます。標準出荷設定値とは別に、お客様専用のパラメータ初期値としてご使
用頂けます。
おまかせ機能設定
インバータの運転方法を選択すると、関連するパラメータを一括で自動設定
します。
例）電圧入力による周波数設定、電流入力による周波数設定、パネル運転、外部端子台で電圧/電流周波
数指令切換え、など

過去に操作したパラメータを表示するヒストリ機能
設定・変更を行ったパラメータを新しい順に5個自動検索して表示させ、再度設
定・変更できます。調整などで同じパラメータを繰返し変更する場合に便利です。
モニタ機能
インバータの運転状態やトリップ時の状態をモニタすることができます。モニタ
表示は45種類の内容から選択できます。過去4回のトリップ履歴と詳細情報
も確認することができます。

負荷に応じた加減速

■回生エネルギーの大きい負荷を短時間で減速するために・・・
制動抵抗器がなくても短時間で減速可能なダイナミック短時間減速
減速中にモータ側で消費するエネルギー量を調整することで、通常の制御よ
りも速く減速させることができます。

発電制動駆動回路内蔵
220kWまで発電制動駆動回路を内蔵しています。外部に制動抵抗器を取
付けて、回生エネルギーを処理できます。ダイナミック短時間減速では対応困
難な慣性の大きな負荷を、短時間で停止させる場合に有効です。

■トリップせずに加減速するために・・・
おまかせ加減速
負荷に合わせて、インバータ定格電流以内で自動的に加減速時間を調整
します。

過電圧制限動作
減速時にモータからの回生エネルギーによる過電圧トリップを回避するよう、
減速時間を調整します。

My機能でカスタマイズ
◆簡単なシーケンス機能を搭載していますので、外部の簡単なリレー回路が
省けます。このMy機能は最大28ステップまでプログラミングできます。論理演
算、内部データ演算、複合端子入力を実現し、さらにアナログ出力のミニマム・
ピークホールド、アナログ入力によるパラメータ設定も可能にします。
例えば…
（例１）インバータトリップ時に外部シーケンスなしに自動的に商用運転に切換える。
（例２）出力電流120％以上で周波数5Hz以下の場合に信号を出力する。
（例３）1端子の入力で“正転運転”と“多段速指令3”と“第2加減速”を

同時にONする。
（例４）0～10Vで加減速時間を変更する。

My機能 プログラムステップ数 ： 28ステップ
内部リレー ： 8点
内部カウンタ ： 2点
ロジック命令 ： ST, STN, AND, ANDN, OR,
  ORN, SET, RSET, HOLD
データ命令 ： EQ, NE, GT, GE, LT, LE, ASUB

タイトル 機能
 おまかせ機能設定
 V/f制御モード選択
 最高周波数
 加速時間1
 減速時間1
 モータ用電子サーマル保護レベル1
 FM端子接続メータ調整
 登録パラメータ表示選択

EASYキー

クイックモード（EASY）

サイド・バイ・サイド設置 着脱式制御端子台

①選択したパラメータのみ表示
標準設定モードとクイックモードの切換えキー
として使用できます。
標準設定モード：
すべてのパラメータを読み出しできます。

クイックモード：
選択したパラメータのみを読み出しでき
ます。（最大32個）

②インバータのパネル操作と遠方操
作切換え可能

運転中に遠方操作とインバータパネル操
作を切換えるローカル/リモートキーとして
使用できます。

③選択したパラメータ、モニタの１つを
一発表示

任意の設定・表示画面にダイレクトにア
クセスできるショートカットキーとして使用
できます。

簡単設置
サイド・バイ・サイド設置
複数のインバータを密着して設置できる、サイド・バイ・サ
イド設置が全容量で可能です。制御盤内の省スペース
化が図れます。また、オプションでフィン外出しに対応します。

