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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　制御対象に操作値を出力する制御器と、前記制御対象から出力される制御値の帰還値を
補償するための補償値を前記操作値に基づいて出力する並列フィードフォワード補償器と
を備え、前記制御器が前記制御対象から出力される制御値に並列フィードフォワード補償
器から出力される補償値を加えた帰還値と指令値とに基づいて前記操作値を出力するよう
にしてフィードバック制御を行う適応制御装置であって、
　前記並列フィードフォワード補償器は、前記制御対象の周波数応答特性を逐次推定する
同定機構と、当該周波数応答特性に基づいて前記補償値を調整する調整機構とを備えてい
る、適応制御装置。
【請求項２】
　前記同定機構は、前記制御対象のモデルを逐次同定して前記制御対象の伝達関数を推定
し、推定した伝達関数に基づいて前記制御対象の周波数応答特性を逐次推定する、請求項
１に記載の適応制御装置。
【請求項３】
　前記同定機構は、線形ブラックボックスモデルを適用する、請求項２に記載の適応制御
装置。
【請求項４】
　前記同定機構は、前記線形ブラックボックスモデルの多項式表現における各係数を、カ
ルマンフィルタを用いて推定するよう構成されている、請求項３に記載の適応制御装置。
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【請求項５】
　前記同定機構は、前記制御対象の物理モデルを適用する、請求項２に記載の適応制御装
置。
【請求項６】
　前記同定機構は、前記制御対象の前記物理モデルの未知定数を、カルマンフィルタを用
いて推定するよう構成されている、請求項５に記載の適応制御装置。
【請求項７】
　前記調整機構は、前記周波数応答特性から前記制御対象の位相遅れが所定値以上となる
周波数およびゲインに所定の係数を掛けることにより前記補償値を調整するよう構成され
ている、請求項１～６のいずれかに記載の適応制御装置。
【請求項８】
　前記並列フィードフォワード補償器は、一次遅れ系の伝達関数を有している、請求項１
～７のいずれかに記載の適応制御装置。
【請求項９】
　前記制御器は、所定の応答を与えるように設計された規範モデルに前記制御対象が出力
する制御値が追従するように複数の適応ゲインが調整される単純適応制御機構を備え、前
記複数の適応ゲインは、前記指令値に対する第１フィードフォワードゲインと、前記規範
モデルの状態量に対する第２フィードフォワードゲインと、前記規範モデルの出力と前記
帰還値との偏差に対するフィードバックゲインとを含むよう構成されている、請求項１～
８のいずれかに記載の適応制御装置。
【請求項１０】
　射出成形機の油圧シリンダ内の圧力を調整するモータに圧力操作値を出力する圧力制御
器と、前記油圧シリンダ内の圧力に基づく帰還値を補償するための圧力補償値を前記圧力
操作値に基づいて出力する並列フィードフォワード補償器とを備え、前記圧力制御器が前
記油圧シリンダ内の圧力に前記並列フィードフォワード補償器から出力される圧力補償値
を加えた帰還値と指令値とに基づいて前記圧力操作値を出力するようにしてフィードバッ
ク制御を行う射出成形機の制御装置であって、
　前記並列フィードフォワード補償器は、前記射出成形機の周波数応答特性を逐次推定す
る同定機構と、当該周波数応答特性に基づいて前記圧力補償値を調整する調整機構とを備
えている、射出成形機の制御装置。
【請求項１１】
　前記調整機構は、前記同定機構により逐次推定された前記射出成形機の周波数応答特性
、および、予め定められた周波数応答特性または過去に前記同定機構により推定された周
波数応答特性の何れかを選択し、当該周波数応答特性に基づいて前記圧力補償値を調整す
るよう構成されている、請求項１０に記載の射出成形機の制御装置。
【請求項１２】
　前記油圧シリンダ内への作動油の流量を制御する流量制御器を備え、
　前記流量制御器を用いた流量制御の開始後、前記油圧シリンダ内の圧力、前記油圧シリ
ンダ内を摺動するピストンのストローク、および、前記流量制御器を用いた流量制御が開
始されてからの時間のうちの少なくとも１つを検出し、検出した値が予め設定された所定
のしきい値を超えた場合に、前記流量制御器に代えて前記圧力制御器を用いた圧力制御を
開始する、請求項１０または１１に記載の射出成形機の制御装置。
【請求項１３】
　制御対象に並列フィードフォワード補償器を付加して構成される制御系を用いた適応制
御方法であって、
　前記制御対象に操作値を出力する操作値出力ステップと、
　前記制御対象から出力される制御値の帰還値を補償するための補償値を前記操作値に基
づいて出力する補償値出力ステップと、
　前記制御対象から出力される制御値に前記補償値を加えた前記帰還値と指令値とに基づ
いて前記操作値を出力するようにフィードバック制御を行うフィードバック制御ステップ
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と、を含み、
　前記補償値出力ステップは、
　前記制御対象の周波数応答特性を逐次推定する同定ステップと、当該周波数応答特性に
基づいて前記補償値を調整する調整ステップとを含んでいる、適応制御方法。
【請求項１４】
　前記同定ステップは、前記制御対象のモデルを逐次同定して前記制御対象の伝達関数を
推定し、推定した伝達関数に基づいて前記制御対象の周波数応答特性を逐次推定する、請
求項１３に記載の適応制御方法。
【請求項１５】
　前記同定ステップは、線形ブラックボックスモデルを適用する、請求項１４に記載の適
応制御方法。
【請求項１６】
　前記同定ステップは、前記線形ブラックボックスモデルの多項式表現における各係数を
、カルマンフィルタを用いて推定する、請求項１５に記載の適応制御方法。
【請求項１７】
　前記同定ステップは、前記制御対象の物理モデルを適用する、請求項１４に記載の適応
制御方法。
【請求項１８】
　前記同定ステップは、前記制御対象の前記物理モデルの未知定数を、カルマンフィルタ
を用いて推定する、請求項１７に記載の適応制御方法。
【請求項１９】
　前記調整ステップは、前記周波数応答特性から前記制御対象の位相遅れが所定値以上と
なる周波数およびゲインに所定の係数を掛けることにより前記補償値を調整する、請求項
１３～１８のいずれかに記載の適応制御方法。
【請求項２０】
　前記並列フィードフォワード補償器は、一次遅れ系の伝達関数を有している、請求項１
３から１９のいずれかに記載の適応制御方法。
【請求項２１】
　前記操作値出力ステップは、所定の応答を与えるように設計された規範モデルに前記制
御対象が出力する制御値が追従するように複数の適応ゲインを調整するステップを含み、
前記複数の適応ゲインは、前記指令値に対する第１フィードフォワードゲインと、前記規
範モデルの状態量に対する第２フィードフォワードゲインと、前記規範モデルの出力と前
記帰還値との偏差に対するフィードバックゲインとを含んでいる、請求項１３～２０のい
ずれかに記載の適応制御方法。
【請求項２２】
　射出成形機の油圧シリンダ内の圧力に並列フィードフォワード補償器を付加して構成さ
れる制御系を用いた射出成形機の制御方法であって、
　前記射出成形機の油圧シリンダの圧力を調整するモータに圧力操作値を出力する操作値
出力ステップと、
　前記油圧シリンダ内の圧力に基づく帰還値を補償するための圧力補償値を前記圧力操作
値に基づいて出力する補償値出力ステップと、
　前記油圧シリンダ内の圧力に前記圧力補償値を加えた前記帰還値と指令値とに基づいて
前記圧力操作値を出力するようにフィードバック制御を行うフィードバック制御ステップ
と、を含み、
　前記補償値出力ステップは、前記射出成形機の周波数応答特性を逐次推定する同定ステ
ップと、当該周波数応答特性に基づいて前記圧力補償値を調整する調整ステップとを含ん
でいる、射出成形機の制御方法。
【請求項２３】
　前記調整ステップは、前記同定ステップにより逐次推定された前記射出成形機の周波数
応答特性、および、予め定められた周波数応答特性または過去に前記同定ステップにより
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推定された周波数応答特性の何れかを選択し、当該周波数応答特性に基づいて前記圧力補
償値を調整する、請求項２２に記載の射出成形機の制御方法。
【請求項２４】
　前記油圧シリンダ内への作動油の流量を制御する流量制御ステップを備え、
　前記流量制御ステップの開始後、前記油圧シリンダ内の圧力、前記油圧シリンダ内を摺
動するピストンのストローク、および、前記流量制御ステップが開始されてからの時間の
うちの少なくとも１つが予め設定された所定のしきい値を超えた場合に、前記流量制御ス
テップに代えて前記操作値出力ステップ、前記補償値出力ステップおよび前記フィードバ
ック制御ステップを含む圧力制御ステップを開始する、請求項２２または２３に記載の射
出成形機の制御方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、並列フィードフォワード補償器を用いた適応制御装置および適応制御方法に
関し、特に当該適応制御方法が適用された射出成形機の制御装置および制御方法に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、パラメータが未知である制御対象に対して、制御系を安定化しつつパラメー
タを推定する制御方法として適応制御が知られている。一般的な適応制御方式としては、
モデル規範型適応制御やセルフチューニングレギュレータ等が知られている。これらの適
応制御方式では、制御アルゴリズムが複雑で、設計すべき制御パラメータが多いため、そ
れらの調整が難しいという問題があった。
【０００３】
　このような問題を解決するための適応制御方式として、理想的な状態を実現するモデル
を考え、実際の制御対象の出力が理想的な状態のモデルに一致するように制御パラメータ
を変化させる単純適応制御（ＳＡＣ：Simple Adaptive Control）が知られている（例え
ば特許文献１参照）。制御対象を当該ＳＡＣで制御することが可能となるためには、ＡＳ
ＰＲ（Almost Strictly Positive Real）条件を満たす必要があり、これを満たすために
、並列フィードフォワード補償器（ＰＦＣ：Parallel Feed-forward Compensator）と呼
ばれる補償器の出力を制御対象の出力に付加して制御することが知られている。
【０００４】
　しかしながら、ある程度単純化された上記単純適応制御においても並列フィードフォワ
ード補償器の設計には依然としてパラメータが多く、ある程度専門的な知識を必要とする
。また、制御対象の変動や制御系のロバスト性を考慮すると、ＰＦＣによる補償値を大き
くして安定寄りの設計をする必要があるが、そうすると応答性が悪化する。このような問
題を解決するための方法として、制御対象プロセスのゲインを予め記憶しておき、当該ゲ
インから並列フィードフォワード補償演算に利用されるＰＦＣゲインの修正値が自動的に
調整される構成（例えば特許文献２参照）や、制御対象のモデルパラメータを逐次同定し
、その同定結果に応じてＰＦＣを逐次調整する構成（例えば特許文献３参照）が知られて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第３０９８０２０号公報
【特許文献２】特許第３３５０９２３号公報
【特許文献３】特開２０１０－２５３４９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
　しかしながら、特許文献２のような構成においては、制御対象が変動して制御対象プロ
セスのゲインが変動した場合、当該ゲインを再度設定する必要があるため、制御対象の変
動に対して自動調整（オンライン調整）を行うことができない。また、特許文献３のよう
な構成においては、特定のモデルに対して同定を行い、制御パラメータを調整するため、
不特定または未知の制御対象については逐次同定することができず、汎用性がない。さら
に、制御パラメータに同定したモデルのパラメータを直接利用するため、モデル化誤差が
大きいと制御パラメータが予期せぬ値を取ることがあり、適切な制御を行えなくなったり
、応答性の悪化が大きくなったりし易い。
【０００７】
　本発明は、このような課題を解決するためになされたものであり、応答性の悪化を防止
しつつ最適な適応制御を自動的かつ簡単に行うことができる適応制御装置および適応制御
方法ならびに射出成形機の制御装置および制御方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明のある形態に係る適応制御装置は、制御対象に操作値を出力する制御器と、前記
制御対象から出力される制御値の帰還値を補償するための補償値を前記操作値に基づいて
出力する並列フィードフォワード補償器とを備え、前記制御器が前記制御対象から出力さ
れる制御値に並列フィードフォワード補償器から出力される補償値を加えた帰還値と指令
値とに基づいて前記操作値を出力するようにしてフィードバック制御を行う適応制御装置
であって、前記並列フィードフォワード補償器は、前記制御対象の周波数応答特性を逐次
推定する同定機構と、当該周波数応答特性に基づいて前記補償値を調整する調整機構とを
備えている。
【０００９】
　上記構成によれば、逐次同定された制御対象の周波数応答特性に応じて並列フィードフ
ォワード補償器が出力する補償値が自動調整されるため、制御対象の変動に応じて手動で
補償値を再調整する必要がない。さらに、必要以上に補償値を大きくしなくてすみ、応答
性の悪化を防止することができる。しかも、周波数応答特性から制御パラメータを調整す
るため、同定したパラメータを直接制御パラメータに利用する従来の構成に比べてモデル
化誤差による許容度が大きい。すなわち、モデル化誤差が多少大きくても周波数応答特性
の傾向さえつかめれば制御パラメータを適切に調整することができる。したがって、上記
構成によれば、応答性の悪化を防止しつつ最適な適応制御を自動的かつ簡単に行うことが
できる。
【００１０】
　前記同定機構は、前記制御対象のモデルを逐次同定して前記制御対象の伝達関数を推定
し、推定した伝達関数に基づいて前記制御対象の周波数応答特性を逐次推定するように構
成してもよい。これにより、既知の逐次同定手法を利用して、上記周波数応答特性を推定
することができる。
【００１１】
　前記同定機構は、線形ブラックボックスモデルを適用することとしてもよい。これによ
り、同定可能な制御対象が特定のモデルに限定されず、様々な制御対象に対して適用する
ことができ、汎用性の高い適応制御装置を構成することができる。
【００１２】
　前記同定機構は、前記制御対象の物理モデルを適用することとしてもよい。これにより
、前記制御対象の物理構造が明らかな場合には、より高精度な適応制御装置を構成するこ
とができる。
【００１３】
　前記同定機構は、前記線形ブラックボックスモデルの多項式表現における各係数や物理
モデルの未知定数を、カルマンフィルタを用いて推定するよう構成されていてもよい。こ
れにより、既知の構成を利用して、上記適応制御を容易に実現することができる。
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【００１４】
　前記調整機構は、前記周波数応答特性から前記制御対象の位相遅れが所定値以上となる
周波数およびゲインに所定の係数を掛けることにより前記補償値を調整するよう構成され
ていてもよい。これにより、簡単な構成でかつ様々な制御対象に対して有効に並列フィー
ドフォワード補償器から出力される補償値を調整することができる。
【００１５】
　前記並列フィードフォワード補償器は、一次遅れ系の伝達関数を有していてもよい。
【００１６】
　前記制御器は、所定の応答を与えるように設計された規範モデルに前記制御対象が出力
する制御値が追従するように複数の適応ゲインが調整される単純適応制御機構を備え、前
記複数の適応ゲインは、前記指令値に対する第１フィードフォワードゲインと、前記規範
モデルの状態量に対する第２フィードフォワードゲインと、前記規範モデルの出力と前記
帰還値との偏差に対するフィードバックゲインとを含むよう構成されていてもよい。これ
により、単純適応制御において、応答性の悪化を防止しつつ最適な適応制御を自動的かつ
簡単に行うことができる。
【００１７】
　また、本発明の他の形態に係る射出成形機の制御装置は、射出成形機の油圧シリンダ内
の圧力を調整するモータに圧力操作値を出力する圧力制御器と、前記油圧シリンダ内の圧
力に基づく帰還値を補償するための圧力補償値を前記圧力操作値に基づいて出力する並列
フィードフォワード補償器とを備え、前記圧力制御器が前記油圧シリンダ内の圧力に前記
並列フィードフォワード補償器から出力される圧力補償値を加えた帰還値と指令値とに基
づいて前記圧力操作値を出力するようにしてフィードバック制御を行う射出成形機の制御
装置であって、前記並列フィードフォワード補償器は、前記射出成形機の周波数応答特性
を逐次推定する同定機構と、当該周波数応答特性に基づいて前記圧力補償値を調整する調
整機構とを備えている。
【００１８】
　上記構成によれば、逐次同定された射出成形機の周波数応答特性に応じて並列フィード
フォワード補償器が出力する圧力補償値が自動調整されるため、射出成形機で用いられる
油圧シリンダの大きさや射出する材料等の変動に応じて手動で圧力補償値を再調整する必
要がない。さらに、必要以上に圧力補償値を大きくしなくてすみ、応答性の悪化を防止す
ることができる。しかも、周波数応答特性から制御パラメータを調整するため、同定した
パラメータを直接制御パラメータに利用する従来の構成に比べてモデル化誤差による許容
度が大きい。すなわち、モデル化誤差が多少大きくても周波数応答特性の傾向さえつかめ
れば制御パラメータを適切に調整することができる。したがって、上記構成によれば、応
答性の悪化を防止しつつ最適な適応制御を自動的かつ簡単に行うことができる。
【００１９】
　前記調整機構は、前記同定機構により逐次推定された前記射出成形機の周波数応答特性
、および、予め定められた周波数応答特性または過去に前記同定機構により推定された周
波数応答特性の何れかを選択し、当該周波数応答特性に基づいて前記圧力補償値を調整す
るよう構成されていてもよい。これにより、圧力制御器による射出成形機の制御を開始し
た直後等の逐次同定による周波数応答特性の正しい推定が困難な場合には、予め定められ
た周波数応答特性または過去に前記同定機構により推定された周波数応答特性を用いて圧
力補償値を調整することにより、適応制御が不安定になるのを防止しつつ、その他の場合
には、逐次同定された周波数応答特性を用いて射出成形機の制御を行うことにより、応答
性の悪化を防止しつつ最適な適応制御を行うことができる。
【００２０】
　前記制御装置は、前記油圧シリンダ内への作動油の流量を制御する流量制御器を備え、
前記流量制御器を用いた流量制御の開始後、前記油圧シリンダ内の圧力、前記油圧シリン
ダ内を摺動するピストンのストローク、および、前記流量制御器を用いた流量制御が開始
されてからの時間のうちの少なくとも１つを検出し、検出した値が予め設定された所定の
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しきい値を超えた場合に、前記流量制御器に代えて前記圧力制御器を用いた圧力制御を開
始するよう構成されてもよい。これにより、流量制御と圧力制御とを射出成形機の状態に
応じて切り換えることができるため、適切な制御を行うことができる。
【００２１】
　また、本発明の他の形態に係る適応制御方法は、制御対象に並列フィードフォワード補
償器を付加して構成される制御系を用いた適応制御方法であって、前記制御対象に操作値
を出力する操作値出力ステップと、前記制御対象から出力される制御値の帰還値を補償す
るための補償値を前記操作値に基づいて出力する補償値出力ステップと、前記制御対象か
ら出力される制御値に前記補償値を加えた前記帰還値と指令値とに基づいて前記操作値を
出力するようにフィードバック制御を行うフィードバック制御ステップと、を含み、前記
補償値出力ステップは、前記制御対象の周波数応答特性を逐次推定する同定ステップと、
当該周波数応答特性に基づいて前記補償値を調整する調整ステップとを含んでいる。
【００２２】
　上記方法によれば、逐次同定された制御対象の周波数応答特性に応じて並列フィードフ
ォワード補償器が出力する補償値が自動調整されるため、制御対象の変動に応じて手動で
補償値を再調整する必要がない。さらに、必要以上に補償値を大きくしなくてすみ、応答
性の悪化を防止することができる。しかも、周波数応答特性から制御パラメータを調整す
るため、同定したパラメータを直接制御パラメータに利用する従来の方法に比べてモデル
化誤差による許容度が大きい。すなわち、モデル化誤差が多少大きくても周波数応答特性
の傾向さえつかめれば制御パラメータを適切に調整することができる。したがって、上記
方法によれば、応答性の悪化を防止しつつ最適な適応制御を自動的かつ簡単に行うことが
できる。
【００２３】
　前記同定ステップは、前記制御対象のモデルを逐次同定して前記制御対象の伝達関数を
推定し、推定した伝達関数に基づいて前記制御対象の周波数応答特性を逐次推定してもよ
い。これにより、既知の逐次同定手法を利用して、上記周波数応答特性を推定することが
できる。
【００２４】
　前記同定ステップは、線形ブラックボックスモデルを適用してもよい。これにより、同
定可能な制御対象が特定のモデルに限定されず、様々な制御対象に対して適用することが
でき、汎用性の高い適応制御手法とすることができる。
【００２５】
　前記同定ステップは、前記制御対象の物理モデルを適用してもよい。これにより、前記
制御対象の物理構造が明らかな場合には、より高精度な適応制御手法とすることができる
。
【００２６】
　前記同定ステップは、前記線形ブラックボックスモデルの多項式表現における各係数や
前記物理モデルの未知定数を、カルマンフィルタを用いて推定することとしてもよい。こ
れにより、既知の方法を利用して、上記適応制御を容易に実現することができる。
【００２７】
　前記調整ステップは、前記周波数応答特性から前記制御対象の位相遅れが所定値以上と
なる周波数およびゲインに所定の係数を掛けることにより前記補償値を調整することとし
てもよい。これにより、簡単な構成でかつ様々な制御対象に対して有効に並列フィードフ
ォワード補償器から出力される補償値を調整することができる。
【００２８】
　前記並列フィードフォワード補償器は、一次遅れ系の伝達関数を有していてもよい。
【００２９】
　前記操作値出力ステップは、所定の応答を与えるように設計された規範モデルに前記制
御対象が出力する制御値が追従するように複数の適応ゲインを調整するステップを含み、
前記複数の適応ゲインは、前記指令値に対する第１フィードフォワードゲインと、前記規
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範モデルの状態量に対する第２フィードフォワードゲインと、前記規範モデルの出力と前
記帰還値との偏差に対するフィードバックゲインとを含んでいてもよい。これにより、単
純適応制御において、応答性の悪化を防止しつつ最適な適応制御を自動的かつ簡単に行う
ことができる。
【００３０】
　また、本発明の他の形態に係る射出成形機の制御方法は、射出成形機の油圧シリンダ内
の圧力に並列フィードフォワード補償器を付加して構成される制御系を用いた射出成形機
の制御方法であって、前記射出成形機の油圧シリンダの圧力を調整するモータに圧力操作
値を出力する操作値出力ステップと、前記油圧シリンダ内の圧力に基づく帰還値を補償す
るための圧力補償値を前記圧力操作値に基づいて出力する補償値出力ステップと、前記油
圧シリンダ内の圧力に前記圧力補償値を加えた前記帰還値と指令値とに基づいて前記圧力
操作値を出力するようにフィードバック制御を行うフィードバック制御ステップと、を含
み、前記補償値出力ステップは、前記射出成形機の周波数応答特性を逐次推定する同定ス
テップと、当該周波数応答特性に基づいて前記圧力補償値を調整する調整ステップとを含
んでいる。
【００３１】
　上記方法によれば、逐次同定された射出成形機の周波数応答特性に応じて並列フィード
フォワード補償器が出力する圧力補償値が自動調整されるため、射出成形機で用いられる
油圧シリンダの大きさや射出する材料等の変動に応じて手動で圧力補償値を再調整する必
要がない。さらに、必要以上に圧力補償値を大きくしなくてすみ、応答性の悪化を防止す
ることができる。しかも、周波数応答特性から制御パラメータを調整するため、同定した
パラメータを直接制御パラメータに利用する従来の構成に比べてモデル化誤差による許容
度が大きい。すなわち、モデル化誤差が多少大きくても周波数応答特性の傾向さえつかめ
れば制御パラメータを適切に調整することができる。したがって、上記方法によれば、応
答性の悪化を防止しつつ最適な適応制御を自動的かつ簡単に行うことができる。
【００３２】
　前記調整ステップは、前記同定ステップにより逐次推定された前記射出成形機の周波数
応答特性、および、予め定められた周波数応答特性または過去に前記同定ステップにより
推定された周波数応答特性の何れかを選択し、当該周波数応答特性に基づいて前記圧力補
償値を調整することとしてもよい。これにより、圧力制御を開始した直後等の逐次同定に
よる周波数応答特性の正しい推定が困難な場合には、予め定められた周波数応答特性また
は過去に前記同定ステップにより推定された周波数応答特性を用いて圧力補償値を調整す
ることにより、適応制御が不安定になるのを防止しつつ、その他の場合には、逐次同定さ
れた周波数応答特性を用いて射出成形機の制御を行うことにより、応答性の悪化を防止し
つつ最適な適応制御を行うことができる。
【００３３】
　前記制御方法は、前記油圧シリンダ内への作動油の流量を制御する流量制御ステップを
備え、前記流量制御ステップの開始後、前記油圧シリンダ内の圧力、前記油圧シリンダ内
を摺動するピストンのストローク、および、前記流量制御ステップが開始されてからの時
間のうちの少なくとも１つが予め設定された所定のしきい値を超えた場合に、前記流量制
御ステップに代えて前記操作値出力ステップ、前記補償値出力ステップおよび前記フィー
ドバック制御ステップを含む圧力制御ステップを開始することとしてもよい。これにより
、流量制御と圧力制御とを射出成形機の状態に応じて切り換えることができるため、適切
な制御を行うことができる。
【発明の効果】
【００３４】
　本発明は以上に説明したように構成され、応答性の悪化を防止しつつ最適な適応制御を
自動的かつ簡単に行うことができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
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【図１】図１は本発明の一実施形態に係る適応制御装置の概略構成例を示すブロック図で
ある。
【図２】図２は図１８に示す一般的なＰＦＣを用いた制御装置におけるＰＦＣの効果を説
明するための、ＰＦＣを含む開ループ応答のグラフである。
【図３】図３は図１に示す適応制御装置におけるＰＦＣの調整の流れを示すフローチャー
トである。
【図４】図４は図１に示す適応制御装置における制御器に単純適応制御を用いた場合の概
略構成例を示すブロック図である。
【図５】図５は図４に示す適応制御装置に動的補償が付加された場合の概略構成例を示す
ブロック図である。
【図６】図６は図５に示す適応制御装置と等価な構成を示す等価ブロック図である。
【図７】図７は適応フィードバックゲインＫｅと直達項を除いた適応フィードバックゲイ
ンＫｄ

