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エンジン試験用ダイナモメータにおける制振制御に関する研究
Research of Dynamometer Control Method for Engine Test Equipment

In the unit verification of Internal Combustion Engine (ICE), ICE performance is tested by connecting the ICE
and a dynamometer. The ICE performance test equipment is modeled as a two-inertia resonant system, and problem
is the amplification of torque vibrations due to resonant frequencies. We have been studying the method which
increased shaft torsion torque at the resonance frequency is suppressed by electric inertia and electric friction.
However, in the digital control, it may be difficult to suppress vibration as theoretically because of sample delay
(phase lag) due to sampling period.
This paper shows the resonance frequency and transfer function from ICE torque to shaft torsion torque
considering engine moment of inertia, engine friction coefficient, motor moment of inertia, motor friction
coefficient, and coupling spring constant. It also shows the transfer function when electric inertia and electric
friction are applied, and the resonance frequency is able to be controlled by electric inertia and electric friction. In
addition, electric inertia torque is control input that has a phase lead of 90 degrees to electric friction torque.
Because of phase lag due to sampling period, electric inertia generates electric friction component and electric
friction generates electric inertia component. If positive electric inertia generates positive electric friction
component, the control system is stable. However, if negative electric inertia generates negative electric friction
component, the control system may become unstable. Also if negative electric friction generates negative electric
inertia component, the control system may be unstable depending on negative electric inertia component value.
Therefore, electric inertia and electric friction have been applied the system in consideration of the effect of the
sample delay on the control system.
This paper details the effect of sample delay on electric inertia and electric friction. It also shows the damping
performance confirmed by experiments.
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エンジン試験装置を二慣性共振系として定義した場合，エ

内燃機関であるエンジンの単体検証において，エンジンと

ンジン側とモータの慣性モーメント，カップリングのばね定

ダイナモメータとを連結させ，エンジンの性能試験が行われ

数による共振周波数をもつ。エンジンが発生するトルクの振

ている。ダイナモメータはモータとトルク計といった計測機

動周波数と共振周波数が一致すると，カップリングやシャフ

器で構成されている。エンジン単体の検証ステージに使用す

トにかかるトルク振動が増幅され，システムに大きな負荷が

［1］,［2］

るエンジン試験装置を図１に示す。

かかってしまう。そのため，共振周波数においてトルク振動

エンジン試験装置は，エンジンとその負荷を再現するモー

が増幅しないよう，振動抑制制御を行う必要がある。

タ，シャフトとそれらを連結するカップリングにより構成さ

二慣性共振系の振動抑制制御の手法としては，様々な手法

れる。試験装置は，カップリングがもつねじれ要素により二

が提案されている。真鍋多項式による制御設計（状態フィー

慣性共振系としてモデル化することができる。図２に試験装

ドバック）や共振比制御，H∞制御などがある。［3］,［4］,［5］,［6］,［7］

置を二慣性共振系としてモデル化した場合のブロック図を示

しかしながら，図１に示す試験装置において，エンジンが

す。また，図２の各パラメータを表１に定義する。

発生するトルクおよびエンジンの回転数は取得することがで
きず，操作できるものはモータのトルク指令のみである。そ
のため，従来行われている制御手法では負荷を再現するモー
タで振動抑制ができない。そこで，電気慣性と電気摩擦を適
応的に設定することを基軸とした制御により振動抑制を行う
手法が提案されている。［8］,［9］,［10］
本研究では，電気慣性と電気摩擦を二慣性共振系に施すこ
とにより，振動抑制制御を実現できることを数式展開により

■ 図１ エンジン試験装置
Fig.1 Engine test dynamometer

示す。また，電気慣性と電気摩擦の位相関係に注目し，離散
系制御における電気慣性と電気摩擦を行った場合にサンプリ
ング周期が制御系に与える影響について理論展開し，実験に
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より振動抑制効果を確認する。
２.

