
Electric shock

High temperature

with Manual.

Detailed operations must be performed in accordance

 do not touch heat sink, motor, break resister etc.

･Connect protective earth of servo driver to ground.

･Use copper conductors with 75℃ only.

･Duaring power-on or some time after power-off

 and wait for more than 5 minutes.

･Before wiring or inspection, switch power off
SPEED     OUT  : 0～300Hz

POWER     OUT  : 400W/0.54HP

F.L.P/AMP INPUT: 0.92KVA/4.1A

SER NO. AA01234RT        INPUT: AC200～230V　1φ　50/60HzAMP/VOLT. OUT  : 3.5A/115V 3φ

MODEL:NCR-DCD0A2A-401A

NIKKI　DENSO　CO.,LTD. MADE　IN　JAPANSN-22301

Wire

EX.:S30

AC SERVO DRIVER

CAUTION
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けが、感電のおそれあり・必ず取扱い説明書を読んで指示に従うこと

・感電保護のため確実にアース端子を接地すること

・高電圧、高温注意

　 NO OPTION

ＯＰＴＩＯＮ

　 NCR-XACJD1

　 NCR-XACID1

！危  険

VPS Series
Low cost type Servo driver



使いやすさとコストパフォーマンスを追求した汎用型サーボドライバ
Cost effective user friendly general purpose servo driver 

VPS series

●出力容量    Output capacity

AC100V：50W～200W	 	/	 AC200V：400W～1.6kW

●海外規格・法令対応    Overseas safety standards・Regulatory compliance

▪海外規格	Overseas	safety	standards
    UL/cUL  /  CE marking  /  KC mark

▪欧州RoHS指令・中国版RoHS指令適合
	　	Compliance	to	both	European	RoHS	Directives	/

	　	China	RoHS	Directive

■型式説明    Model description

①
NCR･･･サーボドライバシリーズ
NCR･･･Servo driver series

②
製品分類 
Products classification

DCC0…I/O仕様 DCD0…CC-Link仕様
DCC0…I/O specification DCD0…CC-Link specification

③
入力電源仕様 
Input power specification

A1…AC100V系 A2…AC200V系
A1…100VAC system A2…200VAC system

④
設計順位 
Design class

A→B→C…Aより開始
A→B→C…Starting from A

⑤
出力容量 
Output capacity

例）  401 … 40   1 =40×101 =400W

⑥
組合せモータ・エンコーダ 
Motor combination・ 
Encoder combination

C…τリニアモータ・インターポレータユニット（IPU）別置き仕様エンコーダ 
C…τLinear motor ・Encoder with separated interpolator unit（IPU）

D…τリニアモータ・90°位相差パルスエンコーダ 
D…τLinear motor ・90°phase comparator pulse encoder

E…τDISC  ND-s/DD-s/FD-sシリーズ・アブソリュートエンコーダ 
E…τDISC  ND-s/DD-s/FD-s series・Absolute encoder

F…τDISC  ND-s/ND-s HS/DD-s/HD-sシリーズ・インクリメンタルエンコーダ 
F…τDISC  ND-s/ND-s HS/DD-s/HD-s series・Incremental encoder

G…τリニアモータ・アブソリュートリニアエンコーダ 
G…τLinear motor・Absolute linear encoder

⑦
専用機記号 
Symbol for special model

無し…標準仕様 -S+連番数字…専用機仕様
Without…Standard specification -S+consecutive figures…Special model specification

●ラインアップ    Line up

I/O仕様
I/O specification

CC-Link仕様
CC-Link specification

パルス列制御、速度制御の他、31ポイントの位置決め機能を標準装備
It is equipped with Pulse train control, Speed control, and 31 points positioning function.

パルス列制御、速度制御、ネットワークCC-Link I/Fを標準搭載
It is equipped with Pulse train control and CC-Link network interface.

⑦

-

①

NCR

③

A2

②

DCC0

④

A -

⑤

401

⑥

E

10の累乗の指数部  Exponent portion of exponentiation of 10
有効数字  Significant figures
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●システム支援ツール「DES（データ編集ソフト）」をオプションでご用意
　　 Supporting tool DES（Data Editing Software） is available as option

充実した操作・モニタ・編集・解析機能が、立ち上げ作業の効率化、機械系とのマッチングを実現
Enhanced adjustment function, monitoring, operation, analyzing, 

and editing functions can assist for matching with mechanical system and support efficient start-up operation.