着脱式制御端子台
制御端子台は着脱式を採用しています。
インバータ交換時に制御配線はそのまま
ご使用頂け、メンテナンスも簡単です。

制御電源入力
制御電源は内部で主回路から供給していますが、別入力することも
できます。
入力方法　
制御端子＋SU-CC間に直接DC24Vを入力。または、AC200V／
AC400Vを制御電源バックアップオプションを介して入力。
効果
・制御電源のみでパラメータ設定やモニタ確認ができます。設置
時やメンテナンスに便利です。
・トリップ時に主回路電源を切る回路でも、制御電源があれば、表
示や出力信号を維持できます。

通信・ネットワーク対応
パソコンでインバータ設定
・モニタも簡単操作
通信ソフトウェアPCM001Zで、パソコンからのデータ
編集、モニタができ、インバータの立上げからメンテナ
ンスまで簡単に対応できます。
・保護動作時データ保持機能（トレース機能）
パソコンを使用して、トリップまたはトリガ発生時のデー
タを記憶し、読み出すことができます。64種類のモニ
タデータから4種類を選択できます。
RS485通信
RS485通信＊1を標準装備しています。従来の
TOSHIBAプロトコルに加え、Modbus-RTUプロトコ
ルにも対応します。
＊1：4線式、2線式 各1チャンネルの計2チャンネルです。

ネットワークオプション
通信オプションをご利用頂くとDeviceNet®＊2、
PROFIBUS、CC-Link＊2、LONWORKS®＊2、BAC 
net®＊2、Metasys® N2＊2、APOGEE®FLN＊2の主
要なフィールドバスに対応します。

延長パネルオプション

主要なフィールドバスに対応し、上位コン
トローラとの組合せにより省配線、システ
ムの集中管理を実現します。
・ＤｅｖｉｃｅＮｅｔ® ・PROFIBUS ・ＣＣ-Ｌｉｎｋ
・LONWORKS® ・BAC net® ・Metasys®N2
・APOGEE® FLN

＊2：DeviceNetはODVA（Open DeviceNet Vendor Association）、CC-Linkは三菱電
機株式会社、LONWORKSはEchelon Corporation、BACnetはAmerican Society of 
Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Incorporated、
MetasysはJohnson Controls, Incorporated、APOGEEはSiemens Building 
Technologies, Incorporatedの登録商標です。

プログラマブル
コントローラ

フィールドバスオプション

“遠くからでもよく見える表示器が欲しい”とのご要望にお応えして、業界
最大クラス20ｍｍのLEDを使用し、優れた視認性を確保しています。
延長用パネルとして、また表示器として使用する場合に、簡単に盤面に
取付けられる構造です。さらに3種類のパラメータを記憶できるパラメー
タライタとしてもご利用頂けます。

20mm

LED延長パネルLCD延長パネル

LCD延長パネルは、11文字8行表示で、ジョグダイヤ
ルによるパラメータ選択により簡単に設定・モニタが
でき、日本語、英語、ドイツ語、ポルトガル語に対応し
ています。盤面取付け用に、IP54対応アタッチメント
オプションを準備しています。また、インバータ本体に
も取付け可能です。 

モータ

安全モジュール

安全モジュール

インバータ
従来機種

非常停止

VF-PS1を使用した場合

モータ

安全モジュール
VF-PS1

非常停止

二次側の電磁接触器
（ＭＣ）が不要

①ISO13849-1　カテゴリ３

多種多様なシステムに対応するために、入
出力端子台を追加しシステムアップできます。
（2種類のオプションを用意しています。）
・接点入力（4点） ・接点出力（2点）
・アナログ入力（2点） ・アナログ出力（2点）
・PTC入力（1点） ・リレー出力（1回路）
・パルス列入力（1点）

