
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　制御対象であるモータの位置を検出する位置検出部と、
　前記モータの速度を算出する速度算出部と、
　前記位置検出部からフィードバックされた前記モータの位置と位置指令とが一致するよ
うに速度指令を出力して位置制御をする位置制御部と、
　比例積分制御により、前記速度算出部からフィードバックされた前記速度と前記速度指
令とが一致するようにトルク指令を出力して速度制御を行う速度制御部と、
　前記トルク指令に基づいてトルク制御を行うトルク制御部とを備えたモータの位置制御
装置において、
　前記位置制御部は、
　前記位置指令と前記位置検出部により検出した前記位置との位置偏差を求める減算手段
と、
　前記位置偏差に位置比例ゲインを乗算する位置ループ乗算手段と、
　前記位置指令を微分する微分器と、
　前記微分器の出力にフィードフォーワード・ゲインを乗算するフィードフォーワード・
ゲイン乗算手段と、
　前記フィードフォーワード・ゲイン乗算手段の出力を比例微分制御して速度制御系の遅
れを補償する比例微分手段と、
　前記位置指令の量子化誤差によるリップルを除去する伝達関数を有して、前記比例微分
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手段の出力と前記フィードフォーワード・ゲイン乗算手段の出力との加算値をフィルタ処
理するフィードフォーワード・ローパスフィルタと、
　前記フィードフォーワード・ローパスフィルタの出力と前記位置ループ乗算手段の出力
とを加算して前記速度指令を出力する加算手段とを備えていることを特徴とするモータの
位置制御装置。
【請求項２】
　速度制御系の遅れに相当する伝達関数を有する位置制御側遅れ補償ローパスフィルタを
更に備え、
　前記位置指令が前記位置制御側遅れ補償ローパスフィルタを通して前記減算手段に入力
されることを特徴とする請求項１に記載のモータの位置制御装置。
【請求項３】
　前記速度制御部が、
　速度制御系の遅れに相当する伝達関数を有する速度制御側遅れ補償ローパスフィルタと
、
　前記速度指令を前記速度制御側遅れ補償ローパスフィルタに入力して得た遅延速度指令
と前記速度との速度偏差を積分する速度積分器を含んで構成された積分制御系と、
　前記速度指令と前記速度との差に比例した指令を出力する比例制御系と、
　前記積分制御系の出力と前記比例制御系の出力とを加算する加算手段と、
　前記加算手段の出力に速度比例ゲインを乗じて前記トルク指令を得る乗算手段とを具備
している請求項１または２に記載のモータの位置制御装置。
【請求項４】
　前記速度制御部が、
　速度制御系の遅れに相当する伝達関数を有する速度制御側遅れ補償ローパスフィルタと
、
　前記速度指令を前記速度制御側遅れ補償ローパスフィルタに入力して得た遅延速度指令
と前記速度との速度偏差を積分する速度積分器を含み制御系中の演算値に速度比例ゲイン
を乗じて出力する積分制御系と、
　前記速度指令と前記速度との差に速度比例ゲインを乗じた指令を出力する比例制御系と
、
　前記積分制御系の出力と前記比例制御系の出力とを加算する加算手段とから構成されて
いることを特徴とする請求項１または２に記載のモータの位置制御装置。
【請求項５】
　制御対象であるモータの位置を検出する位置検出部と、
　前記モータの速度を算出する速度算出部と、
　前記位置検出部からフィードバックされた前記モータの位置と位置指令とが一致するよ
うに速度指令を出力して位置制御をする位置制御部と、
　比例積分制御により、前記速度算出部からフィードバックされた前記速度と前記速度指
令とが一致するようにトルク指令を出力して速度制御を行う速度制御部と、
　前記トルク指令に基づいてトルク制御を行うトルク制御部とを備えたモータの位置制御
装置において、
　前記位置制御部は、
　前記位置指令を微分する微分器と、
　前記微分器の出力にフィードフォーワード・ゲインを乗算するフィードフォーワード・
ゲイン乗算手段と、
　前記フィードフォーワード・ゲイン乗算手段の出力を比例微分制御して速度制御系の遅
れを補償する比例微分手段と、