･･････････
（9）

二慣性共振系の制振制御法

２．１

二慣性共振系の数式表現

図２に示した二慣性共振系のエンジン入力 から軸ねじれ

以上より，二慣性共振系の共振角周波数および減衰係数が，

トルク までの伝達関数は式
（1）,（2）となる。また，共振角

慣性モーメントと粘性摩擦係数により決定されることが確認

周波数の理論値

できる。

は式（3）となる。

･･･････（1）

･････（2）

･････････････････････････････（3）

式（3）
に示した共振角周波数の理論値

は，図２に示した

二慣性共振系において共振角周波数と等しい角周波数の信号
が入力されたとき，
入出力特性が∞になることを示している。
しかし，
係数

,

が無視できないときは，式
（2）における減衰

と時定数αが存在する。式（1）,（2）の分母多項式の係

数比較を行うことで減衰係数

と時定数αを算出する。

■ 図２ 二慣性系のブロック線図
Fig.2 Block diagram of a two-inertia system
■ 表１ 二慣性系のパラメータ定義
Table1 Parameter definition of two-inertia system
パラメータ名称

記号

エンジン 慣性モーメント
エンジン 粘性摩擦係数
モータ 慣性モーメント
モータ 粘性摩擦係数

････････････････（4）
････････････････（5）
････････････････（6）

カップリング ばね定数
エンジントルク（エンジン入力）
トルク計出力（軸ねじれトルク）
エンジン 回転速度
モータ 回転速度

よって式（4）,（5）,（6）より
２．２
･････････････････････････････････（7）

電気慣性と電気摩擦による共振角周波数制御

前節において，二慣性共振系の共振角周波数および減衰係
数が，慣性モーメントと粘性摩擦係数によって決定されるこ
とを確認した。本節では電気慣性と電気摩擦により，共振角

･･････････（8）

周波数を制御可能であることを数式展開より示す。
図２に示す二慣性共振系のモータに電気慣性と電気摩擦を
施した制御系のブロック線図を図３に示す。また，電気慣性

のように，減衰係数

と時定数αが求められる。また，こ

れらの式から粘性摩擦係数を考慮した実質的な共振角周波数
は式
（9）
となる。

10

と電気摩擦の各パラメータについて表２に定義する。
ここで，
モータ回転速度
する。
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電気慣性と電気摩擦を施したときの二慣性共振系の減衰係
数

は式（12）
，粘性摩擦係数を考慮した実質的な共振角周

波数

は式（13）で表される。

････････
（12）

････････
（13）
■ 図３ モータ側の電気慣性および電気摩擦のブロック線図
Fig.3 B
 lock diagram of electric inertia and electric friction on
the motor side
■ 表２ 電気慣性および電気摩擦のパラメータ定義
Table2 P
 arameter definition of electric inertia and electric
friction
パラメータ名称

記号

３.

離散化による電気慣性と電気摩擦への影響

２．２節では電気慣性と電気摩擦を用いることで，制御系
の共振角周波数を制御可能であることを示した。本章では，
図３に示した電気慣性トルク と電気摩擦トルク の位相関
係に着目し，サンプリング周期 で電気慣性と電気摩擦を離

電気慣性値

散化した際に発生する影響について式展開により示す。

電気摩擦値

図３においてモータへのトルク指令

電気慣性トルク

，電気慣性トルク

および電気摩擦トルク は式（14）,（15）,（16）となる。

電気摩擦トルク
モータへのトルク指令

････････････････････････････････
（14）

図３においてエンジン入力 から軸ねじれトルク までの

････････････････････････････････
（15）

伝達関数は，式
（10）となる。

････････････････････････････････
（16）
エンジン入力 が式（17）に示されるような，一定角周波数
ωをもった振幅
回転速度
････（10）
また式
（10）について粘性摩擦係数