形式：RKP002Z



 機能 内容

PID制御
 温度センサからのフィードバック信号を使用して

 温度一定制御を行う

プロセス量（周波数指令） 温度設定をボリューム（手動）と電圧信号入力（自動）
切換え で切換える

減速停止/フリーラン停止 
運転指令OFFで減速停止、運転準備信号OFFで

 フリーラン停止

省エネルギー運転 V/f制御モード選択で「二乗低減トルク特性」を設定

瞬停ノンストップ制御 
瞬時停電時にモータからの回生エネルギーを利用して

 運転を継続させる

空運転防止 低トルク検出で空運転を検出可能

 ・過負荷ストールで、過負荷時にトリップ回避するよう
過負荷対策 周波数を下げて電流を抑制する
 ・過トルク検出で過負荷を検出可能

 ・端子から、運転周波数、出力電流などのデータを

アナログ出力
 アナログ出力する

 ・出力信号：0～7.5（10）V、4（0）～20mA　
 ＊4（0）～20mA出力はFM端子またはオプションETB004Zで対応

 機能 内容

PID制御
 温度センサからのフィードバック信号を使用して

 冷却水温度一定制御を行う

プロセス量（周波数指令） ・夜間はPID制御をOFFさせ、回転数を下げて運転し低騒音化
変更 ・周波数指令：ボリューム、アナログ入力、パネル、通信、など

 ・インバータ異常時に、商用電源に切換える
商用電源バックアップ ・インバータから電磁接触器（MC）へ切換え信号を出力可能
 ＊制御電源バックアップが必要です。

瞬停再始動
 瞬時停電復帰後、モータの回転数や回転方向を検出して

 速やかに再起動

トリップ自動復帰
 ・リトライ機能で、インバータトリップ後に自動復帰させる

 ・リトライ可能なトリップ：過電流、過負荷、過熱、過電圧

 機能 内容

PID制御
 圧力センサからのフィードバック信号を使用して

 ポンプ吐出圧一定制御を行う

 インバータで可変速しているポンプが最高周波数に到達して
速度到達信号出力 も吐出圧が不足する場合に、指令速度到達信号を利用して
 定速ポンプを自動的に追加して並列運転させる

低速度信号出力 低速度信号を利用して、定速ポンプを停止させる

省エネルギー運転
 V/f制御モード選択で「二乗低減トルク特性」「自動省エネ」

 「アドバンスト自動省エネ」を設定

 機能 内容

多段速運転
 水位検出器や流量発信器の信号を基に流量切換え指令を

 入力して、水位一定制御や流量一定制御を行う

瞬停再始動
 瞬時停電復帰後、モータの回転数や回転方向を検出して

 速やかに再起動

トリップ自動復帰
 ・リトライ機能で、インバータトリップ後に自動復帰させる

　 ・リトライ可能なトリップ：過電流、過負荷、過熱、過電圧

87

40 50 60 70 80 90 100

インバータによる省エネ効果とCO2削減効果
ファン・ポンプをダンパ（調節弁）で風量制御や流量制御する方法は、モータを常に定格速度で運転するため、風量や
流量を下げても軸動力は大きく下がりません。インバータで回転数を下げて風量や流量を制御すると、ファン・ポンプ
の一般的な特性上、回転数の３乗に比例して軸動力が減少するので消費電力を抑制でき、大幅な省エネルギー効果
を得ることができます。
また、電力消費の抑制は地球温暖化に影響のあるＣＯ2排出量の削減につながります。

VF-PS1 アプリケーション例

ファン・ポンプの省エネルギー効果例

【算出条件】
・電力料金 ： 16円/kWh
・ＣＯ2排出係数 ： 0.571kg-ＣＯ2/kWh
・１年間分を算出　

【設備仕様】
30kWのファン・ポンプをインバータで60%回転数に制御する

【省エネルギー効果・CO2削減効果】
◇ダンパ制御の所要動力量
　30kW×0.76×24h×365日≒199,728kWh
◇インバータ制御の所要動力量
　30kW×0.25×24h×365日≒65,700kWh
◇省エネルギー効果
　199,728－65,700＝134,028kWh　
　16円×134,028kWh＝214万円/年
◇ＣＯ2削減量
　0.571kg-ＣＯ2/kWh×134,028kWh＝76,530kg/年
注）所要動力で計算しています。実際には効率を考慮する必要があります。

