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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】角度伝達誤差を低減することができるモータ制
御システムを提供する。
【解決手段】上位装置から入力された位置指令に基づき
モータに供給される電流を制御してモータを制御し、且
つ減速機の動作を制御するモータ制御システムであって
、モータの出力軸の回転速度を検出するための事象を検
知する検知部と、位置指令に基づき速度指令を生成し、
且つ速度指令と検知部が検知した事象に基づき速度偏差
を算出する速度偏差生成部３１と、モータの出力軸の回
転角と減速機の出力軸の回転角との間の角度伝達誤差を
推定し、且つ推定した角度伝達誤差に基づいて速度指令
、速度偏差、又は検知部が検知した事象に基づき検出さ
れたモータの出力軸の回転速度を補正する角度伝達誤差
補償部３４と、速度偏差に基づいて電流指令を生成する
電流指令生成部３６と、電流指令に基づいてモータに供
給される電流を制御する電流制御部と、を含む。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上位装置から入力された位置指令に基づきモータに供給される電流を制御して前記モー
タを制御し、且つ入力軸が前記モータの出力軸に接続され且つ出力軸が負荷に接続された
減速機の動作を制御するモータ制御システムであって、
　前記モータの出力軸の回転速度を検出するための事象を検知する検知部と、
　前記位置指令に基づき速度指令を生成し、且つ前記速度指令と前記検知部が検知した事
象に基づき検出された前記モータの出力軸の回転速度との偏差である速度偏差を算出する
速度偏差生成部と、
　前記モータの出力軸の回転角と前記減速機の出力軸の回転角との間の角度伝達誤差を推
定し、且つ推定した前記角度伝達誤差に基づいて前記速度指令、前記速度偏差、又は前記
検知部が検知した事象に基づき検出された前記モータの出力軸の回転速度を補正する角度
伝達誤差補償部と、
　前記速度偏差に基づいて電流指令を生成する電流指令生成部と、
　前記電流指令に基づいて前記モータに供給される電流を制御する電流制御部と、を含む
、モータ制御システム。
【請求項２】
　前記速度指令は、前記位置指令を時間微分した速度フィードフォワード指令である、請
求項１に記載のモータ制御システム。
【請求項３】
　前記角度伝達誤差補償部は、推定した前記角度伝達誤差に基づいて前記速度フィードフ
ォワード指令を補正することによって前記速度指令を補正する、請求項２に記載のモータ
制御システム。
【請求項４】
　前記検知部は、前記モータの出力軸の回転角及び回転速度を検出するための事象を検知
し、
　前記速度指令は、前記位置指令を時間微分した速度フィードフォワード指令と、前記位
置指令と前記検知部が検知した事象に基づき検出された前記モータの出力軸の回転角との
偏差に位置比例ゲインを乗じたゲイン速度指令とを加算した値である、請求項１に記載の
モータ制御システム。
【請求項５】
　前記角度伝達誤差補償部は、推定した前記角度伝達誤差に基づいて前記速度フィードフ
ォワード指令を補正することによって前記速度指令を補正する、請求項４に記載のモータ
制御システム。
【請求項６】
　前記角度伝達誤差補償部は、更に推定した前記角度伝達誤差に基づいて前記位置指令を
補正し、
　前記速度指令は、上位装置から入力された前記位置指令を時間微分した速度フィードフ
ォワード指令と、補正した前記位置指令と前記検知部が検知した事象に基づき検出された
前記モータの出力軸の回転角との偏差に位置比例ゲインを乗じたゲイン速度指令とを加算
した値である、請求項５に記載のモータ制御システム。
【請求項７】
　前記角度伝達誤差補償部は、前記角度伝達誤差の周期的な変動をモデル化した周期関数
に基づいて前記角度伝達誤差を推定する、請求項１乃至６の何れかに記載のモータ制御シ
ステム。
【請求項８】
　前記減速機は、波動歯車装置である、請求項１乃至７の何れかに記載のモータ制御シス
テム。
【請求項９】
　上位装置から入力された位置指令に基づきモータに供給される電流を制御して前記モー



