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第 1 章： 概要
TI (テキサス・インスツルメンツ) のアナログと組込みの各テクノロ
ジー、
およびリファレンス・デザインを活用し、
インテリジェントで
自律性の高い協力ロボット (コボット) を開発してください。
この
e-book (PDF) では、
ロボット設計に関するさまざまな技術解説を
まとめてご提供しています。

TI のテクノロジーを活用し、
さまざまな産業用ロボット、高精度の
モーター制御、センシング・テクノロジーの差異化、
エッジ側処理
を実現するとともに、信頼性の高いリアルタイム通信でこれらす
べてを接続することができます。
この e-book (PDF) で主に説明す
るロボットの種類は、協力ロボット (コボット) とファクトリ・ロボッ
トです。

1.1 産業用ロボット・システムの概要

代表的なロボット・システムの詳細に立ち入る各種テクノロジー
の説明を開始する前に、図 1 に示すロボット・システムのさまざま
なパーツについて説明します。
図から理解できるように、
このシス
テムはさまざまなビルディング・ブロックに分解することができま
す。
コントローラ・システム、
マニピュレータ、
ティーチ・ペンダント、
ビジョンとセンサ、
エンド・エフェクタ (ロボット向けツール) です。

• コボットは、人間の近辺や隣接した位置で動作し、業務の品質
向上を支援します。
コボットは人間の動きなどを感知して自ら
の動作を停止することもでき、
より安全な作業環境の創出に貢
献します。

• ファクトリ・ロボットは製造業の分野で、
プログラマブルで自動
的な動作を実行します。
より安全な作業環境を創出するため
に、機械系またはセンサのテクノロジーを活用して、
ロボットが
人間の動きに干渉する事態を防止できるようにしています。
産業用ロボットには、以下の 6 種類が存在しています。
• 垂直多関節型
• 直交型

• 円柱座標
• 極座標

• SCARA (Selective compliance assembly robot arm、選択的
コンプライアンス・組み立てロボット・アーム、
スカラ型、水平多
関節型)

• デルタ型

これら種類のロボットはいずれも、
マニピュレータの軸構成が互
いに異なっており、
ロボットが自らの業務を管理できるようにする
電子部品を搭載しています。
業務管理を推進するのは、
ソフトウェ
ア、センサ、
エレクトロニクスの進歩であり、市場は過去 50 年にわ
たって産業用ロボットの進化を継続してきました。

この e-book (PDF) は、
これらの産業用ロボット・システムのビル
ディング・ブロック (構成要素) に適した、以下のような TI の各種
テクノロジーを取り扱っている技術記事、
ホワイト・ペーパー、
アプ
リケーション・ノートを編纂したものです。

図 1.コボットに注目したロボット・システム

国際標準化機構 (ISO) 8373:2012 規格は、図 1 に示した各ビル
ディング・ブロックについて規定し、産業用と産業用以外の環境の
両方で動作するロボットとロボット・デバイスに関連して使用され
る各用語を以下のように定義しています。
• コントローラ・システム：ISO 8373 規格では、
「ロボットの機械
構造の監視・制御及び環境 (装置及び使用者) との通信を可能
にする論理制御及び動力機能の全体」
と定義されています。
こ
れはロボットの頭脳に相当し、
モーション・コントローラ、内部
と外部両方の通信システム、
さまざまな電力段もこれに該当し
ます。

• ロボット・コントローラ・システム

• マニピュレータ (ロボット・アーム) と駆動システム
• センシングとビジョンの各テクノロジー

• エンド・エフェクタ (ロボット向けツール)
エンジニア向け産業用ロボット設計ガイド
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• マニピュレータ ISO 8373 規格では、
「互いに連結され相対的
に回転又は直進運動する一連の部材で構成され、対象物 (工作
物、工具など) をつかみ、通常、数自由度で動かすことを目的と
した機械。
マニピュレータは、
エンドエフェクタを含まない」
と定
義されています。マニピュレータは一般的に、
「ロボット・アーム」
とも呼んでいます。
マニピュレータはロボットの一部であり、業務
の遂行に必要な動作を実行するために、
ロボットが何個の軸を
実装するかを定義します。
• ティーチ・ペンダント 産業用ロボットのプログラムと教育に使用
する、多機能のポータブル機器です。
このペンダントは通常、1 枚
の LCD タッチ・パネル、
イネーブル・ボタン、緊急停止ボタンで構
成されています。
ティーチ・ペンダントは、
ロボット・コントローラ・
システムに接続して使用します。
• ロボットのエンド・エフェクタ ロボットの
「手首」
または「アーム
の可動部分先端」(end-of-arm tooling、EOAT) に取り付けるデ
バイスです。
システム・コントローラはロボットのエンド・エフェク
タを制御するために、
シンプルなツールの場合はディスクリート
入出力 (I/O) を使用するか、
より先進的なツールの場合は産業
用通信プロトコルを使用するのが一般的です。

• ビジョンとセンサ ロボットのこれらのパーツは、周囲を取り巻く
環境をスキャンする能力を持ち、人間が接近してくる場合は、(産
業用ロボットは) 停止し、(コボットは) ロボットの速度を低下さ
せます。
ビジョンとセンシングを実装するために、LIDAR (光を使
用した検出と距離測定)、
レーダー・ベースの安全性エリア・スキ
ャナ、
または 3D カメラを使用します。
安全性エリア・スキャナに
加えて、
コボットは時にはセンサ・ベースの
「安全性スキン」を装
着していることがあります。
人間がこのスキンに接触または近接
した場合、
ロボット・アームを停止させます。

ロボット・システムのビルディング・ブロックを設計するときに、
メカ
トロニクス、
ロボットの機能、電気の各観点で理解を深め、仕様を
決定した後で、実際の設計を開始する必要があります。
ロボットのシステム・アーキテクチャを定義するにあたって、以下の
ような標準的ないくつかの考え方について説明します。
ロボットがどのような種類の業務を遂行することを想定していま
すか？
用途に応じて、
ロボットの種類ごとに異なる利点があります。
産業
用ロボットの標準的な種類は以下のとおりです。

• 垂直多関節型 このロボット設計は回転軸を採用しており、
シン
プルな 3 軸構造から 10 個またはそれ以上という多くの関節ま
で広い範囲にまたがっています。
マニピュレータは、自由に曲が
る関節を使用して基部に取り付けてあります。
回転軸は、
マニピ
ュレータ内のリンクに取り付けてあります。
軸を追加するごとに
自由度、
つまりモーションの移動範囲が 1 つ増えます。
エンジニア向け産業用ロボット設計ガイド
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• 直交型 直線運動型、
またはガントリ・ロボットとも呼びます。
直
交型ロボットは、3 つの直線軸を持ち、直交座標系 (x, y, z) を使
用します。
回転方向の移動を可能にする付加的な軸を使用して
いることもあります。
3 個のプリズム・ジョイントは、軸に沿った直
線運動を実現します。
• 円柱座標 このロボットは、基部に 1 つの回転軸を持つほか、
リ
ンクに取り付ける少なくとも 1 つのプリズム軸を持ちます。
回転
軸は軸に沿った回転運動を実現し、
プリズム軸は直線運動を実
現します。
円柱座標ロボットは、円柱の形状をした作業環境内で
動作します。

• 極座標 極座標ロボットのことを、
「球形ロボット」
とも呼びます。
この種のロボットの場合、
マニピュレータを基部に取り付けるた
めに、自由に曲がる 1 軸と、2 つの回転軸および 1 つの直線軸
の組み合わせを使用します。
これらの軸は極座標系を形成し、球
の形状をした作業環境を作り出します。
• SCARA (Selective compliance assembly robot arm、選択
的コンプライアンス組み立てロボット・アーム、
スカラ型、水平
多関節型) 組み立てアプリケーションで一般的に使用されてい
る、
ロボットによる組み立てを意図したこの選択的コンプライア
ンス・マニピュレータは、設計上、主に円柱型の動きをします。
選
択した 1 つの平面に準拠して動作する、2 個の並列軸を採用し
ています。

• デルタ型 蜘蛛に似たこれらのロボットは、共通の基部に取り付
けた複数の結合済み平行四辺形によって形成されています。
デ
ルタ型ロボットは、並行四辺形に対応する 3 つの軸を持ちます。
エンド・エフェクタに関しては、1 つから 3 つの軸を持つことがで
きます。
これらの並行四辺形はドーム形状の作業領域の中で単
一の EOAT (アームの可動部分先端) を動かします。
食品、農業、
電子の各業界で主に使用されているこのロボット構成は、繊細
で精密な動きに対処する能力があります。
ロボットが対応できるペイロード (重量) と到達範囲は？

ロボットが重い物体を動かす必要がある場合、
そのような能力を
実現するために、
モーターから十分な力を出力できるようにする
必要があります。
この力は電気的エネルギーを使用して生成する
もので、
そのエネルギーは電力段からモーターに伝達されます。
こ
の電力要件は、
ロボットを高電圧システムと低電圧システムのど
ちらにするか決定するための要因の 1 つです。
高電圧ロボット・シ
ステムは、安全な動作を目的として、定義済みの絶縁アーキテクチ
ャを必要とします。
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エレクトロニクスはシステム・コントローラ側に集中化
されますか？

集中型システムの場合、
ロボットのマニピュレータを制御する
電子モジュールの大半をロボット・コントローラのキャビネット
に格納することになります。
図 2 に、集中型ロボットの例を示し
ます。
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図 2.集中型ロボット・システムの例
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図 3.非集中型ロボット・システムの例

非集中型システムの場合、一部のモジュールをロボットのマニ
ピュレータに移動し、
キャビネットのフォーム・ファクタやケーブ
ル配線など、
さまざまな要因に対応することができます。
図3
に、非集中型ロボットの例を示します。

電子系部品を非集中型にする場合、
この状況でエレクトロニク
スを使用する環境は集中型システムの環境とは異なっている
ことに注意する必要があります。
この環境変化に伴い、
エレクト
ロニクスの仕様再設定が必然になり、通常はシステムの一部
を再開発する必要が生じます。

ロボットの各種サブシステムはどれほどの頻度で互いに
通信を実施しますか？ どのようなインターフェイス要件
が課されますか？

リアルタイム機能を確実に実現するために、複数のサブシステ
ム間でどの制御パラメータを受け渡すか、
どれほどの反復レー
トを使用するか、
パラメータの待ち時間はどれくらいの長さか
を、通信にかかわるエンド・エフェクタとマニピュレータの両方
で定義する必要が生じます。
図 4 に、
ロボットのリアルタイム用途での標準的なタイミング
の値を示します。

ここまでで、
ロボットの動作が可能になりました。
今度は動作さ
せる方法をロボットに伝える必要がありますが、以下のような
一連の質問につながることになります。

エンジニア向け産業用ロボット設計ガイド
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どのような方法でプログラミング・インターフェイスを動
作させますか？ ユーザー・インターフェイスとタスク・プ
ログラミングのどちらを経由してロボットを動作させま
すか？ オペレータが操作機能を実行できるように、
ティ
ーチ・ペンダントまたはジョイスティックに追加インター
フェイスを接続する必要がありますか？
設計プロセスの早期の段階でこれらの質問に答えておくこと
が重要です。
図 4 に、
モーション制御のタイミングに関するいく
つかの設計検討事項も記載してあります。
ようやく、最後の質
問です。
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Axis 1

Absolute
encoder
incremental
encoder
resolver

Encoder
interface

Encoder
interface

図 4.ロボット制御用途のリアルタイム通信のタイミング要件の例

Servo drive
position sensor

Industrial robot CPU board
• Robot/motion control
• Position and speed control

Motor angle feedback
optional axis angle feedback

ロボットは、非適応型 (アダプティブではない) ロボット
ですか、
それとも適応型 (アダプティブ、自動的に状況に
合わせることができる) ロボットですか？

非適応型ロボットは、環境からのフィードバックを取得せず、
プ
ログラムされたとおりに自らの業務を実行します。
適応型ロボ
ットは入出力データを使用し、環境データを生成します。
このデ
ータを使用して、
ロボットが環境の変化に応答し、必要に応じ
て自らの業務を停止することができます。

適応型ロボットの場合、
どの環境データに対してロボットが応
答するのか定義することが重要です。
この種のデータとして、事
前定義済みのパラメータを使用することがあります。
たとえば、
原材料の量や、品質定義を目的としたサイズや形状です。
また
は、制御下にないパラメータを使用することもあります。
たとえ
ば、人がロボットの周囲で動いているときや、何か異常が発生
したときです。
このような状態を検出したときに、
ロボットは安
全状態に移行することになります。

         2020 年第 2 四半期   I  テキサス・インスツルメンツ

第 1 章：概要
適応型ロボットはセンシング・モジュールを必要とします。
安
全性エリア・スキャナまたは安全性スキンをロボットの基部
に配置するか、
ロボット上部のどこかに取り付けることにな
ります。
この種の機器はマニピュレータの周囲の領域を監視
し、人や他の機械がロボットに過度に接近することを防止し
ます。
過度に接近した場合、
ロボットは停止するか、速度を低
下させます。

ロボット・システムを設計する場合、
ワールドワイドと地元両
方の法令や規格に従う必要があります。
仮に関連する規格を
参照せずに設計作業を開始してしまうと、市場出荷が大幅に
遅延する可能性があります。
安全性規格に従って安全なシス
テムを設計できるように、
ハードウェアの暗黙的な意味に関
する理解を深めるのに役立つコンサルティング・サービスを
提供している複数の組織があります。
たとえば、
ドイツの TÜV
(Technischer Überwachungsverein、技術的監査組合) –
Rheinland (テュフ・ラインランド)、TÜV – Süd (テュフ・ズード)
、TÜV – Nord (テュフ・ノルド) が該当します。

エンジニア向け産業用ロボット設計ガイド
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まとめ

ロボットは非常に複雑なシステムであり、
メカトロニクスと機
能に関連して設計上の多くの課題が付きまとうほか、電気的
検討事項も発生します。
動作するシステムを実現する前に、
こ
れらの課題を解決するか、
いくつかの決定を下す必要が生じ
ます。

ロボット・システムのさまざまな技術的側面すべてを踏まえ
て、TI (テキサス・インスツルメンツ) のアナログと組込みの各
テクノロジーは多様な製品とデザインを提供しており、
これ
らはロボット関連の課題解決に役立つほか、
インテリジェン
トで自律的な協力ロボット (コボット) の開発に貢献します。
この e-book (PDF) は、次期ロボット・システムの設計に役立
つ各種テクノロジーを取り扱っている技術記事、
ホワイト・ペ
ーパー、
アプリケーション・ノートを編纂したものです。
執筆者：Kristen Mogensen
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第 2 章： ロボットのシステム・コントローラ
2.1 コントロール・パネル

性能

各種サーボ・モーター・ドライブ・アプリケーションで、
モーター制
御は通常、複数の制御ループ・レイヤに分割されています。
電流 /
トルク・ループ、速度ループ、位置ループ、
より上位に位置するモー
ション制御ループがこれらに該当します。
これらのループは通常、
カスケード形式で配置されており、各ループは独自のリアルタイ
ム処理要件を課しています。
電流ループ、言い換えるとトルク・ル
ープは、最も厳格な制御を行うループです。
この種の電流 / トル
ク・ループより前に、各アップストリーム・ループが複数回動作し、
ダウンストリーム・ループに対して入力参照値を提供します。
図1
に、標準的なカスケード制御トポロジーを示します。

2.1.1 インダストリ 4.0 サーボ・ドライブ向けの
Sitara™ プロセッサの使用法

製造業界とオートメーション業界は長年にわたってサーボ・モー
ター制御を使用してきましたが、
インダストリ 4.0 とスマート・ファ
クトリの登場に伴い、
オートメーション・システムの採用が加速し
ています。
その結果、
より多くの機能と、
より多くの軸を制御できる
能力を実装した、
よりスマートなサーボ・ドライブを求める需要が
強くなってきました。

従来、
ハイエンド・マイコンと大規模な FPGA (フィールド・プログ
ラマブル・ゲートアレイ) がローレベルの制御アルゴリズムを実行
し、付属のペリフェラルを使用してドライブの出力とモーターのフ
ィードバックを接続してきました。
サーボ・ドライブに課されるサ
ポート要件として、迅速な変更能力、
および機器のいっそうのスマ
ート化と性能向上を挙げることができます。
ネットワーク通信、機
能安全、予防保守、PLC (プログラマブル・ロジック・コントローラ)
のような各種機能がサーボ制御ボードに現在組み込まれている
最中であり、
その結果、外部ボードを不要にする方法でコストとス
ペースの最適化が進んでいます。
これに伴い、統合レベルが上昇
し、先端を行く設計者の皆様はいっそうの高性能化に注目してい

図 1 の各ブロックは、単一の異種プロセッサの中に存在する、
ま
たはプロセッサとマイコンの両者間に存在する複数のコアにまた
がる論理的なパーティションに従い、
それぞれの機能を適切に実
装しています。
マルチコア・プロセッサ内の複数のコアにまたがる
形で各種ループを分散すると、各ループ専用の処理帯域幅を最大
化することができます。
単一のプロセッサ・コアが自らの制御ルー
プに対する入力データを受け取った時点で、
そのコアはアルゴリ
ズムを実行し、
できるだけ早く完了させることができます。
その後、
参照値をダウンストリーム・ループに提供し、次いで、次の入力デ
ータ・セットの準備ができるまで他のサービスの提供を続けます。

ます。
TI の Sitara™ プロセッサなどがこれに該当し、
インダストリ
4.0 アプリケーションが必要とする処理の大半、場合によっては全
部に対応することができます。

単体性能がより高いプロセッサの方が、制御処理をより迅速に完
了させることができ、付加的なサービスや機能に対してより多くの
帯域幅を割り当てることができます。
32kHz の制御ループでサイ
クル時間が 31.25μs に近づくにつれて、
または複数の軸からの入
力をほぼ同時に処理する必要が生じるにつれて、高速処理が特
に不可欠になります。

Position (1 kHz to 4 kHz → 1 ms to 250 µs)
Speed/velocity (2 kHz to 8 kHz → 500 µs to 125 µs)
Torque/current (8 kHz to 32 kHz → 125 µs to 31.25 µs)
VDC

Industrial
comms
(position/
speed/
torque
reference)

x3

Position
loop

Speed
loop

VA,VB,VC

Torque/
current
loop
[FOC]

Speed

PMSM

Current
feedback
(x2-3)

Angle

図 1.標準的なサーボ・モーター制御ループ・テクノロジー
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PWM (x3)
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Angle
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sensor
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サーボ制御の厳格なリアルタイム処理要件に関するいくつ

かの処理オプションとして デジタル信号プロセッサ (DSP)
、FPGA、標準的な Arm® プロセッシング・コアを利用すること
もできます。
ただし、適切なプロセッシング・コアを選定するこ
とはそれほど容易ではない可能性もあります。
フレキシビリテ
ィと、制御アルゴリズムの最適化の間でバランスを維持する必
要が生じるからです。
以前は、制御アルゴリズムの最適化が第
1 の優先事項でした。
そのため、DSP、ASIC (特定用途向け集積
回路)、FPGA が明確な選択肢になっていました。

現在は、
サーボ・ドライブに対してインダストリ 4.0 のサービ
スを追加する必要が生じた結果、標準的な Arm Cortex®-A
と Cortex-R の各コアを採用する流れが生じました。
Cortex-A
コアは、非常に高い帯域幅を達成することができます。
この
特性は迅速なプロトタイプ製作に役立ちますが、
このコアに
は、Cortex-R が搭載しているリアルタイム・コンポーネントが欠
けています。
この理由で、
サーボ制御を行うには、Cortex-R が
Cortex-A より適切な選択肢になります。
一方、
ネットワーキン
グや予防保守のような他の多くのサービスでは、Cortex-R より
Cortex-A の方が明らかに適切です。
幸い、Sitara AM6x プロセ
ッサのようなマルチコア・デバイスは、
ここまでに説明したプロ
セッシング素子 (処理エレメント) をすべて搭載することが可能
なので、必要な素子すべてをシングルチップに搭載できます。

産業用通信

インダストリ 4.0 を実現すると、新しい魅力的な要素をいく
つもファクトリ (工場) に導入できますが、産業用サーボ・ド
ライブの分野で最も顕著なのは、
マルチプロトコル産業用
イーサネットを迅速に採用できるという事実でしょう。
産業
用イーサネットのフィールド・バスとポジション・エンコーダ
向けの市場には 10 種類以上の通信プロトコルが存在し
ていますが、各プロトコルには独自の長所と短所がありま
す。
EtherCAT、PROFINET、EtherNet/Industrial Protocol (IP)
はいずれもサーボ・ドライブ市場でごく一般的に使用されてい
るイーサネット・ベースのプロトコルであるのに対し、ポジショ
ン・エンコーダ・プロトコルとしては、Hiperface Digital Servo
Link、EnDat 2.2、BISS C (Bidirectional Interface for Serial/
Synchronous C) の方がより一般的に使用されています。

これらのプロトコルの多くには、対応する ASIC が存在してい
ます。
この種の ASIC をホスト・プロセッサに追加すると、特定
の通信プロトコルをサポートできます。
特定の状況でマルチチ
ップ・ソリューションを使用すると、
プロトコルのスタックがホ

エンジニア向け産業用ロボット設計ガイド
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スト・プロセッサ上で動作し、ASIC はメディア・アクセス制御
(MAC) レイヤを実行します。
単一のプロトコルのサポートのみ
を計画しているメーカー各社は、
この分散アーキテクチャを優
先します。
ASIC は通常、特定の通信規格向けに最適化済みだ
からです。
複数のプロトコルをサポートする必要が生じた時点
で、以下に示すいくつかの理由によりマルチチップ・ソリューシ
ョンはその魅力を失います。
新しいプロトコルを採用するごと
に、開発者が自ら新しいデバイスに精通する必要が生じます (
その結果、開発の労力とコストが増加します)。
また、
プロトコル
ごとに、
メーカー各社がボードの複数バージョンを維持する必
要が生じます。

Sitara プロセッサのようなソリューションは、
ホスト・プロセッサ
にマルチプロトコル・サポートを統合しており、
コストの削減、
ボード面積の節減、開発労力の低減に加え、外部コンポーネン
トとホストの間で実施する通信に関連する待ち時間の最小化
に貢献します。
複数の規格をサポートする単一プラットフォーム
を活用すると、ボードのハードウェアを 1 種類に抑えて、最終製
品で使用するさまざまなバージョンを維持することができます。
開発する製品の将来性を考慮する必要がある場合、TSN
(Time Sensitive Networking) サポートの必要性についても考
慮する必要があります。
産業用通信向けで選定するプラットフ
ォームは、進化を続けている各種 TSN 規格を採用できる十分
フレキシブルなものにする必要があります。
この要件を満たせ
ない場合、各種規格が最終的に制定された時点で、製品が時
代遅れになるリスクが生じます。
PRU-ICSS (プログラマブル・リ
アルタイム・ユニット産業用通信サブシステム) を採用すると、
ギガビット TSN に加えて、EtherCAT のような従来の 100Mbps
イーサネットに対応できます。
Sitara AM6x プロセッサ・ファミリ
は、
このフレキシブルな PRU-ICSS を使用して、
ソリューション
を実現します。

機能安全

機械による自律的な意思決定や動作を目指すトレンドと、危険
が生じる可能性のあるファクトリ環境で人と機械の対話型操
作が増加しているという事実は、
サーボ・ドライブを含め、
スマ
ート・ファクトリ内の多くのアプリケーションにとって機能安全
の重要性が増していることを意味します。
機能安全の各種規格
と Sitara プロセッサが産業用環境で担う役割の詳細について

は、
『The state of functional safety in Industry 4.0』ホワイ
ト・ペーパー (英語) をお読みください。

         2020 年第 2 四半期   I  テキサス・インスツルメンツ

第 2 章：ロボットのシステム・コントローラ

システム・パーティション

図 2 に、絶縁境界を使用して 2 個のシステム・オン・チップ (SoC)
を分離した、2 チップ構成のソリューションを示します。
このアー
キテクチャの利点は、
フィールド・オリエンテッド・コントロール
(FOC、磁界方向制御) ループに対してモーターからの入力が発生
した時点から、
それに応じて電流を変化させるという帰還制御ま
でに要する合計時間が短いことです。
ループ全体が電力段ボード
上で動作しているからです。

1 台のサーボ・ドライブ内で複数の制御ループをカスケード接続す
ると、通常は少なくとも 2 枚の回路基板にまたがる形であり、
それ
らの基板を強化絶縁境界で分離することになります。
この絶縁境
界は、
「ホット・サイド」(高電圧側) および
「コールド・サイド」(低電
圧側) と呼ぶ領域を作り出すことになります。
ホット・サイドはモー
ターに最も近接した領域であり、
モーターに電力を供給する高電
圧部品を搭載しています。
コールド・サイドは絶縁をはさんだもう
一方の領域であり、通常は制御ユニットを搭載しています。

図 3 も 2 チップ構成のソリューションを示していますが、今回は
制御ボード上にある SoC が両方ともコールド・サイドに属してい
ます。
制御ループは、2 個の SoC の間で分割されています。
一方の
SoC はアルゴリズムの処理を取り扱い、もう一方の SoC はアグリ
ゲータ (集約機能) として動作し、絶縁境界をまたぐ PWM (パルス
幅変調) を生成します。
このアーキテクチャの利点は、同じ性能レ
ベルを維持したまま、電力段のコストを削減できることです。
ただ
し、図 2 に示すパーティションを実現するには、2 個の SoC の間で
高速インターフェイスを使用する必要があります。

1 台のモーター・ドライブ内に存在するさまざまな制御ループはモ
ジュール形式を採用しているため、設計者の皆様が絶縁境界にま
たがるシステムのパーティションを作成する際に、多くの選択肢を
利用できます。
図 2、3、4 に、
サーボ・ドライブに関して利用可能な
いくつかのパーティションを示します。
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図 2.Sitara プロセッサは、
システムのホット・サイドで制御ユニットを分離する絶縁境界をまたぐ形で通信を実施する
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図 3.サーボ・プロセッサとして動作する Sitara プロセッサは、
システムのコールド・サイドにある C2000 マイコンまたは FPGA
に対してさまざまな制御機能をオフローディングする
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図 4.Sitara™ プロセッサを使用してサーボ制御全体をコールド・サイドに実装
図 4 では、PWM とモーション・プロファイル生成機能 (通常は PLC
が処理) を含めた制御ループ全体を、コールド・サイドにある単一の
SoC に統合しています。
このアーキテクチャを採用すると、統合を通
じていっそうのコスト削減を実現し、複数の SoC 間のインターフェイ
スに関連する待ち時間を排除することができます。

Sitara ファミリの他の製品は、PRU-ICSS サブシステムに加えて、
他のコアやペリフェラルも搭載しており、制御と通信を実施できま
す。AM6x プロセッサ・ファミリは統合をさらに進め、Hercules マイコ
ン・ベースの安全性機能を統合して、通信、サーボ制御、ある程度の
レベルの機能安全をシングルチップ・ソリューションで実現します。

Sitara プロセッサ・ファミリが搭載している各種 SoC は、
この章で説
明したシステム・パーティションに関連して、
スタンドアロンの産業用
通信モジュールから、
フル機能の多軸サーボ・ドライブまで、あらゆる

インダストリ 4.0 は、サーボ・ドライブに関連する新しいガイドライ
ンとシステム要件を導入しています。その結果、設計者の皆様はサ
ーボ・ドライブの現在と将来のニーズに適したソリューションを選
定することが重要になっています。Sitara AM65 プロセッサのよう
な各種デバイスは、Cortex-A と Cortex-R 両方のコアを搭載してお
り、100Mbps と 1Gbps の産業用ネットワーキングをサポートしてい
るので、既存と将来両方のサーボ・ドライブをサポートできます。ま
た、TI は他の Sitara プロセッサや C2000 マイコンを含めた多様な
製品を提供しており、産業用市場のニーズの変化に対応できます。

TI のソリューション

機能を処理することができます。図 5 に、Sitara、Hercules™、C2000

マイコンの各ファミリで実現できる各種機能を示します。Sitara AMIC
プロセッサは PRU-ICSS サブシステムを搭載しており、
スタンドアロン
のマルチプロトコル産業用通信モジュール向けに最適化済みです。

TI のサーボ・ドライブ製品

安全
インダストリ 4.0
のサービス
制御

通信

Sitara™

Sitara™

Sitara™

Sitara™

Sitara™

Hercules™

AMIC110 Processor

AM335x Processors

AM437x Processors

AM57x Processors

AM6x Arm® Processors

MCU

Product No.
Product No.
AMC110
AM335x
Group Nameプ
Group
Name
ロセッサ
プロセッサ
Pruct
Pruct

製品

まとめ

Product No.
Product No.
Product No.
AM437x
プロ AM6x
Arm
Group Nameプ AM57x
Group Name
Group Name
ロセッサ
セッサ
プロセッサ
Pruct
Pruct
Pruct

統合された機能安全上の機能

4

時間に制約のあるネットワーク機
能 (TSN)

予測可能なメンテナンス

産業用イーサネット

マルチ
プロトコル

4

4

4

4

マルチ
プロトコル

図 5.サーボ・ドライブ向けの TI の各種プロセッシング製品
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4

C2000™ F28004x
Piccolo™

MCU

MCU

F2837x
Group
Name
Delfino
Pruct

C2000

マイコン

C2000
Product No.
F28004x
Group Name
Piccolo
Pruct
マイコン

4

4

4

4

Product No.

