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大容量ACサーボ　VF66SV
VF66SV for Large Capacity AC Servo

１．まえがき

　当社は産業用に多数のモータおよびインバータを製造し顧
客に納入してきた。さらに今回，ACサーボドライバ
VF66SVを開発し販売を開始したので，その概要を紹介する。

２．特長

　ACサーボドライバVF66SVの特長は以下に示すとおりで
ある。
２. １　大容量をラインナップ

　従来，市場に投入されているサーボドライバは数十kW以
下であるが，当社のVF66SVのラインナップは次のとおりで
あり，ほかにない75kW以上の容量を準備している。
　容量：200V系	 5.5kW〜 180kW
　　　　400V系	 5.5kW〜 1000kW
　図１にVF66SV-7544の外観を示す。
２. ２　さまざまなモータに対応

　当社は各種の高機能なモータを製造し販売しており，
VF66SVはこれら次に紹介するモータと組み合わせて高性能
のドライブを実現し，顧客のニーズに応える。

（１）低慣性モータ

　図２は高速低慣性モータS-DSD（Slender-Dynamic	Spin	
Dynamo）の外観である。これは，高トルク低慣性モータと
ともに，自動車の駆動系を評価する試験装置に使用されてい
る。

（２）ダイレクトドライブモータ

　ダイレクトドライブモータDDM（Direct	Drive	Motor）は，
各種製造装置の高精度化，省エネ，省スペース，およびメン
テナンス・コストの低減にきわめて有利である。
　図３はDDMの中でも超低速大トルクモータの外観を示し，
このDDMは光学や電子部品に使用される高性能フィルムの
製造ラインに適用できるものである。

（３）東洋製標準ＥＤモータ

　このEDモータ（Eco-Drive	Motor）は，超高効率と小型化
を実現した環境にやさしいモータである。VF66SVはこの
EDモータと組み合わせて，従来にないドライブシステムを
顧客に提供する。
　図４に東洋製標準EDモータの外観を示す。

■ 図１ VF66SV-7544 の外観
　 Fig.1 Appearance of VF66SV-7544

■ 図２ S-DSD の外観
　 Fig.2 Appearance of S-DSD

■ 図３ DDM の外観
　 Fig.3 Appearance of DDM

■ 図４ 標準ED モータの外観
　 Fig.4 Appearance of Standard ED Motor
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ダイレクトドライブモータ DDM（Direct Drive Motor）
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この ED モータ（Eco-Drive Motor）は，超高効率と小型

化を実現した環境にやさしいモータである。VF66SV はも

ちろんこの ED モータと組み合わせて，従来にないドライ

ブシステムを顧客に提供する。 
図４に東洋製標準 ED モータの外観を示す。
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Fig.1 Appearance of VF66SV-7544 
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Fig.2 Appearance of S-DSD 
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Fig.3 Appearance of DDM 
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Fig.4 Appearance of Standard ED Motor 
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AC サーボドライバ VF66SV は高性能であり，オプション

レスで次の機能を有している。 
(�)�����高��� 

インバータ制御と同期して，アプリケーション制御のコア

を83μs で実行可能である。 
(�)��ロータリ�ン�ー���� 

VF66SV と組み合わせて使用できるロータリエンコーダ

を��に特長とともに示す。すなわち用途に応じて最適な

エンコーダが選択可能である。 
(�)�������������� 

VF66SV と当社製モータの組み合わせにて，速度制御範

囲が従来成しえなかった1：10000を実現した。これは，

VF66SV では速度制御を実数にて演算しており，低速度に

ても有効桁が7桁であること，ならびに��に示した高分解

能のエンコーダを採用することにより実現した。（注 使用

条件により速度制御範囲1：10000を満たさない場合があり

ます。） 

���� 

VF66SV は，試験機，サーボプレス，射出成形機，建設

機械へ適用が考えられる。 
また，当社では従来から高い精度が必要とされる液晶テ

レビなど，光学系フィルム製造装置にドライブシステムを納

入し好評を得ている。これに VF66SV を適用し，さらに高

精度とするとともに，DDM の適用により設置，ランニング

コストを抑えることが可能となった。 
�６は VF66SV をフィルム製造装置に適用する例を示し

ている。 

��� � �  

今後とも大容量サーボの周辺と適用技術を整備し，顧客の

ニーズに応えていく所存である。 
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Fig.5 Rotary Encoder for VF66SV 
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Fig.6 Film Manufacturing Equipment by VF66SV 
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Fig.5 Rotary Encoder for VF66SV 
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Fig.6 Film Manufacturing Equipment by VF66SV 

２. ３ フレキシブルで高精度な制御

　ACサーボドライバVF66SVは高性能であり，オプション
レスで次の機能を有している。

（１）83μsで高速制御

　インバータ制御と同期して，アプリケーション制御のコア
を83μsで実行可能である。

（２）各種ロータリエンコーダに対応

　VF66SVと組み合わせて使用できるロータリエンコーダを
図５に特長とともに示す。すなわち用途に応じて最適なエン
コーダが選択可能である。

（３）1：10000の速度制御範囲

　VF66SVと当社製モータの組み合わせにて，速度制御範囲
が従来成しえなかった1：10000を実現した。これは，
VF66SVでは速度制御を実数にて演算しており，低速度にて
も有効桁が7桁であること，ならびに図５に示した高分解能
のエンコーダを採用することにより実現した。（注	使用条件
により速度制御範囲1：10000を満たさない場合があります。）

３．適用

　VF66SVは，試験機，サーボプレス，射出成形機，建設機
械へ適用が考えられる。
　また，当社では従来から高い精度が必要とされる液晶テレ
ビなど，光学系フィルム製造装置にドライブシステムを納入
し好評を得ている。これにVF66SVを適用し，さらに高精度
とするとともに，DDMの適用により設置，ランニングコス
トを抑えることが可能となった。
　図６はVF66SVをフィルム製造装置に適用する例を示して
いる。

４．むすび

　今後とも大容量サーボの周辺と適用技術を整備し，顧客の
ニーズに応えていく所存である。

■ 図５ VF66SV で使用可能のロータリエンコーダ
　 Fig.5 Rotary Encoder for VF66SV

■ 図６ VF66SV によるフィルム製造装置
　 Fig.6 Film Manufacturing Equipment by VF66SV
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Fig.5 Rotary Encoder for VF66SV 
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Fig.6 Film Manufacturing Equipment by VF66SV 