オシロスコープ画面
Oscilloscope screen

解析機能  Analyzing function

オシロスコープ機能		Oscilloscope	function

●4CHのサーボデータをリアルタイム表示。
● 繰返し運転のモータ負荷率を簡単表示。
●4 channels of servo data can be displayed in real-time.
●Motor load ratio during repeat operation can be easily displayed.

周波数応答測定機能		Frequency	response	measurement	function

●モータの自動加振で、機械系の周波数特性を測定し、機械共振フィルタを簡単設定。
●By automatic excitation of motor, it measures the frequency response of mechanical
  system and set the mechanical resonance filter.

周波数スペクトル測定機能		Frequency	spectrum	measurement	function

●動作中の周波数スペクトルの測定で、機械共振点を探し出し、機械共振フィルタを簡単設定。
●With the frequency spectrum measurement during operation, 
  it finds the mechanical resonance point and set the mechanical resonance filter.

状態表示画面
Condition display screen

状態表示機能		Status	display	function

●モータ実動作速度、実トルク指令、現在位置など、様々な動作情報をリアルタイム表示。
●過去のアラーム履歴、装置情報などを表示。
●It displays various operation information such as actual motor operation speed, 
  actual toque command, present position, etc.
● It displays alarm history and the device information.

入出力信号状態表示機能		Input	/	Output	signal	status	display	function

●立ち上げ作業時の入出力信号の確認を容易に。
●Input / Output signal status can be easily checked during the start-up operation.

デバイスモニタ機能		Device	monitor	function

●ドライバ内部のメモリ領域をリアルタイムに表示、編集可能。
●It displays and edits the memory region of internal servo driver in real-time.

状態表示  Status display

自己診断機能		Self-diagnosis	function

●オートチューニングの実行、ドライバの自己診断が可能。
●Auto tuning execution and Self-diagnosis of servo driver can be done.

オートチューニングレベル調整		Auto	tuning	level	adjustment

●オートチューニング実行後にゲインレベル調整ができ、調整がより簡単に。
●Gain level adjustment can be done after exciting auto tuning.

リアルタイムゲイン調整		Real	time	gain	adjustment

●速度、位置ループゲインをリアルタイムに調整可能。
●It can adjust speed / position loop gain adjustment in real-time.

調整機能  Adjustment function

パラメータ編集機能		Parameter	data	editing

●パラメータ編集が容易に可能。
●Simplified parameter editing.

データ編集  Data editing

スイッチBOX機能		Switch	box	function

●上位コントローラから切り離した状態で、パソコンからの容易なリモート運転が可能。
  It can execute the remote operation with PC even if it is separated from the master controller.

リモート操作  Remote operation
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■システム構成    System configuration

◎オプション製品説明    Description	of	option	items	

No.
品名/仕様 

Name / Specifications
内容  Description

①
回生抵抗器 
Regenerative resistor

出力容量400W以下はオプション、出力容量800W以上は標準付属となります。
It is option for the output capacity 400W or lower.  It is attached for the output capacity of 800W or higher as the standard.

②
ダイナミックブレーキユニット 
Dynamic brake unit

補助制動ユニットとして、VPSシリーズのエラー発生時及び停電等により、接続したモータがフリーランとなることを防止します。 
This is the additional retarding unit braking system to prevent the motor to be FREE RUN due to the error, power failure, etc.

③
零相リアクトル 
Zero phase reactor

VPSシリーズ本体が発するノイズを吸収し、ドライバ本体及び周辺機器へのノイズの影響を低減します。 
It absorbs the noise created by VPS servo driver to lower the noise influence to servo driver itself and its peripheral equipments.

④
パワーケーブル 
Power cable

VPSシリーズ本体のモータ動力用コネクタまたは端子と、モータの動力ケーブルを接続します。 
It connects the motor power connector or terminal of VPS servo driver and the power cable of servo motor.

⑤
エンコーダケーブル 
Encoder cable

VPSシリーズ本体のエンコーダフィードバックパルス入力用コネクタ（CN2）とエンコーダ及び磁極センサを接続します。 
It connects the  connector（CN2） of encoder feedback pulse input for VPS servo driver and the encoder and magnetic pole sensor.

