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まえがき

産業プラント分野では，常に製品品質の向上や安定操業，

省力化など，いわゆる高機能，高付加価値に関する強い要

求がある。特に電動力応用プラントでは，これらの高度な

要求に対応するため，速度制御などに関する制御性能とロ

バスト性の向上が必須（ひっす）となり，アドバンスト制

御理論の応用が不可欠となっている。現在，産業界では非

干渉制御，オブザーバ，H∞制御などの線形制御と FAN

（ファジィ，AI，ニューロ）技術などを含めたアドバンスト

制御理論全般について種々の研究，開発が進められており，

すでに各種の制御技術がシステム，製品として実用化され

ている。この結果，品質向上，生産性向上，省力化，オペ

レータの負担軽減，制御変動幅の軽減などの効果が得られ

ており，今なお制御技術に大きな期待が寄せられている
（1）（2）（3）

。

富士電機では 1978 年（昭和 53 年）に高速棒鋼圧延設備

に，業界で初めてオブザーバ理論を応用した瞬時速度降下

抑制制御システムを納入した。その後もオブザーバ理論は

もちろん，H∞制御，適応制御，FAN技術応用など数々の

制御技術について研究，開発を進め，シミュレーションや

実験，実プラントで性能と効果を確認し実用化に結び付け

ている。

本稿ではまず，外乱オブザーバを応用し等価的にモデル

追従制御を実現することによって最近実用化した速度制御

系について述べ，続いて現在開発中の，振動抑制が困難だ

といわれている慣性比が小さい 2慣性系の速度制御，なら

びに今後実用化の期待が大きい簡易型（単純）適応制御
（4）

による速度制御について説明するとともに，今後の取組み

についても述べる。

外乱オブザーバの応用

外乱オブザーバは「外乱トルクの推定，外乱応答の改善」

だけでなく，その他種々の応用の可能性について知られて

いる
（5）～（11）

。富士電機では，外乱オブザーバが持つ次に示す性質

やモデル追従制御と等価であることに着目し，２.１節，

２.２節に述べるような，大きな起動時定数をもつ系の速度

制御性能の改善，速度制御系のチューニングレス化を実用

化した。

図１が外乱オブザーバを用いた速度制御系である。ここ

で r，u，y，dはそれぞれ速度設定，トルク指令，速度検

出，外乱である。PI 調節器出力 u1 からトルク指令 uを見

たときの伝達関数は，

…………………………………………

となる。ただしα＝1－Kadd（1－J^/J），σobs＝ J^ /Lであ

る。0 ＜Kadd ≦ 1， J^ ＜ J を選ぶと，u1－u間のゲイン，

つまり開ループのゲインが低周波数領域（ωc ≦α/σobs）
で 1/α（0＜α＜ 1）倍大きくなる。このことは，外乱オ
ブザーバにより速度制御系全体のゲインを上げることがで

きることを示している。

また，図１において Kadd ＝ 1 と置き，さらに PI 調節器，

1/Js，L，1/J^sをそれぞれ G，P，K，Pm と置き換えると，

図１は図２となる。つまり外乱オブザーバはモデル追従制

御と等価である。図２のプラント Pの出力と yとプラン

トモデル Pm の出力 y^ の差 eは，

e＝（ I＋PK）
－1

（Pm－P）u1＋（ I＋PK）
－1

Pd ………………（2）

（1）
u 1＋σobss
u1 α＋σobss
=
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図１　外乱オブザーバを用いた速度制御系
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となる。このとき（I＋PK）の根の実数部が負の大きい値