,

および電気摩擦

の正弦波トルクであると仮定し，モータ

は と同じ角周波数をもった振幅

, 位相遅れ

ψの正弦波振動となるとする。式（15）でも示しているように
電気慣性は微分要素を含んでいるため，式（15）
（16）
,
は式
（19）,
（20）となる。

を無視した場合，分母多項式から共振角周波数を求めると式

･････････････････････
（17）

（11）となる。

･････････････････････
（18）
･･･････････････････････（11）

･････････････････････
（19）
･････････････････････
（20）

式（10）,（11）はそれぞれ式（1）,（3）のモータの慣性モーメ
ント を + に，粘性摩擦係数

を

+

に書き換えたも

式（19）,（20）より電気慣性トルク は電気摩擦トルク に

のに等しい。よって電気慣性と電気摩擦を用いることで，制

対して90度の進み位相をもった操作量である。電気慣性トル

御系の共振角周波数を制御することができる。

ク と電気摩擦トルク についてその関係を図で表すと図４
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となる。図４
（a）における各ベクトルを式
（19）,（20）の要素

たように，電気慣性トルク と電気摩擦トルク の大きさは，

で記述しなおすと図４（b）となる。また，図４では電気摩擦

電気慣性値と電気摩擦値によって決まる。

トルク

性値と電気摩擦値をそれぞれ

とモータへのトルク指令

の成す角をθと定義

した。

と

の電気慣

，

とする。つまり，電気

慣性値と電気摩擦値をそれぞれ ,

と設定し，サンプリン

サンプリング周期 で電気慣性と電気摩擦を離散化させる

グ周期 で電気慣性と電気摩擦を離散化した際に発生する

と，サンプリング周期 によるサンプル遅れ
（位相遅れ）が発

モータへのトルク指令は，離散化を行わない電気慣性と電気

生する。サンプリング周期 による遅れ時間を

摩擦において電気慣性値と電気摩擦値をそれぞれ，

とおき，

,

エンジン入力 が式
（17）に示すような角周波数成分をもつと

と設定した時のモータへのトルク指令に等しい。ここで

き，反時計回りを正とすれば，位相遅れφは式（21）となる。

と

をそれぞれ，真の電気慣性トルクと真の電気摩擦トル

クと定義し，また，
･･･････････････････････････････（21）

真の電気慣性値
位相遅れφが発生した場合の電気慣性トルク，電気摩擦ト
ルクおよびモータへのトルク指令をそれぞれ ，

，

と

定義する。図４（a）に示す電気慣性トルク と電気摩擦トル
ク の関係に ， ，

をそれぞれ書き足すと，図５となる。

と

もそれぞれ，真の電気慣性値，

真の電気摩擦値と定義する。
と真の電気摩擦値

位相遅れφが発生した電気慣性トルク

を算出する。まず，
と電気摩擦トルク

をそれぞれ，位相遅れ無しの電気慣性トルクと電気摩擦
トルクに分解する。位相遅れφを考慮した電気慣性トルク
と電気摩擦トルク
れぞれ

と

に対し，位相遅れ無しの位相成分をそ

とおく。

分をそれぞれ，

と

した電気慣性トルク

と

に対して90度の位相遅れ成

とおく。すると，位相遅れφを考慮
と電気摩擦トルク

はそれぞれ，図

６に示す関係にある。図６に示す各ベクトルについて式で表
すと，式（22）,（23）,（24）,（25）となる。
･････････････････････････････
（22）
･････････････････････････････
（23）
（a）

（b）

･････････････････････････････
（24）

■ 図４ 電気慣性と電気摩擦のベクトル表現
Fig.4 Vector representation of electric inertia and electric
friction

･････････････････････････････
（25）
･････････････････････････････
（26）
･････････････････････････････
（27）

ここで位相遅れφを考慮した電気慣性トルク と電気摩擦
トルク

はそれぞれ，位相遅れ無しの電気慣性トルク と電

気摩擦トルク

と同じベクトルの大きさをもつことに留意

する。

■ 図５ 位相遅れと各出力トルクの関係
Fig.5 R
 elationship between phase delay and each output
torque

図５では，離散化して実装した場合のトルク指令
タへのトルク指令

がφだけ位相が遅れたものとなってい

る。連続時間上における
ルクは

12

と

はモー

の電気慣性トルクと電気摩擦ト

である。式（19）,（20）および図４
（b）でも示し

■ 図６ 位相遅れによる電気慣性成分と電気摩擦成分
Fig.6 Electric inertia component and electric friction
component due to phase delay
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よって図７における各ベクトルをその大きさのみで記述し
なおすと，式（26）,（27）は式（28）,（29）となる。