⑥
DES（データ編集ソフト） 
DES（Data editing software）

パソコンからVPSシリーズのパラメータ編集、リモート運転、運転状態、各信号状態の確認、オシロデータ等の測定を行うソフトウェアです。 
It is the software to edit the parameters, to execute the remote operation, check the operation condition and each Input/Output 
signal condition, and measure by oscilloscope.

⑦
通信ケーブル（I/O仕様用） 
Communication cable
（for I/O specification）

VPS I/O仕様本体のシリアル通信用コネクタ（J1A）に接続し、上位PLC計算機リンクモジュールやパソコンとVPSシリーズ間での各データの
入出力を行います。 
It connects the serial communication connector（J1A） of VPS I/O specification  to input and output the each of various data 
between the master PLC computer link module or PC.

⑧
フェライトコア 
Ferrite core

ノイズによる通信障害を防止します。 
Preventing the communication disturbance by noise. 

⑨
I/Oケーブル（I/O仕様用） 
I/O cable（for I/O specification）

VPS I/O仕様本体の制御入出力用コネクタ（CN1）に接続し、各信号の入出力を行います。 
It connects the control input/output connector（CN1） of VPS I/O specification, and it execute input and output of each signal.

⑩
I/Oケーブル（CC-Link仕様用） 
I/O cable（for CC-Link specification）

VPS CC-Link仕様本体の制御入出力用コネクタ（CN1）に接続し、各信号の入出力を行います。 
It connects the control input/output connector（CN1） of VPS CC-Link specification, and it execute input and output of each signal.

※  外部接続図につきましては、VPSシリーズI/O仕様・CC-Link仕様（NCR-DCCD/DCD0）取扱説明書をご参照ください。

※  Please refer to the VPS series I/O specification, CC-Link specification（NCR-DCCD/DCD0） instruction manual for the external connections.

I/O仕様
I/O specification
（NCR-DCC0）

配線用遮断器
Circuit breaker

ノイズフィルタ
Noise filter

電磁接触器
Electromagnetic
contactor

主電源 Main power supply

① 回生抵抗器（オプション）
　 Regenerative resistor（option）

※Sは800W/1.6kW装置のみ
　S is for 800W/1.6KW
　servo driver only

⑧ フェライトコア
　（オプション）
　Ferrite core
　（option）

⑥ DES(データ編集ソフト）（オプション）
　DES(Data editing software）（option）

USBケーブル（VPS側Bプラグ）（市販品）
DES(データ編集ソフト）用
USB cable（B plug in VPS series）（Commercial goods）
for DES( Data editing software）

③ 零相リアクトル（オプション）
 　 Zero phase reactor（option）

R（S）T

U V W

B1 B2

DBK DBC

J2

J1A

CN2

CN1

⑦通信ケーブル（オプション）
　Communication cable（option）

⑤ エンコーダケーブル（オプション）
　 Encoder cable（option）

⑨ I/Oケーブル（オプション）
　 I/O cable（option）

PC

上位コントローラ等
Master controller,etc.

外部機器･コントローラ等
External device・controller,etc.

② ダイナミックブレーキユニット（オプション）
　 Dynamic brake unit（option）

④ パワーケーブル（オプション）
　 Power cable（option）

サーボモータ
Servo motor

CC-Link仕様
CC-Link specification
（NCR-DCDO）

PC

外部機器･コントローラ等
External device・controller,etc.

マスタ局又はスレーブ局
Master station or slave station

マスタ局又はスレーブ局
Master station or slave station

J2

CN2

CN1

TB3

TB3

⑥ DES(データ編集ソフト）（オプション）
　DES(Data editing software）（option）

USBケーブル（VPS側Bプラグ）（市販品）
DES(データ編集ソフト）用
USB cable（B plug in VPS series）（Commercial goods）
for DES( Data editing software）

CC-Link

⑤ エンコーダケーブル（オプション）
　 Encoder cable（option）

⑨ I/Oケーブル（オプション）
　 I/O cable（option）

CC-Link

モータエンコーダコネクタへ
To motor encoder connector

⑧ フェライトコア
　（オプション）
　Ferrite core （option）
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■共通仕様    Common specifications

■個別仕様    Specifications

※1  【  】内は突入電流が収まるまでの時間の目安です。

※1  Approximate time of inrush current to be stored is indicated in  【  】.

