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ダイレクト･ドライブモータ<ダイナサーブ／リニアサーブ>
インテリジェントドライバ DrvGⅡ、DrvGⅢ比較資料

2008年5月20日改訂
本資料の全部または一部を弊社の文書による事前の承諾なしに転載または複製することを固くお断り致します。
本資料の記載内容については万全を期していますが、万一本資料の記述の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、弊社は
その責任を負いません。
本資料に関する詳細についてのお問い合わせ、その他お気付きの点等がございましたら弊社担当営業までご連絡下さい。

参考資料 1

http://www.yokogawa.co.jp/ddm/ddm-toppage-ja.htm


・DYNASERV,DrvGII　：　TMA801.pdf/3,089KB
・DYNASERV,DrvGIII　：　TI71M01D03-01.pdf/10,347KB

・LINEARSERV,DrvGII　：　TMC801.pdf/3,471KB
・LINEARSERV,DrvGIII　：　TI71M02D03-01.pdf/9,620KB

表示器

・DrvGIII操作表示ペンダント　：　TI71M07B01-01.pdf

・DrvGIII操作表示パネル　：　TI71M07B00-01.pdf

・DrvGIII 位置決め制御 簡易立ち上げ説明書 TＩ71M01D03-03.pdf
（DrvGIIIでの立ち上げ手順、サーボ調整方法が簡単に書かれています。）：

参考資料

各ドライバの詳細技術資料はDDM会員ホームページよりダウンロードできます。
登録方法は次ページをご覧ください。

主にエラー内容の確認、パラメータ設定値の確認に使用されます。

主にエラー内容の確認、パラメータ設定/確認に使用されます。テーブルデー
タの設定などユーザデータの設定も出来ます。また、ユーザデータを保存す
ることもできます。

・DrvGIII 位置決め制御 簡易立ち上げ説明書 TＩ71M01D03-03.pdf
（DrvGIIIでの立ち上げ手順、サーボ調整方法が簡単に書かれています。）：
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DDM会員ページ（技術資料、支援ツールのダウンロード）

以下のDDM会員ホームページにて、お客様情報を登録していただくと、製品技術資料や支援ツ
ールのダウンロードができます。

http://www.yokogawa.co.jp/ddm/ddm-toppage-ja.htm
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置き換えによる改善点向上ポイントおよび削減された機能

整定信号、Zero信号出力
端子が無い

エラー表示/状態表示LEDが無い

小型化

制御処理の
高速化

CE,UL規格取得

バッテリーレス

スクリューレス
端子台

I/O信号モニタ機能

エラー詳細表示 エラー履歴表示

リアルタイム
オシロスコープ

支援ツールの
ユーザビリティ向上

モータレス運転

I/O割付変更機能

位置決め機能内蔵

■モータレス運転
モータを接続しなくても、Drv.GIIIドライバと支援ツールだけで動作の確認をするこ
とができます。上位機器との制御動作のデバックに便利です。

■I/O割付機能
全ての入出力の意味づけと論理をお客様のシステムに合わせて割付できます。

■位置決め機能内蔵
動作テーブルを60個記憶できます。運転内容を設定しておき、選択して起動する
だけで、位置決め動作、原点復帰などが可能です。

■制御処理の高速化
制御周期の向上により追従性の改善、および整定時間の短縮が期待できます。

　　　　　　　　　（負荷条件により改善しない場合もあります。）
■エラー履歴表示

過去に発生したエラーを 大16個まで支援ツールより確認できます。
電源が遮断された場合でもエラー履歴は保持されます。

■エラー詳細表示
支援ツールより発生エラーの内容、原因、対策方法を確認できます。

■I/O信号モニタ
I/O信号のON/OFF状態をモニタできます。
また、オシロスコープ機能によるI/Oの状態表示も可能です。

■バッテリーレス
電池交換の必要がなくなりました。

■整定信号、Zero信号出力端子
代替機能としてアナログモニタカード（オプション）により確認可能です。

機能削減点

機能向上点

■状態表示LED/エラー表示LED
DrvGIIのフロントパネルにあった状態表示LEDおよびエラー表示LEDはDrvGIIIで
はありません。操作表示パネル（オプション）をご使用ください。