電気慣性値 を導入することにより，式（11）は電気慣性値
の値を変化させることによってモータ慣性モーメント を

････････････････（28）
････････････････（29）

変化させるとも読める。電気慣性値 を変化させることに
よって共振角周波数を高くすることも可能である。そのため
に，電気慣性値 を負の値に設定することを考える。これを
本論文では「負の電気慣性」と呼ぶことにする。

また，

と

は式
（30）
（31）
,
とも表すことができ，位相遅

れφを考慮した電気慣性トルク

と電気摩擦トルク

,

離散系制御では位相遅れが負の電気慣性にも作用する。図
８に位相遅れによる影響を示すベクトル図を示す。そのため，
図７のときと同様に電気摩擦方向の成分

は式（32）,（33）,（34）に示す関係がある。

が出現するが，

負の電気慣性では図７と逆向きの方向に作用している。これ
･････････････････････（30）

は加速方向の摩擦力となっており，系を不安定にさせる摩擦

･････････････････････（31）

正の摩擦力成分による補正を施す必要が出てくる。その補正

･････････････････････（32）
･････････････････････（33）

力となってしまう。その不安定な摩擦力を打ち消すために，
量は式（29）において

が正となれば少なくとも系が不安定

とはならない。これは電気摩擦値
で式（37）の表現となる。

･････････････････････（34）
と電気摩擦値

よって遅れ位相無しの電気慣性値

が正であると同等なの

･････････････････
（37）

につ

いてベクトルの大きさでまとめると式（35）
,（36）が得られる。

式（37）より電気慣性値 と電気摩擦値

の間の関係を示す

と，式（38）のように変形できる。
････････････････（35）
･･･････････････････････････
（38）
････････････････（36）
これは電気慣性値 を負に設定した場合，そのときのモー
以上より，サンプリング周期 で電気慣性と電気摩擦を離
散化させることは，電気慣性値 と電気摩擦値
，

に変化させることに等しく，

，

をそれぞれ
はそれぞれ，

エンジン入力 の角周波数ω，電気慣性値 ，電気摩擦値
およびサンプリング周期 による遅れ時間

により算出す

タ回転速度

の角周波数ωが大きいときやサンプリング周

期 による遅れ時間
擦値

が大きいときに，より大きな電気摩

による補正が必要となることを意味する。

また，電気慣性値 と電気摩擦値
ぞれ

，

は位相遅れによりそれ

に変化してしまう。そのため，

，

がそれ

ることができる。また，位相遅れφの向きとθの向きが互い

ぞれ元の電気慣性値 と電気摩擦値

に逆向きであることに注意する。

計する必要性が出てくる。式（35）,（36）を変形して，式
（39）,

と同等となるように設

（40）を得る。

■ 図７ 位相遅れと各出力トルク成分の関係
（正の電気慣性）
Fig.7 R
 elationship between phase delay and each output
torque component（positive electric inertia）

■ 図８ 位相遅れと各出力トルク成分の関係（負の電気慣性）
Fig.8 Relationship between phase delay and each output
torque component（negative electric inertia）
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････････････････（39）
････････････････（40）

数が合うように構成した，後述する二慣性系の評価システム
を考え，図９
（a）のような電気慣性と電気摩擦に位相遅れが
ない理想の二慣性系と図９
（b）のような電気慣性と電気摩擦
がサンプリング周期 にしたがって動作する，位相遅れがあ

