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１．まえがき

同期運転とは，物理的に連結されていない複数の機械をあ
たかも連結されているように位置情報を基に制御装置によっ
て同期させて運転することである。その制御装置として当社
は，インクリメント型同期制御インバータやアブソリュート
型同期制御インバータを開発している。インクリメント型同
期制御インバータは，モータの回転フィードバックに多パル
スのインクリメンタルエンコーダを用い， A,B,Z相のパルス信
号に変換されたPLCからの速度指令をTIA/EIA-422信号また
は光信号でほかのインバータと同時に入力する。インバータ
でパルス数をカウントして位置および速度指令値に変換し，
これにモータの回転フィードバックが追従するようにモータ
を制御することで同期運転を実現している。アブソリュート
型同期制御インバータは，モータの回転フィードバックに高
精度のアブソリュートエンコーダを用い，PLCからシリアル
通信で送信された位置や速度の指令をデジタル数値でほかの
インバータと同時に受信する。インバータは，高分解能の位
置指令や速度指令によって高精度なモータ制御を行う。

両者のインバータは，上記の位置指令用の通信線のほかに，
インバータの運転指令や運転状態などの交換用として
OPCN-1またはCC-Linkといった従来のフィールドバスの通信
線を必要とする。よって，それらの信号線の数は，適用シス
テムによっては百以上におよび，ねじ端子の締結数およびコ
ネクタの嵌合数はその倍となる。工数の多さや人的ミスの恐
れのほか，高価な光ファイバや分配器などコスト面でも問題
がある。これら信号の授受を高速でリアルアイム性のある
EtherCAT通信で実現すると，各機器間の雑多な信号線が一

本のLANケーブルに置き換わるという大きな利点がある。
また，従来製品の同期運転システムには，モータと機械軸

間の物理ギアが整数で割り切れない比であるとき演算誤差が
生じるなどの問題があるが，提案する同期制御法はこれらの
問題のいくつかを解決する。

7.5 kWの試作インバータ二台と当社の永久磁石同期モータ
であるEDモータ二台で実験を行った。その結果，現行製品と
同等以上の同期制御性能を確認できたので本レポートに報告
する。

２．EtherCAT通信

EtherCATは独ベッコフオートメーション社が開発したリ
アルタイム性のあるマスタ・スレーブ方式の産業用イーサネッ
トフィールドバスである。IEEE 802.3に準拠する標準イーサ
ネットフレームで100 Mbpsの通信速度，ナノ秒オーダの同期
精度が可能なIEEE 1588に準拠する時刻同期，柔軟なトポロ
ジ，ケーブル冗長性，機能安全など新世代のフィールドバス
機能をもち，プロトコルはIEC 61158に公開されている。きわ
めてユニークかつ効率的な通信方式により，高速通信・高精
度同期を特長とする。

各スレーブはマスタから送信されるフレームに対して「オン
ザフライ」で自身に指定されたデータをリード・ライトしつつ
次のスレーブにフレームを送る。スレーブ通過時の遅延はハー
ドウェア伝送時間だけであり，有効データの帯域使用率は
90%を超えるという[2]。

スレーブは1 μs以下の誤差で同期する分散クロック
（Distributed Clock, DC）をもち，これを利用してすべてのス

EtherCAT通信による同期運転
Synchronous drive using EtherCAT

This report introduces a synchronous drive system for ED motors, which are PM motors using EtherCAT. 
EtherCAT is a real-time industrial Ethernet technology and features a distributed clock for high-precision 
synchronization. The current products for synchronous drive use incremental encoder pulses for synchronization 
commands and use an old fieldbus for operation commands. Many signal lines between the devices are 
disadvantageous in terms of man-hours, human error, and cost. Using EtherCAT can replace these miscellaneous 
signal lines with a single LAN cable.

Furthermore, the proposed control method solves several problems of the conventional method. One of them is 
that when the gear ratio between the machine and the motor is not divisible, the remainder is accumulated as the 
error. This problem is solved by inheriting the remainder to the next manipulated variable which is an integer. 
Therefore, this method achieves absolute synchronous control without accumulated error and allows for arbitrary 
gear ratios.

To demonstrate the proposed drive system, experiments were conducted with two 7.5 kW prototype inverters and 
two ED motors. The results show that the synchronization accuracy is equal to or better than current products.
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レーブ機器で同期した動作をさせることができる。また，ス
レーブ間の伝送遅延時間を計測し，計測結果を基に補正する
ことで高精度な同期性を実現する仕組みをもつ。

EtherCATには表１に示す三つの同期モードがある。本同
期運転システムではDC同期モードを用い，マスタから送信さ
れた，デジタル数値で表される位置指令を割り込み（Sync0割
り込み）で処理することで，すべてのスレーブに対し同時に位
置指令が入力されたものとして扱うことができる。