　前記位置指令の量子化誤差によるリップルを除去する伝達関数を有して、前記比例微分
手段の出力と前記フィードフォーワード・ゲイン乗算手段の出力との加算値をフィルタ処
理するフィードフォーワード・ローパスフィルタと、
　前記微分器の出力と前記位置検出部により検出した前記位置の微分値との偏差を

10

20

30

40

50

(2) JP 3892824 B2 2007.3.14

積分し



する積分器と、
　前記積分器の出力に位置比例ゲインを乗算する位置ループ乗算手段と、
　前記位置ループ乗算手段から出力された指令と前記フィードフォーワード・ローパスフ
ィルタから出力された速度フィードフォーワード指令とを加算して前記速度指令として出
力する加算手段とを具備することを特徴 の位置制御装置。
【請求項６】
　速度制御系の遅れに相当する伝達関数を有する位置制御側遅れ補償ローパスフィルタが
前記微分器と前記積分器との間に配置され、
　前記位置制御側遅れ補償ローパスフィルタを通った前記微分器の出力と前記位置の微分
値との偏差が前記積分器に入力されることを特徴とする請求項５に記載のモータの位置制
御装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、モータの位置制御装置に関するものであり、特に工作機械や半導体製造装置な
どに使用される高速位置決め用モータの位置を制御するのに適したモータの位置制御装置
に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来のモータの位置制御装置としては、図１５に示すような制御装置がある［特開平１０
－２５４５５０号公報（特許文献１）の図１参照］。この装置では位置指令と位置フィー
ドバックの偏差が位置制御部に含まれる減算器で算出され、この偏差が位置制御部で処理
されて速度指令として出力される。そしてエンコーダＥから出力された位置フィードバッ
クを速度算出部２で変換して得た速度フィードバックと速度指令との偏差を、速度制御部
３に含まれる減算器で算出する。この偏差は、速度制御部３内で処理され、速度制御部３
はトルク制御部４にトルク指令を出力する。トルク制御部４は、トルク指令通りのトルク
がモータＭから出力されるようにモータＭに流れる電流を制御する。
【０００３】
通常、この装置における位置制御部１は比例制御（Ｐ制御）部として構成されており、速
度制御部３は比例積分制御（ＰＩ制御）部で構成されている。従来の速度制御部３を構成
するＰＩ制御部は、図１６に示す構成を有している。このＰＩ制御部では、速度指令と速
度フィードバックとの偏差を減算器ＳＢで算出し、その偏差をゲイン１の比例制御系を通
して加算器ＡＤに入力する。積分制御系では、乗算器３１で偏差に積分ゲインを乗算した
後、この偏差を速度積分器３２で積分して加算器ＡＤに入力する。加算器ＡＤは、比例制
御系の出力と積分制御系の出力とを加算して、乗算器３３へと出力し、乗算器３３は加算
器ＡＤの出力に比例ゲインを乗算してトルク指令として出力する。このように、速度制御
部３をＰＩ制御部で構成することにより、速度の過渡偏差のみならず、定常偏差も抑制で
きる。
【０００４】
また特開平３－１５９１１号公報（特許文献２）には、位置指令を微分して位置のフィー
ドフォーワード量を求め、位置ループ制御で得られた制御量に上記フィードフォーワード
制御量を加算して速度指令とし、位置のフィードフォーワード制御量を微分して得られる
速度のフィードフォーワード制御量を速度ループ制御によって得られる値に加算して電流
指令とすることにより、応答性を高めて安定したサーボ系を得るサーボモータの制御方法
が開示されている。
【０００５】
【特許文献１】
特開平１０－２５４５５０号公報（図１）
【０００６】
【特許文献２】
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特開平３－１５９１１号公報（図１）
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
従来の制御装置では、フィードフォーワード・ゲインを上げることにより追従性は改善さ
