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研究論文
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永久磁石同期モータによるロータリ式植付機構の車速連動制御＊

山田祐一*I↑ • 藤岡修*I.小西達也*I

要 旨

ロータリ式植付機構を対象に，低コストで車速連動制御が可能な駆動機構および制御システムを開発

した。駆動機構は扁平型永久磁石同期モータと平歯車 1段から構成し，植付機構 2条の間に配置した。

制御システムは目標値の生成とモータ制御を別々のマイコンに実装した。マイコン間は CAN通信で接

続し，ホールセンサと電流センサのみの角度制御で車速連動制御システムを構成した。実験の結果，走行

部の急加速を想定した植付速度5.0Hzのランプ入力に対して停止状態から 0.2sで追従し，一定速度の走

行を想定した等速制御では， 7.5Hzまで追従した。疎植を想定した不等速制御も可能で，平均植付速度 5.0

Hzにおいて変速率30%まで追従した。

［キーワード］田植機，永久磁石同期モータ，分散駆動，車速連動

Vehicle Speed Interlocking Control for Rotary-Type Rice Planting Devices 

using Permanent Magnet Synchronous Motor* 

Yuichi YAMADA*it, Osamu FUJIOKA*', Tatsuya KONISHI*' 

Abstract 

We developed a drive mechanism and control system to enable low-cost vehicle speed interlocking 

control for rice planting devices. A flat permanent magnet synchronous motor and pair of spur gears were 

installed between two rows of planting devices. The control system was implemented on two 

microcontrollers connected by CAN communication. Only Hall-effect and current sensors were used for 

motor control. The system showed a 0.2s tracking response for a 5.0Hz ramp input. Under constant 

velocity control, the system showed a good tracking response up to 7.5 Hz. Non-constant velocity control 

assuming sparse planting was also possible; a speed ratio of up to 30 % was realized at an average planting 

speed of 5.0 Hz. 

[Keywords] rice transplanter, permanent magnet synchronous motor. distributed drive, vehicle speed interlocking control 

I緒言

近年，電気自動車に代表されるように様々な分野で電

動化が図られており，農業機械の分野でもこうした研究

が報告されている。電気モータは，太陽光発電など再生

可能エネルギーを使用できることから，将来の持続可能

な社会の実現に寄与することが期待されている。こうし

た背景から行われた研究として， lOkWの誘導モータに

よるトラクタの電動化 (Uekaet al., 2013)や， 9.4kWの

直流モータと llkWの永久磁石同期モータによるトラ

クタおよびロータリの電動化（藤井ら， 2013),l.5kWの

直流モータによる播種機の電動化（上加ら， 2013)など

が報告されている。これとは目的を異にする研究として

は，果樹園用の電動作業台車（太田， 2011:増永， 2011)

が報告されている。これは，電気モータの低振動，低騒

音の特徴を生かしたもので，長時間におよぶ果樹園での
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作業負担低減を図っている。

