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東洋インテリジェントインバータ　VF66B中・大容量シリーズ
　東洋インテリジェントインバータVF66Bは，2008年に小
容量シリーズとして2.2 ～ 7.5kWについて発売を開始した。
今回，VF66B小容量機に引き続き容量範囲を拡大した
VF66B中・大容量シリーズ（11 ～ 315kW（単機），～ 1000kW

（並列））が完成し発売を開始した。
　近年，温室効果ガスの削減や，有害物質の影響排除など，
環境への配慮を強く求められるようになってきており，当社
においても地球環境保全を重要課題として取り組んでいる。
東洋インテリジェントインバータVF66Bは，永久磁石を用
いた高効率モータであるEDモータ用の制御回路を搭載，
RoHS指令適合といった環境へ配慮した設計対応とともに，
さまざまなアプリケーションに適した，カスタマイズ機能の
充実と，使い易さを追求した設計としている。

■ VF66B製品仕様

■ VF66B-16044（160kW）の外観

　　　　　制御モード

　　項　　目

誘導モータ駆動時 ED モータ駆動時

V/f 制御時
ハイブリッドベクトル制御時

センサレス制御 センサ付制御 センサレス制御 センサ付制御

容量範囲 2.2 ～ 90kW（単機）～ 180kW（並列）（200V クラス）
2.2 ～ 315kW（単機）～ 1000kW（並列）（400V クラス）

電源定格 200V クラス：200 ～ 220V,50/60Hz,400V クラス：380 ～ 460V,50 ／ 60Hz

電源変動 電圧 : ± 10%　周波数 : ± 5%

ユニット構造 壁掛け式（IP00），空冷式

制御方式 周波数・電圧制御方式
等価正弦波比較 PWM ハイブリッド形ベクトル制御方式

変調方式 三角波比較 PWM 三相変調（非同期 / 同期変調）

最大周波数 400Hz 相当

キャリア周波数 1 ～ 6kHz

過負荷耐量 150%電流　1 分間

速度制御範囲（＊ 1） （1:10） 1:150 1:1000 1:100 1:1000

速度制御方式 ― MFC 制御（P 制御＋フィードフォワードﾞ制御＋キャンセレーション制御）

速度制度精度（＊ 1） ― ± 0.5% ± 0.01% ± 0.2%（＊ 2） ± 0.01%

定出力範囲（PC 範囲） － 1:4（当社専用モータ） 1:1.33

最大始動トルク 200%以上（冷温時）（ただし，出力可能なモータを使用した場合）（75kW 以上のユニットは 150%以上）

オプション

PG 入力オプション
アナログ入出力拡張オプション（インバータ内蔵）
アナログ入出力拡張オプション（インバータ外付）（開発中）
RS485 通信オプション（無手順方式，Modbus RTU）
OPCN-1 通信オプション
CC-LINK 通信オプション
PROFIBUS 通信オプション
DeviceNet 通信オプション
モータ温度検出オプション（開発中）
レゾルバ入力オプション（開発中）

RoHS 指令 対応

（＊ 1）：弊社専用モータ使用時
（＊ 2）：速度制御範囲を 1:10 に制限する場合
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高速・高周波・高応答インバータ　VF66Cシリーズ
■ VF66C-3744（37kW）の外観

■ VF66Cインバータシリーズ基本仕様

■ 高速入出力モジュール

項　目 基　本　仕　様

容量範囲 30 ～ 180kW 30 ～ 1000kW

電源範囲　AC 200 ～ 220V 380 ～ 460V

定格出力電流 121 ～ 680A 62.5 ～ 1840A

最大出力電流 182 ～ 1020A 94 ～ 2760A

適用モータ 高速低慣性　永久磁石同期電動（ED モータ）

出力周波数 0 ～ 1500Hz

最高回転数 20000min-1

トルク制御応答 1500Hz（振幅　定格の 10%トルク）

高速通信機能 Ethernet　100Mbps（局数 1:1）, 伝送距離 50m

項　目 仕　様

機器名称 高速アナログ出力
モジュール

高速アナログ入力
モジュール

高速パルス入力
モジュール

チャンネル数 6ch 6ch 6ch

出力 / 入力 /
信号タイプ

－ 10 ｖ～＋ 10 ｖ
または 0 ｖ～＋ 10 ｖ － 10 ｖ～＋ 10 ｖ シングルエンド

または差動信号

分解能 /
周波数検出
最大

16bit 16bit シングルエンド 30kHz
差動入力　　　500kHz

変換速度 100 μS 以下 /6ch 100 μS 以下 /6ch 200 μS 以下 /6ch
100 μS 以下 /3ch

絶縁機能 チャンネル間絶縁 チャンネル間絶縁 チャンネル間絶縁

PLC型DSP装置　μGPCdsP
■ μGPCdsP　の外観

2009 The Mathworks, MATLAB and Simulink are registered trademarks of The Mathworks,Inc.
See www.matheworks.com/trademarks for a list of additional trademarks. Other product or brand names may be trademarks or registered trademarks of their respective holders.