れるが、フィードフォーワード・ゲインを１００％まで上げるとオーバーシュートが大き
くなるという問題があった。オーバーシュートは加工品質を劣化させるので、できるだけ
抑制する必要がある。図７は従来の制御装置において、フィードフォーワード・ゲインを
０％とした時の位置制御動作をシミュレーションしたものである。このように、フィード
フォーワード・ゲインが小さいと、オーバーシュートは小さいが、図９のようにフィード
フォーワード・ゲインを１００％にすると、オーバーシュートが大きくなる。このため、
従来は図８のように、５０％程度のフィードフォーワード・ゲインにし、オーバーシュー
トが大きくならない範囲で、追従性を改善していた。
【０００８】
制御理論的には、フィードフォーワード制御では、御御対象の特性がわかっているときに
、制御量が目標値に一致するよう操作量を逆算するのが良い。従来の制御系おいて、位置
制御を行う場合の制御対象を速度制御系と見ると、操作量は速度指令であり、制御量は位
置である。速度制御系を最も簡単なモデルで近似すると、一次遅れ系で表すことができ、
制御対象の逆関数をとると一次進みとなる。従来はこれを一定の保証で行っていたため、
高次の遅れ分に対する補償ができずオーバーシュートを生じていた。
【０００９】
また、もう一つの要因として、位置制御器から出力される速度指令の問題がある。一般的
に、制御系の応答は有限であり、速度フィードフォーワード指令を出力しても速度フィー
ドバックが応答するには時間がかかる。速度フィードフォーワード指令が出力されてモー
タは駆動を開始するが、速度フィードフォーワード指令が出力されてから速度フィードバ
ックが応答するまでの間に生ずる位置偏差により、位置制御器から速度指令を出力してし
まう。そして、モータが一定速で回転している間はこの位置偏差は減少するが、モータ減
速時にまた位置偏差を生じ速度指令が出力される。
【００１０】
このように、位置偏差により生じた速度指令が速度フィードフォーワード指令に加算され
るため、本来必要とする速度指令以上の速度指令が与えられ、オーバーシュートを生じて
いた。
【００１１】
更に別の要因として速度制御器の問題がある。速度制御器は、通常、ＰＩ制御で構成され
ており、図１６に示すような構成になっている。図７乃至図９は従来の速度制御器を用い
た場合のシミュレーション結果である。制御系の応答が有限であるため、速度指令が与え
られても、速度フィードバックが応答するまでには時間がかかり、この間に速度積分器は
積算を行っている。この積分器の充放電により速度制御器の時間応答が低下しており、こ
れによってもオーバーシュートが生じていた。以上のように、従来の制御装置では、フィ
ードフォーワード系の関数を比例系で構成していたこと、また、速度系の応答遅れを考慮
せずに位置制御系が組まれていたこと、速度制御器が速度制御系の応答を考慮せずに組ま
れていたことにより、オーバーシュートを生じてしまい、フィードフォーワード・ゲイン
を１００％まで上昇させることができなかった。このため、追従性の向上には限度がある
という問題があった。
【００１２】
本発明の目的は、従来の問題を改善しフィードフォーワード・ゲインを１００％まで上昇
させることを可能にし、追従性を高めたモータ位置制御装置を提供することにある。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
本発明は、制御対象であるモータの位置を検出する位置検出部と、モータの速度を算出す
る速度算出部と、位置検出部からフィードバックされたモータの位置と位置指令とが一致
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するように速度指令を出力して位置制御をする位置制御部と、比例積分制御により、速度
算出部からフィードバックされた速度と速度指令とが一致するようにトルク指令を出力し
て速度制御を行う速度制御部と、トルク指令に基づいてトルク制御を行うトルク制御部と
を備えたモータの位置制御装置を改良の対象とする。
【００１４】
本発明の位置制御部は、位置指令と位置検出部により検出した位置との位置偏差を求める
