
モータ単体の効率改善や、モータとインバータを組合せた

効率改善で、消費電力は大幅に削減することができるん

だ。世界の消費電力のうち、約40%をモータが占めている

ともいわれているので、この改善による効果はとても大き

いよ。地球温暖化防止のために世界的に省エネ意識が

高まっているなかで、世界各国では高効率モータの使用を

義務付ける法規制の導入が進んでいるんだ。�
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＊1：IE4の詳細についてはIEC 60034-31で規定されています。�
＊2：さらに効率の高い専用シリーズも用意しています。（　　Lesson3参照）�

IEって聞いたけど何？�

次ページへ�

IEとはINTERNATIONAL EFFICIENT STANDARD LEVEL

の略であり、国際的な効率基準という意味なのだよ。�

世界的な高効率化の流れの中、高効率モータの普及拡大には、

それまでの各国独自で規定していた効率基準値を統合する必

要性が生まれたんだ。そこで、2008年10月にIEC 60034-30

（単一速度かご形誘導電動機の効率クラス）という国際規格

が制定された。この規格の中で、よく耳にするIEコー

ドが規定されているよ。又、IEには4つのクラスがあ

るんだよ。�

【くどう博士博士】�
駆動機器駆動機器のことなら�

何でもわかる頼れる博士博士�
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【担当担当さん】�
インバータ勉強中勉強中�
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1� 2� 3� 4�ぼくはモー太。
産業機械など
多くの用途で
活躍できるよ。

こ、高効率
規制～？

IE2を持っ
てる高効率
モータさ。

あなたなら
大丈夫ネ新しく導入

しようと思った
けど、あなたじゃ

だめね。

4�1� 2� 3�

へぇ～
IEができて
統一しやすく
なったのね。

基準は統一
されたが

国によっては
運用がバラバラ
なんだ。

え～
そうなの～
どうしよう…

それでは各国の規制を
しっかり見ておこう。



元々、IE2相当の効率を求めるEPAct法（和訳：エネルギー政策法）と

いう法律で規制されていました。しかし、2010年12月、EISA法（Energy 

Independence and Security Act）エネルギー独立安全保障法とい

う法律に改正されました。大きな改正点は主に下記2つ。�

●今までIE2相当だった範囲のモータに対し、IE3相当の規制がかかった。�

●今まで規制されていなかった仕様範囲にまでIE2が求められるようになった。�

欧州�

中国�

韓国�

米国�

2011年1月より米国の法改正に準拠した範囲でより高効率が求めら

れるようになっています。�

カナダ�

2011年1月より法改正。基本的に北中米は米国の法改正に準拠し

た範囲で高効率化が求められています。しかし、一部の規定には例外

もあるので、輸出の際には注意が必要です。�

BRICSの一つでエネルギー消費量が世界第9位のブラジルでは、

2009年12月8日より、米国のEPAct法とほぼ同水準（IE2相当）の効

率クラスでの認証取得が義務化されました。又、取得後も規格取得の

証明シールを貼る義務があります。�

メキシコ�

日本は欧米に比べて若干取り組みが遅れています。しかし、2009年11月からモータ単体でのさらなる高効率化が審議されました。今後は、2012年に

省エネ法判断基準が告示され、2015年4月には国内省エネ法のトップランナー制度に準じた法制化が予定されています。この効率はIE3相当となる

予定です。日本国内の三相モータは基本的にIE1、IE2相当のものが多く使用されていますので、2015年には今使用しているモータの多くが新規に

製作（販売）できなくなる恐れがあります。�

日本�

ブラジル�

IE2
IE2
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（IE3）�

（IE3）�
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IE2
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IE2
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世界各国で運用されている高効率規制を紹介するぞ。�

欧州では2011年6月16日より、ＩＥ2の法規制が開始されました。ただ、

ブレーキ付モータ、水中モータ、ビルトイン（モータ単独で試験実施不

可のもの）特殊環境用モータ（海抜1000mを超える標高、周囲温度

が40℃を超える環境など）は対象外になります。欧州でモータを使用

する際は細かい仕様にまで目を配ることが大切にな

ります。��

当社では、ＳＦ-ＨＲ（専用シリーズ）が対応製品で、

省エネ化に貢献できます。�

2011年7月1日より、従来のGB3級（IE1相当）から、GB2級（IE2相当）

の規格取得が義務付けられるようになりました。防爆型モータも規制

の対象になります。この規制は商用運転できるモータが対象であるこ

とから、今後も目が離せない状況になっています。当社のSF-HR（専

用シリーズ）は国内汎用三相モータで初めて2011

年6月30日に認証を取得しました。中国で使用する

機械に安心して組み込むことができます。�

2008年7月より規制が開始されており、IE2相当の規格取得が求めら

れています。認証取得対象者は、韓国内に工場がある会社に限定さ

れています。しかしこの規制では、同期モータは対象外であるため、当

社のIPMモータMM-CFシリーズが適用できます。�

より高効率なIPMモータ（日本国内販売）について

は　　最終ページへ�

欧州�
韓国�

日本�

米国�

メキシコ�
中国�

カナダ�

ブラジル�

SF-HR

SF-HR

（ ）内の規格は導入予定です。�



全閉外扇形 SF-HR

中国GB2級の認証を取得した専用シリーズと、欧州IE2に対応した専用シ

リーズがラインアップに加わったんだ。��
（専用シリーズ対応となりますので、輸出の際はご相談ください）�

中国ＧＢ2級、欧州IE2に対応�

●熱帯雰囲気対応　　　●－30℃から＋40℃まで運転可能��

●湿度100％まで対応�

幅広い環境でも大丈夫�

モータの高効率化に適した鋼板フレームを全てのサイズで採用しているよ。

大容量まで鋼板フレームで対応しているので、国内は勿論、中国、欧州等

大容量モータまで高効率が求められる産業現場に導入できるんだ。�

脚取付形だけでなく、フランジ形、屋外形、ブレーキ付（中国対応のみ）などにも対応できるよ。�

鋼板フレームでより省エネ�

用途に応じて選べるラインアップ�

なし�
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V �
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足付横形�

立形�
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取付方式�

HR

HJ�

記号�

エコシリーズ鋼板�

エコシリーズ鋳物＊3

シリーズ�

F

E�

記号�

全閉外扇形�

全閉自冷形＊3

外被形式�

S

記号�

スーパーラインシリーズ�

構造�

CA�

記号�

インバータ駆動定トルク� B�

記号�

ブレーキ付＊4
分類3�

S F - H R F □ △ ○ �

分類1�

＊2： JIS C 4212非対応�
＊3： 中国、欧州非対応�
＊4： 欧州非対応�

形　 名�

中国高効率規制：�
GB18613-2006�

（GB2級）認証ラベル�

インバータ駆動することで、商用電源駆動時より回転速度を落として

使用できるから、消費電力を大幅に減らすことができるんだ。�

135,342kWh－40,734kWh＝94,608kWh

ダンパ制御� 汎用モータ（SF-HR）インバータ駆動�
（最適励磁制御）�

年間消費電力  135,342kWh 年間消費電力  40,734kWh

インバータ駆動なら　　　　　　節電�

ダンパ制御 → 汎用モータインバータ駆動�

こんなに
�

年間�
消費電力�

●送風機の風量制御を異なる手段で行った場合の年間消費電力比較�
（条件）15ｋＷのモータで平均風量60％として、24h、365日稼動させた場合�

1� 2� 3� 4�
よし！

SF-HRにもしたし
万全ね。

まだまだ
甘いっ。

モータ効率だけでなく、
回転数を変化させることも

重要なんだ。

インバータで回転を変化させれば
真の意味での省エネになるんだ。

なるほどー！！！
インバータを組み合わ
せると完璧ね。

えっ？？

製
作
範
囲�

GB2級対応�
●形　　　 名＊1 ：SF-HR ［ V、F、O、B、P ］�
●わ く 番 号  ：80～225フレーム�
●極　　　 数 ：2、4、6極（ブレーキ付：4、6極）�
●電圧/周波数 ：380V/50Hz単一定格�

製
作
範
囲�

IE2対応�
●形　　　 名＊1 ：SF-HR ［ V、F、O、P ］/EN規格準拠（CEマーキング対応）�
●わ く 番 号  ：80～225フレーム�
●極　　　 数 ：2、4、6極�
●電圧/周波数 ：400V/50Hz単一定格�

＊2�
＊3

＊1： 製作可能な形名組合せについては別途お問い合わせください。�



●永久磁石を回転子に埋め
込んだＩＰＭモータは、高性
能省エネモータよりさらに
高効率です。�
●国際規格IEC 60034-30
のIE4「スーパープレミアム
効率」を満足する効率を実
現。�

IPMならこんなに高効率�
●当社汎用モータ「SF-JR/SF-HRシリーズ（4極）」と取付け互換あり
（55kW以下）�

汎用モータからの置換えも安心�

●まず、標準三相モータを「FREQROL-F700Pシリーズ」で省エネ化。�
その後にモータのみをIPMモータに置き換えて、さらに省エネ化する、�
段階的導入も可能です。�
●FREQROL-F700PJシリーズについては、対応予定です。�

FREQROL-F700Pシリーズで駆動可能�

本社 （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）6347-2831�

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　月曜～金曜　9：00～19：00 受付�

インターネットによる三菱電機FA機器技術情報サービス�

MELFANSwebホームページ：http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb�
Q&Aサービスでは、質問を受け付けています。また、よく寄せられる質問／回答の閲覧ができます。�

〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3（東京ビル）�

L（名）06060-X（1109）MEE 2011年9月作成�この印刷物は、2011年9月の発行です。なお、お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。�

FREQROL-A700  FREQROL-F700P  FREQROL-E700 FREQROL-D700
※フィルタパック付タイプ�

FREQROL-F700PJ

形　名�

FR-A720-□K

FR-A740-□K

FR-F720P-□K

FR-F740P-□K

FR-F720PJ-□K（F）＊4

FR-F740PJ-□K（F）＊4

FR-D720-□K

FR-D740-□K

FR-D720S-□K

FR-D710W-□K

FR-E710W-□K

FR-E720S-□K＊1

FR-E740-□K＊1＊2＊3

FR-E720-□K＊1＊2＊3

０.１�０.２�０.４�０.７５�１.５�２.２�３.７�５.５�７.５�１１�１５�１８.５�２２�

容量範囲（適用モータ容量｛kW｝）�

３７�３０� ４５�５５�７５�９０�１１０�１３２�１６０�１８５�２２０�２５０�２８０�３１５�３５５�４００�４５０�５００�５６０�

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。�

＊1：セーフティーストップ対応品は、形名にSCが付きます。�
＊2： FLリモート通信対応品は、形名にNFが付きます。�
＊3：CC-Link通信対応品は、形名にNCが付きます。�
＊4：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。�
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【効率比較】�

総
合
効
率（
％
）�

モータ容量（kW）� 【当社比】�

汎用モータ�
インバータ駆動�

高性能省エネモータ�
インバータ駆動 

高効率IPMモータ�
インバータ駆動 

プレミアム高効率IPMモータ�
インバータ駆動�

同一寸法�

SF-JR 3.7kW MM-EFS371M4

更なる省エネを実現！ ～プレミアム高効率IPMモータMM-EFSシリーズ～�


