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二慣性系における電気慣性と電気摩擦を用いた軸ねじれ 
トルク振動抑制法
Vibration suppression control of two inertia system by using electric inertia and electric 
friction of motor

　In an automobile test apparatus modeled as a two inertia system, an increase in vibration due to resonance poses a 
problem. Therefore, this paper proposes a vibration suppression method of the torsional torque of two inertia system 
by resonance frequency control and damping control using electric inertia and electric friction of motor.
　This paper proposes automatic adjustment of electric inertia. By constructing a system that automatically performs 
electric friction when the amplitude of vibration of shaft torsional torque increases with respect to the input torque, it is 
possible to suppress the increase in the amplitude of vibration of the axis torsional torque. Also software components 
are becoming more and more complicated and larger scale on programing source code. From the experimental results, 
the resonance frequency control and the damping control using electric inertia and electric friction suppress the 
increase in the amplitude of the vibration of the torsional torque of the two-inertia system.
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1．まえがき

自動車試験ダイナモメータ［1］［2］では，図1のようにドライ
ブシャフトやトランスミッションなどの供試体や，供試体と
ダイナモメータを結合するカップリングの捩り要素による共
振点が存在する。エンジンが発生するトルクの振動周波数と
共振周波数が一致することで，大きなトルク振動が発生し，
供試体やダイナモメータに大きな負担がかかる。

自動車試験ダイナモメータは，一般的に多慣性系でモデリ
ングされる。多慣性系の振動を抑制する手法としては，さま
ざまな手法が提案されている。［3］［4］ 二慣性共振系の振動抑圧
手法としては，真鍋多項式による制御系設計［5］ （状態フィー
ドバック）や共振比制御［6］，H∞制御［7］などがある。これらの
制御手法では，モデリングした制御対象のパラメータを用い
て制御系の設計を行うため，エンジンや供試体を変更するこ
とでシステムのパラメータが変わる場合では，制御系の再設
計が必要となる。また，制御系が複雑であり，調整に時間を
要するという問題がある。これらの問題を解決するために，
現在の動作状況を元に制御系の設計を適応的に行う手法が提
案されている。［8］［9］［10］［11］［12］ 

本研究では，調整時間をかけずに制振制御を実現すること
を目的に，電気慣性と電気摩擦を適応的に設定することを基
軸とした制振制御法について提案する。［13］［14］  主に単慣性
系の応答を制御することを目的に利用されている電気慣性と
電気摩擦を，二慣性共振系に適用して振動の抑圧を行う手法
について提案する。提案手法の実験による検証結果について
示し，振動の抑圧効果について確認する。

■ 図1   自動車試験装置の概要
Fig.1 Automotive test dynamometer and torsion element
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１． まえがき

自動車試験ダイナモメータ では，図１のようにドライ

ブシャフトやトランスミッションなどの供試体や，供試体と

ダイナモメータを結合するカップリングの捩り要素による共

振点が存在する。エンジンが発生するトルクの振動周波数と

共振周波数が一致することで，大きなトルク振動が発生し，

供試体やダイナモメータに大きな負担がかかる。 

自動車試験ダイナモメータは，一般的に多慣性系でモデリ

ングされる。多慣性系の振動を抑制する手法としては，さま

ざまな手法が提案されている。  二慣性共振系の振動抑

圧手法としては，真鍋多項式による制御系設計  （状態

フィードバック や共振比制御 ，H ∞制御 などがある。こ

れらの制御手法では，モデリングした制御対象のパラメータ

を用いて制御系の設計を行うため，エンジンや供試体を変更

することでシステムのパラメータが変わる場合では，制御系

の再設計が必要となる。また，制御系が複雑であり，調整に

時間を要するという問題がある。これらの問題を解決するた

めに，現在の動作状況を元に制御系の設計を適応的に行う手

法が提案されている。  

本研究では，調整時間をかけずに制振制御を実現すること

を目的に，電気慣性と電気摩擦を適応的に設定することを基

軸とした制振制御法について提案する。   主に単慣性

系の応答を制御することを目的に利用されている電気慣性と

電気摩擦を，二慣性共振系に適用して振動の抑圧を行う手法

について提案する。提案手法の実験による検証結果について

示し，振動の抑圧効果について確認する。 

■図１ 自動車試験装置の概要

Fig.1 Automotive test dynamometer and torsion 
element 

２．二慣性共振系の制振制御法

２．１ 二慣性共振系の数式表現

自動車試験ダイナモメータは，図２のような二慣性共振

系としてモデリングされる。ここでは，ダイナモをジェネ

レータとして，エンジンやトランスミッション，ドライブ

シャフトといった供試体をモータとシャフトとして置き換え

て考える。各パラメータについては，表１に定義する。こ

の二慣性共振系の，モータ入力トルクτMから軸ねじれトル

クτSまでの伝達関数は，式(1)，(2)となる。また，共振周波

数ωnの理論値は，式(3)となる。 
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In an automobile test apparatus modeled as a two inertia system, an increase in vibration due to resonance poses a problem. 

Therefore, this paper proposes a vibration suppression method of the torsional torque of two inertia system by resonance frequency 

control and damping control using electric inertia and electric friction of motor. 

This paper proposes automatic adjustment of electric inertia. By constructing a system that automatically performs electric friction 

when the amplitude of vibration of shaft torsional torque increases with respect to the input torque, it is possible to suppress the 

increase in the amplitude of vibration of the axis torsional torque. Also software components are becoming more and more 

complicated and larger scale on programing source code. From the experimental results, the resonance frequency control and the 

damping control using electric inertia and electric friction suppress the increase in the amplitude of the vibration of the torsional 

torque of the two-inertia system. 

2．二慣性共振系の制振制御法

2．1　二慣性共振系の数式表現

自動車試験ダイナモメータは，図2のような二慣性共振系
としてモデリングされる。ここでは，ダイナモをジェネレー
タとして，エンジンやトランスミッション，ドライブシャフ
トといった供試体をモータとシャフトとして置き換えて考え
る。各パラメータについては，表1に定義する。この二慣性
共振系の，モータ入力トルクτM から軸ねじれトルクτSまでの
伝達関数は，式（1），（2）となる。また，共振周波数ωnの理論
値は，式（3）となる。

 ��（1）
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■ 表1 二慣性共振系のパラメータ
Table1 Parameters of two inertia resonance system

記号 パラメータ

DG Generator viscous friction coefficient

DM Motor viscous friction coefficient

JG Generator inertia

JM Motor inertia

KS Spring constant

τM Motor input torque

τS Axial torsion torque

ωG Generator angular velocity

ωM Motor angular velocity

■ 図2   二慣性共振系のブロック線図
Fig.2   Block diagram of two mass resonant system
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■表１ 二慣性共振系のパラメータ

Table1 Parameters of two inertia resonance system 

記号 パラメータ

DG Generator viscous friction coefficient 

DM Motor viscous friction coefficient 

JG Generator inertia 

JM Motor inertia 

KS Spring constant 

τM Motor input torque 

τS Axial torsion torque 

ωG Generator angular velocity 

ωM Motor angular velocity 

■図２ 二慣性共振系のブロック線図

Fig.2 Block diagram of two mass resonant system 
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式(3)は，共振周波数と等しい周波数の信号が入力された場合に，

入出力特性が∞となることを示している。しかし，DM，DG を
無視できないときは，式(2)における減衰係数 ζn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

衰係数と時定数を算出する。
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式(3)，(4)，(5)，(6)より，

α= DM+DG
JM+JG

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (7) 
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のように，減衰係数 ζn および𝛼𝛼が求められる。また，これ

らの式から実質的な共振周波数 ωn
′は，式(9)となる。
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以上により，二慣性共振系の共振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り決定されることが確認

できる。

２．２ 共振周波数制御とダンピング制御 

前節において，二慣性共振系の共振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。そこで， 式(8)，(9) に基づいた，電気慣性と

電気摩擦による共振周波数制御およびダンピング制御につい

て提案する。ジェネレータ側における電気慣性および電気摩

擦の原理を図３に示す。これを条件 A とする。

■図３ ジェネレータ側での電気慣性と電気摩擦のブロッ
ク線図 条件Ａ

Fig.3 Block diagram of electric inertia and electric 
friction on the generator side(Condition A) 
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式（3）は，共振周波数と等しい周波数の信号が入力された
場合に，入出力特性が∞となることを示している。しかし，
DM，DGを無視できないときは，式（2）における減衰係数ζn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，減衰係数と時定数を算出する。
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 式（3），（4），（5），（6）より，

 �������������������（7）

 �������（8） 

のように，減衰係数ζnおよびαが求められる。また，これら
の式から実質的な共振周波数ω’nは，式（9）となる。

 �������（9） 

以上により，二慣性共振系の共振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り決定されることが確認
できる。

2．2　共振周波数制御とダンピング制御

前節において，二慣性共振系の共振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。そこで， 式（8），（9） に基づいた，電気慣性と
電気摩擦による共振周波数制御およびダンピング制御につい
て提案する。ジェネレータ側における電気慣性および電気摩
擦の原理を図3に示す。これを条件Aとする。

■ 図3   ジェネレータ側での電気慣性と電気摩擦のブロック線図
（条件A）

Fig.3   Block diagram of electric inertia and electric friction on 
the generator side (Condition A)
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■表１ 二慣性共振系のパラメータ

Table1 Parameters of two inertia resonance system 

記号 パラメータ

DG Generator viscous friction coefficient 

DM Motor viscous friction coefficient 

JG Generator inertia 

JM Motor inertia 

KS Spring constant 

τM Motor input torque 

τS Axial torsion torque 

ωG Generator angular velocity 

ωM Motor angular velocity 

■図２ 二慣性共振系のブロック線図

Fig.2 Block diagram of two mass resonant system 

 =
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2)s+αωn
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ωn=√KS(
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+

1
JG

) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ (3) 

式(3)は，共振周波数と等しい周波数の信号が入力された場合に，

入出力特性が∞となることを示している。しかし，DM，DG を
無視できないときは，式(2)における減衰係数 ζn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

衰係数と時定数を算出する。
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式(3)，(4)，(5)，(6)より，

α= DM+DG
JM+JG

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (7) 
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のように，減衰係数 ζn および𝛼𝛼が求められる。また，これ

らの式から実質的な共振周波数 ωn
′は，式(9)となる。
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-
1
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以上により，二慣性共振系の共振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り決定されることが確認

できる。

２．２ 共振周波数制御とダンピング制御 

前節において，二慣性共振系の共振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。そこで， 式(8)，(9) に基づいた，電気慣性と

電気摩擦による共振周波数制御およびダンピング制御につい

て提案する。ジェネレータ側における電気慣性および電気摩

擦の原理を図３に示す。これを条件 A とする。

■図３ ジェネレータ側での電気慣性と電気摩擦のブロッ
ク線図 条件Ａ

Fig.3 Block diagram of electric inertia and electric 
friction on the generator side(Condition A) 
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図3について，τMからτSまでの伝達関数は， 式（10） のよう
になる。

 ��（10）

式（10）について，粘性摩擦係数DM ，DGおよび電気摩擦値
Daを無視した場合，分母多項式から共振周波数を求めると， 
式（11）となる。

 ����������������（11） 

 式（10），（11） より，電気慣性および電気摩擦を用いて JG

をJG +Jaに，DGをDG+Daにそれぞれ操作することが可能であ
る。これを用いて，τMの振動周波数に対し，共振周波数を十
分離れた値に配置するように，また減衰係数を大きくするよ
うに電気慣性値Jaおよび電気摩擦値Daを決定する。これによ
り，二慣性共振系の振動抑制を実現する。

一方，電気摩擦について，図3の構成では，ωGにオフセッ
トがある場合，電気摩擦の操作量にもオフセットが生じる。
電気摩擦の目的は，振動成分に対する補償であるため，ωG

の振動成分のみに対する電気摩擦を，図4のブロック線図の
ように考える。

■ 図4   ジェネレータ側での電気慣性と振動要素にのみ電気摩擦
を実施するブロック線図

Fig.4   Block diagram of electric inertia and electric friction only 
for vibration component on the generator side
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図３について， τMからτSまでの伝達関数は， 式(10) のよ

うになる。

τS
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=
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+
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)・・(10) 

式(10)について，粘性摩擦係数DM，DGおよび電気摩擦値

Daを無視した場合，分母多項式から共振周波数を求めると，

式(11)となる。

ωn=√KS

JM
+

KS

JG+Ja
・・・・・・・・・・・・・・・・・(11) 

式(10)，(11) より，電気慣性および電気摩擦を用いて JG

をJG + Jaに，DGをDG+Daにそれぞれ操作することが可能で

ある。これを用いて，τMの振動周波数に対し，共振周波数

を十分離れた値に配置するように，また減衰係数を大きくす

るように電気慣性値 Jaおよび電気摩擦値Daを決定する。こ

れにより，二慣性共振系の振動抑制を実現する。

一方，電気摩擦について，図３の構成では，ωGにオフ

セットがある場合，電気摩擦の操作量にもオフセットが生じ

る。電気摩擦の目的は，振動成分に対する補償であるため，

ωGの振動成分のみに対する電気摩擦を，図４のブロック線

図のように考える。

■図４ ジェネレータ側での電気慣性と振動要素にのみ
電気摩擦を実施するブロック線図

Fig.4 Block diagram of electric inertia and electric 
friction only for vibration component on the 
generator side

ωGの振動周波数に対して十分遅い時定数のローパスフィ

ルタ処理をωGに行うことで，ωGの平均値ωGaveを求める。こ

れとωGの差分を取ることで，ωGの振動成分のみを抽出する。

これにDaを乗算しフィードバックすることで，振動成分の

みに対する電気摩擦を構成する。

また，モータ側で電気慣性および電気摩擦を行う場合のブ

ロック線図を図５に示す。これを条件 B とする。

■図５ モータ側での電気慣性と電気摩擦のブロック線図
条件Ｂ

Fig.5 Block diagram of electric inertia and electric 
friction on the motor side (Condition B) 

 

図５について， τMからτSまでの伝達関数は，式(12) のよ

うになる。

τS

τM
=

KS
JM+Ja

(s+ DG
JG

)

s3+ (DM+Da
JM+Ja

+ DG
JG

) s2+ (DM+Da
JM+Ja

DG
JG

+ KS
JM+Ja

+ KS
JG

) s
 

+
KS

JG(JM+Ja)
(DG+DM+Da)・・(12) 

また，式(12)式について，粘性摩擦係数DM，DGおよび電

気摩擦値Daを無視した場合，分母多項式から共振周波数を

求めると，式(13)式となる。

ωn=√ KS

JM+Ja
+

KS

JG
・・・・・・・・・・・・・・・・ (13) 

式(12)，(13) 式より，モータ側においても，電気慣性およ

び電気摩擦を用いて JMをJM + Jaに，DMをDM+Daにそれぞ

れ操作することが可能である。

また，図４と同様に，振動成分のみに対する電気摩擦を

図６のように考える。

ωGの振動周波数に対して十分遅い時定数のローパスフィ
ルタ処理をωGに行うことで，ωGの平均値ωGaveを求める。こ
れとωGの差分を取ることで，ωGの振動成分のみを抽出する。
これにDaを乗算しフィードバックすることで，振動成分のみ
に対する電気摩擦を構成する。

また，モータ側で電気慣性および電気摩擦を行う場合のブ
ロック線図を図5に示す。これを条件Bとする。

■ 図5   モータ側での電気慣性と電気摩擦のブロック線図（条件B）
Fig.5   Block diagram of electric inertia and electric friction on 

the motor side (Condition B)
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図３について， τMからτSまでの伝達関数は， 式(10) のよ

うになる。

τS

τM
=

KS
JM

(s+ DG+Da
JG + Ja

)

s3+ (DM
JM

+ DG+Da
JG + Ja

) s2+( DM
JM

DG+Da
JG + Ja

+ KS
JM

+ KS
JG + Ja

)s
 

+ (KS

JM

DG+Da

JG + Ja
+

KS

JG + Ja

DM

JM
)・・(10) 

式(10)について，粘性摩擦係数DM，DGおよび電気摩擦値

Daを無視した場合，分母多項式から共振周波数を求めると，

式(11)となる。

ωn=√KS

JM
+

KS

JG+Ja
・・・・・・・・・・・・・・・・・(11) 

式(10)，(11) より，電気慣性および電気摩擦を用いて JG

をJG + Jaに，DGをDG+Daにそれぞれ操作することが可能で

ある。これを用いて，τMの振動周波数に対し，共振周波数

を十分離れた値に配置するように，また減衰係数を大きくす

るように電気慣性値 Jaおよび電気摩擦値Daを決定する。こ

れにより，二慣性共振系の振動抑制を実現する。

一方，電気摩擦について，図３の構成では，ωGにオフ

セットがある場合，電気摩擦の操作量にもオフセットが生じ

る。電気摩擦の目的は，振動成分に対する補償であるため，

ωGの振動成分のみに対する電気摩擦を，図４のブロック線

図のように考える。

■図４ ジェネレータ側での電気慣性と振動要素にのみ
電気摩擦を実施するブロック線図

Fig.4 Block diagram of electric inertia and electric 
friction only for vibration component on the 
generator side

ωGの振動周波数に対して十分遅い時定数のローパスフィ

ルタ処理をωGに行うことで，ωGの平均値ωGaveを求める。こ

れとωGの差分を取ることで，ωGの振動成分のみを抽出する。

これにDaを乗算しフィードバックすることで，振動成分の

みに対する電気摩擦を構成する。

また，モータ側で電気慣性および電気摩擦を行う場合のブ

ロック線図を図５に示す。これを条件 B とする。

■図５ モータ側での電気慣性と電気摩擦のブロック線図
条件Ｂ

Fig.5 Block diagram of electric inertia and electric 
friction on the motor side (Condition B) 

 

図５について， τMからτSまでの伝達関数は，式(12) のよ

うになる。

τS

τM
=

KS
JM+Ja

(s+ DG
JG

)

s3+ (DM+Da
JM+Ja

+ DG
JG

) s2+ (DM+Da
JM+Ja

DG
JG

+ KS
JM+Ja

+ KS
JG

) s
 

+
KS

JG(JM+Ja)
(DG+DM+Da)・・(12) 

また，式(12)式について，粘性摩擦係数DM，DGおよび電

気摩擦値Daを無視した場合，分母多項式から共振周波数を

求めると，式(13)式となる。

ωn=√ KS

JM+Ja
+

KS

JG
・・・・・・・・・・・・・・・・ (13) 

式(12)，(13) 式より，モータ側においても，電気慣性およ

び電気摩擦を用いて JMをJM + Jaに，DMをDM+Daにそれぞ

れ操作することが可能である。

また，図４と同様に，振動成分のみに対する電気摩擦を

図６のように考える。

図5について， τMからτSまでの伝達関数は，式（12） のよう
になる。

 ��（12）

 

また，式（12）式について，粘性摩擦係数DM，DGおよび電
気摩擦値Daを無視した場合，分母多項式から共振周波数を求
めると，式（13）式となる。

 ����������������（13） 

式（12），（13） 式より，モータ側においても，電気慣性お
よび電気摩擦を用いてJMをJM+Jaに，DMをDM+Daにそれぞれ
操作することが可能である。

また，図4と同様に，振動成分のみに対する電気摩擦を図

6のように考える。
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■ 図6   モータ側での電気慣性と振動要素にのみ電気摩擦を実施
するブロック線図

Fig.6   Block diagram of electric inertia and electric friction only 
for vibration component on the motor side
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■図６ モータ側での電気慣性と振動要素にのみ電気摩擦
を実施するブロック線図

Fig.6 Block diagram of electric inertia and electric 
friction only for vibration component on the 
motor side 

ωMの振動周波数に対して十分遅い時定数のローパスフィ

ルタ処理をωMに行うことで，ωMの平均値ωMaveを求める。

これとωMの差分を取ることで，ωMの振動成分のみを抽出す

る。これにDaを乗算しフィードバックすることで，振動成

分のみに対する電気摩擦を構成する。

２．３ 電気摩擦の自動調整 

前述の電気摩擦において，Daの値が適切でないと，共振

による振幅の増大が抑圧しきれない場合や，システムの応答

性を悪化させる場合がある．このため，評価対象システム

供試体 の状況に応じて，自動的にDaを調整することを考

える。式(8)より，粘性摩擦係数を大きくすることにより，

減衰係数 ζnを大きくすることが可能であり，振動の振幅を

抑えることができる。

■図７ 電気摩擦の自動調整 条件Ｃ

Fig.7 Block diagram of automatic adjustment of 
electric friction (Condition C) 

 

これに基づき，所定の閾値βを設定し，これをτSの振動の

振幅が上回る場合は𝐷𝐷𝑎𝑎を大きく，下回る場合は𝐷𝐷𝑎𝑎を小さく

する構成とする。これにより，振幅が増大している場合は減

衰係数 𝜁𝜁𝑛𝑛を増加させ振動の振幅の増大を抑圧し，それ以外

では電気摩擦による操作量を小さくする構成とする。ブロッ

ク線図を図７に示す。これを条件 C とする。

 

３．実験結果

３．１ 実機構成

評価システムのミニモデルの構成を図８に示す。モータ

とジェネレータの二つの慣性体が，ばね要素となるカップリ

ングにより接続され，二慣性系を構成する．条件 A～C にお

けるパラメータは表２に示す。

■図８ 評価用システム

Fig.8 Evaluation system 

■表２ 評価用システムのパラメータ

Table2 Evaluation system parameters 

パラメータ 記号 値

Motor inertia(Condition A,C) JM 0.35×10-2[kgm2] 

Motor inertia(Condition B) JM 1.5×10-2[kgm2] 

Generator inertia(Condition A,C) JG 1.5×10-2[kgm2] 

Generator inertia(Condition B) JG 0.35×10-2[kgm2] 

Total spring constant KS 800[Nm/rad] 

Time constant 
(electric inertia) TJ 0.001[s] 

Time constant 
(electric friction) TD 0.1[s] 

Time constant 
(automatic adjustment 
of electric friction) 

TA 0.03[s] 

Sampling time TS 83[μs] 

Resonance frequency ωn 84[Hz] 

Input torque(Condition A) τM ±4[Nm], 83[Hz] 

Input torque(Condition B) τM ±8[Nm], 83[Hz] 

 

ωMの振動周波数に対して十分遅い時定数のローパスフィ
ルタ処理をωMに行うことで，ωMの平均値ωMaveを求める。こ
れとωMの差分を取ることで，ωMの振動成分のみを抽出する。
これにDaを乗算しフィードバックすることで，振動成分のみ
に対する電気摩擦を構成する。

2．3　電気摩擦の自動調整

前述の電気摩擦において，Daの値が適切でないと，共振に
よる振幅の増大が抑圧しきれない場合や，システムの応答性
を悪化させる場合がある．このため，評価対象システム（供
試体）の状況に応じて，自動的にDaを調整することを考える。
式（8）より，粘性摩擦係数を大きくすることにより，減衰係
数 ζnを大きくすることが可能であり，振動の振幅を抑えるこ
とができる。
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■図６ モータ側での電気慣性と振動要素にのみ電気摩擦
を実施するブロック線図

Fig.6 Block diagram of electric inertia and electric 
friction only for vibration component on the 
motor side 

ωMの振動周波数に対して十分遅い時定数のローパスフィ

ルタ処理をωMに行うことで，ωMの平均値ωMaveを求める。

これとωMの差分を取ることで，ωMの振動成分のみを抽出す

る。これにDaを乗算しフィードバックすることで，振動成

分のみに対する電気摩擦を構成する。

２．３ 電気摩擦の自動調整 

前述の電気摩擦において，Daの値が適切でないと，共振

による振幅の増大が抑圧しきれない場合や，システムの応答

性を悪化させる場合がある．このため，評価対象システム

供試体 の状況に応じて，自動的にDaを調整することを考

える。式(8)より，粘性摩擦係数を大きくすることにより，

減衰係数 ζnを大きくすることが可能であり，振動の振幅を

抑えることができる。

■図７ 電気摩擦の自動調整 条件Ｃ

Fig.7 Block diagram of automatic adjustment of 
electric friction (Condition C) 

 

これに基づき，所定の閾値βを設定し，これをτSの振動の

振幅が上回る場合は𝐷𝐷𝑎𝑎を大きく，下回る場合は𝐷𝐷𝑎𝑎を小さく

する構成とする。これにより，振幅が増大している場合は減

衰係数 𝜁𝜁𝑛𝑛を増加させ振動の振幅の増大を抑圧し，それ以外

では電気摩擦による操作量を小さくする構成とする。ブロッ

ク線図を図７に示す。これを条件 C とする。

 

３．実験結果

３．１ 実機構成

評価システムのミニモデルの構成を図８に示す。モータ

とジェネレータの二つの慣性体が，ばね要素となるカップリ

ングにより接続され，二慣性系を構成する．条件 A～C にお

けるパラメータは表２に示す。

■図８ 評価用システム

Fig.8 Evaluation system 

■表２ 評価用システムのパラメータ

Table2 Evaluation system parameters 

パラメータ 記号 値

Motor inertia(Condition A,C) JM 0.35×10-2[kgm2] 

Motor inertia(Condition B) JM 1.5×10-2[kgm2] 

Generator inertia(Condition A,C) JG 1.5×10-2[kgm2] 

Generator inertia(Condition B) JG 0.35×10-2[kgm2] 

Total spring constant KS 800[Nm/rad] 

Time constant 
(electric inertia) TJ 0.001[s] 

Time constant 
(electric friction) TD 0.1[s] 

Time constant 
(automatic adjustment 
of electric friction) 

TA 0.03[s] 

Sampling time TS 83[μs] 

Resonance frequency ωn 84[Hz] 

Input torque(Condition A) τM ±4[Nm], 83[Hz] 

Input torque(Condition B) τM ±8[Nm], 83[Hz] 

■ 図7   電気摩擦の自動調整（条件C）
Fig.7   Block diagram of automatic adjustment of electric 

friction (Condition C)

これに基づき，所定の閾値βを設定し，これをτSの振動の
振幅が上回る場合はDaを大きく，下回る場合はDaを小さくす
る構成とする。これにより，振幅が増大している場合は減衰
係数 ζnを増加させ振動の振幅の増大を抑圧し，それ以外では
電気摩擦による操作量を小さくする構成とする。ブロック線
図を図7に示す。これを条件Cとする。

3．実験結果

3．1　実機構成

評価システムのミニモデルの構成を図8に示す。モータと
ジェネレータの二つの慣性体が，ばね要素となるカップリン
グにより接続され，二慣性系を構成する。条件A ～ Cにおけ
るパラメータは表2に示す。

■ 図8   評価用システム
Fig.8   Evaluation system
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■図６ モータ側での電気慣性と振動要素にのみ電気摩擦
を実施するブロック線図

Fig.6 Block diagram of electric inertia and electric 
friction only for vibration component on the 
motor side 

ωMの振動周波数に対して十分遅い時定数のローパスフィ

ルタ処理をωMに行うことで，ωMの平均値ωMaveを求める。

これとωMの差分を取ることで，ωMの振動成分のみを抽出す

る。これにDaを乗算しフィードバックすることで，振動成

分のみに対する電気摩擦を構成する。

２．３ 電気摩擦の自動調整 

前述の電気摩擦において，Daの値が適切でないと，共振

による振幅の増大が抑圧しきれない場合や，システムの応答

性を悪化させる場合がある．このため，評価対象システム

供試体 の状況に応じて，自動的にDaを調整することを考

える。式(8)より，粘性摩擦係数を大きくすることにより，

減衰係数 ζnを大きくすることが可能であり，振動の振幅を

抑えることができる。

■図７ 電気摩擦の自動調整 条件Ｃ

Fig.7 Block diagram of automatic adjustment of 
electric friction (Condition C) 

 

これに基づき，所定の閾値βを設定し，これをτSの振動の

振幅が上回る場合は𝐷𝐷𝑎𝑎を大きく，下回る場合は𝐷𝐷𝑎𝑎を小さく

する構成とする。これにより，振幅が増大している場合は減

衰係数 𝜁𝜁𝑛𝑛を増加させ振動の振幅の増大を抑圧し，それ以外

では電気摩擦による操作量を小さくする構成とする。ブロッ

ク線図を図７に示す。これを条件 C とする。

 

３．実験結果

３．１ 実機構成

評価システムのミニモデルの構成を図８に示す。モータ

とジェネレータの二つの慣性体が，ばね要素となるカップリ

ングにより接続され，二慣性系を構成する．条件 A～C にお

けるパラメータは表２に示す。

■図８ 評価用システム

Fig.8 Evaluation system 

■表２ 評価用システムのパラメータ

Table2 Evaluation system parameters 

パラメータ 記号 値

Motor inertia(Condition A,C) JM 0.35×10-2[kgm2] 

Motor inertia(Condition B) JM 1.5×10-2[kgm2] 

Generator inertia(Condition A,C) JG 1.5×10-2[kgm2] 

Generator inertia(Condition B) JG 0.35×10-2[kgm2] 

Total spring constant KS 800[Nm/rad] 

Time constant 
(electric inertia) TJ 0.001[s] 

Time constant 
(electric friction) TD 0.1[s] 

Time constant 
(automatic adjustment 
of electric friction) 

TA 0.03[s] 

Sampling time TS 83[μs] 

Resonance frequency ωn 84[Hz] 

Input torque(Condition A) τM ±4[Nm], 83[Hz] 

Input torque(Condition B) τM ±8[Nm], 83[Hz] 

 

■ 表2 評価用システムのパラメータ
Table2 Evaluation system parameters

パラメータ 記号 値

Motor inertia（Condition A,C） JM 0.35×10 -2［kgm2］ 

Motor inertia（Condition B） JM 1.5×10-2［kgm2］ 

Generator inertia（Condition A,C） JG 1.5×10-2［kgm2］ 

Generator inertia（Condition B） JG 0.35×10-2［kgm2］ 

Total spring constant KS 800［Nm/rad］ 

Time constant（electric inertia） TJ 0.001［s］ 

Time constant（electric friction） TD 0.1［s］ 

Time constant 
（automatic adjustment of electric friction） TA 0.03［s］ 

Sampling time TS 83［μs］ 

Resonance frequency ωn 84［Hz］ 

Input torque（Condition A） τM ±4［Nm］，83［Hz］

Input torque（Condition B） τM ±8［Nm］，83［Hz］

カップリング部にはトルクメータが接続され，これにより
測定したτSによって，手法の性能評価を行う。モータとジェ
ネレータはそれぞれコントローラが接続され，駆動が可能で
あり，モータ側にはエンジンが発生するトルクを模擬した振
動トルクを入力し，ジェネレータ側において電気慣性と電気
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摩擦を行う。なお，トルクメータとモータ，ジェネレータを
それぞれ接続するカップリングが存在するため，実際は二つ
のばね系KS1，KS2が存在する。これらは直列に接続されてい
るため，その合成は 式（14）で表される。

 �����������������（14）

この式を用いて一つのばね系として考える。

3．2　電気慣性と電気摩擦

ジェネレータ側における電気慣性と電気摩擦（条件A）によ
る共振周波数制御とダンピング制御の振動抑制の検証を行う
ブロック線図を図9に示す。

■ 図9   ジェネレータ側での電気慣性と電気摩擦の実装（条件A）
Fig.9   Block diagram of electric inertia and electric friction of 

experiment on the generator side (Condition A)
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カップリング部にはトルクメータが接続され，これにより

測定したτSによって，手法の性能評価を行う。モータとジェ

ネレータはそれぞれコントローラが接続され，駆動が可能で

あり，モータ側にはエンジンが発生するトルクを模擬した振

動トルクを入力し，ジェネレータ側において電気慣性と電気

摩擦を行う。なお，トルクメータとモータ，ジェネレータを

それぞれ接続するカップリングが存在するため，実際は二つ

のばね系𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆，𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆が存在する。これらは直列に接続されてい

るため，その合成は 式(14)で表される。

1
KS1

+
1
KS2

=
1
KS

・・・・・・・・・・・・・・・・・(14) 

この式を用いて一つのばね系として考える。

３．２ 電気慣性と電気摩擦 

ジェネレータ側における電気慣性と電気摩擦 条件 A によ

る共振周波数制御とダンピング制御の振動抑制の検証を行う

ブロック線図を図９に示す。

■図９ ジェネレータ側での電気慣性と電気摩擦の実装

条件Ａ
Fig.9 Block diagram of electric inertia and electric 

friction of experiment on the generator side 
(Condition A) 

 
電気慣性は，ωGに対しローパスフィルタ処理と後退差分

により疑似微分演算を行う。そのうえで，Jaを乗算し電気慣

性トルクτJとしてジェネレータ側にフィードバックを行う構

成とする。電気摩擦は，ωGに対し，振動周波数より十分遅

い時定数TDのローパスフィルタ処理を行い，ωGの平均値

ωGaveを求め，これとωGとで差分を取ることで振動成分を抽

出する。これにDaを乗算し，電気摩擦トルクτDとしてジェ

ネレータ側にフィードバックする。このシステムに，共振周

波数と等しい周波数の正弦波をτMとして入力し，このとき

のτSの振幅を観測する。 

条件Aにおける実験の条件を表３に示す。電気慣性と電気

摩擦をそれぞれ行う場合，および電気慣性と電気摩擦を組み

合わせる場合について実験を行う。

■表３ 実験条件（条件Ａ

Table3 Experimental conditions (Condition A) 

 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Ja[kgm2] 0 0.005 0.01 0 0 0.005 

Da[Nms/rad] 0 0 0 1 2 1 

実験結果を以下に示す。図１０には，条件 A において，

電気慣性と電気摩擦をともに行わない条件①のτSとτMを示す。

τMの振幅が Peak to Peak で8 Nm なのに対し，τSの振幅の

Peak to Peak は最大で60.23 Nm であり，τMに対してτSの振動

の振幅が増大していることが分かる。

■図１０ 実験条件①における τS  τM 波形

Fig.10 τS and τM without electric inertia and electric 
friction (Condition ①) 

 

これに対して，図１１，１２に，電気慣性を行う②，③

の条件でのτS および τJ を示す。

■図１１ 実験条件②における τS τJ 波形

Fig.11 τS and τJ with electric inertia without and 
electric friction (condition ②) 

 

 
電気慣性は，ωGに対しローパスフィルタ処理と後退差分

により疑似微分演算を行う。そのうえで，Jaを乗算し電気慣
性トルクτJとしてジェネレータ側にフィードバックを行う構
成とする。電気摩擦は，ωGに対し，振動周波数より十分遅
い時定数TDのローパスフィルタ処理を行い，ωGの平均値ωGave

を求め，これとωGとで差分を取ることで振動成分を抽出す
る。これにDaを乗算し，電気摩擦トルクτDとしてジェネレー
タ側にフィードバックする。このシステムに，共振周波数と
等しい周波数の正弦波をτMとして入力し，このときのτSの振
幅を観測する。

条件Aにおける実験の条件を表3に示す。電気慣性と電気
摩擦をそれぞれ行う場合，および電気慣性と電気摩擦を組み
合わせる場合について実験を行う。 

■ 表3 実験条件（条件A）
Table3 Experimental conditions (Condition A)

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Ja［kgm2］ 0 0.005 0.01 0 0 0.005

Da［Nms/rad］ 0 0 0 1 2 1

実験結果を以下に示す。図10には，条件Aにおいて，電
気慣性と電気摩擦をともに行わない条件①のτSとτMを示す。
τMの振幅がPeak to Peakで8［Nm］なのに対し，τSの振幅の
Peak to Peakは最大で60.23［Nm］であり，τMに対してτSの振
動の振幅が増大していることが分かる。

■ 図10   実験条件①におけるτS, τM波形
Fig.10   τS and τM without electric inertia and electric friction 

(Condition ①)
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カップリング部にはトルクメータが接続され，これにより

測定したτSによって，手法の性能評価を行う。モータとジェ

ネレータはそれぞれコントローラが接続され，駆動が可能で

あり，モータ側にはエンジンが発生するトルクを模擬した振

動トルクを入力し，ジェネレータ側において電気慣性と電気

摩擦を行う。なお，トルクメータとモータ，ジェネレータを

それぞれ接続するカップリングが存在するため，実際は二つ

のばね系𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆，𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆が存在する。これらは直列に接続されてい

るため，その合成は 式(14)で表される。
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KS1

+
1
KS2

=
1
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・・・・・・・・・・・・・・・・・(14) 

この式を用いて一つのばね系として考える。

３．２ 電気慣性と電気摩擦 

ジェネレータ側における電気慣性と電気摩擦 条件 A によ

る共振周波数制御とダンピング制御の振動抑制の検証を行う

ブロック線図を図９に示す。

■図９ ジェネレータ側での電気慣性と電気摩擦の実装

条件Ａ
Fig.9 Block diagram of electric inertia and electric 

friction of experiment on the generator side 
(Condition A) 

 
電気慣性は，ωGに対しローパスフィルタ処理と後退差分

により疑似微分演算を行う。そのうえで，Jaを乗算し電気慣

性トルクτJとしてジェネレータ側にフィードバックを行う構

成とする。電気摩擦は，ωGに対し，振動周波数より十分遅

い時定数TDのローパスフィルタ処理を行い，ωGの平均値

ωGaveを求め，これとωGとで差分を取ることで振動成分を抽

出する。これにDaを乗算し，電気摩擦トルクτDとしてジェ

ネレータ側にフィードバックする。このシステムに，共振周

波数と等しい周波数の正弦波をτMとして入力し，このとき

のτSの振幅を観測する。 

条件Aにおける実験の条件を表３に示す。電気慣性と電気

摩擦をそれぞれ行う場合，および電気慣性と電気摩擦を組み

合わせる場合について実験を行う。

■表３ 実験条件（条件Ａ

Table3 Experimental conditions (Condition A) 

 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Ja[kgm2] 0 0.005 0.01 0 0 0.005 

Da[Nms/rad] 0 0 0 1 2 1 

実験結果を以下に示す。図１０には，条件 A において，

電気慣性と電気摩擦をともに行わない条件①のτSとτMを示す。

τMの振幅が Peak to Peak で8 Nm なのに対し，τSの振幅の

Peak to Peak は最大で60.23 Nm であり，τMに対してτSの振動

の振幅が増大していることが分かる。

■図１０ 実験条件①における τS  τM 波形

Fig.10 τS and τM without electric inertia and electric 
friction (Condition ①) 

 

これに対して，図１１，１２に，電気慣性を行う②，③

の条件でのτS および τJ を示す。

■図１１ 実験条件②における τS τJ 波形

Fig.11 τS and τJ with electric inertia without and 
electric friction (condition ②) 

これに対して，図11，12に，電気慣性を行う②，③の条
件でのτSおよびτJを示す。
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カップリング部にはトルクメータが接続され，これにより

測定したτSによって，手法の性能評価を行う。モータとジェ

ネレータはそれぞれコントローラが接続され，駆動が可能で

あり，モータ側にはエンジンが発生するトルクを模擬した振

動トルクを入力し，ジェネレータ側において電気慣性と電気

摩擦を行う。なお，トルクメータとモータ，ジェネレータを

それぞれ接続するカップリングが存在するため，実際は二つ

のばね系𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆，𝐾𝐾𝑆𝑆𝑆が存在する。これらは直列に接続されてい

るため，その合成は 式(14)で表される。
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KS1

+
1
KS2

=
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KS

・・・・・・・・・・・・・・・・・(14) 

この式を用いて一つのばね系として考える。

３．２ 電気慣性と電気摩擦 

ジェネレータ側における電気慣性と電気摩擦 条件 A によ

る共振周波数制御とダンピング制御の振動抑制の検証を行う

ブロック線図を図９に示す。

■図９ ジェネレータ側での電気慣性と電気摩擦の実装

条件Ａ
Fig.9 Block diagram of electric inertia and electric 

friction of experiment on the generator side 
(Condition A) 

 
電気慣性は，ωGに対しローパスフィルタ処理と後退差分

により疑似微分演算を行う。そのうえで，Jaを乗算し電気慣

性トルクτJとしてジェネレータ側にフィードバックを行う構

成とする。電気摩擦は，ωGに対し，振動周波数より十分遅

い時定数TDのローパスフィルタ処理を行い，ωGの平均値

ωGaveを求め，これとωGとで差分を取ることで振動成分を抽

出する。これにDaを乗算し，電気摩擦トルクτDとしてジェ

ネレータ側にフィードバックする。このシステムに，共振周

波数と等しい周波数の正弦波をτMとして入力し，このとき

のτSの振幅を観測する。 

条件Aにおける実験の条件を表３に示す。電気慣性と電気

摩擦をそれぞれ行う場合，および電気慣性と電気摩擦を組み

合わせる場合について実験を行う。

■表３ 実験条件（条件Ａ

Table3 Experimental conditions (Condition A) 

 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Ja[kgm2] 0 0.005 0.01 0 0 0.005 

Da[Nms/rad] 0 0 0 1 2 1 

実験結果を以下に示す。図１０には，条件 A において，

電気慣性と電気摩擦をともに行わない条件①のτSとτMを示す。

τMの振幅が Peak to Peak で8 Nm なのに対し，τSの振幅の

Peak to Peak は最大で60.23 Nm であり，τMに対してτSの振動

の振幅が増大していることが分かる。

■図１０ 実験条件①における τS  τM 波形

Fig.10 τS and τM without electric inertia and electric 
friction (Condition ①) 

 

これに対して，図１１，１２に，電気慣性を行う②，③

の条件でのτS および τJ を示す。

■図１１ 実験条件②における τS τJ 波形

Fig.11 τS and τJ with electric inertia without and 
electric friction (condition ②) 

■ 図11   実験条件②における τS, τJ波形
Fig.11   τS and τJ with electric inertia without and electric 

friction (condition ②)

■ 図12   実験条件③におけるτS, τJ波形
Fig.12   τS and τJ  with electric inertia without electric friction 

(condition ③)

技術論文 二慣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ク振動抑制法

 - 

東洋電機技報 第140号 2019年 

■図１２ 実験条件③における τS τJ 波形

Fig.12 τS and τJ with electric inertia without electric 
friction (condition ③) 

 
条件②の結果では，τSの振幅は17.09 Nm であり，電気慣

性を行うことによって，条件①の60.23 Nm に対して，

43.14 Nm の振動抑圧を実現している。また，Jaを条件②の

Ja=0.005に対し Ja=0.01とした条件③では， τSの振幅は

14.41 Nm であり，Jaの絶対値を大きくすることにより，さ

らに振動の抑圧を行うことができることがわかる。

図１３，図１４には，電気摩擦を行う④，⑤の条件にお

ける τSと τDを示す。条件④の結果では， τSの振幅は

41.17 Nm であり，電気摩擦により，条件①の60.23 Nm に

対して，19.06 Nm の振動抑圧を実現している。また，電気

摩擦値を条件④のDa=1に対しDa=2とした条件⑤では，τSの

振幅値は17.3 Nm であり，Daを大きくすることにより，さ

らに振動の抑圧を行うことができることがわかる。

■図１３ 実験条件④における τS τD 波形

Fig.13 τS and τD with electric friction and without 
electric inertia (condition ④) 

■図１４ 実験条件⑤におけるτS  τD 波形

Fig.14 τS and τD with electric friction and without 
electric inertia (condition ⑤) 

また，電気慣性と電気摩擦を同時に行う条件⑥について，

τS，τJ，τDを図１５に示す。

■図１５ 実験条件⑥における τS τJ τD 波形

Fig.15  τS ，τJ  and τD with electric friction 
and electric inertia (condition ⑥) 
 

条件⑥における電気慣性値および電気摩擦値は，

Ja=0.005 kgm2 ，Da=1 Nms/rad であり，条件②，④と同じ

値である。条件②，④における τSの振幅はそれぞれ

17.09 Nm ，41.17 Nm なのに対し，条件⑥では16.89 Nm

であり，電気慣性と電気摩擦を組み合わせることで，さらに

振動の振幅の増大を抑圧できることがわかる。

以上の条件 A における結果について，入力トルクの振動

の振幅と軸ねじれトルクの振動の振幅の比を，図１６にま

とめる。

■図１６ 電気慣性と電気摩擦を行った際の τM と τS の振動
の振幅の比 条件Ａ

Fig.16 Ratio of τM and τS vibration amplitudes with 
electric inertia and electric friction (Condition A) 

 
電気慣性と電気摩擦を行わない場合，τMに対し，τSの振動

の振幅は，7.53倍まで増大している。一方，電気慣性を行う

ことで，Ja=0.005の時は2.14倍に，Ja=0.01の時は1.80倍とな

り，それぞれτSの振動の振幅の増大が抑圧されている。ま

た，電気摩擦を行うことで，Da=1の時は5.15倍に，Da=2の

時は2.16倍となり，それぞれ振動の振幅の増大が抑圧されて

いる。また，Ja=0.005，Da=1として，電気慣性と電気摩擦を

組み合わせた場合は2.11倍となり，振動の振幅の増大が抑圧

されている。

5東洋電機技報 第140号 2019年 



技術論文� 二慣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ク振動抑制法

条件②の結果では，τSの振幅は17.09［Nm］であり，電気慣
性を行うことによって，条件①の60.23［Nm］に対して，43.14

［Nm］の振動抑圧を実現している。また，Jaを条件②の
Ja = 0.005に対しJa = 0.01とした条件③では，τSの振幅は14.41

［Nm］であり，Jaの絶対値を大きくすることにより，さらに
振動の抑圧を行うことができることがわかる。

図13，図14には，電気摩擦を行う④，⑤の条件における
τSとτDを示す。条件④の結果では，τSの振幅は41.17［Nm］であ
り，電気摩擦により，条件①の60.23［Nm］に対して，19.06

［Nm］の振動抑圧を実現している。また，電気摩擦値を条件
④のDa = 1に対しDa = 2とした条件⑤では，τSの振幅値は17.3

［Nm］であり，Daを大きくすることにより，さらに振動の抑
圧を行うことができることがわかる。

■ 図13   実験条件④におけるτS, τD波形
Fig.13   τS and τD with electric friction and without electric 

inertia (condition ④)
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■図１２ 実験条件③における τS τJ 波形

Fig.12 τS and τJ with electric inertia without electric 
friction (condition ③) 

 
条件②の結果では，τSの振幅は17.09 Nm であり，電気慣

性を行うことによって，条件①の60.23 Nm に対して，

43.14 Nm の振動抑圧を実現している。また，Jaを条件②の

Ja=0.005に対し Ja=0.01とした条件③では， τSの振幅は

14.41 Nm であり，Jaの絶対値を大きくすることにより，さ

らに振動の抑圧を行うことができることがわかる。

図１３，図１４には，電気摩擦を行う④，⑤の条件にお

ける τSと τDを示す。条件④の結果では， τSの振幅は

41.17 Nm であり，電気摩擦により，条件①の60.23 Nm に

対して，19.06 Nm の振動抑圧を実現している。また，電気

摩擦値を条件④のDa=1に対しDa=2とした条件⑤では，τSの

振幅値は17.3 Nm であり，Daを大きくすることにより，さ

らに振動の抑圧を行うことができることがわかる。

■図１３ 実験条件④における τS τD 波形

Fig.13 τS and τD with electric friction and without 
electric inertia (condition ④) 

■図１４ 実験条件⑤におけるτS  τD 波形

Fig.14 τS and τD with electric friction and without 
electric inertia (condition ⑤) 

また，電気慣性と電気摩擦を同時に行う条件⑥について，

τS，τJ，τDを図１５に示す。

■図１５ 実験条件⑥における τS τJ τD 波形

Fig.15  τS ，τJ  and τD with electric friction 
and electric inertia (condition ⑥) 
 

条件⑥における電気慣性値および電気摩擦値は，

Ja=0.005 kgm2 ，Da=1 Nms/rad であり，条件②，④と同じ

値である。条件②，④における τSの振幅はそれぞれ

17.09 Nm ，41.17 Nm なのに対し，条件⑥では16.89 Nm

であり，電気慣性と電気摩擦を組み合わせることで，さらに

振動の振幅の増大を抑圧できることがわかる。

以上の条件 A における結果について，入力トルクの振動

の振幅と軸ねじれトルクの振動の振幅の比を，図１６にま

とめる。

■図１６ 電気慣性と電気摩擦を行った際の τM と τS の振動
の振幅の比 条件Ａ

Fig.16 Ratio of τM and τS vibration amplitudes with 
electric inertia and electric friction (Condition A) 

 
電気慣性と電気摩擦を行わない場合，τMに対し，τSの振動

の振幅は，7.53倍まで増大している。一方，電気慣性を行う

ことで，Ja=0.005の時は2.14倍に，Ja=0.01の時は1.80倍とな

り，それぞれτSの振動の振幅の増大が抑圧されている。ま

た，電気摩擦を行うことで，Da=1の時は5.15倍に，Da=2の

時は2.16倍となり，それぞれ振動の振幅の増大が抑圧されて

いる。また，Ja=0.005，Da=1として，電気慣性と電気摩擦を

組み合わせた場合は2.11倍となり，振動の振幅の増大が抑圧

されている。

■ 図14   実験条件⑤におけるτS, τD波形
Fig.14   τS and τD with electric friction and without electric 

inertia (condition ⑤)
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■図１２ 実験条件③における τS τJ 波形

Fig.12 τS and τJ with electric inertia without electric 
friction (condition ③) 

 
条件②の結果では，τSの振幅は17.09 Nm であり，電気慣

性を行うことによって，条件①の60.23 Nm に対して，

43.14 Nm の振動抑圧を実現している。また，Jaを条件②の

Ja=0.005に対し Ja=0.01とした条件③では， τSの振幅は

14.41 Nm であり，Jaの絶対値を大きくすることにより，さ

らに振動の抑圧を行うことができることがわかる。

図１３，図１４には，電気摩擦を行う④，⑤の条件にお

ける τSと τDを示す。条件④の結果では， τSの振幅は

41.17 Nm であり，電気摩擦により，条件①の60.23 Nm に

対して，19.06 Nm の振動抑圧を実現している。また，電気

摩擦値を条件④のDa=1に対しDa=2とした条件⑤では，τSの

振幅値は17.3 Nm であり，Daを大きくすることにより，さ

らに振動の抑圧を行うことができることがわかる。

■図１３ 実験条件④における τS τD 波形

Fig.13 τS and τD with electric friction and without 
electric inertia (condition ④) 

■図１４ 実験条件⑤におけるτS  τD 波形

Fig.14 τS and τD with electric friction and without 
electric inertia (condition ⑤) 

また，電気慣性と電気摩擦を同時に行う条件⑥について，

τS，τJ，τDを図１５に示す。

■図１５ 実験条件⑥における τS τJ τD 波形

Fig.15  τS ，τJ  and τD with electric friction 
and electric inertia (condition ⑥) 
 

条件⑥における電気慣性値および電気摩擦値は，

Ja=0.005 kgm2 ，Da=1 Nms/rad であり，条件②，④と同じ

値である。条件②，④における τSの振幅はそれぞれ

17.09 Nm ，41.17 Nm なのに対し，条件⑥では16.89 Nm

であり，電気慣性と電気摩擦を組み合わせることで，さらに

振動の振幅の増大を抑圧できることがわかる。

以上の条件 A における結果について，入力トルクの振動

の振幅と軸ねじれトルクの振動の振幅の比を，図１６にま

とめる。

■図１６ 電気慣性と電気摩擦を行った際の τM と τS の振動
の振幅の比 条件Ａ

Fig.16 Ratio of τM and τS vibration amplitudes with 
electric inertia and electric friction (Condition A) 