減算手段と、位置偏差に位置比例ゲインを乗算する位置ループ乗算手段と、位置指令を微
分する微分器と、微分器の出力にフィードフォーワード・ゲインを乗算するフィードフォ
ーワード・ゲイン乗算手段と、フィードフォーワード・ゲイン乗算手段の出力を比例微分
制御して速度制御系の遅れを補償する比例微分手段と、位置指令の量子化誤差によるリッ
プルを除去する伝達関数を有して、比例微分手段の出力と前記フィードフォーワード・ゲ
イン乗算手段の出力との加算値をフィルタ処理するフィードフォーワード・ローパスフィ
ルタと、フィードフォーワード・ローパスフィルタの出力と位置ループ乗算手段の出力と
を加算して速度指令を出力する加算手段とを備えている。
【００１５】
本発明のように位置制御部でフィードフォーワード乗算出力を比例微分制御すると、一次
進みの特性を得ることができて、速度制御系の遅れを補償し、位置指令に対する追従性を
改善できる。また、速度制御側遅れ補償ローパスフィルタを用いると、速度制御系の遅れ
に相当する遅れを持った速度指令と実際に遅れている速度フィードバックの速度との偏差
をゼロに近いものとすることができて、速度積分器の溜まり量をほぼゼロにできる。また
フィードフォーワード・ゲインを１００％に上昇させた場合でもオーバーシュートの小さ
い制御系を構成することができ、より追従性を高めた位置制御が実現できる。またフィー
ドフォーワード・ローパスフィルタを用いれば、位置指令部が原因となって発生する量子
化誤差に基づくリップルが速度指令それ自体に含まれるのを阻止することができる。
【００１６】
また速度制御系の遅れに相当する伝達関数を有する位置制御側遅れ補償ローパスフィルタ
を更に設け、この位置制御側遅れ補償ローパスフィルタを通った位置指令と位置フィード
バックの位置との位置偏差を位置ループ乗算手段に入力するようにしてもよい。また位置
指令を微分する微分器の出力と位置の微分値の偏差を積分器で積分して位置偏差を求める
場合には、速度制御系の遅れに相当する伝達関数を有する位置制御側遅れ補償ローパスフ
ィルタを微分器と積分器との間に配置し、位置制御側遅れ補償ローパスフィルタを通った
微分器の出力と位置の微分値との偏差を積分器に入力するようにしてもよい。
【００１７】
このような位置制御側遅れ補償ローパスフィルタを設けることにより、加速時において位
置制御部に入力される位置指令と位置フィードバックとがほぼ同時期に立ち上がるように
する。その結果、位置制御部からの速度指令はかなり小さい値になる。このような構成を
採用すると、速度フィードフォーワード・ゲインを１または１に近い値にすることができ
、位置指令に対する追従性を改善することができる。
【００１８】
また本発明においては、速度制御部を、速度制御系の遅れに相当する伝達関数を有する速
度制御側遅れ補償ローパスフィルタと、速度指令を速度制御側遅れ補償ローパスフィルタ
に入力して得た遅延速度指令と速度との速度偏差を積分する速度積分器を含んで構成され
た積分制御系と、速度指令と速度との差に比例した指令を出力する比例制御系と、積分制
御系の出力と比例制御系の出力とを加算する加算手段と、この加算手段の出力に速度比例
ゲインを乗じてトルク指令として出力する乗算手段とから構成する。なお比例制御系にお
いて速度比例ゲインを速度偏差に乗算し、積分制御系において制御中の演算値に速度比例
ゲインを乗じて出力するようにしてもよい。本発明のように速度制御側遅れ補償ローパス
フィルタを用いれば、速度制御系の遅れに相当する遅れを持った速度指令と実際に遅れて
いる速度フィードバックの速度との偏差はゼロに近いものとなる。そのため速度積分器の
溜まり量をほぼゼロにして、位置指令に対する追従性を改善できる。
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【００１９】
位置検出部（例えばエンコーダ）の精度が悪い場合には、量子化誤差や位置誤差が原因に
なったリップルが速度フィードバックに含まれることがある。そこでこのような場合に対
処するためには、位置検出部の量子化誤差及び／または位置誤差が原因となって発生する
リップルが、トルク指令に現れるのを阻止する伝達関数を有する速度フィードバック・ロ