■ユーティリティ設備の省エネルギー効果
ファン・ポンプは給排気や冷却等の目的で生産設備を補うユーティリティ設備に多く採用されます。設備の規模
により複数台のファン・ポンプで構成され、負荷や設備の稼動状況に応じて台数制御で出力を調整することが
ありますが、一部または全数をインバータ化して負荷に応じた最適出力になるよう制御すると、省エネルギー効果
が得られます。

■生産設備の省エネルギー効果
待機状態の生産設備をインバータで制御すると動力が低減できます。インバータは、商用電源駆動と比べて電
流を抑制しながらスムーズに立ち上げるメリットがあり、これにより電源設備容量を小さくすることもできます。

■改正省エネ法
1979年に施行された「エネルギーの使用の合理化に関する法律」（通称「省エネ法」）は、改正により、省エネ
ルギー対策を負う工場・事業所を拡大しています。省エネ法の工場判断基準では、空調設備や電動力応用設
備の回転数制御、つまりインバータ制御が推奨されています。

タンパ（調節弁）制御

199,728kWh

省エネ効果
214万円/年
CO2削減量
76,530kg/年

65,700kWh

インバータ制御

ファン・換気扇・ブロアなどの風量（温度）制御

温度設定（手動）

温度設定（自動）

運転指令
運転準備指令

（OFFでフリーラン停止）

周波数計/
電流計

PP
RR/S4

Ⅵ /Ⅱ
CCA

＋CCA

RX
F
CC
S1（運転準備）

FM(AM)

CCA

VF-PS1

U VW

温度センサー

ファン

フィードバック信号

サーマル
リレー

サーマル
リレー

ファン

－

1台のインバータで複数のファンの回転数を制御して温度を一定に保つ。

圧力不足の時に…ポンプを並列運転

インバータの出力信号を利用して、圧力に応じて定速ポンプを運転・停止
させる。
＊定速ポンプの運転・停止は外部シーケンスで行ってください。

水位一定制御

水位検出器からの信号を基に流量を切換えて水位を一定に保つ。
＊水位検出器からの信号（0～10V、4～20mA）を使用して、PID制御による水位一定制御も行えます。

クーリングタワー冷却水の温度制御

冷却水の温度を一定に制御し、トリップ時は商用電源に切換える。

サーマルリレー

ファン用モータ 商用バックアップ回路

温度設定

VF-PS1

PP
RR/S4
CCA

R
S
T

U
V
W

F
CC
S3

CCA

CC

Ⅵ /Ⅱ

+SU

三相電源

温水

クリーングタワー 冷却水 温度センサー

運転指令
PID制御ON/OFF

－ ＋

目標吐出圧
設定

PP
RR/S4
CCA

CCA
P24

OUT1

OUT2
NO
CC
U V W

Ⅵ /Ⅱ

圧力検出器
－

＋

可変速
ポンプ

定速
ポンプ

P P

指定速度到達信号で並列運転

低速度信号で解列

商用運転

VF-PS1 VF-PS1

P

流量切換

S1
S2
S3
RR/S4
CC

U V W

給水タンク

揚水ポンプ

貯水槽

水位検出器

制御電源
バックアップオプション

商用/インバータ
切換信号

P24/PLC
OUT1

OUT2

NO
CC

RY

RY

RY

RY

フィードバック信号

フィード
バック信号

所
要
動
力

風量・回転速度

インバータ制御

ダンパ制御 76%

25%

ポンプ
冷凍機

冷水 ファン

排気

給気
室内

空調機
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※京都メカ二ズムクレジット等を反映していない使用端CO2排出原単位（kg-CO2/kWh）
　「電気事業における環境行動計画　2013年9月　電気事業連合会」

省エネルギー効果
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