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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　指令位置に基づいて演算したトルク指令により機械系が接続されたモータを駆動するサ
ーボ制御装置であって、
　前記指令位置に対する前記機械系の機械端位置の応答を模擬したモデル機械端位置と、
前記指令位置に対する前記モータのモータ端位置の応答を模擬したモデルモータ端位置を
演算するモデル位置演算部と、
　前記モデル機械端位置と前記モデルモータ端位置との差に基づいて、前記指令位置に対
する補正量である位置補正量を演算する位置補正量演算部と、
　前記モデルモータ端位置に基づいてトルク補正量を演算するトルク補正量演算部と、
　前記指令位置に前記位置補正量を加算して得られる補正後指令位置、前記機械端位置、
および前記トルク補正量に基づいて、前記機械端位置が前記指令位置に追従するように前
記トルク指令を演算するサーボ制御部と、
　を備える
　ことを特徴とするサーボ制御装置。
【請求項２】
　指令位置に基づいて演算したトルク指令により機械系が接続されたモータを駆動するサ
ーボ制御装置であって、
　前記指令位置に対する前記機械系の機械端位置の応答を模擬したモデル機械端位置と、
前記指令位置に対する前記モータのモータ端位置の応答を模擬したモデルモータ端位置を
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演算するモデル位置演算部と、
　前記モデル機械端位置と、前記機械端位置と前記モータ端位置との差に基づいて、前記
指令位置に対する補正量である位置補正量を演算する位置補正量演算部と、
　前記モデルモータ端位置に基づいてトルク補正量を演算するトルク補正量演算部と、
　前記指令位置に前記位置補正量を加算して得られる補正後指令位置、前記機械端位置、
および前記トルク補正量に基づいて、前記機械端位置が前記指令位置に追従するように前
記トルク指令を演算するサーボ制御部と、
　を備える
　ことを特徴とするサーボ制御装置。
【請求項３】
　前記位置補正量演算部は、
　前記モデル機械端位置と前記モデルモータ端位置との差に対して、前記指令位置から前
記補正後指令位置と前記機械端位置の差である位置偏差までの特性をモデル化した伝達関
数の特性を有するフィルタ処理を行うことにより前記位置補正量を演算する
　ことを特徴とする請求項１に記載のサーボ制御装置。
【請求項４】
　前記位置補正量演算部は、
　前記モデル機械端位置の移動方向が反転したタイミングにおける前記機械端位置と前記
モータ端位置の差に等しい値をホールドすることにより生成される基準信号に、前記指令
位置から前記補正後指令位置と前記機械端位置の差である位置偏差までの特性をモデル化
した伝達関数の特性を有するフィルタ処理を行うことにより前記位置補正量を演算する
　ことを特徴とする請求項２に記載のサーボ制御装置。
【請求項５】
　前記モデル位置演算部は、
　前記サーボ制御部が、前記補正後指令位置、前記機械端位置、および前記モータ端位置
に実行するのと同一の演算を、前記指令位置、前記モデル機械端位置、および前記モデル
モータ端位置にそれぞれ実行することによりモデルトルク指令を演算するサーボ制御模擬
部と、
　前記モデルトルク指令に対する前記モータ端位置の応答を模擬した前記モデルモータ端
位置を演算するモータ模擬部と、
　前記モデルモータ端位置に対する前記機械端位置の応答を模擬した前記モデル機械端位
置を演算する機械系模擬部と、
　を備える
　ことを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載のサーボ制御装置。
【請求項６】
　前記モデル位置演算部は、
　前記サーボ制御部が、前記補正後指令位置、前記機械端位置、および前記モータ端位置
に実行するのと同一の演算を、前記指令位置、前記モデル機械端位置、および前記モデル
モータ端位置にそれぞれ実行することによりモデルトルク指令を演算するサーボ制御模擬
部と、
　前記モデルトルク指令に対する前記モータ端位置および前記機械端位置の応答をそれぞ
れ模擬した前記モデルモータ端位置および前記モデル機械端位置を演算するモータ・機械
系模擬部と、
　を備える
　ことを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載のサーボ制御装置。
【請求項７】
　前記モデル位置演算部は、
　前記指令位置に対する前記機械端位置の応答を模擬した前記モデル機械端位置を演算す
る機械端応答模擬部と、
　前記モータ端位置と前記機械端位置との関係に基づいて、前記モデル機械端位置から前
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記モデルモータ端位置を演算するモータ端位置推定部と、
　を備える
　ことを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載のサーボ制御装置。
【請求項８】
　前記トルク補正量演算部は、前記モデルモータ端位置の移動方向が反転したタイミング
で、前記モータ端位置の移動方向が反転した際に生じる摩擦トルクの変化量を推定し、そ
れに基づいて前記トルク補正量を演算する
　ことを特徴とする請求項１～７のいずれか１項に記載のサーボ制御装置。
【請求項９】
　前記モデル位置演算部は、
　前記モデル位置演算部における演算で用いる前記モータおよび前記機械系の特性パラメ
ータが設定されたパラメータ入力部を備える
　ことを特徴とする請求項１～８のいずれか１項に記載のサーボ制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、工作機械などの装置を駆動制御するサーボ制御装置に関するものであり、特
に摩擦やバックラッシ、ロストモーションなどの外乱要因によって生じる追従誤差を低減
することが可能なサーボ制御装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　工作機械に代表される産業用途の機械では、工具やテーブルが指令値に追従するように
機械の駆動制御を行う。特に、加工対象物（ワーク）に対する工具位置が指令された経路
（指令軌跡）に正確に追従するように機械を駆動する制御は軌跡制御または輪郭運動制御
とよばれ、数値制御装置やそれに付属するサーボ制御装置を用いて精密に行われる。制御
対象の機械は複数の軸を持ち、それぞれサーボ制御装置を用いて駆動される。
【０００３】
　サーボ制御装置には、機械系に存在する摩擦やバックラッシ、ロストモーションといっ
た外乱要因を抑制するために、フィードバック制御に加えて外乱により生じる誤差（特に
軌跡の誤差）を予測して、補正を行う機能が備わっている。特に、送り軸の移動方向の反
転時には摩擦やバックラッシ、ロストモーションといった外乱の作用する方向も反転して
、その影響が軌跡の誤差に顕著に現れる。典型的なものとしては、円弧軌跡を指令した場
合に、円弧軌跡の象限切替り部分において送り軸の移動方向が反転する際に生じる追従誤
差がある。この誤差は、半径方向の誤差量を拡大してプロットすると軌跡が外側に突起状
に飛び出た形状になることから、象限突起と呼ばれる。象限突起のような軌跡の追従誤差
が発生すると、加工結果に筋や傷が発生することになり、好ましくない。
【０００４】
　そのため、仮想的な送り機構を内蔵して仮想的な送り機構と実際の送り機構の間のトル
ク指令信号の差から補正指令を演算して実際のトルク指令に加えたり、送り駆動機構の運
動方向反転する前後に発生する摩擦力又は摩擦トルクを推定して、モータトルク誤差を抽
出し、その誤差信号によってトルク補償したりといったことが行われている（例えば、特
許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１０－４９５９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記従来の技術、例えば特許文献１に記載の技術によれば、実際のトル
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クとモデルトルクに差が生じてから補正指令の効果が現れるので、補正が遅れて効いてし
まう。また、指令位置の方向反転に基づいて摩擦補償信号を生成しているが、フルクロー
ズド制御の場合はモータ端と機械端の間の位置のずれが影響するので、トルクの補償だけ
では効果が十分に得られないという問題があった。
【０００７】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、機械の移動方向反転時などに生じる追
従誤差を低減するサーボ制御装置を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、指令位置に基づいて演算し
たトルク指令により機械系が接続されたモータを駆動するサーボ制御装置であって、前記
指令位置に対する前記機械系の機械端位置の応答を模擬したモデル機械端位置と、前記指
令位置に対する前記モータのモータ端位置の応答を模擬したモデルモータ端位置を演算す
るモデル位置演算部と、前記モデル機械端位置と前記モデルモータ端位置との差に基づい
て、前記指令位置に対する補正量である位置補正量を演算する位置補正量演算部と、前記
モデルモータ端位置に基づいてトルク補正量を演算するトルク補正量演算部と、前記指令
位置に前記位置補正量を加算して得られる補正後指令位置、前記機械端位置、および前記
トルク補正量に基づいて、前記機械端位置が前記指令位置に追従するように前記トルク指
令を演算するサーボ制御部と、を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、モータ端位置と機械端位置の差の影響によって生じる位置偏差をモデ
ルを用いて求め、その計算結果を用いて位置指令を補正することにより、バックラッシや
ロストモーションなど、モータ端位置と機械端位置の間の偏差に起因する追従誤差を低減
し、特に円弧指令時の象限突起を抑制することができる。
【００１０】
　また、前述のモデルを用いて求めたモータ端位置の移動方向反転時にトルク指令を補正
することで、モータに生じる摩擦が移動方向反転時に変化することに起因して生じる追従
誤差を低減して象限突起を抑制することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、本発明の実施の形態にかかるサーボ制御システムの構成を示すブロック
図である。
【図２】図２は、本発明の実施の形態にかかるサーボ制御部の構成を示すブロック図であ
る。
【図３】図３は、本発明の実施の形態１にかかるモデル位置演算部の構成を示すブロック
図である。
【図４】図４は、本発明の実施の形態２にかかるモデル位置演算部の構成を示すブロック
図である。
【図５】図５は、本発明の実施の形態３にかかるモデル位置演算部の構成を示すブロック
図である。
【図６】図６は、本発明の実施の形態１にかかるモータと機械系の構造を示す図である。
【図７】図７は、本発明の実施の形態２にかかるモータ・機械系模擬部の構成を示すブロ
ック図である。
【図８】図８は、本発明の実施の形態４にかかるサーボ制御システムの構成を示すブロッ
ク図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下に、本発明にかかるサーボ制御装置の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する
。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。
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【００１３】
実施の形態１．
　図１は、本発明の実施の形態１にかかるサーボ制御システムの構成を示すブロック図で
ある。サーボ制御システムは、モータ５、機械系６、およびサーボ制御装置１０を有して
いる。また、図６は、本実施の形態１で制御の対象としているモータ５と機械系６の構造
を示す図である。図６に示すように、サーボモータ５１にはモータ端位置検出器５２が取
り付けられており、モータ端位置を検出する。モータ端位置検出器５２としては、通常は
ロータリーエンコーダなどが用いられる。また、サーボモータ５１にはボールねじ６１、
ナット６２、テーブル６３からなる機械系６が接続されている。さらに、テーブル６３に
は、機械端位置であるテーブル６３の位置を検出するための機械端位置検出器６４が取り
付けられている。機械端位置検出器６４としては、通常はリニアスケールなどが用いられ
る。なお、モータ端位置検出器５２において直接検出される位置はモータの回転角度であ
るが、この角度にモータ１回転あたりのテーブル移動距離であるボールねじリードを乗じ
てモータ１周の角度２π（ｒａｄ）で除することで、テーブルの移動方向の長さに換算す
ることができる。以降では、モータ端位置は、テーブル移動方向の長さに換算した値を用
いることとする。
【００１４】
　サーボ制御装置１０には、指令位置が入力されるとともに機械端位置検出器６４で検出
された機械端位置とモータ端位置検出器５２で検出されたモータ端位置がフィードバック
信号として入力され、機械端位置が指令位置に追従するようにサーボ制御が行われる。サ
ーボ制御装置１０によるサーボ制御の結果、演算されたトルク指令値にしたがってモータ
５が駆動される。
【００１５】
　サーボ制御装置１０の内部には、指令位置に対する機械端位置とモータ端位置の挙動を
模擬し、それぞれモデル機械端位置およびモデルモータ端位置として出力するモデル位置
演算部１が備えられている。モデル位置演算部１から出力されたモデルモータ端位置とモ
デル機械端位置の差が位置補正量演算部２へ入力され、位置補正量が出力される。位置補
正量は指令位置と加算され、その和が補正後指令位置としてサーボ制御部３に入力される
。サーボ制御部３では、後述するような位置制御および速度制御が行われる。一方、モデ
ルモータ端位置はトルク補正量演算部４に入力されて、トルク補正量が出力される。サー
ボ制御部３の出力である補正前トルク指令とトルク補正量の和がトルク指令としてモータ
５へ出力される。
【００１６】
　図２は、サーボ制御部３の構成を示すブロック図である。補正後指令位置と機械端位置
の差を位置偏差として、この位置偏差が位置制御部３１に入力される。位置制御部３１で
は、比例制御などの所定の位置制御演算による位置制御処理が行われる。また、モータ端
位置は微分演算部３３において微分される。なお、この微分処理は離散時間系においては
差分処理におきかえられる。すなわち、現在のモータ端位置と１サンプル前のモータ端位
置の差を制御処理周期で除した値が、近似的な微分値として使用される。次に、位置制御
部３１と微分演算部３３の出力との差が速度制御部３２に入力される。速度制御部３２で
は、比例・積分制御などの所定の速度制御演算による速度制御処理が行われ、補正前トル
ク指令が出力される。このように、位置偏差を抑制するようにフィードバック制御を行う
ことにより、機械端位置が指令位置に追従するように制御することができる。
【００１７】
　図３は、図１のモデル位置演算部１の一例として本実施の形態１において用いるモデル
位置演算部１１の構成を示すブロック図である。モデル位置演算部１１は、前述したサー
ボ制御部３と同一の入力および出力をもち、内部においてはサーボ制御部３と同一の演算
処理を行うサーボ制御模擬部１２が備えられている。ただし、サーボ制御模擬部１２では
、機械端位置とモータ端位置のかわりに後述するモデル機械端位置およびモデルモータ端
位置が入力として用いられるとともに、トルク指令のかわりにモデルトルク指令が出力さ
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れる。サーボ制御模擬部１２において演算されたモデルトルク指令はモータ模擬部１３に
入力され、モータ５の特性を模擬する演算によってモデルモータ端位置が出力される。さ
らに、モデルモータ端位置は機械系模擬部１４に入力され、機械系６の特性を模擬する演
算によってモデル機械端位置が出力される。
【００１８】
　モデル位置演算部１１におけるモータ模擬部１３および機械系模擬部１４の演算は、以
下のように行われる。まず、モータ模擬部１３では、モデルトルク指令を機械系イナーシ
ャで除することでモデル加速度を求める。さらに、モデル加速度を２回積分することによ
りモデルモータ端位置が演算される。さらに、機械系模擬部１４では、ボールねじに存在
するバックラッシ量の分だけシフトさせた位置をモデル機械端位置として出力する。なお
、シフトする方向は、モータ端位置の移動方向とは反対の方向とする。ここで必要となる
、機械系イナーシャおよびボールねじのバックラッシ量などのモータ５および機械系６の
特性パラメータは、別途パラメータ入力部８０からモデル位置演算部１１のパラメータと
してあらかじめ設定しておいたものを用いる。これにより、機械系のバックラッシが原因
で移動方向反転時に追従誤差が生じる場合に、追従誤差を低減することができる。
【００１９】
　位置補正量演算部２では、モデルモータ端位置とモデル機械端位置の差に対して、上記
した指令位置から位置偏差までの特性をモデル化した伝達関数の特性を有するフィルタ処
理を行って位置補正量を演算する。指令位置から位置偏差までの特性は、一般的にはハイ
パスフィルタの特性となる。また、指令位置から機械端位置までの関係をモデル化した伝
達関数をＧ（ｓ）とすると、指令位置から位置偏差までの伝達関数は１－Ｇ（ｓ）で表さ
れる。ここで、ｓはラプラス演算子である。特に、位置制御の比例制御ゲインがＫの場合
、最も簡単なモデルでは、指令位置から位置偏差までの伝達関数は、ｓ／（ｓ＋Ｋ）で表
すことができる。
【００２０】
　機械端の位置をフィードバック信号として用いるフルクローズド制御系では、機械端の
位置は定常的には指令位置に追従する。機械系６にバックラッシがある場合、モータ端位
置と機械端位置の間にバックラッシ量と同じ大きさの偏差が存在する。したがって、同一
方向に移動するような定常状態においては、モータ端位置は指令位置からバックラッシ量
に相当する一定の量だけずれて追従することになる。一方、移動方向が反転すると、バッ
クラッシにより生じる偏差の方向が反転するので、モータ端と機械端の間の偏差は急峻に
変化する。この変化にフィードバック制御系がすぐに追従できないため、機械端位置には
過渡的な位置の偏差である追従誤差が生じる。この追従誤差は、モータ端位置と機械端位
置の偏差が指令として与えられた場合の位置偏差に相当する。したがって、モデル位置演
算部１においてモータ端位置と機械端位置を推定し、その差に対して指令位置から位置偏
差までの伝達関数と同じ特性をもつフィルタ演算を行うことで、補正すべき位置の偏差を
推定できる。つまり、位置補正量演算部２において求めた位置補正量は補正すべき位置の
偏差に相当するので、これを指令位置に加算することで移動方向反転時に生じるバックラ
ッシに起因する追従誤差を補正することが可能となる。即ち、モータ端位置と機械端位置
の間の偏差によって生じる位置偏差を計算した結果を用いて指令位置を補正することによ
り、バックラッシや後述するロストモーションなど、モータ端位置と機械端位置の間の偏
差に起因する追従誤差を低減することができる。
【００２１】
　トルク補正量演算部４では、モデルモータ端位置の移動方向が反転したタイミングで、
モータ端位置の移動方向が反転した際に生じる摩擦トルクの変化量を推定し、それに基づ
いてトルク補正量を演算して出力する。トルク補正量の演算は、移動方向反転時にモータ
５に生じる摩擦トルクをあらかじめモデル化しておき、そのモデルに基づいて演算される
。即ち、モデルモータ端位置の移動方向反転を検出してトルク指令に加算するトルク補正
量を演算する。このモデルは、例えばクーロン摩擦のように移動方向と反対方向に一定の
摩擦トルクが発生するものでもよいし、特開平０５－４０５２１号公報に示すように、ト
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ルク指令に加算するかわりに速度制御部３２の積分項に加算するものであってもよい。
【００２２】
　移動方向反転時には、モータ５に作用する摩擦力の方向が反転する。この摩擦力の方向
反転が制御系に外乱として作用し、過渡的な位置の追従誤差を発生させる。そこで、トル
ク補正量演算部４においてこのモータ５に作用する摩擦力の変化を推定してトルク指令に
補正を行うことで、移動方向反転時の摩擦力変化に起因する追従誤差を補正することが可
能となる。このようにしてトルク指令を演算することにより、サーボ制御装置１０により
機械端位置が指令位置に追従するような制御がなされる。即ち、モータ端位置と機械端位
置の差の影響によって生じる位置偏差をモデルを用いて求め、その計算結果を用いて位置
指令を補正することにより、バックラッシなど、モータ端位置と機械端位置の間の偏差に
起因する追従誤差を低減し、特に円弧指令時の象限突起を抑制することができる。また、
前述のモデルを用いて求めたモータ端位置の移動方向反転時にトルク指令を補正すること
で、モータに生じる摩擦が移動方向反転時に変化することに起因して生じる追従誤差を低
減して象限突起を抑制することができる。
【００２３】
　以上のように、実施の形態１によれば、モデル位置演算部１および位置補正量演算部２
を備えることにより、機械系のバックラッシに起因する移動方向反転時の追従誤差を低減
することができる。また、モデル位置演算部１の出力を利用してさらにトルク補正量演算
部４を設けることにより、モータの移動方向反転の際に発生するモータ摩擦トルク変化に
起因する追従誤差を低減することができる。
【００２４】
実施の形態２．
　実施の形態２にかかるサーボ制御システムの構成は、実施の形態１の図１に示したもの
と概ね同一の構成であるが、モデル位置演算部１の構成が異なる。図４は、モデル位置演
算部１の一例として本実施の形態２において用いるモデル位置演算部１５の構成を示すブ
ロック図である。実施の形態１のモデル位置演算部１１と異なる点は、モータ模擬部１３
および機械系模擬部１４のかわりに、モータ・機械系模擬部１６を設けた点である。
【００２５】
　本実施の形態２では、機械系６にはバックラッシは存在せず、そのかわりに弾性変形に
よるロストモーションが生じる場合を想定している。すなわち、リニアガイドなどの機械
の負荷側に生じる摩擦によって、ボールねじなどの機械系６の部材に弾性変形が生じ、モ
ータ端位置と機械端位置の間に偏差が生じる。この偏差は機械の移動方向が同じ場合には
変化しないが、機械の移動方向が反転すると負荷側に生じる摩擦の符号が反転し、弾性変
形により生じる偏差の方向も反転するので、実施の形態１と同様に過渡的に追従誤差が生
じる。
【００２６】