ーパスフィルタを設けるのが好ましい。この場合には、速度を速度フィードバック・ロー
パスフィルタに入力して得たフィルタ処理後の速度と速度指令との偏差を求める減算手段
を含んで比例制御系を構成する。なお位置検出部として、精度及び分解能の高いものを用
いれば、位置誤差も小さくなるため、このような構成を採用する必要はない。
【００２０】
位置制御部は、位置指令と位置検出部により検出した位置との位置偏差を求める減算手段
と、この位置偏差に位置比例ゲインを乗算する位置ループ乗算手段とから構成するのが好
ましい。この場合において、位置制御部は、位置指令を微分する微分器と、微分器の出力
にフィードフォーワード・ゲインを乗算する乗算手段と、位置指令の量子化誤差によるリ
ップルを除去する伝達関数を有するフィードフォーワード・ローパスフィルタとを更に備
えているのが好ましい。また、位置制御部は、位置指令を微分する微分器とこの微分器の
出力にフィードフォーワード・ゲインを乗算した出力を、更に比例微分制御して速度制御
系の遅れを補償する微分手段の出力と、前記フィードフォーワード・ゲインの乗算手段の
出力とを加算した出力をフィードフォーワード・ローパスフィルタによりフィルタ処理す
るように構成してもよい。
【００２１】
【発明の実施の形態】
図１は、本発明のモータの位置制御装置の実施の形態の構成を示すブロック図である。こ
のシステムは、制御対象であるモータＭの位置を検出する位置検出部としてエンコーダＥ
を備えている。エンコーダＥの出力が、モータの出力軸の位置を示す位置フィードバック
である。速度算出部２は、エンコーダＥの出力に基づいてモータの速度を算出するように
構成されており、速度算出部２の出力が速度フィードバックとなっている。速度フィード
バックが、モータＭの出力軸の回転速度を示している。位置制御部１１Ａは、位置検出部
としてのエンコーダＥからフィードバックされたモータＭの位置と位置指令とが一致する
ように速度指令を出力して位置制御を行うように構成されている。この実施の形態では、
位置制御部１１Ａが、位置指令を微分する微分器１１２と、微分器１１２の出力にフィー
ドフォーワード・ゲインＶＦＦを乗算するフィードフォーワード・ゲイン乗算手段１１３
と、この乗算手段１１３からの出力を更に微分する微分器１１７と、微分器１１７からの
出力に微分ゲイン（Ｋｓ）を乗算する乗算器１１８と、乗算器１１８の出力とフィードフ
ォーワード・ゲイン乗算手段１１３の出力と加算する加算手段ＡＤ３と、位置指令の量子
化誤差によるリップルを除去する伝達関数（１／（１＋ＳＴＦ Ｆ ））を有するフィードフ
ォーワード・ローパスフィルタ１１４とを備えている。この例では、微分器１１７と乗算
器１１８とにより、速度制御系の遅れを補償する比例微分手段が構成されている。なお通
常、フィードフォーワード・ゲインＶＦＦは４０～６０％（０．４～０．６）程度に設定
される。そして位置指令と位置フィードバックの偏差は、減算手段ＳＢ３で求められ、こ
の偏差を位置ループ乗算手段１１１で位置比例ゲインＫＰ倍する。
【００２２】
位置制御部１１Ａからは、位置ループ乗算手段１１１から出力された指令とフィードフォ
ーワード・ローパスフィルタ１１４から出力された速度フィードフォーワード指令（速度
ＦＦ指令）とが加算手段ＡＤ２で加算された指令が速度指令として出力される。このよう
なフィードフォーワード乗算出力を比例微分制御することにより、一次進みの特性が得ら
れ速度制御系の遅れを補償し、位置指令に対する追従性を改善できる。更にフィードフォ
ーワード・ローパスフィルタ１１４により、位置指令に含まれる量子化誤差に基づくリッ
プルが速度指令それ自体に含まれるのを阻止することができる。
【００２３】
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速度指令は、速度制御部１３を通ってトルク指令となる。トルク制御部４は、トルク指令
通りのトルクが出力されるよう電流を制御する。本実施の形態の装置では、フィードフォ
ーワードを追加することにより、位置決め整定時間を従来よりも短縮させることができる
。
【００２４】
図２は、本発明で用いる図１の速度制御部１３の具体的な構成の一例を示すブロック図で
