
柳瀬　孝雄

サーボシステムの開発に従事。現

在，（株）富士電機総合研究所パ

ワーエレクトロニクス開発研究所

サーボシステムグループ開発マ

ネージャー。

海田　英俊

パワーエレクトロニクス装置の開

発に従事。現在，（株）富士電機総

合研究所パワーエレクトロニクス

開発研究所ドライブシステムグ

ループ主任技師。工学博士。

藍原　隆司

可変速駆動システムの開発に従事。

現在，（株）富士電機総合研究所パ

ワーエレクトロニクス開発研究所

サーボシステムグループ主任技師。

富士時報 Vol.72 No.4 1999

まえがき

高密度，低消費電力の半導体デバイスの登場で，インバー

タ，サーボシステムは，小形・高性能化を達成している。

なかでも，制御に使用される高性能マイクロプロセッサは，

複雑かつ緻密（ちみつ）な制御演算を実現できる高い演算

能力を獲得し，装置のインテリジェント化を加速している。

また，ASIC（Application Specific IC）の高集積化は，

ソフトウェア/ハードウェア処理分担における最適点のハー

ドウェア側へのシフトを可能とし，装置のさらなる高性能

化を実現している。

本稿では，最近のインバータとサーボシステムの制御技

術について概要を紹介する。

インバータ制御技術

最近のインバータ制御技術は，出力電圧の制御技術や誘

導機の状態推定技術の進歩によって，可変速範囲の拡大，

トルクリプルの少ない滑らかな回転，高速応答を実現して

いる
（1）

。近年，富士電機では，これらの技術を踏まえて，制

御性能や使いやすさを一層改善する技術の開発を行ってお

り，その一部として以下に「トルク制御精度向上技術」お

よび「フリーラン速度推定技術」を紹介する。

２.１ トルク制御精度向上技術

インバータの主なトルク誤差要因として，誘導機の鉄損

と等価回路定数の温度変化を挙げることができる。高精度

を要する用途では，これらによる制御誤差の補償が必要に

なる。以下に補償技術について詳細を述べる。

鉄損補償

誘導機に使用するケイ素鋼板で発生する鉄損は，数％精

度のトルク制御を行ううえで，無視できないほどの電力や

トルクの損失を発生する。鉄損を考慮した等価回路の例を

図１に示す。この鉄損は，渦電流損とヒステリシス損に分

けられる。渦電流損は線形な抵抗で表せるので，制御系の

解析時に考慮が容易であり，補償も簡単である。他方，ヒ

ステリシス損は，磁束レベルに依存する非線形な性質があ

るので，従来考慮されることが少なかった。ところが，速

度可変範囲が広がってきたため，低速運転時のトルク精度

に大きな影響を及ぼすヒステリシス損を無視できなくなっ

ている。

図２はトルク電流換算した鉄損中の渦電流損成分とヒス

テリシス損成分の周波数依存性を模式的に表したものであ

る。ヒステリシス損成分の大きさは周波数に依存しないの

で，低速時に顕著な影響を及ぼす。ヒステリシス損成分を

考慮して鉄損補償した 5Hz 時のトルク演算
（2）

の結果が図３

である。鉄損補償によってトルク演算精度が顕著に改善さ

れ，低速においても運転特性の向上に効果が大きい。
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図１　誘導機等価回路（1相分）
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図２　鉄損分電流の周波数依存性（磁束一定条件）
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運転中に最も大きく変動する誘導機等価回路定数は二次

抵抗である。V/f制御される誘導機のすべり周波数の大き

さは二次抵抗に比例するため，負荷運転時の温度上昇に

よって二次抵抗が変化すると，速度も変化してしまう。温

度上昇に対して誘導機速度を一定に保つには，オンライン

でチューニングする機能が必要になる。ここでは，二次抵

抗にほぼ比例して変化する一次抵抗に着目してチューニン

グを行う方式について説明する
（3）

。

誘導機の一次抵抗 R1，励磁電流 i1d，およびこれらの設

定値 R1*，i1d* との間には次の関係がある。

…………………………………………………

すべり周波数は R2/i1d（R2 ：二次抵抗）に比例する性

質がある。そこで，次式ですべり周波数を補償してやれば，

R2 の温度変化があっても速度を一定に保つことができる。

………………………………………………

R̂2 ：補償後の二次抵抗

図４は負荷運転状態の比較である。本方式によるオンラ

インチューニングは演算が簡便であるが，速度ドリフトを

1/3 程度に改善することができる。

２.２ フリーラン速度推定技術

瞬間的な停電や外力によって，誘導機がフリーラン状態

となっている場合がある。V/f制御のように速度センサの

ない場合，回転している状態でインバータを始動すると，

突入電流によってインバータが非常停止したり電動機がト

ルクショックを発生する。滑らかに始動させるには，イン

バータ始動時に誘導機のフリーラン速度を推定し，最適な

周波数に設定してやらねばならない。以下に，自励発振を

利用するフリーラン速度推定方法
（4）

について紹介する。

図５は誘導機のインピーダンス特性である。誘導機は同

期周波数（すべり 0）でインピーダンスが最大となる周波

数特性を持っている。この性質を利用して，マイクロコン

ピュータ（マイコン）とインバータによる制御で適切に正

帰還をかけてやれば，同期周波数付近で自励発振させて速

度を推定することが可能である。図６は自励発振のための

制御ブロック図（静止座標系α，β軸）である。インバー
タは，制御によって誘導機の必要とする無効電力を供給す

ることで，速度にかかわらず同期速度付近で誘導機を励振

することができる。

図７は発振時の誘導機電流波形，図８は速度検出結果の
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一例である。正転，逆転，停止を含めた全速度領域でフリー

