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　まえがき

　機械の高精度な位置制御を行う駆動装置としては，主に

サーボシステムが適用されている。富士電機では中小容量
のサーボシステム「FALDICシリーズ」を製品化してい

るが，大容量が要求される場合に，標準製品系列では対応
できないことがある。標準製品系列を超えたシステムへの

対応は従来からベクトルインバータで個別に対応してきて

いる。今回，統合コントローラ「MICREX-SX」のアプリ

ケーションソフトウェア，ファンクションブロック（FB）
と汎用高性能ベクトルインバータ「FRENIC5000VG7Sシ
リーズ」（以下，VG7と略す）との組合せによる高精度な

同期システムを開発した。

　本稿では，多くの特徴を有する制御方式を中心に，その

システム構成と適用事例を紹介する。

　制御方式

2.1　従来の制御方式

　ベクトルインバータを使用した一般的な位置制御方式で

は，MICREX-SXの専用位置決めモジュールを使用して

いた。位置決めモジュールにはパルス列指令とアナログ速
度指令のタイプがあるが，それぞれ次の課題があった。

（1）　パルス列指令タイプは耐ノイズ性の確保のための配慮
が必要である。

（2）　アナログ速度指令タイプはドリフト対策が必要である。

（3）　二つのタイプとも実配線が煩雑である。

　従来のアナログ指令の位置決めモジュールを使用した

システム構成を図 1（a）に示す。VG7のシステムでもサー

ボシステムと同様に位置，速度，電流の 3段の調節器で構
成される。VG7側では速度調節器と電流調節器の演算を，

MICREX-SX側では位置決めモジュールで位置調節器の

演算を実行している。

2.2　新制御方式　

　開発したMICREX-SXによる位置決めシステムの構成

を図 1（b）に示す。適用機器として，MICREX-SXの高性
能型 CPU （SX-CPU）と「SXバス」直結型 VG7から成
るシンプルな構成である。全体のシステム構成は従来方式
と同じであるが，位置決めモジュールを使わずに位置調
節器演算をMICREX-SX側の FBで実現している。また，

VG7側の機能は従来方式と変わらない。

　SX-CPUと VG7との間は，高速シリアルバスである

SXバスを介して速度指令と位置の帰還現在値読込みを行
い，SX-CPUで位置調節器演算を行っている。この方式
は，MICREX-SXを使用したソフトウェアによるサーボ

のモーション制御で採用している実績の多い方式である。

　VG7とサーボ（SXバス付速度制御型アンプ。以下，

VSSと略す）のモーション制御方式の違いは，指令方式
にある。VSSではアンプ側に位置調節系を有しているの

で，MICREX-SX側から位置指令，速度指令およびト

ルク指令を与えることができる。これに対して VG7を
MICREX-SXと組み合わせる場合は，速度指令とトルク

指令が可能であり，位置調節器の演算を SX-CPUのソフ

（a）従来の制御方式（アナログ位置決めモジュールを使用）
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（b）新制御方式（SX-CPUを使用）

仮想主軸
演算処理

選択

F/F
（フィード
　フォワード）

位置指令

VG7側機能

速度指令 電流指令

実主軸
演算処理

APC
（位置調節器）

ASR
（速度調節器）

ACR
（電流調節器）

SX-CPU側処理

M

PE

位置帰還 速度帰還

位置帰還 速度帰還

電流帰還

電流帰還

図1　従来の制御方式と新制御方式との違い
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トウェアで処理する。

　多軸モーションシステムにおける同期制御には，搬送装
置で多く使用される速度比例同期のような簡易な方式もあ

るが，このシステムでは，連続運転を意図して累積の位相
ずれが生じないように位置同期方式を採用している。位置
同期方式では一定時間ごとに演算される指令位置データと，

