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２．製品の特長

　表１にVF66Bの各種オープンネットワークに対応するオ
プション一覧を示す。
　各種オープンネットワークのコントローラとの接続が可能
となり，運転指令の入出力やVF66Bの運転状態についての
各種データのモニタリング，設定パラメータの変更などが 
デジタル通信にて可能となる。また，VF66Bの特長である
VF66PCtoolのコントロールブロックの制御ブロック機能と
シーケンス機能を使用してシステムの様々な要求に対応する
ことが可能となる。
　各通信オプションの概要について説明する。

■ 図１ 東洋ネットワークシステム 
　 Fig.1 Toyo Network System

２. １　OPCN-1対応オプション

　OPCN66-Zオプションは，社団法人日本電機工業会が推進
するネットワークの標準仕様OPCN-1を採用し，通信プロト
コルはスレーブ局仕様に準じている。当社PLC（μGPC シ
リーズ）はもちろんのこと，OPCN-1のマスタ局機能を有し
た他メーカ・他機種間との接続・制御を行うことが可能であ
る。
　表２にOPCN66-Zの主な仕様を図２に外観図を示す。

VF66B対応オープンネットワーク通信オプション
Options of VF66B applied to open network communication

１．まえがき 

　VF66Bインバータは弊社汎用インバータシリーズの集大
成として，環境への配慮，機能向上，使いやすさを向上させ
販売を開始している。
　汎用インバータが適用される多くの一般産業システムにお
いて通信によるネットワークの構成が必須となっているが，
弊社ではFAレベルにおけるネットワーク構成をTNS（Toyo 
Network System）として各種製品を提供している。図１に
TNSの概要図を示す。ここではVF66Bシリーズで適用され
るオープンネットワークオプションについて紹介する。
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■ 表１ VF66B 通信オプション
　 Table1 Options of open network communication

名　称 形　式 用　途 備　考

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

OPCN-1 OPCN66-Z JPCN-1 適合クラス
TYPE-S52I に適合 １ 種 類 を

選 定 し，
PG66-Z と
交 換 し て
取付（注１）

DeviceNet DNET66-Z Device-Net 通信用

PROFIBUS PBUS66-Z PROFIBUS 通信用

CC-Link CC66-Z CC-Link 通信用

（注１） PG66-Z 基板が標準で取り付けられていますので，PG66-Z を取り外
しオプション基板を取り付けてください。
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■ 表２ OPCN66-Z 通信仕様 
　 Table2 Specification of OPCN66-Z

■ 表３ CC66-Z 通信仕様 
　 Table3 Specification of CC66-Z

項　　目 仕　　　　様

電源 VF66B インバータの絶縁された制御電源より供給
データリンク層 ネットワーク仕様 OPCN-1
物理層電気的特性 RS485 準拠
通信形態 バス型（マルチドロップ方式）
通信対象機器 OPCN-1 のマスタ局の仕様を有する機器

伝送速度と
伝送距離

通信速度は VF66B 本体搭載のコンソールで設定
125kbps： 1000m 以内  250kbps：800m 以内
500kbps： 480m 以内  1Mbps：240m 以内

適合クラス TYPE-S521
同期方式 フレーム同期方式
符号化方式 NRZI
局番設定 OPCN66 本体内蔵のロータリースイッチにて選定
接続局数 １台のマスタ局に対しスレーブ局として最大 31 局
接続，配線方式 端子台（5 極），2 線式または 3 線式
通信制御方式 ポーリング／セレクティング方式
伝送エラー検出 巡回冗長検査（CRC-CCITT）による 16 ビット FCS
推奨ケーブル CO-SPEV(SB)-0.5mm2 × 2P

項　　目 仕　　　　様

電源 VF66B インバータの絶縁された制御電源より供給
局種別 リモートデバイス局
対応バージョン CC-Link Ver.1.10　及び　Ver.2.00
占有局数 Ver.2.00：１局占有　及び　Ver.1.10：１〜４局選択可
メーカコード CC-Link メーカコード：0993h
接続台数 最大　42 台