(3) JP 2018-196266 A 2018.12.6

10

20

30

40

50

タを制御し、且つ入力軸が前記モータの出力軸に接続され且つ出力軸が負荷に接続された
減速機の動作を制御するモータ制御システムの制御方法であって、
　前記モータ制御システムは、
　前記モータの出力軸の回転速度を検出するための事象を検知する検知部と、
　前記位置指令に基づき速度指令を生成し、且つ前記速度指令と前記検知部が検知した事
象に基づき検出された前記モータの出力軸の回転速度との偏差である速度偏差を算出する
速度偏差生成部と、
　前記モータの出力軸の回転角と前記減速機の出力軸の回転角との間の角度伝達誤差を推
定し、且つ推定した前記角度伝達誤差に基づいて前記速度指令、前記速度偏差、又は前記
検知部が検知した事象に基づき検出された前記モータの出力軸の回転速度を補正する角度
伝達誤差補償部と、
　前記速度偏差に基づいて電流指令を生成する電流指令生成部と、
　前記電流指令に基づいて前記モータに供給される電流を制御する電流制御部と、を含む
、モータ制御システムの制御方法。
【請求項１０】
　ロボットアームと、
　前記ロボットアームの関節の駆動源であるモータと、
　入力軸が前記モータの出力軸に接続され且つ出力軸が前記ロボットアームの前記関節に
接続された減速機と、
　位置指令を生成する指令部と、前記指令部が生成した前記位置指令に基づき前記モータ
に供給される電流を制御して前記モータの動作を制御するモータ制御システムと、を備え
、
　前記モータ制御システムは、
　前記モータの出力軸の回転速度を検出するための事象を検知する検知部と、
　前記位置指令に基づき速度指令を生成し、且つ前記速度指令と前記検知部が検知した事
象に基づき検出された前記モータの出力軸の回転速度との偏差である速度偏差を算出する
速度偏差生成部と、
　前記モータの出力軸の回転角と前記減速機の出力軸の回転角との間の角度伝達誤差を推
定し、且つ推定した前記角度伝達誤差に基づいて前記速度指令、前記速度偏差、又は前記
検知部が検知した事象に基づき検出された前記モータの出力軸の回転速度を補正する角度
伝達誤差補償部と、
　前記速度偏差に基づいて電流指令を生成する電流指令生成部と、
　前記電流指令に基づいて前記モータに供給される電流を制御する電流制御部と、を含む
、ロボットシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、モータ制御システム、モータ制御システムの制御方法、及びロボットシステ
ムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から減速機の角度伝達誤差に起因した位置決め誤差を補正可能な位置決めシステム
が知られている（例えば特許文献１参照）。
【０００３】
　この位置決めシステムは、モータ及び減速機からなるアクチュエータの出力軸の位置決
め誤差を補正するための誤差補正データに基づき位置指令に対して補正を施す誤差補正部
を備え、補正後の位置指令をモータを駆動するドライバに供給する。これによって、アク
チュエータの位置決め誤差を補正することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００４】
【特許文献１】特開２００３－２２３２２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、特許文献１に記載の位置決めシステムは、アクチュエータの出力軸の回転速度
の変動の抑制が適切に行えず、アクチュエータの出力軸に接続された負荷の挙動が不安定
になる場合があった。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するため、本発明のある態様に係るモータ制御システムは、上位装置か
ら入力された位置指令に基づきモータに供給される電流を制御して前記モータを制御し、
且つ入力軸が前記モータの出力軸に接続され且つ出力軸が負荷に接続された減速機の動作
を制御するモータ制御システムであって、前記モータの出力軸の回転速度を検出するため
の事象を検知する検知部と、前記位置指令に基づき速度指令を生成し、且つ前記速度指令
と前記検知部が検知した事象に基づき検出された前記モータの出力軸の回転速度との偏差
である速度偏差を算出する速度偏差生成部と、前記モータの出力軸の回転角と前記減速機
の出力軸の回転角との間の角度伝達誤差を推定し、且つ推定した前記角度伝達誤差に基づ
いて前記速度指令、前記速度偏差、又は前記検知部が検知した事象に基づき検出された前
記モータの出力軸の回転速度を補正する角度伝達誤差補償部と、前記速度偏差に基づいて
電流指令を生成する電流指令生成部と、前記電流指令に基づいて前記モータに供給される
電流を制御する電流制御部と、を含む。
【０００７】
　この構成によれば、角度伝達誤差の補償を簡易な構成で行うことができ、角度伝達誤差
に起因する負荷の不安定な挙動を抑制することができる。
【０００８】
　前記速度指令は、前記位置指令を時間微分した速度フィードフォワード指令であっても
よい。
【０００９】
　この構成によれば、モータの出力軸の回転速度を制御するための速度フィードフォワー
ド指令に沿ってモータの速度を適切に制御することができる。
【００１０】
　前記角度伝達誤差補償部は、推定した前記角度伝達誤差に基づいて前記速度フィードフ