ブレーキ信号出力が
無い

■ブレーキ信号出力
ブレーキ信号出力はDrvGIIIでは用意されておりません。

削減点

向上点
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ハードウェア変更点

ラックマウント、またはウオールマウント ウオールマウント

・DYNASERV,DrvGII　：　TMA801 2.2章 ドライバの取り付け
・LINEARSERV,DrvGII　：　TMC801 2.2章 ドライバの取り付け
・DYNASERV,DrvGIII　：　TI71M01D03-01 2.7.2章 ドライバの取り付け

2.5.2章 ドライバ
・LINEARSERV,DrvGIII　：　TI71M02D03-01 2.6.2章 ドライバの取り付け

2.5.3章 ドライバ

参考技術資料

DrvGII DrvGIII
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電源端子が端子台からスクリューレス端子
に変わりました

*Drv.GIIの回生端子の有無はドライバにより異なります。
形名よりご確認ください。

・DYNASERV,DrvGII　：　TMA801 3.5章 端子台への配線
・LINEARSERV,DrvGII　：　TMC801 3.5章 端子台への配線
・DYNASERV,DrvGIII　：　TI71M01D03-01 5.2章 主電源・制御電源端子

5.3章 モータ端子・保護接地
・LINEARSERV,DrvGIII　：　TI71M02D03-01 5.2章 主電源・制御電源端子

5.3章 モータ端子・保護接地

参考技術資料

DrvGII DrvGIII
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基本仕様コードの基本構造が１Bもしく
は１Mのドライバに付属

形 名

UD1AG3

基本仕様コード

-050N-□□A-1□□-N

■ 回生抵抗添付機種一覧

-050N-□□A-2□□-N

UR1AG3
-050N-□□B-1□□-N

-050N-□□B-2□□-N

UR1EG3
-030N-□□B-1□□-N

-030N-□□B-2□□-N

UR5BG3 -010N-□□B-2□□-N

回生抵抗

80W  60Ω

80W  60Ω

80W  60Ω

80W 200Ω

80W 200Ω

80W 200Ω

UR5CG3
-010N-□□B-2□□-N

-015N-□□B-2□□-N

UM1LG3

-330□-□□A-1□□-N

-330□-□□A-2□□-N

80W  60Ω

80W 200Ω

-530□-□□A-1□□-N

-240□-□□A-1□□-N

-530□-□□A-2□□-N

-240□-□□A-2□□-N

回生抵抗
（付属）

・電線を延長する場合は、AWG#20-16を使用して
ください。

DrvGII DrvGIII

下表のドライバは外付け回生抵抗を
接続してください。

接続例

・DYNASERV,DrvGII　：　TMA801 3.5章 端子台への配線
・LINEARSERV,DrvGII　：　TMC801 3.5章 端子台への配線
・DYNASERV,DrvGIII　：　TI71M01D03-01 5.4章 回生端子
・LINEARSERV,DrvGIII　：　TI71M02D03-01 5.4章 回生端子

参考技術資料

特注対応品、または、お客様で回生抵抗をご用意されている場合は仕様確認書を確認の上、
弊社営業担当にご相談ください。
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センサ端子（原点復帰信号、オーバトラベル信号）のコネクタが変わります。
DrvGIIIにブレーキ信号出力はありません。
回生アラーム接点はDrvGIIでは500Wクラスのみ接続端子がありましたが、
DrvGIIIでは２ｋWに対しても接続端子があります。
回生エラー発生時には主電源を遮断するようにしてください。

コネクタ：733-106(WAGO製)