しかし，これらは従来のエンジンをモータに置き換え

ただけともいえ，電気モータの持つ高い制御性という利

点を十分に生かしたとは言えない。市販化されている農

業機械にも既に多数のモータが使用されているが，小型

モータによるクラッチ操作や，装置の開閉動作などが主

な目的で，制御性を生かしたと言えるものは作業機の水

平制御機能など一部に限られる。

筆者らはモータの制御性を活用した電動化技術とし

て，田植機植付部に代表される複雑な作業機を電気モー

タで分散駆動させることを目指している。比較的所要動

カの小さな田植機植付部の場合，動力伝達系の簡素化に

よって，将来的には機械式植付部よりも低コストで製造

できる可能性がある。また，近年の半導体部品の高性能

化および低価格化は著しく，廉価なマイコンでも高度な

制御を行えるようになっている。

電気モータによる分散駆動は，制御自由度が高く様々

な制御が可能となる。これまで歯車式の変速機に頼って

いた株間や苗かき取り量の調節を，ほぼ無段階に設定で

きる。さらに，走行時の動的な変更も可能となり， GPS

と連動した精密な植付制御などこれまでにない機能を実

現できる可能性がある。

分散駆動とするには電子制御による全体の同期と車速

連動制御が欠かせない。こうした制御は，モータの角度

制御によって実現可能である。産業用機械の分野では高

精度の角度センサに基づくフィードバック制御によって

精密な角度制御が行われている。一方で，農業機械の分

野では，それほどの精度は必要でなく，可能な限りコス

トを抑えた制御系の構築が重要となる。

本稿では，分散駆動方式の田植機植付部の開発を目的

とし，田植機のロータリ式植付機構を対象として行った，

低コストの車速連動制御系の開発について報告する。実

験装置には，扁平型の永久磁石同期モータと平歯車 1段

からなる，ロータリ植付機構2条の間に配置可能な簡素

な駆動機構を使用した。制御システムには，センサレス

ベクトル制御とホールセンサを併用したモータ回転制御

および角度制御を使用した。そして，これを実際にロー

タリ式植付機構の制御に適用して種々の応答を計測し，

実用上問題のない車速連動性能が得られることを確認し

た。

II 実験装置

実験装置は，制御対象であるロータリ式植付機構，永

久磁石同期モータ，減速機，制御回路から構成した。

1. ロータリ式植付機構

制御対象は，ロータリ式植付機構（井関農機 PZV60

用）とした。乗用型田植機では，一般的にロータリ式植

付機構が採用されている。ロータリ式植付機構は，植込

みフォークを作動させるカム機構やバックラッシュ除去

機構による負荷のために，所要トルクが比較的大きい上，

表 l モータの諸元

Table 1 Motor specifications 

モータ形式 永久磁石同期モータ

ロータ形式 表面磁石型アウタロータ

ロータ外径 (mm) 105 

ロータ幅血m) 40 

定格電圧 (V) 24 

定格出カ (W) 250 

無負荷回転数 (rpm) 1040 

極 10 

トルク定数 (NmJA) 0.19 

最大電流 (A) 25 

巻 (mQ) 190 

巻線インダクタンス (μH) 300 

角度依存特性も持つ。このため，ロータリ式植付機構で

開発した制御手法は，苗載台や施肥機に加え，播種機な

どの制御にも応用できると考えた。

2. 永久磁石同期モータ

モータには薄型の永久磁石同期モータ（表 1) を使用

して減速機構と制御システムの簡素化を図った。永久磁

石同期モータはブラシレス DCモータとも呼ばれ，ブラ

シがないため長寿命で薄型化も可能である。アウタロー

タ型のモータはロータ直径が大きく，大トルク低回転の

特性から減速機構の減速比を小さくすることができる。

このモータは，起電力を利用したセンサレスの角度検出

が可能で，高分解能の角度センサを使用せずに角度制御

が可能である。

3. 減速機

減速機は，上記薄型モータを出力軸と平行に配置する

ことで平歯車 1段（減速比 4.0)の簡素な構成とした（図

1)。ロータリ式植付機構は 2条 1対で構成され，中央の

支持部両側に回転体が位置する構造のため，駆動機構の

配置スペースが小さい。一般的な円筒型モータを使用す

ると，モータトルクが小さく高減速比が必要なことに加

え，かさ歯車などによる回転方向の変換が必要になる。

かさ歯車は減速比を高めにくく減速機を複雑化する要因

となる。

4. 制御回路

制御回路は， 目標値生成機能とモータ制御機能を別々

のマイコンに実装し，これらを CAN通信で接続した（図

2)。モータ制御用マイコンには，ロータの磁極位置を表

す電気角を検出するための 3つのホールセンサ， 3相電

流を検出するための 2つの電流センサ，モータ電源電圧

の各信号を入力し，ブートストラップ方式のハーフブ

リッジを介してモータに電圧を出力する構成とした。

CAN通信はバス接続による複数マイコンの接続が可能

なため，実機で想定している複数のモータの同期制御に

も対応できる。
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図 2 制御回路の構成

Fig. 2 Configuration of control circuit 

図 1 実験装置の駆動機構

Fig. 1 Drive mechanism of experiment 

;-------------:. ―, .:~. ―．ご―:--------------~——.:.~.-.:. —~---------------------------------------: 
＇ 

