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学術・技術論文

目標値整形による簡単かつ安全な積分補償を導入したモータ制御

杉 原 知 道∗

Simple and Stable Integral Compensator on Motor Control by Reference Shaping

Tomomichi Sugihara∗

An online reference shaping which achieves robust motor servo control is proposed. It features an integral com-

pensator which has an anti-windup function with an automatic reset scheme. A complete software implementation

frees the system from any extra equipments to monitor if the motor input is saturated. Hence, the method is easy

to use, is widely applicable, and works even on unsophisticated embedded PD controllers. The proposed controller

is examined on a small anthropomorphic robot, where the dynamical model is hardly identified.
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1. は じ め に

ロボットマニピュレータのモータ制御においては，重力・摩擦
などに起因する外乱を抑制することが制御精度向上のための要
件である．旧来の計算トルク法 [1]の考え方では，ロボットの質
量特性やリンク長などのパラメータを用いて厳密な動力学計算
を行い，非線形な動特性をモデルベースに補償することが外乱
抑制に必須であるとされていた．この方法の問題の一つである
計算コストは，近年の計算機能力の進歩によって深刻ではなく
なってきている．しかし残りの問題として，モデル化誤差や負
荷の変動，外力の影響を吸収することは依然困難であり，ほと
んど実用されていない．関節トルクの高速・高精度な計測に基づ
き計算トルク法を実装した例も発表されている [2] [3] が，この
ような方法のために十分な精度を持ったトルク計測装置は，必
ずしも広く利用できるものではない．制御を行いながらロボッ
トの質量特性や負荷を同定する適応制御 [4]～[6] や，それに類
似した非線形フィードバック制御 [7]～[9]も提案されているが，
即効性に欠けることが問題である．
プラントのモデルが正確に得られていなくても比較的容易に

ロバストなサーボ制御を可能にする方法として，2自由度制御や
スライディングモード制御の応用が提案されている [10]～[14]．
ロボットを構成する駆動器の多くは回転型の電磁モータであり，
ロバスト性を実現するための主要な制御要素は，積分補償器も
しくはそれと等価な要素である．しかし積分補償を不用意に行
うと，電圧や電流等の操作量の制限が原因となり過大なオーバー
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シュートやシステムの不安定化を招く，いわゆるワインドアッ
プ現象が起こることが知られている．これを防ぐためには，自
動整合積分補償など操作量の飽和時に特別な制御（アンチワイ
ンドアップ）[15]～[23]を行う必要がある．関連する従来技術の
共通点として，飽和前の（本来加えたかった）操作量と飽和後
の（実際に加えられる）操作量との差を制御器にフィードバッ
クすることが挙げられる．高機能なモータ制御器を独自に作成
するのではなく，市販の安価な比例微分（PD）補償制御器を用
いる場合，多くの制御器では，操作量に飽和が生じているか否
か外部から監視する機能や，操作量そのものを計測する手段が
備わっておらず，既存のアンチワインドアップ手法をそのまま
適用することはできない．
一方，制御器に外部から与える目標値を整形するだけで，シ

ステムの特性をある程度設計できる方法 [24]～[28] がいくつか
知られている．これらはロバスト安定なサーボ制御器において，
操作量の飽和による挙動の悪化や不安定化を防ぐことが目的で
ある．本稿では，目標値整形器自体に自動リセット機能付き積
分補償器を持たせることで，低機能な組込 PD補償器を用いた
システムであってもロバストに外乱を補償する方法を提案する．
自動リセット機能により，目標値整形器と接続した系の性質に
よらず，積分器が内部不安定にならないことを保証する．この
ため提案方法においては，組込制御器を含めたシステム内部の
状態量が飽和していないか監視する必要がない．目標値整形器
はソフトウェアのみで実装され，適用する組込制御系にハード
ウェア的な改造を施すことなく，アンチワインドアップを容易に
実装できる．必ずしも厳密な安定性理論に基づくものではない
が，方法の簡便さと利用範囲の広さに特長がある．小型ヒュー
マノイドロボットの関節角制御に提案方法を応用し，動力学的
なモデル化がほとんど意味を持たないシステムにおいても定常
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外乱をロバストに補償できることを示す．

