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サーボの多軸同期システムへの適用
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　まえがき

　モーションコントロールシステムは工作機械，食品機械，

印刷機械などの幅広い機械制御分野で使われており，要求
される機能も単純な位置決めを行うものから，多軸で同
期運転を行うものまで多岐にわたっている。従来のモー

ションコントロールシステムでは，位置決め用や同期運転
用など目的に合わせた専用のモジュールを使用する場合
が一般的であった。しかし富士電機では統合コントローラ

「MICREX-SX」と高性能サーボシステム「FALDIC-αシ

リーズ」を高速なシリアルバスで接続し，アプリケーショ

ンソフトウェアによってモーション制御を行うモーション

システムを提供している。

　本稿では，専用モジュールを使用せずに，モーション演
算をMICREX-SXで行う場合の仕組みと特徴，およびそ

の適用事例について紹介する。

　制御方法

2.1　SXバス直結のモーション制御

　ソフトウェアによるモーションシステムを可能にしてい

るものは高速演算処理が可能なMICREX-SXと，これに

直接 FALDIC-αシリーズを接続する「SXバス」で，こ

れは 25Mビット /秒の伝送速度を持つ高速シリアルバス

である。SXバスによる FALDIC-αシリーズへの指令には，

位置指令，速度指令，およびトルク指令の 3種類が可能で

あるが，本稿では位置指令によるモーション制御について

説明する。

　位置指令制御ではMICREX-SXが一定周期ごとに演
算で求めた目標位置を，SXバスを通じて FALDIC-αシ

リーズに伝送し，目標位置を受け取った FALDIC-αシ

リーズは内部で位置指令値の増分量を演算して動作する。

MICREX-SXの送信する目標位置データと時間の関係を

図 1に示す。このように，FALDIC-αシリーズは一定周
期で指令されたデータの増分量に追従して動作するため，

MICREX-SX側で実行する定周期ごとのモーション演算

により，比率同期運転や円弧補間動作など任意の動作を行
うことができる。

　図 2に同期演算の例として，比率同期および基準データ

に関数演算を加えてサーボを同期動作させた場合の動作波
形の様子を示す。FALDIC-α側では SXバスから受信す

る目標位置データは 32ビットのリングカウンタ値として

増分量を符号付データで演算しているため，同一方向への

連続動作の場合でもオーバフローをすることがない。

2.2　仮想主軸同期制御と実主軸同期制御

　同期運転を行う場合，同期の基準データとなる主軸には 
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図2　比率およびカム演算による同期制御の動作例
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MICREX-SX内部で演算したデータを主軸として追従す