 
電気慣性と電気摩擦を行わない場合，τMに対し，τSの振動

の振幅は，7.53倍まで増大している。一方，電気慣性を行う

ことで，Ja=0.005の時は2.14倍に，Ja=0.01の時は1.80倍とな

り，それぞれτSの振動の振幅の増大が抑圧されている。ま

た，電気摩擦を行うことで，Da=1の時は5.15倍に，Da=2の

時は2.16倍となり，それぞれ振動の振幅の増大が抑圧されて

いる。また，Ja=0.005，Da=1として，電気慣性と電気摩擦を

組み合わせた場合は2.11倍となり，振動の振幅の増大が抑圧

されている。

また，電気慣性と電気摩擦を同時に行う条件⑥について，
τS，τJ，τDを図15に示す。

■ 図15   実験条件⑥におけるτS, τJ, τD波形
Fig.15   τS, τJ and τD with electric friction and electric inertia 

(condition ⑥)
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■図１２ 実験条件③における τS τJ 波形

Fig.12 τS and τJ with electric inertia without electric 
friction (condition ③) 

 
条件②の結果では，τSの振幅は17.09 Nm であり，電気慣

性を行うことによって，条件①の60.23 Nm に対して，

43.14 Nm の振動抑圧を実現している。また，Jaを条件②の

Ja=0.005に対し Ja=0.01とした条件③では， τSの振幅は

14.41 Nm であり，Jaの絶対値を大きくすることにより，さ

らに振動の抑圧を行うことができることがわかる。

図１３，図１４には，電気摩擦を行う④，⑤の条件にお

ける τSと τDを示す。条件④の結果では， τSの振幅は

41.17 Nm であり，電気摩擦により，条件①の60.23 Nm に

対して，19.06 Nm の振動抑圧を実現している。また，電気

摩擦値を条件④のDa=1に対しDa=2とした条件⑤では，τSの

振幅値は17.3 Nm であり，Daを大きくすることにより，さ

らに振動の抑圧を行うことができることがわかる。

■図１３ 実験条件④における τS τD 波形

Fig.13 τS and τD with electric friction and without 
electric inertia (condition ④) 

■図１４ 実験条件⑤におけるτS  τD 波形

Fig.14 τS and τD with electric friction and without 
electric inertia (condition ⑤) 

また，電気慣性と電気摩擦を同時に行う条件⑥について，

τS，τJ，τDを図１５に示す。

■図１５ 実験条件⑥における τS τJ τD 波形

Fig.15  τS ，τJ  and τD with electric friction 
and electric inertia (condition ⑥) 
 

条件⑥における電気慣性値および電気摩擦値は，

Ja=0.005 kgm2 ，Da=1 Nms/rad であり，条件②，④と同じ

値である。条件②，④における τSの振幅はそれぞれ

17.09 Nm ，41.17 Nm なのに対し，条件⑥では16.89 Nm

であり，電気慣性と電気摩擦を組み合わせることで，さらに

振動の振幅の増大を抑圧できることがわかる。

以上の条件 A における結果について，入力トルクの振動

の振幅と軸ねじれトルクの振動の振幅の比を，図１６にま

とめる。

■図１６ 電気慣性と電気摩擦を行った際の τM と τS の振動
の振幅の比 条件Ａ

Fig.16 Ratio of τM and τS vibration amplitudes with 
electric inertia and electric friction (Condition A) 

 
電気慣性と電気摩擦を行わない場合，τMに対し，τSの振動

の振幅は，7.53倍まで増大している。一方，電気慣性を行う

ことで，Ja=0.005の時は2.14倍に，Ja=0.01の時は1.80倍とな

り，それぞれτSの振動の振幅の増大が抑圧されている。ま

た，電気摩擦を行うことで，Da=1の時は5.15倍に，Da=2の

時は2.16倍となり，それぞれ振動の振幅の増大が抑圧されて

いる。また，Ja=0.005，Da=1として，電気慣性と電気摩擦を

組み合わせた場合は2.11倍となり，振動の振幅の増大が抑圧

されている。

条件⑥における電気慣性値および電気摩擦値は，Ja = 0.005
［kgm2］，Da = 1［Nms/rad］であり，条件②，④と同じ値で
ある。条件②，④におけるτSの振幅はそれぞれ17.09［Nm］，
41.17［Nm］なのに対し，条件⑥では16.89［Nm］であり，電気
慣性と電気摩擦を組み合わせることで，さらに振動の振幅の
増大を抑圧できることがわかる。

以上の条件Aにおける結果について，入力トルクの振動の
振幅と軸ねじれトルクの振動の振幅の比を，図16にまとめる。

■ 図16   電気慣性と電気摩擦を行った際のτMとτSの振動の振幅
の比（条件A）

Fig.16   Ratio of τM and τS vibration amplitudes with electric 
inertia and electric friction (Condition A)
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■図１２ 実験条件③における τS τJ 波形

Fig.12 τS and τJ with electric inertia without electric 
friction (condition ③) 

 
条件②の結果では，τSの振幅は17.09 Nm であり，電気慣

性を行うことによって，条件①の60.23 Nm に対して，

43.14 Nm の振動抑圧を実現している。また，Jaを条件②の

Ja=0.005に対し Ja=0.01とした条件③では， τSの振幅は

14.41 Nm であり，Jaの絶対値を大きくすることにより，さ

らに振動の抑圧を行うことができることがわかる。

図１３，図１４には，電気摩擦を行う④，⑤の条件にお

ける τSと τDを示す。条件④の結果では， τSの振幅は

41.17 Nm であり，電気摩擦により，条件①の60.23 Nm に

対して，19.06 Nm の振動抑圧を実現している。また，電気

摩擦値を条件④のDa=1に対しDa=2とした条件⑤では，τSの

振幅値は17.3 Nm であり，Daを大きくすることにより，さ

らに振動の抑圧を行うことができることがわかる。

■図１３ 実験条件④における τS τD 波形

Fig.13 τS and τD with electric friction and without 
electric inertia (condition ④) 

■図１４ 実験条件⑤におけるτS  τD 波形

Fig.14 τS and τD with electric friction and without 
electric inertia (condition ⑤) 

また，電気慣性と電気摩擦を同時に行う条件⑥について，

τS，τJ，τDを図１５に示す。

■図１５ 実験条件⑥における τS τJ τD 波形

Fig.15  τS ，τJ  and τD with electric friction 
and electric inertia (condition ⑥) 
 

条件⑥における電気慣性値および電気摩擦値は，

Ja=0.005 kgm2 ，Da=1 Nms/rad であり，条件②，④と同じ

値である。条件②，④における τSの振幅はそれぞれ

17.09 Nm ，41.17 Nm なのに対し，条件⑥では16.89 Nm

であり，電気慣性と電気摩擦を組み合わせることで，さらに

振動の振幅の増大を抑圧できることがわかる。

以上の条件 A における結果について，入力トルクの振動

の振幅と軸ねじれトルクの振動の振幅の比を，図１６にま

とめる。

■図１６ 電気慣性と電気摩擦を行った際の τM と τS の振動
の振幅の比 条件Ａ

Fig.16 Ratio of τM and τS vibration amplitudes with 
electric inertia and electric friction (Condition A) 

 
電気慣性と電気摩擦を行わない場合，τMに対し，τSの振動

の振幅は，7.53倍まで増大している。一方，電気慣性を行う

ことで，Ja=0.005の時は2.14倍に，Ja=0.01の時は1.80倍とな

り，それぞれτSの振動の振幅の増大が抑圧されている。ま

た，電気摩擦を行うことで，Da=1の時は5.15倍に，Da=2の

時は2.16倍となり，それぞれ振動の振幅の増大が抑圧されて

いる。また，Ja=0.005，Da=1として，電気慣性と電気摩擦を

組み合わせた場合は2.11倍となり，振動の振幅の増大が抑圧

されている。

電気慣性と電気摩擦を行わない場合，τMに対し，τSの振動
の振幅は，7.53倍まで増大している。一方，電気慣性を行う
ことで，Ja = 0.005の時は2.14倍に，Ja = 0.01の時は1.80倍と
なり，それぞれτSの振動の振幅の増大が抑圧されている。ま
た，電気摩擦を行うことで，Da = 1の時は5.15倍に，Da = 2
の時は2.16倍となり，それぞれ振動の振幅の増大が抑圧され
ている。また，Ja = 0.005，Da = 1として，電気慣性と電気摩
擦を組み合わせた場合は2.11倍となり，振動の振幅の増大が
抑圧されている。

 

■ 図17   モータ側での電気慣性と電気摩擦の実装（条件B）
Fig.17   Block diagram of electric inertia and electric friction of 

experiment on the motor side (Condition B)
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■図１７ モータ側での電気慣性と電気摩擦の実装 条件Ｂ

Fig.17 Block diagram of electric inertia and electric 
friction of experiment on the motor side 
(Condition B) 

 
同様に，モータ側における電気慣性と電気摩擦 条件 B に

よる共振周波数制御とダンピング制御の振動抑制の検証を行

うブロック線図を図１７に示す。モータ側にて，図９と同

様に，電気慣性と電気摩擦の実装を行う。

電気慣性は，ωMに対しローパスフィルタ処理と後退差分

により疑似微分演算を行う。そのうえで，Jaを乗算し電気慣

性トルクτJとしてモータ側にフィードバックを行う。電気摩

擦は，ωMに対し，振動周波数より十分遅い時定数TDのロー

パスフィルタ処理を行い，ωMの平均値ωMaveを求め，これと

ωMとで差分を採ることで振動成分を抽出する。これにDaを

乗算し，電気摩擦トルクτDとしてモータ側にフィードバック

する。このシステムに，共振周波数と等しい周波数の正弦波

をτMとして入力したときのτSの振幅を観測する。

条件Bにおける実験の条件を表４に示す。電気慣性と電気

摩擦をそれぞれ行う場合，および電気慣性と電気摩擦を組み

合わせる場合について実験を行う。

■表４ 実験条件 条件Ｂ

Table4 Experimental conditions (Condition B) 

 ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

Ja[kgm2] 0 0.001 0.003 0 0 0.001 

Da[Nms/rad] 0 0 0 0.7 1 0.7 

次に，条件Bにおける実験結果を示す。電気慣性，電気摩

擦を行わないとき 条件⑦ の，τSとτMの比較を図１８に示す。

τMの振幅が Peak to Peak で16 Nm なのに対し，τSの振幅の

Peak to Peak は最大で29.84 Nm であり，τMに対してτSの振動

の振幅が増大している。

■図１８ 実験条件⑦における τS τM 波形

Fig.18 τS and τM without electric inertia and electric 
friction (Condition ⑦) 

 
これに対して図１９，図２０に，電気慣性を行う⑧，⑨

の条件での τSおよび τJを示す。

■図１９ 実験条件⑧におけるτS  τJ 波形

Fig.19 τS  and τJ  with electric inertia and without 
electric friction (condition ⑧) 

 

■図２０ 実験条件⑨におけるτS τJ 波形

Fig.20 τS  and τJ  with electric inertia and without 
electric friction (condition ⑨) 

 
条件⑧の結果では，τSの振幅は26.52 Nm であり，電気慣

性を行うことによって，条件⑦の29.84 Nm に対して，

3.32 Nm の振動の振幅の抑制が実現している。また，Jaを

条件⑧のJa=0.001に対しJa=0.003とした条件⑨では，τSの振

幅は12.65 Nm であり，Jaの絶対値を大きくすることにより，

さらに振動の抑圧を行うことができることがわかる。

図２１，図２２には，電気摩擦を行う⑩，⑪の条件にお

けるτSとτDを示す。
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同様に，モータ側における電気慣性と電気摩擦（条件B）に
よる共振周波数制御とダンピング制御の振動抑制の検証を行
うブロック線図を図17に示す。モータ側にて，図9と同様に，
電気慣性と電気摩擦の実装を行う。

電気慣性は，ωMに対しローパスフィルタ処理と後退差分
により疑似微分演算を行う。そのうえで，Jaを乗算し電気慣
性トルクτJとしてモータ側にフィードバックを行う。電気摩
擦は，ωMに対し，振動周波数より十分遅い時定数TDのロー
パスフィルタ処理を行い，ωMの平均値ωMaveを求め，これと
ωMとで差分を採ることで振動成分を抽出する。これにDaを
乗算し，電気摩擦トルクτDとしてモータ側にフィードバック
する。このシステムに，共振周波数と等しい周波数の正弦波
をτMとして入力したときのτSの振幅を観測する。

