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インバータをご使用するにあたって、安全上のご注意

1. 一般事項
動作中のインバータはその保護構造に対応して、荷電部分、カバーによる保護がなく、場合によっては可動また
は旋回可能な部品および高温面を保有している可能性があります。
必要なカバーの不正な除去、不適切な使用、誤った設置または操作などを行った場合、重大な人身傷害または
物的損害が引き起こされる危険があります。その他の注意事項については、文書をご覧ください。
輸送、設置、試運転およびメンテナンスに関する全作業は、 認定された専門技術者 によって実行される必要が
あります（IEC 364、CENELEC HD 384、DIN VDE 0100、IEC 664、DIN VDE 0110、および国内の事故防止規則）。
この基本的な安全上の注意の意味する認定専門技術者とは、設置、組立、試運転、製品の操作に関して知識が
あり、その作業に対応した資格を持つ人員のことを指しています。

2. 規定に従った使用法
インバータは、電気システムや機械への取付けを目的とした構成要素です。機械へ取り付ける場合、EMC指令（
電磁両立性）機械指令EN60204を含む、取り付け時に必要な EC の規定を満たしているかが確認できるまで、イ
ンバータの試運転（規定に従った操作の採用）は禁止されています。このインバータは、機械指令2006/42/EGお
よびEMC指令2004/108/EGを満たしています。
技術および接続条件の情報は、銘板とこの取扱説明書を参照し厳守してください。

3. 輸送、保管
輸送、保管、適切な取扱いに関する注意事項を考慮してください。

4. 設置
機器の設置と冷却は、添付文書の規則に対応して行われる必要があります。
インバータを不適切な条件から保護してください。特に輸送または取扱いの際に、組立部品が曲がったり絶縁
距離が変化したりしてはいけません。電子部品に触れたり接触したりしない様に注意してください。
インバータには、静電気に敏感で、不適切な扱いにより簡単に損傷する可能性のある組立部品が含まれていま
す。電気部品を機械的に破損または破壊しないで下さい（健康を害する可能性があります）。
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5. 電気的接続
通電状態でのインバータの作業は、各国で有効な事故防止規則（例 VBG 4）を考慮してください。
電気的設置は、関連する規則に従って実行してください（ケーブルサイズ、ヒューズ、保護線の接続など）。その他
の情報は、この取扱説明書に含まれています。

注意事項
いくつかの機器においては、漏洩電流を防止するため EN60204-1 と EN61800-5 に準拠した接
地をする必要があります（VASF 本体とインバーターを合わせた機器全体の取扱説明書、およ
び6章技術仕様を参照して下さい）。

断熱材、接地、フィルタの配置と線の敷設など EMC に準拠した注意事項は、インバータの文書内を参照してく
ださい。CE ベースマークのついたインバータに関しても、常にこの注意事項を考慮してください。EMC 規準の
要求する限界値を順守に関しては、システムおよび機械製造者に責任があります。

6. 操作
インバータ内に組み込まれるシステムは、必要に応じて例えば技術的作業道具に関する法律、事故防止規則な
どの有効な安全規則に従って、監視と保護装置を追加的に実装する必要があります。オペレーティングソフトに
よるインバータの変更は許可されています。
インバータへの供給電源を取り外した後、コンデンサが充電している可能性があるため、帯電した装置部品と
電源接続を直ぐに触ってはいけません。これら安全上の注意事項を遵守して下さい。
操作中は、すべてのカバーを閉じたままにしてください。

7. 整備保全とメンテナンス
製造者の文書を考慮してください。

これら安全上の注意事項を尊守してください。
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1. 組立と設置
1.1 安全と設置に関する注意事項
このマニュアルは、下記のタイプのインバータに対応します。
 VASF1.50 タイプ E-000-1900 I xxx
 VASF1.50 タイプ E-000-9674 I xxx
 VASF1.80 タイプ E-000-1910 I xxx
 VASF1.80 タイプ E-000-9675 I xxx
 VASF1.120 タイプ E-000-1920 I xxx
ソフトウェアバージョン SW73、SW74、SW83 において、適用されるインバータが違うバージョンを使用している
場合、相違が生じる可能性があります。
インバータは、Gebr. Becker GmbH 製のタイプ VASF1.50、VASF1.80、VASF1.120 の真空ポンプとブロワーポン
プでの使用のみを目的とし、この適用のために最適化されています。

- 設置と作業は、認定された電気専門技術者のみによって機器に電圧のかかっていない状態で行
われなければなりません。取扱説明書は常に作業員の手の届くところに保管し、常時参照する必
要があります。

- 電気システムの設置に関する各地の規則および事故防止規則を厳守してください。
- モータが（例えば電子ロック、ブロックされたドライブまたは出力端子の短絡などの原因から）静

止している場合でも、配電網への接続端子、モーター端子、ブレーキ抵抗に 危険な電圧がかかっ
ている可能性があります。モータの静止状態は、回路からの電気的分離と同義ではありません。

- 注意： 制御カードの部品にも危険な電圧がかかっていることがあります。
- 注意： 特定の設定条件では、電源を入れた後インバータが自動的に起動する可能性があります。

- 回路基板上には、特に静電気に敏感な高感度の MOS 半導体デバイスがあります。そのため回路
基板や構成部品を手や金属物で触らないようにしてください。絶縁ドライバーでラインを接続す
る場合に、端子板のネジのみ接触することが許可されています。

- インバータは固定型の接続に限定されており、効果的なアース接続なしで操作することは許可さ
れていません。機器の取扱説明書にある接続の既定値、および 6 章の漏洩電流についての表記
に注意して下さい。

- インバータは、地域の規則において残留電流内で可能な直流成分が許可されていない場合、従来
の FI サーキットブレーカー は、唯一の保護として用いるには適していません。標準の FI サーキット
ブレーカーは、VDE 0664 に従った新しい構造に対応している必要があります。

