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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モータにより駆動される送り軸の位置をフルクローズ制御する位置制御装置において、
　位置指令と、前記送り軸の位置を検出する第２の位置検出器からの位置検出値と、の差
から速度指令を出力する速度指令演算器と、
　前記速度指令と、前記モータの位置を検出する第１の位置検出器からの位置検出値を微
分して得られる速度検出値と、の差からトルク指令を出力するトルク指令演算器と、
　前記トルク指令に基づきモータの電流を制御する電流制御部と、
　前記位置指令により前記送り軸の移動方向の反転が指令されるタイミングである指令反
転タイミングを検出する指令反転検出器と、
　前記送り軸の移動方向の反転時に生じるバックラッシュを補償するバックラッシュ補償
値を出力し、位置指令に加算する補償位置演算器と、
　を備え、
　前記補償位置演算器は、前記指令反転タイミングからバックラッシュ発生までの前記送
り軸の移動距離であるトルク比例分位置を前記指令反転タイミングでのトルク指令値によ
り算出し、前記トルク比例分位置に応じて前記バックラッシュ補償値を出力するタイミン
グを可変し、
　前記補償位置演算器は、
　前記指令反転タイミングでの位置指令と、現在の位置指令と、の差分値である反転後移
動距離を算出し、
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　前記指令反転タイミングでのトルク指令値を、前記送り軸と負荷との間のバネ要素のバ
ネ定数で除算して、前記トルク比例分位置を算出し、
　前記反転後移動距離が、前記トルク比例分位置に達した際に、前記バックラッシュ補償
値を出力する、
　ことを特徴とする位置制御装置。
【請求項２】
　モータにより駆動される送り軸の位置をフルクローズ制御する位置制御装置において、
　位置指令と、前記モータの位置を検出する第１の位置検出器からの位置検出値と、の差
から速度指令を出力する速度指令演算器と、
　前記速度指令と、前記第１の位置検出器からの位置検出値とを微分して得られる速度検
出値と、の差からトルク指令を出力するトルク指令演算器と、
　前記トルク指令に基づきモータの電流を制御する電流制御部と、
　前記位置指令により前記送り軸の移動方向の反転が指令されるタイミングである指令反
転タイミングを検出する指令反転検出器と、
　前記送り軸の移動方向の反転時に生じるバックラッシュを補償するバックラッシュ補償
値を出力し、位置指令に加算する補償位置演算器と、
　を備え、
　前記補償位置演算器は、前記指令反転タイミングからバックラッシュ発生までの前記送
り軸の移動距離であるトルク比例分位置を前記指令反転タイミングでのトルク指令値によ
り算出し、前記トルク比例分位置に応じて前記バックラッシュ補償値を出力するタイミン
グを可変し、
　前記補償位置演算器は、
　前記指令反転タイミングでの位置指令と、現在の位置指令と、の差分値である反転後移
動距離を算出し、
　前記指令反転タイミングでのトルク指令値を、前記送り軸と負荷との間のバネ要素のバ
ネ定数で除算して、前記トルク比例分位置を算出し、
　前記反転後移動距離が、前記トルク比例分位置に達した際に、前記バックラッシュ補償
値を出力する、
　ことを特徴とする位置制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、工作機械等における直線移動または回転移動する送り軸（テーブル、サドル
あるいは主軸頭等の制御対象）の位置制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　工作機械の送り軸において、軸移動方向反転時に高精度に動作させるために各種の試み
がなされている。軸移動方向反転時に高精度に動作させるために弊害となる要素には、送
り軸の移動方向反転により、その方向が急峻に変化する摩擦力や、方向反転により不感帯
となって現れるバックラッシュ等がある。バックラッシュは、機械寿命と高精度化とのト
レードオフの関係にあるため、その大きさは大小様々ある。特に近年、５軸加工における
回転移動する送り軸では、回転中心から送り軸（制御対象）までの距離が大きい場合、軸
移動方向反転時の精度は、加工精度に大きく影響するため、その補償に対して各種の試み
がなされている。
【０００３】
　図５に従来制御のブロック図を示す。ボールネジ１０を介してモータ８によりテーブル
１１（送り軸・制御対象）を動作させる制御系において、前記テーブルに取り付けられた