4

内蔵セキュリティ機能

高速シリアル・インターフェイス
内蔵サーボ・モーター制御

Product No.
Hercules
Group Name
マイコン
Pruct

C2000™ F2837x
Delfino™
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4
マルチ
プロトコル

4

4

4

4

4

4

4

4
4
マルチ
プロトコル

4
4

4
4

マルチ
プロトコル

EtherCAT®
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2.2 ロボット・システム向けのサーボ・ドライブ

絶縁型ゲート・ドライバを使用する理由

2.2.1 絶縁型ゲート・ドライブの影響

情報交換と都市化の流れがグローバル・レベルで進展してい
る現状で、
パワー・マネージメントの必要性は従来以上に重要
性を増しています。

この結果、消費電力に関する要件を満たすために、洗練された
インテリジェンスに対応しているパワー・エレクトロニクスを必
要とする、高効率で信頼性の高いシステムにも影響が生じてい
ます。
このような要件を必須とする日常的なアプリケーション
のいくつかの例として、
データ・センター、通信分野の基地局、
産業用オートメーション、
モーター・ドライブ、
グリッド・インフラ
を挙げることができます。
アプリケーションごとに、固有の電力
レベル要件、
トポロジー、
パワー・スイッチに関する適切な選択
肢が存在しています。

たとえば、
データ・センターと電気通信分野の各アプリケーシ
ョンは、単純にパワー MOSFET (metal oxide semiconductors
FET) を使用しています。
これらのアプリケーションは、
スイッチ
ングをより早く実行することに加え、
システムの電力密度を向
上させる必要があるからです。
一方、産業用オートメーションと
モーター・ドライブは通常、IGBT (絶縁型ゲート・バイポーラ・ト
ランジスタ) を使用します。
高電圧要件 (大半の MOSFET は耐
圧が 600V 以下であり、耐圧を上げると対応可能スイッチング
周波数が低下) と、
より高い電力レベルが必須になるからです。
ソーラー・インバータのようなグリッド・インフラ機器には、
イン
バータの種類と電力レベルに応じて、各種パワー・スイッチを
選択できるフレキシビリティがあります。

この種のアプリケーションには、
ヒューマン・マシン・インターフ
ェイス (HMI) が関係しています。
さらに、
コントローラや通信ペ
リフェラルのような各種インテリジェント・システムは、大電力
回路や高電圧回路と接続する際に、高エネルギーからの保護
を必要とします・絶縁を通じて、
このような保護を実現します。
また、絶縁回路と電力伝送素子の統合は、
システムのサイズ節
減とコスト削減に貢献します。
1 つの重要なトレンドは、ゲート・
ドライバとアイソレータ (絶縁機能を実施するデバイス) の統合
です。
両者の組み合わせを、絶縁型ゲート・ドライバと呼びます。
この統合は重要なトレンドになりつつあり、
システム・レベルで
のこの種の機能の魅力が高まっています。
e-book (PDF) の中の、
このセクションは 2 部形式になっていま
す。
第 1 部は、絶縁型ゲート・ドライブの魅力が高まっている理
由について説明します。
1 つのアプリケーションの概要を紹介し
ます。
第 2 部は、
パワー・スイッチの機能である絶縁型ドライバ
の要件について説明します。

エンジニア向け産業用ロボット設計ガイド
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データ・センター・アプリケーション

情報の処理と検索に関する需要と可用性は、
どの場所でも共
通しています。
たとえば、
スマート・デバイスを使用する場合、消
費時間はわずかです。
TI のソーシャル・メディア (SNS)、
メッセ
ージ、E メールの内容を確認してみてください。
これらはすべて
クラウド側で処理されています。
このクラウドは、世界規模でリ
アルタイム・コネクティビティを実現するための原動力です。
ク
ラウドは物理的にはデータ・センター内に位置しています。

データ・センターを出入りする情報は、
ファイバや同軸ケーブル
のような各種回線経由で、
または通信基地局を経由してワイヤ
レスで伝送されます。
データ・センター内部には、電力供給ユニ
ットがあります。
一般には、
「電源」
と呼んでいます。
情報はサー
バー内に格納されています。
この状況では特に
「クラウド・サー
バー」
として知られています。
これらのサーバーは、
ユーザーと
の間で情報をやり取りし、格納と取得を行うために電力を必要
とします。
これらの電源ユニットは、数百ワットから数千ワットの
範囲内にあります。
これらはグリッド (ライン電源) に直接接続
する形で動作します。
グリッドとは、数百ボルトの範囲内で定期
的に変動している AC ライン電圧のことです。
したがって、
この
種の電源ユニットのことを高電圧ユニットとも呼びます。

一方、
サーバーの効率を向上させることを目的としたコントロ
ーラや通信コンポーネントなど、複数の低電圧コンポーネント
も存在しています。
さらに、
これらのサーバーは効率定格に基
づく形で販売されているので、
これらの定格を維持することが
不可欠です。
加えて、
クラウドが動作を続けるために、複数のユ
ーザーが HMI を通して各種サーバーを操作しています。
この状
況で、
ブレークダウン (絶縁破壊) が生じて、高電圧ユニットから
HMI へ電流が流れ込む事態を完全に防止することが重要で
す。
仮にそのような事態が発生した場合、
コントローラや通信
のような低電圧コンポーネントすべての損傷と、最悪の場合で
ユーザーの負傷または死亡につながる危険性があるからです。
絶縁が答え

絶縁デバイスとは、半導体集積回路 (IC) であり、高電圧ユニッ
トと低電圧ユニットの間でデータと電力の伝送を許可すると
同時に、有害な DC 電流や制御されていない過渡電流がグリッ
ドから流れ込む事態を防止します。
よく知られている 1 つの例
は落雷です。
絶縁とは、高エネルギーが流れることが可能な回
路の中で作り出されているグランド・ループを断ち切るための
手段です。
絶縁には、
いくつかの方法があります。
その中でガル
バニック絶縁は、非常に大きな電位差に対する保護を実現でき
る手段です。
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この需要を満たす 1 つの方法は、電力密度を向上させ、絶縁の堅牢性を
高めることです。
これらを実現するには、電源の効率を大幅に改善し、電
力の伝送レートを向上させます。
この目的で使用する手段は、kHz などの
単位で表現する、
スイッチング周波数を変更することです。
この種の改善
は、電源ユニットの小型化にも貢献します。
アイソレータを主な電力コン
ポーネントである高速ゲート・ドライバと統合すると、絶縁の堅牢性を実
現できます。統合後のデバイスを、
「絶縁型ゲート・ドライバ」と呼びます。

ゲート・ドライバの機能

そのような統合型ソリューションの価値に関する理解を深めるために、最
初にゲート・ドライバの使用方法を理解する必要があります。ゲート・ドラ
イバは、
スイッチ・モード電源の下で動作するシステムの一部として実装
します。
この状況で、パワー・スイッチはオンとオフどちらかのモードで動
作するので、理想を言えば、高いスイッチング周波数動作の状況で、
スイッ
チ自体が消費する電力は 0 になります (実態として、0 にはなりませんが、
周波数が高い方が消費電力を減らしやすくなります)。一般的に使用され
ている 2 種類のパワー・スイッチは、パワー MOSFET と IGBT です。
スイッ
チ・モード電源は、
コントローラをベースとする閉ループ電源トポロジー
を使用して動作します。電圧を安定化し、
スイッチを流れる電流を制御す
るために、
これらのスイッチのゲート (制御端子) を使用して、
スイッチの
オンまたはオフの状態を制御します。
たとえば、パワー MOSFET の例に注
目しましょう。図 1 に、ゲート端子がどのように動作するかを示します。
CGD

D

G
(Gate-to-source voltage) VGS
ON
ON
Threshold
OFF

• スイッチをオフにするには、VGS < しきい値レベルになるように、電圧
を下げます.

• ゲートは、
ドレインやソースに直結しているわけではなく、
これらの端子
とは事実上の絶縁状態にあります。ゲートの先にあるのは静電容量で
あり、外部から見ると、ゲートはコンデンサに接続されているだけのハ
イ・インピーダンス端子です。
• MOSFET の内部構造を参照すると、CGS (ゲート - ソース間静電容量)
、CGD (ゲート - ドレイン間静電容量) という 2 つの寄生静電容量が存
在しています.

この状況で、ゲート・ドライバが役割を演じることになります。ゲート・ドラ
イバはパワー・アンプと同じ役割を果たし、
コントローラ IC から電力の小
さい入力を受け入れ、パワー MOSFET のゲートを駆動してオンまたはオ
フを切り替えるための十分大きい電流を生成します。

絶縁型ゲート・ドライバと従来のトランス採用絶縁の比較

コントローラの位置や配置方法によっては、データ・センター向け電源な
どの高電圧アプリケーションで、
コントローラとドライバの間で絶縁を実
施する必要が生じます。絶縁を実現するための従来の方法は、ゲート・ド
ライバ・トランスを使用することです。

図 2a に、シンプルな非絶縁型のローサイド・ゲート・ドライバを使用して
トランスをパルス駆動し、
ブリッジ・トポロジーを構成している複数の相レ
ッグのうち、1 つの相レッグ (図 2b) を制御する方法を示します。
この方式
を、
タイプ A と呼びます。
VCC

VCC

HV

CIO

Q1

PWM1

PWM2

CByp

Low
side
driver

Q2
VSS

SGND

PGND

CGS

OFF

CIO

S

図 1.パワー・スイッチ内でのゲート端子による制御

図 2a.トランス採用絶縁は、相レッグのハイサイドとローサイド両方の
スイッチを駆動
VDC-Link

まず、MOSFET にはゲート、
ドレイン、
ソースという 3 つの端子があります。
ゲートは、MOSFET のオンとオフ状態を制御します。大ざっぱに言うと、ゲ
ートに印加している電圧が高い場合、
ドレイン端子とソース端子の間の
電気抵抗は非常に小さくなり、オンになります。ゲートへの印加電圧が低
い場合、
ドレインとソースの間の電気抵抗は非常に大きくなり、オフにな
ります。
つまり、MOSFET は電圧で制御できるスイッチです。ゲートへの印
加電圧が高いか低いかを表すのがゲート - ソース間電圧、つまりゲート
端子とソース端子の間の電位差です。記号として、VGS を使用します。
エンジニア向け産業用ロボット設計ガイド

• スイッチをオンにするには、VGS > しきい値レベルになるように、ある程
度高い正の電圧を印加します。

Controller

日常的な電力需要は増加を続けています。
この点に加えて、大半のユー
ザーは自らが希望する情報を即座に受け取れることを期待しています。
この結果、データの需要が増加すると、データ・センターの処理能力も増
強する必要が生じます。
それに伴い、電力供給システムはより多くの電力
を供給する必要があります。
ただし、データ・センターには敷地面積など
不動産としての制約が付きまといます。
データ・センターの建築面積を拡
大するのは非常に多額の費用を要し、かなり不経済です。
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400 V
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図 2b.フル・ブリッジ・トポロジーのうち、
1 つの相レッグ
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VBIAS

VCC

VCC

Controller

PWM1

HI
LI

PWM2

VSS
EN/NC

VSS

SGND

Isolator

DBOOT

HV

HB

Q1

HO
CByp

HS
LO

Q2

COM

PGND

図 3.相レッグ・コントローラに注目したアイソレータとゲート・ドライバの構成

ここで、
コントローラとハイサイド・ドライバ、
またコントローラ
とローサイド・ドライバの間にあるトランスの代わりに、1 個の
アイソレータ IC を使用することを考えてみましょう (図 3)。
この
方式を、
タイプ B と呼びます。

今度は、図 4 に示すように、
アイソレータとドライバを統合し
て、1 個の IC またはマルチチップ・モジュールを形成することを
考えます。
この方式を、
タイプ C と呼びます。
このソリューション
は、絶縁型ゲート・ドライバです。

タイプ C を使用すると、
ディスクリート・トランス採用ソリューシ
ョンに近い伝搬遅延と同時に、50% を上回る大幅な面積節減
を実現できます。
さらに、
タイプ C をカスタマイズして、100V/ns
を上回る CMTI (同相電圧過渡耐性) を実現することもできま
す。
この数値は、
タイプ A ソリューションで達成可能な数値を大
幅に上回っています。
CMTI は、ゲート・ドライバの堅牢性を決定
する重要なパラメータです。

表 1 に、
タイプ A とタイプ B の間の代表的な比較結果を示し
ます。
仕様

TProp

バイアス電源
CIO

寄生容量

オーバーシュート

サイズ

タイプA

タイプB

=20ns

=100ns

いいえ

はい

≥10pF

≤1pF

大型 (LLK)

超小型

大型

小型

大型

データ・センター・アプリケーションの説明と同様、
システム・ソ
リューションのサイズを小型化できます。
この特性は、
より高い
電力レベルで、
よりボード面積の小さい電源という形で具体化
できます。
できるだけ多くのコンポーネントを統合することが重
要です。
この理由で、
この方針が電源ソリューションのトレンド
になっています。
絶縁型ゲート・ドライバ (タイプ C) は、
このトレ
ンドに対する答えです。
ガルバニック絶縁テクノロジーは通常、
容量性、光学、誘導性いずれかの性質を使用します。
さらに、絶
縁レベル (強化絶縁、基本絶縁、機能絶縁のどれを採用するか)
は、
アプリケーションによって異なります。

小型

表 1.タイプ A とタイプ B の比較

アイソレータとゲート・ドライバを組み合わせたサイズが、
トラ
ンス採用絶縁より小型であることに注意してください。
ただし、
電力密度の高いアプリケーションにとって重要なメトリック (測
定値) の 1 つである伝搬遅延 (表の
「TProp」、
または「tpd」
とも
表記) は、
タイプ B の方が大幅に長くなっています。

VBIAS

VCC
LDO

VCC

Controller

PWM1

VSS

HI
LI

PWM2

VSS
EN/NC

SGND

Isolator

DBOOT

HV

HB

Q1

HO
CByp

HS
LO

Q2

COM

PGND

図 4.絶縁型ゲート・ドライバを使用して 1 つの相レッグを駆動する統合型ソリューション
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絶縁型ドライバは、
パワー・スイッチの 1 機能

絶縁型ドライバの機能や特徴は、以下の点で非絶縁型ドライバに
よく似ています。
• 伝搬遅延

• 同相電圧過渡耐性 (CMTI)

• 立ち上がり時間 / 立ち下がり時間

• ドライバ側の最大電源電圧
• UVLO

• チャネル相互間の遅延
• 保護方式

• デッドタイム制御とオーバーラップ

• イネーブル / ディセーブル機能

各仕様パラメータの重要性は、
アプリケーションによって決まりま
す。
たとえば、
データ・センターのサーバーや通信インフラで使用す
る電源は、20kHz を上回る高いスイッチング周波数で動作します。

この種のアプリケーションは、
スイッチング損失の最小化を重視す
るので、
パワー MOSFET を使用します。
その結果、立ち上がり時間
/ 立ち下がり時間や伝搬遅延のようなパラメータが非常に重要に
なります。
一方、
モーター・ドライブや 5kW を上回る大電力ソーラ
ー・インバータのようなアプリケーションは、
おおむね 5 ～ 20kHz
の範囲内にあるスイッチング周波数で動作します。
この種の大電
力アプリケーションは、IGBT を使用します。
必要な特性は、良好な
複数の保護方式、
およびドライバ側の高い電源電圧を想定したう
えで、開発中の設計がこの種のアプリケーションの過酷な環境に
耐えられるようにすることです。

絶縁型ゲート・ドライバ特有のパラメータの 1 つとして、CMTI を挙
げることができます。
特に、
システムを高いスイッチング周波数で
動作させる場合、
このパラメータを考慮することが重要です。
CMTI
は、
アイソレータを通過する信号を破損させることなく、ゲート・ド
パワー・スイッチ

チャネル数

このファミリは、TI の容量性バリアから派生したもので、業界最高
の誘電体強度を発揮する SiO2 インシュレータ (絶縁材) を使用し
ています。
システム・レベルの信頼性を確実に強化する目的で、各
容量性バリアは、絶縁サージ電圧保護強度が 12.8kV を上回り、仕
様絶縁電圧が 5.7kV という TI 独自のテクノロジーを使用していま
す。
加えて、高速な短絡保護機能と迅速な応答時間により、
システ
ムの保護能力を強化しています。
表 2 は、MOSFET と IGBT の各絶縁型ゲート・ドライバを比較し、
すでに説明した違いを要約しています。
IGBT

高 (>20kHz)

低 ～ 中 (5 ～ 20kHz)

いいえ

はい – 脱飽和、
ミラー・クランプ

0V ～ 20V

-10V ～ 20V

シングルおよびデュアル・チャネル

保護

最大 VDD (電源)

シングル・チャネル

20V

VDD 範囲

30V

10V ～ 12V

動作 VDD
UVLO

12V ～ 15V

8V

CMTI

12V

50 ～ 100V/ns

伝搬遅延

代表的なアプリケーション

特に、SiC MOSFET はその優れた材質特性により、
パワー・エレク
トロニクス分野における破壊的創造、言い換えると従来の常識
を覆すほどの革新的なソリューションとして登場しました。
その成
果は、高電圧や大電力のアプリケーションで使用できる、
エネル
ギー効率が高く、堅牢で、小型のシステムという形で具体化して
います。
電気自動車 (EV) と再生可能エネルギー採用の電源シス
テムの登場に伴い、
これらのアプリケーションに寄せられる関心
は高まっています。
その結果、SiC のゲート・ドライバに関する要件
が非常に重要になっています。
TI は、各種絶縁型ゲート・ドライバ
で構成された UCC217x ファミリを提供しています。
これらの製品
は、SiC MOSFET 向けの高速な統合型センシング機能も搭載して
います。
UCC217x ファミリは、TI の容量性絶縁型テクノロジーを
活用し、絶縁バリアの寿命を最大化すると同時に、高い強化絶縁
型定格、高速なデータ速度、高密度のパッケージングを実現して
います。

MOSFET

スイッチング周波数

レール電圧

ライバ IC 内のアイソレータが 2 つのグランドの間で発生する高ス
ルーレートの過渡電圧に対処する能力を表します。
CMTI の値が
大きいほど、
スイッチング周波数の高いアプリケーションでその絶
縁型ゲート・ドライバを使用できることを暗黙的に意味します。
ま
た、GaN (窒化ガリウム、ガリウム窒素) や SiC (シリコン・カーバイ
ド) のようにバンドギャップの広いスイッチの登場に伴い、CMTI は
絶縁型ゲート・ドライバにとっておそらく最も重要なパラメータに
なったと考えられます。

<50V/nx

小さい方が良い (<50ns)

高 (重大ではない)

電源：サーバー、
データ通信、通信、
ファクトリ・オートメーション、
オンボードお
よびオフボード・チャージャ、
ソーラー・マイクロ・インバータおよびストリング・
インバータ (<3kW)、400 ～ 12VDC/DC、自動車

モーター・ドライブ (AC 装置)、UPS、
ソーラー・
セントラルおよびストリング・パワー・インバータ
(>3kW)、車載トラクション・インバータ

最大 650V

表 2.MOSFET と IGBT の各絶縁型ゲート・ドライバの比較
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まとめ

電源、
ソーラー・インバータ、HEV/EV (ハイブリッド車と電気自動
車) の DC/DC コンバータなどの各種パワー・マネージメント・アプ
リケーションで、高い電力密度と堅牢性がますます重要になって
います。
電力レベルが上昇するにつれて、HMI とインテリジェント・
システムを保護することが重要になります。
したがって、絶縁型ゲ
ート・ドライバはこの種のアプリケーションで、優先度の高いソリ
このセクションでは、絶縁型ゲー
ューションになりつつあります。
ト・ドライバの数値を、従来のトランス採用方法と比較しました。
この種のドライバにとって重要な要件に注目し、
パワー・スイッチ
やアプリケーションの機能として説明しました。
TI は、
これらのパ
ワー・スイッチ向けに複数の絶縁ゲート・ドライバを提供してい
ます。
UCC21710-Q1、UCC21732-Q1、UCC21750、UCC21520

、ISO5451/5452、UCC5350、UCC21220 の各絶縁型ゲート・ドラ
イバで構成されたファミリがこれに該当し、電源、
モーター・ドライ
バ、
ソーラー・インバータ、車載電動システムなどの各種アプリケー
ションで活用できます。

2.2.2 ソース (供給) とシンク (引き込み) のピーク電流
パラメータについて

ゲート・ドライバは多くの場合、連続電流源と混同されていま
す。
データシートには、
ハイ・レベルの出力電流 (IOH) とロー・レ
ベルの出力電流 (IOL) に関する仕様が規定されているからです。

たとえば、TI の UCC5320SC に注目している設計者は、
「4.3A
ソース」
および
「4.4A シンク」
というパラメータを目にしたとき
に、
「これらのデバイスはこれらの電流を連続的に供給できる」
と誤解する可能性があります。

VGS
VTH
IG

VDS

ゲート・ドライバが、
このような連続電流を供給することはあり
ません。
ドライバが実施する必要があるのは、接続先のパワー
MOSFET または IGBT のゲートのオンとオフを切り替えること
だけだからです。図 1 に、
ターンオン波形を示します。

デバイス内部にある
IOH と IOL の各仕様について理解するには、
プルアップとプルダウンの構造に注目する必要があります。
ゲ
ート・ドライバの出力段には通常、図 2 に示すようないくつかの
バリエーションがあります。
UCC5320SC は、分割出力のピン配
置を採用しており、
その結果、
ショットキー・ダイオードのような
付加的なコンポーネントを追加しなくても、立ち上がり時間と
立ち下がり時間をより詳細に制御できます。

VCC2

UVLO2
Level
shifting
and
control
logic

RNMOS

ROH
OUTH
OUTL

ROL
VEE2
図 2.ゲート・ドライバの出力段

無負荷の条件下で、IOH を決定するのは、VCC2 と、RNMOS および
ROH の合成抵抗です。
それに対し、IOL を設定するのは、VCC2 と
ROL です。
RNMOS は、図 1 の区間 3 に示すミラー・プラトー (高原、
値が大きく比較的平坦) 領域でピーク供給電流を使用して短
時間の昇圧を通じ、
プルアップ構造を使用してピーク電流を流
すのに役立ちます。
出力の状態をローからハイに変更しようと
する短い瞬間だけ、N チャネル MOSFET をターンオンする方法
で、
このような動作を実現します。
MOSFET と IGBT をハイに駆
動する場合、外部ゲート抵抗 RON とトランジスタの内部ゲート
抵抗 RGFET_Int は、式 1 に示しているようにピーク出力電流を減
少させる要因になります。

⎛
⎞
VCC2
⎟
IOH =min ⎜⎜4.3A,
RNMOS ||ROH +RON +RGFET _Int ⎟⎠
⎝

同様に、
ピーク・シンク電流は外部ゲート抵抗 ROFF および直列
接続されている ROL と RGFET_Int によって制限され、式 2 が電流
の大きさを決定することになります。

ID

1

2

3

4

⎛
⎞
VCC 2
⎟
IOL = min ⎜⎜4.4A,
ROL + ROFF + RGFET _ Int ⎟⎠
⎝

図 1.MOSFET のターンオン時間の間隔
エンジニア向け産業用ロボット設計ガイド
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絶縁型シングルチャネル・ゲート・ドライバ UCC5320SC と 1 個
の 100nF 静電容量負荷を使用する場合のピーク駆動電流を
決定するために、
さまざまな手法を示すことも可能です。
最初
の手法は、式 1 と式 2 に基づいて、予期されるピーク電流を計
算することです。
開発中のシステムで使用するゲート・ドライバ
を選定する際に、
これらの式を使用してピーク・ドライブ電流を
推定することになります。

実際にプリント基板に取り付ける前に、MOSFET または IGBT
の駆動に関するシミュレーションを実施するには、
スイッチの
入力静電容量 CISS に等しい値の負荷コンデンサを選定します。
必須のゲート電荷 (Q = CV) を求めるために、MOSFET または
IGBT のデータシートで駆動電圧条件に基づくパラメータを参
図 4.直列センス抵抗の両端間の電圧
照し、入力静電容量を判断します。
表 1 に、
これら 3 つの手法の結果を示します。
コンデンサに対
2 番目の手法は、CISS とスイッチング波形の過渡電圧 (dv/dt)
してわずか 0.1Ω のセンス抵抗を直列接続した場合、式 1 から
を使用し、
ソース電流またはシンク電流を判断することです。
図
は 4.30A のソース電流が流れることを推定できます。
式 3 で、
3 はピーク dv/dt を判定するために、固定的な 35ns 間隔に設
ゲート駆動の波形のうちリニア領域で測定した dv/dt の最大
定したカーソルを使用し、立ち上がりエッジの開始から終了ま
値を使用します。
この場合、推定値は 4.53A です。
この同じリニ
での区間を掃引する方法で dv/dt を測定しています。
目安とし
ア領域内で、センス抵抗の両端間の電圧を図 4 で測定してい
て、
オシロスコープのカーソルを特定の時間間隔 Δt に設定し
ますが、
オームの法則 (V = RI) を使用してピーク IOH を求める
ます。
この間隔は、負荷電流に流れる電流を判断することを目
と、4.29A になります。
的として、立ち上がり時間全体に比べておよそ 10% の割合に
します。
理論値か測定
値か

理論値
測定から求めた
計算値

測定から求めた
計算値

方法：

式 1：
IOH = min (4.30A, 4.44A)

4.30A

オームの法則：
IOH = 438mV/102mΩ

4.29A

式 3：
IC = 102nF (4.44 = MV/s)

表 1.測定結果の比較

図 3.負荷コンデンサ全体でのピーク dv/dt の測定

測定済みのピーク dv/dt と負荷コンデンサの値を使用し、式 3
に基づいてピーク電流を計算します。
		

IC = C

dv
dt

(3)

3 番目の手法は、
コンデンサとグランドの間に 0.1Ω のセンス抵
抗を挿入し、IOH または IOL を計算することです。
図 4 に、センス抵
抗の両端間の電圧 VSENSE の波形を示します。
その測定値は、Vcap
波形で見受けられる dv/dt のうち最大の値に一致しています。

エンジニア向け産業用ロボット設計ガイド
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結果

4.53A

最初の手法はゲート・ドライバを選定するときに良好な出発点に
なりますが、
この手法で得られる値は実際の測定値ではありませ
ん。
2 番目の手法は、固定的な Δt を使用し、波形全体を掃引する
方法で最大の dv/dt を高精度で測定する、
という技法に依存して
います。
最後に、0.1Ω のセンス抵抗の両端間で電圧を測定すると、
図 4 とオームの法則を使用して、
ピーク駆動電流の測定値から計
算する方法で値を求めることができます。
3 番目の測定手法を使
用するための鍵となるのは、
ピーク出力電流に制限を加えてしま
う事態を避けるために、値の小さいセンス抵抗を選定することで
す。
提示した手法はいずれも、ゲート・ドライバのピーク出力電流
に関して受け入れ可能な近似法です。

繰り返しになりますが、IOH と IOL はいずれも、連続的な DC 値では
ありません。
このピーク電流は、CISS を瞬間的に充電または放電す
るときの電流の大きさであり、
スイッチをターンオンにした瞬間か
ら、
この電流は小さくなってゆきます。
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2.2.3 UVLO 搭載のローサイド・ゲート・ドライバと
BJT トーテム・ポールの比較

図 2 に、MOSFET を駆動するために使用する BJT トーテム・ポー
ルの構成を示します。
図 2 に、入力電流を制限する目的で、1 個の
バイパス・コンデンサと追加のベース抵抗を使用して構成した代
表的なゲート・ドライブ回路を示します。
パワーオンとパワーオフ
の際に、BJT ドライブの電源電圧が安定する前に、MOSFET で高
電圧と大電流の組み合わせが発生する可能性があります。
この回
路に対して外部 UVLO 回路を追加することは可能ですが、
このよ
うな追加を実施する場合、部品点数、基板フットプリント、部品表
(BOM) コストがいずれも増加する結果になります。
3.3 V

15 V

1 nF

UVLO の重要性

50 Ω

50 Ω

Function
generator

図 2.BJT トーテム・ポールの回路図

図 3 に、同じ条件下でパワー・スイッチを駆動する UCC27517 デ
バイスを示します。
ただし、
このデバイスは UVLO を内蔵しており、
その機能が有効になる代表値は 4.2V、
ヒステリシスの代表値は
300mV です。
電源電圧が UVLO に達した時点で、安定状態に達す
また、
このソ
るまで、
ドライバの出力は VDD に向かって上昇します。
リューションには、少ない部品点数、控え目なフットプリント、少な
い BOM コストという特長があります。
15 V
100 Ω

UCC27517 ゲート・ドライバは、重要な保護機能を内蔵していま
す。
電源電圧が UVLO しきい値に達していない場合、
この保護機
能はドライバの出力をグランドに接続します (負荷に供給しませ
ん)。
図 1 に、
ドレイン - ソース間電圧 (VDS) を横軸、ゲート - ソース
間電圧 (VGS) を縦軸に置き、VDS が特定の値であるとき、VGS の値が
さまざまに異なると MOSFET にどのような影響を及ぼす結果に
なるかを示します。
赤い曲線より右側にあるのが飽和領域です。
こ
の領域は、
ドレイン - ソース間電流 (IDS) が一定であるという特性
によって定義できますが、ゲート - ソース間電圧 VGS に依存し、
ドレ
イン - ソース間電圧 VDS からは独立しています。
この飽和領域で、
ドレイン電流 ID の増大と、
ドレイン - ソース間電圧 VDS の上昇が同
時に発生して電力損失が大きくなる可能性があります。
赤い曲線
より左側はリニア領域であり、
ドレイン電流は MOSFET の小さい
RDS(on) (MOSFET がオンのときのドレイン - ソース間抵抗) に比例し
ます。
大きいドレイン電流を想定しているアプリケーションの場合、
ゲート - ソース間電圧 VGS の電圧降下は MOSFET にとって危険な
状態を生じさせる可能性があります。
UCC27517 や、UCC ファミリ
に属す他のローサイド・ドライバは、UVLO 機能を内蔵してこの電
圧降下を防止しており、安全なパワーアップを実現します。

100 Ω

ローサイド・アプリケーションでパワー・スイッチを駆動する目的
で、従来の BJT (bipolar junction transistor、
バイポーラ・トランジ
スタ) をゲート・ドライバで置き換えることが一般的になりつつあ
ります。
ゲート・ドライバは多くの安全性機能を内蔵しており、
ディ
スクリート・ソリューションで不足している保護機能に関係するリ
スクを低減できます。
MOSFET または IGBT を駆動するときに、予
測可能なスイッチング動作と堅牢性の高いゲート駆動を確実にす
るために、安全性機能が重要になります。
UCC27517 ゲート・ドラ
イバと、
ディスクリート・トーテム・ポールを比較し、低電圧ロックア
ウト (UVLO) の条件下でのそれぞれの挙動と性能に注目してみま
しょう。

BJT トーテム・ポールが保護機能を搭載していない理由

Drain current vs drain source voltage for several values of VGS
40

VGS = 10 V

Drain current / A

30

50 Ω
3.3 V

35
VGS = 9 V

Linear region

IN+

VGS = 8 V
Saturation region

15

VGS = 7 V

10

VGS = 6 V

5
0

VGS = 5 V
2
4
Drain to source voltage / V

6

8

10
2V / DV

図 1.MOSFET の 1 ～ 5 (電流 - 電圧間) 特性
エンジニア向け産業用ロボット設計ガイド
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OUT

GND UCC27517

25
20

VDD

IN-

Function
generator

図 3.UCC27517 の回路図
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UVLO 機能搭載の UCC27517 を使用して MOSFET と
IBGT を保護

3.3V スタートアップの時点で、熱挙動は両方のゲート・ドライブの間
で大きく異なっています。
UCC27517 ゲート・ドライバは自らの出力を
クランプし、
スイッチングを開始する事態を防止すると同時に、FET (
電界効果トランジスタ) 出力両端間でのドレイン - ソース間電圧 VDS
の電圧降下も防止しています。
図 4 の波形は、
このイベントを示して
います。
チャネル 2、
つまり VDS_517 は、MOSFET の端子両端間で電
圧降下が生じていないことを示しています。
それに対し、
チャネル 4、
つまり IDS_517 は、
パワーアップの期間中、
ドレイン電流がグランド
に接続されている (電流の値が増えない) ことを示しています。
電源
電圧が UVLO の立ち上がりしきい値に達するまで、
このプロセスが継
続します。
一方、BJT を使用する場合は、
チャネル 1、
つまり VDS_BJT
がキャプチャしているように、MOSFET の両端間で電圧降下を許容し
ています。
また、
チャネル 3、
つまり IDS_BJT が示しているように、電
流は大きく増大しています。
このような電流の増大は過度の消費電力
(つまり発熱) につながり、MOSFET の損傷を招く可能性があります。

図 5.3.3V パワーアップ時に UCC27517 がドライブする MOSFET (左
側中央) と BJT がドライブする MOSFET (右側中央) の熱画像

内蔵の UVLO 保護機能を搭載しているのは、UCC27517 ゲート・ドラ
イバだけではありません。
ローサイド・ゲート・ドライバで構成されて
いる UCC ファミリの他のデバイスも、
この機能を採用しています。

2.2.4 ゲート・ドライバ向けの外部ゲート抵抗設計ガ
イド

図 4.3.3V パワーアップ時の UCC27517 とトーテム・ポールそれぞれ
のゲート・ドライブの波形

図 5 に、
このイベント発生時の熱画像を示します。
左側にある
UCC27517 は (UVLO を内蔵しており) MOSFET をドライブする際
に、FET の出力をグランドに設置する方法で、左側中央に位置してい
る FET 接合部の過熱を防止しています。
UVLO 条件が成立している
間、
ドライバの入力にかかわりなく、
このドライバの出力はグランド・レ
ベルにとどまっています。
一方、右側中央に位置している FET は BJT
トーテム・ポールの出力に接続してありますが、
この出力は保護機能
を搭載していないので、FET は消費電力の増大に伴う過熱にさらさ
れています。