周囲条件 
Ambient 
condition

温度 
Temperature

使用時：0～55℃
保存時：-20～60℃

At usage：0～55℃
At storage：-20～60℃

湿度 
Humidity

使用/保存時：85%以下  結露なきこと 
At usage / storage：85% or less, no condensing

設置場所 
Installation location

腐食性ガス、研削油、金属分、油等の有害な雰囲気中でないこと 
Do not install in harmful atmosphere such as corrosive gas, grinding oil, metal dust, oil, etc.

直射日光の当たらない屋内であること 
Indoor place not exposed to direct sunlight

標高 
Sea level

1000m以下 
1000m or lower

耐振動 
Vibration resistance

4.9m/s2（10～50Hz） ただし共振なきこと 
4.9m/s2（10～50Hz） No resonance

駆動方式 
Drive method

3相正弦波PWM 
3-phase sine wave PWM

制動方式 
Brake method

回生制動：回生抵抗外付け  ※1 
Regenerative brake：External regenerative resistor  ※1

取付方式 
Mounting type

パネル取付 
Panel mounting

性能 
Performance

速度制御 
Speed control

速度制御範囲  ※2 
Speed control range  ※2

1：2000

速度変動率 
Speed variation

負荷特性 
Load

0～100%負荷時：±0.1% 
0～100% load：±0.1%

電圧特性 
Voltage

定格電圧±10%：±0.02% 
Rated voltage ±10%：±0.02%

温度特性 
Temperature

0～55℃：±0.3%

※1  装置の定格出力が800W以上の場合は付属となります。 

※2  100%負荷においてモータが停止しないことを条件としています。 

※1  It is attached for the servo driver rated output is 800W or higher 

※2  When the load is 100%, the motor will not be  stopped.

型式 
Model

NCR-DC□0 A1B-051□ A1B-201□ A2B-401□ A2B-801□ A2B-162□

定格出力 
Rated output

W 50 200 400 800 1.6k

入力電源 
Input 
power 
supply

方式 
Method

主回路・制御回路電源一体型 
Main circuit / Control circuit power supply integrated

定格電圧 
Rated voltage

V
AC100～115  1φ 

50/60Hz
AC200～230  1φ 

50/60Hz
AC200～230  3φ 

50/60Hz周波数 
Frequency

Hz

許容電圧変動 
Permissible voltage 
fluctuation

V AC90～121 AC180～242 AC180～242

定格電流 
Rated current

Arms 1.5 4.1 4.3 5.2 8.66

定格容量 
Rated capacity

kVA 0.15 0.52 0.92 1.8 3.0 

突入電流  ※1 
Inrush current  ※1

A 25.0【15ms】 25.0【15ms】 50.0【6ms】 50.0【10ms】 50.0【10ms】

連続出力電流 
Continuous output current

Arms 1.1 3.5 3.5 6.8 10.0 

瞬時出力電流 
Instant output current

Arms 3.3 8.75 8.75 17.0 30.0 

構造（保護等級） 
Structure （IP code）

自然冷却（IP00） 
Air cooling, open （IP00）

強制冷却（IP00） 
Forced air cooling（IP00）

質量 
Mass

kg 1.0 1.0 1.0 1.5 2.0 
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項目 Item

I/O仕様（NCR-DCC0） 
I/O specification（NCR-DCC0）

CC-Link仕様（NCR-DCD0） 
CC-Link specification（NCR-DCD0）

運転モード 
Run modes

速度指令運転、パルス列指令運転 
Speed command operation,  pulse train command operation

速度指令 
Speed 
command

アナログ指令 
Analog command

1点  入力電圧範囲：-10V～+10V 
1point  Input voltage range：-10V～+10V

－

内部速度指令 
Internal speed command

7点 
7 points

加減速 
Acceleration/deceleration

0～9.999secの範囲で、加速時間と減速時間を個別に設定 
A value between 0～9.999 sec can be specified for each of acceleration time and deceleration time.