- インバータは正しい操作においてはメンテナンスフリーです。空気中に粉塵が含まれる場合、冷
却器表面を定期的に圧縮空気で清掃してください。

注意！ 致命的危険！
電力部分は電源を切った後も、状況によって 5 分間は電圧がかかっています。インバータ
端子、モーター給電線、モーター端子には電圧がかかっています。
開いているか露出している端子、配線、機器部品に触れた場合、重大な怪我や死亡につ
ながる可能性があります。
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警告
- 子供や一般人は、機器に近づいたり接触してはいけません。
- 製造者の意図する目的のためにのみ機器を使用することが許可されています。無許可の変
更、機器の製造元が販売あるいは推奨しているのとは異なる代替部品や追加設備の使用は、
火災、電気ショック、怪我などを引き起こす可能性があります。
- この取扱説明書は常に手が届く所に保管し、各使用者に渡してください！ 

警告： インバータのタイプによっては、流通が制限されている製品 IEC 61800-3 である場合がありま
す。居住空間においては、この製品は高周波障害を起こす可能性があり、その場合はエラー除
去操作が必要になります（7章を参照して下さい）。限界値 C3 クラスの機器は、干渉伝送に関連
して、第 2 の環境にのみ設置し稼働させることが可能です。

1.2 取り付け
インバータは装置と一体型の要素です。個別の取り付けは不要です。
認定された専門技術者のみ、場合に応じて必要となる交換を実行することが許可されています。

1.3 配線のガイドライン
特に工業的な環境において、値の高い電磁干渉がインバータに影響を与える可能性があります。一般的に適
切な設置は、干渉も危険もない動作を保証します。EMC 指令の限界値を守るためには、次の注意事項を考慮
してください。
1. すべての装置が、共通の接地点または接地棒に接続され、横断面が大きい短いアース線を経由して良好に

接地されていることを確認してください。特に重要なのは、インバータに接続されている各制御装置（例え
ば自動化装置）が、断面積が大きく短いラインを経由して、インバータと同じ接地点につながっているとい
うことです。

2. 可能なかぎり制御回路にはシールド線を使用してください。その際、ケーブル末端のシールドが周到に処置
されていることと、ケーブルをシールドせずに長く敷かないように注意してください。インバータ側には金属
製クリップが付いており、その下にケーブルやシールドを固定することが出来ます。

3. 制御ケーブルは、例えば別のケーブルダクトなどを使用して電力線よりできるだけ離して敷設します。ケーブ
ル交差の場合は、可能な限り 90 度の角度を作ってください。

4. AC 電圧のリレーの場合は RC 回路、または DC電圧リレーの場合にはフリーホイールダイオードなどによっ
て周辺のゲートが干渉抑制されていること、またその際干渉抑制装置は安全コイルに取り付けられている
ことを確認してください。過電圧制限のためのバリスタも同様に効果的です。この抑制シールドは、ゲート
がインバータ内のリレーによって制御される場合特に重要です。

5. さらに EMC に準拠した配線を厳守してください。接続配線は、機器タイプに応じ、適切なフェライトコアで行
われます（VASF 本体とインバーターを合わせた機器全体についてのタイプ別説明書を参照して下さい）。

インバータを設置する場合、どのような状況の下でも安全規則に違反しないで下さい！

注意事項
制御ケーブルと電力線は別々に敷設する必要があります。
同じ保護管や接続ダクトには、絶対に敷設しないでください。高電圧絶縁のための試験装置
は、インバータに接続されているケーブルには使用してはいけません。
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1.4 電気的接続

警告
この機器は接地されている必要があります。
この装置の安全運転は、このマニュアルにある指示を考慮して、認定を受けた人員により適切
に取り付けられ運転が開始されるということを条件としています。
特に一般的および地域の高圧系統における作業に関する取り付け・安全規定（例えば VDEド
イツ電気技術者協会など）、ならびに工具や個人の保護装置などの正しい使用に関する規
則にも注意してください。
インバータが動作中ではない場合も、電源入力に危険な電圧がかかっている可能性がありま
す。この端子パネルでの作業には、常に絶縁ドライバーを使用してください。
端子箱の蓋を開ける前に、この入力電圧源に電圧がかかっていないということを確認してく
ださい。

インバータが、適切な接続電圧の下でのみ運転されていることを確認してください。電源入力側では、インバータに
ヒューズの必要はありませんが、電源ヒューズ（技術仕様参照）と中央電源スイッチ／ゲートの使用をお勧めします。
すべてのケーブルを適切なネジ連結器を用いてインバータ内に挿入し、緊張を緩めてください。
給電電圧のスイッチを入れる前に、すべてのカバーを再び取り付けて下さい。

注記： 特定の線終端用フェルールを使用する際には、接続ケーブルの最大サイズを縮小することが
可能です。

次の項目に注意してください。
1. 電源が正しい電圧を供給し、必要な電流のために設計されていることに注意してください（6 章技術仕様
参照）。電源とインバータの間に指定された定格電流範囲の適切な電源スイッチが設置されていることを確
認してください。
2. 回路のスイッチを回路端子 L1 – N とアース（PE）に接続します。

1.4.1 端子箱
端子箱カバーを開けると、中にはインバータのすべての接続端子が収められています。
各接続の機能に関しては、以下詳細に説明しています。

1.4.2 主電源接続
機器の接続データに即して、電気接続は給電線の接続端子ブロックを経由して行われます。この接続端子ブロ
ックは、位相 L1、保護接地 PE、中性線 N から成ります。

接続端子 接続
L1 給電線 位相 L1
PE 給電線 PE
N 給電線中性線

設定された接続ケーブルサイズについては 6 章を参照してください。
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1.4.3 制御信号
制御信号の接続は、対応する電源端子ブロックを経由して行われます。
制御信号は、デジタルおよびアナログの入出力信号、ポテンシャルフリーの変換器リレー、インターフェー
ス RS485 の信号から成ります。
入力、出力、リレーの機能については、2章で詳しく説明されています。