UVLO は重要な機能であり、十分な電圧が供給されている状況での
みスイッチングを実施する方法で、MOSFET の円滑なパワーアップと
パワーダウンを可能にします。
UCC27517 は内蔵の UVLO 機能を使
用し、MOSFET の出力をグランドに接続する方法でこの対策を実施し
て、MOSFET の過熱を防止しています。
この機能は重要です。
この過
剰な消費電力は、
パワーアップとパワーダウンの際に MOSFET の接
合部で発生する可能性があり、発生した場合は FET の損傷を招く可
能性があります。
エンジニア向け産業用ロボット設計ガイド
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ゲート・ドライブの外部抵抗は、ゲート・ドライブのパス内でノ
イズやリンギングを制限するうえで重要な役割を果たします。
サイズ (抵抗値) を適切に設定したゲート抵抗を使用しない場
合、寄生インダクタンスと寄生容量、高い過渡電圧 (dv/dt) と大
きい過渡電流 (di/dt)、ボディ・ダイオードの逆回復は、望ましく
ない挙動を引き起こす可能性があります。
図 1 に、ゲート・ドライブ・パス内の一般的な素子または成
分を示します。
ゲート・ドライバの内部抵抗、外部ゲート抵
抗、MOSFET または IGBT の内部ゲート抵抗です。
このう
ち、RGATE は、ゲート・ドライブの波形を変化させるために設計者
側で調整を加えることができる唯一の素子です。
VDS, off

VDRV

ID
D
CGD
RHI

RGATE

RG,I
G

CDS

RLO
CGS
S

図 1.ゲート・ドライブの素子または成分
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図 2 に、長いパターン引き回しと不十分な PCB 設計を採用した場
合に発生する寄生インダクタンスとそれぞれの影響を示します。
VDRV

		

1

VIN
RGATE
1

VIN + VGS, Miller
2

2

LS
3

LD

VIN

3

VOUT

FWD recovery and
current transfer

VGS=
2

イブ内部抵抗とトランジスタのゲート抵抗を差し引いた後、外部
ゲート抵抗の値を決定します。
その後、式 2 で表現している方法で
Q の値を求めます。

3

MOSFET

図 2.スイッチングの理論

寄生インダクタンスと寄生容量は、ゲート・ドライブ・ループ内で発
振を引き起こし、発振回路を使用してモデル化することができま
す。
入力静電容量 CISS (CGD + CGS) とソース (MOSFET のソース端
子) のインダクタンス LS によって形成される Q レゾナンス「Q
( 値」
と呼ぶこともある) は非常に大きい値になることもありますが、幸
い、
ループの直列抵抗成分、
つまり RG (RG = RHI または LO + RGATE +
RG,I) を使用して小さくすることも可能です。
高性能の設計を実現するには、最適なゲート抵抗を選定すること
が重要です。
最適化を実施していない場合、抵抗の値が小さすぎ
ると、結果としてゲート・ドライブ電圧の波形でオーバーシュートが
発生するほか、速すぎるターンオン速度も生じる結果になります。
反対に抵抗の値が大きすぎると、発振が過剰減衰し、ゲート・ドラ
イブの設計にとってあまり大きな利点がないまま、
スイッチング時
間が長引く結果になります。

Q=

X L ω LS
=
RG
RG

(2)

ここで説明した方法は、最初に外部ゲート抵抗として 0Ω という値
を使用した後、
リンギング周波数、
ソースのインダクタンス、
および
入力静電容量に基づいて新しい外部ゲート抵抗を計算するという
手順を実行する、反復的なプロセスです。

2 個の絶縁型シングル・チャネル・ゲート・ドライバをハーフ・ブ
リッジ構成で使用すると、概念を実証できます。
2 個のゲート・ド
ライバ UCC5310MC が 15V 電源電圧を受け入れ、2 個の 100V
この MOSFET の内部
CSD19536KCS MOSFET をドライブします。
ゲート抵抗 RG,I の代表値は 1.4Ω です。

CSD19536KCS MOSFET の内部ゲート抵抗は比較的小さいので、
外部ゲート抵抗を追加した場合の効果を明らかに認識できます。
言い換えると、MOSFET または IGBT の内部ゲート抵抗が十分大
きい場合、外部ゲート抵抗は必須ではない可能性があります。
外部ゲート抵抗が 0Ω の場合、ゲート - ソース間の波形に望ましく
ないリンギングが発生しています。
CSD19536KCS MOSFET の内部
ゲート抵抗は十分な大きさではないので、図 3 に示すように、発振
を十分減衰させることはできません。

開発中の設計で、品質係数 Q の値が 0.5 (臨界減衰) と 1.0 (過小
減衰) の間になるようにゲート抵抗を選定するのが最善です。
品質
係数が 0.5 より大きい場合、必要なターンオン時間とターンオフ時
間が短くなります。

最初は、外部抵抗を使用せずにゲート・ドライブのリンギングを記
録してみます。
この値が、次の式 1 で使用するリンギング周波数 fR
になります。

図 3.外部ゲート抵抗として RGATE = 0Ω を使用

リンギング周波数として 3.57MHz、入力静電容量として 9,250pF
を使用する場合、式 1 と 2 を使用して臨界減衰を実現する抵抗の
CISS(2π f R )
		
(1) 値を求めることができます。
ここで計算した抵抗値から、直列抵抗
MOSFET または IGBT のデータシートに CISS が掲載されています。 成分 RG,I と、RHI または LO を差し引くことを忘れないでください。
図 4 (次のページ) に、ゲート・ドライブ・パスに 7Ω の抵抗を追加し
この値を使用して、LS を計算できます。
た場合の効果を示します。
この場合、波形は臨界減衰になってい
過小減衰または臨界減衰という特性を達成できるように、
インダ
ます (図 3 のような負の方向へのオーバーシュートとその後の揺
クタのリアクタンスと等しい値、
またはリアクタンスの 2 倍の値に
り戻し、
つまり安定するまでの発振がなくなり、滑らかに減衰して
直列抵抗の合計値から、ゲート・ドラ
なるように RG を決定します。
いる)。

LS =

1
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外部ゲート抵抗の選定は、3 つの事項に影響を及ぼします。
ドライ
ブ電流、ゲート・ドライバの消費電力、立ち上がり時間と立ち下が
り時間です。
図 3 と図 4 に、ゲート抵抗による減衰効果と、
この抵
抗が立ち上がり時間および立ち下がり時間に及ぼす効果を示し
ます。

図 5 に示した直列 RLC 回路でリンギングを低減する別の方法は、
ハイサイド・トランジスタのソース端子とローサイド・トランジスタ
のソース端子の間に存在するループ・インダクタンスを最小化する
ことです。
つまり、
トランジスタのゲートを充放電する大きいピーク
電流が流れる領域を、最小の物理面積に制限することが不可欠で
す。
寄生成分を低減するために、ゲート・ドライバをトランジスタの
できるだけ近くに配置する必要があります。
VDRV

RG

LS

CISS

図 5.ゲート・ドライブ設計に存在している共振回路

図 4.外部ゲート抵抗として RGATE = 7Ω を使用した場合の臨界減
衰

最適化したゲート抵抗を追加した後、立ち上がり時間と立ち下が
り時間が遅すぎる場合、別のオプションは Q 値が 1.0 になるよう
にゲート抵抗の値を計算することです。
この場合、過小減衰のソリ
ューションを推進することになりますが、抵抗の値を小さくするこ
とを意味するので、
オーバーシュートまたはアンダーシュートを防
止できるように注意を払う必要が生じます。
仮にオーバーシュート
またはアンダーシュートが見受けられる場合、ゲート・ドライバの
ソース電流とシンク電流に注目し、
ピーク電流がそれらの値より
大きいデバイスを見つけて既存のゲート・ドライバを置き換えるこ
とを考慮してください。
その場合、
より高速なレートで FET を充放
電することになりますが、
オーバーシュートを防止するために、最
適化した新しいゲート抵抗を求める必要が生じます。
代替デバイスの推奨については、表 1 をご覧ください。
製品名

最適化済みパラメータ

UCC5350MC

ミラー・クランプ機能が
使用可能

UCC5320SC

出力分割機能が使用
可能

UCC5390EC

GND2 を基準とする
UVLO2 機能が使用可能

UCC21220

ハーフ・ブリッジまたは 2
個のローサイド・ドライバ
という形態で構成する

表 1.その他の推奨デバイス

エンジニア向け産業用ロボット設計ガイド

性能のトレードオフ

ソース電流 / シンク電流
がより大きいため、
より
値の大きいゲート抵抗
が必須

ミラー電流が引き起こす
ターンオンを防止する方
法を設計することが必須

UVLO2 を高精度監視で
きるようになるが、代償と
して分割出力またはミラ
ー・クランプが使用でき
なくなる

デュアル・チャネルを使用
する場合、両方のトランジ
スタを各出力の近くに配
置するレイアウトが困難
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高速な立ち上がり時間および立ち下がり時間と、共振との間のト
レードオフを制御するうえで、ゲート・ドライブの設計で外部ゲート
抵抗素子は重要な役割を果たします。

2.2.5 過電流保護を目的とするハイサイド・モーター電
流の監視

大電力の高精度モーター・システムは一般的に、速度、
トルク、位
置などに関する詳細なフィードバックを必要とします。
モーター制
御回路にこのフィードバックを送信すると、精度と効率をいっそう
高める方法でモーターの動作を制御するのに役立ちます。
固定モ
ーション・タスクのような他のモーター制御アプリケーションは、
こ
の種の作業を実施する目的で、
これと同等レベルの複雑さを必要
としません。
モーターが停止する事態や、予期しない物体がモータ
ーのパス (移動経路) 内に存在している事態、
またモーターの巻線
内で短絡が発生する事態を確実に防止することは重要です。
フィ
ードバックはこれらの要件を満たすだけで済むこともあります。
ダ
イナミックな制御能力とアクティブ監視機能を実装する、
より複雑
なモーター制御システムを採用すると、
シンプルな範囲外検出機
能を追加するだけで利点を実現できます。
範囲外イベントが発生
したときに、
そのことを迅速に検出できるからです。

図 1 に示すように、
モーター・ドライブ回路のハイサイドを駆動す
る DC 電源に対して直列に電流センス・アンプを配置すると、
モー
ター全体の電流を測定し、範囲外の条件が発生したときにそのこ
とを検出できます。
小規模な漏れ電流を検出するために、
ローサイ
ドの帰還電流を測定することも可能です。
ハイサイド電流レベルと
ローサイド電流レベルの差は、
モーター内部、
またはモーター制
御回路内部に、電流が漏れるリーケージ・パスが存在することを示
しています。
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定義済みの条件 (VCM = 12V、VS = 5V など) は、同相除去と電源
除去比の各仕様に関するデフォルト値のベースラインを確立し
ています。
多くのデバイスは、
この種の条件下で仕様を規定さ
れています。
この例で、60V の同相電圧で動作する場合、VCM に
48V の変化 (60V から 12V) が生じます。
同相除去が 80dB の状
況で 48V の変化が生じた場合、
デバイスのデータシートに規定
されている入力オフセットに加える形で、付加的な 4.8mV のオ
フセット電圧が発生します。

RSHUNT
図 1.ローサイドとハイサイドの電流センシング

DC 電圧レベルは、
モーターの電圧定格によって異なっており、
関連する電圧レベルに対応するための複数の電流測定ソリュ
ーションにつながります。
低電圧モーター (約 5V) の場合、関連
する電流を監視する回路の選定はシンプルです。
複数の種類の
アンプ (電流センス、
オペアンプ、差動アンプ、計測アンプ) は、
同相入力電圧範囲をサポートするための電流測定機能を実行
できます。

より電圧の高いモーター (24V と 48V) の場合、使用できる数少
ない選択肢は、専用の電流センス・アンプと差動アンプです。
電
圧要件の上昇が継続している現状で、範囲外の条件を効果的
に検出する能力に対して、測定誤差が及ぼす影響が大きくなり
始めています。
高い入力電圧レベルで動作しているアンプの検
出能力を表現する仕様の 1 つは、同相除去 (CMR) です。
この仕
様は、高い入力電圧による影響を、
アンプの入力回路が除去す
る能力を直接的に表現します。

最善の条件下では、
アンプは両方のピンに対して同相で印加さ
れるあらゆる電圧を完全に除去し、打ち消して、
その差分であ
る電圧 (電位差) のみを増幅することができます。
ただし、同相
電圧が大きくなるほど、
アンプの入力段で生じる漏れ電流が、
付加的な入力オフセット電圧を生じさせる結果になります。
よ
り高い入力範囲レベルを監視すると、
それに比例する形で測定
誤差を作り出すことになります。
たとえば、同相除去仕様が 80dB である差動アンプまたは電
流センス・アンプは、入力電圧レベルに相関して、十分大きい
オフセット電圧を測定値にもたらす可能性が高いと考えら
れます。
80dB の同相除去仕様は、入力に 1V を印加するごと
に、100μV のオフセット電圧を測定値に追加することに相当し
ます。

エンジニア向け産業用ロボット設計ガイド
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キャリブレーション手法を採用するアプリケーションでは、
この
追加オフセット電圧の問題は軽減されます。
一方、
システムのキ
ャリブレーション機能がオフセット電圧のこのような変化を考
慮することのできないアプリケーションの場合、同相電圧除去
がより良好なアンプを選定する必要があります。

INA240 は、専用の電流センス・アンプであり、同相入力電圧
範囲は -4V ～ +80V、
またこのデバイスの全入力範囲と全動作
温度範囲にまたがるワーストケース同相除去仕様は 120 dB
です。
120dB の同相除去は、同相除去電圧が 1V 変化するごと
に、1μV の入力オフセット電圧を追加することに相当します。
ア
ンプが同相電圧を除去する能力に対して温度が及ぼす影響
は、多くの製品データシートで明記されていないので、室温の
仕様に加えて、設計者の皆様が評価または推定する必要があ
ります。
INA240 は、-40℃ ～ +125℃ の温度範囲全体で、保証
済みの 120dB という同相除去仕様を維持しています。
図 2 は、
全温度範囲で、INA240 の同相除去性能が 135dB である (1V
の変化ごとにオフセット変動が 0.2μV 未満である) ことを示し
ています。

Common-mode rejection vs temperature
Common-mode rejection (dB)

RSHUNT
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図 2.温度と同相除去の対比
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システム・コントローラには、電流センス・アンプの測定値を使
用して、
システム全体の動作を評価する能力があります。
現在
の情報を、事前定義済みの動作しきい値と比較すると、範囲外
イベントを検出できるようになります。
ハイサイド電流センス・
アンプの後段に配置したコンパレータはそのようなイベントを
容易に検出し、
システムにアラートを迅速に送信して、対処の
行動につなげることができます。

図 3 に、
モーター・ドライブ回路を駆動する高電圧レールで電
流を測定するときに使用し、範囲外の変位を監視および検出す
るためのシグナル・チェーンのパスを示します。
測定した入力電
流に比例する出力信号を、A/D コンバータに送信しています。
また、過電流イベントを検出できるように、
この出力信号をコン
パレータにも送信しています。
入力電流レベルが、
コンパレー
タの基準電圧に結び付けられている事前定義済みのしきい値
を上回った場合、
コンパレータはアラートをアサート (送信) し
ます。
Supply

RPULL-UP

RSHUNT

GPIO

Controller

VCM =
-4V to +80V

REF

図 3.ハイサイドの過電流検出

過電流検出回路にとって重要な要件は、範囲外の条件を検出
し、応答する能力です。
INA240 には 100kHz の信号帯域幅お
よび 2V/μs のスルーレートという特性があるので、入力電流信
号の高精度測定と増幅を実施し、
その出力を高速コンパレー
タに送信することができます。
高速コンパレータは、短絡条件イ
ベントが発生した場合、わずか数 μs のうちにアラートを送信で
きます。
この高速応答能力により、予期していない超過電流が
システムに流れ込んだ場合も、他の重要なシステム・コンポー
ネントが損傷する事態を防止できます。

その他の推奨デバイス

する状況で、最大 ±275V の同相電圧とのインターフェイスに
対処できる高性能差動アンプであり、90dB (言い換えると、1V
の入力変化ごとに 31.6μV のオフセット) という同相除去を保
証しています。
表 1 に、
これらの代替デバイスに関する推奨を要約します。
製品名

LMP8640HV

測定から求めた
計算値

測定から求めた
計算値

最適化済みパラメータ

性能のトレード
オフ

VCM 範囲：±275V

CMR, Gain

パッケージ：SOT23-6,
信号帯域幅

オンボード・コンパレー
タ、35μV VOS

表 1.その他の推奨デバイス

精度

VCM：0V ～ 36V

INA301 は高精度電流センス・アンプであり、最大 36V の同相
電圧に対処して過電流イベントを検出できるオンボード・コン
パレータを搭載しています。

2.2.6 インライン・モーター制御で強化型 PWM 除去
機能を使用する場合の 5 つの利点

ほとんどの場合、問題を解決する方法は複数存在しています。
時には、最も広く使用されている方法が、最善の利点をもたら
さないこともあります。
モーター制御プロジェクトに携わるシ
ステム設計者の皆様は、
モーターが効率的に動作していること
を確認し、発生する可能性のある損傷を防止するために、
さま
ざまな電流測定方法を使用しています。

図 1 に示すように、3 相モーター・ドライブ・システムで電流を
測定する 3 種類の方法があります。
ローサイド、DC リンク、
お
よびインラインです。
図 1 は、3 ペアのパワー MOSFET を使用
して、1 個の DC モーターを駆動する必要のある従来の 3 相
PWM (パルス幅変調) インバータを示しています (MOSFET の
代わりに、IGBT を使用する手法も非常に一般的です)。
また、図
1 はハイサイド電流センシング機能も採用しています。
この機
能は通常、
グランドへの短絡 (地絡) など全体に影響を及ぼす
障害を検出する目的で使用します。

高電圧を測定し、
より高速な信号帯域幅、
またはより小型のパ
ッケージを必要とするアプリケーションの場合、LMP8640 を考
慮してください。
より高い電圧への対応能力を必要とするアプ
リケーションの場合、INA149 は ±15V の電源電圧に直接接続

エンジニア向け産業用ロボット設計ガイド

                           24

         2020 年第 2 四半期   I  テキサス・インスツルメンツ

第 2 章：ロボットのシステム・コントローラ

Vsupply
High side

Fault detection:
• High side

Inline

Motor control choices:
• Low side
• DC link
• Inline

Low side

DC link

図 1.3 相モーター・ドライブ・システム向けのさまざまな電流センシング方法

多くの設計者は最初の 2 つの方法 (ローサイドと DC リンク、
お
よびそれらのさまざまな組み合わせ) を使用しています。
標準
的な電流センシング・ソリューションがすぐに使用できるからで
す。
代表的な特長として、高速応答時間、高帯域幅、高速出力ス
ルーレート、低い同相入力電圧を挙げることができます。
ただ
し、
ローサイドまたは DC リンクの方法を使用して位相電流を
センスできる製品が存在しているから、
というだけの理由だけ
では、
これらのソリューションが最も容易な方法を具体化して
いるとは限りません。
電流測定の背後にある考え方は、
モータ
ーの巻線に流れ込む電流を複製しようと試みることです。
この
複製の試みを実施するのは、
ソフトウェア内です。
かなり入り組
んだ方法になることがあり、非常に正確であるとは決して言え
ません。
インライン電流センシングの方法は、
より論理的に思えます。
測
定対象が、最終的に測定しようと試みている電流と同じもの
だからです。
ただし、
このアプローチにも 1 つの課題がありま
す。
MOSFET または IGBT の駆動に使用する PWM 信号は、電
流センス・アンプに悪影響を及ぼします。
センス抵抗に印加さ
れている同相信号は、非常に高速な過渡スイッチング特性を
持ち、電源電圧からグランドまでのレベルで駆動されると同時
に、電流センス・アンプはセンス抵抗自体の両端間にある小規
模な差動信号の測定を試みることになります。

比喩を使用すると、嵐の中を航海している船上で、
コップの中
で揺れ動く液体を測定しようとすることに似ています。
このよう
な状況で、大半の設計者がローサイド・センシングを使用して
いる現状は、何の不思議もありません。

図 2.高速同相過渡の最中の位相電流の測定

強化型 PWM 除去機能を使用するインライン・モーター電流セ
ンシングの潜在的な利点について説明する前に、強化型 PWM
図 2 は、PWM インバータが生成した正弦波位相電流 (赤い波
除去機能について説明したいと思います。
強化型 PWM 除去機
形) に関するオシロスコープの画像です。
この場合、PWM 周波
能は、従来の方法よりかなり迅速に出力電圧を強制的に安定
数は 100kHz であり、GaN (窒化ガリウム、ガリウム窒素) ハー
させるアクティ
ブ回路です。
電流センス・アンプが高速過渡中の
フ・ブリッジ電力段である LMG5200 から供給されたものです。
入力同相信号を検出した時点で、内部アクティブ回路が、
デバ
この高速スイッチング信号は、位相電流を測定する際に、
イン
イスの出力に伝搬する可能性のある外乱を最小化します。
ライン電流センス・アンプに印加される信号です。
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リンギングとも呼ばれるこれらの外乱を低減する別の方法
は、(MHz 帯の) 高帯域幅アンプを使用してできるだけ迅速に
出力を安定させることですが、
この方法は高額な選択肢になる
可能性があります。
図 3 に、
ノイズの発生なしで表現されている位相それぞれに対
応する出力電圧信号を示します。
赤い波形は、電子的に整流済
みの複数のパワー・トランジスタが、1 つの正弦波波形をできる
だけ正確にモーターに複製しようとしている状況を示す信号
を表現したものです。
電流センス・アンプは、電源電圧レール (
たとえば、VBATT = 48 V) からグランドまでの同相入力電圧信号
を印加されます。

VBATT

Input
Common-Mode
Output
Voltage Signal Voltage Signal

• アルゴリズムの最適化。
強化型 PWM 除去機能を使用する場
合、位相電流を複製または計算することは課題ではなくなり
ます。
その答えは、
すでに直接的に示されているからです。
モ
ーターを効率的に動作させるための最小限のソフトウェアの
みが必要になります。

• モーター効率の向上。
モーター・メーカーとモーター・ドライ
ブ・システムの設計者は、常にモーターの効率を改善する方
法を探し求めています。
AC と DC の高精度、高速出力応答、
ブランキング時間の短縮を通じて、実現可能な範囲で最高の
効率でモーターを動作させることができます。
マルチフェー
ズ・モーターの高精度タイミング制御により、
できるだけブラ
ンキング時間を短縮できます。
その結果、
モーターの効率が
最大になります。

Expected waveform
per phase

VBATT
OV

図 3.強化型 PWM 除去機能の使用時に予期される電圧の波
形
インライン・モーター電流センシングで強化型 PWM 除去機能
を使用する場合の 5 つの主な利点は、以下のとおりです。

• ブランキング時間の短縮。
同相 PWM 過渡の抑制により、電
流センス・アンプの出力でリンギングが減少します。
電圧信号
が安定するまで待つ必要が生じるのは大きな欠点です。
低い
デューティ・サイクル (10% 以下) を必要とするシステムの場
合、
このことが特に当てはまります。
反対に、
この待ち時間を
短縮できると、電流測定に要する時間が減ります (業界で一
般的に
「ブランキング時間」
と呼びます)。

• インライン電流センシング。
強化型 PWM 除去機能を高い同
相入力電圧と組み合わせて使用する場合、電流をインライン
で監視する能力を実現できます。
電流センス・アンプがさらさ
れる過酷な環境により、堅牢性が求められます。
この要件に
加えて、精密な電流測定を実現できるように、
アンプは AC と
DC 両方の高精度も達成する必要があります。

エンジニア向け産業用ロボット設計ガイド

• ガルバニック絶縁を不要にできる可能性。
強化型 PWM 除
去機能の別の利点は、把握しにくいのですが、重要です。
強化
型 PWM 除去機能を使用する場合、ガルバニック絶縁がシス
テム要件の一部ではない状況では、絶縁型電流センシング・
デバイスを不要にできる可能性があります。
絶縁型デバイス
は、PWM 信号がセンス抵抗を通過する際に発生するノイズ
をデカップリングすることになります。
強化型 PWM 除去機能
を使用する場合、
このデカップリングは不要になります。
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TI の INA240 電流センス・アンプは、強化型 PWM 除去機能を
搭載しています。
この機能を活用すると、開発中のモーター設
計でシステム・レベルの多くの利点を実現できます。

2.2.7 熱による損傷から制御システムを保護する方法

多くの制御システムで、
システムの性能、信頼性、安全性に影響
を及ぼす可能性がある多数の要因の 1 つとして、動作温度を
挙げることができます。
温度が制御システムに及ぼす効果を理
解すると、
システム設計者の皆様は熱に起因する損傷を予期
し、防止しやすくなります。

通常、制御システムは制限された温度範囲内で動作します。
た
だし、規定の温度範囲以外の領域でシステムが動作した場合、
その挙動は予測不可能になります。
高温で動作させた場合、
通常は制御システムで効率の低下、発熱量の増加、経年変化
の加速が発生します。
反対に、過度に温度が低い場合も、
シス
テムの安全性と機能に悪影響を及ぼします。
動作条件が原因
で、結露などの影響が生じるからです。
これらの効果が組み合
わさった結果、高いコストを要する障害につながる可能性もあ
ります。
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制御システムを熱による損傷から保護するために、
ディスクリ
ートまたは統合型ソリューションが多数存在しています。
一般
的に、
これらのソリューションは 1 個の温度センサ、1 個のコン
パレータ、1 個のリファレンス電圧で構成されています (図 1 を
参照)。

Low pass
filtering

MCU

VTEMP

VTRIP

+
-

RTMP61

Vref1

Thermistor

OT

R1

+
-

ADC

VREF
RBIAS

Signal
conditioning

+
+
-

Comparator for
over temp
protection
Vref2
Calibration
point

図 3.温度監視とスイッチのディスクリート実装例

R2
図 1.しきい値を検出するためのサーミスタとコンパレータ

このアプローチは、制御システムの処理を中断せずに、
リア
ルタイムの熱保護を実現します。
図 2 に、温度スイッチの動
作例を示します。
この例は、
トリップ・ポイントを 60℃ に設定
し、10℃ のヒステリシスを設けています。
OUT
VS

具体的な実装は、以下の各種アプリケーション要件に基づいて
決定します。
• 機能

• コスト

• フットプリント
• 電源
• 精度

検討する必要のある他の特長として、
ヒステリシス、
トリップ・ポ
イントのプログラマビリティ (設定の可否と方法)、
トリップ・テス
ト、認定 (車載や UL：Underwriters Laboratories など)、出力
の種類、
チャネル数、電源電圧範囲を挙げることができます。

ディスクリート・ソリューション

50°C

60°C

T(TRIP)

図 2.ヒステリシスを設けた温度スイッチのトリップ動作の例

特定のアプリケーションでは熱保護と監視両方の機能が必要
であり、
この場合は A/D コンバータも必要になります (図 3 を
参照)。

NTC (負の温度係数) サーミスタを使用する温度スイッチの場
合、
ディスクリート実装をごく一般的に見かけます。
この種のデ
バイスの使用方法は適切に確立済みだからです。
また、
サーミ
スタ・ソリューションは多くの場合、低コストであるとみなされ
ています。
もっとも、熱保護に関する要件 (性能保証など) が増
大している現状を考慮すると、
ディスクリート・ソリューションは
多くの場合、困難でコストを要することが明らかになります。
ディスクリート熱保護ソリューションを設計する場合に直面す
るいくつかの課題として、精度、信頼性、効率を挙げることがで
きます。
次に例を示します。

• NTC サーミスタは非線形の性質を持つため、
システム・コス
トの増大を招く可能性がある高精度部品を使用しなけれ
ば、高温または低温で高精度のトリップを維持するのは困難
です。

• ハードウェアベースのスイッチ切り替えアプリケーションで、
キャリブレーションは実践的ではありません。

エンジニア向け産業用ロボット設計ガイド
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• ディスクリート実装は複数の部品を連動させる必要があるの
で、システムの信頼性が低下する可能性があります。

高集積センサはソリューションのコストを低減し、安全性重視の
アプリケーションで冗長性を実現します。

• NTC ディスクリート・ソリューションは高温時にかなりの電力
量を消費します。
高温時に、NTC の抵抗値はかなり小さくなる
(P=V^2/R) からです。

TI は、図 4 に示す TMP302、TMP390、TMP61 など、温度スイ
ッチとサーミスタで構成された幅広い製品ラインアップを提供
しています。
TMP302 は、小型アウトライン・トランジスタと同じ
SOT563 パッケージ (1.6mm x 1.2mm) に封止した形で入手で
きます。
このデバイスは消費電力が小さく (最大値 15μA)、
トリッ
プ・ポイントとヒステリシスをピンで選択できる使いやすい製品
です。
TMP302 は、-40℃ ～ 125℃ の範囲にわたって、
キャリブレ
ーションなしで ±2℃ のトリップ・ポイント精度を実現できます。

IC ソリューション：温度スイッチ / サーモスタット

制御システムで使用できるもう 1 つの熱保護ソリューションは、
統合型の温度スイッチ / サーモスタットです。
通常、
この種のデ
バイスは 1 個の温度センサ、1 個のコンパレータ、1 個のリファ
レンス電圧をシングル・チップにフル統合しています。
このような
温度スイッチは制御処理システムを中断することなく自律的に
決定を下してリアルタイム過熱保護を提供するスマート・センサ
です。
この種のセンサには以下のような重要な利点があります。

設計に関するヒント

TMP302 は、
デバイスのリード端子の温度を測定します。
周囲ま
たは基板の温度を高精度測定するには、
プリント基板のレイア
ウトを注意深く検討することが不可欠です。
物理的な基板設計
に加えて、各種環境要因もシステム性能に大きな影響を及ぼし
ます。
リーケージ (漏れ電流など) と腐食を防止するために、シ
ステムの絶縁と乾燥を確保する必要があります。
結露が発生す
る可能性のある低温環境でシステムが動作する場合、
このこと
が特に当てはまります。
プリント基板をコーティング (被覆) する
と、湿度が原因でセンサや接続部が腐食する事態を防止しやす
くなります。

• 制御ユニットから独立した形で、熱保護を自律的に実現する
能力。

• ソフトウェアが不要。

• ヒステリシスを使用して、
トリップ・ポイントの温度精度を保
証。
• シンプルでコスト効率の優れた過熱 / 低温検出機能。

• 多様なしきい値プログラム (設定) オプション (抵抗、
ピンを使
用したプログラム、
ファクトリの事前設定)。
• 一部のデバイスは、
アナログ出力も供給。

VS

Bias

TRIPSET0
TRIPSET1

Temperature
threshold and
hysteresis

HYSTSET

Comparator

Alert

OUT

Temperature
sensor

図 4.ピン・プログラマブル IC 温度スイッチのブロック図
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2.2.8 高精度モーター・ドライブ制御を活用して産業
を進歩させる方法

自動車製造工場で動作するロボットを思い浮かべてみましょ
う。
ロボットはエンジン・ブロックを持ち上げ、自動車のシャー
シまで移動し、
ブロックを正確な位置に設置します。
その後、
ブ
ロックを解放し、元の位置に戻って同じプロセスを繰り返しま
す。
このロボットは、人間に比べてかなりの重量を持ち上げ、
よ
り高精度で特定の場所まで物品を移動することができます。
し
かも、事実上停止なしで同じ動作を繰り返し、必要な場合は 1
日 24 時間の稼働が可能です。