条件Bにおける実験の条件を表4に示す。電気慣性と電気
摩擦をそれぞれ行う場合，および電気慣性と電気摩擦を組み
合わせる場合について実験を行う。 

■ 表4 実験条件（条件B）
Table4 Experimental conditions （Condition B）

⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

Ja［kgm2］ 0 0.001 0.003 0 0 0.001

Da［Nms/rad］ 0 0 0 0.7 1 0.7

次に，条件Bにおける実験結果を示す。電気慣性，電気摩
擦を行わないとき（条件⑦）の，τSとτMの比較を図18に示す。
τMの振幅がPeak to Peakで16［Nm］なのに対し，τSの振幅の
Peak to Peakは最大で29.84［Nm］であり，τMに対してτSの振
動の振幅が増大している。

■ 図18   実験条件⑦におけるτS, τM波形
Fig.18   τS  and τM without electric inertia and electric friction 

(Condition ⑦)
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■図１７ モータ側での電気慣性と電気摩擦の実装 条件Ｂ

Fig.17 Block diagram of electric inertia and electric 
friction of experiment on the motor side 
(Condition B) 

 
同様に，モータ側における電気慣性と電気摩擦 条件 B に

よる共振周波数制御とダンピング制御の振動抑制の検証を行

うブロック線図を図１７に示す。モータ側にて，図９と同

様に，電気慣性と電気摩擦の実装を行う。

電気慣性は，ωMに対しローパスフィルタ処理と後退差分

により疑似微分演算を行う。そのうえで，Jaを乗算し電気慣

性トルクτJとしてモータ側にフィードバックを行う。電気摩

擦は，ωMに対し，振動周波数より十分遅い時定数TDのロー

パスフィルタ処理を行い，ωMの平均値ωMaveを求め，これと

ωMとで差分を採ることで振動成分を抽出する。これにDaを

乗算し，電気摩擦トルクτDとしてモータ側にフィードバック

する。このシステムに，共振周波数と等しい周波数の正弦波

をτMとして入力したときのτSの振幅を観測する。

条件Bにおける実験の条件を表４に示す。電気慣性と電気

摩擦をそれぞれ行う場合，および電気慣性と電気摩擦を組み

合わせる場合について実験を行う。

■表４ 実験条件 条件Ｂ

Table4 Experimental conditions (Condition B) 

 ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

Ja[kgm2] 0 0.001 0.003 0 0 0.001 

Da[Nms/rad] 0 0 0 0.7 1 0.7 

次に，条件Bにおける実験結果を示す。電気慣性，電気摩

擦を行わないとき 条件⑦ の，τSとτMの比較を図１８に示す。

τMの振幅が Peak to Peak で16 Nm なのに対し，τSの振幅の

Peak to Peak は最大で29.84 Nm であり，τMに対してτSの振動

の振幅が増大している。

■図１８ 実験条件⑦における τS τM 波形

Fig.18 τS and τM without electric inertia and electric 
friction (Condition ⑦) 

 
これに対して図１９，図２０に，電気慣性を行う⑧，⑨

の条件での τSおよび τJを示す。

■図１９ 実験条件⑧におけるτS  τJ 波形

Fig.19 τS  and τJ  with electric inertia and without 
electric friction (condition ⑧) 

 

■図２０ 実験条件⑨におけるτS τJ 波形

Fig.20 τS  and τJ  with electric inertia and without 
electric friction (condition ⑨) 

 
条件⑧の結果では，τSの振幅は26.52 Nm であり，電気慣

性を行うことによって，条件⑦の29.84 Nm に対して，

3.32 Nm の振動の振幅の抑制が実現している。また，Jaを

条件⑧のJa=0.001に対しJa=0.003とした条件⑨では，τSの振

幅は12.65 Nm であり，Jaの絶対値を大きくすることにより，

さらに振動の抑圧を行うことができることがわかる。

図２１，図２２には，電気摩擦を行う⑩，⑪の条件にお

けるτSとτDを示す。

これに対して図19，図20に，電気慣性を行う⑧，⑨の条
件でのτSおよびτJを示す。

■ 図19   実験条件⑧におけるτS, τJ波形
Fig.19   τS and τJ with electric inertia and without electric 

friction (condition ⑧)
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■図１７ モータ側での電気慣性と電気摩擦の実装 条件Ｂ

Fig.17 Block diagram of electric inertia and electric 
friction of experiment on the motor side 
(Condition B) 

 
同様に，モータ側における電気慣性と電気摩擦 条件 B に

よる共振周波数制御とダンピング制御の振動抑制の検証を行

うブロック線図を図１７に示す。モータ側にて，図９と同

様に，電気慣性と電気摩擦の実装を行う。

電気慣性は，ωMに対しローパスフィルタ処理と後退差分

により疑似微分演算を行う。そのうえで，Jaを乗算し電気慣

性トルクτJとしてモータ側にフィードバックを行う。電気摩

擦は，ωMに対し，振動周波数より十分遅い時定数TDのロー

パスフィルタ処理を行い，ωMの平均値ωMaveを求め，これと

ωMとで差分を採ることで振動成分を抽出する。これにDaを

乗算し，電気摩擦トルクτDとしてモータ側にフィードバック

する。このシステムに，共振周波数と等しい周波数の正弦波

をτMとして入力したときのτSの振幅を観測する。

条件Bにおける実験の条件を表４に示す。電気慣性と電気

摩擦をそれぞれ行う場合，および電気慣性と電気摩擦を組み

合わせる場合について実験を行う。

■表４ 実験条件 条件Ｂ

Table4 Experimental conditions (Condition B) 

 ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

Ja[kgm2] 0 0.001 0.003 0 0 0.001 

Da[Nms/rad] 0 0 0 0.7 1 0.7 

次に，条件Bにおける実験結果を示す。電気慣性，電気摩

擦を行わないとき 条件⑦ の，τSとτMの比較を図１８に示す。

τMの振幅が Peak to Peak で16 Nm なのに対し，τSの振幅の

Peak to Peak は最大で29.84 Nm であり，τMに対してτSの振動

の振幅が増大している。

■図１８ 実験条件⑦における τS τM 波形

Fig.18 τS and τM without electric inertia and electric 
friction (Condition ⑦) 

 
これに対して図１９，図２０に，電気慣性を行う⑧，⑨

の条件での τSおよび τJを示す。

■図１９ 実験条件⑧におけるτS  τJ 波形

Fig.19 τS  and τJ  with electric inertia and without 
electric friction (condition ⑧) 

 

■図２０ 実験条件⑨におけるτS τJ 波形

Fig.20 τS  and τJ  with electric inertia and without 
electric friction (condition ⑨) 

 
条件⑧の結果では，τSの振幅は26.52 Nm であり，電気慣

性を行うことによって，条件⑦の29.84 Nm に対して，

3.32 Nm の振動の振幅の抑制が実現している。また，Jaを

条件⑧のJa=0.001に対しJa=0.003とした条件⑨では，τSの振

幅は12.65 Nm であり，Jaの絶対値を大きくすることにより，

さらに振動の抑圧を行うことができることがわかる。

図２１，図２２には，電気摩擦を行う⑩，⑪の条件にお

けるτSとτDを示す。

■ 図20   実験条件⑨におけるτS, τJ波形
Fig.20   τS and τJ with electric inertia and without electric 

friction (condition ⑨)
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■図１７ モータ側での電気慣性と電気摩擦の実装 条件Ｂ

Fig.17 Block diagram of electric inertia and electric 
friction of experiment on the motor side 
(Condition B) 

 
同様に，モータ側における電気慣性と電気摩擦 条件 B に

よる共振周波数制御とダンピング制御の振動抑制の検証を行

うブロック線図を図１７に示す。モータ側にて，図９と同

様に，電気慣性と電気摩擦の実装を行う。

電気慣性は，ωMに対しローパスフィルタ処理と後退差分

により疑似微分演算を行う。そのうえで，Jaを乗算し電気慣

性トルクτJとしてモータ側にフィードバックを行う。電気摩

擦は，ωMに対し，振動周波数より十分遅い時定数TDのロー

パスフィルタ処理を行い，ωMの平均値ωMaveを求め，これと

ωMとで差分を採ることで振動成分を抽出する。これにDaを

乗算し，電気摩擦トルクτDとしてモータ側にフィードバック

する。このシステムに，共振周波数と等しい周波数の正弦波

をτMとして入力したときのτSの振幅を観測する。

条件Bにおける実験の条件を表４に示す。電気慣性と電気

摩擦をそれぞれ行う場合，および電気慣性と電気摩擦を組み

合わせる場合について実験を行う。

■表４ 実験条件 条件Ｂ

Table4 Experimental conditions (Condition B) 

 ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

Ja[kgm2] 0 0.001 0.003 0 0 0.001 

Da[Nms/rad] 0 0 0 0.7 1 0.7 

次に，条件Bにおける実験結果を示す。電気慣性，電気摩

擦を行わないとき 条件⑦ の，τSとτMの比較を図１８に示す。

τMの振幅が Peak to Peak で16 Nm なのに対し，τSの振幅の

Peak to Peak は最大で29.84 Nm であり，τMに対してτSの振動

の振幅が増大している。

■図１８ 実験条件⑦における τS τM 波形

Fig.18 τS and τM without electric inertia and electric 
friction (Condition ⑦) 

 
これに対して図１９，図２０に，電気慣性を行う⑧，⑨

の条件での τSおよび τJを示す。

■図１９ 実験条件⑧におけるτS  τJ 波形

Fig.19 τS  and τJ  with electric inertia and without 
electric friction (condition ⑧) 

 

■図２０ 実験条件⑨におけるτS τJ 波形

Fig.20 τS  and τJ  with electric inertia and without 
electric friction (condition ⑨) 

 
条件⑧の結果では，τSの振幅は26.52 Nm であり，電気慣

性を行うことによって，条件⑦の29.84 Nm に対して，

3.32 Nm の振動の振幅の抑制が実現している。また，Jaを

条件⑧のJa=0.001に対しJa=0.003とした条件⑨では，τSの振

幅は12.65 Nm であり，Jaの絶対値を大きくすることにより，

さらに振動の抑圧を行うことができることがわかる。

図２１，図２２には，電気摩擦を行う⑩，⑪の条件にお

けるτSとτDを示す。

条件⑧の結果では，τSの振幅は26.52［Nm］であり，電気慣
性を行うことによって，条件⑦の29.84［Nm］に対して，3.32

［Nm］の振動の振幅の抑制が実現している。また，Jaを条件
⑧のJa = 0.001に対しJa = 0.003とした条件⑨では，τSの振幅は
12.65［Nm］であり，Jaの絶対値を大きくすることにより，さ
らに振動の抑圧を行うことができることがわかる。

図21，図22には，電気摩擦を行う⑩，⑪の条件における
τSとτDを示す。

■ 図21   実験条件⑩におけるτS, τD波形
Fig.21   τS  and τD with electric friction and without electric 

inertia (condition ⑩)
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■図２１ 実験条件⑩におけるτS τD 波形

Fig.21 τS and τD with electric friction and without 
electric inertia (condition ⑩) 

 

■図２２ 実験条件⑪における τS τD 波形

Fig.22 τS and τD with electric friction and without 
electric inertia (condition ⑪) 

 
条件⑩の結果では，τSの振幅は27.55 Nm であり，電気摩

擦により，条件⑦の29.84 Nm に対して，2.29 Nm の振動

抑圧を実現している。また，電気摩擦値を条件⑩のDa=0.7に

対しDa=1とした条件⑪では，τSの振幅値は14.91 Nm であり，

Daを大きくすることにより，さらに振動の抑圧を行うこと

ができることがわかる。

また，電気慣性と電気摩擦を同時に行う条件⑫について，

τS，τJ，τDを図２３に示す。

■図２３ 実験条件⑫における τS τJ τD 波形

Fig.23 τS , τJ  and τD with electric friction 
and electric inertia (condition ⑫) 

条件⑫における電気慣性値および電気摩擦値は，

Ja=0.001 kgm2 ，Da=0.7 Nms/rad であり，条件⑧，⑩と同

じ値である。条件⑧，⑩における τS の振幅はそれぞれ

26.52 Nm ，27.55 Nm なのに対し，条件⑥では23.61 Nm

であり，電気慣性と電気摩擦を組み合わせることで，さらに

振動の振幅の増大を抑圧できることがわかる。

以上の条件 B の結果について，入力トルクの振動の振幅

と軸ねじれトルクの振動の振幅の比を，図２４にまとめる。

■図２４ 電気慣性と電気摩擦を行った際の τM と τS の振動
の振幅の比 条件Ｂ

Fig.24 Ratio of τM and τS vibration amplitudes with 
electric inertia and electric friction (Condition B) 