ラン速度を正確に検出している。本方法によるフリーラン

速度推定は，回転方向を含めた周波数検出が可能であるた

め，正転，逆転のいかんにかかわらず，異常トルクのない

ショックレス始動を実現できる。

最近のサーボシステム制御技術

最近のサーボシステム技術の動向として，「電動機の小

形化」と「制御パラメータの自動調整化」が挙げられる。

これに対してサーボ制御技術には以下の課題がある。

低慣性電動機の実力を生かしきる高タクト駆動の実現

低慣性電動機においても，優れた外乱抑圧性能・安定

性・低回転むらを実現できる，高ゲイン制御

上記の性能を自動調整で得られること

の高タクトを実現できる高速応答制御と の高ゲイン

制御の実現とは，制御技術的に同義である。

高速応答制御の実現には，高分解能エンコーダによる低

速性能の向上が必要不可欠である。低速および停止状態に

おいては，エンコーダの分解能に起因する軸振動が少なか

らず発生し，その振動の大きさは応答に概略比例する。高

速応答でかつ低振動の両方を実現するために高分解能エン

コーダが必要である。

以下に，高速応答制御・高分解能エンコーダによる低速

性能向上・新方式オートチューニング技術の紹介をする。

３.１ 高速応答制御

高速応答制御の実現のために，以下の 2点の開発を行っ

た。

™電流制御のハードウェア化

™サーボ制御への高速 RISC（Reduced Instruction Set 

Computer）マイコン適用

従来，ソフトウェア演算で行っていた電流制御演算を，

ハードウェア化することで制御周期を速くできた。また，

高速 RISC マイコンの適用により演算時間を短縮したこと

と，電流制御をハードウェア演算としたことにより，速度

制御演算周期を短縮できた。

この結果，従来の 5倍の速度制御応答を達成することが

できた。図９に速度制御応答の周波数特性を示す。カット

オフ周波数である－3dB 点は 560Hz を示しているのが分

かる。

回転むらデータを図 に示す。全体的に 4％以下と，低

回転むらを実現できているのが分かる。500Hz の応答が

得られるため制御ゲインを高くでき，結果的に回転むらを

抑制できている。

位置決め時の整定動作を図 に示す。1,000 r/min まで１１

１０

（2）（1）

（3）

（2）

（1）
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図７　自励発振時のα，β軸電流波形
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図８　回転周波数と発振周波数の関係
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の加減速をそれぞれ約 25ms で行っており，停止してから

位置決め完了信号がオンするまでの整定時間は 2ms 以下

となっている。このような高速な位置決めができるように

なったのも，500Hz の速度制御応答による。

３.２ 高分解能エンコーダによる低速性能向上

電気逓倍による 16 ビットシリアル通信・エンコーダ

（16,384 パルス相当）を新たに開発した。これを制御フィー

ドバックに使用することで，低速性能を飛躍的に向上させ

ることができた。図 は 1r/min 回転指令時の速度波形の

比較である。条件はいずれも電動機単体・速度応答 500

Hz の調整である。13 ビットエンコーダにおいては，分解

能に起因する速度検出リプルにより 12 r/min（p-p）以上

の振動が発生している。このような振動が，機械共振を引

き起こしたり騒音を発生させたりすることが多い。この点

において 13 ビットエンコーダを使用して 500Hz 応答を得

るのはあまり実用的でないことが分かる。一方，16 ビッ

トエンコーダにおいては，わずかに 1.5 r/min（p-p）程度

の振動が見られるだけであり，13 ビットエンコーダにお

ける振動の問題は解決されている。

３.３ 新方式オートチューニング

負荷慣性推定に基づいて瞬時にサーボ調整を行う新方式

オートチューニング技術を紹介する。

図 に，慣性推定波形と速度・トルクの応答波形の一

例を示す。総慣性値が電動機慣性の10倍の状態で，慣性推

定の初期値を1倍にしている。△点にてリアルタイム・オー

トチューニングを始動させると，瞬時に正しく慣性を推定

できている。慣性推定値に基づいて適切な制御ゲインをリ

アルタイムで設定しているため，チューニング開始以降の

応答波形が10倍程度速くなっていることが分かる。

このように，チューニング動作を高速かつ高精度とする

ことで，さまざまな機械系においても瞬時に調整ができ，

適用できる機械系の範囲が広がる。

あとがき

以上，最近の制御技術として，インバータのトルク制御

精度向上・初期速度推定技術，サーボシステムの高速応答

制御・高分解能エンコーダによる低速性能向上・新方式オー

トチューニング技術を紹介した。

今後も市場要求にこたえるべく，新機能や一層の高性能

の実現を行う所存である。
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