図 3 制御システムの構成

Fig. 3 Configuration of control system 

III 制御システム

制御システムの目的は，植付位相を目標位相に追従さ

せることである。植付位相は後述するように植付機構の

角度を表す。田植機の植付部は，ただ車速に連動するだ

けでな<. 全ての条が同期して動作しなければ正確な苗

のかき取りが困難である。加えて，停止時は苗や田面に

接しない角度にする必要があり，角度制御が不可欠であ

る。

実験装置に実装した制御システムの構成を図 3に示

す。目標値生成用マイコンでは目標位相と目標速度を生

成し，これを CAN通信を介してモータ制御用マイコン

に周期 lOmsで送信する。モータ制御用マイコンでは，

受信した目標位相と植付位相が一致するように，モータ

電流を介したフィードバック制御を行う。センサコスト

を抑えるために，機械角である植付位相は電気角積算に

よって求める方式とした。

以下，本章では処理内容を数式で記述するが，比較的

低頻度の CAN通信部のみを時間離散値として扱い，そ

れ以外は十分高速であると仮定して連続値として扱う。

1. 植付位相の定義

植付位相は，ロータリ式植付機構が植付周期中のどの

位置にあるかを表す。ロータリ式植付機構では 1回転に

つき 2回の植付けが行われるがこれは区別せず，植付 l

周期（半回転）を植付位相 2冗と定義する。植付位相は．

モジュロ関数mod(土冗）によって常に士冗の範囲に収ま

るように計算される。これにより，植付機構が目標に追

従不可能な場合でも．植付けを 1つ飛ばすことで不要な

動作を避けるよう制御される。植付位相は数式上ではラ

ジアンで扱うが，グラフなど実際の数値を取り扱う場面

では適宜度で表記するものとする。植付位相は．植付機

構の実際の角度の 2倍の値となることに注意が必要であ

る。

植付位相の原点は．田植機全体を統合制御する際の利

便性を考慮して．苗のかき取り直後とする。この座標系

では，苗のかき取りはおよそー50゚ からー20゚ で行われ

る。植込みフォークの作動はー130゚ で行われ．植付爪が

泥中に潜る区間は，およそー140゚ から一50゚である。

2. 目標値生成

目標値生成部は．あらかじめ決められたパターンの目

標位相 0,。と目標速度 (J),oを生成して出力する。実機で

は車輪の回転信号を処理して． 目標位相と目標速度を生

成することを想定している。本実験装置では実験の再現

性を確保するため，あらかじめ決められたパターンの目
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標値を生成する機能を実装した。ただし， 目標値に矛盾

を生じないよう時刻 tを用いて以下の関係を満たすもの

とする。

0,o(t)=mod(丘，J叫 t)dt) (1) 

3. 目標値送信

目標値送信部では，生成した目標値を送信周期で標本

化して離散時間信号に変換し， CAN通信によってモー

タ制御用マイコンに伝送する。このとき， m番目の送信

データ W11および011は，送信周期冗を用いて以下のよ

うに表される。

w11[m]=w1o(m冗）

釦[m]=伽(m冗） (2) 

4. 目標値復元

目標値復元部では，受信した離散時間信号をその後の

処理で使用するために連続信号に復元する。目標速度に

ついては，必ずしも連続性が必要ないことから，最後に

受信した信号を復元値血2とみなす処理とした。目標位

相に対しては，速度と同様の処理を用いると階段状の不

連続部分が生じて制御上好ましくない。そこで，速度の

復元値血2を積分することで滑らかな位相を求め，その

積分誤差を補正項で補正することで復元値釦を得る処

理とした。補正項は，信号受信ごとに計算する受信信号

と復元値の差ecと補正ゲイン kcの積とした。ただし，

floorは床関数を表す。

疇）＝血1[floor(i)]

ec[m]=伽(mTc)-0n[m]

伽(t)=mod(丘，f(m1it)-k沼c[floor(占）])dt) (3) 