この例のようなロボットは、自動車業界や他の産業界の製造に
とってすでに重要な機能になっており、
その活用は常に拡大し
ています。
ただし、高精度のモーター・ドライブ制御を実現しな
い場合、
ロボットが動作することはできません。
動作の各ポイン
トで、多軸ロボットはエンジンを移動するために、3D 方向でさ
まざまな量の力を加える必要があります。
ロボット内部の各種
モーターは、高精度のポイントで可変の速度とトルク (回転力)
を供給し、
ロボットのコントローラはそれらの力を使用してさま
ざまな軸で移動を組み合わせ、正確な位置決めを行います。
ロ
ボットが自動車のエンジンを解放した後、各種モーターはトル
クを元の値に戻すと同時に、初期位置へとアームを戻します。
モーター・ドライブの制御がロボットや他の分野での進歩を実
現していることに加え、
モーター制御自体は、
リアルタイム動作
の実行中に実現可能な範囲で高精度の制御を実施するエレク
トロニクスの進歩にも依存しています。
ハイエンド電源、
インテ
リジェント・モーター・ドライバ、高性能の制御信号処理、高精
度のセンシング・フィードバックはいずれも連携して動作し、複
雑な機械が必要とする高精度の速度とトルクを瞬間的に実現
します。
その結果、機能の向上、生産性の改善、機器と人間の両
方にとっての安全性の向上が実現しています。

TI は、先進的なモーター制御システムの開発に貢献する、多様
な統合ソリューションを提供しています。
TI は設計エンジニア
の皆様向けに、各種 IC 製品とそれに関連するソフトウェアやツ
ールを供給しています。
これらを活用すると、産業界が必要とし
ているモーター・ドライブ制御の精度向上を実現しやすくなり
ます。
主要モーター・メーカー各社との長年にわたる協力に基
づき、TI はモーター制御システム設計の簡素化を支援すると同
時に、自社の各種製品の性能強化も進めています。

エンジニア向け産業用ロボット設計ガイド

                           29

モーター制御のさまざまな利点

モーター・ドライブの電子制御を通じて、精度のレベルという概
念を導入し、
コスト削減、生産性向上、製造分野での新機能採
用につなげてきました。
ドライブ制御により、
シャント方式を使
用する場合よりモーターの位置を確実に安定させることができ
るので、
モーターの出力はより予測しやすくなり、電力の使用も
より効率的になります。
モーターの負荷が変化した時点で、電
子制御は電圧入力と供給トルクを瞬時的に変更するので、機
械が出力する (方向成分を考慮した) 力と消費電力を、
アプリ
ケーションにより密着した方法で合わせることができます。

また、電子入力制御方式の採用により、異なる速度を出力する
目的で高額なギア、ベルト、
プーリーに依存する代わりに、
モー
ター内部でドライブ速度を変更することができます。
ロボットの
モーション制御が必要とする小幅なインクリメント (変位) また
はマイクロステップだけ回転子を移動させるために、制御機能
を通じてステッパ・モーターを制御することができます。
これら
すべての理由で、効率的な動作を実現すると、業務に合わせて
より的確にスケール化できる複数の制御済みモーターをアプ
リケーションで使用し、他の方法では必要になるはずのオーバ
ーヘッドの多くを削減することができます。

動作効率は、生産性の向上と協調する形で進歩します。
たとえ
ば、組み立てラインで使用しているベルト・コンベヤは通常、他
の各種システムと協調する形で動作します。
他のシステムは物
品をベルトに乗せ、ベルト状に置かれた物品に対して操作や加
工を実施し、ベルトからその物品を受け取ってそれ以降のステ
ップに進めます。
ベルトは通常、一定速度で前進方向に移動し
ます。
ただし、時には、速度の変更、動作の停止、短期的な逆回
転が必要になることもあります。
このようなモーションを、ベル
ト上に置かれている物品の数量や重量が継続的に変化すると
いう事実と組み合わせると、出力を自動的に調整することがで
きる制御方式のモーター・ドライブが必須になります。
同様に、
複数のモーター間での調整も必要になることがあります。
ファ
クトリ内にある複数のベルトは多くの場合、物品を最適なレー
トで継続的に移動するために、互いに対する同期動作を必要
とするからです。
制御方式の複数のモーターは、
プラント全体
の生産性に望ましい影響を及ぼすことに加え、近代的な製造
環境で重要な役割を果たすことも目的として、各種条件が常
に変化する中で、予測可能な形でベルトを継続的に動作させ
ます。
高精度制御の複数のモーターにより、新しい製造機能を実現
することもできます。
ロボットは、電子制御のモーターがモーシ
ョンを微調整する最も顕著な例であり、多くの場合、人間を上
回る力や速度との組み合わせを活用しています。
エンジン・ブ
ロックを移動するロボットの例では力に焦点を当てましたが、
移動の精度または速度が強調される例もあります。
たとえば、
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物品の取得と設置を行うピック・アンド・プレース用ロボット
は、許容誤差がマイクロメートル (μm) 単位という微細制御を
反復的に実施し、
しかも通常は人間より迅速に動作することが
できます。

高速で反復的、
しかも時には危険が付きまとう業務から人間
の労働者を減らすうえで、電子制御方式のモーターは労働環
境の安全性向上に貢献しています。
現在、
このトレンドに合わ
せる形で新規開発が進んでおり、人間の労働者と協力して安
全に動作できるように、
ロボットの開発が実施されています。
安
全性に関する事項は多くの場合、
システムの動作や従業員の
手順に関連していますが、内部の制御エレクトロニクスも関係
しています。
これらのエレクトロニクスは、電気の放電から機器
と従業員の両者を保護する必要があります。
産業用機械と、
そ
の中で動作する各種モーターの設計にとって、安全性は常に重
要な要素です。

高精度モーター制御の設計に伴う課題

多くの種類のモーターがそれぞれ特定の業務で使用されてい
ますが、大半の産業用モーターは AC 電源からの 3 相電力供
給で動作します。
図 1 に、
この種のシステムの代表的な制御エ
レクトロニクスに関するブロック図を示します。
AC 電力入力を
整流して DC に変換します。
3 相インバータのスイッチング制御
を行う PWM (パルス幅変調) は、3 種類の高周波パルス形式の
電圧波形を生成し、
モーターの 3 相巻線に対して個別の波形
を出力します。
これらの 3 相電力信号に関連し、
モーターの負
荷が変化すると、電流フィードバックに影響を及ぼすことにな

ります。
各種エレクトロニクスはこのフィードバックのセンスと
デジタイズ (デジタル化) を実施し、
マイコン (MCU)、
マイクロ
プロセッサ (MPU)、
プロセッサ、FPGA (フィールド・プログラマブ
ル・ゲートアレイ) のようなデジタル処理ユニットに送信します。
デジタル処理ユニット内の高速デジタル信号処理アルゴリズム
は、条件が変化したときに、供給する電力を調整する必要があ
るかどうかをリアルタイムで判定します。
処理ユニットは制御出
力を PWM とともに 3 相インバータに送信し、ゲートに供給す
る電力をスイッチング方式で制御するほか、巻線に供給する電
力出力を安定化させます。
その結果、
モーターが出力するトル
クや速度を増加または減少させることができます。
追加のセン
シング・データとして、
システムの入力電圧や温度の変化ををコ
ントローラに供給することもできます。

これらのコンポーネントはいずれも、高精度のモーター制御を
目的として、高度な性能を必要とします。
制御システムに電力
を供給するスイッチ・モード電源 (SMPS) が必要としているの
は、超高速のスイッチング制御を実施できる能力と、一貫性の
ある高分解能で制御できる能力です。
この種の電源設計には、
多くの必須条件と制約が付きまといます。
高電圧と高周波操作
が関係するほか、多数の受動部品も必須だからです。
これらの
受動部品は、周波数との組み合わせにより相互に影響を及ぼ
す複数のインピーダンスを形成することになりますが、的確な
管理は困難です。
幸い、高周波動作に対応する複数の新素材と
統合型の SMPS モジュールの登場で、制御システムで使用する
高性能電源の設計はかなり簡単になっています。

Isolated IGBT
gate drivers

Rectifier diodes

IGBT module

DC+
Input power
supply

Drive output
PWM signals

M

DC-

Communication Bus,
RS-485, CAN,
Ethernet

Control module
µP

Isolated current
and voltage sense

Encoder

AC motor drive

図 1.3 相 AC 誘導モーターの制御
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また、高精度のモーター制御を実施するには超高速の計算をリア
ルタイムで実施する必要があります。
この場合、
マイコン (MCU) と
DSP (デジタル信号プロセッサ) の能力を組み合わせるのが最善
です。
また、DSP はデジタル・フィルタリングや他の機能を実施す
ることもでき、電力過渡や信号の他の欠陥 (過電圧や過電流も含
めた不規則な変動など) からのシステムの保護を支援すると同時
に、
この種の機能を実行するアナログ・コンポーネントの必要性の
低減にも貢献します。

基本的な制御だけで十分な低コスト・アプリケーションの場合、専
用ロジックと汎用マイコン (MCU) を使用することもありますが、
ロボットや他の先進的な製造機器で使用する産業用モーターは
瞬時的な応答と精度、
さらにプログラミングのフレキシビリティと
先進的なアルゴリズムを必要とします。
デジタル信号制御に対応
するマイコンは、
これらの能力を提供できます。

モーター制御システムの最大級の課題の 1 つは、電流と電圧の高
分解能センシング・フィードバックの設計にあります。
設計によって
は、単一のシャントのみを使用して電流フィードバックを測定する
こともありますが、(いっそうの計算集中型を実施する場合) より包
括的なアプローチは 3 相に対応する 3 つのシャントすべてからの
フィードバックを測定します。
アナログ信号の損失や干渉の可能性
を排除するために、センサにできるだけ近い場所でフィードバック
信号をデジタル化する必要性が高くなっています。
ただし、
デジタ
ル・フィードバック信号はタイミングに関する問題を引き起こす可
能性があります。
特に、
クロック速度が上昇し、
サンプリング・レー
トが増加するにつれて、
タイミングのウィンドウ (ある測定から次の
測定までの間隔) が縮まることになります。
また、
クロック信号やデ
ータ信号を伝送するためのパターン長の不整合も、
この問題を悪
化させる可能性があります。
特に、動作中の発熱が原因で信号の
変異が生じる場合、
データ誤差が生じる可能性があります。
先進
的な信号変調器を使用する適切な設計慣行、
つまり温度ゲインに
合わせて複数の変数に変更を加えるアルゴリズムを採用すると、
適切な補償を実施し、
これらの問題を最小化することができます。

アプリケーションの要件がいっそうの高精度である場合、温度、電
圧入力、
タイミング、
その他の要因の変化に合わせてモーターをい
っそう注意深く取り扱う必要が生じます。
たとえば、3 次元空間内
の直線に沿って物体を移動するロボット・アームは、
システムが高
温で動作している場合、
その軌道を変化させる可能性があります。
ただし、制御機能が温度センシングに伴うこのような変化を補償
する設計を実施し、
アルゴリズムに調整を加える場合、軌道が変化
することを防止できます。
ロボットでピック・アンド・プレース移動の
微細調整を有効にする場合、対策を講じないと、発熱が原因で移
動の精度が低下して mm 単位の誤差が生じる可能性があります。
代わりに、
マイクロメートル (μm) 単位で一貫性のある測定を実
施するために、上記と同じ種類の変化を即時調整で補償する必要
が生じることもあります。
製造環境は多くの場合、温度、ほこり、振
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動、
その他のストレスに関して非常に厳しい条件が課されるので、
多様な条件全体を網羅する形で一貫性のある高精度動作を実現
できるように、
モーター制御エレクトロニクスを注意深く設計する
ことがますます重要になります。

モーター・ドライブ制御に貢献する各種テクノロジー

TI が提供するテクノロジーは、高精度モーター制御の設計に役立
ち、信頼性の高いドライバ・エレクトロニクスは、現在の統合的な
製造環境で効果的に機能を果たすことができます。
TI のソリューシ
ョンとして、絶縁型と非絶縁型のスイッチング・ゲート・ドライバ、
フ
ィードバック信号の変換、
リアルタイム制御向けの高速処理、
プロ
グラマブル・クロック・ジェネレータや DC/DC 電源のような補助機
能が役に立ちます。
先進的な SMPS や 3 相インバータを設計でき
るように、TI は高周波対応の GaN (窒化ガリウム、ガリウム窒素)

ドライバや、GaN スイッチとゲート・ドライバを封止した各種モジュ
ールを提供しています。
低電圧の 3 相インバータ向けに、TI は高性
能スマート・ゲート・ドライバ、FET 内蔵ドライバ、制御機能内蔵ドラ
イバを提供しており、設計の簡素化、高精度制御の実現、開発期間
の短縮という望ましい結果に貢献しています。
業界の各種規格を
満たす強化絶縁のような安全機能を搭載した各種製品は、過酷な
産業用の環境を想定したテストと認定を実施済みです。
モーター制御に関して近年 TI が実現した革新のうち、非常に重要

な製品は AMC1306 絶縁型デルタ・シグマ変調器です。
このデバイ
スは、電流センサや他のセンサから取得した信号をデジタル化し、
最大のタイミング効率が実現できるように、
データ信号とクロック
信号を組み合わせて出力します。
AMC1306 は、TI の統合型静電
容量性絶縁テクノロジーを直列に統合しており、最小のフットプリ
ントで強化絶縁を実現します。
図 2 (次のページ) に示すように、セ
ンサの出力レベルをデルタ・シグマ A/D 変換した後、後段でクロッ
ク・レートによるマンチェスター符号化を実施し、
データ・ストリー
ムを生成しています。
結果として、非常に信頼性の高い信号を得ることができ、動作温度
が変化したときに発生する可能性のあるセットアップ時間とホー
ルド時間に関する問題を低減できます。
この方法は、設計の簡素化
と、3 相モーター制御システムの配線簡略化に貢献します。

データ・ストリームにクロックを埋め込んだマンチェスタ
ー符号化

AMC1306 変調器の実装を容易にするために、TI は小型デルタ・シ

グマ変調器のリファレンス・デザインを使用した、強化絶縁型位相

電流センスのリファレンス・デザインを製作しました。
図 2 に、
この
リファレンス・デザインの各種機能を示します。
この中で AMC1306
を使用して、電流、温度、電圧センシングの信号を取り扱っていま
す。
(このデバイスは、
モーターのシャントから到着する 3 つの電力
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図 2.小型デルタ・シグマ変調器搭載、強化絶縁型位相電流センスのリファレンス・デザイン

信号すべての電流センスを実施する目的で使用していますが、
詳細を意図的に省略して簡素化するために、図 2 は 1 つの信
号のみを図示しています。
)このリファレンス・デザインで、
デバイ
スを表す長方形の中央部に赤い破線で描いた垂直線は、安全
性を目的とした実質的な絶縁を表しています。
この図で複数の
AMC1306 はいわば三角形を描く配置になっていますが、各デ
バイスの中にある破線は強化絶縁の具体的なポイントを表し
ています。
これらの破線は、同じく TI の統合型静電容量性絶縁
テクノロジーを採用している UCC5320 と UCC23513 の各絶
縁型ゲート・バイポーラ・トランジスタ (IGBT) スイッチ・ドライバ
の回路図などで見かける赤い破線と同じことを意味します。
図 2 に、TI の C2000™ マイコン (MCU) ファミリに属している

TMS320F28379D Delfino™ 32 ビット浮動小数点マイコンを
活用した制御処理を示しています。

このマイコンは、高性能の計算とプログラミングの容易さに貢
献するほか、各種制御システムで使用することを意図したペリ
フェラル・セットを搭載しています。
C2000 DesignDRIVE ソフト
ウェア・プラットフォームを、
さまざまな種類のモーター向けの
サポートと組み合わせると、
アルゴリズムの開発とシステム実
装の迅速化に役立ちます。
InstaSPIN™ モーター制御ソリュー
ションは、評価、迅速な習得、迅速な開発に役立つ各種アルゴ
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リズム、
ツール、
リファレンス・デザインを提供しています。
TI は
DSP とアナログに関する専門知識を組み合わせて包括的なソ
リューションで活用しています。
その結果、
デベロッパーの皆様
は、先進的なモーター・ドライブ制御を設計する際に時間を節
約できます。

統合的な製造を意図した複数の高精度モーター

さまざまな業界が、制御のいっそうの高精度化、複数の機器間
での通信の強化、センシング入力元の多様化、
ロボットや人工
知能 (AI) での新機能の採用を目標として前進を続けています。
この種の進展は、統合型のオートメーションとデータ交換の新

しい水準、
つまり第 4 次産業革命やインダストリ 4.0 と呼ばれ
る流れにつながります。

高精度制御の各種モーターは、
インダストリ 4.0 に大きく貢献
しています。
産業用機械の大半の動作は、
これらのモーターが
作り出しているからです。
TI の先進的なテクノロジーは、高分
解能モーター制御を実現するうえで大きな役割を果たしてきま
した。
また現在も、各メーカーの皆様がモーターとモーション
の制御をより高い水準へ引き上げる工程を継続的に支援して
います。
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モーター制御向けに電力段を設計する場合、効率に関して特
別な検討を行うと、
システム全体のコストを引き下げることが
できます。
これに関係するのは、電界効果トランジスタ (FET)、
スイッチ・ノード、制御アルゴリズムの最適化です。
設計中に、過
熱条件からシステムを保護する必要が生じます。
システムが特
定の温度水準に達し、
プリント基板 (PCB) 上に実装済みの部
品が規定の仕様温度範囲外になった場合、温度が原因で部品
が損傷してドライブ・システムの異常動作が発生する可能性が
あります。

各種温度センサは電力段部品の監視と保護を行い、
ドライブ・
システムを安全動作領域 (SOA) 内に維持します。
SOA とは、
シ
ステムの見かけ上の負荷が特定の値、
または 1 つの相あたり
の RMS (Root Mean Square、二乗平均平方根、実効値) 電流
が特定の値である場合に、外部冷却能力なしでドライブがサポ
ートできる温度範囲として定義済みの値を意味します。
産業機
器の場合、
この温度範囲として通常、-40℃ ～ 85℃ という周囲
温度を使用します。
図 1 に、
サーボ・ドライブ向け、
スマート・ゲート・ドライバ搭載

48V/500W 3 相インバータのリファレンス・デザインを使用し
て生成した SOA 曲線の例を示します。
この曲線は、温度カメラ
を使用するテストと、10ARMS 時の効率測定の結果に基づいて
定義したものです。
温度誤差がゼロであることを想定する場
合、NTC (負の温度係数) サーミスタや TI の TMP235A2 センサ
にとっての基準として使用することも可能です。
SOA 内に見ら
れる差 (違い) はセンサの温度誤差に由来する結果であり、
ドラ
イブの SOA 内にとどまる動作を確実に実現するために、安全
マージンを設ける必要があることを示しています。
Ambient temperature (°C)

90
88
86
84
82
80
78

NTC

76

TMP235A2

74

Ideal

72
70

8

8.5

9

9.5

10

Phase current (ARMS)

図 1.センサの温度誤差補償によって引き起こされた SOA の差
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温度誤差に由来する SOA の悪化は、
システム性能にど
のような影響を及ぼすのでしょうか。

図 1 は周囲温度と RMS 電流を対比し、温度誤差が RMS 電流
に及ぼす影響を示しています。
ここでは、NTC の誤差が 3.9℃
であり、TMP235A2 の誤差が 2.0℃ であることを想定していま
す。
周囲温度と最大相電流を対比して SOA 曲線を使用すると、
冷却を必要とせずに流すことのできる最大相電流を定義でき
ます。
この最大相電流を使用して、温度センサの誤差が特定の
値である場合に生じる、電力段の電力性能悪化を計算するこ
とができます。
図 2 は、上記の 3 相インバータのリファレンス・デザインから求
めた計算に基づいています。
Maximum apparent load at 85°C ambient (W)

2.2.9 温度範囲全体で電力段をできるだけ有効に活用

550
540

Power reduction:
4%

530
520

8%

510
500

Safety margin

490

Maximum power

480
470
460
450
0

Ideal

2.0

3.9

TMP235
NTC
Measurement error (°C)

図 2.85℃ の場合にさまざまな温度センサと組み合わせて使
用できる見かけ上の負荷

電力段が最大 539W をサポートできることがわかります。
ただ
し、
これは誤差なしで温度を測定できる場合に使用してよい
値です。
現在はセンサに温度誤差が存在しているので、何らか
の安全マージンを追加する必要があります。
この安全マージン
は、
サーボ・ドライブの電力段モジュールの潜在的な電力使用
可能量に比べて、電力段の実際の出力を 4% または 8% 減ら
す必要があることを意味します。
仮に電力段が 500W をサポー
トする必要があり (図 1 に示すように、明らかにこの動作は実
現可能です)、
その状況で NTC を使用する方針を選択した場
合、
システムが全温度範囲全体でこの出力をサポートできるよ
うにするには、付加的な冷却機能をシステムに追加すること、
またはより高い効率で動作するようにシステムを再設計するこ
とが必要になります。
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電力段を確実に推奨温度範囲内でのみ使用するために、温度
センサは温度を監視し、過熱条件イベントが発生した時点で電
力段をシャットダウンします。
温度の安全マージンが原因で、温
度センサの精度は電力段の最大温度制限に影響を及ぼしま
す。
以下で、電力段を最大限に活用するための適切な構成を生
成する方法と、設計時に意識しておく必要のあるいくつかの検
討事項について説明します。

ここまでで、温度センサの誤差が原因で安全マージンという概
念を導入し、電力段の安全動作領域に影響を及ぼす結果にな
ることを理解できました。
センサの誤差以外に、図 1 で示した
比較が説明していないもう 1 つの誤差が存在します。
A/D コン
バータ (ADC) の誤差です。
TMP235A2 と NTC (負の温度係数)
サーミスタのどちらもアナログ信号を出力するからです。
ADC
の誤差は、
どちらの信号に対しても同様の影響を及ぼします。
ただし、非常に温度が高い場合、NTC は非線形性が非常に大
きくなり、
その結果、高精度の測定を実施するための課題が増
えることになります。
一方、TMP235 のようなシリコン温度セン
サは温度範囲全体で線形性を維持するので、センサの誤差を
容易に補償できます。

TMP117 のようなデジタル温度センサは ADC の誤差を排除
し、温度カメラを使用する場合に達成できる
「理想的な」曲線
に非常に近い見かけ上の負荷を実現することができます。

開発中のシステムが 85℃ の周囲温度下で動作している場
合、PCB と IC は実際は、IC の自己発熱が原因でそれより高い
温度で動作していることになります。
代表的な産業グレードの
IC は、動作温度として 125℃ またはそれより高い温度を規定
しています。

周囲温度が 85℃ の場合、複数の IC の自己発熱のみで IC の温
度が最大 40℃ 上昇する可能性があります。
IC がこれより高い
温度に達した場合、
その IC は温度範囲外で動作することにな
ります。
自己発熱の詳細については、
『48-V,
500-W Three-Phase Inverter with Smart Gate Driver

Reference Design for Servo Drives design guide』(英語)
をご覧ください。
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推奨温度範囲外で動作する事態を防止するために、開発中の
システムが 125℃ を上回らない体制を確保する必要がありま
す。
スマート・ゲート・ドライバのリファレンス・デザインの場合、
温度カメラで温度を測定しています。
実際のシステムの場合、
サーミスタまたは IC センサを使用して、
この温度を測定するこ
とになります。
図 1 に示した比較で、温度カメラに誤差がなく理
想的な特性であるという想定で、小さい誤差を計算に含めま
した。
ただし、
この想定は正しくありません。
抵抗性温度ディテ
クタ (RTD) プローブは、センシングに関して、ベースラインとな
る、
より高精度の手法を実現します。

さまざまな種類のセンサが採用している多様な方式は測定誤
差を追加することになり、理想的な測定との間でこの誤差を補
償する必要が生じます。
過熱の障害を防止するためにシステム
をオフにするという判断を下す直前の時点で、誤差が小さいほ
ど (安全マージンを小さくできるので)、3 相インバータはより多
くの電力を供給できます。
言い換えると、ゲート・ドライバ、FET、
電力段の効率に影響を及ぼす他のどの要因にも注目していな
い段階で、温度センサはシステム全体の見掛け上の負荷能力
に制限を加えることになります。
この理由で、温度センサの精
度は非常に重要です。
この事実は、皆様の設計にとって何を意味しますか。
例とし
て、
スマート・ゲート・ドライバのリファレンス・デザインを使用
し、NTC サーミスタと TMP235A2 IC 温度センサの温度誤差を
比較しましょう。
まず、温度誤差をどのような方法で定量化しま
すか。

TMP235A2 のデータシートを参照すると、全温度範囲で温度誤
差が ±2℃ であることがわかります。
データシートには、温度ド
リフトに関してこのデバイスを補正するために使用する参照表
について言及した小さな脚注が記載されています。
NTC の場合、誤差を計算するにはもう少し時間がかかります。
複数の数式を使用すると、摂氏温度 (℃) の計算に使用でき
るモデルを生成することができます。
これらの式は通常、NTC
のデータシート、
または NTC のアプリケーション・ノートに
掲載されています。
これらの式を使用すると、設計者の皆様
は、TMP6131 のパラメータ・シミュレータで目にしたのと同様
に、NTC モデルを表す複数の曲線を生成できます。
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TMP6-System Parameter Simulator
Divider circuit parameter input

Parameters
Min temperature
Max temperature
VCC:
VCC tolerance:
Rbias:
Rbias tolerance:
Rbias TCR:

TMP6131
Bottom
4
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-40
125
3
0
10000
1
100
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degC
degC
V
%
Ω
%
pmm/C

Temperature calculations
Notes
Select TMP613x device,10/Ω 1%
Select thermistor position in voltage divider
Select output polynomial fit order
Notes
Minimum operating temperature
Maximum operating temperature
Divider bias coltage, typical is 3V
Use 0% for ratiometric mode
Nominal bias resistor value, default is 10 k Ω
Typical tolerance is 1%
Bias resistor tempco, typical is 100ppm/C

Temperature error
Show NTC
Show TMP6

6

Temperature error (°C)
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PTC1 PartNum:
Divider topoloty:
Linearization Order:

4
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図 3.TMP6131 システム・パラメータ・シミュレータを使用した、NTC の温度誤差の計算
TMP6131 のシステム・パラメータ・シミュレータは、NTC モデルを
シミュレートし、参照表ではなく、多項式の当てはめを適用する方
法で精度を推定します。
図 3 に、
このシミュレーションで使用する
設定と、
その結果を示します。

図 2 の青い曲線は、温度誤差を定義しています。
使用領域は、40℃ ～ +125℃ の範囲内です。
最大の負の誤差が -3.6℃、最大の
正の誤差が +4.3℃ であることがわかります。
計算を簡単にするた
めに、NTC の ±3.9℃ を基準として、
この温度誤差範囲を正規化
しましょう。
温度範囲全体での NTC の非線形性により、
システムの
規定温度範囲内で補償を実施する必要があります。
ソフトウェアでサーミスタの特性を線形化する 2 つの基本的な方
法があります。
多項式の当てはめと参照表です。
これらの方式を
使用すると、NTC、PTC (正の温度係数)、TMP235A2 いずれかの温
度測定を、理想的な測定値と実際の温度に近づけることができ
ます。
シミュレーション・ツールでは、多項式の当てはめによって線
形性誤差を低減します。
より高次の多項式の当てはめを使用する
と、NTC の精度は向上しますが、
プロセッサが温度計算に要する
時間が長くなります。
この余分の計算時間は、消費電力の増加を
招き、
システム効率にも影響を及ぼします。
参照表を使用する場
合、
プロセッサのメモリが必要になります。

2.2.10 ディスクリート以外の選択肢：48V ～ 60VDC を
供給する 3 相インバータのデザインを簡素化する方法

サーボ、CNC (コンピューター数値制御機械)、
ロボットいずれか
のアプリケーションの次期設計で使用する電力段を設計すること
を想像してみましょう。
この例で、電力段は 12 VDC ～ 60 VDC という
範囲の低電圧 DC を供給する 3 相インバータであり、電力定格は
1kW 未満です。
この電圧定格は、
バッテリ動作のモーター・システ
ムまたは低電圧の DC 供給で動作するモーター・システム内で使
用する一般的な電圧範囲に対応しています。
このことを前提に、上
司から次のような指示が下ったとしましょう。
「ところで、冷却機能
を追加せずに、
この電力段を設計する必要が生じました。
ターゲッ
ト・アプリケーションのニーズに合わせるためにできるだけ小型化
し、もちろん低コストに抑える必要もあります。
」

これらの要件については、同意できそうです。

この場合、少々要求が厳しいのですが、
この架空の上司の指示を
満たすインバータの設計に採用できそうなソリューションがあり
ます。

もっとも、指定された電力段や、
それに関連する電流センシングと
保護回路の定義を開始する前に、
サーボ・ドライブ向けとしてスマ
このシミュレーションはキャリブレーション誤差を考慮していませ
ート・ゲート・ドライバを搭載した 48V/500W の 3 相インバータを
んが、
この誤差は両方のセンサに対して類似の影響を及ぼします。 提示する、非常に現実的で公開済みのリファレンス・デザインにつ
いて考慮することが重要です。
このデザインは設計の参考になり
このセクションでは NTC の精度誤差を ±3.9℃、TMP235A2 の誤
そうです。
差を ±2℃ と定義し、
これらの誤差が電力段での見かけの電力
全体に対するディレーティングにどのように影響を及ぼすか説明
したほか、温度センサの誤差が電力段のシステム性能にどのよう
に影響を及ぼすかについて理解を深めるための情報を提示しま
した。
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このサーボ・ドライブ向け、
スマート・ゲート・ドライバ搭載

48V/500W 3 相インバータのリファレンス・デザインが小型フォ
ーム・ファクタを実現するために使用している高集積の回路は
3 個のハーフ・ブリッジ・ゲート・ドライバを搭載しており、各ド
ライバは 100% ディーティ・サイクル動作に対応しているほか、
ソース (供給) 電流とシンク (引き込み) 電流を 50mA ～ 2A の
範囲内で選択できます。
VDS センシングを使用すると、過電流保
護を実現し、電力段とモーターの損傷を防止することができま
す。
VGS のハンドシェイク機能は、誤った PWM (パルス幅変調)
構成に起因する貫通電流から電力段を保護します。
低電圧の DC 供給で動作するサーボ・ドライブ向けの標準的な
電力段は、図 1 のようにブロック化することができます。
これら
のブロックは、DC 供給で動作するサーボ・ドライブ向けの電力
段モジュールに基づいています。
赤の枠で描いた各長方形は、
個別のモジュールです。
Safe
torque
off input

Isolation

High-side
smart switch

図 1 で、低電圧の DC 供給で動作するサーボ・ドライブ向けとし
て取り上げた各モジュールは、
システム性能に大きく影響する
ほか、設計時の検討事項にも影響を及ぼします。

VDS センシングとソフト・シャットダウンの各機能を搭載したハ
ーフ・ブリッジ・ゲート・ドライバに、障害検出機能を追加する
と、信頼性の高いシステムを構築できます。
これらの統合型機
能を使用すると、ゲート・ドライバ・システムが一般的な過電流
イベントや短絡イベントを検出できるようになります。
電流セン
シング回路や、
デッドタイム挿入機能を有効にするためのハー
ドウェア回路を追加する必要はありません。
したがって、
マイコ
ン (MCU) が正しくないドライブ信号を送信して貫通電流と短
絡による電力段やモーターの損傷を引き起こす、
という事態は
発生しなくなります。
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図 1.DC 供給サーボ出力段
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信頼性の高いシステムを製作するうえでの検討事項は、効率を
最適化してヒートシンクのコストを削減することです。
また、効
率に関連して、放射型電磁波 (電磁干渉、EFI) とスイッチング速
度のトレードオフも考慮します。
100V のシングル FET またはハ
ーフ・ブリッジ FET ゲート・ドライバを実装するには、追加の能
動部品と受動部品が必要になります。
これらの部品は、BOM (
部品表) コストと PCB サイズの増大を招くほか、ゲート・ドライ
ブの強度のような各種パラメータを変更するフレキシビリティ
を低下させることにつながります。
システム効率を分析すると
きに、電流センシング回路や、RDS(on) が小さい複数の FET、
およ
び (ゲート寄生容量に蓄積される) 電荷の小さいゲートは、高
速スイッチングを可能にし、
システム効率という性能に影響を
及ぼします。
システム設計者は通常、電力段で 99% の効率達
成を希望します。