ある。速度制御部１３は、比例積分制御により、図１の速度算出部２からフィードバック
された速度と速度指令とが一致するようにトルク指令を出力して速度制御を行う。図２に
示すように、本実施の形態で用いる速度制御部１３は、速度制御系の遅れに相当する伝達
関数（１／（１＋ＳＴｃ））を有する速度制御側遅れ補償ローパスフィルタ１３３を備え
ている。また速度制御部１３は、速度指令を速度制御側遅れ補償ローパスフィルタ１３３
に入力して得た遅延速度指令と速度との速度偏差を減算手段ＳＢ２で求め、この速度偏差
に積分ゲイン（１／Ｔｖｉ）を乗算する乗算手段１３１と、乗算手段１３１の出力を積分
する速度積分器１３２を含んで構成された積分制御系と、速度指令に比例した指令を出力
する比例制御系とを含んでいる。そして速度制御部１３は、積分制御系の出力と比例制御
系の出力とを加算手段ＡＤ１で加算したものに速度比例ゲインＫＶＰを乗じてトルク指令
として出力する乗算手段１３４を更に備えている。以上の構成が基本構成であるが、この
例では、エンコーダ（位置検出部）の量子化誤差及び／または位置誤差が原因となって発
生するリップルが、トルク指令に現れるのを阻止する伝達関数（１／（１＋ＳＴＦ Ｂ ））
を有する速度フィードバック・ローパスフィルタ１３５を更に備えている。またこの場合
、比例制御系は、速度を速度フィードバック・ローパスフィルタ１３５に入力して得たフ
ィルタ処理後の速度と速度指令との偏差を求める減算手段ＳＢ１を含んでいる。
【００２５】
この例では、速度指令を速度制御側遅れ補償ローパスフィルタ１３３に通したものと速度
フィードバックの差を減算手段ＳＢ２でとり、速度積分ゲイン（１／Ｔｖｉ）を乗算して
速度積分器１３２に通す。また速度指令と、速度フィードバックを速度フィードバック・
ローパスフィルタ１３５に通したものとの差を減算手段ＳＢ１でとり、速度積分器１３２
の出力と加算手段ＡＤ１により加算する。そして最後に、速度比例ゲイン（ＫＶＰ）を乗
算してトルク指令を出力する。
【００２６】
前述の速度フィードバック・ローパスフィルタ１３５は、エンコーダＥの量子化誤差や位
置誤差によるリップルを抑制するフィルタである。このフィルタは、比例制御系のフィー
ドバックにのみ挿入し、リップル分がトルク指令に現れないようにする機能を果す。積分
制御系では、速度積分器１３２が平滑作用を行うため、このようなフィルタは不要である
。
【００２７】
速度制御側遅れ補償ローパスフィルタ１３３は、速度制御系の遅れに相当する時間を設定
し、遅れ補償出力と速度フィードバックとがほぼ同等の立ち上がりになるようにし、速度
指令変化時の速度積分器１３２の溜り量を低減する。このように速度制御部１３を構成す
ることにより、速度フィードバックに含まれるリップルの抑制と、速度指令変化時の速度
積分器１３２の溜り量の低減を同時に達成することができる。
【００２８】
なお、エンコーダＥの量子化誤差が小さい場合は、速度フィードバック・ローパスフィル
タ１３５は不要である。また、速度制御側遅れ補償ローパスフィルタ１３３は、速度制御
系の遅れを模擬する伝達関数であれば、どのようなものでもよく、本実施の形態の伝達関
数に限定されるものではない。
【００２９】
図３は、速度制御部１３´の変形例を示すブロック図である。図２の速度制御部１３と速
度制御部１３´とを対比すると、図３の速度制御部１３´では速度比例ゲインＫＶＰの乗
算手段１３４´が比例制御系の内部にある点（加算手段ＡＤ１の前に挿入されている点）
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と、積分制御系において速度比例ゲインＫＶＰを演算値に乗算するために、乗算手段１３
１´の伝達関数を変更している点で前者の速度制御部１３とは構成が相違する。このよう
にしても図２の速度制御部１３と同様の作用効果を得ることができる。
【００３０】
図４は、図１の実施の形態の変形例を示すブロック図である。図４の実施の形態は、位置
制御部１１Ｂの構成が図１の実施の形態とは異なっており、図４においては、図１の実施
の形態の構成要素と同様の要素には図１に付した符号と同様の部分に、図１に付した符号
