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取扱説明書

周波数インバータ 

VAU4/3

簡易取扱説明書
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安全上の注意

感電注意！ 致命的危険！

感電により、作業員の死亡や重大な怪我につながる可能性があります。周波数インバータ
もまた故障する可能性があります。

その他の危険に注意！ 怪我の危険！

作業員が重大な怪我をする可能性があるさらなる危険要因。周波数インバータもまた故障
する可能性があります。

高温面に注意！ 怪我の危険！

機械の自動稼動に注意！

i
詳しい情報については、VAU 4/3 の取扱説明書に記載されています。
加えて当社のホームページもご覧ください :  www.becker-international.com

VAU 4/3 → 最初のステップ

i
この簡易取扱説明書は、VAU 4/3 の取扱説明書の抜粋にすぎません。最初の試運転の前に
は、後者を丹念に読んでください。
この簡易取扱説明書には安全上の注意が記載されており、ユーザが基本版の VAU 4/3 を運
転開始し、出荷時設定で操作する手助けをします。

規定に従った使用法

i
周波数インバータは、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、機械が試運転の時点に有効な機械指令（EMC 指令を含む）の規
定に対応し、EN 60204 を考慮しているということが確認されるまで、周波数インバータ
の試運転（規定に従った操作の採用）は禁止されています。
周波数インバータは、欧州機械指令 2006/42/EG の要求を満たしています。
技術データ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。

準備措置
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
てのみ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）。
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。
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設置
機器の設置と冷却は、ポンプに関する添付文書の規則に対応して行われる必要があります。
周波数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。
周波数インバータには、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）。

電気的接続
周波数インバータは、産業用高圧系統を使用するための機材で、電圧にて動作するため触
れることにより重大な怪我や死亡につながる可能性があります。
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。
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。
周波数インバータは固定型の接続を定めており、各地の高リーク電流（> 3.5mA）に関す
る規則に従った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。
VDE 0160 は、第 2 のアース線の敷設または最低 10 mm 2 のアース線横断面を規定してい
ます。
FC 使用時に人員と防火が必要になる場合には、AC ／ DC 共用の漏電遮断機（B タイプの
Fl）を使用してください（VDE 0664 規格）。これらは、FC 運転で生じる高周波 AC や滑ら
かで脈打つ DC の場合に、信頼性の高い保護を提供します。従来の A タイプの漏電遮断機
はここでは適していません。
通電状態での周波数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。
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）。
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、周波数イン
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周波数インバータに関し
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。
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動作
動作中の周波数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。
電源を切った後も、装置は 5 分間ほど危険な電圧を発生し続けます。そのため装置を開け
たりカバーや操作部品を取り外したりすることは、装置の電源を切ってから 5 分以降に行
うことが許可されています。電源投入前には、すべてのカバーを再び取り付けてください。
モーターが静止している場合も（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）、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。モーターの静止状態は、回路からの電気的分離と同義ではあり
ません。
注意：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。
周波数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。
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。
周波数インバータへの供給電源を取り外した後、冷却装置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。これらに加えて周波数イ
ンバータの注意標識に従ってください。
操作中は、すべてのカバーを閉じたままにしてください。
周波数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。

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。

ヒートシンクと他のすべての金属部分は、温度が 70℃以上に加熱する可能性がありま
す。
取り付けの際は、隣接する部品との間に十分な間隔を保つように注意してください。
構成部品での作業は、十分な冷却時間を考慮してください。

警告： これは制限された IEC 61800-3 規格の流通クラスの製品です。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、その場合はユーザが適切な処置をとること
を要求される場合があります。
適切な処置をほどこせば、推奨される電源フィルタの使用を持続できます。
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試運転

端子箱カバーを開けると、中には周波数インバータのすべての接続端子が収められています。

差込フィールドバス用

外部換気装置の接続
（オプション）X、Y、Z

モーターのPTCサーミスタ
の接続T1、T2

モーター巻線
の接続 U、V、W

電源
の接続L1、L2、L3

フィールドバスインタ
ーフェースのコネクタ

PE接続

許可ブリッジ

制御端子

DIPスイッチ 
ブロック1‐S1

DIPスイッチ 
ブロック2‐S5

リレー
集計エラーメッセージ
集計操作メッセージ
リレー1、リレー2

接続端子 接続
L1、L2、L3 給電線位相 L1、L2、L3
PE 給電線 保護線（アース線）PE
U、V、W ピグテール モーター巻線 U、V、W
X、Y、Z 外部換気装置 位相 L1、L2、L3 の給電線（オプション）

2 段式端子ブロック下段の接続端子：

接続端子 接続
(1) +24V SELV  1) 24 V DC 固定電圧出力
(2) Digital 1 デジタル入力 1
Digital 2 デジタル入力 2
Digital 3 デジタル入力 3
(9) GND SELV 信号グラウンド
(9) GND SELV 信号グラウンド
(3) 0/2…10 V Analog Out 1 アナログ出力 1（電圧出力）
0/4…20 mA Analog Out 1 アナログ出力 1（電流出力）
0/2…10 V Analog Out 2 アナログ出力 2（電圧出力）
0/4…20 mA Analog Out 2 アナログ出力 2（電流出力）
(9) GND SELV 信号グラウンド

1)  SELV:  safty extra low Voltage（安全な低電圧）
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2 段式端子ブロック上段の接続端子：