　図７は、モータ・機械系模擬部１６の構成を示すブロック図であり、負荷側に生じる摩
擦と弾性変形が原因で生じるロストモーションをモデル化したものである。モータ・機械
系模擬部１６の動作は次のとおりである。モデルトルク指令と後述するバネ・ダンパモデ
ル７３からの弾性変形トルクの差に対し、乗算器７０でモータイナーシャＪＭの逆数を乗
算し、積分器７１に入力してモデルモータ端速度を演算する。また、弾性変形トルクと別
途設定する所定の負荷側摩擦トルクとの差に対して乗算器７４で負荷イナーシャＪＬの逆
数を乗算し、積分器７５に入力してモデル機械端速度を演算する。モデル機械端速度とモ
デルモータ端速度の差をバネ・ダンパモデル７３に入力する。バネ・ダンパモデル７３は
、入力信号を積分してバネ定数Ｋをかけたものと、入力信号に粘性係数Ｃをかけたものを
加算することにより弾性変形トルクを求める。モデルモータ端速度を積分器７２で積分し
てモデルモータ端位置を求める。モデル機械端速度を積分器７６で積分してモデル機械端
位置を求める。
【００２７】
　負荷側摩擦トルクは、リニアガイドなどの機械の負荷側に生じる摩擦を模擬した信号で
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あり、モデル機械端位置の移動方向に応じて正負の符号が反転する。
【００２８】
　これらの演算において必要となる、モータイナーシャＪＭ、負荷イナーシャＪＬ、バネ
定数Ｋ、粘性係数Ｃ、負荷側に生じる摩擦の大きさを示す負荷側摩擦トルクなどのモータ
５および機械系６の特性パラメータは、別途パラメータ入力部８０からモデル位置演算部
１５のパラメータとしてあらかじめ設定しておいたものを用いる。実施の形態１でも同様
であったが、パラメータ入力部８０により機械系のバックラッシ・弾性変形・イナーシャ
・摩擦といった様々な特性を入力可能とすることで、多様な特性の機械系６に対して効果
的に追従誤差を低減することができる。
【００２９】
　以上のように、実施の形態２にかかるサーボ制御装置１０は、上述したようなモデル位
置演算部１５を備えた上で、さらに位置補正量演算部２に機械系６のロストモーションの
モデルを内蔵させる。これにより、機械系６の弾性変形によるロストモーションが原因で
移動方向反転時に追従誤差が生じる場合に、追従誤差を低減することができる。また、モ
デル位置演算部１５の出力を利用してさらにトルク補正量演算部４を設けることにより、
モータの移動方向反転の際に発生するモータの摩擦トルク変化に起因する追従誤差を低減
することができる。即ち、モータ端位置と機械端位置の差の影響によって生じる位置偏差
をモデルを用いて求め、その計算結果を用いて位置指令を補正することにより、ロストモ
ーションなど、モータ端位置と機械端位置の間の偏差に起因する追従誤差を低減し、特に
円弧指令時の象限突起を抑制することができる。また、前述のモデルを用いて求めたモー
タ端位置の移動方向反転時にトルク指令を補正することで、モータに生じる摩擦が移動方
向反転時に変化することに起因して生じる追従誤差を低減して象限突起を抑制することが
できる。
【００３０】
　なお、モータ・機械系模擬部１６は、上述したように図７に示すブロック演算処理を行
う代わりに、入出力関係がこれと等価なフィルタを設計して適用することにより実現する
こともできる。フィルタとして実装することで、演算処理の効率化を図ることが可能とな
る。
【００３１】
実施の形態３．
　実施の形態３にかかるサーボ制御システムの構成は、実施の形態１の図１に示したもの
と概ね同一の構成であるが、モデル位置演算部１の構成が異なる。図５は、モデル位置演
算部１の一例として本実施の形態３において用いるモデル位置演算部２１の構成を示すブ
ロック図である。実施の形態１のモデル位置演算部１１と異なる点は、サーボ制御模擬部
１２、モータ模擬部１３、機械系模擬部１４のかわりに、指令位置を入力してモデル機械
端位置を演算する機械端応答模擬部２２と、モデル機械端位置を入力してモデルモータ端
位置を演算するモータ端位置推定部２３を設けた点である。
【００３２】
　機械端応答模擬部２２は、機械端の定常的な応答をフィルタを用いて模擬する。一般に
、機械端応答模擬部２２の応答特性はローパスフィルタの特性となる。例えば、位置制御
系を比例制御とした場合には一次遅れ系で模擬することができ、位置制御のゲインをＫｐ
とした場合には、最も簡単な構成としては、機械端応答模擬部２２のフィルタは伝達関数
Ｋｐ／（ｓ＋Ｋｐ）の特性をもつフィルタとなる。
【００３３】
　モータ端位置推定部２３は、モータ端位置と機械端位置の偏差を簡単なモデルで表した