と同じ符号を付して説明を省略する。図１の実施の形態と図４の実施の形態とを対比する
と、微分器１１２の位置が異なる点と、積分器１１６と微分器５とが新たに追加された点
で両者は相違する。すなわちこの位置制御部１１Ｂでは、位置指令を微分する微分器１１
２が減算手段ＳＢ３の前に入り、位置検出器で検出した位置を微分する微分器５が減算手
段ＳＢ３の前にに入り、微分器１１２の出力（位置指令を微分したもの）と微分器５の出
力（位置を微分したもの）との偏差（位置微分偏差）を積分する積分器１１６が、位置比
例ゲインを乗算する位置ループ乗算手段１１１の前段に入っている。この実施の形態によ
っても、図１の実施の形態と同様の効果が得られる。
【００３１】
図５は、本発明のモータの位置制御装置の更に他の実施の形態の構成を示すブロック図で
ある。図１に示した実施の形態の構成要素と同様の構成要素には、図１に付した符号と同
じ符号を付して説明を省略する。この実施の形態では、図１の実施の形態の構成要件に加
えて、速度制御系の遅れに相当する伝達関数（１／（１＋ＳＴｄ））を有する位置制御側
遅れ補償ローパスフィルタ１１５を位置制御部１１Ｃが更に備えている。この実施の形態
では、位置制御側遅れ補償ローパスフィルタ１１５を通った位置指令と位置フィードバッ
クとの位置偏差が減算手段ＳＢ３により求められ、位置偏差が位置ループ乗算手段１１１
に入力されている。この例では、フィードフォーワード・ゲインＶＦＦが１または１に近
い値に設定されている。
【００３２】
位置制御側遅れ補償ローパスフィルタ１１５には、速度制御系の遅れを伝達関数として設
定してある。位置制御側遅れ補償ローパスフィルタ１１５の出力と位置フィードバックと
が同程度に立ち上がるように位置制御側遅れ補償ローパスフィルタ１１５の伝達関数が定
められている。位置制御側遅れ補償ローパスフィルタ１１５を追加すると、位置制御部１
１Ｃの位置ループ乗算手段１１１の出力はかなり小さな値になる。この装置では、位置制
御側遅れ補償ローパスフィルタ１１５の追加により、フィードフォーワード・ゲインＶＦ
Ｆを１００％または１００％に近い値まで（１または１に近い値まで）上げることができ
、図１の実施の形態の場合と同程度、もしくは、それよりは若干短く、位置決め整定時間
を短縮できる。
【００３３】
図６は、図４の実施の形態において、位置制御側遅れ補償ローパスフィルタ１１５を追加
した場合の構成を示すものである。その他の点は、図４の実施の形態と同様であるので説
明は省略する。
【００３４】
図１０には、図１及び図２の実施の形態において、速度制御側遅れ補償ローパスフィルタ
１３３を挿入し且つフィードフォーワード・ゲインを０にしたときの位置制御動作をシミ
ュレーションした結果を示す。図７の従来例と比較すると、速度積分器の溜まり量が０に
近くなっていることが分かる。また図１１には、図１０の条件において微分ゲインは０と
し、フィードフォーワード・ゲインを１００％としたときの位置制御動作をシミュレーシ
ョンした結果を示す。このようにすると位置のオーバーシュート量が大きくなることが分
かる。そして図１２には、図１１の条件において微分ゲインを入れたときの位置制御動作
をシミュレーションした結果を示す。図１１と比較すると、図１２からは、フィードフォ
ーワード・ゲインを１００％にした場合でもオーバーシュート量が減ることが分かる。図
１３には、図１１の条件において、図５の構成のように、位置制御側遅れ補償ローパスフ
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ィルタ１１５を挿入したときの位置制御動作をシミュレーションした結果を示す。図１３
の場合においても、図１１と比較すると、オーバーシュート量が減少しているのが分かる
。さらに図１４には、図１３の条件で微分ゲインを入れたときの位置制御動作をシミュレ
ーションした結果を示す。図１４では、加減速時の位置制御器からの速度指令がほぼ０に
なっており、フィードフォーワード・ゲインを１００％にしても、オーバーシュートが小
さく、追従性が大きく改善されていることが分かる。最終的に、一定速時の位置偏差は、