コネクタ上部のスロットからドライバでスプリングを
押し下げ、ワンタッチで結線できます。
（ドライバ先端サイズ 2.0×0.4ｍｍ）

剥きしろ 5mm

電線サイズAWG
#28-20

ピン番号

COMP0

信号名 意味

センサ電源

XORG

XOTD

XOTU

原点近傍信号入力 B接点

-オーバトラベル信号入力B接点

ERR+

ERR-

回生エラー出力 +

+オーバトラベル信号入力B接点

回生エラー出力 -

ピン番号

COMP0

信号名 意味

センサ電源

XORG

XOTD

XOTU

原点近傍信号入力 B接点

-オーバトラベル信号入力B接点

XBRKP

XBRKN

ブレーキ信号

+オーバトラベル信号入力B接点

ブレーキ信号

（NC) 接続しないでください

・DYNASERV,DrvGII　：TMA801 3.8章センサ・ブレーキ端子の配線
3.9章回生アラーム接点ケーブルの接続

・LINEARSERV,DrvGII　：TMC8013.9章センサ・ブレーキ端子の配線
3.10章回生アラーム接点ケーブルの接続

・DYNASERV,DrvGIII　：TI71M01D03-01 5.5章 センサ端子
5.2章 主電源・制御電源端子

・LINEARSERV,DrvGIII　：TI71M02D03-015.5章 センサ端子
5.2章 主電源・制御電源端子

参考技術資料

■RS EN(RS２３２C操作許可）
DrvGIIIでは電源投入時は常にPLC（CN4）に操作権限があります。支援ツールの
運転画面より操作権限の変更が出来ます。

■TEST(テスト運転）
DrvGIIIでは支援ツールの運転画面よりテスト動作が出来ます。

RS ENスイッチ／TESTスイッチ

DrvGII DrvGIII

コントローラインタフェース（CN4）

一部信号名が異なりますが、使用コネクタ、ピン番号や信号の意味合いは同じで
す。
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メモリについて

Drv.MII、Drv.GII用DRモータ、DBモータはDrv.GIII、Drv.PIIIには接続できません。
DMモータ、LINEARSERVは、どちらのドライバとも繋がります。

DrvGIIではパラメータ・データメモリのバックアップ用としてリチュウム電池内蔵
電池の寿命は20,000時間となっています。［上記時間を目安に交換が必要］
DrvGIIIはユーザ設定データ（パラメータ・テーブルデータ・I/Oデータ）はドライバ
内蔵のEEP-ROMに保存されます。EEP-ROMの書き換え回数制限は各データ
領域毎にそれぞれ約100万回です。

モータとの互換性

Drv.GIII用DRモータ

Drv.GII用DRモータ

OK

OK
DMモータ

Drv.GII Drv.GII

Drv.GIII
Drv.GIII

支援ツールおよびRS２３２Cケーブルは異なります。

支援ツールは弊社ホームページよりダウンロード可能です。（無償）
RS232Cケーブルはドライバ側が9ピンから15ピンに変わります。
自作される場合には、Drv.GIII技術資料5.6シリアルインタフェースコネクタを
ご参照ください。（支援ツール、ティーチングパネル、ティーチングペンダント以外

からの通信は出来ません。）

支援ツールおよびRS232Cケーブル

・DYNASERV,DrvGII　：　TMA801 7.2章 接続・設定
・LINEARSERV,DrvGII　：　TMC801 7.2章 接続・設定
・DYNASERV,DrvGIII　：　TI71M01D03-01

5.6章 シリアルインタフェースコネクタ
・LINEARSERV,DrvGIII　：　TI71M02D03-01

5.6章 シリアルインタフェースコネクタ

参考技術資料

DrvMII,DrvGII用DR、DBモータ  D□□□-□□□□-2
DrvGIII用DR、DBモータ D□□□-□□□□-1

NG

OK

OK
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# パラメータ名 ## bit番号
1 ＋方向OTエラー有効 39 bit31～bit28
2 -方向OTエラー有効 39 bit27～bit24