ｅとの関係を示すグラフである。
【図８】図８はある制御対象の周波数応答特性およびそれに応じて設計したＰＦＣの周波
数応答特性を示すグラフである。
【図９】図９は図８に示す制御対象およびＰＦＣの周波数応答特性に基づく拡大制御系の
周波数応答特性を示すグラフである。
【図１０】図１０は図８に示す制御対象の周波数応答特性に基づくＰＦＣの好適な設計範
囲を示すグラフである。
【図１１】図１１は図１に示す適応制御装置が適用された射出成形機の圧力制御に関する
概略構成例を示す模式図である。
【図１２】図１２は図１１に示す射出成形機の流量制御に関する概略構成例を示す模式図
である。
【図１３】図１３は図１１および図１２に示す射出成形機において射出工程と保圧工程と
の切り替えシミュレーションを行った際の各出力を示すグラフである。
【図１４】図１４は本発明の他の実施形態に係る適応制御装置の概略構成例を示すブロッ
ク図である。
【図１５】図１５は本発明の他の実施形態に係る適応制御装置の概略構成例を示すブロッ
ク図である。
【図１６】図１６は本発明の一実施例における適応制御装置のシミュレーション結果を示
すグラフである。
【図１７】図１７は比較例におけるＳＡＣ装置のシミュレーション結果を示すグラフであ
る。
【図１８】図１８は一般的なＰＦＣを用いた制御装置の概略構成例を示すブロック図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　以下、本発明の実施の形態を、図面を参照しながら説明する。なお、以下では全ての図
を通じて同一又は相当する要素には同一の参照符号を付して、その重複する説明を省略す
る。
【００３７】
　＜全体構成＞
　図１は本発明の一実施形態に係る適応制御装置の概略構成例を示すブロック図である。
図１に示すように、本実施形態の適応制御装置１は、制御対象２に操作値ｕを出力する制
御器３と、制御対象２から出力される制御値ｙの帰還値ｙａを補償するための補償値ｙｆ