2. 目標値整形によるサーボ制御の応答改善

対象とするシステムとして，Fig. 1に示すように目標角度 dθ

のみを入力とし，モータ出力角度 θ が dθ に追従するように制
御する組込 PD補償器を想定する．KP は比例ゲイン，KD は
微分ゲイン，d は外乱，P (s) はプラント伝達関数である．図で
は微分先行型，すなわち微分補償器に目標角速度が含まれてい
ない形となっているが，目標角速度が含まれる通常の PD補償
器であっても構わない．また，モータへの入力は端子間電圧 u

とする．内部に電圧指令値の飽和器を持つが，飽和しているか
否か外部からは分からない．ただし，モータの現在角度 θ は取
得できるものとする．
提案する目標値整形器は，Fig. 2のように，与えられた指令

角度 cθ を現在角度 θ および次式に基づいて整形し，組込 PD

補償器への入力 dθ とするものである．

dθ = cθ + KIa + θO （1）

a = acm(e;aM ) （2）

e = sat(cθ − θ; eM ) （3）

θO = sgn{dz(e;Δ)}r （4）

ただし KI，aM，eM，Δ，r は定数とする．独自に定義した関
数 sat(x; xM)，acm(x;aM )，dz(x;Δ) それぞれについて次に
説明する．まず，sat は次式で定義される閾値関数である．

Fig. 1 An embedded PD compensator with saturation

Fig. 2 Proposed online reference shaping attached to the above
system

sat(x;xM ) =

���
��

xM （x > xMのとき）
x （ − xM ≤ x ≤ xMのとき）
−xM （x < −xMのとき）

（5）

次に，acm(x; aM ) は次式で定義される自動リセット機能付き
積分器である．

a(t + δt) ≡ acm(x(t);aM )

=

��
�a(t) +

� t+δt

t

x(τ )dτ (|a(t + δt)| < aM )

a(t) (|a(t + δt)| ≥ aM )

（6）

ここで δt は無限小時間である．すなわち，現在値を初期値とし
て x を積分し，出力の絶対値が閾値 aM を超えたら出力を現
在値でリセットする．一定値以上の誤差の蓄積を自動的に防止
し，内部不安定およびワインドアップ現象を抑制するものであ
る．これは代数ループ，すなわち出力値自身を出力計算に用い
るフィードバックループを含むので，連続時間システムとして
実装することは困難である．しかし，例えば長方形近似によっ
て離散化すると，離散時刻 k における出力 a[k] を次のように
漸化式で定義できる．

a[0] = 0 （7）

a′ = a[k] + Tx[k] （8）

a[k + 1] = sat(a′; aM ) （9）

ただし x[k] は離散時刻 k における x の値，T はサンプリング
時間である．最後に，dz(x;Δ) は次式で定義される不感帯関数
である．

dz(x;Δ) =

���
��

x − Δ （x > Δのとき）
0 （− Δ ≤ x ≤ Δのとき）
−x + Δ （x < −Δのとき）

（10）

式（2）（3）（4）はそれぞれ定常偏差補償，過大な偏差による
オーバーシュートの抑制（いわゆるリファレンスガバナ [24]と
同じ働き），乾性摩擦補償を目的としている．乾性摩擦補償項に
不感帯を設けているのは，目標値付近でのチャタリングを防ぐ
ためである．

PD補償器を含めた制御器全体の内部には，Fig. 2中の (A)，
(B)，(C)で示される三つの飽和要素がある．簡単のために乾性
摩擦補償項 θO を零とすると，(A)～(C)すべてが飽和していな
い場合，u は次式のようになる．

u = KP

�
cθ − θ + KI

� t

t0

(cθ − θ) dτ

�
− KDθ̇

（11）

すなわちこのとき，制御器は微分先行型 PID補償器と等価であ
る．ただし t0 は，積分値がリセットされた最近の時刻を意味す
る．(A)が飽和しておらず (C)が飽和しているならば，(B)が
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飽和しているか否かにかかわらず，u は次式のようになる．

u = KP (cθ − θ + KI āM ) − KD θ̇ （12）

ただし

āM =

�
aM （(C)が上限で飽和しているとき）
−aM （(C)が下限で飽和しているとき）

（13）

これは元の微分先行型 PD 補償器に対し，目標値を cθ から
cθ + KI āM にオフセットさせるだけの働きと等価である．(B)

のみが飽和している場合の挙動は (B)(C) がともに飽和してい
る場合の挙動より大きく変動することはなく，また (A)が飽和
している場合の挙動は (A)が飽和していない場合の挙動より大
きく変動することはない．このように考えると，(A)(B)(C)の
中のうち (C)で飽和が起こっているか否かのみが制御器を質的
に変える要因であると言えるので，以降では (A)(B)で飽和が
起こっていない状況のみを仮定し，(C)で飽和が起こっていない
状況を S1，起こっている状況を S2とそれぞれ呼ぶことにする．

