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Abstract— An online reference shaping which easily achieves robust motor servo control is proposed. The
key technique is to equip an integration compensator with a quantized anti-windup function outside of the
PD controller. It works even on unsophisticated embedded PD controllers.
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1. はじめに
サーボ制御では，プラントのモデルが正確でなくて

も重力・摩擦などによる定常外乱を補償できるロバス

ト性が求められる．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 [1][2]が，制御対象が回

転モータの場合，どのような方法であれ積分補償が必

須となる．しかし積分補償を不用意に行うと，電圧や

トルクの制限が原因でワインドアップ [3]が生じる．こ

れを防ぐためには，操作量の飽和時に特別な制御を行

う必要があるが，市販の組込制御器には飽和が生じて

いるか否かを外部から監視する機能が備わっていない

ことが多い．一方，制御器への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 [4, 5, 6]

が知られている．本稿では，目標値整形器自体に積分

補償およびアンチワインドアップ機能を持たせること

で，低機能な組込 PD補償器を用いたシステムであっ
てもロバストに定常外乱を補償する方法を提案する．

2. 目標値整形によるサーボ制御の応答改善
Fig.1 に示すように，目標角度 dθ のみを入力とし

モータを制御する組込 PD補償器を想定する．KP は

比例ゲイン，KD は微分ゲインである．図では微分先

行型となっているが，通常の PD補償器であっても構
わない．内部に飽和器を持つが，飽和しているか否か

外部からは判らない．ただし，モータの現在角度 θは

取得できるものとする．

Fig.2のように，与えられた指令角度 cθを修正し dθ

とする目標値整形器を，次式で設計する．

dθ = cθ + KIa + θO (1)

a = acm(e; aM ) (2)

e = sat(cθ − θ; eM ) (3)

θO = sgn{dz(e;∆)}r (4)

ただしKI，aM，eM，∆，rは定数とする．satは次式
で定義される閾値関数である．
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Fig.1 An embedded PD controller to be supposed.
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Fig.2 Proposed online reference shaping system.

sat(x;xM ) =


xM (x > xMのとき)

x (−xM ≤ x ≤ xMのとき)

−xM (x < −xMのとき)

(5)

acm(x; xM )は，|x| < xM のときのみ xを積分し，そ

れ以外の場合は出力を現在値でリセットするアンチワ

インドアップ機能付き積分補償器である．これは代数

ループを含むので，連続時間システムとして表現する

ことはできないが，例えば長方形近似によって離散化

すると，次のように漸化式で定義できる．

a′ = a[k] + Te[k] (6)

a[k + 1] = sat(a′; aM ) (7)

ただし T はサンプリング時間である．また dz(x;∆)は，
次式で定義される不感帯関数である．
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Fig.3 Step responses for proposed subsystems

dz(x;∆) =


x − ∆ (x > ∆のとき)

0 (−∆ ≤ x ≤ ∆のとき)

−x + ∆ (x < −∆のとき)

(8)

式 (2)(3)(4)はそれぞれ，定常偏差補償，オーバーシュー
ト抑制，乾性摩擦補償を目的としている．値が全て飽

和しない領域においては，制御器は次式のような微分

先行型 PID補償器と等価になる．

u = KP {cθ − θ + KI

∫
(cθ − θ)dt + θO} − KD θ̇ (9)

また，いずれかの箇所で飽和が起こる場合，積分項は

定値で抑えられ，（平衡点は cθからずれるが）元の微分

先行型 PD補償器と等価になる．

3. 実験
人型ロボットmighty[7]の腕部を用いて実験を行った．

肩関節の外転方向に，5[◦]幅のステップ状指令値を与え
て応答を調べた．モータはmaxon motorコアレスDC
モータ RE-max21，減速器はプーリおよびハーモニッ
クドライブ CSF-8-100を用いており，回転中心から約
0.1[m]の距離に重心がある．腕部質量は約 0.4[kg]であ
る．また使用したモータドライバは，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．

結果をFig.3に示す．まずKI = 0，aM = ∞，eM =
∞，∆ = 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．過渡応答はオーバー
シュート 1%未満，静定時間は約 0.1[s]だが，20%程度
の定常偏差が生じている．ヒステリシスがあるので，主

な原因は乾性摩擦と考えられる．次に，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．そこで eM = 0.15[◦]とし，振動を抑えたものが
(d)である．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，目標値近

くでの収束性が悪いことも分かる．さらに∆ = 0.01[◦]，
r = 0.5[◦]とした結果が (d)である．乾性摩擦がフィー
ドフォワード補償され，目標値近くでの過渡応答が改

善されている．

4. おわりに
目標値整形のみで安価にロバスト安定性を実現する

モータサーボ制御を提案した．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，
重力・乾性摩擦を補償できることを示した．本研究は，

科学研究費補助金若手研究 (B)(課題番号：20760170)
および次世代研究スーパースター養成プログラム（九

州大学総長裁量経費）の支援を受けた．
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