式（39）,（40）は，離散系制御にて電気慣性と電気摩擦の制

る二慣性系の二種類を組んだ。サンプリング周期 は500μs

御を施す場合，位相遅れを考慮して電気慣性値 は設計値

とし，式（21）で表される位相遅れφは図９
（a）の電気慣性と

よりも操作量を小さく，また，電気摩擦値

は設計値

よりも大きな値を設定しなければならないことを意味する。
シミュレーションソフトMATLABにて，図３の電気慣性と

電気摩擦の部分を除いた二慣性系の共振角周波数をωに設定
し，

はサンプリング周期の1.5倍の値1.5 としている。二

慣性系のパラメータは後述の評価システムのパラメータ値を
= 3.5×10-3 kgm2,

電気摩擦を含んだ二慣性系を組んでシミュレーションを行っ

利用し,

た。なお，電気摩擦がモータ回転速度

×10-3 N･m/（rad/s）,

の振動成分のみに働

くように電気摩擦側にハイパスフィルタを設けている。
シミュレーションはエンジン試験装置を想定し，共振周波

= 1.5×10-2 kgm2,

= 5.2

= 1.1×10-2 N･m/（rad/s）,

= 800

N･m/radと設定する。電気摩擦側のハイパスフィルタの時
定数は

= 0.1 sと設定する。

式（38）を用いて，離散系制御の位相遅れを考慮した電気慣
性値 と電気摩擦値

の組み合わせの一つ（ ,

） =（-4.72

-3

×10 ,4.31）を離散系制御のコントローラに搭載した場合のエ
ンジン入力 から軸ねじれトルク までの関係を示すボード
線図を図10に示す。
図10より，図２の二慣性系（図10の青色線）がもつ共振
周波数（約84Hz）よりも電気慣性と電気摩擦制御を施した図
９（b）の二慣性系（図10の赤色線）の共振周波数（約87Hz）
は，周波数が高い方向に移動していることが分かる。また，
図２の二慣性系がもつ共振周波数（約84Hz）が，電気慣性と
電気摩擦を施すことにより制振できている。さらに，連続系
で 設 計 し た 電 気 慣 性 値 と 電 気 摩 擦 値（ ,

） =（-7.50×

-3

10 , 3.00 ）を用いて制御した図９（a）の場合（図10の緑色線
（赤色線とほぼ重なっている））と，離散系制御の位相遅れを
（a）Continuously version

考慮した電気慣性値と電気摩擦値を離散系制御のコントロー
ラに搭載した図９（b）の場合（赤色線）が一致しており，
式
（39）
,
（40）について一つの理論的な検証を行った。

（b）Discrete version
■ 図９ 評価システムのシミュレーションモデル
Fig.9 Simulation model of evaluation system
14

■ 図10 シミュレーション結果のボード線図
Fig.10 Bode diagram of simulation result
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４．２．１ サンプリング周期による電気慣性と電気摩擦への影響