3. モータ制御への応用時の性能

3. 1 モータモデルと伝達関数
提案する目標値整形器を電磁モータ制御に応用する場合の，

システムの安定性およびロバスト性能について調べる．モータ
のノミナルモデル Pn(s) を，次式で表す．

Pn(s) =
KM

s(TMs + 1)
（14）

ただし KM > 0，TM > 0 である．
前章と同様に乾性摩擦補償項を零とすると，等価ブロック線

図は Fig. 3のようになる．図中の cθ̃，C1(s) および C2(s) は，
次式で定義される．

cθ̃ =

�
cθ (S1)
cθ + KI āM (S2)

（15）

C1(s) =

��
�KP +

KI

s
(S1)

KP (S2)
（16）

C2(s) = KDs （17）

θ，cθ̃，d のラプラス変換をそれぞれ Θ，cΘ̃，D と表すと，

Θ = G(s)cΘ̃ + H(s)D （18）

Fig. 3 An equivalent block diagram with the proposed con-
troller and a motor without saturation

となる．ただし，

G(s) =
C1Pn

1 + (C1 + C2)Pn
（19）

H(s) =
Pn

1 + (C1 + C2)Pn
（20）

3. 2 安定性および定値応答
式（16）（17）を式（19）（20）にそれぞれ代入すれば，次式

を得る．

G(s) =

�
KM KP (s+KI)

TM s3+(KM KD+1)s2+KM KP s+KM KP KI
(S1)

KM KP
TM s2+(KM KD+1)s+KM KP

(S2)

（21）

H(s) =

�
KM s

TM s3+(KM KD+1)s2+KM KP s+KM KP KI
(S1)

KM
TM s2+(KM KD+1)s+KM KP

(S2)

（22）

ゆえに，S1，S2を個別の状況として遷移を考えなければ，次が
成り立つとき S1，S2ともに安定となる．

KP > 0, KD > 0, 0 < KI < K̄I （23）

ただし

K̄I ≡ KMKD + 1

TM
（24）

とおいた．一定目標値 cθ = const. および一定外乱 d = const.

に対しては，最終値定理より

lim
t→∞

θ = lim
s→0

s

	
G(s)

cθ̃

s
+ H(s)

d

s




=

��
�

cθ (S1)

cθ + KI āM +
d

KP
(S2)

（25）

となり，S1 においては目標値に収束し，S2 においては定常偏
差 KI āM + d/KP が生じる．S1と S2の遷移まで考慮した安
定性を厳密に議論することは困難であるが，次の事柄が言える．
（ I ）ある時刻に状態が S1になり，その後も S1のままであれ

ば，θ は目標値 cθ に収束する．
（II）āM = aM とする．S2 においてある時刻に cθ < θ とな

るならば，acm(cθ − θ; aM ) が減少に転じ，S1に連続に
移行する．āM = −aM の場合も同様のことが言える．

（III）ある時刻に状態が S2になり，その後も S2 のままであっ
たとしても，積分値の自動リセット機能によって，積分補
償項が内部不安定を起こすことは決してなく，目標値が
cθ + KI āM に変化するのみである．したがってワインド
アップは起こらず，安全な積分補償が達成される．

以上より，定性的にではあるが，式（11）および（12）で表さ
れる制御器を適用したときのシステムが安定ならば，提案する
制御器を適用したシステムも安定であり，なおかつ d が

−KP KIaM < d < KP KIaM （26）

を満たす範囲に収まっていれば，θ が目標値 cθ にロバストに
収束することが予想される．
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Fig. 4 Frequency characteristics of sensitive function

3. 3 ロバスト性能
伝達関数が式（19）で表されるとき，S1におけるプラント変

動に対する感度関数 S(s) は次式となる．

S(s) ≡ ∂G

∂Pn

� G

Pn

=
s2(TMs + 1)

TMs3 + (KMKD + 1)s2 + KMKP s + KMKP KI

（27）

次章の実験に合わせ TM = 75.1，KM = 1679，KP = 1.9，
KD = 0.075，KI = 0.2 と定めると，

S(s) =
75.1s3 + s2

75.1s3 + 127s2 + 3159s + 632
（28）

となる．このときの感度関数 S(s)および相補感度関数 1−S(s)