を操作値ｕに基づいて出力する並列フィードフォワード補償器（以下、ＰＦＣとも略称す
る）４とを備えている。制御器３は、制御対象２から出力される制御値ｙにＰＦＣ４から
出力される補償値ｙｆを加えた帰還値ｙａと指令値ｒとに基づいて操作値ｕを出力するよ
うにしてフィードバック制御を行うよう構成されている。制御器３およびＰＦＣ４は、例
えば制御対象２の内部または外部に設けられるマイクロコントローラなどのコンピュータ
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において所定のデジタル演算を行うようにプログラミングされることにより構成されても
よいし、アナログまたはデジタル回路により構成されてもよいし、これらを組み合わせて
もよい。
【００３８】
　ＰＦＣ４は、制御器３から出力される操作値ｕに基づいて補償値ｙｆを演算するＰＦＣ
演算部５と、制御対象２のモデルを逐次同定して制御対象２の伝達関数を推定する同定機
構６と、この同定機構６で同定された伝達関数に基づいて制御対象２の周波数応答特性を
推定し、当該周波数応答特性に基づいてＰＦＣ演算部５から出力される補償値ｙｆを調整
する調整機構７とを備えている。
【００３９】
　図２は図１８に示す一般的なＰＦＣを用いた制御装置におけるＰＦＣの効果を説明する
ための、ＰＦＣを含む開ループ応答のグラフである。ただし、図１８に示すように、ＰＦ
Ｃ４０は、同定機構６および調整機構７は備えていないものとする。図２に示すように、
一般的に、制御対象２から出力される制御値ｙは、制御器３の操作値ｕに対して応答遅れ
を生じる。これに対して、ＰＦＣ４０により制御対象２の応答遅れを補うような擬似的な
出力（補償値ｙｆ）が発生する。これにより、制御対象２とＰＦＣ４０とを組み合せた制
御系（拡大制御系）の出力（帰還値ｙａ）においては応答遅れが生じないこととなる。応
答遅れはフィードバック制御における不安定化の主な要因であるため、ＰＦＣ４０により
応答遅れを補償することで基本的な安定性が確保され、制御器３の設計が非常に簡単にな
る効果がある。具体的なＰＦＣ４０の例としては、以下に示されるような一次遅れ系の伝
達関数Ｇｆ（ｓ）を有したものがある。
【００４０】
【数１】