4 加速形状選択
原点復帰テーブルデータ　動作データ0で設定　＃99bit5～4でジョグ加速形状をパラ
メータ選択

5 減速形状選択
原点復帰テーブルデータ　動作データ0で設定　＃99bit7～6でジョグ減速形状をパラ
メータ選択

7 台形動作時加速時間 72～75
原点復帰テーブルデータ　動作データ0でパラメータを選択　＃99bit7～6でジョグ加速時
間をパラメータ選択

8 台形動作時減速時間 76～79
原点復帰テーブルデータ　動作データ0でパラメータを選択　＃99bit5～4でジョグ減速時
間をパラメータ選択

9 送り速度 64～71 原点復帰テーブルデータ　動作データ0でパラメータを選択
10 ジョグ送り速度 64～71 #99システム設定レジスタ3　bit0～bit2でパラメータを選択
11 原点復帰OTサーチ送り速度 60
12 原点復帰原点近傍信号サーチ送り速度 61
13 原点復帰原点認識送り速度1 62
15 原点復帰原点オフセット移動送り速度 99 bit14～bit12
16 速度ｵｰﾊﾞﾗｲﾄﾞ1 44
20 原点復帰方向 原点復帰テーブルデータ　動作データ0で設定
21 原点復帰ＯＴ信号使用 原点復帰テーブルデータ　動作データ0で設定
25 原点復帰原点内側選択 原点復帰テーブルデータ　動作データ0で設定
26 原点復帰ハードOTサーチ中近傍信号有効 原点復帰テーブルデータ　動作データ0で設定
27 原点復帰ドグ位置エラー有効 99 bit23
29 原点復帰原点オフセット移動量 56
31 テスト動作幅 50
32 オートチューン動作幅 51
33 オートチューン加減速時間 大値 52
34 オートチューン加減速時間初期値 53
38 サーボ剛性設定状態 1 位置制御帯域はG2よりも大きくなります。
45 位置整定パルス幅２ 91 ＃110　Bit17で0（整定幅単位で指令単位選択）を設定すること
46 位置整定パルス幅３ 92 ＃110　Bit17で0（整定幅単位で指令単位選択）を設定すること
47 位置整定パルス幅４ 93 ＃110　Bit17で0（整定幅単位で指令単位選択）を設定すること
48 位置制御帯域２ 9
49 速度制御帯域２ 3
50 位置制御帯域１ 8
51 速度制御帯域１ 2
53 位置積分リミッタ 12,13
54 位置フィードフォワードパーセンテージ 14
55 速度フィードフォワードパーセンテージ 15
56 加速度フィードフォワードパーセンテージ 16
58 位置整定パルス幅１ 90 ＃110　Bit17で0（整定幅単位で指令単位選択）を設定すること
59 位置現在値フィルタ周波数 28
61 位置整定信号チャタリング処理回数 29
65 正方向位置偏差過大検出値 18
66 負方向位置偏差過大検出値 19
68 電流リミットパーセンテージ 59 DrvGⅢではトルクリミットパーセンテージ
69 速度モニタゲイン（デジタル専用モニタ） 31
70 アナログモニタ選択 32
71 位置偏差モニタゲイン
72 テスト動作モニタゲイン
73 位置モニタゲイン
74 位置差分値モニタゲイン
75 速度モニタ選択 30
89 サーボオン時ブレーキオフ遅延時間
90 サーボオフ時ブレーキオン先行時間
91 TBX_EMGサーボ状態
94 位置指令差分値過大エラー処理タイプ 38 bit19～bit16
95 ＋方向OTエラー処理タイプ 39 bit31～bit28
96 －方向OTエラー処理タイプ 39 bit27～bit24
98 台形駆動時緊急停止減速時間 80

106 整定待ち有効 テーブルデータの動作レジスタで選択

152 一次遅れ補償器設定 24,25 設定方法が異なります。使用時には#39システム設定レジスタ2　bit18を有効にすること

153 ノッチフィルタ周波数１ 20 #98システム設定レジスタ2　bit16を有効にすること
154 ノッチフィルタ周波数２ 22 #98システム設定レジスタ2　bit17を有効にすること
155 負荷イナーシャ／負荷質量 0
201 英語表示選択 　
202 座標系正方向設定 110 　bit8
203 位置現在値フィルタ使用 98 　bit23
204 指令パルスタイプ 110 　bit4
205 モニタパルスタイプ 110 　bit5
206 電流リミット外部入力有効 ＃110　Bit12=１　＃110　Bit13=0

207 簡易スケーリング重み付けデータ
#112、#113スケーリングデータで設定
（＃112＝エンコーダ分解能／DrvGⅡ＃207の設定値　＃113＝エンコーダ分解能）