になるように K（外乱オブザーバの L）を選べば，

y＝y^＝Pm u1 ………………………………………………

となり，yは y^ に追従する。この結果は，図２の Pmに対

して Gを選べば応答が指定できることも表している。さ

らにこの系は Gによらず t→∞で完全に外乱が抑圧され

るので
（5）

，Gは P調節器でもよい。

２.１ 起動時定数の大きな系の速度制御

例えば，線材圧延設備でのブロックミル，レイングヘッ

ドやポーリングリールなどのように，電動機容量に対して

負荷機械の慣性モーメントがきわめて大きな制御対象（大

慣性系：起動時定数が 20 ～ 40 s と大きな系）が存在する。

このような制御対象について必要な速度制御応答を得るた

めには，速度調節器のゲインを数百倍にする必要があるが

実用的でない。このような場合，速度設定値から必要な電

動機加減速トルクを求めるフィードフォワード制御を経験

的に用いていた。この方法では，設定値応答は改善される

が閉ループ系は通常の PI 調節器であるため外乱応答の改

善は望めない。そこで富士電機は，外乱オブザーバにより

速度制御系全体のゲインを上げることでこれらの応答を改

善した
（7）

。

実際に適用したプラントは，1慣性系とみなせる線材設

備のポーリングリール（起動時定数 J＝ 33 s）である。図

３に現地試験時の設定値応答を示す。図４は通常の PI 調

節器による結果である。Pゲイン 50 倍，積分 400ms，オ

ブザーバの設定 J^＝ 50ms，σobs ＝ 5ms，Kadd ＝ 0.7 であ

る。図３から応答が飛躍的に改善されていることが確認で

きる。図３のような応答が得られた結果，ポーリングリー

ルに要求されていた一定時間内の定位置停止制御が容易に

実現できた。

２.２ 速度制御系のチューニングレス化

一般的に速度制御系は，制御対象の動特性にあわせて制

御器のゲインを最適に調節する必要がある。例えば棒鋼設

備などの圧延機（1プラント約 20基）では，圧延機への材

料のかみ込みによる電動機速度の瞬時降下の降下量（％）

とその回復時間（s）の積であるインパクトドロップ量（％s）

を目標値以下にするように調節する。現状では，慣性モー

メントが圧延機により異なるため，試験員が個々に調整し

（3）
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図３　外乱オブザーバを用いた制御系の設定値ステップ応答
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図４　PI 調節器による設定値ステップ応答
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図６　外乱応答（起動時定数 J =2.0s）
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図２　モデル追従制御系
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ている。多数の圧延機の速度制御系の調整時間は少なくな