5. 不等速制御

近年普及が進みつつある疎植に対して，不等速制御に

よる対応を試みた。慣行田植機では，疎植時に偏心歯車

で植付機構を不等速駆動する機構が組み込まれたものが

市販されている。これは，株間が広い疎植において，標

準植用に設計された植付機構では苗の植付姿勢が悪化す

るためである。本制御システムでは，こうした動作に対

応するために以下の式のように目標速度血2を正弦波状

に変形させて血3とする変換処理を導入した。ここで， r
は変速率， 0。は最高速位相， 0叶ま目標速度の進角を表す。

進角は高速時の応答を改善するために使用した。

血it)=w12(t)(l+rcos(0dt)-0。+0a))

釦(t)=mod(士冗，01it)+ysin(01it)-0。)） (4) 

6. 植付位相制御

植付位相制御部では，実際の植付位相 0を目標位相

013に追従させるため， PD制御によってモータの角度制

御を行う。 PD制御は，以下の式のように速度偏差ewと

位相偏差eoにゲイン kwとK。を乗じてモータの目標電

流知を決定する。しかし，位相偏差eoは土冗の間で不

連続となるため，ここで急激にモータ電流が変化して好

ましくない。そこで，不連続部を排除するために，比例

項に正弦関数を導入した。正弦関数は原点において傾き

が 1となるため，正しく追従している時は，ほとんど影

響を与えない。

ew(t)=w(t)-w,a(t) 

eo(t)=mod(土冗，0(t)-0,a(t))

知(t)= -kwew(t)-kesin ee(t) (5) 

7. 電流制御

電流制御部は，ベクトル制御によってモータ電流％を

目標電流切に追従させる。ベクトル制御は交流モータ

の制御手法で，電圧や電流をロータの回転にあわせた回

転座標系上で取り扱う。同期モータの場合，回転座標系

上では直流モータのように取り扱うことができるため，

容易に電流制御器を構築できる。

回転座標系への変換は 2段階の座標変換によって行

う。まず， 2つの電流センサから検出した 3相の電流

iuvwをクラーク変換と呼ばれる座標変換でa/3直交座

標系 iapに変換する。次に，パーク変換と呼ばれる座標

変換で，ロータの電気角 0バこ合わせた dq回転座標系 idq

に変換する。

同期モータの場合，回転座標系上ではモータ電流が直

流となるため， PI制御によって電流を制御できる。表面

磁石型の同期モータは，磁極と直交する q軸電流乃のみ

がトルク発生に寄与するため， 目標電流加=[oi1lと

して q軸にのみ電流が流れるよう出力電圧 Vdqを決定す

る。

回転座標系上の電流制御器で決定した出力電圧は，電

流と同様に 2段階の座標変換を行って実際に出力する

モータ電圧に変換する。まず，逆パーク変換でa/3直交

座標系 Vapに変換する。そして，逆クラーク変換で 3相

電圧 Vuvwに変換して，これをモータに出力することで

モータの回転を制御する。

8. 電気角推定

電気角推定部では，高価なセンサを使用せずにベクト

ル制御に必要な電気角を推定する。ベクトル制御は高精

度のトルク制御が可能となる反面，高分解能の電気角信

号を必要とする。こうした問題を解決する，モータ起電

力を利用した電気角推定法が知られている。本稿では，

この手法に加えて，この手法が使用できない低速域でも

推定を維持するため，分解能が低いものの確実に電気角
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を検出できるホールセンサを併用して，以下の方法で電

気角を推定するよう構成した。このため，本制御システ

ムはセンサレス制御とは呼べないが，ホールセンサ単体

での検出よりも角度分解能を高めることができる。

まず，回転座標系上でのモータ起電力を求める。直交

座標系上でのモータ起電力 Vea/lは出力電圧 Vafiから

モータの巻き線抵抗Rmとインダクタンス Lmに起因す

る成分を減じたものである。この起電力に回転行列R

を乗じてパーク変換して，回転座標系におけるモータ起

電力 V孤q=[v孤 Ve爪を得る。

d 
Vea/l(t)=vah)-R心 (t)-Lm亙i砥t)

Vedif) = R(0e)Veah) (6) 

モータの起電力は q軸のみに発生することから，電気

角速度は，逆起電力定数ke,モータの極対数npを用いて

次式で計算できる。

np 
w.(t)=一加q(t)

ke 
(7) 