テーブル位置検出器９がテーブル位置検出値Ｐｄを出力する。指令反転検出器１３は、位
置指令演算器１より出力された位置指令Ｐｃより、位置指令が反転する位置指令反転タイ
ミングＴｂを出力する。該タイミングＴｂに基づき補償時間演算器１５がバックラッシュ
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補償値Ｐｂｃを出力する。該バックラッシュ補償値Ｐｂｃと前記位置指令Ｐｃの加算値か
ら前記位置検出値Ｐｄとの位置偏差Ｐｄｉｆを減算器２が算出する。速度指令演算器３が
前記位置偏差に基づき比例ゲインＫｐを乗算し速度指令Ｖｃを出力する。前記モータに取
り付けられたモータ位置検出器７の位置検出値Ｐｍを微分器１２が微分しモータの速度検
出値Ｖｍを出力する。前記速度指令Ｖｃとモータの速度検出値Ｖｍの偏差を減算器４によ
り求め、速度偏差として出力する。該速度偏差に基づき、トルク指令演算器５がトルク指
令Ｔｃを出力する。該トルク指令に基づき、各種フィルタ部、電流制御部６が前記モータ
の電流を制御し、モータを動作させる。
【０００４】
　図６に前記補償時間演算器１５のブロック図を示す。遅延器１５１は、前記位置指令反
転タイミングＴｂの出力タイミングから、予め設定した時間遅延させた信号をセレクタ１
５４へ出力する。該セレクタ１５４は、その信号を受けて、バックラッシュ補償値Ｐｂｃ
を出力する（セレクタ１５４の接続先を係数１５２から係数１５３に切り替える）。本構
成によれば、弾性変形の戻りにより位置指令反転タイミングから遅れて発生するバックラ
ッシュを補償でき、高精度に軸を反転させることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－２３４２０５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　図５、図６に示した従来技術において、テーブル１１（送り軸・制御対象）の摺動抵抗
が大きく、テーブルの先にさらにバネの要素を持つ場合は、反転時に弾性変形だけでなく
、テーブルの先のバネ要素からバックラッシュが発生する部分に対して反転力が発生する
ため、位置に依存してバックラッシュが発生し、高精度に軸を反転させることができない
課題がある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の位置制御装置は、モータにより駆動される送り軸の位置をフルクローズ制御す
る位置制御装置において、位置指令と、前記送り軸の位置を検出する第２の位置検出器か
らの位置検出値と、の差から速度指令を出力する速度指令演算器と、前記速度指令と、前
記モータの位置を検出する第１の位置検出器からの位置検出値を微分して得られる速度検
出値と、の差からトルク指令を出力するトルク指令演算器と、前記トルク指令に基づきモ
ータの電流を制御する電流制御部と、前記位置指令により前記送り軸の移動方向の反転が
指令されるタイミングである指令反転タイミングを検出する指令反転検出器と、前記送り
軸の移動方向の反転時に生じるバックラッシュを補償するバックラッシュ補償値を出力し
、位置指令に加算する補償位置演算器と、を備え、前記補償位置演算器は、前記指令反転
タイミングからバックラッシュ発生までの前記送り軸の移動距離であるトルク比例分位置
を前記指令反転タイミングでのトルク指令値により算出し、前記トルク比例分位置に応じ
て前記バックラッシュ補償値を出力するタイミングを可変し、前記補償位置演算器は、前
記指令反転タイミングでの位置指令と、現在の位置指令と、の差分値である反転後移動距
離を算出し、前記指令反転タイミングでのトルク指令値を、前記送り軸と負荷との間のバ
ネ要素のバネ定数で除算して、前記トルク比例分位置を算出し、前記反転後移動距離が、
前記トルク比例分位置に達した際に、前記バックラッシュ補償値を出力する、ことを特徴
とする。
【０００８】
　他の本発明の位置制御装置は、モータにより駆動される送り軸の位置をフルクローズ制
御する位置制御装置において、位置指令と、前記モータの位置を検出する第１の位置検出
器からの位置検出値と、の差から速度指令を出力する速度指令演算器と、前記速度指令と
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、前記第１の位置検出器からの位置検出値とを微分して得られる速度検出値と、の差から
トルク指令を出力するトルク指令演算器と、前記トルク指令に基づきモータの電流を制御
する電流制御部と、前記位置指令により前記送り軸の移動方向の反転が指令されるタイミ
ングである指令反転タイミングを検出する指令反転検出器と、前記送り軸の移動方向の反
転時に生じるバックラッシュを補償するバックラッシュ補償値を出力し、位置指令に加算