 
電気慣性と電気摩擦を行わない場合，τMに対し，τSの振動

の振幅は，1.87倍まで増大している。一方，電気慣性を行う

ことで，Ja=0.001の時は1.66倍に，Ja=0.003の時は0.79倍とな

り，それぞれτSの振動の振幅の増大が抑圧されている。また，

電気摩擦を行うことで，Da=0.7の時は1.72倍に，Da=1の時は

0.93倍となり，それぞれ振動の振幅の増大が抑圧されている。

また，Ja=0.001，Da=0.7として，電気慣性と電気摩擦を組み

合わせた場合は1.48倍となり，振動の振幅の増大が抑圧され

ている。

３．３ 電気摩擦の自動調整 

電気摩擦の自動調整についてミニモデルによる実験を行う

ためのブロック線図を図２５に示す。τSに対して，微分演算

を行い，τSの振動周波数 f で除算することで，τSのオフセッ

トを除く。この値の絶対値を取り，f に対して十分遅い時定

数のローパスフィルタ処理を行う。これをτSの振動の振幅の

平均値|τS̅|とする。この処理については，概略を図２６に示

す。

|τS̅|と閾値βとで比較を行い，|τS̅|がβより大きい間はDaを増

加させ，|τS̅|がβより小さい間はDaを減少させる。なお，本

実験系では0 ≤ Da ≤ 5とした。また，ミニモデルの許容トル

クより，β=6.74 Nm と設定した。このシステムに対して，

振幅が±3 Nm のチャープ信号を入力する。
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■ 図22   実験条件⑪におけるτS, τD波形
Fig.22   τS and τD with electric friction and without electric 

inertia (condition ⑪)
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■図２１ 実験条件⑩におけるτS τD 波形

Fig.21 τS and τD with electric friction and without 
electric inertia (condition ⑩) 

 

■図２２ 実験条件⑪における τS τD 波形

Fig.22 τS and τD with electric friction and without 
electric inertia (condition ⑪) 

 
条件⑩の結果では，τSの振幅は27.55 Nm であり，電気摩

擦により，条件⑦の29.84 Nm に対して，2.29 Nm の振動

抑圧を実現している。また，電気摩擦値を条件⑩のDa=0.7に

対しDa=1とした条件⑪では，τSの振幅値は14.91 Nm であり，

Daを大きくすることにより，さらに振動の抑圧を行うこと

ができることがわかる。

また，電気慣性と電気摩擦を同時に行う条件⑫について，

τS，τJ，τDを図２３に示す。

■図２３ 実験条件⑫における τS τJ τD 波形

Fig.23 τS , τJ  and τD with electric friction 
and electric inertia (condition ⑫) 

条件⑫における電気慣性値および電気摩擦値は，

Ja=0.001 kgm2 ，Da=0.7 Nms/rad であり，条件⑧，⑩と同

じ値である。条件⑧，⑩における τS の振幅はそれぞれ

26.52 Nm ，27.55 Nm なのに対し，条件⑥では23.61 Nm

であり，電気慣性と電気摩擦を組み合わせることで，さらに

振動の振幅の増大を抑圧できることがわかる。

以上の条件 B の結果について，入力トルクの振動の振幅

と軸ねじれトルクの振動の振幅の比を，図２４にまとめる。

■図２４ 電気慣性と電気摩擦を行った際の τM と τS の振動
の振幅の比 条件Ｂ

Fig.24 Ratio of τM and τS vibration amplitudes with 
electric inertia and electric friction (Condition B) 

 
電気慣性と電気摩擦を行わない場合，τMに対し，τSの振動

の振幅は，1.87倍まで増大している。一方，電気慣性を行う

ことで，Ja=0.001の時は1.66倍に，Ja=0.003の時は0.79倍とな

り，それぞれτSの振動の振幅の増大が抑圧されている。また，

電気摩擦を行うことで，Da=0.7の時は1.72倍に，Da=1の時は

0.93倍となり，それぞれ振動の振幅の増大が抑圧されている。

また，Ja=0.001，Da=0.7として，電気慣性と電気摩擦を組み

合わせた場合は1.48倍となり，振動の振幅の増大が抑圧され

ている。

３．３ 電気摩擦の自動調整 

電気摩擦の自動調整についてミニモデルによる実験を行う

ためのブロック線図を図２５に示す。τSに対して，微分演算

を行い，τSの振動周波数 f で除算することで，τSのオフセッ

トを除く。この値の絶対値を取り，f に対して十分遅い時定

数のローパスフィルタ処理を行う。これをτSの振動の振幅の

平均値|τS̅|とする。この処理については，概略を図２６に示

す。

|τS̅|と閾値βとで比較を行い，|τS̅|がβより大きい間はDaを増

加させ，|τS̅|がβより小さい間はDaを減少させる。なお，本

実験系では0 ≤ Da ≤ 5とした。また，ミニモデルの許容トル

クより，β=6.74 Nm と設定した。このシステムに対して，

振幅が±3 Nm のチャープ信号を入力する。

条件⑩の結果では，τSの振幅は27.55［Nm］であり，電気摩
擦により，条件⑦の29.84［Nm］に対して，2.29［Nm］の振動
抑圧を実現している。また，電気摩擦値を条件⑩のDa = 0.7 
に対しDa = 1とした条件⑪では，τSの振幅値は14.91［Nm］で
あり，Daを大きくすることにより，さらに振動の抑圧を行う
ことができることがわかる。

また，電気慣性と電気摩擦を同時に行う条件⑫について，
τS，τJ，τDを図23に示す。

■ 図23   実験条件⑫におけるτS, τJ, τD波形
Fig.23   τS , τJ  and τD with electric friction and electric inertia 

(condition ⑫)
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■図２１ 実験条件⑩におけるτS τD 波形

Fig.21 τS and τD with electric friction and without 
electric inertia (condition ⑩) 

 

■図２２ 実験条件⑪における τS τD 波形

Fig.22 τS and τD with electric friction and without 
electric inertia (condition ⑪) 

 
条件⑩の結果では，τSの振幅は27.55 Nm であり，電気摩

擦により，条件⑦の29.84 Nm に対して，2.29 Nm の振動

抑圧を実現している。また，電気摩擦値を条件⑩のDa=0.7に

対しDa=1とした条件⑪では，τSの振幅値は14.91 Nm であり，

Daを大きくすることにより，さらに振動の抑圧を行うこと

ができることがわかる。

また，電気慣性と電気摩擦を同時に行う条件⑫について，

τS，τJ，τDを図２３に示す。

■図２３ 実験条件⑫における τS τJ τD 波形

Fig.23 τS , τJ  and τD with electric friction 
and electric inertia (condition ⑫) 

条件⑫における電気慣性値および電気摩擦値は，

Ja=0.001 kgm2 ，Da=0.7 Nms/rad であり，条件⑧，⑩と同

じ値である。条件⑧，⑩における τS の振幅はそれぞれ

26.52 Nm ，27.55 Nm なのに対し，条件⑥では23.61 Nm

であり，電気慣性と電気摩擦を組み合わせることで，さらに

振動の振幅の増大を抑圧できることがわかる。

以上の条件 B の結果について，入力トルクの振動の振幅

と軸ねじれトルクの振動の振幅の比を，図２４にまとめる。

■図２４ 電気慣性と電気摩擦を行った際の τM と τS の振動
の振幅の比 条件Ｂ

Fig.24 Ratio of τM and τS vibration amplitudes with 
electric inertia and electric friction (Condition B) 

 
電気慣性と電気摩擦を行わない場合，τMに対し，τSの振動

の振幅は，1.87倍まで増大している。一方，電気慣性を行う

ことで，Ja=0.001の時は1.66倍に，Ja=0.003の時は0.79倍とな

り，それぞれτSの振動の振幅の増大が抑圧されている。また，

電気摩擦を行うことで，Da=0.7の時は1.72倍に，Da=1の時は

0.93倍となり，それぞれ振動の振幅の増大が抑圧されている。

また，Ja=0.001，Da=0.7として，電気慣性と電気摩擦を組み

合わせた場合は1.48倍となり，振動の振幅の増大が抑圧され

ている。

３．３ 電気摩擦の自動調整 

電気摩擦の自動調整についてミニモデルによる実験を行う

ためのブロック線図を図２５に示す。τSに対して，微分演算

を行い，τSの振動周波数 f で除算することで，τSのオフセッ

トを除く。この値の絶対値を取り，f に対して十分遅い時定

数のローパスフィルタ処理を行う。これをτSの振動の振幅の

平均値|τS̅|とする。この処理については，概略を図２６に示

す。

|τS̅|と閾値βとで比較を行い，|τS̅|がβより大きい間はDaを増

加させ，|τS̅|がβより小さい間はDaを減少させる。なお，本

実験系では0 ≤ Da ≤ 5とした。また，ミニモデルの許容トル

クより，β=6.74 Nm と設定した。このシステムに対して，

振幅が±3 Nm のチャープ信号を入力する。

 

条件⑫における電気慣性値および電気摩擦値は，Ja = 0.001
［kgm2］，Da = 0.7［Nms/rad］であり，条件⑧，⑩と同じ値で
ある。条件⑧，⑩におけるτSの振幅はそれぞれ26.52［Nm］，
27.55［Nm］なのに対し，条件⑥では23.61［Nm］であり，電気
慣性と電気摩擦を組み合わせることで，さらに振動の振幅の
増大を抑圧できることがわかる。

以上の条件Bの結果について，入力トルクの振動の振幅と
軸ねじれトルクの振動の振幅の比を，図24にまとめる。

■ 図24   電気慣性と電気摩擦を行った際のτMとτSの振動の振幅
の比（条件B）

Fig.24   Ratio of τM and τS vibration amplitudes with electric 
inertia and electric friction (Condition B)
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■図２１ 実験条件⑩におけるτS τD 波形

Fig.21 τS and τD with electric friction and without 
electric inertia (condition ⑩) 

 

■図２２ 実験条件⑪における τS τD 波形

Fig.22 τS and τD with electric friction and without 
electric inertia (condition ⑪) 

 
条件⑩の結果では，τSの振幅は27.55 Nm であり，電気摩

擦により，条件⑦の29.84 Nm に対して，2.29 Nm の振動

抑圧を実現している。また，電気摩擦値を条件⑩のDa=0.7に

対しDa=1とした条件⑪では，τSの振幅値は14.91 Nm であり，

Daを大きくすることにより，さらに振動の抑圧を行うこと

ができることがわかる。

また，電気慣性と電気摩擦を同時に行う条件⑫について，

τS，τJ，τDを図２３に示す。

■図２３ 実験条件⑫における τS τJ τD 波形

Fig.23 τS , τJ  and τD with electric friction 
and electric inertia (condition ⑫) 

条件⑫における電気慣性値および電気摩擦値は，

Ja=0.001 kgm2 ，Da=0.7 Nms/rad であり，条件⑧，⑩と同

じ値である。条件⑧，⑩における τS の振幅はそれぞれ

26.52 Nm ，27.55 Nm なのに対し，条件⑥では23.61 Nm

であり，電気慣性と電気摩擦を組み合わせることで，さらに

振動の振幅の増大を抑圧できることがわかる。

以上の条件 B の結果について，入力トルクの振動の振幅

と軸ねじれトルクの振動の振幅の比を，図２４にまとめる。

■図２４ 電気慣性と電気摩擦を行った際の τM と τS の振動
の振幅の比 条件Ｂ

Fig.24 Ratio of τM and τS vibration amplitudes with 
electric inertia and electric friction (Condition B) 

 
電気慣性と電気摩擦を行わない場合，τMに対し，τSの振動

の振幅は，1.87倍まで増大している。一方，電気慣性を行う

ことで，Ja=0.001の時は1.66倍に，Ja=0.003の時は0.79倍とな

り，それぞれτSの振動の振幅の増大が抑圧されている。また，

電気摩擦を行うことで，Da=0.7の時は1.72倍に，Da=1の時は

0.93倍となり，それぞれ振動の振幅の増大が抑圧されている。

また，Ja=0.001，Da=0.7として，電気慣性と電気摩擦を組み

合わせた場合は1.48倍となり，振動の振幅の増大が抑圧され

ている。

３．３ 電気摩擦の自動調整 

電気摩擦の自動調整についてミニモデルによる実験を行う

ためのブロック線図を図２５に示す。τSに対して，微分演算

を行い，τSの振動周波数 f で除算することで，τSのオフセッ

トを除く。この値の絶対値を取り，f に対して十分遅い時定

数のローパスフィルタ処理を行う。これをτSの振動の振幅の

平均値|τS̅|とする。この処理については，概略を図２６に示

す。

|τS̅|と閾値βとで比較を行い，|τS̅|がβより大きい間はDaを増

加させ，|τS̅|がβより小さい間はDaを減少させる。なお，本

実験系では0 ≤ Da ≤ 5とした。また，ミニモデルの許容トル

クより，β=6.74 Nm と設定した。このシステムに対して，

振幅が±3 Nm のチャープ信号を入力する。

電気慣性と電気摩擦を行わない場合，τMに対し，τSの振動
の振幅は，1.87倍まで増大している。一方，電気慣性を行う
ことで，Ja = 0.001の時は1.66倍に，Ja = 0.003の時は0.79倍と
なり，それぞれτSの振動の振幅の増大が抑圧されている。ま
た，電気摩擦を行うことで，Da = 0.7の時は1.72倍に，Da = 1
の時は0.93倍となり，それぞれ振動の振幅の増大が抑圧され
ている。また，Ja = 0.001，Da = 0.7として，電気慣性と電気
摩擦を組み合わせた場合は1.48倍となり，振動の振幅の増大
が抑圧されている。