ォワード指令を補正することによって前記速度指令を補正してもよい。
【００１１】
　この構成によれば、モータの出力軸の回転速度を制御するための速度フィードフォワー
ド指令を補正することによって速度指令を適切に補正することができ、角度伝達誤差の補
償を適切に行うことができる。
【００１２】
　前記検知部は、前記モータの出力軸の回転角及び回転速度を検出するための事象を検知
し、前記速度指令は、前記位置指令を時間微分した速度フィードフォワード指令と、前記
位置指令と前記検知部が検知した事象に基づき検出された前記モータの出力軸の回転角と
の偏差に位置比例ゲインを乗じたゲイン速度指令とを加算した値であってもよい。
【００１３】
　この構成によれば、モータの出力軸の回転速度を制御するための速度フィードフォワー
ド指令に沿ってモータの速度を適切に制御することができ、且つゲイン速度指令に沿って
モータの回転角を適切に制御することができる。
【００１４】
　前記角度伝達誤差補償部は、推定した前記角度伝達誤差に基づいて前記速度フィードフ
ォワード指令を補正することによって前記速度指令を補正してもよい。
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【００１５】
　この構成によれば、モータの出力軸の回転速度を制御するための速度フィードフォワー
ド指令を補正することによって速度指令を適切に補正することができ、角度伝達誤差の補
償を適切に行うことができる。
【００１６】
　前記角度伝達誤差補償部は、更に推定した前記角度伝達誤差に基づいて前記位置指令を
補正し、前記速度指令は、上位装置から入力された前記位置指令を時間微分した速度フィ
ードフォワード指令と、補正した前記位置指令と前記検知部が検知した事象に基づき検出
された前記モータの出力軸の回転角との偏差に位置比例ゲインを乗じたゲイン速度指令と
を加算した値であってもよい。
【００１７】
　この構成によれば、角度伝達誤差の補償をより適切に行うことができる。
【００１８】
　前記角度伝達誤差補償部は、前記角度伝達誤差の周期的な変動をモデル化した周期関数
に基づいて前記角度伝達誤差を推定してもよい。
【００１９】
　この構成によれば、周期的な誤差として表れる角度伝達誤差を適切に補償することがで
きる。
【００２０】
　前記減速機は、波動歯車装置であってもよい。
【００２１】
　この構成によれば、波動歯車装置の角度伝達誤差に起因する負荷の不安定な挙動を抑制
することができる。
【００２２】
　上記課題を解決するため、本発明のある態様に係るモータ制御システムの制御方法は、
上位装置から入力された位置指令に基づきモータに供給される電流を制御して前記モータ
を制御し、且つ入力軸が前記モータの出力軸に接続され且つ出力軸が負荷に接続された減
速機の動作を制御するモータ制御システムの制御方法であって、前記モータ制御システム
は、前記モータの出力軸の回転速度を検出するための事象を検知する検知部と、前記位置
指令に基づき速度指令を生成し、且つ前記速度指令と前記検知部が検知した事象に基づき
検出された前記モータの出力軸の回転速度との偏差である速度偏差を算出する速度偏差生
成部と、前記モータの出力軸の回転角と前記減速機の出力軸の回転角との間の角度伝達誤
差を推定し、且つ推定した前記角度伝達誤差に基づいて前記速度指令、前記速度偏差、又
は前記検知部が検知した事象に基づき検出された前記モータの出力軸の回転速度を補正す
る角度伝達誤差補償部と、前記速度偏差に基づいて電流指令を生成する電流指令生成部と
、前記電流指令に基づいて前記モータに供給される電流を制御する電流制御部と、を含む
。
【００２３】
　この構成によれば、角度伝達誤差の補償を簡易な構成で行うことができ、角度伝達誤差
に起因する負荷の不安定な挙動を抑制することができる。
【００２４】
　上記課題を解決するため、本発明のある態様に係るロボットシステムは、ロボットアー
ムと、前記ロボットアームの関節の駆動源であるモータと、入力軸が前記モータの出力軸
に接続され且つ出力軸が前記ロボットアームの前記関節に接続された減速機と、位置指令
を生成する指令部と、前記指令部が生成した前記位置指令に基づき前記モータに供給され
る電流を制御して前記モータの動作を制御するモータ制御システムと、を備え、前記モー
タ制御システムは、前記モータの出力軸の回転速度を検出するための事象を検知する検知
部と、前記位置指令に基づき速度指令を生成し、且つ前記速度指令と前記検知部が検知し
た事象に基づき検出された前記モータの出力軸の回転速度との偏差である速度偏差を算出
する速度偏差生成部と、前記モータの出力軸の回転角と前記減速機の出力軸の回転角との
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間の角度伝達誤差を推定し、且つ推定した前記角度伝達誤差に基づいて前記速度指令、前
記速度偏差、又は前記検知部が検知した事象に基づき検出された前記モータの出力軸の回
転速度を補正する角度伝達誤差補償部と、前記速度偏差に基づいて電流指令を生成する電
流指令生成部と、前記電流指令に基づいて前記モータに供給される電流を制御する電流制
御部と、を含む。
【００２５】
　この構成によれば、角度伝達誤差の補償を簡易な構成で行うことができ、角度伝達誤差