電源端子ブロックデジタルとアナログの制御信号

接続端子 接続
Analog Out アナログ出力
GND 接地
Analog In+ アナログ入力
Analog In- ground 電位 アナログ入力
+24 V 24 V 固定電圧出力
Digital In デジタル入力

 
電源端子ブロック RS485 インターフェース

接続端子 接続
RS485 Data+ データライン A
RS485 Data- データライン B
GND グラウンド電位 RS485

 
電源端子ブロックリレー

接続端子 接続
リレー S 常開接点（NO コンタクト）
リレー M 中間
リレー OE 常閉接点（NC コンタクト）

設定された接続ケーブルサイズについては 6 章を参照してください。

注意事項
すべての制御電圧は、共通の規準電位（GND）に関連しています。24 V は対応する端子から取
り外すことができます。
各出力の最高電力および抵抗値の合計については、6 章を参照してください。
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2. 操作とディスプレイ
VASFシリーズの機器は、装置に組み込まれるアプリケーションを対象として設計されている為、機器単体での
手動操作や表示は出来ません。
制御は、デジタル信号とアナログ信号、あるいはシリアルインターフェース RS485 を経由して行われます。
監視は、内蔵のポテンシャルフリー接点、またはシリアルインターフェース RS485 を経由して実行されます。

2.1 デジタルインターフェース
デジタル入力は、機器のスタート／ストップ機能、あるいは発生したエラーの確認応答と連結しています。
デジタル入力がOnの場合、機器は始動し、設定された各モードで運転されます。
デジタル入力信号がOffの場合、機器は停止します。
機器の静止状態でエラーが発生した場合、それをデジタル入力経由で確認することが出来ます（5 章「エラー」
を参照してください）。
対応する信号レベルについては、6 章の技術仕様を参照してください。
使用パラメータ： 4

2.2 アナログインターフェース

2.2.1 アナログ入力
アナログ入力は電流入力として、または電圧入力としても使用可能で、0～10 V／2～10 V／0～20 mA／ 
4～20 mA の範囲内でスケーリングすることができます。
変換とスケーリングは、パラメータ設定から操作されます。

機能 説明
設定値ソース アナログ入力の信号は、機器運転の設定値として使用される。
現在値ソース アナログ入力の信号は、プロセス制御の現在値（センサ測定値）として

使用される。
測定値ソース 信号にはその他の機能はなく、対応する診断パラメータ内のみで提供

される。

アナログ出力が設定値ソースとして使用される場合、信号タイプの他に、適切に割り当てられた物理的数値 
（周波数または圧力）のスケーリングが行われなければなりません。

使用パラメータ： 4, 5, 82, 87

2.2.2 アナログ出力
アナログ出力は電流出力として、または電圧出力としても使用可能で、0～10 V／2～10 V／0～20 mA／ 
4～20 mA の範囲内でスケーリングすることができます。
変換とスケーリングは、パラメータ設定から操作されます。

機能 説明
現在の周波数 出力信号は現在の周波数に対応
現在の圧力 出力信号は現在の圧力／真空に対応
現在の有効電力 出力信号は現在の有効電力に対応
現在のモーター電流 出力信号は現在のモーター電流に対応
アナログ入力の現在の信号 出力信号は、アナログ入力の現在の信号に対応
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各機能ごとに、パラメータ設定を通して、最小信号値と最大信号値に適切な物理的数値が割り当てられなけれ
ばなりません。
使用パラメータ： 86, 88

2.3 ポテンシャルフリー接点
リレーは、NO（ノーマルオープン）、NC（ノーマルクローズ）のどちらとしても使用することができます。
次の表は、スイッチ状態の変更が行われる各スイッチ条件を表示しています。適切に遅延したスイッチのため
に、リレーOn遅延とリレーOff遅延タイマーを指定する事ができます。閾値が表示される際に、許容値が追加表
示されることがありますが、これは開閉操作のためのヒステリシスに到達するためです。リレーは、閾値 + 許容
値を上回った場合、また閾値 – 許容値を下回った場合に切り替わります。

機能 説明
SSM 集合エラーメッセージ

機器はエラー状態
SBM 運転中信号

ポンプが運転状態 （回転数 >0 rpm）
現在周波数 > 制限周波数 機器は設定された制限周波数より大きい周波数で回転する。
アナログ入力 > 制限電圧 アナログ入力にある信号が設定された制限電圧より大きい。電流信号

がある場合、限界値は抵抗 500 オームの電位降下として表示される。
圧力 > 限界圧力 内部モデルに従って算出された圧力は、設定された限界圧力より大

きくなる。
許容電流値超過 最高許可直流に達しているため、設定されたまたはレギュレータから

算出された回転速度に到達することはできない。
許容温度超過 最高許可温度／出力に達しているため、設定されたまたはレギュレー

タから算出された回転速度に到達することはできない。
制御設定値未達 最低および最高許可回転速度、最高許可電流、最高許可温度／出力の

どれかに達成しているため、設定されたまたはレギュレータから算出
された回転速度に到達することはできない。

設定周波数到達 機器は指定された回転速度で回転
この機能には基準周波数をどこから到達したと見做すか、許容値を
与えることができる。

使用パラメータ： 85
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2.4 RS485 シリアルインターフェース
RS485 インターフェースは、 EIA RS485 に準拠して2線式モデル（データライン A と B）として設計されており、イ
ンバータとの通信を可能にします。
2 つの異なるプロトコルが実装されています（標準 USSプロトコルと SAS プロトコル）。各プロトコルタイプは自
動的に認識されます。
インターフェースは、上述の標準に従って 31 の端末（機器）までのネットワーク内でネットワークと互換性があ
ります。
転送速度および端末（機器）アドレスは、対応するパラメータを通して設定できます。
パラメータ設定および診断値の取得は、各運転モードにおいて可能です。RS485 インターフェースからインバー
タを制御するには、主要な設定値ソースまたはスタート／ストップソースを RS485 で設定する必要があります。
転送プロトコルの説明については、別冊の文書を参照してください。
使用パラメータ： 0, 1, 2, 4