の周波数特性を Fig. 4に示す．S(s) が，折点周波数が数 [Hz]

オーダのハイパス特性を持つことが分かる．したがって S1 に
おいては，摩擦や重力による比較的緩慢な負荷変動に対しロバ
ストな制御が達成される．

4. 実 験

Fig. 5に示す小型ヒューマノイドロボット mighty [29] を用
いて実験を行った．これは関節を 20 個持ち，かつ慣性系に固
定されない非駆動な 6自由度（胴体の並進および回転）を持つ
26自由度劣駆動系である．系の規模の観点からも，また計測の
観点からも，ロボットの正確な力学モデルに頼るモータ制御の
利用はほとんど不可能である．まず，ロボットを吊った状態で
（A）右肩外転内転関節，（B）右股屈曲伸展関節，（C）右足首
外転内転関節それぞれに 5◦ 幅のステップ状指令値を与えて応
答を調べた．それぞれの関節のモータ，減速器比およびノミナ
ル慣性モーメントを Table 1に示す．モータはすべて maxon

motor コアレス DCモータ RE-maxシリーズ，減速器はプー
リおよびハーモニックドライブ CSF-8-100を用いている．
また使用したモータドライバを Fig. 6 に示す．これはボー

ド上に H8プロセッサを持ち，1 [ms]周期で PD補償制御を行
うプログラムが組み込まれている．出力は ±24 [V]電圧 PWM

デューティ比（基本周波数 12.5 [kHz]）である．電圧–電流はほ
ぼ比例すると仮定し電流フィードバックは行わない，小サイズ，
低コストを優先した低機能なものである．高ゲインで用いると
広い領域で出力は飽和し，ほとんど ON–OFFスイッチとして
動作する．
（A）右肩外転内転関節に適用した場合の応答について述べ
る．これは乾性摩擦が大きい場合の例であり，K̄I � 0.7 であ
る．Fig. 7 (a)～(f) に結果を示す．まず KI = 0，aM = ∞，

Name: mighty
Height: 580 [mm]
Weight: 6.5 [kg]

Number of actuated joints: 20 (8 for arms, 12 for legs)

Fig. 5 External view and specifications of the robot

Table 1 Actuator and reducer constructions of the tested joints

Joint Motor Dec. ratio Nominal Inertia [kg·m2]

A RE-max21 121:1 5.3 × 10−3

B RE-max24 121:1 3.8 × 10−2

C RE-max24 121:1 6.8 × 10−3

(A) Right shoulder abduction-adduction
(B) Right hip flexion-extention
(C) Right ankle abduction-adduction

Fig. 6 Motor driver board

eM = ∞，Δ = 0，r = 0 とし，指令値をそのまま PD補償器に
与えたときの応答が (a)である．静定時間は約 0.1 [s]だが，1◦

程度の定常偏差が生じている．偏差の生じる方向が運動方向に
依存しているので，主な原因は乾性摩擦であり，式（26）にお
いて d/KP � 1◦ であると見積もれる．このことは以降のパラ
メータ決定において目安となる．すなわち KIaM，eM，Δ，r

は角度の次元をとるので，観測された定常偏差と同じオーダで
値を調整すればよい．特に KIaM はこれよりやや大きめに，r

はこれよりやや小さめに設定するのがよいと考えられる．また
KI は条件（23）を元に決定する．KI = 0.2 として積分補償を
有効にしたときの応答が (b)である．組込制御器内部の飽和要
素によりワインドアップが起こり，不安定なシステムとなって

日本ロボット学会誌 27 巻 8 号 —89— 2009 年 10 月
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(a) without reference shaping

(b) + integral compensator

(c) + auto integration reset

(d) + error saturation

(e) + dry friction compensation

(f) + dead zone

Fig. 7 Step responses of the shoulder joint

(a) without reference shaping

(b) + integral compensator

(c) + auto integration reset

(d) + error saturation

(e) + dry friction compensation

(f) + dead zone

Fig. 8 Step responses of the knee joint

(a) without reference shaping

(b) + integral compensator

(c) + auto integration reset

(d) + error saturation

(e) + dry friction compensation

(f) + dead zone

Fig. 9 Step responses of the ankle joint
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いる．KIaM = 4◦ として自動リセットを有効にした結果が (c)