に起因するロボットアームの振動を抑制することができる。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明は、角度伝達誤差に起因する負荷の不安定な挙動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】
【００２７】
【図１】本発明の実施の形態１に係るロボットシステムの構成例を概略的に示す図である
。
【図２】図１のロボットシステムの制御系統の構成例を概略的に示すブロック図である。
【図３】図１のロボットシステムのサーボ制御部の制御系統の構成例を概略的に示すブロ
ック図である。
【図４】角度伝達誤差の説明図である。
【図５】本発明の実施の形態２に係るロボットシステムの動作例における速度フィードフ
ォワード指令値と速度フィードフォワード指令値の修正値との関係を示すグラフである。
【図６】本発明の実施の形態３に係るロボットシステムのサーボ制御部の制御系統の構成
例を概略的に示すブロック図である。
【図７】本発明の実施の形態４に係るロボットシステムのサーボ制御部の制御系統の構成
例を概略的に示すブロック図である。
【図８】本発明の実施の形態５に係るロボットシステムのサーボ制御部の制御系統の構成
例を概略的に示すブロック図である。
【図９】本発明の実施の形態６に係るロボットシステムのサーボ制御部の制御系統の構成
例を概略的に示すブロック図である。
【図１０】本発明の実施の形態７に係るロボットシステムのサーボ制御部の制御系統の構
成例を概略的に示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。なお、本実施の形
態によって本発明が限定されるものではない。また、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。
【００２９】
　（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１に係るロボットシステム１００の構成例を概略的に示す
図である。図２は、ロボットシステム１００の制御系統の構成例を概略的に示すブロック
図である。
【００３０】
　図１に示すように、ロボットシステム１００は、例えば、産業用途に利用される。ロボ
ットシステム１００は、ロボットアームを備えるロボット１と、ロボット１の動作を制御
するロボット制御装置２とを備える。
【００３１】
　ロボット１は、多関節型ロボットの産業用ロボット（多関節ロボット）であり、複数の
関節１０を有し、先端部にハンド１４を有するロボットアームを有する。図２に示すよう
に、各関節１０には、関節１０を駆動する駆動部が設けられ、駆動部はサーボモータ（モ
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ータ）１１と、エンコーダ１２と、減速機１３とを含む。なお、ロボット１は多関節型ロ
ボットに限定されない。本実施の形態において、ロボット１のロボットアームは、６つの
関節が１列に並ぶように構成されている。
【００３２】
　エンコーダ（検知部）１２は、サーボモータ１１の出力軸１１ａの実際の回転角及び実
際の回転速度を検出するための事象を検知する。本実施の形態において、エンコーダ１２
は、検知した事象に基づいてサーボモータ１１の出力軸１１ａの実際の回転角を含む情報
を出力する。そして、詳細は後述するエンコーダ値微分部３７が、サーボモータ１１の出
力軸１１ａの実際の回転角を時間微分し、サーボモータ１１の出力軸１１ａの実際の回転
速度を算出する。
【００３３】
　減速機１３は、サーボモータ１１の出力軸１１ａに接続された入力軸１３ａと、ロボッ
ト１の関節１０（負荷）に接続された出力軸１３ｂとを含む。入力軸１３ａは、サーボモ
ータ１１の出力軸１１ａと一体であってもよい。また、減速機１３は、１つの機器で構成
されてもよく、複数の機器で構成されてもよい。減速機１３は、入力軸１３ａに入力され
たサーボモータ１１の出力軸１１ａの回転を所定の減速比Ｒで減速し、出力軸１３ｂから
出力する。減速機１３は、例えば波動歯車装置（ハーモニックドライブ（登録商標））で
ある。しかし、これに限られるものではない。
【００３４】
　波動歯車装置は、サーキュラスプラインと、フレクスプラインと、ウェーブジェネレー
タとを備える。サーキュラスプラインは、剛性の内歯歯車であり、例えば筐体と一体的に
設けられる。フレクスプラインは、可撓性を有する外歯歯車であり、サーキュラスプライ
ンと歯合する。フレクスプラインは、サーキュラスプラインよりも歯数が少なく、出力軸
１３ｂと接続される。ウェーブジェネレータは、フレクスプラインの内側に接触する楕円
状のカムであり、入力軸１３ａと接続されている。そして、入力軸１３ａを回転させるこ
とによって、ウェーブジェネレータがフレクスプラインとサーキュラスプラインとの噛み
合い位置を移動させ、サーキュラスプラインとフレクスプラインの歯数差に応じてフレク
スプラインが回転軸周りに回転し、出力軸１３ｂが回転する。波動歯車装置は、小型・軽
量、高減速比、高トルク容量、ノンバックラッシ等の特徴からロボットの駆動機構の減速
機に適した特性を有する。
【００３５】
　［ロボット制御装置の構成例］
　図２に示すように、ロボット制御装置２は、指令部２１と、各関節に対応して設けられ
たサーボ制御部２２と、各関節に対応して設けられたサーボアンプ２３とを含む。サーボ
制御部２２及びサーボアンプ２３がモータ制御システムを構成する。モータ制御システム