る場合と，外部のパルスジェネレータ（PG）からのパル

スを主軸として追従する場合の二つのパターンがある。本
稿では前者を「仮想主軸」，後者を「実主軸」と呼ぶ。

　仮想主軸に複数の軸を同期させる場合，一定周期ごとに

MICREX-SXから伝送される目標位置の増分量は計算値
であり，各軸に応答遅れがあっても，遅れ時間が等しいな

らばシステム全体の同期精度が保証される。一方，実主軸
に複数の軸を同期させる場合は，基準となるのはあくまで

外部の PGであり，外部 PGからの入力値に数値演算を行
い目標位置として出力するだけでは，PGと実際に動作す

るサーボ軸とは時間的な遅れ（MICREX-SXの処理周期
による応答遅れ）が発生する。したがって，実主軸の場合，

入出力応答遅れ補正の予測演算処理が必要となるが，外部
PGの偏心による誤差や加減速時の応答遅れなどの影響を

受ける。なお，FALDIC-αシリーズは 1個の外部 PGカ

ウンタ機能を持っており，外部 PGからのパルスをカウン

トして SXバス上に出力できるため，MICREX-SXにカ

ウンタモジュールを搭載する必要がない。仮想主軸と実主
軸の制御構成の比較を図 3に示す。

　バス直結モーションシステムの特徴

　従来のモーション制御と比較してアプリケーションソフ

トウェアによる，MICREX-SX直結のモーションシステ

ムは多くの特徴を持っている。その概要を以下に述べる。

3.1　1台のCPUでハイブリッド制御

　シーケンス制御とモーション制御を 1台の CPUでハイ

ブリッド制御するため，

（1）　高価なモーション専用モジュールが不要となり，コス

トダウンが可能である。

（2）　シーケンス制御とモーション制御を一つのプログラミ

ングツールでエンジニアリングできるため，作業効率が

向上する。

（3）　多様なモーション制御機能を 1台の CPUで実行でき

る（例：位置決め動作軸とカム動作軸）。

などのメリットがある。従来方式との違いを図 4に示す。

3.2　高速シリアルバスシステム

　SXバスシステムは前述のように，25Mビット /秒の 
高速伝送が可能であることのほかに次のような特徴がある。

（1）　モーションシステムにおける最小タクト周期は 1ms
まで実現可能である。

（2）　モジュラケーブルによりワンタッチで接続でき， 
省配線でわずらわしい配線作業が削減できるため，

FALDIC-αシリーズの設置・追加も容易に行うことが

できる。

（3）　総延長 25m，電気リピータ使用により最大 100mの

延長布設ができるため，FALDIC-αシリーズの分散設
置が容易である。

3.3　モーションプログラムの提供

　MICREX-SXによるモーションシステムでは，アプ

リケーションソフトウェアによりモーション制御を実現
できる。富士電機では，同期運転をはじめとした多彩な

モーションプログラムをファンクションブロック（FB）
として提供している。FBは世界的に広く使用されている

IEC 61131-3（JIS B 3503）で規格されたプログラミング

言語で，各種の機能をまとめて一つの箱のようにしたもの

である。モーション制御 FBの例を図 5に示す。

　この FBを使用してアプリケーションを開発すること

により，従来のハードウェアモジュールに対するインタ

フェースを作成するのと同じ感覚でプログラミングを行う

ことができる。ユーザーはこれらの FBを組み合わせるこ

とで，大規模な同期システムでも短時間で構築することが
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できる。また，すでにデバッグ済みの FBを再利用するこ

とにより，試験時間の短縮や信頼性を向上させることが可
能である。

　なお，モーション制御 FB については PLCopen-

Technical Committee 2において標準化活動が行われてお

り，IECによるプログラミングが今後，より一層広まって

いくことが予想される。

　適用事例

4.1　大規模同期システム

　FALDIC-αシリーズを 32軸使用した多軸同期システム

のシステム構成を図 6に示す。このシステムでは 1コン

フィグレーション
〈注〉

あたりの制御軸数を 16軸として，2個
のコンフィグレーションでサーボを制御し，残りのコン

フィグレーションで表示器の処理や基準パルスの出力処

理を行っている。コンフィグレーション間はプロセッサ

リンクである Pリンクで接続し，表示器からの設定デー

タなどを伝送する。Pリンクでの伝送は各 CPUの処理と

非同期のため，同期の基準となる主軸パルスをパルス列
出力モジュールから出力して各コンフィグレーションの

FALDIC-αシリーズに入力し，このデータを基に各軸が

同期するシステムとしている。また，主軸パルスの入力は

すべての FALDIC-αシリーズに入力する必要はない。コ

ンフィグレーションごとにいずれか 1台の FALDIC-αシ

リーズに接続するだけで，高速な SXバスを経由してすべ

ての FALDIC-αシリーズに伝達される。

4.2　中規模同期システム

　FALDIC-αシリーズを 16軸使用し，2台の CPUをマ

ルチ構成とした中規模同期システムの例を図 7に示す。こ

のシステムでは CPU1台が 8軸分の制御を行うため，処
理が分散されタクト時間を短縮することができる。また，

CPU間の同期信号の伝送はプロッセッサバスを通じてタ

クトごとに更新することができるため，前節の大規模同期
システムのように基準パルスを供給する必要がないことが

特徴である。

4.3　小規模同期システム

　FALDIC-αシリーズを 4軸使用した小規模同期システ

ムの例を図 8に示す。このシステムでは 1台の CPUで

各軸を制御しており，最も基本的な構成である。1台の

CPUと FBの組合せにより位置決め運転や同期運転が行
えるため，低コストな構成である。また，FALDIC-αシ

リーズでは本稿で紹介した位置指令による運転のほかに，

速度制御やトルク制御も行うことができるため，巻出・巻
取装置におけるテンションコントロールにも応用が可能で
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図5　モーション制御 FBの例

〈注〉コンフィグレーション： SXバスに直接接続されたモジュール

の集合体
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ある。

　あとがき

　MICREX-SXと FALDIC-αシリーズを組み合わせた同

期システムの制御方法，特徴と適用事例について紹介した。

SXバスによるモーションシステムは，同一のハードウェ

ア構成であっても FBの組合せにより，多様な分野にフレ

キシブルに適用可能であり，開発時間の短縮や機械の処理
能力アップなどの要求に対応できる。富士電機ではサーボ

システムの一層の高速化，高精度化と合わせて応用分野が

広がっているモーションシステムのさまざまな要求に対応
していく所存である。
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