【００４１】
　なお、制御値ｙにＰＦＣの補償値ｙｆを付加したことによるオフセットを除去するため
に、ＰＦＣ４０は次のように低域遮断特性を持たせる場合もある。
【００４２】

【数２】

【００４３】
　ＰＦＣ４０から出力される補償値ｙｆが大きければ、制御系は安定化しやすくなるが、
補償値ｙｆを大きくしすぎると拡大制御系の出力が制御対象２から出力される制御値ｙと
乖離するため、応答性が悪化する。
【００４４】
　これに対し、上記構成によれば、逐次同定された制御対象２の周波数応答特性に応じて
ＰＦＣ４が出力する補償値ｙｆが自動調整されるため、必要以上に補償値ｙｆを大きくし
なくてすみ、応答性の悪化を防止することができる。さらに、従来のＰＦＣの自動調整手
法と違い、制御対象２の変動に応じて手動で補償値ｙｆを再調整する必要がなく、また周
波数応答特性から制御パラメータを調整するため、同定したパラメータを直接制御パラメ
ータに利用する従来の構成に比べてモデル化誤差による許容度が大きい。すなわち、モデ
ル化誤差が多少大きくても周波数応答特性の傾向さえつかめれば制御パラメータを適切に
調整することができる。したがって、上記構成によれば、応答性の悪化を防止しつつ最適
な適応制御を自動的かつ簡単に行うことができる。
【００４５】
　＜ＰＦＣの調整方法＞
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　以下、ＰＦＣ４における補償値の調整方法について説明する。図３は本実施形態におい
て図１に示す適応制御装置におけるＰＦＣの調整の流れを示すフローチャートである。図
３に示すように、ＰＦＣ４の同定機構６には、制御対象２の入力データである操作値ｕと
制御対象２の出力データである制御値ｙとが入力される。入力された操作値ｕおよび制御
値ｙは、ノイズ成分などの所定の周波数領域外の成分をバンドパスフィルタ（図示せず。
ハイパスフィルタおよびローパスフィルタを含む）により除去し（ステップＳ１）、当該
フィルタリング後の操作値ｄｕおよびフィルタリング後の制御値ｄｙに対してリサンプリ
ングを行う（ステップＳ２）。
【００４６】
　その後、同定機構６は、リサンプリングされた値を用いて逐次同定を行う（ステップＳ
３：同定ステップ）。本実施形態において同定機構６は、制御対象２のモデルを逐次同定
して制御対象２の伝達関数を求めることにより、制御対象２の周波数応答特性を推定する
。この際、同定機構６は、線形ブラックボックスモデル（特にＡＲＸモデルと呼ばれるモ
デル）を適用して同定を行う。これにより、既知の逐次同定手法を利用して、上記周波数
応答特性を推定することができる。また、同定可能な制御対象２が特定のモデルに限定さ
れず、様々な制御対象２に対して適用することができ、汎用性の高い適応制御装置を構成
することができる。具体的には、制御対象２のモデルを以下のように記述する。
【００４７】
【数３】

【００４８】
　ここで、ｕｒ（ｋ）はリサンプリング後の時刻ｋにおける操作値（入力データ）を示し
、ｙｒ（ｋ）はリサンプリング後の時刻ｋにおける制御値（出力データ）を示し、ｖ（ｋ
）は外乱項を示し、ｋｍはむだ時間を示し、ｚは１サンプル分の時間シフト演算子を示し
、ｚ［ｘ（ｋ）］＝ｘ（ｋ＋１）が成り立つ。
【００４９】
　また、Ａ（ｚ－１）およびＢ（ｚ－１）は以下のように表せる。
【００５０】
【数４】

【００５１】
　ここで、ａ１，ａ２，…，ａｎａおよびｂ１，ｂ２，…，ｂｎｂは推定する分母パラメ
ータおよび分子パラメータを示し、ｎａ，ｎｂはそれぞれ同定モデルの分母および分子の
パラメータ数を示す。
【００５２】
　このとき、時刻ｋ－１までの入出力データに基づく、時刻ｋにおける出力データｙｒ（
ｋ）の一段先の予測値ｙｐ（ｋ）は以下のように表せる。
【００５３】

【数５】

【００５４】
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　ここで、θはパラメータベクトルを示し、φ（ｋ）は時刻ｋでのデータベクトルを示す
。
【００５５】
　このとき、パラメータベクトルθが確率変動することが制御対象２の変動を示すとする
と、以下のように表わせる。
【００５６】
【数６】

【００５７】
　ここで、Ｑはパラメータの分散（変動幅）を示し、Ｒは観測雑音の分散を示す。なお、
パラメータの分散Ｑは定常状態（入出力に変化がない状態）では０とする。パラメータの
分散Ｑおよび観測雑音の分散Ｒは、ＰＦＣ４の設計パラメータとなる。
【００５８】
　本実施形態において、同定機構６は、線形ブラックボックスモデルのパラメータ（多項
式表現における各係数）をカルマンフィルタを用いて推定する。すなわち、同定機構６は
、上記式（６）に基づいてカルマンフィルタを適用し、パラメータベクトルθを推定する
。
【００５９】
　以下に、カルマンフィルタによる推定手順を具体的に示す。まず、パラメータ推定値の
初期値θｉ（ｋ）と誤差共分散行列の初期値Ｐｉ（ｋ）を与えることにより、同定機構６
は、以下のように予測誤差εｉ（ｋ）とカルマンゲインＷ（ｋ）とを計算する。
【００６０】

【数７】

【００６１】
　上記式（７）および式（８）より、以下のようにパラメータ推定値θ（ｋ）および誤差
共分散行列Ｐ（ｋ）を修正する。
【００６２】

【数８】

【００６３】
　さらに、時間ステップを更新して次のステップでのパラメータ推定値の初期値θｉ（ｋ
＋１）および誤差共分散行列の初期値Ｐｉ（ｋ＋１）を計算する。
【００６４】

【数９】

【００６５】



(13) JP 5731933 B2 2015.6.10

10

20

30

40

50

　ただし、定常状態においては、パラメータの分散Ｑ＝０であるため、誤差共分散行列の
次のステップでの初期値Ｐｉ（ｋ＋１）は、Ｐ（ｋ）のみとなる。
【００６６】
　以上のようにして、パラメータベクトルθが順次推定される。
【００６７】
　ここで、制御対象２の伝達関数Ｇ（ｚ）は、以下のように表される。
【００６８】
【数１０】