■ 表１ EtherCATの同期モード
Table1 Synchronization modes of EtherCAT

同期モード 概　要

フリーラン
通信に関係なく，各スレーブ個別の
タイミングで割り込みが発生
スレーブ間の同期はない

SM（Sync Manager）同期 通信タイミングで割り込みが発生

DC（Distributed Clock） 同期 DCを使って，各スレーブで同期した
タイミングで割り込みが発生

３．同期制御

図１にインクリメント型同期制御システムの構成と制御ブ
ロック図を示す。n台の各スレーブユニット1 ～ nには，物理
ギアを介してモータで駆動される機械軸があり，すべての機
械軸を同期させて運転する構成となっている。PLCによるマ

スタから各スレーブユニットへは，三本の光ファイバによる
パルス列である指令A信号と指令B信号，および機械軸一回
転のパルス指令Z信号が出力される。またOPCN-1通信により，
運転指令などの情報がマスタと各スレーブ間で交換される。

各スレーブユニットにおいて，指令AB信号の周波数を計測
して機械軸の速度指令を生成し，物理ギア比を乗じてモータ
の速度指令Nを得る。また指令AB信号を積算し，指令Z信号
でリセットすることで機械軸の位置指令Pmを求め，物理ギア
比補正や原点ずれ補正を行ってモータの位置指令Pを得る。
機械軸の一回転の位置を検知する原点センサ信号Zmと，モー
タのインクリメンタルエンコーダのAB信号より，機械軸の位
置Cmが得られる。またインクリメンタルエンコーダのAB信
号とZ信号よりモータ位置Cが得られる。

位置制御部は，運転開始時は機械軸の位置指令Pmに機械
軸の位置Cmが追従するような速度補正信号を出力し，その
後モータの位置指令Pにモータ位置Cが追従するように動作す
る。その速度補正信号で補正されたモータ速度指令でモータ
速度を制御することで，それぞれのスレーブの機械軸を同期
させて運転することができる。

一方，提案の構成と制御ブロック図を図２に示す。マスタ
を含めて各スレーブユニットはLANケーブルのみによりバス
型またはリング型で接続されており，マスタをEtherCATマ
スタとしたEtherCAT通信ですべての情報のやり取りを行う
構成となっている。各スレーブユニットのEtherCATスレー
ブI/Fは，マスタからの基準機械軸の速度指令N0と基準機械

■ 図１ 現状の構成と制御ブロック図
Fig.1 Product configuration and control block diagram
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軸の位置指令P0と位置指令リセット信号Rstと運転指令など
を受信し，位置誤差などをマスタに送信する。ここでP0は0
以上の整数とする。また基準機械軸は，仮想の基準とする機
械軸である。

物理ギアのモータ側歯数をDa, 機械軸側歯数をDbとし，基
準機械軸と機械軸とが仮想のギアで連結されていると仮定し
た場合の該仮想ギアの基準機械軸側歯数をEa, 機械軸側歯数
をEbとすると，モータの速度指令Nを

 （1）

で求める。基準機械軸の位置指令P0の変化量ΔP0より

 （2）

によって，機械軸位置指令Pmの変化量を求める。ここで，M
は，モータ軸インクリメンタルエンコーダの一回転当たりの
AB信号パルス数相当である。また，M0はP0の最大値+1であ
る。このΔPmを積算することで機械軸位置指令Pmを得るこ
とができる。なお，位置指令リセット信号Rstがオンの期間は
Pmを強制的に0とすることで，すべてのスレーブユニットに
おける機械軸位置指令Pmを0に同期させることができる。（2）
式の除算が割り切れない場合は，その誤差を累積しないよう
にその剰余を次回の除算に繰り越す処理が必要である。

モータのインクリメンタルエンコーダのZ信号と機械軸の原
点センサのZm信号との間のAB信号パルス数を計測すること
で機械軸の位置を得ることができ，それを機械軸の初期値
Cmiとする。そのあとからAB信号の変化量ΔCを積算するこ
とで機械軸の位置Cmを得ることができる。

位置制御部は，機械軸位置指令Pmに機械軸位置Cmが追従
するような速度補正信号を出力し，その速度補正信号で補正
されたモータ速度指令でモータ速度を制御することで，それ
ぞれのスレーブの機械軸を同期させて運転することができる。

スレーブユニット側の前述の処理は，前述のSync0割り込
みで実行される。EtherCAT通信において，各スレーブでの
受信タイミングのずれは非常に小さいが，それによって各機
械軸の絶対的位置ずれを発生する要因となる。したがってマ
スタからのLANケーブル接続順に応じた時間的ずれを前もっ
て計測しておき，その時間とNに応じてPmを補正する。また，
前記受信割り込みにて機械軸位置Cmを得るが，その処理タ
イミングには，ばらつきがある。しかし，Pmにはそのばらつ
きが考慮されていないので，そのばらつきが位置制御の外乱
と等価となる。それを補正するために，割り込みタイミング
をPLL処理して平均的な割り込みタイミングを得て，それと
実際の割り込みタイミングとのずれからPmを補正する。以上
より，通信遅れによる位置ずれや処理ばらつきによる位置制
御外乱を抑制することができる。