実験結果

４．１

実験に使用したシステムの構成および概要

位相遅れφによる真の電気慣性と電気摩擦が発生すること

評価システムのミニモデルの構成を図11に示す。エンジ

を，実験により確認する。図12に示す二慣性共振系に電気

ンとモータを直接シャフトで接続した二慣性共振系を想定

摩擦を施した制御系において，表３に示す実験条件で測定を

し，ばね要素をもつカップリングでモータ二つを直接接続し，

行う。サンプリング周期 の変更に伴い，電気摩擦以外の振

二 慣 性 共 振 系 を 構 成 し た。 図11に お い て 左 側 の モ ー タ

動抑制成分が発生していることを確認する。連続時間上の電

EDM1321Vが図１に示されるエンジンを模擬した駆動モー

気慣性値

タであり，右側のモータUF1711Vが図１のダイナモメータ

と電気摩擦の出力と，真の電気慣性値

中のモータの役割を果たす負荷モータである。

よる出力が一致することを解析的に示す。

EDM1321VモータとUF1711Vモータの間には，慣性モー

と電気摩擦値

を算出し，離散化した電気慣性
と電気摩擦値

に

図12は二慣性共振系に電気摩擦を施した制御系のブロッ

メントに約4倍の差がある。また，モータの定格は20 N･m

ク線図である。電気摩擦は電気摩擦値

であり，正弦波として加振させる場合最大で±20 N･mの振

たフィードバック制御である。このような制御系を離散系制

幅を発生させることができる。速度検出用のエンコーダは

御で行う場合，サンプリング周期 が長くなるほど，比例ゲ

19200 ppr の高分解能のものを使用している。また，カップ

インが制御系に与える影響が小さくなることが知られてい

リング部にはトルクメータが接続されており，これにより測

る。［12］ つまり，図12に示す制御系はサンプリング周期 が

定した

長くなるほど，共振時の軸ねじれトルク の振幅の増幅の抑

に よ っ て 評 価 を 行 う。 な お ト ル ク メ ー タ と

EDM1321V，UF1711Vをそれぞれ接続するカップリングが
存在するため，実際には二つのばね定数

,

が存在する。

を比例ゲインとし

制効果が低くなることが予想できる。
図13は共振周波数を70Hzと仮定した場合において，電気

これらは直列に接続されているため，その合成は式（41）で示

摩擦値

され，この式を用いて一つのばね系として考える。

プリング周期 ごとに測定したものである。図13ではサン

の変化による軸ねじれトルク の利得の変化をサン

プリング周期 が長いほど，共振周波数における軸ねじれト
････････････････････････････（41）

ルク の利得が小さくなっている。そのため，サンプリング
周期 の変更に伴い，電気摩擦以外の振動抑制成分が発生し
ていると考えられる。

４．２

図14に式（35）,（36）より真の電気慣性値

実験による理論の実証

まず，サンプリング周期 で離散化した場合の位相遅れφ
の影響を考える。次に，位相遅れの影響を考慮した電気慣性
と電気摩擦を施すことを考える。

と電気摩擦値

を算出した結果の一例を示す。また，共振周波数の変化
を表４に示す。表４では式（35）,（36）における遅れ時間

は

1.5 ［s］とし，共振周波数は76Hzとして式（13）を用いて計
算している。このとき，連続系制御では離散系制御による位
相遅れがないとして

= 0.00kgm2,

= 4.00N･m/（rad/s）
で

計算している。同様に，離散系制御では位相遅れがあるとし
て， = 0.00kgm2,
で求めた

,

= 4.00N･m/（rad/s）とし，式（35）,（36）

をそれぞれ ,

として計算している。

■ 図11 評価システムのミニモデル
Fig.11 Evaluation system

東洋電機技報 第142号 2020年

15

技術論文

エンジン試験用ダイナモメータにおける制振制御に関する研究

図14より，真の電気慣性値

はサンプリング周期が増加

するごとに線形に減少し，その傾きはサンプリング周期が大
きいほど負の方向に大きくなる。これは，位相遅れの影響に
よりサンプリング周期が大きくなるほど図７の電気摩擦トル
ク

の電気慣性成分

また，真の電気摩擦値

の値がより小さくなることによる。
はサンプリング周期が増加するご

とに値が線形に増加しているが，その傾きはサンプリング周
期が大きいほど小さい。これも，位相遅れの影響によりサン
プリング周期が大きくなるほど図７の電気摩擦トルク
電気慣性成分

の

の値がより小さくなることによる。

これより，サンプリング周期が大きくなると連続系で設計
された値とは異なる電気慣性要素の影響が顕著になり，電気
摩擦要素の影響が減少することが分かる。さらに，それらの
影響はサンプリング周期に比例的に増加していないことも，

■ 図13 電
 気摩擦値と軸ねじれトルクへのサンプリング周期の
影響
Fig.13 Effect of sampling period on electric friction and shaft
torsion torque

図14のそれらの傾きにより分かる。
表４より離散系制御による位相遅れの影響により，サンプ
リング周期が大きくなると，負の電気慣性成分の増加と電気
摩擦成分の減少により共振周波数が高くなることも分かる。

■ 図12 評価システムの電気摩擦制御のブロック線図
Fig.12 B
 lock diagram of electric friction control of evaluation
system
■ 図14 サ
 ンプリング周期と電気慣性値および電気摩擦値の関係
Fig.14 Sampling period vs. electric inertia value and electric
friction value

