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三菱電機汎用インバータ
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メンテナンス
インバータに搭載されている
メンテナンスに有効な機能
の紹介をします。

インバータ

寿命故障は未然に対策！！
三菱電機汎用インバータは長寿命部品の採用や冷却ファンON/OFF
制御により、各部品の寿命目安が10年です。それらの部品を適切にメン
テナンスすることで、安全で安心できる運転を続けることができます。
さらに、三菱電機汎用インバータでは、主回路コンデンサ、制御回路コン
デンサ、突入電流制御回路、冷却ファンの劣化度合いをモニタで簡単
に診断できます。

便利な機能を搭載！！
インバータには、インバータ自身の部品だけでなく、周辺機器のメンテ
ナンス時期の目安としても使える便利な機能を搭載しています。

さまざまなネットワークで一元管理！！
コントローラからさまざまなネットワーク＊6を経由してインバータの寿命の
監視が可能です。
＊6：対応するネットワークは機種によります。詳細は各機種のカタログを参照ください。

 ＊1  ＊3

＊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LD定格での計算値です。保証値ではありません。
＊2：出力電流：インバータLD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

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-A800の寿命目安 ＊1

10年
10年＊2
10年＊2

JEMAの目安 ＊3

2～3年
5年
5年

寿命部品の寿命目安

モータが接続されて停止中であることを
確認した後、Pr.259に“1”を設定します。

電源をOFFします。
インバータ電源OFF時に直流電圧を
印加してコンデンサ容量を測定します。

インバータのLEDが消灯したことを確認
後、電源を再投入します。

Pr.259が“3”になっていれば測定完了です。
Pr.258を読み出すと、出荷時のコンデンサ容量を
100％として、劣化度合いをパーセント表示します。
85％以下で寿命と判断してください。

800シリーズではメンテナンスタイマが3つまで設定
できます。＊5 それぞれモータ、ベアリングなどの周辺装
置に合わせた設定ができます。
＊5:700シリーズは1つまで設定可能

メンテナンスタイマ警報

速度-トルクの関係を記憶しておき、現在の負荷状態
が、正常範囲から外れた場合にエラー・警告を出力
できます。フィルタ目詰まりやベルト切れなど装置の
異常検出、メンテナンスが容易になります。

負荷特性測定機能（800シリーズ）

インバータの累積通電時間と定速運転中の出力電流の平均値をパルス
出力できます。機械の磨耗やベルトの延び、装置の経年劣化が進み、出
力電流が増加することがあります。
このような場合、メンテナンス時期の目安として使用できます。

電流平均値モニタ信号
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＊4：FR Configurator2は対応予定
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＊3：FR-A800シリーズはND定格容量、FR-F800シリーズはLD定格容量となります。
＊4：コンバータ分離タイプです。コンバータユニット（FR-CC2)を必ず設置してください
 （高力率コンバータ（FR-HC2）使用時は不要）。

＊5：IP55対応品です。
＊6：セーフティーストップ対応品は、形名にSCが付きます。
＊7：FLリモート通信対応品は、形名にNFが付きます。

＊8：CC-Link通信対応品は、形名にNCが付きます。
＊9：フィルタパック付（梱包箱記載の形名末尾に“F”が付いて
 いるもの）にはフィルタパック（FR-BFP2）が同梱されます。

FR-A820-□K
FR-A840-□K
FR-A842-□K＊4

FR-A846-□K＊5

FR-F820-□K

FR-A820-□K-CRN/R2R
FR-A840-□K-CRN/R2R
FR-A842-□K-CRN/R2R＊4

FR-F840-□K
FR-F842-□K＊4

FR-F720PJ-□K（F）＊9

FR-F740PJ-□K（F）＊9

FR-D720-□K
FR-D740-□K
FR-D720S-□K
FR-D710W-□K

FR-E710W-□K
FR-E720S-□K＊6
FR-E740-□K＊6＊7＊8
FR-E720-□K＊6＊7＊8

＊3＊3
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本社機器営業部 （03）3218-6721
北海道支社 （011）212-3793
東北支社  （022）216-4546
関越支社  （048）600-5845
新潟支店  （025）241-7227

神奈川支社 （045）224-2623
北陸支社 （076）233-5502
中部支社 （052）565-3323
豊田支店 （0565）34-4112
関西支社 （06）6486-4119

中国支社 （082）248-5345
四国支社 （087）825-0055
九州支社 （092）721-2236

お問い合わせは下記へどうぞ

三菱電機FA機器
技術相談（インバータ） 電話 052-722-2182 受付※月曜～金曜 9：00～19：00

土曜・日曜・祝日 ９：００～１７：００

〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3（東京ビル）

※：春季・夏季・年末年始の休日を除く

部品交換やメンテナンスについてのご相談はお近くのサービス拠点まで

寿命診断ができるインバータラインアップ

三菱電機汎用インバータ
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●アフターサービスネットワーク

●24時間受付サービス拠点

三菱電機システムサービス株式会社が24時間365日受付体制でお応えします。

＊1： 平日: 9:00～19:00、休日（土日祝祭日）： 9:00～17:30
＊2： 平日: 19:00～翌 9:00、休日（土日祝祭日）： 24時間

サービス網一覧表（三菱電機システムサービス株式会社）
サービス拠点名 住　　所 電話番号番号 ファックス専用時間外修理受付窓口

【機器全般】＊2

北日本支社
 北海道支店
東京機電支社
 神奈川機器サービスステーション
 関越機器サービスステーション
 新潟機器サービスステーション
中部支社
 静岡機器サービスステーション
 北陸支店
関西支社
 京滋機器サービスステーション
 姫路機器サービスステーション
中四国支社
 岡山機器サービスステーション
 四国支店
九州支社
 長崎機器サービスステーション
三菱電機機器製品アフターサービス
技術相談ダイヤル【機器全般】＊1

〒983-0013　仙台市宮城野区中野1-5-35
〒004-0041　札幌市厚別区大谷地東2-1-18
〒108-0022　東京都港区海岸3-19-22
〒224-0053　横浜市都筑区池辺町3963-1
〒338-0822　さいたま市桜区中島2-21-10
〒950-0087　新潟市中央区東大通2-4-10
〒461-8675　名古屋市東区矢田南5-1-14
〒422-8058　静岡市駿河区中原877-2
〒920-0811　金沢市小坂町北255
〒531-0076　大阪市北区大淀中1-4-13
〒612-8444　京都市伏見区竹田田中宮町8
〒670-0996　姫路市土山2-234-1
〒732-0802　広島市南区大州4-3-26
〒700-0951　岡山市北区田中606-8
〒760-0072　高松市花園町1-9-38
〒812-0007　福岡市博多区東比恵3-12-16
〒850-8004　長崎市丸尾町4-4

022-353-7814
011-890-7515
03-3454-5521
045-938-5420
048-859-7521
025-241-7261
052-722-7601
054-287-8866
076-252-9519
06-6458-9728
075-611-6211
079-269-8845
082-285-2111
086-242-1900
087-831-3186
092-483-8208
095-818-0700

052-719-4333

022-353-7834
011-890-7516
03-5440-7783
045-935-0066
048-858-5601
025-241-7262
052-719-1270
054-287-8484
076-252-5458
06-6458-6911
075-611-6330
079-294-4141
082-285-7773
086-242-5300
087-833-1240
092-483-8228
095-861-7566

052-719-4337
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電圧クラス

3相200V

3相400V

単相200V（注）

単相100V（注）

（注）出力は３相２００Vとなります。