は、上位装置である指令部２１から入力された位置指令に基づきサーボモータ１１に供給
される電流を制御してサーボモータ１１の動作を制御し、且つ入力軸１３ａがサーボモー
タ１１の出力軸１１ａに接続され且つ出力軸１３ｂが負荷に接続された減速機１３の動作
を制御する。本実施の形態において、負荷は、ロボット１のロボットアームの関節１０で
あり、関節１０を回動させることによってロボットアームの作業端（ハンドが設けられて
いる端部）を移動させることができるように構成されている。
【００３６】
　指令部２１は、動作プログラムに基づき位置指令を生成し、出力する。出力された位置
指令は、サーボ制御部２２に入力される。本実施の形態において、位置指令とは、サーボ
モータ１１の出力軸１１ａの位置を制御するための制御量であり、サーボモータ１１の出
力軸１１ａの回転角である。
【００３７】
　図３は、ロボットシステムのサーボ制御部の制御系統の構成例を概略的に示すブロック
図である。なお、位置指令に重力補償及び動力学補償を行ってもよい。
【００３８】
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　サーボ制御部２２は、指令部２１が生成した位置指令に基づき電流指令を生成する。図
３に示すように、サーボ制御部２２は、速度偏差生成部３１と、角度伝達誤差補償部３４
と、電流指令生成部３６とを含む。
【００３９】
　速度偏差生成部３１、角度伝達誤差補償部３４、及び電流指令生成部３６は、所定の制
御プログラムを図示しない演算部が実行することにより実現される機能ブロックである。
上記の演算部は、例えばマイクロコントローラ、ＣＰＵ、ＡＳＩＣ、ＦＰＧＡ等のプログ
ラマブルロジックデバイス（ＰＬＤ）などの演算器で構成される。演算部は、集中制御す
る単独の制御器で構成されていてもよく、互いに協働して分散制御する複数の制御器で構
成されてもよい。また、ロボット制御装置２は、各種プログラム及びデータを記憶する記
憶装置（図示せず）を備えている。
【００４０】
　速度偏差生成部３１は、位置指令に基づき速度指令を生成し、且つ速度指令とエンコー
ダ１２が検知した事象に基づき検出されたサーボモータ１１の出力軸１１ａの実際の回転
速度との偏差である速度偏差を算出する。
【００４１】
　速度偏差生成部３１は、速度フィードフォワード指令生成部３２と、位置偏差算出部４
１と、ゲイン速度指令生成部４２と、速度偏差算出部６０と、エンコーダ値微分部３７と
を有する。
【００４２】
　速度フィードフォワード指令生成部３２は、位置指令に基づいて速度フィードフォワー
ド指令を生成する。速度フィードフォワード指令生成部３２は、位置指令を時間微分する
微分器を含み、位置指令を時間微分して速度フィードフォワード指令を生成する。
【００４３】
　位置偏差算出部４１は、位置指令からサーボモータ１１の実際の出力軸１１ａの回転角
を減算し、位置指令とエンコーダ１２から出力されるサーボモータ１１の実際の出力軸１
１ａの回転角との偏差である位置偏差を算出する。
【００４４】
　ゲイン速度指令生成部４２は、位置偏差算出部４１が算出した位置偏差に位置比例ゲイ
ンＫｐを乗じた値を算出する。この算出された値がゲイン速度指令を構成する。このよう
に、ゲイン速度指令生成部４２は、Ｐ制御（比例制御）を行う。
【００４５】
　エンコーダ値微分部３７は、エンコーダ１２から出力されるサーボモータ１１の実際の
出力軸１１ａの回転角に基づいてサーボモータ１１の実際の出力軸１１ａの回転速度を算
出する。エンコーダ値微分部３７は、サーボモータ１１の実際の出力軸１１ａの回転角を
時間微分する微分器を含み、サーボモータ１１の実際の出力軸１１ａの回転角を時間微分
してサーボモータ１１の実際の出力軸１１ａの回転速度を算出する。
【００４６】
　速度偏差算出部６０は、速度フィードフォワード指令を補正した補正速度フィードフォ
ワード指令（詳細は後述）とゲイン速度指令とを加算して速度指令を生成する。更に、速
度偏差算出部６０は、速度指令とエンコーダ値微分部３７が算出したサーボモータ１１の
出力軸１１ａの回転速度との偏差である速度偏差を算出する。なお、速度偏差算出部６０
における補正速度フィードフォワード指令、ゲイン速度指令、及びサーボモータ１１の出
力軸１１ａの回転速度の加減算の順序はこれに限定されるものではない。
【００４７】
　角度伝達誤差補償部３４は、サーボモータ１１の出力軸１１ａの回転角（減速機１３の
入力軸１３ａの回転角）と減速機１３の出力軸１３ｂの回転角との間の角度伝達誤差を推
定する。更に、角度伝達誤差補償部３４は、推定した角度伝達誤差に基づいて前記速度フ
ィードフォワード指令を補正し、補正速度フィードフォワード指令を生成する。角度伝達
誤差補償部３４は、角度伝達誤差推定部５１と、補正部５２とを含む。
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【００４８】
　ところで、図４に示すように、波動歯車装置を含む減速機には、加工誤差等により、減
速機に入力される入力回転角に減速比を乗じた理論上の出力回転角と、実際の出力回転角
との差である角度伝達誤差が生じる。この角度伝達誤差は、モータの出力軸の回転に伴っ
て周期的に変化する。このような減速機の出力軸の角度伝達誤差ATEは、以下の式（１）
に係る関数を用いたモデルによって近似的に表現することが可能である。
【００４９】
【数１】