最小の損失で相電流センシングを継続的に実施できるように、
このリファレンス・デザインは 1mΩ のインライン・シャントを使
用しています。
この抵抗値は、精度と効率のトレードオフを考慮
して決定した値です。
非絶縁型アンプにとって大きな課題となるのは、
このシステ
ムが使用している広い同相電圧 (0V ～ 80V) です。
関連して、
このリファレンス・デザインで、
シャントのフルスケール電圧が
±30mV であることを考慮します (±30ARMS を想定した設計)。
これは、48V という同相電圧に比べると小信号です。
したがっ
て、広い同相電圧範囲に対応でき、DC と AC の同相除去が非
常に大きい電流センス・アンプを選定する必要が生じます。
シャ
ントのインピーダンスが小さいので、
アンプに望まれる特性は、
固定ゲイン、ゼロ・オフセット、
さらに追加の統合機能です。
この
ような特性を満たすアンプを採用すると、
システム・コストをさ

らに削減すると同時に、高精度の電流測定を確実に実施でき
ます。

100VDC 降圧レギュレータは DC 入力から中間レールを作成し、
ゲート・ドライバとポイント・オブ・ロードに供給します。
自己発
熱を低減するために、電力段を高い効率で動作させる必要が
あります。
その結果、業界の動作周囲温度を満たすことができ
ます。
通常、
この温度は 85℃ です。
この要件を前提にし、
エレク
トロニクス回路は必ずある程度の温度上昇 (自己発熱) を招く
という事実を考慮すると、
このシステムで使用する IC は、
これ
より高い温度に対応していることが求められます。
サーボ・ドライブ向けのこのリファレンス・デザインは、
永久磁
石同期モーター (PMSM) と組み合わせて、
0W ～ 500W の出
力電力でテスト済みです。
図 2 に、
ダイナモメーター (動力計)
を使用して制御するモーター負荷を示します。

まとめ

この 3 相インバータのリファレンス・デザインが設計方法を示
している小型電力段には、
ハードウェア保護、少ない BOM (部
品表) 点数、相内電流のセンシング機能、障害診断機能、高効
率という特長があります。
このリファレンス・デザインが使用し
ている TI の 100V 3 相スマート・ゲート・ドライバ DRV8530 は、
降圧レギュレータを搭載しています。
また、INA240 は、80V とロ
ーサイド / ハイサイドに対応した、双方向のゼロドリフト電流セ
ンス・アンプであり、PWM (パルス幅変調) 除去能力を強化して
おり、低電圧の DC 供給で動作する電力段の最適化に貢献し
ます。

図 2.モーター・ドライブの電力段向けテストのセットアップ

エンジニア向け産業用ロボット設計ガイド
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2.2.11 3 相モーター・ドライブでシャント・ベースの電
流センシングに使用するアンプの選定

せる場合、相電流は最大 100A に達する可能性があります。
モ
ーターの相電流を取得するためにシャントを配置する位置は
通常、以下の 3 つのいずれかです。
DC リンクからグランドへの
帰還、ボトム (ローサイド) スイッチとグランドの間、
または 3 相
電力からモーターへと向かう相の内部です (図 1 を参照)。

高精度の相電流センシング機能は、産業用モーター・ドライブ
向けのベクトル制御 3 相インバータの性能に大きな影響を及
ぼします。
このモーター相電流を測定するには、
ホール・エフェ
クト、
フラックスゲート・ベースかトランス・ベースの磁気センサ、
またはシャント抵抗を使用します。
磁気センサには、固有の絶
縁機能、
および広い電流範囲という特長があります。
それに対
し、
シャント・ソリューションはコスト効率と線形性に優れ、高帯
域幅のセンシング・ソリューションを実現します。
3 相インバータ
を、110 ～ 690VAC または 12 ～ 60VDC の電力供給で動作さ

シャントの各配置には、利点と課題があります。
また、
アンプが
振幅の小さいシャント電圧をアナログ信号またはデジタル信
号に変換してマイコン (MCU) に処理を任せるには、特定の要
件も課されます。
図 2 に、1 つの PWM (パルス幅変調) サイクル
にまたがる、理想的なシャント電流と実際の相電流の対比をシ
ャント配置ごとに示します。

VDC

u

Up to 1200 V

v
VW , i W

PWM W-LS

3 2 or 3 In-line motor shunts

i LS-W

i DC

w

2 2 or 3 Low-side shunts

Power
GND
1 DC-link single shunt
図 1.3 相インバータ内の電流シャント・オプション

i V = -1 A
iW = 5 A

Ideal low-side
shunt current, i L S-W

i U = -4 A

Almost zero commonmode shunt voltage
Ideal current-sampling point
(PWM center aligned) for
inverted phase current

0

Example:
i U = -4 A
i V = -1 A
iW = 5 A

Ideal in-line shunt voltage and current over
one PWM period for phase W to motor

3

Ideal in-line shunt
voltage and current

Ideal low-side shunt current over one PWM period

2

Example:

i DC = +i W

Sample DC-link current
twice to reconstruct the
3-phase currents

VW
iW

0
PWM U-LS

PWM cycle, e.g. 8 kHz

PWM W-LS
PWM cycle, e.g. 8 kHz

Bottom
PWM

PWM V-LS
PWM W-LS

Very high common-mode shunt voltage and
common-mode transients, 10 kV/µs

i LS-W = i W
Bottom
PWM

Bottom PWM

0

Ideal DC-link shunt current over one PWM period

i DC = –i U

Ideal shunt current, i DC

1

PWM W-LS
PWM cycle, e.g. 8 kHz

図 2.シャント配置に基づき、
シャント電流と相電流の対比、
および同相
エンジニア向け産業用ロボット設計ガイド
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配置場所 1：単一の DC リンクとグランドのシャントの間

表 1 に示すように、
システムの観点では、
モーターのインライン・シ
ャントが性能上の最大の利点を実現します。
それに対し、
アンプの
観点では、
ローサイド・シャントが低コスト・ソリューションを実現
します。

単一の DC リンク・シャントを使用する方法を一般的に採用して
いるのは、産業用の AC ドライブやサーボ・ドライブではなく、低コ
ストでローパワー、ベクトル制御のファンとポンプです。
DC リンク
電流は、PWM サイクルごとに 2 回測定する必要があります。
つま
り、2 つの異なる PWM スイッチング状態で測定し、3 相電流を再
構築することになります。
電圧振幅が小さい状態で、
このように
短い測定サイクルを使用するために、TI の OPA835 のようなアン
プが必要になります。
このアンプは、大信号のユニティ・ゲイン帯
域幅として少なくとも 20MHz という高い (広い) 値を達成するほ
か、10V/μs を上回る高スルーレートや、1μs 未満の高速セトリン
グも実現しています。
位相電圧がゼロの場合、
この方式は機能を
果たしません。
高度な PWM 補償アルゴリズムを使用してデューテ
ィ・サイクルを拡張しない限り、3 つの PWM のデューティ・サイクル
はいずれも 50% だからです。

シャント・ベースのシステムでは、精度、放熱性能、PCB サイズ、
コ
ストのトレードオフに基づいてシャント抵抗とパッケージを決定し
ます。
モーター・ドライブ内で、最大の相電流を流した時にシャント
抵抗の両端間で生じる電圧降下の大きさは、通常は ±25mV ～
±250mV の範囲内です。
後段のアンプは、
この小振幅のバイポーラ
(正と負の両極性) シャント電圧を、通常はユニポーラ (単一極性)
の出力電圧に変換します。
バイアス・オフセットにより、3V ～ 5V 前
後の ADC 入力範囲に合わせます。
ゲイン設定は通常、10 ～ 100V
の範囲内です。

シャント抵抗の公差とドリフト、
さらにアンプのゲイン、入力オフセ
ット、
それに関連する温度ドリフトは、3 つのシャント配置のそれぞ
れの精度に類似の影響を及ぼします。

配置場所 2：ローサイド電流シャント

ここで、±50mV の最大電圧 (100mV のフルスケール入力範囲) を
使用するシャントについて考えてみます。
また、
これらの各パラメー
タが産業用温度範囲全体で絶対誤差に及ぼす寄与が ±0.1% を
上回ることはない、
と想定します。
このアンプの入力オフセット電圧
が 100μV 未満になることはなく、
オフセットの温度ドリフトは常に
1μV/℃ 未満です。
このアンプで使用している複数のゲイン設定抵
抗とシャント抵抗はいずれも、公差が 0.1% であり、温度ドリフトが
10ppm/℃ 未満であることが求められます。
もちろん、
すべてのド
ライブが、
ここで提示した精度やパラメータのスケールを必須とす
るとは限りません。
ゲイン誤差とは異なり、多くの場合はオフセット
誤差はより重要な役割を演じます。
オフセット誤差は、電流の振幅
とは独立した形で絶対誤差に寄与するからです。
したがって、電流
が小さいときは特に、
インバータの性能に影響します。
利点

ローサイド電流シャントが有望な選択肢になるのは、AC ライン (
商用電源) からの電力供給で動作する、
おおむね 5kW 以下のモー
ター・ドライブと、12 ～ 60VDC の電力供給で動作するモーター・ド
ライブです。
どちらの場合も、制御マイコン (MCU) は非絶縁型で、
電源グランドに接続します。
これらのシャントは、3 相インバータの
2 個または 3 個のレッグに配置することができます。
このアンプは、後段の ADC と同様、単一電源で動作することが必
要です。
シャントの電圧降下はグランドを基準としており、入力同
相電圧がグランド・レベルに近い負のレールであることが必須で
す。
スイッチングの実行中にグランド・バウンスからのデカップリン
グを実現するために、差動構成のアンプをシングルエンド構成に
変換すると、小信号のバイポーラ (正と負の双極性) シャント電圧
課題

精度

インライ
• 定格、連続位相電流センス。
ン・
• 次のいずれかまたは両方を実施します。
より高い精度を実現
モーター・ するために
シャント
PWM の 1 サイクルにわたる位相電流の平均化を許可する
か、
PWM ごとに 1 個の電流コントローラを 2 回動作させること
を許可します。
• 複数の位相間での短絡と、位相から GND への短絡を検出し
ます。

• アンプで、高い同相入力電圧と高い同相除去比 (CMRR)
を達成する必要があります。
• AC ライン供給で動作するインバータは通常、絶縁型アプローチ
を使用します。

高

中程度

DC リンク • ベクトル制御と台形波制御どちらとの組み合わせでも動作
シングル・ します。
シャント
• システム・コストの低減：同相入力電圧がゼロに近いので、
非絶縁型の電流センス・アンプやオペアンプを
使用できます。

• 間接的、非連続型の反転位相電流センス。
測定できるのは、ローサイド・スイッチがオンのときのみです。
• 1 つの PWM 周期全体にまたがる平均化が不可能であり、
PWM ごとに 1 個の電流コントローラを 2 回動作させることも
不可能です。
• 位相から GND への短絡が検出不可能です。
• 各 PWM サイクル内で、2 つの測定を PWM パターンに
同期させる必要があります。
• 最小持続時間を確保するために、
アクティブ PWM パターンと
PWM 補償の各アルゴリズムで最小持続時間が
必須です。
• 高帯域幅で高スルー・レートのアンプが 1 個必須です。

ローサイ
ド・シャ
ント

• 貫通電流を検出できます。
• システム・コストの低減：同相入力電圧がゼロに近いので、
非絶縁型の電流センス・アンプやオペアンプを
使用できます。

表 1.モーターの相電流測定向けの各シャント配置の比較
エンジニア向け産業用ロボット設計ガイド
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を、通常は 1.65V を中間バイアスとする 0 ～ 3.3V のユニポーラ (単一
極性) 電圧に変換して

ADC に供給することになります。
アンプの重要なパラメータは、以下
のとおりです。
• 入力同相電圧がゼロ付近のレール・ツー・レール入力。

• レール・ツー・レール出力。
• 単一電源電圧。

• オフセットと、
オフセットの温度ドリフト。
ただし、
ローサイド・スイッ
チがオフになっているときに PWM の各サイクルでオフセットを測
定することは可能なので、
これらのパラメータが常に重要であると
は限りません。

• 帯域幅とスルーレート。
これらは最小セトリング・タイムに影響しま
す。
また、最小セトリング・タイムは、
ローサイド・スイッチに対応する
具体的な最小オン時間より短くする必要があります。

3 個のシャントを使用する場合、
ローサイドのオン時間が過度に小さ
くなる事態に対する回避策は、2 つの相のみを考慮に入れて最大の
オン時間を確保し、3 番目の相は計算で求めることです。
ただし、
この
アプローチは、2 個のシャントを使用するソリューションでは機能しま
せん。
アンプは少なくとも規定の最小オン時間のうちにセトリングさ
せる必要がありますが、通常は少なくとも最小オン時間の半分の長
さに相当します。
電流は多くの場合、PWM に対して対称的な方法で
サンプリングするからです (つまり、シャントを 1 個のみ使用して 1 サ
イクルで測定を 1 回だけ実施する場合、
サイクル時間の半分強をセ
トリング・タイムとして使用し電圧が安定した後に測定を実施する回
避策が利用できますが、シャントを 2 個使用して 1 サイクルで測定を
2 回実施しようとすると、時間不足が原因で 1 サイクルのうちにセトリ
ング・タイムを 2 回分確保することはできません。
具体的な値を得る
ために、以下の表で帯域幅の逆数をサイクル時間として求め、
その長
さを表内のセトリング・タイムと比較することができます)。
表 2 に、TLV9062 と同様、ユニティ・ゲイン帯域幅が10MHz であるア
ンプのセトリング・タイムの例を示します。
TLV9062 はこれらの仕様
オペアンプ

ゲイン

10MHz

20

10MHz

50

CMRR (DC)
CMRR (AC)

12V ～ 60VDC の供給で動作するインバータの場合、GND または DC–
を基準とする非絶縁型電流センス・アンプは、
そのシステム・コストに
より、有力な選択肢になります。
この場合の主な課題は、
フルスケー
ル・シャント電圧に比べて 100 ～ 1,000 倍の高さに達する、高い同相
電圧です。
この結果、
アンプ側で以下の対応が必須になります。
• 過渡が生じた後、長い回復リップルなしで高精度の電流測定を実
施することができる、非常に大きい DC と AC の CMRR (同相除去
比)。
DC CMRR は少なくとも -100dB で、出力は数マイクロ秒 (μs)
以内にセトリング (安定) する必要がある。
表 3 に CMRR の影響を
要約します。

• スイッチング実施中のマージン確保、
またはモーターのブレーキ
(制動) 時の DC リンク電圧上昇に対処できる、少なくとも -1V ～
70V にまたがる広い同相電圧範囲。

このアンプは、後段の ADC やマイコンの内蔵 ADC と同様、3.3V 単
一電源で動作することが必要です。
この結果、ADC 入力保護を目的
とする複数のクランプ・ダイオードが不要になります。
構成済みのゲ
インを 400kHz の帯域幅で確保できるアンプを採用すると、1μs 未満
(10% から 90% への立ち上がり) の高速で過電流を検出できます。
こ
の構成で、
オフセットとゲイン誤差を簡単に補償することは不可能で
す。
特に、動作温度範囲全体にわたる補償です。
すでに概要を説明し
たように、
オフセットと、
オフセットの温度ドリフトは、電流が小さい時
のインバータの性能にとって重要な要因であり、希望する電流測定
精度によって、許容可能なオフセット誤差が異なります。
セトリング・タイム
～ 1%

セトリング・タイム
～ 3%

200kHz

≥ 1.2Vµs

3.7µs

2.7µs

500 kHz

±50mW と比較したと
きの精度

-90dB

3.3%

0.1%

表 3.CMRR が精度に及ぼす影響
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配置場所 3：インライン・モーター・シャント

3.3V 時の最小スルー
レート

数値

-120 dB

BOM をさらに節減するために、設計者の皆様はゲイン設定用の外部
抵抗を不要にすることもできます。
INA181、INA2181 (デュアル・チャ
ネル)、INA4181 (クワッド・チャネル) の各電流センス・アンプのように、
固定ゲインを内部で設定している各種アンプを使用できます。

帯域幅

表 2.セトリング・タイムとアンプのゲイン帯域幅の対比
パラメータ

を満たすほか、8 ピン・パッケージ単体にデュアル・アンプ (2 個のアン
プ) を封止しているので、2 個のローサイド・レッグ・シャント・アプロー
チを使用するアプリケーションで、BOM を最小化できます。
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≥ 3Vµs

1.5µs

1.1µs

コメント

48V 同相モードの場合

同相過渡が 0V から 48V へ遷移する際に、高速セトリ
ングで
「PWM 除去」が必須です
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図 3 に、PWM 除去を強化した電流センス・アンプ (INA240) と、48V
3 相 GaN インバータを組み合わせたときの過渡応答を示しま
す。
DC と AC の同相除去が大きいので、相電流のセトリングはおよ
そ 2.5μs 以内です。
中心を揃えたサンプリングを想定すると、対応
する相電流を高精度測定するために必要とされる PWM の最小オ
ン時間と最小オフ時間は、5μs になります。
オン時間とオフ時間が
短い場合は、3 相シャントのアプローチを採用すると、3 番目の相
電流を他の 2 つの相電流からの計算で求め、
オン時間とオフ時間
を長くすることができます。
12 to 60 VDC

3.3 V

V CM

VOUT

PWM
rejection

VREF/BIAS

VCM
(50 V/div)
VOUT
(500 mV/div)

m Ω, IPhase = 10 A

図 4 (次のページ) に、
インライン・シャントと絶縁型デルタ・シ
グマ変調器を使用する、絶縁型の相電流測定を示します。
この
測定を 3 つの相に適用すること、
または 2 つの相に適用して 3
番目の相電流を計算で求めることもできます。
浮動シャント電
圧をローパス・フィルタに通し、増幅して、出力から絶縁されて
いる 2 次デルタ・シグマ変調器に供給します。
得られる絶縁型
出力は、変調器のクロックと同じ周波数を使用する、1 と 0 で
構成されたビット・ストリームです。
通常、
このクロックは 5MHz
～ 20MHz の範囲内です。
マイコン (MCU) 内のデシメーション・
フィルタは、
このビットストリームを処理して、高精度で高分解
能の結果を得る必要があります。
システムの観点では、絶縁型デルタ・シグマ変調器は以下の特
長を実現する必要があります。

– ±50mV の入力範囲を採用した結果、従来の ±250mV 範
囲に比べてシャント損失を 80% 低減します。

– 高精度を実現するうえで、ゲイン、
オフセット、関連するド
リフトが非常に小さいことが重要です。
これらを補償するの
は困難だからです。
オフセットが 50μV、
ドリフトが 1μV/℃ と
非常に小さい値であり、25℃ ～ 85℃ の温度範囲全体で
0.11% という誤差に貢献します。

0-V to 48-V common-mode voltage
with transients, 20 V/ns, at shunt
V OUT settles after~25 µs
Large common-mode AC
transient from 0 V to 48 V at
20 V/ns, attenuated to less
than 150-mV peak
Impulse noise coupled to scope-probe GND
Time (2 µs/div)

図 3.インライン電流センス・アンプと、48V 時の 1 つの PWM サイク
ル全体にわたる過渡応答

絶縁型のインライン相電流センシング

AC ライン供給で動作するインバータで、DC リンク電圧が 300
～ 1,200VDC の範囲にある場合、絶縁型アンプまたはデルタ・
シグマ変調器を使用すると、
インライン・シャントとの組み合わ
せで高精度の相電流センシングを実現できます。
この絶縁機能
により、図 1 に示すように、大きい同相電圧除去と大きい過渡
除去を実現できます。
産業用モーター・ドライブは IEC (国際電
気標準会議) 61800-5-1 の電気的安全性要件を満たす必要が
あるので、基本絶縁または強化絶縁が必須です。
基本絶縁型ア

エンジニア向け産業用ロボット設計ガイド

絶縁型デルタ・シグマ変調器

• 1 個のアンチエイリアシング・フィルタを搭載した 1 個のゲイ
ン・アンプ。

INA240

Setup: INA240, Gain = 20, Shunt = 5

ンプまたは強化絶縁型アンプと、
デルタ・シグマ変調器の組み
合わせは、
この目的を果たすことができます。
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– 統合型のアンチエイリアシング・フィルタは、変調器のクロ
ック周波数に比べて、
その 1/2 周波数を上回るノイズを減衰
させ、
ノイズが折り返す事態と、測定しようとする帯域の精度
にノイズが影響する事態を防止します。

– 同相入力電圧は、負のフルスケール入力範囲に比べて、少
なくとも半分の値に達している必要があります。

• 高精度で線形性の高い電流測定を短い待ち時間で実現する
ことを目的とした、20MHz のクロックで動作しているデルタ・
シグマ変調器。
マンチェスター符号化したビットストリーム・オ
プションを使用すると、
プロセッサから 3 個の変調器それぞ
れへのクロック取り回しがいっそう容易になります。
• 広範囲のハイサイド電源電圧と低消費電流は、AMC1304 の
ような LDO (低ドロップアウト) レギュレータ統合製品にとっ
て、
フローティング・ゲート・ドライブへの電力供給を実現する
うえで望ましい特性です。
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Floating gate-driver
supply: +15 V

DC+
300 to
1200 VDC

Note: Only one phase/half-bridge shown
3

LDO
or
Zener
diode

3.3 V to 5 V
4

Diagnostics

5

1
Gain &
AA filter

∆Σ

modulator
2

DC –

MCU
with SINCx
decimation
filters

6

Reinforced or basic
isolation barrier

IPHASE
Floating GND

Low-side supply
3.3 V to 5 V

Isolated delta-Sigma
modulator

Driver

1-Bitstream, uncoded or
Manchester coded data
Clock

Driver/
receiver

Isolated
GND

Floating GND

SINCx

LVDS or CMOS
interface

図 4.絶縁型デルタ・シグマ変調器を使用する、
インライン・シャント・ベースの相電流センシング
• 予測不可能な測定を防止するために、
ハイサイド電力の損失
を検出する診断機能。

Sinc フィルタなど、
プロセッサのデシメーション・ローパス・フィ
ルタは、高周波ノイズを遮断 (カットオフ) する方法で、出力信号
の帯域幅と分解能を設定します。
Sinc フィルタの次数とオーバ
ーサンプリング比に応じて、実効ビット数 (ENOB) が増え、セト
リング・タイムが長くなります。
図 5 をご覧ください。
デジタル・
フィルタの利点は、分解能と、
それに対応する帯域幅とセトリン
グ・タイムをソフトウェアで構成できることです。
また、同じビッ
トストリームに対して複数のフィルタを適用することも可能で
す。
この利点を活用すると、高精度制御を目的とした高分解能
の相電流 (たとえば、1 個の Sinc3 フィルタと 64 倍オーバーサ
ンプリングを使用して 12 ENOB を実現) や、超高速の過電流検
出 (たとえば、1 個の Sinc3 フィルタと 8 倍オーバーサンプリン
グを使用して 1.2μs を実現) に対応できます。

• スイッチ・ノードの過渡を除去するために、電磁界に対する耐
性が高く、同相過渡耐性 (CMTI) が少なくとも 10kV/μs とい
う高い値である、基本絶縁または強化絶縁。

• CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) また
は LVDS (低電圧差動信号伝送) のデジタル・インターフェイ
ス・オプション。
ノイズの多い環境や配線が長い場合に、LVDS
は高い同相過渡耐性 (CMTI) を実現します。

Legend:
High-resolution current filter
Sinc 3, OSR = 64, ENOB = 12.5, Settling time = 9.6 µs
16

16

14

14

12

Sinc 2

ENOB (Bits)

10

8
6
4

1

10

OSR

Sinc 2

8
6

Sinc 1

4

Sinc 1

2
0

Sinc 3

12

Sinc 3

10

ENOB (Bits)

Fast overcurrent detection filter
Sinc 3, OSR = 8, ENOB = 5, Settling time = 1.2 µs

2
100

1000

0

0

2

4

6

8
10 12
Settling Time (µs)

14

16

18

20

図 5.変調器 (AMC1306) のクロックが 20MHz の場合の ENOB とオーバーサンプリング比やセトリング・タイムの対比
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DC+
300 to
1200 VDC

Floating gate-driver
supply: +15 V
LDO
or
Zener
diode

Note: Only one phase/half-bridge shown
Low-side supply
3.3 to 5 V

3.3 V to 5 V
Isolated amplifier

Floating GND
∆Σ

Gain &
AA filter

modulator

DC –

Reinforced or basic
isolation barrier

IPHASE

7
Analog
low-pass
filter
Oscillator

8
Differential
to single-ended
Differential
analog interface

MCU
with 12-bit
ADCs
SAR
ADCs

Window
comparator

Isolated
GND

Floating GND

図 6.絶縁型アンプを使用する、
インライン・シャント・ベースの相電流センシング

絶縁アンプ

図 6 に、絶縁型アンプを使用する相電流センシングを示します。
絶
縁型アンプのうち非絶縁型サブシステム (赤で塗りつぶし) は、図
4 の絶縁型デルタ・シグマ変調器と同じ役割を果たします。
主な違
いは、出力フィルタ (青で塗りつぶしたサブシステム) を実装したこ
とです。
固定的な遮断 (カットオフ) 周波数を設定したアクティブ・
ローパス・フィルタは、
ビットストリーム内に存在している高周波量
子化ノイズを除去し、線形性の高い差動アナログ出力を供給しま
す。
デルタ・シグマ変調器が実現するこれらの機能をすでに列挙し
ましたが、
これらの機能は絶縁型アンプにも当てはまります。
ただ
し、
アナログ帯域幅とセトリング・タイムはハードウェアによる固定
値であり、
デバイス固有の発振器クロックと絶縁型アンプのローパ
ス・フィルタによって決まります。

絶縁型アンプをベースとする相電流センシング・システムには 3 つ
の変換段があります。
つまり絶縁型アンプ、差動からシングルエン
ドへの変換を行う 1 個の付加的なアンプ、
および (通常は) 1 個の
パラメータ

シングルエンド 12 ビット SAR (逐次比較型) ADC です。
短絡を検出
するには、相ごとに追加のウィンドウ・コンパレータが必要です。

システム上の主要な利点は、ADC を組み込んだ多様なマイコン
(MCU) とのシンプルなアナログ・インターフェイスを確立できるこ
とです。
シングルエンド ADC の場合、性能低下を招かない追加の
オペアンプを 1 個使用することになります。
ノイズ耐性を向上させ
るには、
マイコン (MCU) の近くにこのオペアンプを配置し、差動型
として機能できるように、複数のアナログ信号パターンをできるだ
け近接した位置に維持します。
システム性能の観点では、絶縁型デ
ルタ・シグマ変調器を使用するシステムの方が優れています。
表4
に比較結果を示します。

まとめ

この記事で説明したシステム構成ごとに、対応する TI のリファレン
ス・デザインを参照できます。
各デザインには、詳細なハードウェア
設計ガイドラインとシステムのテスト結果が付属しています。

絶縁アンプ

絶縁型デルタシグマ変調器

3 個の変換段：外部 ADC は通常 12 ビット以下ですが、
このビット
数もシステムの分解能に影響を及ぼします。

単一の A/D 変換：保留中のデジタル・フィルタ構成により、14 ビッ
ト精度 (ENOB、実効ビット数) を使用して 16 ビット分解能を実現
することも可能です。図 5 をご覧ください。

短絡の検出

追加のアナログ・ハードウェア (ウィンドウ・コンパレータ) が必要
です。

追加のハードウェアは必要ありません。
プロセッサで計算します。

プロセッサとのインターフ
ェイス

アナログ差動インターフェイス：SAR ADC を組み込んでいる任意の
マイコン (MCU) とのインターフェイスが容易ですが、追加のアンプ
が必要です。

EMC 耐性

中程度。
アナログ差動出力信号を採用しているからです。

分解能と精度

帯域幅とセトリング・タイム

固定。高性能アンプを使用すると、300kHz の帯域幅と、3μs 未満の
セトリング・タイムを実現できます。

表 4.絶縁型アンプとデルタ・シグマ変調器の比較
エンジニア向け産業用ロボット設計ガイド

                           43

フレキシブル。
プロセッサ上で保留中のデジタル・フィルタ。図 5 を
ご覧ください。

CMOS または LVDS インターフェイス。
デルタ・シグマ・インターフ
ェイスを統合している高性能マイコン (MCU) またはマイクロプロ
セッサ・ユニット (MPU)、
あるいは FPGA (フィールド・プログラマブル・ゲートアレイ) が必
要です。

高い、または非常に高い。
デジタル信号と LVDS インターフェイス・
オプションを採用しているからです。
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2.3.1 ロボット・システム向けのサーボ・ドライブに関
連する各種リファレンス・デザイン
サーボ・ドライブ向け、
スマート・ゲート・ドライバ搭載
48V/500W 3 相インバータのリファレンス・デザイン

産業用ドライブ向けの基本的な絶縁三相、小型電力段のリフ

ァレンス・デザイン

小型デルタ・シグマ変調器搭載、強化絶縁型位相電流センス

のリファレンス・デザイン

60VDC までの DC 供給で動作する小型ドライブにとって、効率、
保護、統合が設計上の重要な要因になります。
このリファレン
ス・デザインは、公称 48VDC の入力を受け入れ、10ARMS の出力
電流を供給する 3 相インバータを示します。

この小型 3 相電力段を示すリファレンス・デザインは産業用ド
ライブ向けであり、UCC5350 ゲート・ドライバを使用して静電
容量性の基本絶縁要件をサポートし、
フォトカプラに比べて寿
命の延長と伝搬遅延の整合性を改善するほか、
インバータの
デッドバンド歪みと損失を最小化します。

このリファレンス・デザインは、IGBT (絶縁型ゲート・バイポー
ラ・トランジスタ) ゲート・ドライバと絶縁型の電流 / 電圧セン
サを使用して、強化絶縁型 3 相インバータ・サブシステムを実
現します。
AMC1306E25 デルタ・シグマ変調器は、高精度のイ
ンライン・シャント・ベースでモーターの相電流センシングを実
施します。

このリファレンス・デザインは、絶縁 IGBT ゲート・ドライバと絶
480VAC ドライブ向け 3 相インバータのリファレンス・デザイン 縁型の電流 / 電圧センサを使用して、強化絶縁型 3 相インバ
ータ・サブシステムを実現します。
光入力エミュレーション・ゲート・ドライバ搭載、200 ～

開発中のロボット・システム・コントローラに最適な他のリファ

レンス・デザインをご確認ください。

執筆者の一覧：Eddie Esparza、Jason Reeder、Martin
Staebler、Nagarajan Sridhar、Mateo Begue、Mamadou
Diallo、Scott Hill、Manny Soltero、Harald Parzuber、Kristen
Mogensen、Martin Staebler。
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3.1.1 熱による損傷からパワー・マネージメント・シス
テムを保護する方法

VREF

現在、
コンシューマが期待しているのは、
パーソナル・エレクト
ロニクスのバッテリ動作時間の延長、充電時間の短縮、
フォー
ム・ファクタの小型化です。
充電電流と放電電流の増大、
およ
びフォーム・ファクタの小型化に伴って、
バッテリ・パックは熱に
よる損傷への耐性が低下しています (脆弱化)。
さらに、各種バ
ッテリ・テクノロジーは充電と放電に関してさまざまな要件を
課すので、表 1 に示すように、
バッテリは温度の影響を受けや
すくなっています。
バッテリ・タイプ
鉛酸

NiCd、NiMH

リチウムイオン

充電温度

-20°C～50°C
0°C～45°C

0°C～45°C

RBIAS
VTEMP

R2

放電温度

図 1.しきい値を検出するためのサーミスタとコンパレータ

-20°C～65°C

バッテリ動作アプリケーションは、高温と低温両方からの保護
を必要とするので、温度ウィンドウ・コンパレータがより適切な
ソリューションになります。
図 2 に、
このコンパレータからの出
力例を示します。
この例は、
トリップ・ポイントを 60℃ と 0℃ に
設定し、10℃ のヒステリシスを設けています。

-20°C～60°C

表 1.さまざまなバッテリの充電と放電に関する一般的な温度
制限.

TH = 60°C
50°C

動作温度が過度に高い場合、セルの劣化が発生し、熱暴走や
破裂が生じる危険性もあります。
動作温度が過度に低い場合、
セルの不可逆的な化学反応が発生し、
バッテリの寿命を縮め
る結果になることがあります。
したがって、
バッテリ管理システ
ムにとって、
バッテリの温度監視は不可欠です。

熱保護ソリューション

ディスクリートと統合型両方の温度センシング・ソリューショ
ンは、熱による損傷からバッテリ管理システムを保護すること
ができます。
図 1 に示すように、
ディスクリート・ソリューション
は、1 個のサーミスタ、1 個のコンパレータ、1 個のリファレンス
電圧で構成されています。
このアプローチは、制御システムの
処理を中断せずに、
リアルタイムの熱保護を実現します。

エンジニア向け産業用ロボット設計ガイド

VTRIP
+

RTMP61

-20°C～50°C

バッテリは通常、広い温度範囲で放電するものですが、充電温
度には制限が課されています。
セルの温度が 10℃ ～ 40℃ の
範囲内にある場合、高速充電を安全に実施できます。
これらの
温度制限は、
バッテリ・セルのケミストリー (充電方式の化学的
な仕組み) と、温度に依存する化学反応に関係しています。
過
度に迅速に充電を実施すると、セル内の圧力が上昇し、気泡
が生じてバッテリの寿命を縮める結果になることがあります。

R1
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10°C
5°C
TL = 0°C

Changes
hysteresis
from 10°C to 5°C

HYSTSET1
HYSTSET0

Forces OUT pin
high regardless
of temperature

SOH
OUT
TimeTime

図 2.温度ウィンドウ・コンパレータの出力挙動の例
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図 2 のセット出力ハイ (SOH) は、
システムの診断テスト機能を
実行するための入力信号であり、SOH をハイにすると、温度に
かかわりなく出力 (OUT) を強制的にハイに切り替えることが
できます。

TI は、TMP303、TMP390、TMP61 など、温度スイッチとサー
ミスタで構成された幅広い製品ラインアップを提供していま
す。
TMP303 は、
ウィンドウ・コンパレータを使用し、非常に小さ
いフットプリント (SOT-563、
スモール・アウトライン・トランジス
タ)、低消費電力 (最大 5μA)、最小 1.4V の電源電圧での動作と
いう特長を通じて、設計のフレキシビリティを高めます。
動作を
実現するうえで他の部品は不要であり、
このデバイスはマイク
ロプロセッサやマイコンから独立した形で機能することができ
ます。
さまざまなデバイス・オプションを通じて、7 つのトリップ・
ポイントを使用できます。
これらは工場で、任意の温度にプログ
ラムする (書き込む) ものです。

TMP390 は図 3 に示すように、抵抗でプログラマブルなデュア
ル出力温度スイッチであり、2 個の内部コンパレータと 2 個の
出力を搭載しています。
TMP390 は同じスモール・パッケージに
封止済みで、超低消費電力 (最大 1μA) と低電源電圧 (1.62V)
動作を特長としています。
VDD

VDDIO
Comparators

SETA
RA

Threshold
and
hysteresis
SETB

A

B

Outputs

OUTA

OUTB

RB
Temperature
sensor
GND
図 3.TMP390 のブロック図

高温と低温両方のトリップ・ポイントを、希望する任意の温度ウ
ィンドウに構成することができ、わずか 2 個の抵抗を使用する
だけで、5℃ ～ 30℃ の範囲でヒステリシス・オプションを設定
できます。
高温と低温の個別トリップ出力は、独立した形で警
告信号を生成し、
マイクロプロセッサでそれらを解釈すること
ができます。
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3.1.2 バッテリの保護は想像するほどの難題ではない

どのような種類の保護であっても、
ソリューションはシンプルで
済みます。
保護は、
一度設計して実装してしまえば、
再度心配す
る必要はなくなります。
少なくとも、
設計したとおりに動作する
性質の機能です。
ところで、
より多くのバッテリ保護機能をより的
確に実現できるという話を耳にした場合、
運用にどれほどのコ
ストが発生するのだろうか、
という心配が発生する可能性もあ
ります。

バッテリ保護回路は通常、
バッテリ・パック内部の視野に入らな
い場所に取り付けることを想定すると、
通常はその回路が洗練
され、
気の利いたアプリケーションの新機能であると考えるだ
けで、
それ以上考えない可能性もあります。
一方、
バッテリ保護
回路が正しく動作しない場合、
大ごとになる可能性があります。

どのような保護デバイスを使用する場合でも、
実装と設定をシ
ンプルにすることを希望するのが普通です。
システムを保護する
1 個の IC だけで済み、
消費電流があまり多くなければ良いとい
う話です。
TI の BQ77905 バッテリ保護 IC ファミリは、
3 個～ 5
個以上の直列セル向けであり、
開発中のシステムが必要とする
保護を低消費電力で実現します。
バッテリ動作アプリケーションで常に必要になるのは、
最初の
防衛線として機能する 1 次側保護機能です。
それより後段の各
種保護機能は、
2 次側保護機能の役割を果たします。
2 次側保
護機能は、
バッテリ保護機能として最後に頼りにする手段とい
う位置付けであり、
通常は BQ7718 ファミリなど、
シンプルな過
電圧保護製品が該当します。

図 1 に示す BQ77905 は、
電動工具、
園芸用器具、
掃除機、
さら
にドローン、
ロボット型掃除機、
ロボット芝刈り機のような各種
ロボット・アプリケーションのような多様なアプリケーションを
想定した 1 次側保護 IC です。
この種の産業用コンシューマ・ア
プリケーションは、
バッテリ・パックに重要な役割を与えていま
す。
コンシューマは一般的に、
バッテリ動作の電動工具やロボッ
ト型掃除機に対し、
AC 電源で動作しているときと同様の使い
やすさを期待するからです。
この種のアプリケーションの代表的
な連続消費電流は (電動工具の場合は) 最大 50A、
(掃除機の
場合は) 最小 15A (それより多くの電流が必要になることもあ
る) です。

大電流の引き込み (消費) に対応することに加え、
バッテリ動作
時間の延長と全体の長寿命化を目的として、
内蔵バッテリ・パッ
ク回路は超低消費電力を達成することも求められます。
このよ
うな状況で、
平均消費電流が 6μA で済む BQ77905 を便利な手
段として活用できます。
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に、
サイズごとに個別の IC アーキテクチャを採用する場合、毎
回再設計を実施することになり、
エンジニアリング・コストや経
験の浅さという要素が関係してきますが、共通プラットフォーム
採用でそれらの不安要素を除外できます。
また、BQ77905 はス
タック機能にも対応しており、セル数のフレキシビリティという
利点を設計時に活用できます。
セル・バランシングやハイバネーション・モードのような付加的
な機能が必要な場合、BQ77915 へのアップグレードが適切な
選択肢になる可能性があります。
セル・バランシングは、セル数
が多いアプリケーションで役に立ちます。
個別のセルの適切な
バランシングを維持する方法で、
バッテリ・パックの動作時間を
延長する必要のあるアプリケーションが該当します。

図 1.BQ77905 3S ～ 5S 先進スタッカブル低消費電力バッテ
リ・プロテクタの評価基板 (EVM)

一般的に、保護機能は明快で使いやすいものであること、
また
消費電力、価格、安全性の点であまりコストがかからないこと
が望まれます。
さらに、
バッテリ保護デバイスはフレキシビリティ
が高く、
さまざまなセル数に対処できるスケーラビリティを達成
しているのが望ましい特質です。
そうすれば、設計全体のコスト
を管理しやすくなります。
保護機能は、
アプリケーションで実現
できる機能に制限を加えるものであってはなりません。

産業用のコンシューマ・アプリケーションが一般的に使用する
バッテリ・パックのサイズは、小型電動工具や小型ドローンで
3S (3 個の直列)、
ドローンで 4S、業務用電動工具で 5S、産業ド
ローンで 6S、掃除機で 7S、園芸用器具や電動のこぎりのよう
な大型電動工具で 10S、場合によっては 20S です。
このような
多様なサイズに対応するために、各種バッテリ・パックの設計
向けに共通のプラットフォームを製作することができます。
仮

3.1.3 ロボット・システム向けの位置フィードバックに
関連する各種リファレンス・デザイン
1 ～ 4S リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャのリフ

ァレンス・デザイン

このリファレンス・デザインが採用している BQ40z50-R1 バ
ッテリ・パック・マネージャは、
バッテリ残量計測と保護機能
を統合しており、1S ～ 4S (4 個の直列) セルのリチウムイオ
ン / リチウムポリマ・バッテリ・パックの完全自律動作を実現
します。
このアーキテクチャにより、残量計プロセッサと内部
バッテリ・チャージャ・コントローラが SMBus ブロードキャス
ト・コマンドを使用して通信を実施できます。

EMC 耐性の高いアブソリュート・エンコーダ向け RS-485 イ 電磁適合性 (EMC) 耐性の高いこのリファレンス・デ
ザインは、
ドライブとの組み合わせ、
また EnDat 2.2
ンターフェイスのリファレンス・デザイン
、BiSS、Tamagawa のような各種エンコーダとの組み合わ
せの両方で使用する RS-485 トランシーバを示します。
EMC
耐性、特にインバータのスイッチング・ノイズに対する耐性
は、産業用ドライブ内の位置エンコーダ・フィードバック・シ
ステムにとって重要です。

開発中のロボット・システムのマニピュレータに最適な他のリファレンス・デザインをご確認ください。
執筆者の一覧：Miguel Rios、Bryan Tristan
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4.1 ロボット・アプリケーションでの TI のミリ波レー
ダー・センサ

ロボットのイメージを思い浮かべるとき、目に見えるコイルや
ワイヤを収容したハーネスを取り付けた、重そうな機械製のア
ームが工場の床に沿って移動し、溶接の火花が飛び散る、
とい
った光景を連想する方もいらっしゃるでしょうか。
一方、ポップ・
カルチャーや SF が描くロボットは、
このような重々しい機械と
は大きく異なり、
あらゆる場所で毎日の生活を支援する多数の
ロボットが活躍する近未来を示しています。
現在、AI (人工知能) テクノロジーの分野で見られる革新は、
サ
ービス・ロボット、無人飛行機械 (ドローン)、自律運転自動車
の進歩を促しています。

ロボット・テクノロジーが進歩するにつれて、
それを補完するセ
ンサ・テクノロジーも進歩します。
変化を続ける統一的な管理
がなされていない環境にロボット・システムを導入する際に、
人間の五感によく似た形で複数のセンサ・テクノロジーを組み
合わせると、最善の結果が得られます。

ロボット分野におけるセンサ・テクノロジー

ロボット分野で見受けられるセンサ・テクノロジーに該当する
のは、力 (フォース) センサやトルク・センサ、
タッチ・センサ、1D
センサ

mmWave（ミ
リ波）
カメラ
LIDAR

/ 2D 赤外線 (IR) レンジ・ファインダー、3D タイム・オブ・フライ
ト (ToF) LIDAR (光を使用した検出と距離測定) センサ、
カメ
ラ、慣性計測ユニット (IMU)、GPS などです。
ロボット・センシ
ングに登場した比較的新しいテクノロジーの 1 つが CMOS
(complementary metal-oxide semiconductor) ミリ波

(mmWave) レーダー・センサです。
CMOS ミリ波センサを採用
すると、視野角に入る物体の距離測定に加えて、各種障害物
の相対速度も測定できます。
このようなセンシング・テクノロジ
ーにはいずれも、表 1 に示すように利点と欠点があります。

ビジョン
（有視界）ベースや LIDAR ベースのセンサに比べて、
ミリ波センサが実現する重要な利点の 1 つは、雨、ほこり、
煙、霧、霜のような環境条件に対する耐性です。
加えて、
ミリ
波センサは、完全な闇夜や、直射日光でのぎらつきの下でも
動作できます。
外部に面したレンズ、開口部、センサ露出面の
いずれも設けずに、筐体プラスチックの内部に直接設置で
きるので、
ミリ波レーダー・センサは非常に堅牢で、Ingress
Protection（IP、
イングレス・プロテクション）69K の規格を満た
すことができます。
また、TI のミリ波センサには、小型で軽量と
いう特長もあり、小型 LIDAR レンジ・ファインダに比べても、
サ
イズが 1/3、重量が 1/2 の設計を実現できます。
検出可能な
情報

悪天候への
対処

夜間動作

検出性能

良い

速度、距離、
角度

良い

はい

堅牢で安定的

中程度

中程度

ターゲットの
分類

良くない

いいえ

物体の座標計
算が複雑

長距離

狭い、広いの
両者

良い

速度、距離、
角度

良くない

いいえ

悪天候に弱い

短距離

広い

良い

距離

良い

いいえ

短距離アプリケ
ーション

検出距離

検出角度

距離分解能

長距離

狭い、広いの
両者

中程度

超音波

表 1.センサ・テクノロジーの比較
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ガラス壁面の検出

図 1 に、
モダンな建築物で採用されているガラス壁面とガラス
製パーティション、
および床の掃除機吸引やモップ掛けを行う
サービス・ロボットを示します。
たとえば、壁面との衝突を防ぐ
ために、
これらを検出する必要があります。
これらの素材は、
カ
メラや IR ベースのセンサを使用する場合、検出が困難である
ことが実証されています。
一方、
ミリ波センサはガラス壁面の存
在や、
その背後にある物質を検出することができます。
図 3.ガラスと不透明な壁パネルを検出したことを示す結果

TI のミリ波センサを使用した対地速度の測定

図 1.モダンな建築物はガラス表面を幅広く採用している

このようなガラス検出機能を実証するために、
テキサス・インス
ツルメンツ (TI) の IWR1443 シングルチップ 76GHz ～ 81GHz ミ
リ波センサ評価基板 (EVM) と、80cm 離れた場所にあるガラス
製パネルを組み合わせてシンプルな実験を行いました。
次に、図
2 に示すように、ガラスの向こう側に、合計 140cm 離れた場所
に不透明な壁パネルを設置しました。
IWR1443 EVM

Glass panel

Wall panel

80 cm
140 cm

図 2.ガラス壁面を検出するテストの設定

EVM に付属している mmWave Demo Visualizer (ミリ波デモ
可視化機能) の一部であるデモ・ソフトウェアと視覚化ツール
を使用したところ、図 3 に示す結果が得られました。
これは明
確に、
ミリ波センサがガラス壁面の表面と、ガラスの向こう側に
ある不透明な壁パネルを検出したことを示しています。
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ロボット・プラットフォームで自律的な移動を実現するには、高
精度のオドメーター（路程測定）情報が不可欠です。
ロボット・
プラットフォームに取り付けられている車輪やベルトの回転を
単純に測定し、
オドメーターの情報を求めることは可能です。
ただし、緩い砂利道、未舗装、濡れた路面（グラベル、
ダート、
ウ
ェット）のような路面で車輪が部分的に空転した場合など、
こ
の低コストのアプローチは簡単に破綻します。

より高度なシステムは、IMU (慣性計測ユニット) を追加し、
さら
に GPS を使用して IMU を補正する方法で、非常に高精度のオ
ドメーター距離を保証することができます。
追加のオドメータ
ー情報を提供するために TI のミリ波センサを使用して、
ロボッ
トが平らではない路面を移動する場合や、多数のピッチやヨー
イング (縦揺れと横揺れ) がシャーシで発生する場合に、センサ
から地表に向かってチャープ信号を送出し、反射された信号の
ドップラー偏移を測定することができます。

図 4 (次のページ) に、対地速度測定用のミリ波レーダー・セン
サをロボット・プラットフォームに取り付ける際に利用可能な構
成の例を示します。
レーダーを (図のように) プラットフォームの
前方に取り付けるか、(農業用車両の標準的な方法となってい
る) 後方に取り付けるか、
という選択は、
トレードオフの一例で
す。
レーダーを前方に照射する場合、同じ TI のミリ波センサを
使用して路面の縁をセンスすると同時に、倉庫内の輸送用ドッ
クから逸脱してしまうなど、
ロボット・プラットフォームの回復不
可能な喪失を避けることができます。
レーダーを後方に照射す
る場合、
ピッチやヨーイングが測定に及ぼす影響を最小化する
ために、
プラットフォームの重心より下部にセンサを取り付ける
ことができます。
農業アプリケーションでは、
このような影響が
大きな懸案になります。
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従来は図 6 に示すように、
ロボットの動作範囲の周辺にセーフ
ティー・ライト・カーテンまたは立ち入り禁止ゾーンを設けて、
物理的な分離を確保する方法を使用していました。

v

図 4.ロボット・プラットフォームに取り付ける対地速度測定用
レーダーの構成例

式 1 に、一様で理想的な条件下における速度を計算します。

fd = ( 2V / λ ) i cosθ

(1)

式 1 を展開すると、速度計算誤差を補償できます。
これは、平ら
ではない路面が原因で、センサのピッチ、
ヨーイング、
ロール（
回転）を引き起こし、回転方向の速度成分を生じさせることに
伴う誤差です。

ロボット・アーム周辺での安全保護

サービス用途や、数量の少ないフレキシブルな一括処理自動
化タスクなどで、
ロボットと人間の協調動作が進むにつれて、
図 5 に示すように、
ロボットが協調動作に携わる担当者を傷付
ける事態を避けることが不可欠になります。

図 6.物理的な安全ケージ内で動作するロボット・アーム

センサを活用すると、仮想的なセーフティー・カーテンやセーフ
ティー・バブルを作り出し、
ロボットの動作が意図しない形で人
間と協調動作することを避けることができます。
さらに、密度の
増加や動作のプログラム能力向上に伴い、
ロボット相互間の衝
突も回避できます。
ビジョン・ベースの安全システムは制御用
の照明を必要としますが、
この場合は消費電力が増加し、熱が
発生するほか、保守も必要になります。
織物やカーペットのよう
な製造業の環境では、
レンズを頻繁に清掃し、注意を払う必要
が生じます。

TI のミリ波センサは信頼性が高く、工場の床にある照明、湿
度、煙、ほこりにかかわりなく物体を検出するので、
ビジョン・シ
ステムの置き換えに最適で、
このような検出機能を非常に短い
処理待ち時間で実施できます。
通常、2ms 以下です。
視野角が
広く、長距離の検出が可能なので、
これらのセンサを動作領域
の上方に取り付ける方法で設置を簡素化できます。
1 個のミリ
波センサのみで複数の物体や人間を検出できるので、センサの
所要数とコストを低減できます。

ミリ波センサが生成するポイント・クラウド情報

図 5.将来はロボットと人間の協調動作が進む見通し
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ミリ波レーダー・センサは、無線周波数 (RF) フロント・エンドの
アナログ・データを A/D コンバータに渡してデジタル形式に変
換します。
デジタル変換後のこのデータは、
データ・ストリームを
処理チェーンに渡すために高速な外部データ・バスを必要とし
ます。
チェーンで一連の算術演算が実施され、
センサの視野角
内で検出された複数のポイントの距離、速度、角度情報が生成
されます。
従来、
これらのシステムは大規模で高価だったので、
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RF front-end

ADC

ADC data

IWR1443
Pre-processing
(interface mitigation)

1st dim FFT
(range)

2nd dim FFT
(velocity)

3rd dim FFT
(angle arrival)

Point cloud

Detection

(range, velocity, angle)

IWR1642
Clustering

Tracking

図 7.TI のミリ波センサの処理チェーン

TI はこれらすべての機能を単一のモノリシック CMOS シリコン製
品に統合する方法を検討してきました。
その結果、
サイズ、
コスト、
消費電力の低減に成功しました。
付加的なデジタル処理リソース
によってデータの後処理に対応し、
図 7 に示すように、
クラスター
化、
追跡、
分類のようなタスクを実施できるようになりました。

1 人の人物が 1 個の TI ミリ波センサの前を歩くと、
複数の反射ポ
イントが生成されます。
検出されたこれらの各ポイントは、
(図 8 に
示すように) 一般的なロボット・オペレーティング・システム (ROS)
視覚化 (RVIZ) ツールを使用して、
センサに対する相対的な 3D フ
ィールドにマップすることができます。
このマッピングは 1/4 秒の期
間にわたってすべてのポイントを収集します。
収集したポイント情
報の密度は、
視覚的に認識できる足や手の動きをほぼ忠実に表し
ており、
移動している人物であるという物体の分類が可能になりま
す。
3D フィールドでオープン・スペース (空白領域) が明確に表示さ
れている事実は、
移動するロボットにとっても非常に重要であり、
ロ
ボットが自律的に動作できるようになります。

Object classification

Object

TI のミリ波センサを使用したマッピングとナビゲーション

IWR1443 EVM が検出した物体に関するポイント情報を活用する
と、TI のミリ波レーダーを唯一のセンサとして使用し、室内にある
複数の障害物を高精度でマップするほか、空き空間を識別して自
律的な動作に役立てることができます。
手短な実証例として、単一
のミリ波センサ・レーダーをマッピングとナビゲーションのアプリ
ケーションで使用するために、
ロボット OS としてロボット向けオー
プン・ソースの Turtlebot 2 開発プラットフォームを選択し、図 9 に
示すように IWR1443 EVM を取り付けます。

図 9.Turtlebot 2 に取り付けた IWR1443 EVM

図 8.IWR1443 EVM を使用してキャプチャした 1 人の人物のポイン
ト・クラウドを RVIS 内で提示
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EVM 向けの基本的なドライバ (ti_mmwave_ rospkg) を実装する
ために、ポイント・クラウド情報をナビゲーション・スタックに統合
しましたが、
この際に、図 10 (次のページ) に示すように OctoMap
と move_base の各ライブラリを使用しました。
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“move_base_simple/goal”
geometry_msgs/PoseStamped

Navigation stack setup
“/map”

move_base
Amci
Sensor
transforms
Odometry
source

global_planner
“/tf”
tf/tfMessage
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nav_msgs/Odometry

internal
nav_msgs/Path

global_costmap

recovery_behaviors

local_planner
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(pre-existing map)

sensor topics

ti_mmwave_rospkg

sensor_msgs/LaserScan
sensor_msgs/PointCloud
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“cmd_vel” geometry_msgs/Twist
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Optional provided node
Plaform specific node

Base controller

Turtlebot_bringup

図 10.IWR1443 EVM を取り付けた Turtlebot 2 と組み合わせて使用した、
ロボット OS ライブラリのナビゲーション・
スタック

オフィス環境内部に複数の障害物を配置し、
その領域を通過
するように Turtlebot 2 を操縦し、OctoMap ライブラリを使用
して 3D 専有物グリッド・マップを構築しました。
図 11 に、RVIZ
を使用して表示した専有物グリッドのスクリーンショットを示し
ます。

図 12.ロボット OS の move_base ライブラリと組み合わせて
Turtlebot 2 の自律型ナビゲーションを行う目的で、IWR1443
EVM の専有物マップを使用

図 11.ロボット OS 内で OctoMap ライブラリを使用して専有物
マップを生成

OctoMap を move_base と組み合わせてマップを生成した
後、
そのマップを使用して、図 12 のスクリーン・キャプチャに緑
の矢印で示す、最終的な目的地と姿勢制御位置を入力しまし
た。
Turtlebot 2 はナビゲーションを正しく、
また効率的に実施
し、選択したスポットへ移動した後、回転して適切な姿勢を取
り、
その途中経路にある複数の静的障害物と動的 (移動) 障害
物を回避しました。
この実験を通じて、
ロボット OS 環境で、前
方を向けた単一のミリ波センサを使用してロボットの基本的な
自律型ナビゲーションを迅速に実行する手法の有効性を実証
できました。
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まとめ

TI のミリ波センサは従来は高価で大きく、複数のディスクリート
部品が必要でした。
ただし、TI の手法が RF、処理、
メモリの各リ
ソースを単一のモノリシック CMOS ダイに統合した現在は、
ミリ
波センサが、ロボット分野で使用されている既存のセンシング・
テクノロジーを補完または置き換える見通しであると言うこと
ができます。

他のテクノロジーに対する TI のミリ波センサの優位性は次のよ
うになります。
• TI のミリ波センサは、直射日光、影、水からの光の反射のよう
な環境条件の影響をあまり受けません。

• TI のミリ波テクノロジーはガラス壁面、ガラス製パーティショ
ン、ガラス仕上げの表面を検出できます。
光 (ビジョン) ベース
のセンシング・ソリューションは、
これらの検出に失敗する可
能性があります。
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• TI のミリ波センサは物体に対するドップラー速度情報を提
供します。
このような情報は、濡れた路面などでホイールの
一部空転が発生する可能性のある状況で、
ロボットのオド
メーター情報を補正するのに役立ちます。

• TI のミリ波ベースのセンサの機械的な複雑度は低いので、
製造時の調整や誤差キャリブレーション・プロセスを減少
させることができます。
開口部やレンズがないので、筐体プ
ラスチックの内部に直接取り付けることが可能です。
キャリ
ブレーション機能を内蔵しているので、製造ラインの複雑度
を低減できます。
実現可能な視野角が広いので、センサ・メ
カニズムを機械的に回転させる必要がなくなります。
• TI の統合型シングル・モノリシック CMOS ミリ波センサを
採用すると、
すべての処理をセンサ内で実施できます。
この
結果、BOM (部品表) コストの低減、センサの小型化、
また
従来の中央コントローラ・プロセッサとビジョン・ベース・シ
ステムの間で必要とされていた MIPS 数 (毎秒百万回単位
の命令数) の削減を実現できます。

TI のミリ波センサ・テクノロジーは、
ロボットのインテリジェン
ト動作を強化すると同時に、実際の環境で信頼性を高めるこ
とができます。
このテクノロジーを適用すると、
ロボット・シス
テムの迅速な対応能力をさらに加速することができます。

4.2 エッジ側インテリジェンスによる自律型ファクト
リ (工場) の強化

従来型の産業用ロボット・システムから、現在最新の協力ロ
ボットまで、
さまざまなロボットが、非常に多様で大量のデー
タの生成と処理を行う各種センサに依存しています。
このデ
ータは自律型ロボットでリアルタイムの意思決定を実施し、
その結果、図 1 に示すように、
よりスマートな方法で偶発的な
事態を管理すると同時に、動的に変化する実際の環境で生
産性を維持することができます。

TI のミリ波センサを活用してエッジ側インテリジェン
スをファクトリで実現する方法

図 1. ミリ波センシングは、偶発的な事態をリアルタイム管理
するために、機器の周辺領域の監視を支援.