く，これを削減すること，調整の個人差を排除することが

望まれている。そこで外乱オブザーバを応用して 1慣性系

を対象とした速度制御系のチューニングレス化を実現し，

実際に棒鋼設備の圧延機速度制御に適用した。

図５，図６はそれぞれ起動時定数 J＝ 1.5 s，2.0 s の圧延

機に対する外乱応答（圧延材かみ込み時速度回復特性）で

あり，プラントモデル Pm ＝ 1/0.5 sに対して Gをゲイン

10倍のPアンプとしたものである（σobs＝6.25ms，Kadd＝1）。

この設定は J＝0.5 ～3.0 s に対して同様な応答を得ようと

したものである。ともに現地で速度調節器，外乱オブザー

バの調節をすることなく，同様な応答が得られ，インパク

トドロップ量 0.1 ％s 以下を達成できた。現在，棒鋼圧延

機以外への適用を検討している。

慣性比が小さい2慣性系の振動抑制制御

電動機と負荷機械を剛性の小さい軸で結合しているとき，

軸ねじり振動がしばしば発生し問題になっている。特に電

動機に対し負荷機械の慣性モーメントが小さい（慣性比が

小さい）場合は，振動が発生するとその抑制は困難となる

ことが知られている
（11）

。これらの問題に対し，H∞制御やオ

ブザーバの適用など種々の考察がなされている
（8）～（14）

が，明確な

解決法はまだ知られていない。現在，富士電機では，コン

トローラの導出が簡便な松井らの方法
（10）（14）

を基に慣性比が小さ

い 2慣性系の振動抑制制御の実現に取り組んでおり，トル

ク系の高次遅れや，あまり注目されていないサンプリング

時間，速度検出系の位相遅れなどコントローラの離散化に

伴う諸問題を含め種々の考察を進めている。ここでは，ト

ルク系の高次遅れが問題とならない場合に対して行った実

験について述べる。

交流電動機慣性モーメント Jm ＝ 0.79 s，負荷機械慣性

モーメント Jl ＝ 0.21 s，慣性比 R＝ Jl /Jm ＝ 0.27，共振周

波数 f0 ＝ 21Hz（反共振角周波数ωz ＝ 117rad/s）の実験

機に対し，従来制御による IGBTインバータ（5ms サン

プリングの PI 調節器）を用いた実験結果を図７に示す。

図８はサンプリング時間を 2ms としたときの実験結果で

ある。どちらも PI 調節器は 100 倍，60ms とした。ゲイ

ンが非常に大きいのは，軸ねじり振動が生じにくいように，

開ループ伝達関数のカットオフ周波数ωc を制御対象の反

共振周波数ωz の近傍ωc ＜～ωz としたためである
（13）

。図７，

図８はコントローラのサンプリングを速くすることが振動

抑制に有効であることを示している。これは 5ms サンプ

リングではコントローラの帯域が狭い（低い周波数で位相

が大きく遅れる）ため位相余裕が小さいことに対し，サン

プリングを 2ms とすることで位相余裕が大きくなった結

果である。

さらに優れた振動抑制効果を得るため，図９に示す速度

制御用コントローラを考案した。これは松井らが提案した

二次のコントローラ，

524（20）
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図７　従来制御による2慣性系制御応答
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図８　2msサンプリングPI 調節器による2慣性系制御応答
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K＝ 4.182R＋0.597………………………………………

Co＝ 0.046R＋0.291………………………………………

do＝ 3.496R＋0.565………………………………………

を
（14）

サンプリング時間 2ms で双一次変換したものに，速度

検出系の位相遅れを補償するため富士電機が独自に考案し

た補償器，

，（0≦ a＜ 1）……………………

を付加したものである。松井らの手法も，ゲインを大きく

することによりωc ＜～ωz を実現している。これに対して松

井らは，一次のフィルタでωz 付近から高域を減衰させゲ

インを下げている。本手法による実験結果が図 である。

2ms サンプリングの PI 調節器よりさらに応答が改善され

ている。また設定値応答，外乱応答の制定後のトルク指令

の変動が小さくなっていることも確認できる。

従来では軸ねじり振動の抑制が困難であった慣性比が

R＝0.27 と小さい 2慣性系に対して，サンプリング時間を

考慮した PI 調節器による実験結果と，松井らが提案した

二次のコントローラに富士電機が考案した位相補償器を付

加したコントローラによる実験結果を示した。この結果，

新たに考案したコントローラの有用性が確認できた。現在

トルク系の高次遅れが無視できないようなサイクロコン

バータなどに対しても考察を進めている。

簡易型適応制御による速度制御

適応制御は，プラントの動特性の変動に応じてコント

ローラをオンライン的に自動調節し常に最適な性能を維持

する特長を持つが，従来の方法では構造が非常に複雑にな

るなどの理由で応答速度がきわめて速い（～ms）電動機

速度制御への応用は不適切であった。ところが最近注目さ

れている簡易型適応制御（SAC：Simple Adaptive Con-

trol）
（15）

は構造が簡単になるため，著者らは電動機速度制御

への応用に適していると考え種々の検討を行っている
（16）（17）

。

われわれが求めているコントローラの特性は，電動機，

負荷機械のいかんにかかわらず現地調整が不要で速度応答

性が容易に設定でき振動の生じないようなものである。適

応制御の特長が生かされれば，このような特性をもつ速度

制御系が実現できる。ところが SACは，ASPR（Almost

Strictly Positive Real），つまり定数フィードバックにより

強正実（SPR： Strictly Positive Real）化が可能なプラン

トにしか適用できない
（15）

。これは非常に厳しい条件であり，

これが成立しない電動機速度制御系ではなんらかの工夫が

必要となる。

通常，ASPRでないプラントに対しては，プラントに並

列補償器を加えた拡大系を ASPR とする手法がとられて

いる
（15）

。この結果，拡大系に対しては適応制御がもつ非常に

優れた特性が得られる。ところがプラントに対する特性は

並列補償器により左右されることになり，いかにこれを設

計するかが問題となる。佐野らは H∞制御による並列補償

器の設計を提案した
（16）（17）

。誌面の都合上詳細は省略するが，現

在，電動機と負荷機械を合わせた慣性モーメントの変化に

よる応答の変化が小さいもの（1慣性系のモデル化誤差に

対して応答の変化が小さいもの）と，軸ねじり振動が生じ

にくいもの（2慣性系のモデル化誤差に対して応答の変化

が小さいもの）に対する考察を進めている。

図 に，富士電機の IGBTインバータを用いた SAC速

度制御用コントローラの構成を示す。図中の Ke，Kx，Ku

が最適な制御を行うためオンラインで値が変化する適応ゲ

インである。図 がこのコントローラによる実験結果であ

る。これは 1慣性系のモデル化誤差に着目したもので，交

流電動機＋負荷機械の起動時定数を J＝ 1.3 s，3.9 s とし

１２

１１

１０

（7）
1＋a

1＋az－1
=H（z）

（6）

（5）

（4）
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図１０　新しい速度制御用コントローラによる2慣性系制御応答
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図９　2慣性系に対する新しい速度制御用コントローラ
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たときの外乱応答である。図 は PI 調節器（52.6 倍，50