電気角は以下の式のようなトラッキング処理で求め

る。正しく電気角が推定されていれば， d軸には起電力

が発生しない。これを利用して，積分内 2項目で推定誤

差を補正する。積分内 3項目はホールセンサで検出した

低分解能の電気角釦による補正項である。これによっ

て，推定に十分な起電力が得られない低速域でも推定値

に著しい誤差が生じないよう補正する。ただし sgnは

符号関数，んとぬ補正ゲインとする。

邸）

=mod圧fw.tt)+k叫 t}sgn(V匹(t))-k.mod(土冗，0.(t)一伽(t)}dt)

(8) 

9. 電気角積算

植付位相と植付速度は電気角および電気角速度から求

めることができる。植付速度 (JJ は電気角速度叫’モ—

タの極対数np,減速比g,1回転当たりの植付回数nd=2

＇から以下のように求められる。植付位相 0は，これに加

えて電気角の積算値を用いて求められる。ただし， nは

電気角の回転数をカウントした整数値を表す。

w(t) = nd w.(t) 
npg 

0(t)=mod(±1r:,;~(2冗n(t)瑾(t))) (9) 

前項でモータ起電力による電気角推定を行ったのは，

ホールセンサ単体よりも植付位相制御の応答性を高める

ためである。本制御システムでは，電気角積算で植付位

相を求めるため，電気角の分解能が制御性能に直結する。

疎植時の不等速制御など急な加減速が伴う動作を実現す

るためには．植付位相制御に高い応答性が求められる。

植付位相制御の応答性を高めるためにフィードバックゲ

インを高めようとすると，分解能の高い植付位相の情報

が必要となる。モータ起電力からは速度も同時に推定で

きるため，速度フィードバックも可能となる。

10. 原点検出

原点検出部は，植付位相の原点を決定する。電気角積

算によって求めた植付位相は，電源投入時からの相対角

度となるため，絶対角を得るためには原点を決定する必

要がある。植付機構は高速動作するため接触式のセンサ

は現実的でない。非接触式のセンサを 2条ごとに設ける

のはコスト増加の要因となる。そこで，植付機構の特性

を利用した，植付位相のセンサレス原点検出手法として，

正転方式と逆転方式の 2方式を考案した。

(1) 正転方式

正転方式はロータリ式植付機構を正転させた時の特性

を利用した原点検出手法である。図 4に本実験装置を目

標速度 0.5Hzの速度制御モードで正転したときの電流

特性を示す。正転時は，ある角度で急激に負荷が減少す

る特性が確認できる。本実験装置で使用した植付機構で

は，苗かき取りの直前にバックラッシュ除去機構が作動

し，ばねによって正転方向へのトルクが発生する。

正転方式では，図 5に示す手順で原点を決定する。ま

15 

3 
-~" 9 

据t 6 
3 

1¥-' 

-゚3 
-180 -150 -120 -90 -60 -30 0 30 60 90 120 150 180 

植付位相 0(°) 

図 4 正転時の負荷特性

Fig. 4 Load characteristics of normal direction 

図 5 正転方式の原点検出手順

Fig. 5 Origin detection method of normal direction 
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図 7 逆転方式の原点検出手順