213 大速度 111

DrvGⅡ
備考

DrvGⅢ

パラメータ比較表

・DYNASERV,DrvGII　： TMA801 巻末 パラメータ詳細
・LINEARSERV,DrvGII　： TMC801 巻末 パラメータ詳細
・DYNASERV,DrvGIII　：　TI71M01D03-01 付録1 パラメータ詳細
・LINEARSERV,DrvGIII　：　TI71M02D03-01 付録1 パラメータ詳細

参考技術資料
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データ設定方法

Drv.GIIIでは殆どのパラメータはターミナル画面より設定出来ますが、一つのパラ
メータ番号に複数の項目を設定するレジスタパラメータの設定は＃パラメータ画
面より設定してください。

I/O設定画面より、入力接点および出力接点の論理を変更することができます。
また、Drv.GIIIでは用途に合わせて必要な信号を割り当てることのできるハード
I/O割付機能もあります。

・DYNASERV,DrvGII　：　TMA801 6.1.4章 I/O論理設定
・LINEARSERV,DrvGII　：　TMC801 6.1.4章 I/O論理設定
・DYNASERV,DrvGIII　：　TI71M01D03-01

6.1.1章(3) ハードI/O割付、論理設定方法
・LINEARSERV,DrvGIII　：　TI71M02D03-01

6.1.1章（3）　ハードI/O割付、論理設定方法

参考技術資料

・DYNASERV,DrvGII　： TMA801 5.1章 パラメータ・モニタ
・LINEARSERV,DrvGII　： TMC801 5.1章 パラメータ・モニタ
・DYNASERV,DrvGIII　：　TI71M01D03-01 6.1.2章 #パラメータ・#モニタ
・LINEARSERV,DrvGIII　：　TI71M02D03-01 6.1.2章 #パラメータ・#モニタ

参考技術資料
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指令方法

パラメータ番号 初期値

#54

#55

#56

#14

#15

#16

100

0

90

DrvGII DrvGIIIDrvGII DrvGIII
パラメータ名

位置フィードフォワードパーセンテージ

加速度フィードフォワードパーセンテージ

速度フィードフォワードパーセンテージ

#155

#38

#51

#0

#1

#2

3(*)

20

0負荷イナーシャ/負荷質量

速度制御帯域1

サーボ剛性設定状態

#50 #8 1位置制御帯域1

#53 #12 4999999位置積分リミッタ値 10000

#152

#153

#154

#24

#20

#22

1500

1500

一次遅れ補償器設定（位相遅れ補償周波数）

ノッチフィルタ周波数2（ノッチフィルタ2周波数）

ノッチフィルタ周波数1（ノッチフィルタ1周波数）

#219 #98（bit21） 0（無効）速度フィードバックフィルタ有効

#220 #12 1000速度フィードバックフィルタ周波数

ボリューム
設定

#21 100ノッチフィルタ1Q値

ボリューム
設定

#23ノッチフィルタ2Q値

#25

150

100（1.0）1.5

無効

無効

DrvGIIIは#98（bit18）で
有効/無効切り替え

DrvGIIボリュームはドラ
イバ側面にあります。

DrvGIIボリュームはドラ
イバ側面にあります。

パラメータ対応表

備考

サーボ調整

DrvGIIIにおいてもDrvGIIと同様のサーボ
調整が行えます。 ・DYNASERV,DrvGII　：TMA801 5.4章 制御系

・LINEARSERV,DrvGII　：TMC801 5.4章 制御系
・DYNASERV,DrvGIII ：TI71M01D03-01 6.4.3章 オートチューニング動作
・LINEARSERV,DrvGIII ：TI71M02D03-01 6.4.3章 オートチューニング動作
・DrvGIII 位置決め制御 簡易立ち上げ説明書　：　TＩ71M01D03-03

STEP1 オートチューニング、STEP2 サーボ剛性設定値調整

参考技術資料

DrvGII DrvGIII

＊サーボ剛性設定状態に対する位置制御帯域、位置積分リミッタ値の設定値は異なります。
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