図８に示す従来例のフィードフォーワード・ゲインを５０％にしたときの約１／２程度ま
で減少しており、従来と比較すると追従性が約２倍に向上することが分かる。
【００３５】
【発明の効果】
本発明によれば、位置制御部でフィードフォーワード乗算出力を比例微分制御することに
より、一次進みの特性を得て、速度制御系の遅れを補償し、位置指令に対する追従性を改
善できる利点がある。また、速度制御側遅れ補償ローパスフィルタを用いていると、速度
制御系の遅れに相当する遅れを持った速度指令と実際に遅れている速度フィードバックの
速度との偏差をゼロに近いものとすることができ、速度積分器の溜まり量をほぼゼロにで
きる。またフィードフォーワード・ゲインを１００％に上昇させた場合でもオーバーシュ
ートの小さい制御系を構成でき、より追従性を高めた位置制御が実現でき、より高速な追
従性が実現できる利点がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のモータの位置制御装置の実施の形態の構成を示すブロック図である。
【図２】本発明で用いる速度制御部の具体的な構成の一例を示すブロック図である。
【図３】本発明で用いる他の速度制御部の具体的な構成の一例を示すブロック図である。
【図４】本発明のモータの位置制御装置の他の実施の形態の構成を示すブロック図である
。
【図５】本発明のモータの位置制御装置の更に他の実施の形態の構成を示すブロック図で
ある。
【図６】本発明のモータの位置制御装置の更に他の実施の形態の構成を示すブロック図で
ある。
【図７】従来の位置制御装置におけるフィードフォーワード・ゲインを０％としたときの
位置制御動作をシミュレーションした結果を示す図である。
【図８】従来の位置制御装置におけるフィードフォーワード・ゲインを５０％としたとき
の位置制御動作のシミュレーションした結果を示す図である。
【図９】従来の位置制御装置におけるフィードフォーワード・ゲインを１００％としたと
きの位置制御動作をシミュレーションした結果を示す図である。
【図１０】図１及び図２の実施の形態において、速度制御側遅れ補償ローパスフィルタを
挿入し且つフィードフォーワード・ゲインを０にしたときの位置制御動作をシミュレーシ
ョンした結果を示す図である。
【図１１】図１０の条件において微分ゲインは０とし、フィードフォーワード・ゲインを
１００％としたときの位置制御動作をシミュレーションした結果を示す図である。
【図１２】図１１の条件において微分ゲインを入れたときの位置制御動作のシミュレーシ
ョンした結果を示す図である。
【図１３】図１１の条件において、図５の構成のように、位置制御側遅れ補償ローパスフ
ィルタを挿入したときの位置制御動作をシミュレーションした結果を示す図である。
【図１４】図１３の条件において微分ゲインを入れたときの位置制御動作をシミュレーシ
ョンした結果を示す図である。
【図１５】従来のモータの位置制御装置の構成を示す図である。
【図１６】従来の速度制御部の構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
１３，１３´　速度制御部
２　速度算出部
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４　トルク制御部
１１Ａ，１１Ｂ，１１Ｃ，１１Ｄ　位置制御部
ＳＢ１，ＳＢ２，ＳＢ３　減算手段
ＫＰ　位置比例ゲイン
ＫＳ　微分ゲイン
ＫＶＰ　速度比例ゲイン
ＶＦＦ　フィードフォーワード・ゲイン
１１１　位置ループ乗算手段
５，１１２，１１７　微分器
１１３，１３１，１３４，１３１´，１３４´　乗算手段
１１４　フィードフォーワード・ローパスフィルタ
１１５　位置制御側遅れ補償ローパスフィルタ
１１０，１１６　積分器
１３２　速度積分器
１３３　速度制御側遅れ補償ローパスフィルタ
１３５　速度フィードバック・ローパスフィルタ
ＡＤ１，ＡＤ２，ＡＤ３　加算手段
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】
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