3．3　電気摩擦の自動調整

電気摩擦の自動調整についてミニモデルによる実験を行う
ためのブロック線図を図25に示す。τSに対して，微分演算
を行い，τSの振動周波数 f で除算することで，τSのオフセッ
トを除く。この値の絶対値を取り，f に対して十分遅い時定数
のローパスフィルタ処理を行う。これをτSの振動の振幅の平
均値｜τS｜とする。この処理については，概略を図26に示す。

■ 図25   電気摩擦の自動調整システム実装
Fig.25   Block diagram of automatic adjustment of electric 

friction
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■図２５ 電気摩擦の自動調整システム実装

Fig.25 Block diagram of automatic adjustment of 
electric friction 

 

■図２６ |τS̅|の測定方法

Fig.26 Outline of deriving method of |τS̅| 
 

実験結果を以下に示す。比較の為，図２７に，電気摩擦

を行わないときにチャープ信号をτMとして入力した際，お

よびDa = 1[Nms/rad]の固定値で電気摩擦を行った際の，入

力のチャープ信号の周波数に対する，|τS̅|を示す。共振点に

おいて，電気摩擦を行わない場合は，|τS̅|=13.25 Nm なのに

対 し， Da =1 Nms/rad の ときの 共振 点に おい ては，

|τS̅| =11.30 Nm となっており，やや振幅の増大が減少して

いるものの，完全に増大の傾向が抑え切れているとは言えな

い。これに対し，電気摩擦の自動調整を行うときの，|τS̅|お
よびDaの値を図２８に示す。

■図２７ 固定した電気摩擦による|τS̅|の変化

Fig.27 |τS̅| without electric friction and with electric 
friction (Da = 1[Nms/rad]) 

■図２８ 自動調整を行った電気摩擦による|τS̅|の変化

Fig.28 |τS̅| and Da with automatic adjustment of 
electric friction 

 
Daを自動調整することで|τS̅|はβに制限され，共振による

振幅の増大を抑圧できている。また，|τS̅|がβを下回っている

箇所では，Daが0となっており，制振制御が不要な部分にお

いては，補償を行なっていないことが確認できる。

また，図２９には，

電気摩擦を行なわない場合 Da=0 Nms/rad

Da=1 Nms/rad の固定値の場合

Daを自動調整した場合

の，|τS̅|が最大となる周波数におけるτSの時間波形を示す。

■図２９ τSの応答波形（電気摩擦変化時）

Fig.29 τS at the point where |τS̅| is maximum 
 

式(1)，(2)では，τSの振動の振幅の Peak to Peak は，それぞ

れ47.52 Nm ，39.06 Nm なのに対し，式(3)では25.21 Nm

であり，電気摩擦の自動調整を行うことで，τSの振動の振幅

が抑圧できていることが分かる。なお，τSが最大となる周波

数は，今回用いたDaの範囲では，式(9)より，低周波側にシ

フトする。

４ むすび

本論文では，二慣性共振系として構成される自動車試験 

ダイナモメータにおいて，共振現象により軸ねじれトルクの

振動の振幅が増大するという問題に対して，電気慣性と電気

摩擦を用いた，共振周波数制御とダンピング制御による軸ね
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■ 図26 ｜τ――
S｜の測定方法

Fig.26   Outline of deriving method of |τ―S |
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■図２５ 電気摩擦の自動調整システム実装

Fig.25 Block diagram of automatic adjustment of 
electric friction 

 

■図２６ |τS̅|の測定方法

Fig.26 Outline of deriving method of |τS̅| 
 

実験結果を以下に示す。比較の為，図２７に，電気摩擦

を行わないときにチャープ信号をτMとして入力した際，お

よびDa = 1[Nms/rad]の固定値で電気摩擦を行った際の，入

力のチャープ信号の周波数に対する，|τS̅|を示す。共振点に

おいて，電気摩擦を行わない場合は，|τS̅|=13.25 Nm なのに

対 し， Da =1 Nms/rad の ときの 共振 点に おい ては，

|τS̅| =11.30 Nm となっており，やや振幅の増大が減少して

いるものの，完全に増大の傾向が抑え切れているとは言えな

い。これに対し，電気摩擦の自動調整を行うときの，|τS̅|お
よびDaの値を図２８に示す。

■図２７ 固定した電気摩擦による|τS̅|の変化

Fig.27 |τS̅| without electric friction and with electric 
friction (Da = 1[Nms/rad]) 

■図２８ 自動調整を行った電気摩擦による|τS̅|の変化

Fig.28 |τS̅| and Da with automatic adjustment of 
electric friction 

 
Daを自動調整することで|τS̅|はβに制限され，共振による

振幅の増大を抑圧できている。また，|τS̅|がβを下回っている

箇所では，Daが0となっており，制振制御が不要な部分にお

いては，補償を行なっていないことが確認できる。

また，図２９には，

電気摩擦を行なわない場合 Da=0 Nms/rad

Da=1 Nms/rad の固定値の場合

Daを自動調整した場合

の，|τS̅|が最大となる周波数におけるτSの時間波形を示す。

■図２９ τSの応答波形（電気摩擦変化時）

Fig.29 τS at the point where |τS̅| is maximum 
 

式(1)，(2)では，τSの振動の振幅の Peak to Peak は，それぞ

れ47.52 Nm ，39.06 Nm なのに対し，式(3)では25.21 Nm

であり，電気摩擦の自動調整を行うことで，τSの振動の振幅

が抑圧できていることが分かる。なお，τSが最大となる周波

数は，今回用いたDaの範囲では，式(9)より，低周波側にシ

フトする。

４ むすび

本論文では，二慣性共振系として構成される自動車試験 

ダイナモメータにおいて，共振現象により軸ねじれトルクの

振動の振幅が増大するという問題に対して，電気慣性と電気

摩擦を用いた，共振周波数制御とダンピング制御による軸ね

｜τS｜と閾値βとで比較を行い，｜τS｜がβより大きい間は
Daを増加させ，｜τS｜がβより小さい間はDaを減少させる。
なお，本実験系では 0 ≤ Da ≤ 5 とした。また，ミニモデル
の許容トルクより，β = 6.74［Nm］と設定した。このシステム
に対して，振幅が±3［Nm］のチャープ信号を入力する。

実験結果を以下に示す。比較の為，図27に，電気摩擦を
行わないときにチャープ信号をτMとして入力した際，および
Da = 1［Nms/rad］の固定値で電気摩擦を行った際の，入力の
チャープ信号の周波数に対する，｜τS｜を示す。共振点にお
いて，電気摩擦を行わない場合は，｜τS｜ = 13.25［Nm］なの
に 対 し，Da = 1［Nms/rad］の と き の 共 振 点 に お い て は， 
｜τS｜ = 11.30［Nm］となっており，やや振幅の増大が減少し
ているものの，完全に増大の傾向が抑え切れているとは言え
ない。これに対し，電気摩擦の自動調整を行うときの，｜τS｜
およびDaの値を図28に示す。

■ 図27   固定した電気摩擦による｜τ――
S｜の変化

Fig.27   |τ―S |  without electric friction and with electric friction 
(Da=1[Nms/rad])
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■図２５ 電気摩擦の自動調整システム実装

Fig.25 Block diagram of automatic adjustment of 
electric friction 

 

■図２６ |τS̅|の測定方法

Fig.26 Outline of deriving method of |τS̅| 
 

実験結果を以下に示す。比較の為，図２７に，電気摩擦

を行わないときにチャープ信号をτMとして入力した際，お

よびDa = 1[Nms/rad]の固定値で電気摩擦を行った際の，入

力のチャープ信号の周波数に対する，|τS̅|を示す。共振点に

おいて，電気摩擦を行わない場合は，|τS̅|=13.25 Nm なのに

対 し， Da =1 Nms/rad の ときの 共振 点に おい ては，

|τS̅| =11.30 Nm となっており，やや振幅の増大が減少して

いるものの，完全に増大の傾向が抑え切れているとは言えな

い。これに対し，電気摩擦の自動調整を行うときの，|τS̅|お
よびDaの値を図２８に示す。

■図２７ 固定した電気摩擦による|τS̅|の変化

Fig.27 |τS̅| without electric friction and with electric 
friction (Da = 1[Nms/rad]) 

■図２８ 自動調整を行った電気摩擦による|τS̅|の変化

Fig.28 |τS̅| and Da with automatic adjustment of 
electric friction 

 
Daを自動調整することで|τS̅|はβに制限され，共振による

振幅の増大を抑圧できている。また，|τS̅|がβを下回っている

箇所では，Daが0となっており，制振制御が不要な部分にお

いては，補償を行なっていないことが確認できる。

また，図２９には，

電気摩擦を行なわない場合 Da=0 Nms/rad

Da=1 Nms/rad の固定値の場合

Daを自動調整した場合

の，|τS̅|が最大となる周波数におけるτSの時間波形を示す。

■図２９ τSの応答波形（電気摩擦変化時）

Fig.29 τS at the point where |τS̅| is maximum 
 

式(1)，(2)では，τSの振動の振幅の Peak to Peak は，それぞ

れ47.52 Nm ，39.06 Nm なのに対し，式(3)では25.21 Nm

であり，電気摩擦の自動調整を行うことで，τSの振動の振幅

が抑圧できていることが分かる。なお，τSが最大となる周波

数は，今回用いたDaの範囲では，式(9)より，低周波側にシ

フトする。

４ むすび

本論文では，二慣性共振系として構成される自動車試験 

ダイナモメータにおいて，共振現象により軸ねじれトルクの

振動の振幅が増大するという問題に対して，電気慣性と電気

摩擦を用いた，共振周波数制御とダンピング制御による軸ね

■ 図28   自動調整を行った電気摩擦による｜τ――
S｜の変化

Fig.28   |τ―S |  and Da with automatic adjustment of electric 
friction
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■図２５ 電気摩擦の自動調整システム実装

Fig.25 Block diagram of automatic adjustment of 
electric friction 

 

■図２６ |τS̅|の測定方法

Fig.26 Outline of deriving method of |τS̅| 
 

実験結果を以下に示す。比較の為，図２７に，電気摩擦
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よびDaの値を図２８に示す。
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Daを自動調整することで|τS̅|はβに制限され，共振による

振幅の増大を抑圧できている。また，|τS̅|がβを下回っている
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いては，補償を行なっていないことが確認できる。

また，図２９には，

電気摩擦を行なわない場合 Da=0 Nms/rad

Da=1 Nms/rad の固定値の場合

Daを自動調整した場合

の，|τS̅|が最大となる周波数におけるτSの時間波形を示す。
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る振幅の増大を抑圧できている。また，｜τS｜がβを下回っ
ている箇所では，Daが0となっており，制振制御が不要な部
分においては，補償を行っていないことが確認できる。

また，図29には，
（1）電気摩擦を行わない場合（Da = 0［Nms/rad］）
（2）Da = 1［Nms/rad］の固定値の場合
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の，｜τS｜が最大となる周波数におけるτSの時間波形を示す。

■ 図29   τSの応答波形（電気摩擦変化時）
Fig.29   τS  at the point where |τ―S |  is maximum
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式(1)，(2)では，τSの振動の振幅の Peak to Peak は，それぞ

れ47.52 Nm ，39.06 Nm なのに対し，式(3)では25.21 Nm

であり，電気摩擦の自動調整を行うことで，τSの振動の振幅

が抑圧できていることが分かる。なお，τSが最大となる周波

数は，今回用いたDaの範囲では，式(9)より，低周波側にシ

フトする。

４ むすび

本論文では，二慣性共振系として構成される自動車試験 

ダイナモメータにおいて，共振現象により軸ねじれトルクの
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式（1），（2）では，τSの振動の振幅のPeak to Peakは，それ
ぞれ47.52［Nm］，39.06［Nm］なのに対し，式（3）では25.21［Nm］
であり，電気摩擦の自動調整を行うことで，τSの振動の振幅
が抑圧できていることが分かる。なお，τSが最大となる周波
数は，今回用いたDaの範囲では，式（9）より，低周波側にシ
フトする。　

4．むすび

本論文では，二慣性共振系として構成される自動車試験ダ
イナモメータにおいて，共振現象により軸ねじれトルクの振
動の振幅が増大するという問題に対して，電気慣性と電気摩
擦を用いた，共振周波数制御とダンピング制御による軸ねじ
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れトルクの制振制御の手法について提案した。提案手法によ
り，共振現象による軸ねじれトルクの振動の振幅の増大が抑
圧できることを，モータとジェネレータを用いたミニモデル
による実験により確認した。

また，軸ねじれトルクの振動の振幅が，入力トルクの振動
振幅に対して増加している場合に，電気摩擦による粘性摩擦
係数の疑似的な操作を自動的に行う機構により，振動の抑圧
ができることを確認した。

今後は，実際の自動車試験ダイナモメータに適用し，手法
の評価を行う所存である。
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