さらに、単一のセンサのみで複数の物体や人間を検出する能
力があるので、
システム全体のコストを削減できます。

ほこり、煙、可変照明のような環境条件への耐性も、
ファクト
リ設定の際にもう 1 つの重要な検討事項になります。
TI のミ
リ波センサはこれらのどの条件下でも動作でき、外部に面し
たレンズ、開口部、センサ露出面のいずれも設けずに、筐体プ
ラスチックの内部に直接設置することができます。
これらすべ
ての特長により、
ミリ波センサは産業用センシング・アプリケ
ーションで適切に動作することができます。
TI のミリ波テクノロジーは単純な距離測定以外の機能も実
施可能

インテリジェントなエッジ処理を活用すると、
ファクトリ内の
機械とロボットが人間と協調して動作し、偶発的な事態を減
らすことができます。
たとえば、機器の周辺にある特定の関心
領域を監視し、立ち入り禁止ゾーンを定義するほか、領域内
にいる人に警告するように TI のミリ波センサを構成すること
もできます。
これらのゾーンを複数に区分し、各ゾーンで人の
占有または近接を基準にしてセンサが適切に反応するよう
に設定することもできます。

TI (テキサス・インスツルメンツ) のミリ波センサが統合してい
るプロセッサは、
オンチップでデータを処理し、
リアルタイム
の意思決定を実施することができます。
この統合により、従来
の光ベースやビジョン・ベースのセンサを使用する場合に比
べて、設計を小型化できます。
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図 2.1 人の人が機械の近くをゆっくり通り過ぎるとき、1m の距離で危険信号が点滅する
図 2 に、
この機能を示します。
各ゾーンに、安全 (緑)、警告 (黄
色)、危険 (赤) というマークを付け、機械に対する近接度を示し
ています。
TI のミリ波センサを採用すると、視野角に入る物体の距離測定
に加えて、各種障害物の相対速度も測定できます。
この結果、
ロ

(a)

ボットは予測に基づくいっそうの行動を実施することができま
す。
たとえば、物体が機械に接近している速度に応じて機械を
停止する、などの動作です。図 3 に、人が機械に接近する速度
に基づいて危険ゾーンの警告をトリガするときの迅速性 (距離)
を示します。

(b)

図 3.人がゆっくり歩いてくるときは 1m の距離で危険表示をトリガし (a)、速足で近づいてくるときは 2m の距離でトリガ (b)

生産性を向上させるために、誤検出トリガに起因する機械の停
止を避けたいと考えるはずです。
図 4 の例は、統合型の追跡ア
ルゴリズムを使用して、センサが人の進行方向を高精度で判定
できるようにする方法を示しています。
人が機械から遠ざかる
方向に歩いている場合、センサは警告表示を有効にせず、何も
アクションを実施しません。

設計の簡素化と開発の迅速化

ロボット・システムの設計を簡素化し、開発を迅速化するため
に、
アンテナ統合型パッケージ採用のミリ波センサを使用したエ
リア・スキャナのリファレンス・デザインは IWR6843 EVM を使用
しています。
この EVM は 60GHz の周波数帯で動作し、
レーダー
処理チェーン全体をデバイスに統合しています。
エンジニア向け産業用ロボット設計ガイド
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図 4.人が機械から遠ざかる方向に歩いているので、センサは
警告信号を表示しない
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4.3 適切に動作するロボット向けの超音波センシング

現在は人が実施している業務の多くを、
ロボットが代わりに実
施する時代の到来はそれほど遠くなさそうです。
すでにロボット
型掃除機が家庭内を掃除しており、
ロボット芝刈り機は庭の草
刈りを実施しています。
ファクトリ (工場) の現場でも、歯ブラシ
から自動車まで、私たちが使用する製品の多くをロボットが製
造しています。
中国と日本ではロボットが一部の食品製造も担
当しているほか、他の国や地域ではドローンが農地への肥料散
布や物品の配達を実施しています。

そのため、住宅の建築、道路の舗装、自動車の運転をロボット
が担当するのも、遠い未来のことではありません。
ただし、
その
ような将来を現実化するための 1 つの重要な要件として、
ロボ
ットが人間に近い感覚を身に付けることが求められます。

ロボット・デバイスに関連する非常に大きな課題の 1 つは、
ロボ
ットが壁、家具、機器、人、他のロボットにぶつからずに、目的の
方向へ進むための経路を発見する方法を確立することです。
複
数の障害物を回避して業務を効果的に実施するために、
ロボッ
トは数フィート (30cm から数メートル) ないし数 cm 離れた場
所にある障害物を検出する必要があります。
そうすれば、衝突
が発生しない他の場所へ移動するだけの時間を確保できます。
障害物を検出するための一般的なテクノロジーは、以下のとお
りです。
• 超音波センシング。
複数の超音波を送信し、
さまざまな障害
物から反射された反響を受け取ります。

• 光学的タイム・オブ・フライト (ToF) センサ。
フォトダイオードを
使用して光を放射し、障害物から反射された光を受信します。

• レーダー・センサ。
無線周波数の波形を複数放射し、障害物か
らの反射を使用して、移動している物体の方向と距離を判定
します。

最初のテクノロジーである超音波センシングは、
レーダーに比
べて低コストで低速な選択肢であり、家庭やファクトリで高速な
到達を必要としないロボットに適しています。
超音波センシング
は、障害物回避に関して光学的 ToF センシングより信頼性の高
い手法です。
超音波センシングは、障害物から反射された利用
可能な光の量の影響を受けることがないからです。
超音波セン
シングの別の利点は、ガラスや他の透明な面をセンスできる能
力です。
物体を検出するために、光ではなく音波を使用している
からです。

ロボット向けの多くのアプリケーション

コマンド動作、
または設定済みのスケジュールに従って動作するロ
ボット型掃除機が、自らの拠点を出発し、家庭内を移動して床を掃
除する状況について考えましょう。
このシステムを設計する適切な
方法は、掃除機の側面に組み込んだ超音波センサを使用し、360
度の範囲全体を把握できるようにすることです。
センサの数と間隔
は、掃除機の形状と、個別超音波センサの視野角 (FOV) によって異
なります。

ロボット型掃除機が移動すると、超音波センサ・ネットワークは複
数の障害物をマップに記載し、各障害物からの距離を計算した後、
この情報を CPU (中央演算装置) に渡して、障害物の間を移動で
きるようにします。
統合型の超音波センサを複数使用する類似の
アプローチは、図 1 に示すように、
ロボット芝刈り機、対話型ロボッ
ト玩具、
またはレストランや小売店のサービス・ロボットでも機能
すると考えられます。

図 1.サービス・ロボットの例

2 番目の例として、組み立てラインのロボットや、
ファクトリ内、
また
はファクトリと倉庫の間で未加工の原材料や完成した物品を移動
するロボットについて考えてみましょう。

現在のファクトリでは、
ロボット・アームは製品を組み立てるとき
に、図 2 に示すように動き回って部品をつかみ、所定の場所に置い
た後。
ナットとボルトで固定します。
ファクトリの所有者やロボット・
システムのメーカーにとって主な懸念は、
フロアに設置済みの複
数のロボットの間で衝突が発生することを防止するために、
ロボッ
ト・アームに取り付けるセンサに関係しています。
ロボット・アーム
またはロボット型移動車両の適切な位置に超音波センサを複数
取り付けると、付近にある物体に関するインテリジェンスや距離情
報を提供することができます。
それらのロボット・アームの CPU は
これらの情報を使用して、衝突を防止できます。

図 2.組み立てラインのロボット・システムのコンポーネント
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ロボットが超音波ベースの物体回避システムで使用しているコ
ンポーネントとして、以下のものが該当します。

• CPU。
ロボット・システムのこのセクションは、
ロボットの周囲
にある複数の超音波センサから取得した ToF 情報を使用し
て障害物をマップ化し、CPU へのプログラミングに応じて障
害物の手前で停止するか、障害物を避けて移動するように支
援します。

• 超音波トランスデューサ。
これらは圧電 (ピエゾ) 水晶振動子
であり、AC 電圧を印加したときに振動して超音波を生成し
ます。
または反対に、反響が返ってきたときに電気信号に変
換します。
トランスデューサには 2 つの種類があります。
1つ
は上部閉鎖型で、圧電水晶振動子を密閉式シールドし、外部
環境から保護します。
もう 1 つは上部開放型であり、水晶振
動子を外部に露出しているか、
スピーカのメッシュに似た素
材などで被覆しています。
上部閉鎖型トランスデューサは、
よ
り高いドライブ電圧を必要とします。
その結果、追加のシステ
ム・コンポーネントであるトランスが必要になります。

図 3 は、超音波トランスデューサと、TI の PGA460 超音波信号
プロセッサやドライバ IC を組み合わせた、超音波トランシー
バ・モジュールの 1 つの例です。
このモジュールに対応する設計
ファイルは、参考資料として入手できます。

超音波センシングを使用して開発を開始

超音波センシングは、家庭やファクトリのロボット・システム向
けとして、
コスト効率に優れ、信頼性が高い実用的なソリューシ
ョンです。
TI は、数種類のデバイスと多様な関連資料を提供し

• トランス。
シングルエンドまたはセンター・タップのトランス
は、上部閉鎖型トランスデューサを駆動するのに必要な大電
圧を生成します。

ており、超音波センシングをベースとする設計の迅速な開発を
支援します。

• 超音波信号プロセッサとトランスデューサ・ドライバ。
1 つの

•

例として、TI の PGA460 はトランスを駆動し、反響を受信し
たときに生成された電気信号を処理して、反射された各反響
に対応する ToF データをリアルタイムで計算します。
Transformer &
transducer pair
Central
processing
unit

Closed top
transducer

PGA460

(CPU)

図 3.超音波トランシーバ・モジュールの例
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4.4 センサを活用してロボットの AI を強化する方法

従来の産業用ロボット・システムから最新の協力ロボット (コボッ
ト) まで、各種ロボットはセンサに依存していますが、
それらのセン
サが生成するデータの量と種類は非常に多様化しています。

このデータは、
より的確な機械学習 (ML) モデルや人工知能 (AI)
モデルの形成に役立ちます。
ロボットは自律性の強化、
リアルタイ
ム意思決定、動的に変化する実際の環境内での移動を実施するう
えで、
これらのモデルに依存しています。

産業用ロボットは一般的に、柵などに囲まれた環境に配置済みで
あり、
その環境内に人間が入ったときに停止します。
一方で、人間
とロボットの協力作業に制限を加えると、多くの利点が実現できな
くなります。
自律的な能力があれば、人間とロボットの安全で生産
的な共存を実現できます。

各種ロボット・アプリケーションで、センシングを実施し、
その結果
をインテリジェントな方法で認識することは重要な役割を果たし
ます。
ロボット・システム、特に ML / AI の実質的な性能は、
これら
のシステムに対して重要なデータを送信するセンサの性能に大き
く依存するからです。
高度化と精度が継続的に向上している現在
の各種センサと、各種データから取得したデータすべてを総合的
に取り扱うことができる各種システムを組み合わせると、
ロボット
の認識能力と注意力を継続的に改善することができます。
ロボッ
トのセンシング能力の例を図 1 に示します。

AI の成長

製造業セクターで、
ロボットによるオートメーションは最近まで革
新的なテクノロジーとして扱われてきました。
その上、
ロボットに
AI を統合すると、今後数年にわたってこの業界を変革する準備が
整うことになります。
Vision

ロボットとオートメーションで、現在の重要なトレンドをいくつか挙
げるとしたら、何が該当するでしょうか。
いっそうのインテリジェント
化を必要とする AI にデータを結び付けるのは、
どのようなテクノロ
ジーですか。
最後に、TI のセンサは AI システム内でどのように使用 (
および融合) されていますか。

ロボット向け AI 処理能力の最新鋭化

ML には、
トレーニング (学習) および推論という 2 つの大きな構成
要素があります。
全く異なる処理プラットフォームを使用してこれら
を実行することも可能です。
トレーニング側の処理は通常、
デスクト
ップまたはクラウドを使用してオフラインで実施するのが一般的で、
大規模データ・セットをニューラル・ネットワークに渡す作業が関係
します。
このフェーズでは、
リアルタイム性能や消費電力を問題視し
ません。
トレーニング・フェーズの結果として、
トレーニング済みの AI
システムを確保できます。
このような AI システムを、組み立てライン
でのボトルの検査、室内にいる人数の計測と追跡、紙幣が偽造品か
どうかの判定のような特定のタスクに導入することができます。

ただし、人間に近い判断処理を自動的に実行する、
といううたい文
句を AI が多くの業界で具体化するには、推論 (トレーニング済み
ML アルゴリズムを実行するパート) の段階で発生するセンサ・デー
タの融合を (ほぼ) リアルタイムで実施する必要があります。
したが
って、ML とディープ・ラーニングの各モデルをエッジ側に配置し、組
込みシステム内に推論機能を導入する必要があります。

たとえば、互いに近接した位置で人間と協力して動作するコボット
を製作するとしましょう。
コボットが人間を適切な方法で危害から確
実に保護すると同時に、人間にとって課題となる活動に関してコボ
ットが人間を支援できるようにするには、近接センサやビジョン・セ
ンサから取得したデータが重要な役割を果たします。
これらすべて
のデータをリアルタイム処理する必要がありますが、
コボットが必要
とする待ち時間の短いリアルタイム用途では、
クラウドは十分高速
とは言えません。
このボトルネックを解消するために、現在の先進的
な AI システムをエッジ側に配置する傾向が生じており、
ロボットの
場合は AI 機能のオンボード実装を意味します。

非集中型の AI モデル

Hearing

非集中型 (分散型) の AI モデルは、以下のような特長のある高集積
プロセッサに依存しています。

• 各種センサとのインターフェイスを確立する豊富なペリフェラル・
セット。

Vibration

• マシン・ビジョン・アルゴリズムを実行するための高性能処理能
力。

Temperature/
humidity

• ディープ・ラーニング推論を高速化する方法。

Proximity/
touch

エッジ側に導入するには、
これらすべての能力を効率的に、
しかも
比較的少ない消費電力と小型サイズのフットプリントで実行する必
要も生じます。

図 1.ロボットのさまざまな検出能力
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ML が発展して一般的になるにつれて、電力とサイズを最適化した
「推論エンジン」が入手しやすくなってきています。
この種のエンジ
ンは、ML の推論を実行することを特に意図した、特化型のハード
ウェアです。

統合型の SoC は多くの場合、組込み分野で適切な選択肢になり
ます。
SoC はディープ・ラーニングの推論を実行するための各種処
理素子を搭載していることに加え、組込みアプリケーション全体へ
の対処に必要とされる多くのコンポーネントも統合しているから
です。
一部の統合型 SoC は、
ディスプレイ、
グラフィック、
ビデオに
関するアクセラレーション機能や、産業用ネットワークの処理能力
を搭載しており、ML / AI の単純な実行以外の処理も実施できるシ
ングルチップ・ソリューションを実現できます。

Sitara™ AM57x プロセッサは、
エッジ側で複数のプロセッ
サを動作させる適切な例です。
これらのプロセッサは、
ビデ
オ、ToF、LIDAR、
ミリ波 (mmWave) の各センサなど、複数のセンサ
とのインターフェイスを確立する、複数の高速ペリフェラルを搭載
しています。
さらに、C66x デジタル信号プロセッサ・コアのような
形式の特化型ハードウェアと組込みビジョン・エンジンも搭載して
おり、AI のアルゴリズムとディープ・ラーニング推論のアクセラレー
ション (高速化) を実施できます。

要求の厳しい産業用環境でコボットがより多くの能力を実装する
につれて、製造業各社はファクトリの現場にコボットを追加する傾
向が強くなっています。
投資収益率に関して厳格な目標を立てて
いる会社や、製品サイクルタイムの改善を希望している会社は、特
にこのことが当てはまります。

ロジスティクス・ロボット

ロジスティクス・ロボットとは、倉庫、流通センター、港、
キャンパス
など、人がいることも、人がいないこともある環境で動作する、移
動型ユニットのことです。
ロジスティクス・ロボットは物品をピッキ
ング (取り出し) して梱包ステーションまで持参します。
または、会
社拠点の中で、
あるビルから別のビルへ物品を輸送します。
一部の
ロジスティクス・ロボットは、物品のピッキングと梱包の両方を実
施します。
これらのロボットは通常、特定の環境内で移動し、位置
識別、
マッピング (マップ作成)、衝突防止 (特に人との衝突) の目的
で複数のセンサを必要とします。

最近まで、大半のロジスティクス・ロボットは事前定義済みのルー
トを使用していました。
現在は、他のロボット、人、
パッケージの位
置に基づいて、
ロボットが自らのナビゲーション (移動方法) を調整
する能力を搭載しています。
超音波、赤外線、LIDAR の各センシン
グはいずれもロボット実現に貢献するテクノロジーです。
この種の
ロボット分野での現在の主なトレンドのいくつかに注目しましょう。 ロボットの移動可能という特性を実現するために、制御ユニットは
通常内部に、集中的なリモート制御機能と交信するワイヤレス通
コボット
信機能を搭載しています。
ロジスティクス・ロボットは現在、ML ロ
従来の産業用ロボットが動作している間、人間は一般的に、危険
ジック、人間と機械のコラボレーション (連携)、環境分析テクノロジ
にさらされずにロボットの近くに立ち入ることは不可能でした。
一
ーなど、先進的なテクノロジーの採用を進めているところです。
方、図 2 に示すように、
コボットは低速で適切に移動し、人間の近
くで安全に動作するように設計してあります。
国際標準化機構 (ISO) TS 15066 が定義しているように、
コボット
とは、製造業務向けに定義した作業場所の中でロボットと人間が
同時に作業する方式で、人間と協力して動作する能力があるロボ
ットを意味します (複数のロボットを組み合わせたシステムや、人
間とロボットが同じ場所の異なる時間枠で仕事をする方式は、
こ
の規格で言うコボットに該当しません)。
ロボットの物理的な部位 (
またはレーザーのような仮想的な延長部分) とオペレータが衝突
する可能性を予測できるコボットを定義して導入するには、
オペレ
ータの正確な位置と移動速度を判定できる各種センサを活用する
ことがこれまで以上に重要になります。
コボットのメーカー各社は、衝突の可能性を迅速に検出して防止
するために、高度な環境センシング機能と冗長性をロボット・シス
テムに実装することが必須です。
統合型の各種センサを単一の制
御ユニットに接続すると、
それらのセンサはロボット・アームと、人
間または他の物体との衝突が差し迫っていることを検出し、制御
ユニットは直ちにロボットを停止することになります。
いずれかの
センサまたはその電子回路で障害が発生した場合も、
ロボットは
動作を停止します。
エンジニア向け産業用ロボット設計ガイド
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図 2.ファクトリ環境の人間の近くで動作するコボット

上昇を続ける労働コストと、政府官公庁の厳格な規制は、
ロジス
ティクス・ロボットの採用率上昇に寄与しています。
また、機器や、
センサのような各種コンポーネントのコスト低下、
さらに統合に要
するコスト (と所要時間) の削減も、
この種のロボットの採用増加
につながっています。
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ラスト・マイルの配送ロボット

倉庫の棚から消費者の戸口までの製品輸送経路のうち、配送のラ
スト・マイルとは、消費者最寄りの配送センターから、荷物を消費
者の戸口まで配送する最終的なステップを意味します。
ラスト・マ
イル配送は、顧客満足度を高める鍵であることに加え、
コストが高
く、時間のかかる要因でもあります。

ラスト・マイルの配送コストは、全体の輸送コストのうち、
かなりの
割合を占めます。
実に全体の 53% です。
このような理由で、
ラスト・
マイルの配送の効率を高める研究が進んでおり、注目の対象にな
っているのは、
プロセスの改善と効率の向上を推進することがで
きる新しいロボット・テクノロジーの開発と実装です。

ToF 光センサ

これらのセンサは、ToF の動作原理に基づき、
フォトダイオード (単
一のセンサ素子、
またはアレイ) をアクティブ照明と組み合わせて
距離を測定します。
物体が反射した光波を、送信した光波と比較し
て遅延を測定し、
その後、
この遅延を変換して距離単位で表現しま
す。
次に、
このようなデータを組み合わせて、物体の 3D マップを作
成します。

TI の ToF チップセットを採用すると、近接検出を上回る ToF ベー
スのセンシングを実現し、次世代のマシン・ビジョンを形成すること
ができます。
これらのチップセットを活用すると、
ロボット・ビジョン
や他のアプリケーション向けに設計をカスタマイズする最大のフレ
キシビリティを実現できます。
また、評価基板や高度な構成が可能
なカメラ開発キットのようなツールも入手できるので、各ピクセル
の 3D 位置を特定し、
カスタマイズに役立つ高精度のデプス・マップ
(深度マップ、各物体が手前と奥のどちらにあるかを表す奥行きマ
ップ) の作成が可能です。
ディスクリート・ソリューションは、各種ト
ポロジーとさまざまな半導体テクノロジーを活用しています。
たと
えば、時間/デジタル・コンバータと GaN (窒化ガリウム、ガリウム窒
素) を組み合わせている例は、LIDAR のパルス形式タイム・オブ・フ
ライト (ToF) のリファレンス・デザインと LiDAR 向けナノ秒レーザ
ー・ドライバのリファレンス・デザインです。
TI の OPT8320 のような 3D ToF センサを活用すると、
ロボットが
ねじの角度を高精度判定した後、人間の介在なしでねじ山に整列
した形でねじを回せるようにスクリュー・ドライバー (ねじ回し、工
具) を微調整することができます。
OPT3101 のような ToF ベースの
アナログ・フロント・エンドは、
ロボット・アームとターゲットの間の
距離を識別し、高精度の位置決めを実施するのに役立ちます。

より分解能の高い 3D センシングを実施するために、
フレキシビリ
ティの高い構造化ライティングを使用することもできます。
これを実
®
現するのは DLP テクノロジーであり、
その実装例である DLP® 構
造化ライト・アーキテクチャ搭載、AM572x プロセッサ・ベース 3D
マシン・ビジョンのリファレンス・デザインは、分解能をマイクロメー
トル (μm) またはそれより微細な単位まで高めるのに役立ちます。
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温度センサと湿度センサ

多くのロボットは、自らの周囲にある環境と自らのコンポーネン
トの両方に関する温度、
また時には湿度を測定する必要がありま
す。
コンポーネントに該当するのは、
モーターやメイン AI のマザー
ボードなどです。
この結果、各コンポーネントが安全な範囲内で動
作していることを確認できます。
ロボットにとって、
このような確認
は特に重要です。
モーターが重い負荷の下で動作している場合、多
くの電力を引き込み、発熱することになるからです。

高精度の温度監視を実施すると、
モーターを保護するとともに、温
度の精度をいっそう改善し、安全マージンの制限に達する直前ま
でモーターの能力を最大限活用することができます。
さらに、他の
センサ全般が温度の影響を受けやすいことを考慮して温度補償を
行うと、複数の利点を実現できます。
温度について把握すると、他
のセンサの温度ドリフトに関する補正を行い、
より高精度の測定を
実施することができます。

赤道直下にあるファクトリや熱帯気候区分の環境下では、電子シ
ステムを保護し、予防保守を実施する目的で、温度センサと湿度
センサを使用して露点 (結露が発生する温度) を予測することがで
きます。

超音波センサ

過度に明るい光、
または非常に暗い環境に置かれていることが原
因で、ロボットがいわば視力を失った場合、
ビジョン・センサは適切
に動作しない可能性があります。
超音波を送信し、物体から反射さ
れた反響を受信する (コウモリやイルカの行動に類似) 方法で、超音
波センサは暗闇や明るすぎる条件下でも優れた性能を発揮して、光
センサの制限を克服します。

超音波センシングは、
レーダーに比べて低コストで低速な選択肢で
あり、高速な到達を必要としないロボットに適しています。
超音波セ
ンシングは、障害物回避に関して光学的 ToF より信頼性の高い手
法です。
超音波センシングは、障害物から反射された利用可能な光
の量の影響を受けることがないからです。
たとえば、超音波センシン
グには、ガラスや他の透明な面をセンスできる能力があります。
物体
を検出するために、光ではなく音波を使用しているからです。

振動センサ

産業用の振動センシングは、予防保守が必要とする条件監視の重
要な部分を占めます。
統合型の電子圧電 (ピエゾ) センサは、産業
用の環境で最も一般的に使用されている振動センサです。

振動センサを使用すると、機械系の損傷や経年劣化が発生してい
るかどうかをロボットが認識し、運転が危険にさらされる前に予防
保守を実施することができます。
AI/ML を活用すると、
この種の予
測の精度を次のレベルに引き上げることができます。
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ミリ波センサ

ミリ波センサは無線の電波と (図 3)、
それらに対する反射を使
用して、速度、角度、距離という 3 つの成分を測定する方法で、
移動している物体の方向と距離を判定します。
この結果ロボッ
トは、
どれほどの速さで物体がセンサに接近しているかを判定
し、予測に基づくいっそうの行動を実施することができます。
レ
ーダー・センサは暗闇の中で優れた性能を実現し、セメント、
プ
ラスチック、ガラスなどの物質を貫通してセンスを実施すること
ができます。
ホワイト・ペーパー、
またはこの資料のセクション 4.1 である
「
ロボット・アプリケーションでの TI のミリ波レーダー・センサ」
に記載されているとおり、CMOS ミリ波センサを採用すると、視
野角に入る物体の高精度測定に加えて、各種障害物の相対速
度も測定できます。

CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) ミリ波
センサを採用すると、視野角に入る物体の高精度測定に加え
て、各種障害物の相対速度も測定できます。
TI の高集積シングルチップ・ミリ波レーダー・センサは、小型軽
量であり、
エッジ側センサでリアルタイム処理を実施できるの
で、多くの場合はプロセッサを追加する必要がなくなります。

図 3.ミリ波センサを使用するロボット・アーム

AI ロボットのシグナル・チェーン全体に対応する TI のソ
リューション

アダプティブ (適応性が高い) で自己学習型の AI ロボット・シス
テムに適したシグナル・チェーンを実現するには、多様なセンサ
のデータをリアルタイムで融合する必要があります。
1 台のコボ
ットの複数のセンサは、
ある意味で人間の五感に似ています。
人間の五感すべては、完全自律型の動作にとって不可欠です。
人間の五感のそれぞれは脳の異なる部位、
および脳の処理能
力のうち異なる量を使用します。
たとえば、視覚は、聴覚や嗅覚
より多くの脳処理能力を必要とします。

ミリ波テクノロジーを使用すると、小型 LIDAR レンジ・ファイン
ダに比べても、
サイズが 1/3、重量が 1/2 という設計を実現でき
ます。
この結果、BOM (部品表) コストの低減、センサの小型化、
同様にロボットは、
ロボット内部で動作している AI や ML の各
また従来の中央コントローラ・プロセッサとビジョン・ベース・
システムに対し、
ますます多くのセンサを接続することになりま
システムの間で必要とされていた MIPS 数宇 (毎秒百万回単位
す。
この場合、AI ロボット・システムのメーカー各社にとって主
の命令数) の削減を実現できます。
外部に面したレンズ、開口
な課題になるのは、
複数の AI システムを動作させ、
ハイブリッ
部、センサ露出面のいずれも設けずに、筐体プラスチックの内
ド・センサから取得したデータに基づいて動作するハイブリッド
部に直接設置できるので、
ミリ波レーダー・センサは非常に堅
ML システムとの通信を実施する方法に取り組むことです。
牢で、Ingress Protection (IP、
イングレス・プロテクション) 69K
の規格を満たすことができます。
ロボット・メーカー各社は、回路設計や認証に伴う難題を最小
化するために、先進的な IC ソリューションを活用しています。
こ
ミリ波センサは従来は高価で大きく、複数のディスクリート部
の結果、
製品開発を迅速化し、
産業分野の顧客に対して迅速
品が必要でした。
ただし、TI の手法が、無線周波数 (RF)、処理、
に納入することができます。
産業用ロボットの前進に貢献する
メモリの各リソースを単一のモノリシック CMOS ダイに統合し
IC
は、
高精度センシング、
センサ信号の高速変換、
リアルタイム
た現在は、
ミリ波センサが、
ロボット分野で使用されている既
応答に対応するための高速計算と信号処理、
および高速通信
存のセンシング・テクノロジーを今後数年のうちに補完または
を実現する必要があります。
また、
ICは、
窒化ガリウム
(GaN) 電
置き換える見通しであると言うのは妥当なことです。
界効果トランジスタ (FET) のような最新半導体を利用して、高
より先進的なレーダー・センシング・システムは、IMU (慣性計
効率かつ小型の電源も実現します。
新たな IC により、業界に新
測ユニット) の測定値を加算し、
さらに GPS を使用して IMU を
しい規格も生まれます。
シングル・ツイストペア・イーサネット
定期的に補正する方法で、非常に高精度のオドメーター距離
(Single Pair Ethernet、802.3cg) やパワー・オーバー・シングル・
を保証することができます。
追加のオドメーター情報を提供す
ツイストペアを採用すると、
ケーブル配線の複雑さを軽減し、信
るためにミリ波センサを使用して、
ロボットが平らではない路
頼性を向上させることができます。
面を移動する場合や、多数のピッチやヨーイング (縦揺れと横
揺れ) がシャーシで発生する場合に、センサから地表に向かっ
てチャープ信号を送出し、反射された信号のドップラー偏移を
測定することができます。
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次世代ロボットで必要とされるセンサからプロセッサまで、TI
はあらゆる製品を供給することができ、AI ロボットのシグナル・
チェーン全体を網羅する多様な製品とソリューションで構成さ
れた製品ラインアップを提供しています。
センサの入力から、
ア
クチュエータやモーターの出力まで、
また個別の機器ユニット
からファクトリ・レベルの制御やそれ以上の規模まで、TI の各
種ソリューションはロボット・アプリケーションが必要とするシ
グナル・チェーンや、処理能力と電力を取り扱います。
強化絶縁
のような機能を搭載した各種製品は、産業用の過酷な環境を
想定したテストと認定を実施済みです。

4.5 組込みシステムで機械学習を実現

機械学習の前途は、控えめに見積もることが非現実的なほど
有望です。
その最新の進化形態といえるディープ・ラーニング
は、
インターネットと同等か、
さらに以前のトランジスタの出現
と同等の影響を世界に与える基盤テクノロジーと言われてき
ました。

トレーニングと推論

機械学習には、
トレーニング (学習) および推論という 2 つの大
きな構成要素があります。
図 1 に示すように、全く異なる処理プ
ラットフォームを使用してこれらを実行することも可能です。
デ
ィープ・ラーニングのトレーニング側の処理は通常、
デスクトッ
プまたはクラウドを使用してオフラインで実施するのが一般的
で、大規模なラベル付きデータ・セットをディープ・ニューラル・
ネットワーク (DNN) に渡す作業が関係します。
このフェーズで
は、
リアルタイム性能や消費電力を問題視しません。
ホワイト・ペーパー、
またはこの資料のセクション 4.4 である
「

センサを活用してロボットの AI を強化する方法」
で説明したよ
うに、
トレーニング・フェーズの結果として、
トレーニング済みの
AI システムを確保できます。
このような AI システムを、組み立
てラインでのボトルの検査、室内にいる人数の計測と追跡、紙
幣が偽造品かどうかの判定のような特定のタスクに導入する
ことができます。

アルゴリズムを実行するデバイスに、
トレーニング済みニュー
ラル
・
ネッ
トワークを導入して、
「
推論」
を実行することになりま
計算能力が大幅に向上し、膨大なラベル付きデータ・セットが
組込みシステムには何らかの制約が課されるので、多くの
利用できるようになった結果、画像の分類、仮想アシスタント、 す。
場合、
ニューラル・ネットワークのトレーニングに使用するプラッ
ゲーム・プレイの各分野でディープ・ラーニングは大きな進歩を
トフォームと、推論の実行に使用するプラットフォームは互いに
遂げ、今後はあらゆる業種で同様の成果を残す可能性が高い
異なるものです。
ここの説明では、
「ディープ・ラーニング」
および
とみなされています。
従来の機械学習に比べて、
ディープ・ラー
「機械学習」
という用語は、
この推論を指すものとします。
ニングは精度の改善、多様性の向上、
ビッグ・データ利用率の
改善を実現することができます。
これらはいずれも、該当分野
エッジ側での機械学習
に関する専門知識をそれほど必要としません。
この概念は、センサがデータを収集する場所に近い地点、
つま
人間に近い判断処理を自動的に実行する、
といううたい文句
り最新の組込みシステムの集中的なポイン
トで、
計算も実行す
を機械学習が多くの業界で具体化するには、推論 (トレーニン
このポイントは、
ネットワークのコア
グ済みの機械学習アルゴリズムを実行するパート) 機能を組込 ることを意味しています。
側ではなくエッジ側に相当します。
ディープ
・ラーニングを使用
みシステムに導入する必要があります。
この導入には、一連か
する場合、
インテリジェンスと自律性をエッジ側で実現するた
つ独自の課題と要件が付きまといます。
めに、
この概念がますます重要になります。

Large data sets
Large data sets
Training
Training
(PC/GPU)
(PC/GPU)

図 1.従来のディープ・ラーニング開発フロー
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自動機器や、
ファクトリの現場で動作する産業用ロボットから、
家庭用の自己誘導ロボット型掃除機や農場の農業向けトラク
ターまで、多くのアプリケーションは処理をローカル側で実施
する必要があります。

ローカル処理を実施する理由は、
アプリケーションごとに大き
く異なります。
ここでは、
ローカル処理の必要性上昇につなが
るいくつかの懸念事項を紹介します。

• 高い信頼性 インターネット接続が現実的なオプションになら
ない、
という状況は多く存在します。

• 少ない待ち時間。
多くのアプリケーションは即座の応答を必
要とします。
アプリケーションによっては、
データをどこか他の
場所へ送信して処理を待つだけの時間的遅延を許容できな
いこともあります。

• プライバシー また、
データに守秘義務が課される場合、外部
への送信や外部での蓄積は望ましくありません。

• 帯域幅 ネットワーク帯域幅の効率は多くの場合、重要な懸
念事項になります。
あらゆる使用事例で持続的にサーバーに
接続できるわけではありません。
• 電力 組込みシステムにとって、電力は常に優先度の高い項
目です。
データを移動すると電力を消費します。
伝送するデー
タの量が多くなるほど、必要なエネルギーも多くなります。

機械学習で使用する組込みプロセッサの選定

ローカル処理を必要とする懸念事項の多くは、組込みシステム
を選定する状況でも共通しています。
特に電力と信頼性が該当
します。
また、組込みシステムには、
システムの物理的な制限に
関連または起因して、考慮する必要のある他の要因も複数存
在しています。
多くの場合、
サイズ、
メモリ、電力、温度、耐用期
間、
そしてもちろんコストに関して、
フレキシビリティの余地が
少ない要件が課されます。
特定の組込みアプリケーションで、
すべての要件と懸念事項の
間でバランスを維持しようとする場合、
エッジ側で機械学習の
推論を実行するためのプロセッサを選定する際に、
いくつかの
重要な要因を考慮することになります。

• アプリケーション全体に関する考察 処理ソリューションを選
定する前に理解する必要がある最初の事項は、
アプリケーシ
ョン全体のスコープ (適用範囲) です。
推論のみの処理が必
要ですか。
それとも、
ディープ・ラーニングの推論に対して従
来のマシン・ビジョンも組み合わせる必要がありますか。
多く
の場合、
システムの上位レベルで従来のコンピュータ・ビジョ
ン・アルゴリズムを実行し、
その後、必要が生じたときにディー
プ・ラーニングを実行する方が効率的です。
たとえば、入力画
像全体が高いフレーム・レート (フレーム数/秒、fps) で発生す
る場合、従来のコンピュータ・ビジョン・アルゴリズムを実行
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し、
それより低い fps の画像サブ領域を複数識別して物体分
類を行った後、
ディープ・ラーニングを使用して物体追跡を行
う状況が考えられます。
この例の場合、複数のサブ領域にま
たがる物体を分類するには、推論のインスタンスを複数用意
する必要が生じることがあります。
代わりに、
サブ領域ごとに
個別の推論を実行する方が一般的という可能性もあります。
後者の手法を使用する場合、処理ソリューション選定時の必
須要件は、従来のコンピュータ・ビジョンとディープ・ラーニン
グの実行に加え、
ディープ・ラーニングの異なる推論という複
数インスタンスの実行にも対処できる能力です。
図 2 に、複数
の物体を追跡する使用例を示します。
ここでは、1 つの画像を
複数のサブ領域に分割し、追跡しようとする各物体の分類を
実行しています。