伝送速度と伝送距離
の設定

156kbps ： 1200m 以内 625kbps： 900m 以内
2.5Mbps ： 400m 以内 5Mbps： 160m 以内
10Mbps ： 100m 以内  VF66B コンソールにて設定

通信方式 ブロードキャストポーリング方式
同期方式 フラグ同期方式
符号化方式 NRZI
伝送路形式 バス（RS-485）
伝送フォーマット HDLC 準拠
誤り制御 CRC 方式

■ 図２ OPCN66-Z 外観図 
　 Fig.2 Appearance of OPCN66-Z

２. ２　CC-Link対応オプション

　CC66-Zオプションは，CC-Linkのリモートデバイス局とし
ての機能があり，マスタ局からのインバータ制御信号の入出
力・各種データのモニタリング，インバータパラメータ設定
が可能とする。CC66-Zはコンフォーマンステストをクリア
し，認証を取得している。
　表３にCC66-Zの主な仕様を図３に外観図を示す。

■ 図３ CC66-Z 外観図 
　 Fig.3 Appearance of CC66-Z

２. ３　PROFIBUS対応オプション

　PBUS66-Zオプシ ョンは，IEC61158により 規定され た
フィールドバスであるPROFIBUS通信に対応するオプショ
ンである。PROFIBUS-DPスレーブの機能を有し，マスタ局
より制御・データモニタが可能となる。今後，PROFIBUS
協会の認証を取得する予定である。
　表４にPBUS66-Zの主な仕様を図４に外観図を示す。

■ 表４ PBUS66-Z 通信仕様 
　 Table4 Specification of PBUS66-Z

項　　目 仕　　　　様

電源 VF66B インバータの絶縁された制御電源より供給
通信プロトコル PROFIBUS-DP　スレーブ
物理層 RS485 準拠
接続形態 バス型
通信対象機器 PROFIBUS-DP　マスタ仕様を有する機器
局番設定 VF66B コンソールにより設定

伝送速度と
伝送距離

9.6kbps： 1200m 以内 19.2kbps： 1200m 以内
93.75kbps： 1200m 以内 187.5kbps： 1000m 以内
500kbps： 400m 以内 1.5Mbps： 200m 以内
3Mbps： 100m 以内 6Mbps： 100m 以内
10Mbps： 100m 以内

通信方式 ブロードキャストポーリング方式
同期方式 フラグ同期方式
符号化方式 NRZI
伝送路形式 バス（RS-485）
伝送フォーマット HDLC 準拠
誤り制御 CRC 方式

■ 図４ PBUS66-Z 外観図 
　 Fig.4 Appearance of PBUS66-Z
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２. ４　DeviceNet対応オプション

　DNET66-Zオプションは，ODVAにより仕様とプロトコル
が公開されている産業用の比較的単純なデバイスと上位コン
トローラをネットワークに対応し，スレーブ局としてのオプ
ションである。
　表５にDNET66-Zの主な仕様を図５に外観図を示す。

３. むすび

　以上，VF66Bインバータに対応する各種オープンネット
ワークオプションを紹介した。これら通信オプションにより
最適なシステムが提供でき，お客様の満足を得られるものと
確信する。

■ 表５ DNET66-Z 通信仕様 
　 Table5 Specification of DNET66-Z

項　　目 仕　　　　様

DeviceNet 通信仕様 スレーブ機能
ベンダ ID 178
デバイスプロファイル AC　Drive
MAC ID の設定範囲 00 〜 63
接続形態 T 分岐接続 , ディジーチェーン接続

通信機能
I/O メッセージ　　Polling　
Explicit メッセージ　
Group2 Only サーバ , 重複 MAC　ID

伝送速度と伝送距離 125kbps：500m 以内 250kbps：250m 以内
500kbps：100m 以内

■ 図５ DNET66-Z 外観図 
　 Fig.5 Appearance of DNET66-Z