【００５０】
　角度伝達誤差推定部５１は、上記式（１）に係る角度伝達誤差の周期的な変動をモデル
化した周期関数に基づいて、減速機１３に対する入力回転角であるサーボモータ１１の出
力軸１１ａの回転角と減速機１３の出力回転角である減速機１３の出力軸１３ｂの回転角
との間の角度伝達誤差を推定し、角度伝達誤差を補償するため（角度伝達誤差をキャンセ
ルするため）にサーボモータ１１の出力軸１１ａに加えるべき補償量θ（・）compを決定
する。ここでθ（・）は、θの上に符号・（ドット）が一つ付された記号であるとする。
本実施の形態において、角度伝達誤差推定部５１は、サーボモータ１１の出力軸１１ａに
加えるべき補償量θ（・）compを、以下の式（２）に基づいて算出する。
【００５１】
【数２】

【００５２】
　式（２）は、式（１）を時間微分し、更に減速比に負号を付してこれを乗じたものであ
り、式（１）及び式（２）の振幅Ａ及び位相差φは、予め規定されている。例えば、波動
歯車装置の角度伝達誤差に特に大きな影響をあたえるのは周波数が２に係る成分であるこ
とが判っている。従って、減速機１３が波動歯車装置である場合、周波数ｆを２と規定し
、当該周波数ｆに対応する別途同定した振幅Ａ，位相φを用いて上記関数に基づいて補償
量θ（・）compを算出してもよい。このように、角度伝達誤差推定部５１は、位置指令及
び速度フィードフォワード指令の値（位置指令の時間微分値）に基づき角度伝達誤差を推
定する。
【００５３】
　補正部５２は、速度フィードフォワード指令値に補償量θ（・）compを加算し、補正速
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度フィードフォワード指令を生成する。
【００５４】
　このように、角度伝達誤差補償部３４は、角度伝達誤差推定部５１が推定した角度伝達
誤差に基づいて補正部５２が速度フィードフォワード指令値を補正し、補正速度フィード
フォワード指令を生成する。そして、上述の通り、速度偏差算出部６０が、補正速度フィ
ードフォワード指令とゲイン速度指令とを加算して速度指令を生成する。
【００５５】
　このように、角度伝達誤差補償部３４は、速度フィードフォワード指令を補正すること
によって、速度指令を間接的に補正し、更には補正偏差を間接的に補正している。
【００５６】
　電流指令生成部３６は、速度偏差生成部３１が生成した速度偏差に基づいて電流指令を
生成する。電流指令とは、サーボモータ１１の巻線に供給する電流を制御するための制御
量である。
【００５７】
　例えば、電流指令生成部３６は、速度比例ゲイン部６２と、積分部６３と、速度積分ゲ
イン部６４と、加減算部６５とを含む。速度比例ゲイン部６２は、速度偏差算出部６０が
算出した速度偏差に速度比例ゲインＫｖｐを乗じた第１指令の値を算出する。積分部６３
は、第１指令の値を積分する。速度積分ゲイン部６４は、積分部６３が積分した値に速度
積分ゲインＫｖｉを乗じた第２指令の値を算出する。加減算部６５は、速度比例ゲイン部
６２が算出した第１指令の値と、速度積分ゲイン部６４が算出した第２指令の値を加算し
た値を算出し、この値を電流指令として出力する。すなわち、電流指令生成部３６は、Ｐ
Ｉ制御（比例積分制御）を行うように構成されている。出力された電流指令はサーボアン
プ２３に入力される。
【００５８】
　サーボアンプ（電流制御部）２３は、電流指令生成部３６が生成した電流指令に基づい
てサーボモータ１１に供給される電流を制御する。
【００５９】
　ところで、位置指令に角度伝達誤差を補償するための補正を加えて速度指令を生成する
と、その下位の速度偏差を算出する過程においてこの補正が打ち消され、角度伝達誤差の
補償を適切に行えない場合があった。しかし、本実施の形態において、角度伝達誤差補償
部３４は、サーボモータ１１の出力軸１１ａの回転角と減速機１３の出力軸１３ｂの回転
角との間の角度伝達誤差を推定し、位置指令よりも下位の指令、すなわち速度フィードフ
ォワード指令を補正することによって速度指令を補正し、速度偏差を補正するので、角度
伝達誤差の補償を適切に行うことができる。
【００６０】
　このように、サーボモータ１１の出力軸１１ａの回転速度を制御するための速度フィー
ドフォワード指令を角度伝達誤差補償部３４が補正し、この補正された補正速度フィード
フォワード指令に沿ってサーボモータ１１の出力軸１１ａの回転速度が制御されるよう構
成されている。すなわち、ロボット制御装置２は、サーボモータ１１の出力軸１１ａを角
度伝達誤差を補償した速度で回転するよう制御する。
【００６１】
　以上に説明したように、本発明のロボットシステム１００は、角度伝達誤差補償部３４
が、速度フィードフォワード指令を補正することによって速度指令を補正し、速度偏差を
補正するので、角度伝達誤差の補償を簡易な構成で行うことができ、角度伝達誤差に起因
する負荷の不安定な挙動（振動など）を抑制することができる。
【００６２】
　特に垂直多関節ロボットであるロボット１においては、角度伝達誤差に起因する関節の
回動速度の変動は、ハンド１４の振動となって表れる。したがって、角度伝達誤差に起因
する関節の回動速度の変動を抑制することによって、角度伝達誤差に起因するハンド１４
の振動を抑制することができ、位置決め精度を向上させることができる。
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【００６３】
　また、角度伝達誤差補償部３４は、速度フィードフォワード指令を補正することによっ
て速度指令を補正し、速度偏差を補正するので、速度フィードフォワード指令を用いてサ
ーボモータ１１を制御するロボットシステム１００において、速度指令を適切に補正する
ことができ、角度伝達誤差の補償を適切に行うことができる。
【００６４】
　（実施の形態２）
　以下では実施の形態２の構成、動作について、実施の形態１との相違点を中心に述べる
。
【００６５】
　図５は、実施の形態２に係るロボットシステムの動作例における速度フィードフォワー
ド指令と速度フィードフォワード指令の修正値との関係を示すグラフである。
【００６６】
　上記実施の形態１において、角度伝達誤差推定部５１は、式（２）の通り、サーボモー
タ１１の出力軸１１ａに加えるべき補償量θ（・）compを、速度フィードフォワード指令
の値を用いて算出した。
【００６７】
　これに対し、本実施の形態において、角度伝達誤差推定部５１は、まず、式（３）～式
（５）に基づいて速度フィードフォワード指令θ(・）の値を修正し、θ（・）ａを算出
する。
【００６８】