ものである。モータ端位置と機械端位置の間の関係をモデル化して、モデル機械端位置か
らモデルモータ端位置を演算する。具体的には、バックラッシやロストモーションが生じ
るような機械系６を想定して、モデル機械端位置に対して、機械端位置の移動方向と反対
の方向に所定の量だけ移動させた点をモデルモータ端位置として出力する。
【００３４】
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　このようにモデル位置演算部２１を構成することで、より簡単な演算でモデル機械端位
置およびモデルモータ端位置を簡易に求めることが可能となり、モデル位置演算部の構成
を簡素化することができる。
【００３５】
実施の形態４．
　図８は、本発明の実施の形態４にかかるサーボ制御システムの構成を示すブロック図で
ある。実施の形態４にかかるサーボ制御システムの構成は、実施の形態１の図１に示した
ものと概ね同一の構成であるが、位置補正量演算部２の構成が異なる。実施の形態４では
、モデル機械端位置の移動方向すなわち速度の符号を監視し、モデル機械端位置の移動方
向に変化があったタイミングにおける機械端位置とモータ端位置の差をとりこみ、以降モ
デル機械端位置の移動方向が変化するまでの間、同じ値にホールドされる基準信号を生成
する。生成した基準信号に対して、実施の形態１で用いたもと同じフィルタ（上記した指
令位置から位置偏差までの特性をモデル化した伝達関数の特性を有するフィルタ）の処理
を行って位置補正量を演算する。
【００３６】
　このように、位置補正量演算部２を構成することにより、方向反転時の実際の機械端と
モータ端の差に応じた正確な位置補正量を演算することが可能となり、ロストモーション
など、モータ端位置と機械端位置の間の偏差に起因する追従誤差を低減し、移動方向反転
時の追従誤差を抑制することができる。
【００３７】
　なお、以上説明した各実施の形態においては、テーブル６３が移動する場合について説
明したが、工具やその他の加工ヘッドなど、他の機械要素が移動する場合であってもよい
。
【００３８】
　また、以上説明した各実施の形態において、トルク指令のかわりに電流指令を用いても
よい。その場合、電流指令にトルク定数を乗じるとイナーシャに換算できる。さらに、ト
ルク指令のかわりに推力指令を用いてもよい。その場合は、イナーシャを質量に置き換え
て考えればよい。
【００３９】
　さらに、本願発明は上記実施の形態に限定されるものではなく、実施段階ではその要旨
を逸脱しない範囲で種々に変形することが可能である。また、上記実施の形態には種々の
段階の発明が含まれており、開示される複数の構成要件における適宜な組み合わせにより
種々の発明が抽出されうる。例えば、上記実施の形態に示される全構成要件からいくつか
の構成要件が削除されても、発明が解決しようとする課題の欄で述べた課題が解決でき、
発明の効果の欄で述べられている効果が得られる場合には、この構成要件が削除された構
成が発明として抽出されうる。更に、異なる実施の形態にわたる構成要素を適宜組み合わ
せてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００４０】
　以上のように、本発明にかかるサーボ制御装置は、モータ端位置と機械端位置の間の偏
差に起因する追従誤差を低減することが可能であり、特に、モータに生じる摩擦が移動方
向反転時に変化することに起因して生じる追従誤差を低減することに適している。
【符号の説明】
【００４１】
　１，１１，１５，２１　モデル位置演算部
　２　位置補正量演算部
　３　サーボ制御部
　４　トルク補正量演算部
　５　モータ
　６　機械系
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　１０　サーボ制御装置
　１２　サーボ制御模擬部
　１３　モータ模擬部
　１４　機械系模擬部
　１６　モータ・機械系模擬部
　２２　機械端応答模擬部
　２３　モータ端位置推定部
　３１　位置制御部
　３２　速度制御部
　３３　微分演算部
　５１　サーボモータ
　５２　モータ端位置検出器
　６１　ボールねじ
　６２　ナット
　６３　テーブル
　６４　機械端位置検出器
　７０，７４　乗算器
　７１，７２，７５，７６　積分器
　７３　バネ・ダンパモデル
　８０　パラメータ入力部
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【図３】

【図４】
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