3. 試運転 
一般事項 
インバータに電圧供給されてからしばらくすると、
運転準備が整います。この状態でインバータをアプリケーションの要件に合わせて設定、つまりパラメータ化す
ることができます。各パラメータの詳細な説明は、4章を参照してください。
認定された専門スタッフによるパラメータ設定が終了して初めて、許可信号を送信しててモーターを起動させ
ることができます。

注意事項
特定のパラメータは、配電電圧のスイッチを再度入れることで初めて有効になります。この場
合インバータは最低 60 秒間、電圧のかかっていない状態である必要があります。

周波数は、中央電源スイッチを備えていないため、配電電圧に接続されている場合、常に電圧がかかっています。
特定のパラメータ設定においては、電源投入後に機器がすぐに起動することがあります。

3.1 基本設定 
弊社から配送されるインバータは常に、インバータが取り付けられた、または取り付け予定の機器の型に適合
する基本設定に基づいてパラメータ設定されています。
ここには、特にすべてのレギュレータの設定、レギュレータの特性、温度、回転速度、その他の限界値およびイン
バータとモーター間の基本的な電気調整が含まれています。
従ってそのために提供されたタイプの機器内のみでインバータを運転させることは必須です。その他の場合
は、認定されたサービス担当者に連絡してください。
ユーザ側の要望に応じて、速やかに機器を動作させることができるようにアプリケーション固有のパラメータ
は事前に設定してあります。
基本的に周波数で調整される機器を操作するためには、次の章で説明されているように、予備設定をユーザ
側で行う必要があります。
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3.2 運転モード ブロワ運転／真空運転
機器を正しく動作させるために、ブロワまたは真空運転モードを設定する必要があります。
機器はブロワまたは真空運転モードで運転させる事ができ、それに応じて吐出口を選択しなければなりません。
両方の場合において、機器の損傷を回避するため、設定された運転モードが実際のアプリケーションと一致し
ていることを確認する必要があります。
機器のための運転モードの選択は、対応するパラメータ設定から行われます。
使用パラメータ： 83

3.3 運転モード（制御）
制御のモードによって、機器の運転中の動作が決定されます。
ユーザが何も指定しなければ、装置は固定周波数運転による運転モードに事前に設定されています。
モード変換は、対応するパラメータ設定から実行することができます。

3.3.1 固定周波数運転
固定周波数運転の場合、装置の動作する回転速度が直接設定値として指定されます。装置はこの回転速度まで
起動し、アプリケーションの作業点を変更した場合もこの速度を保ちます。

3.3.2 インターナルコントロール（センサ無し）
このインターナルコントロールを使用すると、センサによって測定することなく例えばブロワ圧力または真空な
どのプロセス因子の直接制御が可能です。
インバータは対応するパラメータ設定において、内部要因からプロセス要因を計算し、指定された値に対応し
て調整することができます。
必要な動作特性のパラメータは、使用する機器のタイプに応じてすでに出荷時に設定されています。
ブロワ制御および真空制御では（相対的な）圧力差を、ブロワ運転、真空運転それぞれにプラス値として直接
指定することができます。

3.3.3 外部センサを用いた PID 制御
PID 制御には対応する外部センサが必要となり、それはアナログ出力に接続されていなくてはなりません。
プロセス因子がどのような物理的な種類であるかは、使用されるセンサの種類のみに依存します。
設定値の指定は、使用センサの最大測定値に関連してパーセントの値として実行されます。

注意： 真空運転での制御に絶対圧力センサが使用される場合、対応する測定値を正確な制御動作のために反
転させる必要があります。これは対応するビットパラメータ内で設定します（ソフトウェアのバージョン > SW84 以
降）。
プロセス制御を使用する際に、事前に設定した値では望ましい制御動作が得られない場合、レギュレータのパ
ラメータを制御システムの動作に適合させる必要があります。プロセス調整は PID 制御として実行されます。
使用パラメータ： 5, 30
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3.4 設定値ソース
回転速度の設定値、インターナルコントロール、または PID 制御は、例えばアナログ入力または RS485 インター
フェースを介して様々な方法で設定することができます。
どの方法をアプリケーション固有に選択すべきかを、主要な設定値ソースの対応するパラメータ内で設定する
必要があります。
ユーザが何も指定しなければ、アナログ出力が基本設定値ソースとして設定されます。
使用パラメータ： 4

3.5 スタート／ストップソース
機器のスタートとストップもまた、様々な方法（デジタル入力または RS485 インターフェース）で実行すること
ができます。どのような方法で実行されるかは、スタート・ストップソースのパラメータによって決定されます。
使用パラメータ： 4

4. パラメータ設定
4.1 インバータのパラメータ設定
インバータは、まず機器の運転動作に（例えばブロワ機器または真空機器、制御の種類、安全機能の限界値な
ど）影響を与え、さらにアプリケーション側の制御への接続の可能性に影響を与える一連のパラメータを備え
ています。パラメータの設定は、 Gebr. Becker GmbH 製の ARIAIR コンビツールによって実行されます。

手動での設定用に、アクセス権限に応じて様々なパラメータが用意されています。それについては、コンビツー
ル各バージョンの取扱説明書を参照してください。
またその他に、他の制御装置またはコンピューターに接続する場合、RS485 インターフェースと SAS-/USS プロ
トコルを利用してパラメータを操作することができます（2.4 章を参照してください）。
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4.2 パラメータの概要
この章では、機器のカスタマイズに必要となるパラメータ、および機器の運転動作の判断に用いるパラメータ
について記載されています（診断パラメータ）。
外部接続に必要な情報は全て、下記のように表記されます。