である．安定な応答にはなったがワインドアップによる大振動
は残っている．eM = 0.2◦ としたものが (d)であり，振動が抑
えられている．このグラフでは定常偏差が補償されていること
が分かりやすい．また乾性摩擦の影響で，立ち上がり直後の収
束性が悪いことも分かる．さらに r = 0.5◦ とした結果が (e)で
ある．乾性摩擦がフィードフォワード補償され，過渡応答が改
善されている．Δ = 0.01◦ としたものが (f)だが，摩擦が大き
いのでこのことによる違いは顕著ではない．
（B）右股屈曲伸展関節に適用した場合の応答結果を

Fig. 8 (a)～(f) に示す．これは，乾性摩擦は比較的小さいが，
重力による偏差が大きい場合の例であり，K̄I � 0.2 である．
KI = 0，aM = ∞，eM = ∞，Δ = 0，r = 0 とし，指令値を
そのまま PD補償器に与えたときの応答が (a)である．モータ
出力が（A）のものよりも大きく，乾性摩擦の影響は比較的小
さくなっており，行き過ぎ量は 10%程度，定常偏差は 0.1◦ 程
度である．運動方向に依らず目標値を下回る定常偏差が生じて
いるので，主な原因は重力と考えられる．KI = 0.1 として積
分補償を有効にしたときの応答が (b)である．目標値に収束し
てはいるが，ワインドアップにより行き過ぎ量が 100%以上と
なっている．KIaM = 3◦ として自動リセットを有効にした結
果が (c) であり，行き過ぎ量が 80%まで減った．目標値 5◦ に
対し最大オフセットを 3◦ としたのと同義であり，元の行き過
ぎ量が 10%であることを考えれば，この結果は妥当である．さ
らに eM = 0.15◦ としたものが (d)であり，行き過ぎ量は元の
10%程度まで抑えられ，定常偏差も無視できるほどになった．重
力の影響が補償されたことで，乾性摩擦の影響が立ち上がり直
後の挙動に露となった．そこで r = 0.2◦ とした結果が (e)，さ
らに Δ = 0.01◦ としたものが (f)であり，収束性が向上されて
いく様子が見て取れる．
最後に負荷の慣性モーメントが小さい場合の例として，（C）

右足首外転内転関節に適用した場合の応答結果を Fig. 9 (a)～
(f)に示す．この例においては K̄I � 1.2 である．まず KI = 0，
aM = ∞，eM = ∞，Δ = 0，r = 0 とし，指令値をそのまま
PD補償器に与えたときの応答が (a)である．もともと慣性が小
さい上に，モータ出力が（B）のものと同じであるので，行き過
ぎ量が 10%未満，定常偏差が 0.1◦ 未満とほとんど問題ないが，
KI = 0.1 として積分補償を有効にすることで，定常偏差は (b)

のようにほとんど無視できるまでに補償される．ただしワイン
ドアップによって行き過ぎ量は 80%程度にまで増えた．これも
KIaM = 2◦ として自動リセットを有効にした結果 (c)のように
50%程度まで，さらに eM = 0.1◦ とすることで (d) のように
もとと同じ 10%程度にまで行き過ぎ量を低減できた．r = 0.2◦

として乾性摩擦のフィードフォワード補償を加えたところ，(e)

のように目標値近くでチャタリングが発生したが，Δ = 0.1◦ と
したところ (f)のように解消された．
以上の結果より，提案手法は，定常偏差の原因や負荷慣性の違

いによらず有効であると言える．パラメータ設定は試行錯誤的
にならざるを得ないが，予備実験として目標値整形を行わなかっ
た場合の定常応答を調べ，その結果を目安に概算した値であって
も十分応答を改善できることは，本章で示したとおりである．

5. お わ り に

目標値整形という単純な手段のみで，負荷変動に対しロバス
ト安定なモータ制御を実現できることが，提案した方法の最大
の利点である．決して内部不安定を起こさない安全な積分補償
の導入は，整形ルール自体に積分値の自動リセット機能を持た
せることで可能になった．これは飽和しているときには目標値
に一定のオフセットを加える以上の変化を与えず，元の制御器
が，本稿で扱ったような単純な PD補償制御ではなく積分補償
器を持つような場合でも，それらがアンチワインドアップ機能
を有しているならば不安定を招く原因にはならない．
提案方法はソフトウェアのみで実装可能なため，電流フィー

ドバックや飽和監視機能を持たない低機能な組込 PD補償器で
も容易に重力・乾性摩擦を補償できることが特長である．安定
性および安定条件についての厳密な議論および証明は課題であ
るが，もとの飽和のないシステムが安定ならば提案システムも
安定となることが，直感的に予想される．
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