【００６９】
　上記式（１３）は、同定機構６で推定されたパラメータベクトルθによって表現可能と
なる。以上のように、線形ブラックボックスモデルにカルマンフィルタを適用することに
より、既知の構成を利用して、制御対象２の周波数応答特性を推定することができる。
【００７０】
　次に、調整機構７は、推定された制御対象２の伝達関数Ｇ（ｚ）に基づいてＰＦＣの設
計を行う。本実施形態において、ＰＦＣは式（１）で表される一次遅れ系とし、調整機構
７は、制御対象２の位相遅れが所定値以上となる周波数およびゲインにそれぞれ所定の係
数を掛けることで一次遅れ系のＰＦＣの折点周波数ωｆ（以下、ＰＦＣ周波数ωｆとも略
称する）とゲインＫｆ（以下、ＰＦＣゲインＫｆとも略称する）を設計する。具体的には
、まず、調整調整７は、同定された制御対象２の伝達関数Ｇ（ｚ）より制御対象２の位相
遅れがφｐ以上となる周波数ωｐを数値探索により算出する（ステップＳ４）。また、調
整機構７は、周波数がωｐであるときのゲインＫｐ＝｜Ｇ（ｚ＝ｅｘｐ（ｊωｐＴｓ））
｜を算出する（ステップＳ５）。ここで、Ｔｓは、制御周期を示す。
【００７１】
　そして、調整機構７は、求められた周波数ωｐおよびゲインＫｐに平滑化フィルタを適
用する（ステップＳ６，Ｓ７）。平滑化フィルタは、特に限定されないが例えば移動平均
フィルタが適用される。移動平均フィルタを用いた場合、フィルタ後の周波数ωｐｆおよ
びフィルタ後のゲインＫｐｆは、以下のように求められる。
【００７２】

【数１１】

【００７３】
　ここで、ｎｓは移動平均をとるデータの数を示す。
【００７４】
　このようにして求められるフィルタ後の周波数ωｐｆおよびフィルタ後のゲインＫｐｆ

を用いて調整機構７は、同定された制御対象２の伝達関数Ｇ（ｚ）から制御対象２の位相
遅れが所定値φｐ以上となる周波数ωｐおよびゲインＫｐに所定の係数（周波数係数αｗ

およびゲイン係数αｋ）を掛けることにより、ＰＦＣ４の伝達関数Ｇｆ（ｚ）のＰＦＣ周
波数ωｆおよびＰＦＣゲインＫｆを以下のように設計する（ステップＳ８，Ｓ９）。
【００７５】
【数１２】
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【００７６】
　ここで、周波数係数αｗおよびゲイン係数αｋは設計パラメータである。
【００７７】
　以上より求められたＰＦＣ周波数ωｆおよびＰＦＣゲインＫｆよりＰＦＣ４（ＰＦＣ演
算部５）の伝達関数Ｇｆ（ｓ）が求められる（ステップＳ１０：調整ステップ）。求めら
れたＰＦＣ４の伝達関数Ｇｆ（ｓ）に基づいて補償値ｙｆが調整される。なお、本実施形
態において、調整機構７は、ステップＳ８，Ｓ９で求められたＰＦＣ周波数ωｆおよびＰ
ＦＣゲインＫｆの値が所定の上限値を超えているか否かを判定し、超えている場合は上限
値を超えないようにリミッタを適用している（ステップＳ１１，Ｓ１２）。これにより、
調整後のＰＦＣ４の伝達関数Ｇｆ（ｓ）が調整範囲外となるのを有効に防止できる。
【００７８】
　ところで、ＰＦＣ４の伝達関数Ｇｆ（ｓ）をＰＦＣ演算部５においてコンピュータ演算
する際には、連続時間伝達関数Ｇｆ（ｓ）を以下に示すように双一次変換した離散時間伝
達関数Ｇｆ（ｚ）が用いられる。
【００７９】
【数１３】

【００８０】
　なお、ｄｆはＰＦＣ４の離散時間伝達関数Ｇｆ（ｚ）における直達項を示す。すなわち
、離散時間伝達関数Ｇｄ

ｆ（ｚ）は直達項を除いたＰＦＣ４の伝達関数を意味する。この
とき、補償値ｙｆは、以下のように計算される。
【００８１】

【数１４】

【００８２】
　ここで、ｙｄ

ｆ（ｋ）は直達項を除いた補償値を意味する。なお、式（１８）は以下の
ような表記で表すこともある。
【００８３】

【数１５】

【００８４】
　このように補償値ｙｆを調整することにより、簡単な構成でかつ様々な制御対象２に対
して有効にＰＦＣ４から出力される補償値ｙｆを調整することができる。
【００８５】
　＜ＳＡＣ機構＞
　次に、本実施形態における制御器３について説明する。図４は図１に示す適応制御装置
における制御器に単純適応制御を用いた場合の概略構成例を示すブロック図である。図４
に示すように、制御器３は、所定の（理想的な）応答を与えるように設計された規範モデ
ルに制御対象２が出力する制御値ｙが追従するように複数の適応ゲインが調整される単純
適応制御（ＳＡＣ）機構を備えている。複数の適応ゲインは、指令値ｒに対する第１フィ
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ードフォワードゲインＫｕと、規範モデルの状態量ｘｍに対する第２フィードフォワード
ゲインＫｘと、規範モデルの出力（規範出力）ｙｍと帰還値ｙａとの偏差に対するフィー
ドバックゲインＫｅとを含む。具体的には、ＳＡＣ機構は、入力される指令値ｒに対して
規範モデルを適用して制御対象２の出力が追従すべき規範出力ｙｍを出力する規範モデル
適用部３１と、指令値ｒに対して第１の適応ゲイン（第１のフィードフォワードゲイン）
Ｋｕを乗算する第１乗算器３２と、規範モデルの状態量ｘｍ（後述）に対して第２の適応
ゲイン（第２のフィードフォワードゲイン）Ｋｘを乗算する第２乗算器３３と、規範出力
ｙｍと制御値ｙにＰＦＣ４から出力される補償値ｙｆを加えた拡大制御系の出力（帰還値
）ｙａとの誤差を演算する第１減算器３５と、第１減算器３５の出力ｅａに対して第３の
適応ゲイン（フィードバックゲイン）Ｋｅを乗算する第３乗算器３４と、第１乗算器３２
の出力と第２乗算器３３の出力とを加算する第１加算器３６と、第１加算器３６の出力ｕ

ｓと第３乗算器３４の出力ｕｅとを加算して操作値ｕを出力する第２加算器３７とを備え
ている。
【００８６】
　規範モデルは、コンピュータによる演算が可能なように、以下に示すような離散時間状
態方程式で表される。
【００８７】
【数１６】

【００８８】
　ここで、Ａｍ，ｂｍ，ｃｍ，ｄｍは規範モデルのパラメータを示す。
【００８９】
　一般的に、ＳＡＣ機構が適正に動作するためには、制御対象２が概強正実（ＡＳＰＲ）
条件を満たすことが必要である。しかしながら、一般的には制御対象２にはむだ時間など
の応答遅れが生じるため、ＡＳＰＲ条件を満たさない場合が多い。したがって、本実施形
態では、前述したように、制御対象２の出力にＰＦＣ４の出力を付加して拡大制御系を構
成し、拡大制御系がＡＳＰＲ条件を満たすようにした上で、ＳＡＣ機構を拡大制御系に適
用する。
【００９０】
　この場合、本来規範モデルに追従させたい制御対象２の出力ではなく、拡大制御系の出
力が規範モデルに追従することとなる。すなわち、制御対象２の出力に対しては、定常偏
差が残ってしまう。この定常偏差を除去するためには、規範モデル適用部３１の出力ｙｍ

に対しても同じ構成のＰＦＣ４を付加する動的補償を行う。図５は図４に示す適応制御装
置に動的補償が付加された場合の概略構成例を示すブロック図である。図５の例において
は、ＳＡＣ機構は、上記構成に加えて、第１加算器３６の出力ｕｓが入力され、ＰＦＣ演
算部５と同様のＰＦＣ演算を行う動的補償器３８と、動的補償器３８の出力ｙｓと規範モ
デル適用部３１の出力ｙｍとを加算する第３加算器３９とを備えている。なお、第１減算
器３５は、第３加算器３９の出力ｙＭと拡大制御系の出力（帰還値）ｙａとの誤差が演算
される。
【００９１】
　図６は図５に示す適応制御装置と等価な構成を示す等価ブロック図である。図５に示す
適応制御装置１の構成は、図６に示すように、ＰＦＣ演算部５が第３乗算器３５の出力ｕ

ｅに基づいてＰＦＣ演算を行うよう構成されるとともに、第３加算器３９の代わりに、第
１減算器３５の出力ｅａとＰＦＣ演算部５の出力ｙｆとを加算する第４加算器４１を備え
ていることと等価である。したがって、動的補償を行う場合、ＰＦＣの補償値ｙｆは、以
下のように計算される。
【００９２】
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【００９３】
　以下、図６の等価ブロック図に基づいてＳＡＣ動作を説明する。
【００９４】
　まず、制御対象への入力（操作値）ｕは、以下のように表される。
【００９５】

【数１８】

【００９６】
　上記式（２２）に示される適応ゲインＫｕ，Ｋｘ，Ｋｅは、以下のような比例および積
分の適応調整則により求められる。
【００９７】
【数１９】

【００９８】
　ここで、γｐｅ，γＩｅ，γｐｘ，γＩｘ，γｐｕ，γＩｕは調整則ゲインを示す。な
お、Ｋｘ，γｐｘ，γＩｘの上付きの添え字ｉは規範モデルのｉ番目の状態量ｘｉ