パラメータ 設定値／説明／注記
xxx yyy R/W, us, Word
[_索引番号]
最小～最大
(解像度)
[初期設定]

zzz

xxx
yyy
zzz

パラメータの番号
パラメータの名称
パラメータの説明

[_索引番号]
最小～最大
(解像度)
[初期設定]

副索引番号（ある場合のみ）
表示可能な最小値と最大値
整数型の数値への換算のための、内部の解像度
製造元の初期設定

R/W
us または ss

Word

読み取りと書き込みが可能なパラメータ(R/W)、および読み取りのみが可能なパラメータ(R)
符号なしの数値 (us)、または符号付きの数値(ss)
符号付きの数値は、2 の補数で表示されなければならない
16 ビット値

パラメータ 設定値／説明／注記
000 RS485 インターフェースの IDアドレス R/W, us, Word
0～30
(1)
[0]

RS485 インターフェース上の機器を、SAS テレグラムと USS テレグラムを通して起動させ
るアドレス

001 RS485 インターフェースのボーレート（通信速度） R/W, us, Word
0～4
(1)
[1] 

SAS テレグラムと USS テレグラムを使った通信での、RS485 インターフェース上の転送速度

002 2 つの転送プロトコル間の最長時間 
（タイムアウト） 

R/W, us, Word

0～10 s
(1 s)
[0]

パラメータ化された時間内に、インバータで SAS/USS テレグラムが受信されない場合、
インバータはエラー表示をする。数値0が入力されるとテレグラム通信の監視は実行さ
れない。
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パラメータ 設定値／説明／注記
004 運転信号と設定値入力 R/W, us, Word
1～4
(1)
[装置固有] 

運転信号/設定値入力のソース
1: デジタル入力／アナログ信号による設定値入力
2: デジタル入力／RS485 インターフェースによる設定値入力
3: RS485 インターフェース／アナログ信号による設定値入力
4: RS485 インターフェース／RS485 インターフェースによる設定値入力

005 運転モード R/W, us, Word
1～9
(1)
[装置固有]

機器が運転されるモード
1: 固定周波数運転
7: インターナルコントロール（センサ無、圧力設定）
9: 外部センサを用いたPID制御

006 バス現在値 R/W, us, Word
0～14
(1)
[1] 

ステータスワードで送信される、戻り値
1: 現在周波数
2: 現在回転速度
3: 電流値
4: トルク
5: デジタル入力とリレーの状態
8: 設定周波数
9: エラー番号
12: 圧力/真空モード
14: アナログ入力の信号

011 ソフトウェアのバージョン R, us, Word
0～65535
(1)

インバータのソフトウェアバージョン

012 ハードウェアのバージョン R, us, Word
0～65535
(1)

インバータのハードウェアバージョン

015 加速度 R/W, ss, Word
[ _0]
0～256 Hz/s
(0.007825 Hz/s)
[装置固有]

加速度
機器（インバータ）の加速度が決められます。ここで加速モーメントが最大値を超えてしま
う場合は、加速度は自動的に落とされます。

[ _1]
0～256 Hz/s
(0.007825 Hz/s)
[装置固有]

減速度
機器（インバータ）の減速度が決められます。
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パラメータ 設定値／説明／注記
030 PIDチューニング R/W, ss, Word
[ _0]
0～128
(0.0039)
[装置固有]

PID制御のP値

[ _1]
0～200
(0.0061)
[装置固有]

PID制御のI値

[ _2]
0～32767
(1)
[装置固有]

PID制御のD値

050 パラメータ動作特性、ブロワ運転の内部調整 R/W, ss, Word
[ _0]
-2700～2700
(0.08239947)
[装置固有]

パラメータ a0_d

[ _1]
-4.9～4.9
(0.00015088)
[装置固有]

パラメータ a1_d

[ _2]
-5.4～5.4
(0.00016345)
[装置固有]

パラメータ a2_d

[ _3]
-9.8E-3～9.8E-3
(2.99287E-7)
[装置固有]

パラメータ a3_d

[ _4]
-1.1E-2～1.1E-2
(3.24228E-7)
[装置固有]

パラメータ a4_d

[ _5]
-1.9E-5～1.9E-5
(5.9368E-10)
[装置固有]

パラメータ a5_d

PP 050　取り扱い注意
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パラメータ 設定値／説明／注記
051 パラメータ動作特性、真空運転の内部調整 R/W, ss, Word
[ _0]
-2700～2700
(0.08239947)
[装置固有]

パラメータ a0_v

[ _1]
-4.9～4.9
(0.00015088)
[装置固有]

パラメータ a1_v

[ _2]
-5.4～5.4
(0.00016345)
[装置固有]

パラメータ a2_v

[ _3]
-9.8E-3～9.8E-3
(2.99287E-7)
[装置固有]

パラメータ a3_v

[ _4]
-1.1E-2～1.1E-2
(3.24228E-7)
[装置固有]

パラメータ a4_v

[ _5]
-1.9E-5～1.9E-5
(5.9368E-10)
[装置固有]

パラメータ a5_v

060 パラメータ限界温度（出力制限）、ブロワ運転 R/W, ss, Word
[ _0]
-2700～2700
(0.08239947)
[装置固有]

パラメータ c0_d

[ _1]
-4.9～4.9
(0.00015088)
[装置固有]

パラメータ c1_d

[ _2]
-5.4～5.4
(0.00016345)
[装置固有]

パラメータ c2_d

PP 051　取り扱い注意
PP 060
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パラメータ 設定値／説明／注記
061 パラメータ限界温度（出力制限）、真空運転 R/W, ss, Word
[ _0]
-2700～2700
(0.08239947)
[装置固有]

パラメータ c0_v

[ _1]
-4.9～4.9
(0.00015088)
[装置固有]