モータエンコーダからの帰還位置の偏差から速度指令値を

演算し，VG7へ指令する。

　この演算を行う位置同期制御 FB（以下，APC-FBと略
す）を図 2に示す。

　APC-FBは，上記のようにMICREX-SXで演算した位
置指令データを VG7の速度指令に変換する機能，および

モータエンコーダ信号との偏差演算の機能を持っている。

位置制御応答は，設定された APCのゲインによって調節
できる。

2.3　同期制御

　2.2節に基本的なモーション制御について記したが，同
期制御においては，主軸に対する追従性が問題になる。

　追従遅れの要因としては，

（1）　VG7の速度制御系の遅れ

（2）　主軸同期パルスの読込み処理の遅れ

（3）　モータエンコーダパルスの読込み処理の遅れ

があげられる。

　（1）に対してはインバータの調節系の問題，すなわちモー

タと負荷慣性モーメントの関係があり，応答を高くするた

めにはモータに対する負荷の慣性比を小さくする。

　（2），（3）については制御システム上の同期の問題であり，

以下の対応を行っている。

　SXバスを介して接続された SX-CPUと VG7の CPU
は独立して動作しているため，処理のタイミング合わせが

必要である。APC-FBによる位置制御では，位置指令値
と位置帰還値の取込みを時間軸上でタイミングを合わせて

（3）の遅れ時間を補正することが，同期精度にとって重要な

事項である。この問題を解決するため，VG7側で SXバ

スの送信完了信号を基準信号として，送信完了信号から帰
還パルスサンプリングするまでの時間（サンプルタイミン

グ）を計数できるように機能を追加し，MICREX-SX側
ではこのサンプルタイミングを参照して読込み処理の遅れ

時間を補正する。

　（2）の問題に対しても，同様に遅れ時間を補正している。

図 3にこの動作を行う主軸パルス補正 FBを示す。

　以上の機能を開発して同期・位置決め制御の改善を図り，

標準の VG7によるモーションシステムへの適用範囲の拡
大を行った。

　SXバス直結駆動システムの特徴

3.1　MICREX-SXの特徴を生かしたシンプルな構成
　高性能な SX-CPUを使用して，シーケンス制御と駆動
制御を 1台で制御するため，

（1）　高価なモーション専用モジュールが不要となり，大幅
なコストダウンが期待できる。

（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

ングツールでサポートできるため，作業効率が向上する。

　また，高速なシリアルバスである SXバスを使用するこ

とにより，

（1）　最小 1msの高速タクト制御が可能である（SXバスの 
基本性能は 0.5ms）。

（2）　SXバスケーブルによりワンタッチで接続できるため，

省配線が実現でき，台数の追加も容易に行える。

（3）　インバータ，サーボなどのドライブ装置の分散設置が

可能である（SXバス総延長は 25m，電気リピータ使用
により最大 100mまで拡張可能）。

3.2　モーション制御 FBの提供

　従来，高精度な位置決め制御システムでは，位置決め専
用コントローラと駆動装置を使用するのが一般的な手法で

あった。しかしこの方法では，専用コントローラであるこ

とによるシステム構築の柔軟性やコストに問題を含んでい

る。これに対して新方式では，MICREX-SX上で速度・

位置・同期・トルク制御など駆動装置の制御を行うための

多彩な機能を FBの形で提供することにより，アプリケー

ションの効率的な開発を実現している。

演算指令

位置プリセット指令

位置指令値

位置帰還値

位置プリセット値

APCゲイン

シフトレジスタ段数

動作中

ニアゼロ信号

偏差オーバー異常

速度指令値

偏差量現在値

指令現在値

帰還現在値

フィードフォワード比率

ニアゼロ監視幅

偏差異常監視幅

エンコーダパルス数

SXタクト周期

図2　位置同期制御 FB（APC-FB）の図式

起動指令

演算選択

速度演算選択

速度フィルタ演算有効

異常リセット

主軸パルスカウント値

トグル指令信号

トグル応答信号

サンプルタイミング

指令遅延時間

送信遅延時間

動作中

設定値異常

増分値異常

主軸現在位置

主軸予測位置

速度演算値

速度予測演算値

加速度演算値

サンプリング間隔

遅延時間演算値

パルス補正量

SXタクト周期

速度フィルタ段数
速度演算タイミング
カウンタ
ドライバ定周期時間
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　この FBを使用することにより，機能モジュールに対す

るインタフェースを作成するイメージでプログラミングが

でき，開発時間の大幅な短縮を図っている。

　また，このほかに，プログラマブルコントローラ（PLC），
駆動装置，プログラマブル操作表示器（POD）などの機器 
と駆動 FBなどのソフトウェアライブラリを組み合わせた

システム想定モデル（アプリケーションモデル：APM）

としての提供も行っている。

3.3　プログラムの保護

　作成したプログラム，FBにパスワードや隠蔽（いんぺ

い）を処置することが可能であるため，ノウハウが外部に

流出しないよう保護することができる。

　適用事例

4.1　ロータリシヤーの機械構成

　ロータリシヤーとは，連続して送られてくる板状の製品
を回転機構部に設置されたカッタで切断する機械であり，

包装機，印刷機および鋼板などの定尺切断機に適用されて

いる。ロータリシヤーの運転では切断している間，カッタ

の周速を製品速度に同期させる。また，カッタは，1回転
（1枚刃の場合）で全製品の切断長に対処するため，カッ

タ軸は変速しながらの同期動作となる。すなわち，カッタ

の周長より短い切断では非同期区間で高速回転に，周長よ

り長い切断では非同期区間で低速回転となる。図 4にカッ

タ軸の動作パターンを示す。

　図 5の適用例は，鋼板材を一定寸法に切断する装置であ

る。図には示していないが，レベラ部の前段には，材料原
反の送り出し装置が，シヤー部の後段には切断された材料
のストック装置がある長いライン構成となっている。ロー

タリシヤーの制御機器構成を図 6に示す（周長より長い切
断の場合）。

4.2　機械動作と制御内容

（1）　レベラ

　鋼板の曲がりを矯正し，圧力装置で蛇行を防ぎながら鋼
板を搬出するため，設定されたライン速度で VG7を速度
制御し，鋼板を送り出す。また，距離センサにてループ位
置制御を行う。