ｍに対
応するゲインであることを示している。
【００９９】
　また、上記式（２３）におけるＮ（ｋ）は正規化信号であり、以下の式で与えられる。
【０１００】
【数２０】

【０１０１】
　ここで、ｍ，ｍｕ，ｍｙｍは正規化パラメータを示す。
【０１０２】
　さらに、上記式（２３）におけるσｅ，σｘ，σｕは各適応ゲインの発散を防ぐための
σ修正ゲインであり、以下のように、制御偏差、指令値、規範出力、規範モデル状態量に
応じて可変するようなゲインである。
【０１０３】
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【数２１】

【０１０４】
　ここで、βｅ１～βｅ３，βｘ１～βｘ３，βｕ１～βｕ３，Ｃｘ０，Ｃｕ０，Ｃｅｍ

０は設計パラメータを示す。上付きの添え字ｉのあるゲインは規範モデルのｉ番目の状態
量ｘｉ

ｍに対応するゲインであることを示している。
【０１０５】
　上記式（２２）における第３乗算器３４の出力ｕｅ（ｋ）の算出において用いられる第
１減算器３５の出力ｅａ（ｋ）は、図６に示すように、ｙ（ｋ）＋ｙｆ（ｋ）－ｙｍ（ｋ
）と表せる。したがって、第３乗算器３４の出力ｕｅ（ｋ）は、式（２１）を用いて以下
のように表せる。
【０１０６】

【数２２】

【０１０７】
　上記式（２８）により明らかなように、第３乗算器３４の出力ｕｅ（ｋ）の計算にはｕ

ｅ（ｋ）が必要であり、上記式（２２）は、このままでは計算できない。そこで、第１減
算器３５の出力ｅａ（ｋ）のうち、直達項を除く観測可能な部分をｅｄ

ａ（ｋ）とし、以
下のように計算可能な式とする。
【０１０８】

【数２３】

【０１０９】
　以上より、ＳＡＣ機構の制御入力（式（２２））は以下のように置き換えられる。
【０１１０】

【数２４】

【０１１１】
　また、上記式（２９）によるフィードバックゲインＫｅの置き換えに対応して、式（２
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３）の適応調整則も以下のように計算可能な式とする。
【０１１２】
【数２５】

【０１１３】
　このように、制御器３のＳＡＣ機構およびＰＦＣ４の調整機構６におけるコンピュータ
演算において、適応フィードバックゲインＫｅは、式（２９）のＫｄ

ｅに置き換えられる
。図７は適応フィードバックゲインＫｅと直達項を除いた適応フィードバックゲインＫｄ

ｅとの関係を示すグラフである。図７に示すように、Ｋｅの値域[－∞，０]に対して、Ｋ
ｄ

ｅの値域が[－１／ｄｆ，０]となることを示している。ここで、直達項ｄｆはＰＦＣ４
の調整機構７により変化する可能性があるが、変化前の値ｄｆ（ｋ－１）とそのときのＫ
ｄ

ｅの値によっては、ｄｆ（ｋ）への変化後、Ｋｄ
ｅが値域外の値となってしまう可能性

がある。そこで、直達項ｄｆの変化に応じて適応ゲインＫｄ
ｅを以下のように再計算する

。
【０１１４】

【数２６】

【０１１５】
　なお、ＰＦＣ４の伝達関数Ｇｆ（ｚ）の変化によってＫｄ

ｅが値域外の値となる可能性
があるのは、ｄｆ（ｋ）＞ｄｆ（ｋ－１）の場合に限られるため、以下に示すようにｄｆ

（ｋ）≦ｄｆ（ｋ－１）の場合には、Ｋｄ
ｅの調整を行わないこととしてもよい。

【０１１６】
【数２７】

【０１１７】
　あるいは、Ｋｄ

ｅは以下のように調整してもよい。この場合、直達項ｄｆの変化直後の
応答が式（３２）や式（３３）で再計算した場合よりもよくなることがある。
【０１１８】

【数２８】

【０１１９】
　＜ＰＦＣの調整方法における考え方＞
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　ここで、上記ＰＦＣ４の調整方法における考え方を説明する。図８はある制御対象の周
波数応答特性およびそれに応じて設計したＰＦＣの周波数応答特性を示すグラフである。
図８においては、制御対象２として油圧機器を想定した周波数応答特性が示されている。
図８に示されるように、この制御対象２においては、周波数が約１３Ｈｚ以上で位相遅れ
が約１８０°以上生じる。フィードバック制御においては、位相遅れが１８０°以上とな
る周波数領域が存在すると、一定以上の大きさのゲインでフィードバックを行ったときに
制御系が不安定になる可能性がある。
【０１２０】
　そこで、自身の位相遅れが９０°未満であるＰＦＣ４の出力ｙｆを制御対象２の位相遅
れが１８０°以上となる周波数領域において制御対象２の出力ｙより大きくなるように設
計する。これにより、制御対象２の位相遅れが１８０°以上となる周波数領域においては
、位相遅れ９０°未満のＰＦＣ４の出力ｙｆが主に拡大制御系の出力を占めるため、拡大
制御系としては応答遅れがないように見える。図８の例においては、制御対象２の位相遅
れが所定値（しきい値）φｐ＝１８０°となるときの周波数が約１３Ｈｚ（ωｐ＝８１．
２[rad/s]）であり、このときの制御対象２のゲインが約－４９ｄＢ（Ｋｐ＝０．００３
５）であるため、制御対象２の位相遅れが１８０°となるときのＰＦＣゲインをＫｆ＝０
．００５とし、ＰＦＣ周波数をωｆ＝１００[rad/s]となるように設計している。
【０１２１】
　図９は図８に示す制御対象およびＰＦＣの周波数応答特性に基づく拡大制御系の周波数
応答特性を示すグラフである。図９に示すように、上記のように設計したＰＦＣ４の出力
ｙｆを制御対象２の出力ｙに付加したときの拡大制御系の出力（帰還値）ｙａの周波数応
答特性は、制御対象２単体の位相遅れが１８０°以上となる周波数領域において、約９０
°程度未満の位相遅れに止まっている。このように、ＰＦＣゲインＫｆとＰＦＣ周波数ω

ｆは、制御対象２の周波数応答特性から好適に定めることができる。なお、図８および図
９の例においては、位相遅れのしきい値φｐを１８０°に設定したが、より余裕をもって
位相遅れのしきい値φｐを１７０°や１５０°に設定してもよい。位相遅れのしきい値φ

ｐを小さくするほど、拡大制御系としては安定するが応答性は悪化する。また、しきい値
φｐにおける制御対象２のゲインＫｐおよび周波数ωｐに対してＰＦＣゲインＫｆ、ＰＦ
Ｃ周波数ωｆを大きくとるほど、拡大制御系としては安定動作するが、応答性は悪化する
。
【０１２２】
　なお、しきい値φｐにおける制御対象２の周波数ωｐおよびゲインＫｐは制御周期Ｔｓ