パラメータ c1_v

[ _2]
-5.4～5.4
(0.00016345)
[装置固有]

パラメータ c2_v

063 許容温度（出力）超過の許容時間 R/W, us, Word
0～100 s
(1 s)
[0 s]

この許容時間内であればパラメータ化された温度（出力）制限値を超えてもよい

081 再起動自動化 R/W, us, Word
[ _2]
0～255
(1)
[0]

自動的な再起動が可能なエラーの最大回数

[ _3]
0～3277 s
(0.1s )
[0]

自動的に再起動が行われるまでの時間

082 信号タイプ アナログ入力 R/W, us, Word
1～4
(1)
[1]

アナログ入力での、スケーリング
1: 0～10 V
2: 2～10 V
3: 0～20 mA
4: 4～20 mA

083 ブロワ／真空モード R/W, us, Word
0～1
(1)
[0]

運転モードをブロワモードまたは真空モードに設定
0: ブロワモード
1: 真空モード

PP 061　取り扱い注意
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パラメータ 設定値／説明／注記
[ _2]
0～65535
(1)
[装置固有]

製造元で登録されている、パラメータセット識別番号

085 リレーの機能 R/W, us, Word
[ _0]
1～13
(1)
[1]

1: SSM（集合エラーメッセージ）
2: SBM（運転中信号）
3: 実周波数>しきい値
6: アナログ入力 > しきい値
8: 圧力 > しきい値
10: 許容電流値オーバーによる低速運転
11: 許容温度オーバーによる低速運転
12: 制御設定値未達（コントロールモード）
13: 設定周波数達成

[ _1]
0～500 Hz
(0.015385 Hz)
[0 Hz]

リレー機能のしきい値  実周波数>しきい値

[ _2]
0～80 V
(0.002443 V)
[0 V]

リレー機能のしきい値  アナログ入力>しきい値
電流値は、抵抗500オームの使用に準じ、電圧しきい値に換算されなければならない

[ _3]
1～546 mbar
(0.01667 mbar)
[0 mbar]

リレー機能のしきい値  圧力>しきい値

[ _5]
0～500 Hz
(0.015385 Hz)
[0 Hz]

設定しきい値許容範囲外（周波数）

[ _6]
0～80 V
(0.002443 V)
[0 V]

設定しきい値許容範囲外（アナログ入力）

[ _7]
1～546 mbar
(0.01667 mbar)
[0 mbar]

設定しきい値許容範囲外（圧力）

[ _9]
0～32767 s
(0.1 s)
[1 s]

リレーONの遅延タイマー
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パラメータ 設定値／説明／注記
[ _10]
0～32767 s
(0.1 s)
[1 s]

リレーOFFの遅延タイマー

086 アナログ出力 R/W, us, Word
[ _0]
1～6
(1)
[1]

アナログ出力の信号がどの大きさに対応するかを決める
1: 実周波数
2: 吐出圧力/真空圧力
4: 消費動力
5: 電流値
6: アナログ入力値
付随するスケーリングはパラメータ88で行う。

[ _1]
1～4
(1)
[1]

信号タイプ アナログ出力
1: 0～10 V
2: 2～10 V
3: 0～20 mA
4: 4～20 mA

087 アナログ入力のスケーリング R/W, us, Word
[ _1]
0～546 mbar
(0.01667 mbar)
[0 mbar]

アナログ入力最小値における圧力（インターナルコントロール[センサ無し]の場合のみ）

[ _2]
0～546 mbar
(0.01667 mbar)
[装置固有]

アナログ入力最大値における圧力（インターナルコントロール[センサ無し]の場合のみ）

[ _5]
0～504 Hz
(0.015385 Hz)
[0 Hz]

アナログ入力最小値における周波数（固定周波数運転の場合のみ）

[ _6]
0～504 Hz
(0.015385 Hz)
[装置固有]

アナログ入力最大値における周波数（固定周波数運転の場合のみ）

088 アナログ出力のスケーリング R/W, us, Word
[ _1]
0～546 mbar
(0.01667 mbar)
[0 mbar]

最小出力信号における、圧力
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パラメータ 設定値／説明／注記
[ _2]
0～546 mbar
(0.01667 mbar)
[装置固有]

最大出力信号における、圧力

[ _5]
0～504 Hz
(0.015385 Hz)
[0 Hz]

最小出力信号における、周波数

[ _6]
0～504 Hz 
(0.015385 Hz)
[装置固有]

最大出力信号における、周波数

[ _7]
0～2700 W
(0.0824 W)
[0 W]

最小出力信号における、消費動力

[ _8]
0～2700 W
(0.0824 W)
[装置固有]

最大出力信号における、消費動力

[ _9]
0～8.2 A
(0.00025 A)
[0 A]

最小出力信号における、電流値

[ _10]
0～8.2 A
(0.00025 A)
[装置固有]

最大出力信号における、電流値

090 エラーメモリ R/W, us, Word
[ _0]
0～65535
(1)
[0]

エラー  上位ワード

[ _1]
0～65535
(1)
[0]

エラー  下位ワード

[ _2]
0～65535
(1)
[0]

過電流
過電流の最大値が、上昇時間プラス5秒の許容時間よりも長い。
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パラメータ 設定値／説明／注記
[ _3]
0～65535
(1)
[0]

過電流
上昇電流の最大値が、30秒よりも長い。

[ _4]
0～65535
(1)
[0]

電子機器の過熱

[ _5]
0～65535
(1)
[0]

モーターの短絡

[ _6]
0～65535
(1)
[0]

中間回路の過電圧

[ _7]
0～65535
(1)
[0]

中間回路の電圧不足

[ _8]
0～65535
(1)
[0]

モーターが遮断されている

[ _9]
0～65535
(1)
[0]

RS485インターフェースのテレグラム障害時間が超過

[ _11]
0～65535
(1)
[0]