（2）　フィードロール

　鋼板をシヤー部に設定ライン速度で送り出すため，設定
されたライン速度で，VSSを速度制御し，鋼板を送り出す。

（3）　ロータリシヤー

　鋼板を設定切断寸法に切断するため，フィードロールと

シヤー間に設置された鋼板長さを計測するメジャーエン

コーダパルス（主軸エンコーダ）をカウントし，ライン速
度と同期速度で設定寸法長さに切断するようにモータを位
置制御（パターン同期制御）する。材料の送りはフィー

ドロールで行うが，材料が多少スリップするために，メ

ジャーエンコーダで材料の送り量を正確に計測する。

4.3　ロータリシヤー制御

　この制御は，下記の FBで構成される。

（1）　切断長検出 FB
　主軸エンコーダをカウントする FBである。VSSの高
速カウンタ入力でカウントする。この機能には，前述（図

3）のパルス補正 FBを使用し，時間調停後のパルスを主
軸エンコーダの同期（測長）パルスとする。

　この FBで，設定切断長のサイクル内パルスを演算して

おり，出力値は 0/切断長パルス数の間で変化する。こ

のパルス出力値をリングカウンタパルスとして，カッタ演
算 FBに指令する。

　補助機能としては，主軸エンコーダ逆転検出，異常速度
検出がある。

（2）　カッタ軸演算 FB
　カッタ軸に指令するパターンを作成する FBである。

カッタ軸の機械定数および設定される同期幅，加減速長さ

から，非同期区間での定速領域，同期加速領域，同期領域，

同期減速領域のパルスを演算する。
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図4　ロータリシヤーの動作パターン
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図5　ロータリシヤーの機械構成
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　補助機能としては，動作フラグ出力（加速中，同期中，

減速中），切断長異常検出などを有している。

（3）　APC制御 FB
　前述（図 2）の偏差演算を行う FBである。カッタ軸演
算 FBから指令される位置指令とモータエンコーダからの

帰還パルスとの偏差を演算し，位置指令を速度指令に変換
して VG7に指令する。補助機能としては，フィードフォ

ワード処理，移動平均処理，偏差オーバー検出がある。

（4）　VG7インタフェース FB
　VG7の入出力信号を制御する FBである。

（5）　モータエンコーダ補正 FB
　パルス補正 FBを使用し，時間調停後のパルスをモータ

からの帰還パルスとする FBである。

（6）　端数処理 FB
　減速機の歯数とエンコーダの関係において，位置分解能
（mm/パルス）が整数比とならず割り切れない場合があ

る。回転体の位置決めでは，端数が生じると位相ずれとな

る。この端数をサイクルごとに補正する FBである。この

ほかに，マークセンサで切断位置を調整する場合（定位置
切断）には，高速カウンタを使用してマークセンサの立上
り時の同期エンコーダカウント値を読み込み，次回の切断
長を補正する FBを用意している。

　図 7に切断サイクルを実行する FBの構成を示す。紹介
した FBを使用して納入したロータリシヤー制御システ
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ムの性能は，ライン速度 45m/minで，切断精度＋－ 0.2〜 
＋－ 0.3mmの実績が得られている。

　このほかに，同様のシステム事例として，フライングシ

ヤー，2軸同期運転システムなどがある。

4.4　標準の位置制御

　前節ではロータリシヤーの制御ブロックを紹介したが，

このほかに基本位置決め制御の FBがある。

（1）　原点復帰指令 FB
　機械側に設置された原点 LSとモータの Z相信号によっ

て，機械原点への位置決めを行う。

（2）　手動運転（ジョグ）FB手動正転，手動逆転を行う。

（3）　PTP位置決め FB
　目標位置への位置決めを行う。

（4）　加減速演算 FB
　上記 FBに加減速機能を付加する。

　これらの FBは，実績の多いサーボシステムで使用し

ているものをベースに設計したものである。このように，

サーボシステムで実現しているモーションコントロールシ

ステムを，より大容量の VG7にも適用可能としている。

　あとがき

　本稿では，MICREX-SXと VG7を組み合わせた同期シ

ステムの制御方式，特徴と適用事例について紹介した。

　MICREX-SXのソフトウェアによる駆動制御は，FBに

よって要求仕様に対応できる制御方式を構築可能としたも

のである。一方，システムとしての性能・特性と製品加工
精度は，適用事例で紹介したコントローラとアクチュエー

タだけではなく，モータの追従性や機構部の剛性とバック

ラッシを含めて総合的に検討することが必要である。今後
もインバータ・サーボシステムの一層の高速・高精度化に

よる多様なシステムの提供に対処していく所存である。
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