■ 表３ 評価システムのパラメータ値
Table3 Parameters of evaluation system
パラメータ名称

値

■ 表４ サンプリング周期と共振周波数の関係
Table4 Sampling period vs. resonance frequency

駆動モータ 慣性モーメント

-3

3.5×10

kgm2

負荷モータ 慣性モーメント

1.5×10-2

kgm2

630

N･m/rad

連続系制御 共振周波数

19200

ppr

離散系制御 共振周波数

75

Hz

3.5±2.5sinωnt

N･m

カップリング バネ定数
エンコーダ 分解能
共振周波数
駆動モータ入力

16

記号

サンプリング周期
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サンプリング周期を考慮した電気慣性と電気摩擦

慣性と電気摩擦の有用性はあるが，それ以外の周波数領域で

３章で示した離散系制御による位相遅れについて，ミニモ

は電気慣性と電気摩擦は施さないほうがよい。そのため，軸

デルを用いた実験にて位相遅れを考慮することで軸ねじれト

ねじれトルク をフィードバックし，振動振幅が所定値より

ルクが共振抑制できるかを確認する。サンプリング周期 は

大きい場合に電気慣性と電気摩擦を施す手法を考える。

500μsとし，電気慣性値 と電気摩擦値
散系の位相遅れを考慮した値（ ,

の組み合わせは離
-3

） =（-4.72×10 ,4.31）を

用いる。また，入力のエンジン入力

ミニモデルにてその有用性を検証した結果を図17に示
す。エンジン入力 は1秒ごとに1Hzの割合で正弦波トルク

は5.0±3.0 sin 2πf t

の周波数を増加させた。また，本実験では電気慣性と電気摩

N･mとし，周波数 f は10 ～ 180Hzの範囲で変化させる。ミ

擦の制御を施す所定値は振動振幅が4.71N･mとしている。図

ニモデルより取得できたデータより と軸ねじれトルク の

17より56Hzから104Hzの間のトルク振幅を，電気慣性と電

関係をボード線図で示すと図15となる。図15よりミニモデ

気摩擦を施すことによりその振幅を10dB以上抑制できた。

ル（青色線）がもつ共振周波数（約76Hz）が電気慣性と電気摩
擦を施した場合
（赤色線），共振周波数が抑制されている。共
振周波数付近の75Hzにおけるエンジン入力と軸ねじれトル
クの時間波形を図16に示す。電気慣性と電気摩擦を施す（図
16（b）
）ことにより，図16（a）の電気慣性と電気摩擦を施す
前に比べ，軸ねじれトルク（緑色線）の共振が抑えられている
ことが分かる。共振点75Hzにおいて11dBの共振抑制効果が
確認できる。
図10のシミュレーション結果と比較すると，トルク振幅
の増幅度の傾向は一致するが，図15では共振周波数76Hzや

（a）Without electric inertia and electric friction

80Hz以上においても位相の遅れが増加し続けている。この
要因の一つとしてトルク計の周波数応答が200Hz程度である
ためと推測する。また，電気慣性と電気摩擦を施すことによ
り，図15の10 ～ 50Hz付近まではミニモデルの二慣性系（青
色線）
の位相差に比べ，電気慣性と電気摩擦を施した場合（赤
色線）の位相差は，エンジン入力 に比べて軸ねじれトルク
はより遅れている。つまり，共振周波数付近では電気

（b）With electric inertia and electric friction
■ 図16 電気慣性と電気摩擦による共振抑制の時間波形
Fig.16 Time chart of resonance frequency suppressed by
electric inertia and electric friction

■ 図15 エンジン入力から軸ねじれトルクのボード線図
Fig.15 B
 ode diagram from engine torque to shaft torsion
torque

■ 図17 部分的に電気慣性と電気摩擦を施したときのボード線図
Fig.17 Bode diagram with partial electric inertia and electric
friction control
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学論D, vol.118, No.1, pp.58-66（1998）

散系制御における電気慣性と電気摩擦を行った場合にサンプ
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1169（1993）

また，エンジン入力＝軸ねじれトルクとするために電気慣

［7］森本茂雄, 武田洋次：H∞制御理論を用いた共振機械系の

性を負に設定してシステムの慣性モーメントを小さくするこ
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性系における電気慣性と電気摩擦を用いた軸ねじれトル
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ク振動抑制法, 平成30年度電気学会半導体電力変換・
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