アナログ入力の信号がパラメータ化された閾値よりも大きい

[ _12]
0～65535
(1)
[0]

圧力がパラメータ化された閾値よりも大きい

[ _14]
0～65535
(1)
[0]

電流制限 有効

[ _15]
0～65535
(1)
[0]

温度制限 有効
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パラメータ 設定値／説明／注記
[ _16]
0～65535
(1)
[0]

継続的な制限偏差

[ _17]
0～65535
(1)
[0]

現在周波数がパラメータ化されたしきい値よりも大きい

[ _24]
0～65535
(1)
[0]

モーター過熱

101 インバータのタイプ R, us, Word
1000～1002
(1)
[装置固有]

インバータのタイプ（出力容量別）を説明
1000: ドライブ出力400 W (VASF1.50)
1001: ドライブ出力800 W (VASF1.80)
1002: ドライブ出力1500 W (VASF1.120)

150 装置の状態 R, ss, Word
1000～1002
(0.015385)

インバータの状態

151 実周波数 R, ss, Word
0～504 Hz
(0.015385 Hz)

機器が現時点で回転する周波数

152 周波数の設定値 R, ss, Word
0～504 Hz
(0.015385 Hz)

パラメータ化された設定値ソースから指定される、基準周波数

153 中間回路の過電圧 R, ss, Word
0～3604 V
(0.11 V)

中間回路の過電圧

154 電力 R, ss, Word
0～2700 W
(0.0824 W)

中間回路内の電力
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パラメータ 設定値／説明／注記
156 電子機器のボード温度 R, ss, Word
0～500 °C
(0.1 °C)

電子機器カバー内の温度

157 温度制限のフラグ有効 R, ss, Word
0～1 
(1)

このフラグは、温度制限を原因として回転速度が自動的に減少されたときに設定される。

158 モーター電流 R, ss, Word
0～8.2 A
(0.00025 A)

モーター電流の実効値

159 アナログ入力の信号 R, ss, Word
0～10 V
(0.002443 V)

電圧として表示
電圧が物理的にかかっているとき、数値は発信された信号に相応する。
電流信号が物理的に出た場合、数値は抵抗 500 オーム使用時の等価量に相応する。

160 温度制限の経過時間カウンタ R, ss, Word
0～163 s
(0.005 s)

温度制限が超過されると、経過時間カウンタが始動する。
パラメータ化された超過時間に達すると、機器の回転速度は減少する。
限界電流を下回ると、経過時間カウンタは再び0に逆戻りし、回転速度は再び元の値に上
昇する。

161 圧力の設定値 R, ss, Word
0～546 mbar
(0.01667 mbar)

インターナルコントロール（センサ無し）の運転モードでのみ使用可能。
内部の圧力調整のための設定値

162 PID制御時の現在値 R, ss, Word
0～100%
(0.02443%)

センサによる調整の運転モードでのみ使用可能。
アナログ入力にあるセンサ信号の数値は、最大信号値に関連してパーセントの値として
表示される。

163 PID制御時の設定値 R, ss, Word
0～100%
(0.02443%)

センサによる調整の運転モードでのみ使用可能。
アナログ入力にあるセンサ信号用の設定値は、最大信号値に関連してパーセントの値と
して表示される。

168 デジタル入力の信号 R, ss, Word
0～1
(1)

デジタル入力の状態
値 0 は、デジタル入力の信号 0 V に、値1は信号 24 V に相当する。
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パラメータ 設定値／説明／注記
169 アナログ出力の信号 R, ss, Word
0～10 V
(0.000667 V)

アナログ出力の信号
電圧としてのみ表示 アナログ出力が電流出力としてパラメータ化されている場合、電圧
値は抵抗 500 オームの使用時と同様に、等価の電流値に換算されなければなりません。

170 リレーの切り替え状態 R, ss, Word
0～1
(1)

値 0 は、リレーの無電状態に、値 1 は電流の通った状態に相当する。

175 圧力 R, ss, Word
0～546 mbar
(0.01667 mbar)

内部で算出された、機器ノズルにある圧力
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5. エラー 
各エラーは、インバータの運転停止につながり、全機器の停止を意味します。
エラーをリセットするためには、次の方法があります。

1. 電力供給のスイッチを切ってから再度スイッチを入れる 
2. デジタル入力に対応する信号配列を設定する
3. RS485 インターフェース経由で肯定応答する 
4. 自動再起動をパラメータ化する

デジタル入力の肯定応答は、立ち上がり信号を通して実行されます。つまり、デジタル入力での許可設定がまずリ
セットされなければなりません。その後、信号を新たに設定することによって、エラーが確認応答されます。入力
が新たにリセットされた後、対応するパラメータ設定でスタート／ストップ機能を再び使用することができます。

5.1 エラーに関するその他の情報
各種のエラーには、それぞれの障害が発生するたびにインクリメントされるエラーカウンタがあるため、長時
間に渡る障害監視が可能となります。

個々のエラーは以下のように分類されます。

エラー 説明
過電流
過電流の最大値が、上昇時間プラス 5 秒
の許容時間よりも長く有効である

電流上昇の位相（“電流過剰変動“）が正しく実行されない。

過電流
上昇電流の最大値が、30 秒よりも長く有
効である

過電流が一定して流れており、回転速度を減少させても 
（充分速く）回避できない。

電子機器の過熱 電子機器カバー内の過熱
→ 機器が停止する

モーターの短絡 出力段やモーター部分での、短絡あるいは急激な電流上昇
→ 機器が停止する

中間回路の過電圧 中間回路内の過電圧
→ 機器が停止する

中間回路の電圧不足 中間回路内の電圧不足
→ 機器が停止する

モーターが遮断されている スタート時におけるモーター遮断検出
→ 機器が停止する

RS485 インターフェースのテレグラム障
害時間の超過

パラメータ化されたタイムアウト時間の超過
→ 機器が停止する

アナログ入力の信号がパラメータ化さ
れた閾値よりも大きい

アナログ入力の信号が、パラメータ化された閾値を超過
→ 機器は停止しない

圧力がパラメータ化された閾値よりも
大きい

圧力が、パラメータ化された閾値を超過
→ 機器は停止しない

電流制限 有効 直流電流が最大許可値を超過すると、回転速度が減少される。
→ 機器は停止しない

温度制限 有効 限界電流が最大許可値を超過すると、回転速度が減少される。
→ 機器は停止しない
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エラー 説明
継続的な制限偏差 センサ無し、あるいはセンサを使った調整の運転モードでは、 