　当社は，可変速ドライブシステムを多数の顧客に納入し，
また可変速ドライブシステム全体を統括するデジタルコント
ローラとして，μGPCシリーズを開発し納入している。
　そして，可変速ドライブの多様化に伴い，近年，克服すべ
き課題が生じてきた。その解決策として, スーパープロセッ
サと強力な制御アルゴリズムを搭載し，集中して可変速制御
を行うμGPCdsPを開発した。
　μGPCdsPの特長は次のとおりである。
⒈　 シミュレーションに対応したMATLAB/Simulinkを採用。

これにて設計した制御コードを今回開発したプロセッサ
モジュールに組み込み，制御の技術革新を実現した。

⒉　 プロセッサモジュールは，モータのフィードバック演算
を100μS以下で実行し，高精度な制御を実現した。

⒊　 プロセッサモジュールの早いスキャンに追従した，3つ
の高速入出力モジュールを同時に開発。これにより，
μGPCdsPの入出力動作を含め真に高速なコントローラ
を実現した。

⒋　 μGPCdsPとVF66Cインバータを高速通信（100Mbps）に
て接続し，高度かつアナログ感覚のモータ制御を可能と
した。

⒌　 MATLAB/Simulinkに対応し，モニタとデバッグを支
援するプログラムレスなDSPツールを開発。これにより，
試験工数の低減を実現した。

　産業用可変速ドライブシステムの多様化，高性能化により
汎用インバータの適用も単なる速度制御，トルク制御の領域
からサーボドライブ，ダイレクトドライブ駆動までをカバー
している。
　こうした背景の中，多数のお客様に納入し好評を得ている
VF66Bインバータシリーズのハイエンド機種として，高速・
高応答・高周波出力を実現するVF66Cインバータシリーズ
を開発した。
VF66Cインバータの特長は次のとおりである。
⒈　高速トルク応答
　　新しい電流制御方式を採用し，高速電流演算・ベクトル

制御演算出力を達成し，1500Hz以上のトルク応答を実現。
⒉　最高出力周波数1500Hzを達成
　　弊社ベクトル制御インバータとして出力周波数1500Hz

を実現。8極モータで20000min-1を達成。
⒊　複雑な制御システムへの適応
　　MATLAB/Simulinkにて設計した制御コードを組み込

んだμGPCdsPとの組み合わせにより制御の革新を実現。
⒋　アナログ感覚の高速通信
　　Ethernetを適用した高速通信（100Mbps）を搭載し，デジタ

ル指令による制御でもアナログ指令感覚での運転を実現。
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SCF2009出展、高速高応答ドライブシステム

■ システムコントロールフェア2009展示

　11月25 ～ 28日に東京ビッグサイトにて開催されたSCF（シ
ステムコントロールフェア）2009の自社ブースに高速高応答
ドライブシステムのデモ機を出展した。

⒈　機器構成

　⑴低慣性永久磁石型同期電動機
　　　　　　　　　　　110kW　6000/10000min-1

　　 回転子水冷機構を省き，固定子のみ水冷としたシンプル
構造で保守性に優れているばかりでなく，一層の低慣性
化を実現している。

　⑵高応答インバータ　VF66C-3744
　　 業界インバータでは最速となるキャリア同期でベクトル

制御演算を実現している。

　⑶PLC型DSP装置　μGPCdsP
　　 μGPCsHシリーズPLCに搭載できるCPU互換型DSPモ

ジュールでMATLAB制御ブロックを実行し，インバー
タにキャリア同期トルク指令を伝送している。

２．デモ運転

　前記を組み合わせて,自動パターンとマニュアルによるデ
モ運転を実施，0→6000min-1を0.2秒で加速させるサーボ性能
を表現させた。
　加速時間，運転パターンは展示スペースの都合でフルス
ペックではないものの，来場者からは高い関心と評価を得る
ことができた。
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東洋鋼鈑株式会社納　ラミネートライン電気品更新
　1992年に本格稼働した東洋鋼鈑株式会社下松工場ラミ
ネートラインの更新が本年度実施された。今回の更新は，設
備の安定稼働を確保するため，機器の改廃製造中止などリス
ク管理の観点で客先と念入りに協議を重ね，実施時期，範囲，
方法を討議数カ年の計画で行うことになった。本年度は、第
1期工事としてMMI，DDCコントローラ部の更新であったが，
設計製作，更新工事，ラインの立ち上げが順調に行われ，こ
のたび，生産運転が予定どおり再開された｡ 実施にあたって
は，“コミュニケーション”をスローガンに社内プロジェクト
はもとより，客先との情報共有を図ったことにより製品品質
と納期を確保することができた。第2期，3期工事においても，
この経験を生かし客先と協力し完全更新に向け取り組んでい
く所存である。

⒈　更新内容

　MMI：V68＋モニタ→MELSEC-Q＋GOT（2台）
　モータ制御： μ-GPC2→μGPCsH,VF51K→VF64（3台）
　　　　　　　VF5140HG→VF64（2台）
　S-BUSコンバータ追加（S-BUS－OPCN-1プロトコル変換用）
　MMIとμGPCとの通信：D-BUS　→　OPCN-2
　既設MELSEC-Aとの通信：SUMINET　→　Ethernet

⒉　システム構成図
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