接続端子 接続
(8) +10 V SELV 10V DC 固定電圧出力

(7) 0–10 V/0–20 mA, 
Analog In 1

アナログ入力 1 電圧 / 電流 切り替え可能
0 ～ 10 V / 2 ～ 10 V / 0 ～ 20 mA / 4 ～ 20 mA

(6) –10…+10V, Analog In 2 アナログ入力 2 電圧入力

(4) RS485 A シリアルインターフェース RS485 ライン A

(5) RS485 B シリアルインターフェース RS485 ライン B

(9) GND SELV 信号グラウンド

PT100 - 1A 温度入力 1 接続 A (PT100)

PT100 - 1B 温度入力 1 接続 B (PT100)

PT100 - 2A 温度入力 2 接続 A (PT100)

PT100 - 2B 温度入力 2 接続 B (PT100)

(9) GND SELV 信号グラウンド

4 個のスイッチを備えた DIP スイッチブロック 1 

ステータス 機能
DIPスイッチ1 OFF 固定周波数運転

ON 制御モード
DIPスイッチ2 OFF アナログ入力やキーを使用した設定値

ON RS485インターフェース／フィールドバスモジュールを使用した設定値
DIPスイッチ3 OFF アナログ入力でない設定値ソース

ON アナログ入力の設定値ソース
DIPスイッチ4 OFF 圧力モード

ON 真空モード

2 個のスイッチを備えた DIP スイッチブロック 2

DIPスイッチ1 DIPスイッチ2 アナログ入力1
OFF OFF 0–10 V
OFF ON 0–20 mA
ON OFF 2–10 V
ON ON 4–20 mA

リレー

機能 説明

11 (21)14 (24)

12 (22)

リレー1
AOM

運転中信号
機器が静止状態：
機器が回転状態（回転速度 >0 rpm）：

11 ～ 12
11 ～ 14

リレー2
AEM

集合エラーメッセージ
エラーのない運転：
エラー：

21 ～ 22
21 ～ 24
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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。24V はそれぞれの端
子から取り外すことができます。電流の合計が 100 mA を超えてはいけません。

機器のローカル操作は、図の示す操作パネルを介して実行してください。

キー ▲ を押すと現在の設定値を上げ、キー ▼ を押すと下がります。
キー  を押すとエラーを確認することができます。
通常動作では、緑の連結 LED は、現在設定された設定値の大きさを示します。
各個々の LED は設定可能な最大範囲値の約 20％に対応しています。
欠陥がある場合、緑の連結 LED は、継続的に赤く発光する LED を組み合わせて、対応するエラーコード
を示します。
発生する可能性のあるエラーメッセージの一覧表

ディスプレイ エラー

 短絡

 中間回路の過電圧

 中間回路の電圧不足

 モーターの過熱

 電源遮断

 オフセット電流センサ

 出力段の過熱

 過電流

 内部温度が高すぎる

 電荷リレー故障

 I2*t制限

 接地不良

 フィールドバスのタイムアウト

 IOコントローラ故障

 RS485タイムアウト

 アラーム1、2または3

 アラーム1

 アラーム2

 アラーム3

技術仕様

VAU4/3
モータの定格出力 [kW] 4.0
入力電圧 3 AC 400～480 V, ±10%, 47～63 Hz
タイプ 定格電流値 [A] 13.0
推奨 電源ヒューズ 耐サージ性 16 A
出力電圧 3相 AC 0 V - 入力電圧
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VAU4/3
連続出力電流 [A] 9.5
出力周波数 [Hz] 0～400
外部換気装置供給の出力電圧 [V] 3 相 AC 入力電圧
外部換気装置供給のヒューズ（オプション） 耐サージ性 500 mA (T)
1 時間当たりの最大スタート頻度 12
デジタル入力

信号レベル 高い状態
信号レベル 低い状態

12 V – 30 V
0 V – 5 V

アナログ入力
変換精度 10 Bit
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

10 mA
1 kOhm

24 V DC 固定電圧出力
最大電流容量 70 mA

10 V DC 固定電圧出力
最大電流容量 30 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 モーターファンによる空冷
運転中の環境温度 ° C 0 ～ 50
保管温度 ° C -20 ～ 70
最大湿度 凝結なしで 90%
最大設置高度 海抜 1000m まで

稼働率の減少なし
重さ [kg] 5.6
IP 評価 IP55
動力線の最大横断面 mm2 2.5
制御ケーブルの最大横断面 mm2 1.5
外部換気装置の最大接続線横断面 mm2 2.5
端子範囲 電源ケーブル mm 7.0 ～ 13、対辺距離 25
端子範囲 制御ケーブル mm 4.5 ～ 9.0、対辺距離 20

認証 

欧州 EMC ガイドライン
周波数インバータ VAU4/3 がこの取扱説明書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。

UR 認証 （北米における使用）

“Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 5000 rms 
symmetrical amperes, 380…480 Volts (three phase)” and “when protected by J 
class fuses.” as indicated. “
最大 5000A（対称アンペア）の短絡電流、380 ～ 480V（3 相）、さらに J クラ
スヒューズで保護されている回路での使用に適しています。

周波数インバータ VAU4/3 には、モーター過負荷保護が含まれています。
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サービス
www.becker-international.com

sales and service network