【数３】

【００６９】
　図５は式（３）～（５）をグラフ化した図であり、速度フィードフォワード指令値θ（
・）がvlim以下の場合、式（３）に基づいて、速度フィードフォワード指令値θ（・）を
そのまま速度フィードフォワード指令値の修正値θ（・）ａとして設定する。
【００７０】
　そして、速度フィードフォワード指令値θ（・）がvlimを超えた場合、式（４）に基づ
いて、速度フィードフォワード指令値θ（・）が大きくなるにしたがって、速度フィード
フォワード指令値の修正値θ（・）ａが小さくなるように設定する。
【００７１】
　また、式（４）において速度フィードフォワード指令の修正値θ（・）ａが０になる値
をvlimが超えると、式（５）に基づいて速度フィードフォワード指令の修正値θ（・）ａ
を０に設定する。
【００７２】
　次に、角度伝達誤差推定部５１は、式（６）に基づいて、速度フィードフォワード指令
値の修正値θ（・）ａを用いて、サーボモータ１１の出力軸１１ａに加えるべき補償量θ
（・）compを算出する。
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【００７３】
【数４】

【００７４】
　すなわち、速度フィードフォワード指令値θ（・）がvlim以下であった場合は、本実施
の形態における補償量θ（・）compは、上記実施の形態１の補償量θ（・）compと同一と
なるように構成されている。
【００７５】
　一方、速度フィードフォワード指令値θ（・）がvlimを超える場合は、本実施の形態に
おける補償量θ（・）compは、上記実施の形態１の補償量θ（・）compよりも小さくなる
ように構成され、特に、式（５）に示す通り、速度フィードフォワード指令値θ（・）が
所定以上の値になると補償量θ（・）compは０となるように構成されている。
【００７６】
　このように、速度フィードフォワード指令値θ（・）が所定の値を超える場合は、補償
量θ（・）compを小さくするよう又は補償を行わないように構成されている。これによっ
て、補償量θ（・）compが過度に大きくなることを防止することができ、制御に不具合が
生じることを防止することができる。更に、通常、高い精度が求められない高速で動作さ
せる領域における制御を簡素化することができる。
【００７７】
　また、本実施の形態において、式（４）に示す速度フィードフォワード指令値の範囲に
おいては、速度フィードフォワード指令値θ（・）が大きくなるにしたがって、速度フィ
ードフォワード指令値の修正値θ（・）ａが小さくなるように設定するよう構成されてい
るので、速度フィードフォワード指令値θ（・）がvlimを跨いで変化する場合において、
ロボット１の動作が急激に変化することを防止することができる。
【００７８】
　（実施の形態３）
　以下では実施の形態３の構成、動作について、実施の形態１との相違点を中心に述べる
。
【００７９】
　図６は、実施の形態３に係るロボットシステムのサーボ制御部２２の制御系統の構成例
を概略的に示すブロック図である。
【００８０】
　本実施の形態において、サーボ制御部２２は、重力補償部３３７を更に含む。
【００８１】
　重力補償部３３７は、ロボット１に作用する重力の影響をキャンセルする補償を行うた
めの機能部である。重力補償部３３７は、重力補償値算出部３４１と、補正部３４２とを
含む。重力補償値算出部３４１は、ロボット１の関節１０に作用する重力トルクを相殺す
るための重力補償値Ｇを算出する。補正部３４２は、重力補償値Ｇを電流指令値に加算す
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る。
【００８２】
　ところで、サーボモータ１１の出力軸１１ａと減速機１３の出力軸１３ｂとの位相差は
、減速機１３の出力軸１３ｂにかかるトルクに比例して変化する。したがって、当該変化
は、以下の関数として表したモデルによって近似的に表現することが可能である。
【００８３】
【数５】