パルス指令 
Pulse 
command

外部パルス列指令 
External pulse train 
command 

ラインドライバ方式 90°位相差パルス（1、2、4逓倍）、方向別パルス、方向信号+送りパルスより選択 
Line driver method 90 deg phase difference pulse（1-, 2-, or 4-multiplication）, directional pulse or directional signal + feed pulse can be selected.

最大入力周波数：16Mpps（4逓倍時）      最小パルス幅：125nsec以上 
Maximum input frequency ： 16Mpps（4-multiplication）      Minimum pulse ： 125nsec or higher

内部パルス列指令 
Internal pulse train 
command 

位置決め31点、寸動、原点復帰（標準、LSレス、その場、OT戻りなど） 
Positioning 31 points, Jog, Zero return （Standard, LS LESS, Current position, OT HOME, etc.）

加減速2点（0～9.999sec） 
Acceleration/deceleration 2 points （0～9.999 sec）

加減速 
Acceleration/deceleration

直線加減速・S字加減速（指令平均化機能使用） 
Linear accel-decel, S-curve accel-decel （Command averaging function use）

サーボ調整項目 
Servo 
adjustment 
item

ゲイン切換 
Gain change

速度ゲイン切換：3点（通常、低速、GSEL切換） 
Speed gain change： 3 points （Normal, Slow-speed, GSEL-change）

フィードフォワード 
Feed forward

速度、イナーシャ、粘性摩擦 
Speed, Inertia, Viscous friction

フィルタ 
Filter

ノッチフィルタ5点、トルク指令フィルタ 
Notch filter 5 points, Torque command filter

オートチューニング 
Auto-tuning

自己診断モードにて、速度ループゲイン/積分時定数設定 
Speed loop gain / Integral time constant by self-diagnosis mode

制御入力信号
Control input signal 

・外部入力信号 

    I/O仕様       8点 

    CC-Link仕様  2点 

・External input signal 

    I/O specification       8 points 

    CC-Link specification  2 points

外部入力信号に割付け、または通信（CC-Link）で制御可能  ※1  Allocating to the external input signal or controlling by communication （CC-Link）  ※1

制御入力信号は、信号のON/OFF状態の固定化が可能  The ON/OFF status of the control input signal can be fixed.

外部入力信号に割当てた場合、信号論理切換が可能  When assigned to an external input signal, signal logic change is possible.

RST（リセット） 
RST（reset）

EMG（非常停止） 
EMG（emergency stop）

SON（サーボオン） 
SON（servo on）

DR（起動） 
DR（drive）

CIH（指令パルス入力禁止） 
CIH（Command pulse input prohibition）

TL（トルク制限） 
TL（torque limit）

GSEL（速度ゲイン選択） 
GSEL（Speed gain selection）

FOT（正方向オーバートラベル） 
FOT（forward direction over travel）

ROT（逆方向オーバートラベル） 
ROT（reverse direction over travel）

MD（モード選択） 
MD（mode select）

RVS（指令方向反転） 
RVS（command direction inversion）

SS1～5（指令選択1～5） 
SS1～5（command selection 1～5）

ZST（内部パルス起動） 
ZST（Internal pulse start）

ZSTP（内部パルス停止） 
ZSTP（Internal pulse stoppage）

ZLS（原点LS） 
ZLS（Zero LS）

ZMK（原点マーカ） 
ZMK（zero point marker）

FJ（正方向寸動） 
FJ（forward direction jog）

RJ（逆方向寸動） 
RJ（reverse direction jog）

NRF（指令データ反映禁止） 
NRF（Command data reflection prohibition）

PFB（フィードバック選択） 
PFB（Feed back select）

APRQ（現在位置データ出力請求）
APRQ（Present position data output request）

－
ALRQ（アラームコード出力要求）
ALRQ（Alarm code output request）

ABRQ（ABSデータ出力要求）
ABRQ（（ABS data output request））

制御出力信号
Control output signal 

・外部出力信号 

    I/O仕様       4点 

    CC-Link仕様  2点 

・External output signal 

    I/O specification       4 points 

    CC-Link specification  2 points

外部出力信号に割付け、または通信（CC-Link）で状態監視可能  ※1 
Allocation to the External output signal or capable to monitor the condition by communication （CC-Link）  ※1

外部出力信号に割当てた場合、信号論理切換が可能（OCEMを除く） 
When assigned to an external output signal, signal logic change is possible（except OCEM）.