ms）による実験結果である。SACの外乱応答回復時間は，

PI 調節器の場合と同様，起動時定数に依存してはいるが

PI 調節器の場合に比べてその依存度は小さい。J＝ 1.3 s

と 3.9 s の場合を比べると PI 調節器では外乱応答回復時間

はそれぞれ 110ms，180ms で 1.6 倍劣化している（大き

くなっている）のに対し，SACだと外乱応答回復時間は

125ms，160ms で 1.3 倍しか劣化していない。このことは

PI 調節器に比べ SACの方が慣性モーメントに対する応答

の変化が小さいことを表している。

SACは拡大系に対しては非常に優れた特性をもつ。SAC

を電動機速度制御系に適用するためにはどのように拡大系

を構成するかが問題である。ここではプラントに並列補償

器を付加する方法での実験結果を示した。この結果は従来

の PI 調節器より優れたものとなっているが，より優れた

結果を得ようと，現在，プラントに直列補償器を付加する

方法
（18）

などの考察を進めている。

あとがき

最近実用化した新しい外乱オブザーバの応用事例と，現

在実用化に向けて検討中の二つの速度制御系についてその

概要を述べた。

これらのほかにも最近実用化した制御技術の例として，

外乱オブザーバを応用した，ステンレス鋼板などの調質圧

延を行うスキンパスミル設備の，2台の圧延機間で生じる

鋼板張力の振動抑制制御（本特集の別稿「最近のプロセス

ライン制御システム」参照），H∞制御理論を適用した，炭

坑などの長大斜坑巻上機のロープ伸縮による人車速度変動

の抑制と停止時のローリング抑制制御
（19）

，既設の巻線形誘導

電動機を流用したクレーン自動運転システムでの，ファジィ

理論による振れ止め・位置決め制御［川鉄マシナリー（株）

と共同開発］などがある。

産業界における制御技術に対する期待は非常に大きいも

のがあるが，その適用に際しては，対象により性能やコス

トなどを含めて最適な技術を採用する必要がある。富士電

機は，これらを考慮したうえで，時代の要請に十分こたえ

１３

526（22）

トルク指令　20％/div

（b）SAC：外乱応答 =3.9sJ

（a）SAC：外乱応答 =1.3sJ

速度偏差　1％/div

トルク指令　20％/div

速度偏差　1％/div

50ms

50ms

図１２　SACコントローラの外乱応答（1慣性系）

トルク指令　20％/div
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（a）PI：外乱応答 =1.3sJ

速度偏差　1％/div

トルク指令　20％/div

速度偏差　1％/div

50ms

50ms

図１３　PI 調節器の外乱応答（1慣性系）
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図１１　SACコントローラの構成図
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得るシステム，製品を迅速に提供し続けられるよう，今後

も不断の努力を続けていく所存である。

最後に，これらの制御技術の研究，開発にあたり貴重な

ご教示，ご指導をいただいている慶應義塾大学理工学部佐

野昭教授，東京工業高等専門学校松井義弘先生，東海大学

工学部大内茂人助教授に深く感謝の意を表する次第である。
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〔特　　許〕
最近登録になった富士出願

登録番号 名　　　　称 発明者 登録番号 名　　　　称 発明者

2629437 岩室　憲幸横型絶縁ゲート型バイポーラトラン
ジスタ

2629929
黒田　昌三
服部　芳正
古庄　　昇

電子写真用感光体

2629692 米澤　裕之インバータの電源瞬停復電時の負荷
電動機の再始動方法

2629752
黒田　昌美
服部　芳正
古庄　　昇

電子写真用感光体 2629973

津田喜一郎
栗山　祐輔
浜田　慎二
永田　和重

カップ式飲料自動販売機のキャップ
供給装置

2629784 石田　一郎同期制御装置 2629999
吉田　雅和
藤原　喜隆DC/DCコンバータの直列接続回路

2629885
黒田　昌美
菅田　好信
古庄　　昇

電子写真用感光体

2630023 木村　富宏プリント配線板

2630026 小柳　裕義電子式電力量計

2629892
岩本　昌三
木村　幸雄
松島　幸三

缶商品加熱装置
2630036 川崎　道夫誘導加熱装置

2630037 中村　雅昭自動販売機のディスプレイ装置



＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。