【００８４】
　そして、本実施の形態において、角度伝達誤差推定部５１は、サーボモータ１１の出力
軸１１ａに加えるべき補償量θ（・）compを式（２）に基づいて算出する際に用いるφを
、重力補償値算出部３４１が算出した重力補償値Ｇを用いて上記の式（７）に基づいて算
出する。なお、比例定数ａ及び位相φ0は予め同定される。そして、角度伝達誤差推定部
５１は、式（７）に基づいて用いたφを用いて、サーボモータ１１の出力軸１１ａに加え
るべき補償量θ（・）compを式（２）に基づいて算出する。これによって、サーボ制御部
２２は、角度伝達誤差補償をより精確におこなうことができる。
【００８５】
　（実施の形態４）
　以下では実施の形態４の構成、動作について、実施の形態１との相違点を中心に述べる
。
【００８６】
　図７は、実施の形態４に係るロボットシステムのサーボ制御部の制御系統の構成例を概
略的に示すブロック図である。
【００８７】
　上記実施の形態１において、角度伝達誤差補償部３４は、速度フィードフォワード指令
を補正することによって速度指令を間接的に補正し、速度偏差を間接的に補正した。これ
に対し、本実施の形態において、角度伝達誤差補償部４３４は、図７に示すように、速度
偏差を補正する。
【００８８】
　すなわち、速度偏差算出部６０は、速度フィードフォワード指令とゲイン速度指令とを
加算して速度指令を生成する。更に、速度偏差算出部６０は、速度指令とサーボモータ１
１の出力軸１１ａの回転速度との偏差である速度偏差を算出する。
【００８９】
　そして、角度伝達誤差補償部４３４の補正部４５２は、速度偏差に補償量θ（・）comp
を加算し、補正速度偏差を算出する。
【００９０】
　また、電流指令生成部３６は、角度伝達誤差補償部４３４が生成した補正速度偏差に基
づいて電流指令を生成する。すなわち、速度比例ゲイン部６２は、角度伝達誤差補償部４
３４の補正部４５２が算出した補正偏差に速度比例ゲインＫｖｐを乗じた第１指令を生成
する。
【００９１】
　（実施の形態５）
　以下では実施の形態５の構成、動作について、実施の形態１との相違点を中心に述べる
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。
【００９２】
　図８は、実施の形態５に係るロボットシステムのサーボ制御部の制御系統の構成例を概
略的に示すブロック図である。
【００９３】
　上記実施の形態１において、角度伝達誤差補償部３４は、速度フィードフォワード指令
を補正することによって速度指令を間接的に補正し、速度偏差を間接的に補正した。これ
に対し、本実施の形態において、角度伝達誤差補償部５３４は、図８に示すように、ゲイ
ン速度指令を補正することによって速度指令を間接的に補正し、速度偏差を間接的に補正
する。
【００９４】
　すなわち、角度伝達誤差補償部５３４の補正部５５２は、ゲイン速度指令に補償量θ（
・）compを加算し、補正ゲイン速度指令を算出する。そして、速度偏差算出部６０は、速
度フィードフォワード指令と補正ゲイン速度指令とを加算して速度指令を算出する。更に
、速度偏差算出部６０は、速度指令とサーボモータ１１の出力軸１１ａの回転速度との偏
差である速度偏差を算出する。
【００９５】
　（実施の形態６）
　以下では実施の形態６の構成、動作について、実施の形態１との相違点を中心に述べる
。
【００９６】
　図９は、実施の形態６に係るロボットシステムのサーボ制御部の制御系統の構成例を概
略的に示すブロック図である。
【００９７】
　上記実施の形態１において、角度伝達誤差補償部３４は、速度フィードフォワード指令
を補正することによって速度指令を間接的に補正し、速度偏差を間接的に補正した。これ
に対し、本実施の形態において、角度伝達誤差補償部６３４は、図９に示すように、サー
ボモータ１１の出力軸１１ａの回転速度を補正することによって速度偏差を間接的に補正
する。
【００９８】
　すなわち、角度伝達誤差補償部６３４の補正部６５２は、サーボモータ１１の出力軸１
１ａの回転速度から補償量θ（・）compを減算し、補正回転速度を算出する。
【００９９】
　そして、速度偏差算出部６０は、速度指令と補正回転速度との偏差である速度偏差を算
出する。
【０１００】
　（実施の形態７）
　以下では実施の形態７の構成、動作について、実施の形態１との相違点を中心に述べる
。
【０１０１】
　図１０は、実施の形態７に係るロボットシステムのサーボ制御部の制御系統の構成例を
概略的に示すブロック図である。
【０１０２】
　上記実施の形態１において、角度伝達誤差補償部３４は、速度フィードフォワード指令
を補正することによって速度指令を間接的に補正し、速度偏差を間接的に補正した。これ
に対し、本実施の形態において、角度伝達誤差補償部７３４は、図１０に示すように、推
定した角度伝達誤差に基づいて位置指令及び速度フィードフォワード指令を補正する。角
度伝達誤差補償部７３４は、角度伝達誤差推定部５１と、第１補正部７５２と、第２補正
部７５３とを含む。
【０１０３】
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　第１補正部７５２は、位置指令に補償量θ（・）compを加算し、補正位置指令を算出す
る。
【０１０４】
　第２補正部７５３は、補正部５２と同様であるのでその詳細な説明を省略する。
【０１０５】
　速度フィードフォワード指令生成部３２は、補正前の位置指令に基づいて速度フィード
フォワード指令を生成する。
【０１０６】
　位置偏差算出部４１は、補正位置指令からサーボモータ１１の出力軸１１ａの回転角を
減算し、位置指令とサーボモータ１１の出力軸１１ａの回転角との偏差である位置偏差を
算出する。
【０１０７】
　（実施の形態８）
　以下では実施の形態８の構成、動作について、実施の形態１との相違点を中心に述べる
。
【０１０８】
　上記実施の形態１において、角度伝達誤差補償部３４の角度伝達誤差推定部５１は、式
（２）に基づいてサーボモータ１１の出力軸１１ａに加えるべき補償量θ（・）compを算
出する際、角度伝達誤差に特に大きな影響を与える所定の周波数ｆ及びこの周波数に対応
する所定の振幅Ａ及び所定の位相差φを用いて補償量θ（・）compを算出した。これに代
えて、角度伝達誤差補償部３４の角度伝達誤差推定部５１は、サーボモータ１１の出力軸
１１ａに加えるべき補償量θ（・）compを、以下の式（８）に基づいて算出してもよい。
【０１０９】
【数６】

【０１１０】
　すなわち、角度伝達誤差推定部５１は、位置指令及び速度フィードフォワード指令の値
（位置指令の時間微分値）に基づき、周波数のパターン毎に角度伝達誤差を算出し、これ
らを足し合わせた値を角度伝達誤差の補正に用いる。これによって、角度伝達誤差をより
正確に補正することができる。
【０１１１】
　上記説明から、当業者にとっては、本発明の多くの改良や他の実施形態が明らかである
。従って、上記説明は、例示としてのみ解釈されるべきであり、本発明を実行する最良の
態様を当業者に教示する目的で提供されたものである。本発明の精神を逸脱することなく
、その構造及び／又は機能の詳細を実質的に変更できる。
【符号の説明】
【０１１２】
　１　ロボット
　２　ロボット制御装置
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　１０　回動軸
　１１　サーボモータ
　１１ａ　出力軸
　１２　エンコーダ
　１３　減速機
　１３ａ　入力軸
　１３ｂ　出力軸
　２２　サーボ制御部
　２３　サーボアンプ
　３１　速度偏差算出部
　３４　角度伝達誤差補償部
　３６　電流指令生成部
　１００　ロボットシステム

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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