ALM（アラーム）
ALM（alarm）

RDY（サーボレディ） 
RDY（servo ready）

PNA（偏差範囲A） 
PNA（deviation range A）

PNB（偏差範囲B） 
PNB（deviation range B）

SZ（速度ゼロ） 
SZ（speed zero）

BRK（ブレーキ解除） 
BRK（brake release）

EMGO（非常停止中） 
EMGO（emergency stop）

HCP（原点復帰完了） 
HCP（zero return complete）

OCEM（マーカ出力）  ※2 
OCEM（marker output）  ※2

異常検出 
Error detection

IPM異常、過電圧、不足電圧、過速度、過負荷（電子サーマル）、偏差異常、エンコーダ異常、DSP異常  等 
IPM error, excessive voltage, low voltage, excessive speed, overload（electronic thermal）, deviation error, encoder error, DSP error, etc.

アラーム履歴 5点保存 5 alarms stored in the history

ダイナミックブレーキ 
Dynamic brake

外付けダイナミックブレーキユニット（オプション） External dynamic brake unit（option）

モータ無通電時に動作 Activated in the motor power off status

エンコーダパルス出力 
Encoder pulse output

90°位相差パルス列出力（分周出力可能。A/B相2信号の最高出力周波数は4逓倍で9.99Mpps） 
90° phase difference pulse train output （Division output possible：maximum output frequency of 
2 signals（A-phase and B-phase） is 9.99 Mpps with 4-multiplication） －

マーカ出力位置指定機能（モータ別種別A、E、G） 
Marker output position designation function （Categorized by motor type A, E, G）

トルク制限指令 
Torque limit command

パラメータ設定2点（正逆別々） 
Parameter setting 2 points （Each for Forward and Reverse）

補正機能 
Compensation function

絶対位置補正機能（オプション） 
Absolute position compensation （option）

操作・表示機能 
Operation/display function

装置正面の操作パネルにて、各種状態表示、パラメータ編集、自己診断の実行が可能 
Condition display, Parameter editing, Self-diagnosis execution can be done by operating panel in the front face of servo driver.

モニタ機能 
Monitor function

①装置正面データ表示LED（7セグメントLED4桁）にて、アラーム、速度、トルク、偏差量、入出力信号、パラメータ状態等を選択して表示 
①It is possible to select and display Alarm, Speed, Torque, Offset amount, Parameter condition., etc. by the data display LED （7 segments LED in 4 digits）.

②DES（データ編集ソフト）にて各種モニタ可能。 
②Each of monitoring can be done by DES （data editing software）.

通信機能 
Communication function

USB（1.1/.2.0規格準拠）により、DES（データ編集ソフト）との通信が可能 
By USB（1.1/2.0 Standards compliance）, it is possible to communicate with DES（Data Editing Software.

シリアル通信（RS-422A）により、各種データの送受信が可能 
Serial communication（RS-422A） enables various data transfer and receiving.

CC-Linkにより、各種データの送受信が可能 
CC-Link enables various data transfer and receiving.

■機能仕様    Functional specification

※1  外部入出力信号の初期割付は、VPSシリーズI/O仕様・CC-Link仕様（NCR-DCCD/DCD0）取扱説明書の外部接続図の項をご参照ください。

※2  CC-Link仕様の場合、外部出力のみ可能となります。

※1  Please refer to the external connection diagram of VPS series I/O specification, CC-Link specification（NCR-DCCD/DD0） instruction manual for initial allocation of the external input/output signals.

※2  Only the external output can be done for  CC-Link specification.