する補償位置演算器と、を備え、前記補償位置演算器は、前記指令反転タイミングからバ
ックラッシュ発生までの前記送り軸の移動距離であるトルク比例分位置を前記指令反転タ
イミングでのトルク指令値により算出し、前記トルク比例分位置に応じて前記バックラッ
シュ補償値を出力するタイミングを可変し、前記補償位置演算器は、前記指令反転タイミ
ングでの位置指令と、現在の位置指令と、の差分値である反転後移動距離を算出し、前記
指令反転タイミングでのトルク指令値を、前記送り軸と負荷との間のバネ要素のバネ定数
で除算して、前記トルク比例分位置を算出し、前記反転後移動距離が、前記トルク比例分
位置に達した際に、前記バックラッシュ補償値を出力する、ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明による位置制御装置によれば、制御対象（送り軸）の摺動抵抗が大きい場合でも
高精度に軸を制御できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施例を示すブロック図である。
【図２】本発明の実施例の補償位置演算器を示すブロック図である。
【図３】本発明の実施例を示すブロック図である。
【図４】本発明の制御対象モデルの図である。
【図５】従来技術を示すブロック図である。
【図６】従来技術の補償時間演算器を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明の実施例について説明する。従来例と同一要素には同一符号を付しており説明は
省略する。図１に本発明の位置制御装置のブロック図を示す。補償位置演算器１４は、前
記位置指令反転タイミングＴｂと前記位置指令Ｐｃと前記トルク指令Ｔｃに基づき、バッ
クラッシュ補償値Ｐｂｃを出力する。
【００１３】
　図２に本発明の補償位置演算器１４のブロック図を示す。ラッチ回路１４１は、前記ト
ルク指令Ｔｃを前記位置指令反転タイミングＴｂでラッチした位置指令反転タイミングト
ルク指令Ｔｃｃを出力する。除算絶対値化回路１４２は、前記位置指令反転タイミングト
ルク指令Ｔｃｃを予め設定した係数Ｋｇで除算したのちに絶対値化したトルク比例分位置
｜Ｐｔ｜を比較器１４６に入力する。ラッチ回路１４３は、前記位置指令Ｐｃを前記位置
指令反転タイミングＴｂでラッチした位置指令反転タイミング位置指令Ｐｃｃとして出力
する。減算器１４４は、前記位置指令Ｐｃと前記位置指令反転タイミング位置指令Ｐｃｃ
との差分を演算する。絶対値化回路１４５は、この差分値を絶対値化した反転後移動距離
｜ΔＰｃｃ｜を前記比較器１４６に入力する。前記比較器１４６は、前記反転後移動距離
｜ΔＰｃｃ｜が前記トルク比例分位置｜Ｐｔ｜を超えた場合にセレクタ１４９に対して切
換信号を出力し、セレクタ１４９は、その信号を受けて、予め規定されたバックラッシュ
補償値Ｐｂｃを出力する。なお、セレクタ１４９は、次回逆方向への反転が生じるまで、
バックラッシュ補償値Ｐｂｃを継続的に出力する。次回逆方向への反転が生じれば、セレ
クタ１４９の出力値を「０」に戻す。
【００１４】
　具体的には、制御対象を図４のモデルで説明する。制御対象１１２が右方向に動作して
いる間は、モータ８と制御対象１１２との間のバネ要素１０１（例えばボールネジ等）は
縮み、モータ－制御対象間のバックラッシュ１０２は進行方向にバックラッシュ０の状態
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で移動する。また、前記制御対象１１２と負荷１１３との間のバネ要素１１１を縮めて前
記負荷１１３を移動させる。反転時には、前記制御対象１１２と前記負荷１１３の摺動抵
抗等により縮んだバネ要素１１１が制御対象１１２を左側に押すため、位置指令によりモ
ータがある程度左側に動くまで、反転前のバックラッシュ０を維持したまま制御対象１１
２は左側へ動作する。その後、前記制御対象１１２と前記負荷１１３との間のバネ要素１
１１の縮みが解消したと同時にバックラッシュが発生する。なお、バネモデルであるため
、バックラッシュが発生するまでの制御対象１１２の距離Ｐｔは、前記制御対象１１２と
前記負荷１１３間のバネ要素１１１のバネ定数をＫｇとして、前記トルク位置指令反転タ
イミングトルク指令Ｔｃｃにより
　Ｐｔ＝Ｔｃｃ÷Ｋｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（式１）
で与えられる。
【００１５】
　本発明では、上記モデルに基づいた反転後からバックラッシュが発生するまでの制御対
象１１２の移動距離であるトルク比例分位置｜Ｐｔ｜でバックラッシュを補償でき、テー