内に数値探索法を用いて求められるが、詳細な精度は必要ない。すなわち、設計パラメー
タである周波数係数αｗやゲイン係数αｋをある程度大きくとっていれば、探索位相であ
るしきい値φｐに対して±５～１０°程度の範囲を許容誤差範囲として探索を打ち切るこ
とも可能である。探索回数は、黄金分割探索法などの効率的な１次元探索手法を用いれば
約５～１０回で上記許容誤差範囲に収束するため、制御周期Ｔｓが０．００２～０．００
５秒程度の一般的な短さであっても、制御周期Ｔｓ内の数値探索が可能である。
【０１２３】
　また、伝達関数Ｇ（ｚ）の位相遅れのしきい値φｐを例えば１５０°～１８０°とする
とき、式（１５）における設計パラメータである周波数係数αｗは１．０～５．０程度に
設定され、設計パラメータであるゲイン係数αｋは１．０～２．０程度に設定される。図
１０は図８に示す制御対象の周波数応答特性に基づくＰＦＣの好適な設計範囲を示すグラ
フである。図１０に示すような設計範囲内にＰＦＣの出力ｙｆが含まれるように設計する
ことで、応答性の悪化を防止しつつ最適な適応制御を行うことができる。
【０１２４】
　＜本実施形態の適用例＞
　以下、上記実施形態で説明した適応制御装置１を射出成形機に適用した例について説明
する。図１１は図１に示す適応制御装置が適用された射出成形機の圧力制御に関する概略
構成例を示す模式図である。また、図１２は図１１に示す射出成形機の流量制御に関する
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概略構成例を示す模式図である。
【０１２５】
　図１１および図１２に示すように、本適用例における射出成形機１０は、先端に成形材
料を射出するノズル１１を備え、射出材料を溶融させながら搬送する射出シリンダ１２と
、射出シリンダ１２を介して成形材料を加熱するヒータ１３と、射出シリンダ１２内に成
形材料を投入するホッパ１４と、射出シリンダ１２内を射出シリンダ１２の軸線回りに回
転しながら軸線方向に移動するスクリュー１５と、スクリュー１５を移動させるピストン
１６と、ピストン１６が挿通され、ピストン１６を油圧によって移動させる油圧シリンダ
１７と、油圧シリンダ１７内に作動油を供給する油圧ポンプ１８と、油圧ポンプ１８の油
量を設定するモータ（サーボモータ）１９とを備えている。
【０１２６】
　そして、このような射出成形機１０の制御装置は、射出成形機１０の油圧シリンダ１７
内の圧力を調整するサーボモータ１９のモータ駆動装置２１に圧力操作値ｕを出力する圧
力制御器２０と、油圧シリンダ１７内の圧力に基づく帰還値ｙａを補償するための圧力補
償値ｙｆを圧力操作値ｕに基づいて出力するＰＦＣ２２とを備えている。圧力制御器２０
は、油圧シリンダ１７内の圧力または油圧ポンプ１８の作動油吐出圧などをセンサ（図示
せず）により検出し、ＰＦＣ２２に入力することにより、油圧シリンダ１７内の圧力にＰ
ＦＣ２２から出力される圧力補償値ｙｆを加えた帰還値ｙａと圧力指令値ｒとに基づいて
圧力操作値ｕを出力するようにしてフィードバック制御を行うよう構成されている。ＰＦ
Ｃ２２の構成は、上記実施形態と同様である。図１１に示す圧力制御態様は、保圧工程や
型締め工程などにおいて、油圧シリンダ１７内の油圧を一定に制御する。
【０１２７】
　上記構成によれば、逐次同定された射出成形機１０の周波数応答特性に応じてＰＦＣ２
２が出力する圧力補償値ｙｆが自動調整されるため、射出成形機１０で用いられる油圧シ
リンダ１７の大きさや射出する材料等の変動に応じて手動で圧力補償値ｙｆを再調整する
必要がない。さらに、必要以上に圧力補償値ｙｆを大きくしなくてすみ、応答性の悪化を
防止することができる。しかも、周波数応答特性から制御パラメータを調整するため、同
定したパラメータを直接制御パラメータに利用する従来の構成に比べてモデル化誤差によ
る許容度が大きい。すなわち、モデル化誤差が多少大きくても周波数応答特性の傾向さえ
つかめれば制御パラメータを適切に調整することができる。したがって、上記構成によれ
ば、射出成形機において応答性の悪化を防止しつつ最適な適応制御を自動的かつ簡単に行
うことができる。
【０１２８】
　一方、本適用例の射出成形機１０の制御装置は、射出工程など油圧シリンダ１７の速度
を一定に制御する流量制御態様を採用することも可能である。具体的には、モータ駆動装
置２１は、油圧シリンダ１７内への作動油の流量を制御する流量制御器としても機能する
。油圧シリンダ１７への作動油の流量は、サーボモータ１９の回転数を検出することによ
り把握する。
【０１２９】
　本適用例においては、上記のような流量制御態様と圧力制御態様とを場合に応じて切り
替えて射出成形機１０を駆動制御する。
【０１３０】
　より詳しくは、射出成形機１０の制御装置は、流量制御器であるモータ駆動装置２１を
用いた流量制御の開始後、油圧シリンダ１７内の圧力、油圧シリンダ１７内を摺動するピ
ストン１６のストローク、および、流量制御器を用いた流量制御が開始されてからの時間
のうちの少なくとも１つを検出し、それぞれに設定された所定のしきい値を超えた場合に
、流量制御に代えて圧力制御器を用いた圧力制御を開始するよう構成される。流量制御か
ら圧力制御への移行も同様にしきい値を設定して判定する。なお、圧力制御から流量制御
へ移行する際のしきい値は、流量制御から圧力制御へ移行する際のしきい値と同じでもよ
いし、異なるしきい値を設定することとしてもよい。これにより、流量制御と圧力制御と
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できる。
【０１３１】
　さらに、流量制御工程と圧力制御工程とでは、制御対象（サーボモータ１９）の特性（
制御構造）が大きく変化する。このため、流量制御工程から圧力制御工程への移行の直後
においては、ＰＦＣ２２の同定機構による周波数応答特性の正しい推定が行えない可能性
がある。このような場合を想定して、ＰＦＣ２２の調整機構は、ＰＦＣ２２の同定機構に
より逐次推定された前記射出成形機の周波数応答特性、および、予め定められた周波数応
答特性または過去に前記同定機構により推定された周波数応答特性の何れかを選択し、当
該周波数応答特性に基づいて前記圧力補償値を調整するよう構成されていてもよい。
【０１３２】
　このような構成によれば、圧力制御器２０による射出成形機１０の制御を開始した直後
等の逐次同定による周波数応答特性の正しい推定が困難な場合には、予め定められた周波
数応答特性または過去に前記同定機構により推定された周波数応答特性を用いて圧力補償
値を調整することにより、適応制御が不安定になるのを防止しつつ、その他の場合には、
逐次同定された周波数応答特性を用いて射出成形機１０の制御を行うことにより、応答性
の悪化を防止しつつ最適な適応制御を行うことができる。
【０１３３】
　逐次同定された周波数応答特性と予め定められた周波数応答特性または過去に前記同定
機構により推定された周波数応答特性との何れを選択するかの切り替えにおいても、油圧
シリンダ１７内の圧力、油圧シリンダ１７内を摺動するピストン１６のストローク、およ
び、流量制御器を用いた流量制御が開始されてからの時間のうちの少なくとも１つを検出
し、検出した値が予め設定された所定のしきい値を超えた場合に、切り替えることとすれ
ばよい。
【０１３４】
　図１３は図１１および図１２に示す射出成形機において射出工程と保圧工程との切り替
えシミュレーションを行った際の各出力を示すグラフである。図１３の例では、流量制御
から圧力制御への切り替えは油圧シリンダ１７内の油圧が所定のしきい値（約９ＭＰａ）
に達することにより行っている。図１３によれば、射出工程においては流量制御を行い、
油圧シリンダ１７内の油圧が所定のしきい値を超えることにより、圧力制御である保圧工
程に移行している。保圧工程においては、圧力指令値ｒに応じて規範モデルの出力ｙｍが
生成され、圧力制御値ｙも規範モデルの出力ｙｍによく追従できており良好な応答が得ら
れていることが確認できる。
【０１３５】
　＜変形例＞
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるもの
ではなく、その趣旨を逸脱しない範囲内で種々の改良、変更、修正が可能である。
【０１３６】
　例えば、上記実施形態においては、同定機構６として、線形ブラックボックスモデルの
パラメータを、カルマンフィルタを用いて推定する構成について説明したが、これに限ら
れない。例えば、線形ブラックボックスモデルのパラメータを、遂次最小二乗法（ＲＬＳ
：Recursive Least Squares）を用いて推定してもよい。遂次最小二乗法におけるモデル
パラメータの変動を考慮する際には、過去データに対して指数的に重みを小さくする忘却
係数λを設定して以下のようにパラメータの推定を行う。
【０１３７】



(22) JP 5731933 B2 2015.6.10

10

20

30

40

50

【数２９】

【０１３８】
　ここで、θ（ｋ）はモデルのパラメータベクトルを示し、φ（ｋ）は時刻ｋにおけるデ
ータベクトルを示し、εは予測誤差を示す。また、γは正の定数であり、Ｉは単位行列を
示す。
【０１３９】
　また、制御対象２の物理構造が明らかな場合には、同定機構６として、制御対象２の物
理モデルを適用することとしてもよい。これにより、より高精度な適応制御装置を構成す
ることができる。この場合、同定機構６は、物理モデルの未知定数を、カルマンフィルタ
を用いて推定するよう構成されていてもよい。これにより、既知の構成を利用して、物理
モデルによる適応制御を容易に実現することができる。例えば、油圧シリンダの圧力制御
を行う場合、油圧シリンダの圧力変化モデルは以下で与えられる。
【０１４０】
【数３０】

【０１４１】
　ここで、ｐはシリンダの圧力[Pa]を示し、ｑはシリンダへの吐出流量[m3/s]を示し、Ａ
はシリンダ断面積[m2]を示し、ｘはシリンダ変位[m]を示し、ｙはシリンダ速度[m/s]を示
し、κは体積弾性係数を示す。ここで、シリンダへの吐出流量ｑが操作量であり、シリン
ダの圧力ｐが制御量となる。また、シリンダ断面積Ａは既知、シリンダ変位ｘとシリンダ
速度ｙとは計測可能（既知）であるが、体積弾性係数κは未知とする。
【０１４２】
　式（３６）を離散化し、体積弾性係数κの変動を考慮して状態方程式に表すと以下のよ
うになる。
【０１４３】
【数３１】

【０１４４】
　ここで、Ｑ０は体積弾性係数の分散（変動幅）を示し、Ｒは観測雑音の分散を示す。ま
た、Ｔｓは制御周期[sec]である。なお、体積弾性係数の分散Ｑ０は定常状態（入出力に
変化がない状態）では０とする。
【０１４５】
　上記式（３７）に基づいてカルマンフィルタを適用し、物理モデルの未知定数である体
積弾性係数κを推定する。ここで、推定手順を示す前に以下の記号を定義する。
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【数３２】

【０１４７】
　以下に、カルマンフィルタによる推定手順を具体的に示す。まず、パラメータ推定値の
初期値θｉ（ｋ）と誤差共分散行列の初期値Ｐｉ（ｋ）を与えることにより、同定機構６
は、以下のように予測誤差εｉ（ｋ）とカルマンゲインＷ（ｋ）とを計算する。
【０１４８】