タイプ（型式）
Type（Model）
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■外形図    Dimensions

◎NCR-DC□0A1B-051□/201□
◎NCR-DC□0A2B-401□
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■付属品：回生抵抗器    Attachment：Regenerative resistor

VPS series 付属回生抵抗器  Attached  regenerative resistor
電源電圧 

Power supply
型式 

Model
型式 

Model
外形 

Dimensions

AC100V NCR-DC□0A1B-051□/201□
無し  ※ 
Not provided  ※

－

AC200V

NCR-DC□0A2B-401□
無し  ※ 
Not provided  ※

－

NCR-DC□0A2B-801□
セメント抵抗  CAN60UT  82オームJ / 60W  82Ω×1本 
Cement resistor CAN60UT  82-ohm J / 60W  82Ω×1 piece

①

NCR-DC□0A2B-162□
セメント抵抗  CAN200UT  39オームJ / 200W  39Ω×1本 
Cement resistor CAN200UT  39-ohm J / 200W  39Ω×1 piece

②

※  回生抵抗器が必要な場合は、CAN60UT  82オームJ（60W  82Ω  1本）をオプションとして用意しています。

※  CAN60UT 82 Ohm J（60W  82Ω  1 pce） is available as option in case of the regenerative resistor is necessary.

12

30

A

B

10
.5

3

F E
C

D

（サーモスタットを組み込みの上、回生抵抗の取付ビスと共締めする）

回生抵抗用
サーモスタット台

温度検出器
サーモスタット
（ネジ込型）

（AMP250相当）

外形 
Dimensions

型式 
Model

定格 
Rated

A B C D E F

① CAN60UT 60W 100 115 40 4.3 20 5
② CAN200UT 200W 200 215 50 5.3 26 8
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本製品の最終使用者が軍事関係であったり、用途が兵器などの製造用である場合には、「外国為替及び外国貿易法」の定める輸出規制の対象となることがありますので、
輸出される際には十分な審査及び必要な輸出手続きをお取りください。

このカタログの記載内容は2017年11月現在のものです。
製品改良のため、予告なしに定格、仕様、寸法などの一部を変更する場合があります。予めご了承ください。
カタログ制作には、最善且つ慎重を期しておりますが、誤字、脱字などにより生じた損害については、責任を負いかねますので、予めご了承ください。

資料Ｎｏ.．Ｎ００５Ｈ２０１７１１

Address：1-4-2, Osaku, Sakura-shi, Chiba-ken 285-0802 Japan　TEL：+81-43-498-2315 FAX：+81-43-498-4654

■ダイレクトドライブモータτDISCシリーズ/VPSシリーズ  組合せ一覧 
　 Direct drive motor τDISC series / VPS series pairing list

τDISC VPS series

Series
モータタイプ 
Motor type

定格トルク 
Rated torque 

（N･m）

最大トルク 
Max torque 
（N･m）

型式 
Model

出力容量 
Out put capacity

ND-s 
series

ND110-65-FS（P） （AC100V） 3.4 8.5
NCR-DC□0A1B-201 200W

ND110-85-FS（P） （AC100V） 5.9 14.7

ND110-65-FS（P） （AC200V） 4.2 10.5

NCR-DC□0A2B-401 400W
ND110-85-FS（P） （AC200V） 7.1 17.5

ND140-65-FS（P） 9.6 22

ND140-70-LS（P） 9.6 22

ND140-95-LS（P） 15 37

NCR-DC□0A2B-801 800W

ND180-55-FS（P） 17 40

ND180-70-LS（P） 17 40

ND180-95-LS（P） 30 75

ND250-55-FS（P） 42 100

ND250-70-LS（P） 42 100

ND250-95-LS（P） 80 190 NCR-DC□0A2B-162 1.6kW

ND-s HS 
series

ND110-85FS（P）-HS
5.9 14.1 NCR-DC□0A2B-401 400W

8 19.2 NCR-DC□0A2B-801 800W

ND140-70-LS（P）-HS 9.6 22 NCR-DC□0A2B-801 800W

ND140-95-LS（P）-HS 15 37 NCR-DC□0A2B-162 1.6kW

DD-s 
series

DD160-96-LS（P） 10 23
NCR-DC□0A2B-401 400W

DD160-105-FS（P） 10 23

DD160-146-LS（P） 27 62.5
NCR-DC□0A2B-801 800W

DD250-90-LS（P） 42 100

DD250-138-LS（P） 80 190
NCR-DC□0A2B-162 1.6kW

DD250-163-LS（P） 120 300

FD-s 
series

FD180-75-FS-S273 17 37 NCR-DC□0A2B-401 400W

FD250-65-LS-S265 53 130 NCR-DC□0A2B-801 800W

FD400-70-LS-S255
84 180 NCR-DC□0A2B-401 400W

160 300 NCR-DC□0A2B-801 800W
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