ブルの先にバネ要素があるようなモデルでも、高精度に軸を反転させることができる。な
お、前記制御対象と負荷間のバネ要素１１１のバネ定数Ｋｇは位置指令反転タイミングト
ルク指令Ｔｃｃとバックラッシュ発生位置を測定することで、予め算出できる。
【００１６】
　図３に本発明の他の実施例のブロック図を示す。従来例と同一要素には同一符号を付し
ており説明は省略する。ボールネジ１０を介してモータ８によりテーブル１１を動作させ
る制御対象において、前記モータ位置検出器７がモータ位置検出値Ｐｍを出力する。指令
反転検出器１３は、位置指令演算器１より出力された位置指令Ｐｃより、位置指令が反転
する位置指令反転タイミングＴｂを出力する。該位置指令反転タイミングＴｂに基づき補
償位置演算器１４がバックラッシュ補償値Ｐｂｃを出力する。該バックラッシュ補償値Ｐ
ｂｃと前記位置指令Ｐｃの加算値から前記モータ位置検出値Ｐｍとの位置偏差Ｐｄｉｆを
減算器２が算出する。速度指令演算器３が前記位置偏差に基づき比例ゲインＫｐを乗算し
速度指令Ｖｃ出力する。前記モータ位置検出値Ｐｍを微分器１２が微分しモータの速度検
出値Ｖｍを出力する。前記速度指令Ｖｃとモータの速度検出値Ｖｍの偏差を減算器４によ
り求め、速度偏差として出力する。該速度偏差に基づき、トルク指令演算器５がトルク指
令Ｔｃを出力する。該トルク指令に基づき、各種フィルタ部、電流制御部６が前記モータ
の電流を制御し、モータを動作させる。
【００１７】
　具体的には、前記位置指令反転タイミングトルク指令Ｔｃｃと、ミリメスやレーザ測長
器等でバックラッシュ発生位置を予め測定することで（式１）中のＫｇは予め設定でき、
テーブルの位置検出器がなくても、バックラッシュを所望の位置で補償でき、高精度に軸
を反転させることができる。
【００１８】
　なお、送り軸は、直線移動する物に限らず、回転移動するものについても同様である。
例えば、ウォームギア等により回転移動する送り軸（テーブル等）の中には、バックラッ
シュが大きく、送り軸の先に防水のためのシール等を配置することで、摺動抵抗が大きく
なっているような機構の送り軸もある。かかる機構の送り軸においても、本発明の技術を
用いることで、バックラッシュを所望の位置で補償でき、高精度に軸を反転させることが
できる。
【符号の説明】
【００１９】
　１　位置指令演算器、２，４，１４４　減算器、３　速度指令演算器、５　トルク指令
演算器、６　電流制御部、７　モータ位置検出器、８　モータ、９　テーブル位置検出器
、１０　ボールネジ、１１　テーブル、１２　微分器、１３　指令反転検出器、１４　補
償位置演算器、１５　補償時間演算器、１０１　モータ－制御対象間のバネ要素、１０２
　モータ－制御対象間のバックラッシュ、１１１　制御対象－負荷間のバネ要素、１１２
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　制御対象、１１３　負荷、１４１，１４３　ラッチ回路、１４２　除算絶対値化回路、
１４５　絶対値化回路、１４６　比較器、１４７，１５２　係数、１４８，１５３　係数
（バックラッシュ補償値）、１４９，１５４　セレクタ、１５１　遅延器。
 

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(8) JP 6514034 B2 2019.5.15

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００４－２３４２０５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－３６６２３０（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第０２／０９１０９６（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開平０５－０４０５２１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１４－１１９８５３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－１５７１１４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０２－０１５３１１（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０５Ｄ　　　３／１２　　　　
              Ｇ０５Ｂ　　１９／４０４　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