【数３３】

【０１４９】
　上記式（３９）および式（４０）より、以下のようにパラメータ推定値θ（ｋ）および
誤差共分散行列Ｐ（ｋ）を修正する。
【０１５０】
【数３４】

【０１５１】
　さらに、時間ステップを更新して次のステップでのパラメータ推定値の初期値θｉ（ｋ
＋１）および誤差共分散行列の初期値Ｐｉ（ｋ＋１）を計算する。
【０１５２】
【数３５】

【０１５３】
　ただし、定常状態においては、パラメータの分散Ｑ＝０であるため、誤差共分散行列の
次のステップでの初期値Ｐｉ（ｋ＋１）は、Ｐ（ｋ）のみとなる。
【０１５４】
　以上のようにして、パラメータベクトルθを順次推定することで、体積弾性係数κが推
定される。
【０１５５】
　ここで、油圧シリンダへ流入する流量ｑ（ｋ）から油圧シリンダの圧力ｐ（ｋ）までの
伝達関数Ｇ（ｚ）は、以下のように表される。
【０１５６】
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【数３６】

【０１５７】
　上記式（４５）は、計測可能なシリンダ変位ｘ（ｋ）と、既知のシリンダ断面積Ａと、
同定機構６で推定された体積弾性係数κ（ｋ）とによって表現可能となる。以上のように
、制御対象２の物理構造が明らかな場合には、既知の構成を利用して、制御対象２の周波
数応答特性をより高精度に推定することができる。
【０１５８】
　この他、線形ブラックボックスモデルを用いずに制御対象２を同定することも可能であ
る。例えば、ＨＡＲＦ（HyperstableAdaptive Recursive Filter）やＳＨＡＲＦ（Simpli
fied HARF）などの適応デジタルフィルタを用いて、制御対象２を表すＩＩＲフィルタを
求めることとしてもよい。さらに、本発明においては最終的に制御対象２の周波数応答特
性が推定できればよいため、必ずしも制御対象２のモデル同定を行う必要はない。すなわ
ち、同定機構６において、周波数応答特性を直接推定することとしてもよい。周波数応答
特性を直接推定する方法としては、例えば短時間フーリエ変換および連続ウェーブレット
変換などの方法が考えられる。
【０１５９】
　また、上記実施形態においては、ＰＦＣ４を適用する制御器３としてＳＡＣ機構を有す
る構成について説明したが、制御器３はこれに限られない。例えば、制御器は適応ＰＩＤ
制御機構であってもよい。図１４は本発明の他の実施形態に係る適応制御装置の概略構成
例を示すブロック図である。図１４に示す例の適応制御装置１Ｂにおいては、制御対象２
の出力（制御値）ｙにＰＦＣ４（ＰＦＣ演算部５）の出力ｙｆを付加した拡大制御系の出
力ｙａと指令値ｒとの誤差ｅ、当該誤差ｅの積分値ｗおよび微分値ｄに基づいて適応ＰＩ
Ｄ制御器３Ｂの適応比例ゲインＫＰ、適応微分ゲインＫＤ、適応積分ゲインＫＩが調整さ
れる。なお、適応ＰＩＤ制御に同定機構６および調整機構７を備えていないＰＦＣ４０を
適用する構成自体のより詳しい説明は公知であるので省略する（例えば国際公開第２００
８／０１８４９６号や岩井善太他「単純適応制御ＳＡＣ」２００８（森北出版）などを参
照）。
【０１６０】
　また、制御器はスライディングモード制御（Sliding Mode Control）機構であってもよ
い。図１５は本発明の他の実施形態に係る適応制御装置の概略構成例を示すブロック図で
ある。図１５に示す例の適応制御装置１Ｃにおいては、拡大制御系の出力（制御値）ｙａ

と指令値ｒとの誤差を切り替え関数σとしてスライディングモードコントローラ３Ｃによ
り、非線形の切り替え入力（操作値）ｕが計算される。通常のスライディングモード制御
においては、切り換え超平面を制御対象の状態変数を用いて構成するが、本例のようにＰ
ＦＣ４を用いることにより、制御対象２の出力のみから切り換え超平面を構成することが
できる。したがって、オブザーバなどの状態変数を推定する機構が不要となるため、比較
的容易に制御系（スライディングモード制御系）を構築することができる。なお、スライ
ディングモード制御系に同定機構６および調整機構７を備えていないＰＦＣ４０を適用す
る構成自体のより詳しい説明は公知であるので省略する（例えば岩井善太他「単純適応制
御ＳＡＣ」２００８（森北出版）などを参照）。
【実施例】
【０１６１】
　本発明の一実施例における適応制御装置とＰＦＣの伝達関数が固定であるＳＡＣ装置（
比較例）とのそれぞれについて制御対象の伝達関数が変化するモデルを用いて制御対象の
出力ｙの規範モデルの出力ｙｍに対する追従性をシミュレーションした。なお、本実施例
および比較例におけるＳＡＣの各パラメータのうち、比較例のＰＦＣの出力のゲイン（０
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．００５）および周波数（３０Ｈｚ）が固定値である他は（制御周期Ｔｓ、規範モデルの
パラメータａｍ，ｂｍ，ｃｍ，ｄｍ、調整則ゲインγｐｅ，γｐｘ，γｐｕ、σ修正ゲイ
ンβｅ１～βｅ３，βｘ１～βｘ３，βｕ１～βｕ３等は）、本実施例および比較例とも
に同じ値を用いている。また、本実施例において、位相遅れのしきい値φｐは１８０°、
周波数係数αｋ＝１．５、ゲイン係数αｋ＝１としている。
【０１６２】
　制御対象のモデルとしては、伝達関数Ｇ（ｓ）が以下のように時刻によって変化するモ
デルを採用した。
【０１６３】
【数３７】

【０１６４】
　上記式（４６）においては、伝達関数Ｇ（ｓ）が時刻によって切り替わるごとにゲイン
が１０倍変化するモデルとなっている。いずれのゲインにおいても安定なＰＦＣを設計す
る必要があるため、本比較例においては制御対象のゲインが大きい領域（０≦ｔ＜４，１
２≦ｔ＜２０における伝達関数Ｇ（ｓ）＝１．５ｅ－０．０２５ｓ／（５ｓ＋１））にお
いてＰＦＣの補償値が最適となるように設計されている。
【０１６５】
　図１６は本発明の一実施例における適応制御装置のシミュレーション結果を示すグラフ
である。また、図１７は比較例におけるＳＡＣ装置のシミュレーション結果を示すグラフ
である。図１６および図１７に示すように、制御対象のゲインが大きい領域（０≦ｔ＜４
，１２≦ｔ＜２０における伝達関数Ｇ（ｓ）＝１．５ｅ－０．０２５ｓ／（５ｓ＋１））
では、本実施例および比較例のいずれにおいても制御対象の出力（制御値）ｙが規範モデ
ルの出力（規範出力）ｙｍによく追従できていることが分かる。
【０１６６】
　しかしながら、制御対象のゲインが小さい領域（４≦ｔ＜１２における伝達関数Ｇ（ｓ
）＝０．１５ｅ－０．０２５ｓ／（５Ｓ＋１））では、比較例（図１７）におけるＰＦＣ
の補償値が非常に大きくなっている。これは、ゲインが小さい領域において比較例のＰＦ
Ｃが約１０倍の過剰補償をしている結果であると考察できる。このため、図１７に示すよ
うに、比較例ではゲインが小さい領域において、制御対象の出力ｙが規範モデルの出力ｙ

ｍに追従できていない。
【０１６７】
　一方、本実施例（図１６）においては、制御対象のゲインが小さい領域であっても、Ｐ
ＦＣの補償値が過剰に大きくならず、制御対象の出力ｙが規範モデルの出力ｙｍによく追
従できていることが分かる。このように、本実施例の適応制御装置によれば、制御対象の
伝達関数（ゲイン）が変動してもＰＦＣの補償値が適正化されるため、制御対象の変動に
よらず制御対象の出力ｙを規範モデルの出力ｙｍに安定的に追従させることができること
が示された。
【産業上の利用可能性】
【０１６８】
　本発明の適応制御装置および制御方法ならびに射出成形機の制御装置は、応答性の悪化
を防止しつつ最適な適応制御を自動的かつ簡単に行うために有用である。
【符号の説明】
【０１６９】
　１，１Ｂ，１Ｃ　適応制御装置
　２　制御対象



(26) JP 5731933 B2 2015.6.10

10

20

30

　３　制御器
　３Ｂ　適応ＰＩＤ制御器
　３Ｃ　スライディングモードコントローラ
　４，２２　ＰＦＣ
　５　ＰＦＣ演算部
　６　同定機構
　７　調整機構
　１０　射出成形機
　１１　ノズル
　１２　射出シリンダ
　１３　ヒータ
　１４　ホッパ
　１５　スクリュー
　１６　ピストン
　１７　油圧シリンダ
　１８　油圧ポンプ
　１９　サーボモータ（モータ）
　２０　圧力制御器
　２１　モータ駆動装置
　３１　規範モデル適用部
　３２　第１乗算器
　３３　第２乗算器
　３４　第３乗算器
　３５　第１減算器
　３６　第１加算器
　３７　第２加算器
　３８　動的補償器
　３９　第３加算器
　４１　第４加算器
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