Fig. 7 Origin detection method of reverse direction 

ず，目標速度 0.5Hzの速度制御モードで正転させ， 60

ms以上連続して 6A以上の負荷がかかるのを待っ。続

いて， 30ms以上連続して負荷が lA以下となるのを待

つ。そして，これを検出点として，現在の植付位相に原

点とのオフセットである一70゚ を代入して原点を決定す

る。

(2) 逆転方式

逆転方式はロータリ式植付機構を逆転させた時の特性

を利用した原点検出手法である。図 6に本実験装置を目

標速度ー0.5Hzの速度制御モードで逆転したときの電

流特性を示す。逆転時は一定角度以上回転せず，そこで

急激に負の電流が増大する特性が確認できる。これは，

植え込みフォークを作動させるカム機構の不連続部に起

因している。

逆転方式では，図 7に示す手順で原点を決定する。ま

ず，目標速度ー0.5Hzの速度制御モードで逆転させる。

続いて， 30ms以上連続して負荷が一lOA以下，すなわ

ちこれ以上逆転できない状態となるのを待っ。そして，

これを検出点として，現在の植付位相に原点とのオフ

セットである一160゚ を代入して原点を決定する。

IV 実験方法

1. 制御性能

実験装置および制御システムの性能を評価するため，

ランプ応答，等速制御応答，不等速制御応答を計測した。

計測には，電圧と CAN通信の記録機能を持ったデータ

レコーダ（横河メータ＆インスツルメンツ DL850V)を

使用した。 CAN通信上の信号は直接データレコーダで

記録し，それ以外のマイコンの内部処理に基づく信号は，

マイコンの DA変換器によってアナログ電圧に変換し

て記録した。ただし， DA変換器のチャンネル数の制約

から全信号を同時に記録できないため，複数回の計測に

よって必要な信号を記録した。制御に関する主なパラ

メータは，補正ゲイン kc=lOHz, 速度ゲインぬ=15

A/Hz, 比例ゲイン k0=2A/0とした。

(1) ランプ応答

田植機走行部の速度変動への追従性能を確認するた

め，ランプ応答を計測した。目標速度 Wt0は，時刻 0に5

Hzまで瞬時に立ち上がるステップ関数とし， 目標位相

伽はその積分値であるランプ関数とした。変速率rは

0%に設定した。

(2) 等速制御応答

田植機が等速走行している状態を想定して，一定速度

の目標値に対する応答を計測した。目標速度 Wt0は2.5

Hz, 5.0 Hz, 7.5 Hzの3条件とし，変速率rは0%に設定

した。

(3) 不等速制御応答

疎植対応のために導入した不等速制御の性能を把握す

るため，疎植動作時の応答を計測した。変速条件は，変

速率rを30%,最高速度位相 0。を一720とし，植付爪を

田面から速やかに引き抜くようにした。進角 0aは，進

角無しに当たる 0゚と 0.1周期に当たる 36゚の 2条件， 目

標速度 Wt。は， 2.5Hzと5.0Hzの2条件で実施した。

2. 原点検出性能

正転方式および逆転方式の原点検出性能を評価するた

め，検出値の再現性を調査した。検出動作は，植付位相

のトラッキングを継続したままそれぞれ 100回行い，

モータ制御用マイコンで検出した原点値をシリアル通信

で出力して記録した。

v 結果および考察

1. 制御性能

(1) ランプ応答

ランプ応答計測の結果を図 8に示す。モータ電流は

lOms程度で最大値の 25Aまで立ち上がった。このと

きの植付速度の傾きは約 54Hz/sであった。目標位相

釦は， CAN通信上の離散時間信号である目標速度釦

に，ほぼ一致していた。植付位相 0は， 0.2s程度で目標

位相釦に追いつきほぽ収束した。

CAN通信を介した本制御システムは，田植機走行部
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図 8 走行部の急加速を想定したランプ入力に対する応答

Fig. 8 Ramp response assuming rapid acceleration 

の速度変動に対して，十分な応答速度が得られたといえ

る。最大電流時の植付速度の傾き 54Hz/sは，株間 20

cm時の走行部の加速度に換算するとおよそ llm/s2で

あり，十分な加速性能である。 CAN通信における離散

時間信号による目標値伝送でも，目標値復元処理を導入

すれば目標位相が正しく補完できることを確認した。植

付位相制御部についても，瞬時に加速するランプ入力に

対しておよそ 0.2sで追従したことから，実走行での加

速度を考慮すれば十分な性能が得られたといえる。

(2) 等速制御応答

等速制御応答計測の結果を図 9に示す。グラフは，横

軸を目標位相 0roとして，異なる速度条件を重ねて表示

している。植付速度の変動は 7.5Hzの条件でやや大き

かったものの土0.5Hz以内であった。植付位相の遅れ

は最大 6゚ 程度で，植付位置付近では 30程度であった。

等速制御における応答は，実用上問題ない精度といえ

る。速度変動の原因は植付機構の負荷変動の影響で， 7.5

Hzの条件でやや大きかったのは，植付爪部の姿勢変化

による角運動量保存の影響によるものと考えられる。植

付位相の遅れ 6゚は株間 30cm換算で 5mmに相当し，全

20 

3 
15 

i 10 

ぷ 5

↓。二合・;;・・,心/

-------2. 5Hz 
-5 
-180 -120 -60 0 60 

目標位相％（゜）

10 

」

i

7
5
.
2
5
5
7
5
.
 