最大回転速度に到達、あるいは温度制限に到達したために、設
定値が安定しないことがある。
→ 機器は停止しない

現在周波数がパラメータ化された閾値
よりも大きい

現在の周波数がパラメータ化された閾値を超過する。
→ 機器は停止しない

5.2 エラー発生後の再起動自動化
エラーが発生すると機器は停止し、その後明示的なエラー確認応答を通して初めて、再び作動可能な状態に
なります。
またこの他に、再起動の自動化を設定することも出来ます。
この場合、機器は事前のエラー確認なしに設定された待ち時間の経過後、自動的に再起動します。
自動再起動の数は、最大数に制限することができます。最後の再起動後に改めてエラーが現れる場合、まずこ
れに肯定応答する必要があります。その際、その後再び自動再起動の最大数を利用できるように、対応するカ
ウンタはゼロに設定されます。

使用パラメータ： 81
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6. 技術仕様
6.1 認証
6.1.1 欧州 EMC ガイドライン

インバータがこのマニュアルの推奨に応じて設置され操作される場合、モーター駆動のシステ
ム EN 61800-3 に関する EMC 製品規格に準拠した EMC 指令の要件を満たしています。

6.2 一般的な技術仕様

VASF1.50 VASF1.80 VASF1.120
モーターの定格出力 [W] 400 800 1500
入力電圧 00 V -10%～240 V +10%, 

47～63 Hz
タイプ 定格電流値 (100 V/240 V) [A] 5.7 A/2.4 A 12.2 A/5.8 A 12.9 A/6.2 A
出力電圧 [V] 3ph 0～400
最大連続出力電流 [A] 1.6 3.2 4.8
出力周波数 [Hz] 50～400 50～300 50～200
接地漏洩電流 [mA] C1: 10.3

C3: 3.5
C1: 2.2
C3: 3.2

C1: 9.6

最大スタート頻度 
一時間当たり 10
デジタル入力 

信号レベル 高い状態 
信号レベル 低い状態

15 V～30 V
0 V～5 V

アナログ入力 
変換精度 10 ビット

アナログ出力 
電流出力としての最大電流容量 
電流出力としての最大抵抗値

20 mA
500 Ω

24 V DC 固定電圧出力 
最大電流容量 50 mA

ポテンシャルフリー接点 
最大負荷 230 V/2 A

換気の種類 電子ファンによる空冷
運転中の環境温度 °C 0～45
保管温度 °C -25～55
最大湿度 凝結なしで 85%
最大設置高度 海抜 1000 m まで 

稼働率の減少なし
IP 評価 IP54
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VASF1.50 VASF1.80 VASF1.120
最大横断面 
動力線 mm2 単線 0.34～2.5／より線0.52～2.5
制御ケーブルの最大横断面

アナログ／デジタル入出力
RS485 シリアルインターフェース
リレー

mm2 単線 0.2～1.0／より線 0.2～1.5
単線 0.2～1.0／より線 0.2～1.6

単線 0.34～2.5／より線 0.52～2.5
最大ケーブル外径
電源ケーブル

mm 1x10

最大ケーブル外径
制御ケーブル

mm 3x5.2

7. EMC の限界値クラス

EN 61800-3 に準拠した限界値
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m
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No

min-1

kW
A
V

type

speed
power required
current
voltage
outputfrequency

Hz

Hz

frequency

D-42279 Wuppertal
www.becker-international.com

規格 限界値クラス

干渉伝送
VASF1.50 タイプ E-000-1900 I xxx
VASF1.80 タイプ E-000-1910 I xxx

EN 61800-3 C3

VASF1.50 タイプ E-000-9674 I xxx
VASF1.80 タイプ E-000-9675 I xxx
VASF1.120 タイプ E-000-1920 I xxx

EN 61800-3 C1

耐干渉性
VASF1.50 タイプ E-000-1900 I xxx
VASF1.80 タイプ E-000-1910 I xxx

EN 61800-3 C3

VASF1.50 タイプ E-000-9674 I xxx
VASF1.80 タイプ E-000-9675 I xxx
VASF1.120 タイプ E-000-1920 I xxx

EN 61800-3 C3
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8. メンテナンスとサービス注意事項 
インバータは、正しい操作においてはメンテナンスフリーです。7 章の「一般的な仕様」にも注意してください。
粉塵を含んだ空気内でインバータを使用する場合、冷却器表面を定期的に圧縮空気で清掃してください。配電
盤キャビネットに吸引フィルタが設置されている場合、これも定期的に清掃するか交換してください。

修理に関してご質問がある場合は、以下の連絡先にお問い合わせください。

ベッカーエアーテクノ株式会社
TEL：03-5319-8021(代表)　FAX：03-5319-8031

修理に関してご質問がある場合は、以下の連絡先にお問い合わせください。

Gebr. Becker GmbH  
Service 
Tel: +49 (0)2 02 / 6 97 - 173 
Fax: +49 (0)2 02 / 6 97 - 208 

ベッカーエアーテクノ株式会社
TEL：03-5319-8021(代表)　FAX：03-5319-8031

インバータを修理のため送付する場合、電源ケーブル、ポテンショメータ、外部ディスプレイなどの付属品に関
しては保証できません。

すべての非純正部品をインバータから取り外してください。