以上より，提案構成では以下の特長がある。
（a）  図１の構成と比較して，マスタや各スレーブ間の接

続ケーブルが簡素化され，接続の嵌合も簡単で工数

■ 図２ 提案の構成と制御ブロック図
Fig.2 Proposed configuration and control block diagram
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やミスおよびコストの低減となる。
（b）  物理ギア比やエンコーダのパルス数などの選択に制

限がない。
（c）  各スレーブユニットの各機械軸間を仮想のギアで連

結されているのと等価となるように各機械軸間の速
度比を設定することができる。

（d）  マスタが位置指令を送信していることで，何らかの
要因でスレーブの受信ミスがあっても同期ずれに拡
大する恐れが小さい。

（e）  各スレーブユニットの機械軸位置指令Pmを直接マ
スタから送信する方式よりも，多数のスレーブユニッ
ト時にマスタの処理負担を軽減できるだけでなくス
レーブユニット増設が容易となる。

４．実験

7.5 kW,400 Vの試作インバータ二台とEDモータ二台による
同期運転システムを構築した。図３に実験システムの概略図
を示す。各モータ軸には一周あたり19200パルスを生成するイ
ンクリメンタルエンコーダが取り付けられ，インバータで四
逓倍カウントする。簡単のためギア比はすべて1/1とし，無負
荷で運転した。EtherCATマスタは独ベッコフオートメーショ
ン社の産業用PCを用い，PLCソフトウェアであるTwinCAT 
3.1上で，IEC 61131-3に準拠するST (Structured Text)言語
によりマスタプログラムを作成した。トポロジはライン型，
DC同期モードで通信周期は100 μsとし，基準機械軸の位置
指令は毎周期マスタから送信される。表２にマスタが送信す
る各指令とその周期を示す。多数のスレーブを接続してもマ
スタの処理が増えすぎないように，各スレーブに対して同じ
指令を送信している。また，各スレーブへのデータ長は6 
byte，各スレーブからのデータ長は3 byteとし，短い通信周
期を実現した。なお，試作インバータはEtherCATコンフォー

■ 表２ マスタが送信する指令とその周期
Table2 Transmission cycle of commands

指　令 周　期 （μs）

基準機械の位置指令 100

基準機械の速度指令 1000

運転指令 1000

運転状態要求 200

位置誤差要求 1000

■ 図４ 1800min-1におけるモータ1の位置指令に対する誤差
Fig.4 Position error of motor 1 at 1800min-1

マンステストを受けていない。
図４に，モータ定格速度である1800 min-1におけるモータ1

の位置指令に対する誤差を示す。グラフ縦軸はパルス数で，
一周あたり76800 （ = 19200×4）パルスであるから1パルスは
4.2875×10-3の回転角度に相当する。同様に，図５にモータ2
のものを示す。表３にパルス数換算でのそれぞれの平均，絶
対値平均，最大誤差を示す。指令からの最大位置誤差は，モー
タ1が2パルス，モータ2が4パルスとなっており，モータ単体

■ 図３ 実験システム
Fig.3 Experimental setup
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という低慣性モーメントにもかかわらず非常によく指令に追
従していることが分かる。

図６にモータ間の同期誤差を示す。これは，二つのインバー
タに電気的に接続されたオンオフする信号を同時に入力し，
これをトリガとしてそれぞれの位置フィードバックを1 ms周
期で1000ポイントサンプルし，差を取ったものである。表４

に平均，絶対値平均，最大誤差を示す。正値はモータ1が進
んでいることを意味しており，モータ1が2パルス分進み気味
である。1800 min-1で回転しているとき，二台のインバータの
位置誤差に関する処理のタイミングが1 μsずれると約2.3パル
ス分の位置誤差が生じる。最大誤差は4パルスであり，よく同
期していることが分かる。

５．むすび

EtherCAT通信による同期運転システムを紹介した。提案
システムは，従来の多くの信号線がLANケーブルに置き換わ
るという大きな利点がある。また，従来の制御法の問題を解

決し，任意のギア比を許容する。そして，二台のEDモータの
同期運転システムでの実験により，高精度な同期運転が確認
された。

ア ブ ソリュ ート 型 同 期 制 御 イン バ ータに お い て は，
EtherCAT通信によって従来よりも位置指令更新周期をより
短くできることから，急加減速状態での高精度な同期制御も
期待できる。
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■ 図５ 1800min-1におけるモータ2の位置指令に対する誤差
Fig.5 Position error of motor 2 at 1800min-1

■ 表３  1800min-1におけるモータ1とモータ2の位置指令に 
対する誤差

Table3 Position error of motor 1 and motor 2 at 1800min-1

平均 絶対値平均 正最大 負最小

モータ1 0.151 0.199 2 -1

モータ2 0.141 0.540 4 -3

■ 図６ 1800min-1モータ1とモータ2の同期誤差
Fig.6  Synchronization error between motor 1 and motor 2 at 

1800min-1

■ 表４  1800min-1におけるモータ1とモータ2の同期誤差
Table4  Synchronization error between motor 1 and motor 2 at 

1800min-1

平均 絶対値平均 正最大 負最小

1.64 1.73 4 -2

 単位:パルス（pulse）  単位:パルス（pulse）
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