2
 

7
 

&

6

3

 

(ZH) (') 
jlj!.p涵ヰ

1.2~Li三這
-180 -120 

180 

120 

0

0

0

 

6

6

 

(

0

)

g

丑坦 7. 5Hz植付位相〇

5. OHz植付位相〇

------2. 5Hz植付位相 0

一目標位相 613

-60 0 60 120 
目標位相 e,o<o)

図 9 一定速度の走行を想定した等速制御応答

Fig. 9 Response of constant velocity control assuming 

constant velocity vehicle drive 
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ての条が同程度遅れることを考慮すると，ほとんど問題

がないと考えた。必要であればあらかじめ電流マップ

を作成してフィードフォワード制御を加えるなどの対策

で改善できると考えられる。

(3) 不等速制御応答

進角 0aをooとした場合目標速度5Hzの条件では発

散して制御できなかったが進角 0aを36° とすると，い

ずれの速度でも制御できた。

進角 0a=36゚ 時の計測結果を図 10に示す。グラフは，

横軸を目標位相 0t。として，異なる速度条件を重ねて表

示している。植付速度の誤差は 5.0Hzの条件の方がや

や大きく，最大で0.5Hz程度であった。植付位相は原点

付近で最大 8゚ の遅れがあったが，植付位置付近では 30

程度であった。なお，グラフ中の目標速度血4は進角 0a

を含まない本来の目標速度で，以下の式で表されるもの

とし，ここでいう植付速度の誤差は血4に対する誤差と

する。

叫 t)=疇）(1 +rcos(0dt)-0。)) (10) 

目標速度に進角を加えれば，実用的な範囲で疎植制御
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図 10 疎植を想定した不等速制御の応答

Fig. 10 Response of non-constant velocity control 

assuming sparse planting 

180 

が実現できたといえる。進角無しで制御困難となったの

は，速度信号の SN比の問題で速度ゲインが高められな

かったために制御系の減衰率が十分でなく，高速時に制

御系が共振状態になったことが原因であると考えられ

る。目標速度に進角を加えた場合，速度フィードバック

の位相が早まり，制御系の共振が抑えられたと推察され

る。このときの植付位相の遅れ 8゚ は等速時よりも大き

かったが，等速制御と同様の理由で実用上の問題はない

と考えた。

2. 原点検出性能

原点として検出された植付位相の標準偏差は，逆転方

式が 0.031°, 正転方式が0.67゚ であった。

原点検出の再現性は逆転方式のほうが高かったが，い

ずれの方法でも実用上問題ない性能が得られた。ホール

センサの分解能は植付位相に換算すると 30で，これは株

間30cmで 2.5mmに相当する。原点検出の再現性はこ

れよりも高く，十分な精度といえる。

VI 摘 要

本実験装置と制御システムは，以下に示すようにロー

タリ式植付機構を田植機走行部の車速に連動させて制御

する上で十分な性能があった。

1)実験装置に使用した扁平型の永久磁石同期モータと

平歯車 l段からなる機構は，ロータリ式植付機構 2

条の間に配置でき，等速制御であれば最高 7.5Hzの

植付速度で駆動できた。 ． 

2) CAN通信を介した目標値伝送であっても本来の目

標位相を復元でき， 3つのホールセンサと 2つ電流セ

ンサのみによるモータ制御で，速度 5Hzの目標位相

に対して停止状態から 0.2sで追従した。

3)疎植時における不等速制御が可能で，株間 30cmで

1.5m/sに相当する植付速度 5.0Hz時に変速 率 30

％まで対応可能であった。

4)追加の原点検出センサを用いることなく，ホールセ

ンサの分解能以上の精度で植付位相の原点検出が可

能であった。
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