• 適切な性能ポイントの選定 アプリケーション全体のスコー
プを把握した後、
そのアプリケーションのニーズを満たすた
めにどれほどの処理性能が必要なのか理解することが重要
です。
機械学習の場合、
この値を理解するのが難しいことが
あります。
性能の多くは、
アプリケーションに固有の性質によ
って異なるからです。
たとえば、
ビデオ・ストリーム内の物体
を分類する畳み込みニューラル・ネットワーク (CNN) の性能
は、
ネットワーク内で使用する層の数、
ネットワークの深さ、
ビデオの解像度、fps の要件、
ネットワークの重み付けに使
用するビット数などに依存します。
ただし、組込みシステムの
場合、試行を通じて、必要な性能の目安となる測定値を取得
することが重要です。
分析対象の問題に比べて過度に強力
なプロセッサを投入する場合、一般的に消費電力、
サイズ、
コストのいずれかまたは複数が上昇するというトレードオフ
が発生するからです。
あるプロセッサは、ResNet-10 の解像
度 1080p、
フレーム・レート 30fps を処理できるとします。
この
ResNet-10 は、高性能の集中型ディープ・ラーニング・アプリ
ケーションで一般的に使用されているニューラル・ネットワー
ク・モデルです。
ただし、関心領域が 244 x 244 という、組込み
向けのネットワークを実行するアプリケーションに対してこの
プロセッサを投入するのは、過剰性能になる可能性が高いと
考えられます。

• 組込みに合わせた考え方 適切なプロセッサの選定と同様、
適切なネットワークの選定も重要です。
すべてのニューラル・
ネットワーク・アーキテクチャが、組込みプロセッサに適して
いるわけではありません。
演算 (処理) が少なくて済むモデ
ルに限定すると、
リアルタイム性能の向上に役立ちます。
ベ
ンチマークに基づき、組込み環境との親和性が高いネットワ
ークを優先する必要があります。
これに該当するのは、精度
をある程度犠牲にする代わりに、計算量を大幅に節約する
というトレードオフを採用したネットワークです。
AlexNet や
GoogleNet は良く知られたネットワークですが、組込み分野
向けの設計ではありません。
同様に、適切なネットワークを
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組込み分野で実用化するための各種ツールを効率的に活用
することができるプロセッサを検討してください。
たとえば、
ニューラル・ネットワーク全般には、多数の誤りに対する耐性
があります。
最小限の精度低下を受け入れる代わりに、性能
要件を引き下げる目的で量子化を採用するのは適切な方法
の 1 つです。
動的な量子化をサポートでき、
スパース性 (ゼロ
以外の重み付けの数を制限する、
つまり大半の重み付けを
ゼロにして処理空間を希薄化し、実質的な処理対象を減ら
す) のような他の近似処理などを効率的に活用することがで
きるプロセッサは、組込み分野にとって適切な選択肢になり
ます。

• 使いやすさの確保 使いやすさとは、開発の容易さと評価の
容易さの両方を表しています。
すでに説明したように、
プロ
セッサの性能に関する適切なサイズ設定を行うことは、設計
の重要な検討事項になります。
この作業を適切に実施する
ための最善の方法は、選定したネットワークを既存のプロセ
ッサで実行することです。
一部の選択肢は、特定のプロセッ
サで特定のネットワーク・トポロジーを実行する場合に達成
可能な性能と精度を示すツールを提供しています。
この方法
で、実際のハードウェア入手やネットワークの調整または確
定を必要とせずに、性能を評価することができます。
開発の
目的で、
トレーニング済みのネットワーク・モデルを Caffe や
TensorFlow Lite のような一般的なフレームワークから簡単
にインポートできる機能は、必須事項と言えます。

図 2.組込みディープ・ラーニングを使用して物体を分類する例
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加えて、Open Neural Network eXchange のようなオープン・
エコシステムのサポートが利用できる場合、
さらに多様なフレ
ームワークを開発基盤として活用することができます。

ディープ・ラーニングを選定するときに、多くの種類のプロセッ
サを検討の対象にすることができます。
種類ごとに、長所と短
所があります。
通常、GPU (グラフィックス処理ユニット) が最初
の検討対象になります。
GPU はネットワークのトレーニングで
広く使用されているからです。
GPU は処理能力が非常に高いの
ですが、組込み分野で採用しようとすると、多くの困難が付きま
とってきました。
組込みアプリケーションには多くの場合、消費
電力、
サイズ、
コストの制約が課されるからです。

ディープ・ラーニングが発展して一般的になるにつれて、電力と
サイズを最適化した「推論エンジン」が入手しやすくなってきて
います。
この種のエンジンは、
ディープ・ラーニングの推論を実
行することを特に意図した、特化型のハードウェアです。
一部の
エンジンは、1 ビットの重み付けを使用するポイント向けに最
適化済みであり、
キー・フレーズ検出のようなシンプルな機能を
実行することができます。
ただし、
この種の最適化をいっそう進
める場合、電力と計算処理量を節減できますが、
システムの機
能や精度が制限されるというトレードオフが発生します。
推論
エンジンを小型化した場合、物体の分類や微調整作業の実行
などを必要とするアプリケーションでは、十分な能力を満たせ
なくなる可能性があります。

この種のエンジンを評価する場合、
アプリケーションにとってエ
ンジンが適切なサイズ設定であることを確認してください。
こ
の種の推論エンジンに課される制限が表面化するのは、
ディー
プ・ラーニングの推論以外の付加的な処理をアプリケーション
が必要とする場合です。
そのような状況ではたいていの場合、
システム内に存在している他のプロセッサと並列する形でディ
ープ・ラーニング・コプロセッサとして機能する専用プロセッサ、
およびその上で動作するエンジンという形態を必要とします。
統合型の SoC は多くの場合、組込み分野で適切な選択肢にな
ります。
SoC はディープ・ラーニングの推論を実行するための各
種処理素子を搭載していることに加え、組込みアプリケーショ
ン全体への対処に必要とされる多くのコンポーネントも統合し
ているからです。
一部の統合型 SoC は、
ディスプレイ、
グラフィッ
ク、
ビデオに関するアクセラレーション機能や、産業用ネットワ
ークの処理能力を搭載しており、
ディープ・ラーニングの単純な
実行以外の処理も実施できるシングルチップ・ソリューションを
実現できます。
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ディープ・ラーニングに適した高集積 SoC の例として、図 3 に

ットを搭載しています。
EtherCAT などファクトリの現場向けの
プロトコルを実装するための産業用通信サブシステム (PRUICSS) や、
ビデオのエンコードやデコードと 3D / 2D グラフィッ
クス向けのアクセラレーション機能がこれに該当します。
組込
み分野でこの SoC を活用して、
ディープ・ラーニングを実行する
こともできます。

示す TI の AM5729 デバイスを挙げることができます。
AM5729
®
®
は、
システム処理向けの 2 基の Arm Cortex -A15 コアと、従
来のマシン・ビジョン・アルゴリズムを実行するための 2 基の
C66x デジタル信号プロセッサ (DSP) コア、
および推論実行
用の 4 基の組込みビジョン・エンジン (EVE) を搭載していま
す。
TI のディープ・ラーニング (TIDL) ソフトウェアという選択肢
は、C66x DSP コア上または EVE 上で動作する TIDL ライブラ
リを収録しており、
このデバイス上で複数の推論を同時に実行
することができます。
さらに、AM5729 は豊富なペリフェラル・セ

組込みアプリケーション向けのプロセッサの選定は多くの場
合、製品にとって最も重要なコンポーネント選定であり、機械
学習をエッジ側で実現しようとする、業界を変革する多くの製
品にとってこのことが当てはまります。
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図 3.Sitara™ AM5729SoC のブロック図
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4.6 新しい課題と機能に取り組む車輪付きロボット

オンライン・ショッピングの拡大に歩調を合わせてロジスティクス・
センターが増加を続ける状況で、物理的な移動手段を確保した多
数の車輪付きロボットがロジスティクス・センターで労力を要する
多くの業務に従事しています。
車輪付きロボットにとって次の課題
は、都市部での混雑や渋滞を緩和するための一助として、
ラスト・
マイルの配送に取り組むことです。

同時に、人間との親和性が高いロボットは、従来型の店舗での運
用を開始しており、
リアルタイムの在庫管理を進めています。
その
結果、
スーパーマーケットは個別製品に割り当てる棚のスペース
を減らし、在庫商品の種類を増やすことができます。
車輪付きロボ
ットは、
ホテル業界への進出も進めており、
チェックインからルー
ム・サービスまで、
さまざまな接客サービスを提供しています。

車輪付きロボットにとって、
これらはいずれも困難な業務ではあり
ません。
(図 1 に示すように) ロボットはすぐにピザやコーヒーを配
達することができ、配達先として職場やキャンパスの寮を想定でき
ます。
レストランが食品配送サービス全般を取り扱うトレンドが発
生している現状で、個別の企業が顧客との双方向の対話と管理、
調理、
ロジスティクス (配達) のすべてを担当しています。
この状況
で、車輪付きロボットは料理をすぐに配達する需要に対処する必
要があります。

• 産業用ロボット (別名「ロボット・アーム」) は、溶接、
パレットへの
搭載、整列、荷揚げのような業務をファクトリ内で実施していま
す。
この種のロボットは通常、床、天井、壁の特定の位置に固定
されています。
この種のロボットを管理しているのは、
ロボット・
アームの基部またはその近辺に位置しているコントローラです。

• ロボット・アームのようなより大型の産業用ロボットは、大半が
自動車業界で採用されていますが、長年にわたって使用されて
きました。
それに対し、
コラボレーティブ・ロボット (コボット) とも
呼ばれる小型ロボットは、人間とロボットのコラボレーション (
協調作業) の機会増加に伴って進出が顕著になってきました。
• ロジスティクス・ロボットは、倉庫、流通センター、港、
キャンパス
などで見受けられます。
この種のロボットは物品をピッキング (
取り出し) して梱包ステーションまで持参します。
または、会社拠
点の中で、
あるビルから別のビルへ物品を輸送します。
これらの
ロボットは通常、特定の環境内で移動し、位置識別とマッピング
(マップ作成) 向けの多数のセンサ、
さらに衝突防止向けのセン
サを必要とします。

• 接客ロボットは、
スーパーマーケット、空港、
ホテルで見受けられ
ます。
これらのロボットは、仮想プレゼンス、歓迎、顧客や来客の
案内 (図 2) を目的としています。

• 在庫管理ロボットは、
スーパーマーケットや倉庫で見受けられま
す。
この種のロボットは、陳列棚を定期的にスキャンし、店舗で商
品が品切れにならないように在庫管理を実施します。

図 1.ピザを配達する、車輪付きロボットの例

車輪付きロボットの進出に伴って、一部の人が抱いているのは、
ロ
ボットは有益に見えるが実は害になるのだろうか、
という疑いです
(英語の
「devil in disguise」(友人を装った悪意の人間) を変形した
「robots in disguise」)。
有益かどうか判断するために、各業界で
実際に使用されているロボットの全体像を考えてみましょう。
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図 2.接客ロボットの例

ホワイト・ペーパー、
またはこの資料のセクション 4.4 である
「セン
サを活用してロボットの AI を強化する方法」
で説明したように、産
業用ロボットは一般的に、柵などに囲まれた環境に配置済みであ
り、
その環境内に人間が入ったときに停止します。
一方で、人間と
ロボットの協力作業に制限を加えると、多くの利点が実現できなく
なります。
自律的な能力があれば、人間とロボットの安全で生産的
な共存を実現できます。
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各種ロボット・アプリケーションで、センシングを実施し、
その結
果をインテリジェントな方法で認識することは重要な役割を果
たします。
ロボット・システム、特に機械学習アプリケーションの
実質的な性能は、
これらのシステムに対して重要なデータを送
信するセンサの性能に大きく依存するからです。
高度化と精度
が継続的に向上している現在の各種センサと、各種データから
取得したデータすべてを総合的に取り扱うことができる各種シ
ステムを組み合わせると、
ロボットの認識能力と注意力を継続
的に改善することができます。
この種のセンサの例として、
カメ
ラ、LIDAR、
ミリ波、ToF を挙げることができます。

センシング・テクノロジーを特に重視するアプリケーションの例
は、
ロボット型掃除機です。
ToF センサを使用して、
ロボットは
自らの周囲にある動作環境を高精度でマップ化し、自らの業務
を確実に効率的に実行できるようにします。
赤外線採用の
「絶
壁」検出センサは、段差や急勾配を検出し、
ロボット落下する事
態を防止します。

人間が自らの感覚と知性に基づいて業務を進めるのと同様、
許可された範囲でロボットが人間をまねて業務を進めるには
多様なテクノロジーが必須です。
TI は、センシング、
インテリジ
ェンス、電力も含め、
この種のテクノロジー面での多くのニーズ
を満たす各種ソリューションを提供しています。

4.7 ロボット・システム向けのビジョンとセンシング・テ
クノロジーに関連する各種リファレンス・デザイン

アンテナ統合型パッケージ採用の TI のミリ波センサを使用 このデザインは、TI のシングルチップ・ミリ波テクノロジーを使
用して、3D 空間内で検出と位置識別を実行できるエリア・スキ
したエリア・スキャナのリファレンス・デザイン
ャナを実装しています。
Sitara™ MPU に搭載の ROS 使用、
アンテナ搭載パッケー
ジのミリ波センサを活用した自律型ロボットのリファレン

ス・デザイン

IO-Link 採用の超音波距離センサのリファレンス・デザイン

LIDAR のパルス形式タイム・オブ・フライト
（ToF）のリファレ

ンス・デザイン

このデザインが示す自律型ロボットは、Sitara AM57x プロセッ
サで動作する Linux プロセッサ SDK (ソフトウェア開発キット)
と、IWR6843 評価基板で動作するミリ波 SDK を使用していま
す。
このデザインは、
ミリ波レーダー・センシングから取得したポ
イント・クラウド・データを、
ロボット・オペレーティング・システム
(ROS) を実行している Sitara AM57x プロセッサで処理する組込
みロボット・システムの機能を提示します。
このプロセッサは、
シ
ステム全体を管理するメイン・プロセッサでもあります。
このデザインは、高度な統合と最適化済みのレイアウトを通じ
て、M12 ハウジングに収まる超音波距離センサを紹介します。
こ
のデザインは、
システム制御機能と通信するための IO-Link イ
ンターフェイスを実装しており、
その結果、
インダストリ 4.0 に対
応しています。

LIDAR システムは、
ターゲットとの距離を測定するために、自ら
とその物体の間で光が往復するために要する時間を活用しま
す。
このデザインは、LIDAR ベースの時間/デジタル・コンバータ
(TDC) に対応する時間測定用バックエンドと、
それに関連するフ
ロント・エンドを設計する方法を示します。

開発中のロボット・システムに最適な他のリファレンス・デザインをご確認ください。

執筆者の一覧：Dennis Barrett、Adrian Alvarez、Prajakta Desai、Ram Sathappan、Matthieu Chevrier、Mark Nadeski、Lali
Jayatilleke。
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5.1 TI の DLP® テクノロジー搭載の構造化ライト・シ
ステムによりビン・ピッキングの精度を向上

産業環境では、
さまざまな形状、大きさ、材質、光学特性（反
射、吸収など）を持った部品を毎日扱わなければなりません。
これらの部品は、処理のためにピッキングして特定の向きに置
く必要があります。
このような、部品がランダムに置かれる環境
（コンテナなど）からのピック・アンド・プレース動作を自動化
することを、一般的にビン・ピッキングと呼びます。

この業務は、
ロボットのエンド・エフェクタ、
つまりロボット・ア
ームの先端に取り付けるデバイスに課題を投げかけます。
エン
ド・エフェクタは、自らがつかもうとする物体の 3D 位置、寸法、
向きを高精度で把握する必要が生じるからです。
このタスクで
は、
ロボットのエンド・エフェクタ
（ロボット・アームの末端に取
り付ける装置）が、
つかみたい物体の正確な 3D 位置、大きさ、
向きを知ることが課題となります。
箱の壁や箱内部の他の物
体を避けて移動するには、
ロボットのマシン・ビジョン・システ
ムで、2D のカメラ情報に加えて、深度データ (深度情報、物体
が手前と奥のどちらにあるかという奥行き情報) を取得する必
要があります。
ビン・ピッキングでの物体 3D イメージ・キャプチャの問題は、構
造化ライト手法で対応可能です。
構造化ライト・テクノロジをベ
ースにした 3D スキャナ/カメラは、
スキャンする物体上に一連
のパターンを投影し、
カメラまたはセンサを使ってパターンの
歪みをキャプチャします。
そして、三角測量アルゴリズムにより
データを計算し、3D ポイント・クラウドを出力します。
MVTech
の Halcon のような画像処理ソフトウェアは、物体の位置と、
ロ
ボット・アームの最適なアプローチ・パスを計算します (図 1)。

図 2 に示す DLP ® テクノロジーには、半導体チップの上部に組
み立てたマイクロミラー・マトリクスを使用して高速パターン
を投射する能力があります。
このマトリクスを
「デジタル・マイク
ロミラー・デバイス」(DMD) と呼びます。
DMD の各ピクセルが
投影イメージの 1 ピクセルに対応し、正確なイメージ投影を
ピクセル単位で行えます。
マイクロミラーは約3 μs で遷移可能
で、入射光を投影レンズを通して物体上、
またはライト・ダンプ
上に反射します。
前者は投影シーン上の明るいピクセルに、後
者は暗いピクセルになります。

図 2.DLP チップは数百万個のマイクロミラーを搭載。
各マイ
クロミラーは高速の個別制御が可能で、意図的に光を反射す
る方法でパターン投射を形成可能

また、DLP テクノロジーには、
ランプ、LED、
レーザーなど各種
光源を使用して、広い波長範囲 (420nm ～ 2,500nm) にわた
ってパターンを投射するという固有の利点があります。

ビン・ピッキング用の DLP テクノロジーを搭載した構造化ライ
トには、次のような利点があります。
• 環境光に対する堅牢性 環境光に対する堅牢性低露光量や
照明条件の異なる領域間の高コントラストによってセンサが
露光不足となったり、
ちらつく光がマシン・ビジョン・システム
に干渉したりするなど、工場内の照明条件は、
ビン・ピッキン
グのようなマシン・ビジョンを必要とするアプリケーションで
は問題となる場合があります。
DLP テクノロジーを搭載した
構造化ライトは、本質的にアクティブ照明であるため、
このよ
うな条件に対して堅牢です。

図 1.Halcon を使ってパイプ継手をそれぞれの 3D モデルとマ
ッチングさせた例 (出典：MVTech の Halcon)
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• 可動部品なし 構造化ライト・システムはシーン全体を一度に
キャプチャし、
（スキャニング・ソリューションのように）物体上
でライト・ビームを走査したり、物体をビームに沿って動かし
たりする必要がありません。
構造化ライト・システムは、肉眼
で見える大きさの可動部品を使用しておらず、機械的劣化に
よる摩耗や損傷への耐性があります。
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• リアルタイム 3D 画像収集 DLP チップ内のマイクロミラーは
高速で制御され、最高 32kHz でカスタム・パターンを投影しま
す。
さらに、DLP コントローラはトリガ入出力を備え、
カメラや
他の機器を投影されたパターン・シーケンスと同期させるため
に使用できます。
このような機能は、
スキャニングとピッキング
が同時にできるリアルタイム 3D イメージ・アクイジションの実
現に役立ちます。
• 高コントラスト、高解像度の投射パターン 各マイクロミラ
ーは光をターゲット上または吸収表面上に反射するので、
高いコントラスト比を達成可能です。
この結果、物体の表面
特性に依存しない、正確なポイント検出が可能です。
最大
2,560x1,600 個のミラーを持つ高解像度 DLP チップが利用可
能で、
ミクロン・レベルの物体まで検出できます。

• 物体パラメータに合わせて調節可能 プログラム可能なパター
ン、
およびフェーズ・シフティングやグレー・コーディングなどの
各種ポイント・コーディング方式により、構造化ライト・システ
ムは、屈折型光学素子を使用したシステムよりも柔軟に、物体
パラメータに合わせた調節が可能です。

• 開発期間の短縮 ロボットには高い再現性がありますが、
ビン・
ピッキングの場合はビン・ピッキングでは収納箱から 1 つ取り
出すたびにピッキングする物体の位置と向きが変化し続ける
という、非構造的な環境の中での正確さが求められます。
こ
の課題にうまく対処するには、
マシン・ビジョンからコンピュー
タ・ソフトウェア、ロボットの器用さ、グリッパに至るまで、信頼
性の高いプロセス・フローが必要です。
ただし、
すべての機能を
連動させようとすると、
さまざまな課題が生じ、長い開発期間
を要する可能性があります。

TI の DLP テクノロジー評価基板を使用すると、構造化ライトを
マシン・ビジョンのワークフロー内に素早く組み込むことができ
ます。
この機能を実証するために、TI は固定的な距離と固定的
な角度を確保して、DLP LightCrafter™ 4500 評価基板をモノク
ロ・カメラに取り付けました。
DLP 評価ボードは、両者を相互に
接続しているトリガ・ケーブルを通じて、
カメラからトリガされま
す。
図 3 をご覧ください。

基板とカメラの両方を USB 経由で PC に接続したほか、セット
アップ全体をキャリブレーション基板に向けてあります。
「DLP
テクノロジーを使用した、3D マシン・ビジョン・アプリケーショ
ンの精密なポイント・クラウド生成」
リファレンス・デザインのソ
フトウェアを使用して、焦点距離、焦点、
レンズの歪み、
キャリブ
レーション基板を基準とするカメラの相対的な移動や回転な
どのパラメータに関するカメラとプロジェクタのキャリブレーシ
ョンを実施します。
このリファレンス・デザインのユーザー・ガイ
ド (英語) は、手順をステップ・バイ・ステップで説明しています。
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図 3.構造化ライトのセットアップ：DLP ® 製品 LightCrafter™
4500 (左)、Point Grey 赤外線 Flea3 前方カメラ (右)、
キャリブ
レーション (後ろ)

再キャリブレーションが必要になるのは、DLP 製品基板を基準
としてカメラを相対的に移動した場合のみです。

セットアップが完了した後、実際のターゲットに対応する複数
のポイント・クラウドを作成することができます。
ソフトウェアを
使用して、
これらのクラウドを任意のファイル形式で出力しま
す。
その後、Halcon の HDevelop プラットフォームで開発した
簡単なコードを使用し、
これらのファイルを読み込んで表示す
ることができます。
図 4 に、深度 (奥行き) 情報に関するカラー・
コーディング (手前と奥のどちらにあるかを示す色の割り当て)
を行った、
コーヒーのマグカップを多数収容している箱のポイ
ント・クラウドを示します。

図 4.キャプチャしたマグカップ (左) と、DLP ® 採用の構造化ライ
トを使用して箱の中にある数個のマグカップのポイント・クラウ
ドを取得し、Halcon HDevelop で表示した結果 (右)

Halcon のサーフェス・マッチング機能は、ポイント・クラウドを
マグカップの 3D CAD モデルと比較し、
マグカップの 3D 配置 (
直立か横倒しか、
どのような角度かなど) を判定することがで
きます。
この方法で、
ロボット・アームは物体を
「視覚的に認識」
し、
ロボット・アームの最適なアプローチ・パスを計算すること
ができます。
このような視認と計算を繰り返すと、
ロボット・アー
ムの最適なアプローチ・パスを計算でき、非構造的な変化する
環境の中で、障害物を避けて箱から物体をピッキングできます。
執筆者：Franz Schellhase
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6.1 センサ向けの適切な産業用通信規格の選定

この動きにより、M2M (マシン・ツー・マシン、機械相互間) 通信が
進展し、
データ、帯域幅、
ネットワークが指数関数的な増加を示す
と同時に、
あらゆるレベルでより応答性の優れたオートメーション
を実現するスマート・ファクトリの具体化が進んでいます。

ロボットや、互いに強調する複数の組み立てラインのような大規模
システムは、注意を要する事項に対処することができますが、
この
種のシステムが実現するオートメーションは、センサやアクチュエ
ータなしでは動作しません。
オートメーション機能は、複数の生産
ラインを稼働させるプログラマブル・ロジック・コントローラ (PLC)
との通信を実施します。
センサとアクチュエータはローカルとリモ
ートの両方で機能を果たしますが、
その数は、
サポート対象の複雑
な機器をはるかに上回っているのが普通です。
図 1 からわかるよ
うに、
あらゆる規模のシステムの多様な要件を満たすには、
ファク
トリ全体の通信を最適化する必要があります。
イーサネットを産業用途に応用する各種プロトコルは、
ファクトリ
の現場におけるフィールド・バスという形で一般化されてきまし
た。
EtherCAT や Profinet など、
この種の産業用イーサネット・プロ
トコルは、自動化製造分野で必要とされている他の複数の機能に
加え、高帯域幅、長距離にわたる物理的接続、短い待ち時間、
ディ
タミニスティック (確定的) なデータ配信という特長を実現してい
ます。
さらに、
これらの規格をベースとする各種フィールド・ネット
ワークは、
より大規模なプラント・データ・ネットワークやインター
ネットに簡単に接続することができます。

ただし、センサとアクチュエータで使用する場合、産業用イーサネ
ットはたいていの場合、非常に優れた信頼性と能力を実現します。
この種のシステムは通常、
フィールド・バスよりポイント・ツー・ポイ
ント通信を必要とします。
また一般的に、帯域幅要件は低い値で
済みます。

Vision cameras
Gripper
Performance

工場向けの高度な通信と制御は、
インダストリ 4.0 を推進します。
これは、蒸気機関、組み立てライン、初期のオートメーションという
従来の各種革命に続く流れです。

Industrial communication by use case

3D TOF

CNC

Vibration monitoring
Motor drives
Test and
measurement

Proximity
Valves
Process data

Identification

Complexity
IO-Link

Industrial Ethernet

図 1.使用事例別の産業用通信

低帯域幅向けの IO-Link

センサとアクチュエータは、
オートメーションの最も基本的な
ユニットであり、
ネットワーク接続された複数のシステムに情
報を供給し、
それらのシステムからの命令に従って動作します。
従来、センサやアクチュエータのようなデバイスは、
インテリジ
ェンスがごく限定的なインターフェイスを経由して制御ユニット
に接続していました。
その結果、交換できる構成情報や診断情
報はごくわずか、
または皆無でした。
新しいデバイスを取り付け
るには、使用する時点で手動の構成が必要だったほか、診断機
能がないので、本当に必要なとき予知保全を実施することも
不可能でした。

IO-Link (国際電気標準会議 [IEC] 61131-9) は、
オープン標準
をベースとするプロトコルであり、センサやアクチュエータのよ
うな小型デバイスに関するインテリジェント制御のニーズに対
処します。
この標準は、
デバイスとマスターの間で、低速のポイ
ント・ツー・ポイント・シリアル通信を実現します。
この場合のマ
スターは通常、
フィールド・バスや PLC に到達するためのゲー
トウェイとして機能します。
このインテリジェント・リンクを使用
すると、
データ交換、構成、診断を目的とする通信を容易に実
施できます。

革新的なソリューションとして、IO-Link を挙げることができます。
これは、標準的なケーブル配線と物理的な相互接続をベースとす
る、双方向の通信プロトコルです。
IO-Link はファクトリの現場から
PLC へ効率的にデータを送信することに加え、セットアップ、診断、 シールドなしの 3 線ケーブルは最大 20m の長さに対応し、
一
保守の改善もサポートしており、既存のフィールド・バスのケーブ
般的に M12 コネクタを両側に取り付けて、IO-Link 接続を確
ル配線を補完する役割を果たします。
立します。
データ・レートの範囲は最大 230kbps に達し、非同
IO-Link と各種産業用イーサネットは互いに補完する位置付けで
あり、
ネットワーク接続型のファクトリ・システムを取り扱う設計者
の皆様が、
これら 2 種類の規格がどのように連携して動作するの
か理解しておくと便利です。
エンジニア向け産業用ロボット設計ガイド
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期の最小サイクル時間は 400μs +10% です。
4 つの動作モー
ドは、双方向の入出力 (I/O)、
デジタル入力、
デジタル出力、非
アクティブ化に対応しています。
セキュリティ・メカニズムとディ
タミニスティック (確定的) なデータ配信は規定されていませ
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ん。
IODD (IO device description、IO デバイス記述) というプロファイ
ルは、通信プロパティ、
デバイス・パラメータ、ID (識別子) とプロセス
と診断に関するデータ、
デバイスとメーカーに関する固有の情報を
保持しています。

IO-Link システムの多くの利点として、標準化済みの配線、
データ可
用性の向上、
リモートの監視と構成、複数のデバイスのシンプルな置
き換え、先進的な診断機能を挙げることができます。
IO-Link を採用
すると、
ファクトリのマネージャは、センサからの更新情報を受け取
り、今後の保守や交換に関する計画を立てることができます。
交換を
必要としているセンシング・ユニットまたはアクチュエータ・ユニット
の交換と、PLC から IO-Link マスター経由での新しいユニットの構成
を実施すると、手動のセットアップが不要になり、
ダウンタイムを短
縮できます。
ファクトリの現場へ足を運ばずに、
ある構成から他の構
成へと製造をリモートで切り替えることができるので、製品のカスタ
マイズがいっそう容易になります (図 2)。
IO-Link は既存の標準的な
I/O 設備と配線に対する上位互換性があるので、
ファクトリは製造ラ
インを IO-Link に簡単にアップグレードすることができます。
総合す
ると、
これらの特長を活用して全体のコストを削減し、
プロセスの効
率と機械の可用性を向上させることができます。

「産業用イーサネット」
とは、独自の単独仕様ではなく、現場レベ
ルのアプリケーションでの実装を意図してさまざまな産業用機器
のメーカーが推進している、互いに違いのあるプロトコル実装で
構成された大規模なグループの総称です。
一般的なプロトコルとし
て、EtherCAT、Profinet、Ethernet/IP、Sercos III、CC-Link IE Field な

Field-level communication
Industrial Ethernet

Profinet

IO-Link

Discrete

図 2.現場レベルの通信

産業用イーサネット：スマート・ファクトリのバックボーン

近年、産業用イーサネットは高度自動化ファクトリでその価値を実証
しており、複雑なシステム、PLC、ゲートウェイのような大規模なフィー
ルド (現場) ネットワークで標準的な選択肢になりつつあるほか、外
部ネットワークとの相互通信をサポートしています。
高速、共通インタ
ーフェイス、長い接続距離という特長により、
イーサネットは各種デー
タ・ネットワークで普遍的に採用されています。
さらに、産業用イーサ
ネットは修正済みのメディア・アクセス制御 (MAC) 層を使用して、非
常に短い待ち時間とディタミニスティック (確定的) なデータ配信を実
エンジニア向け産業用ロボット設計ガイド

現し、各種タイム・トリガ・イベントをサポートしています。
リングとスタ
ー両方のトポロジーに加えて、従来のインライン接続もサポートして
いるので、
ケーブル切断イベントが発生した場合でも安全性と信頼
性を確保できます。
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どを挙げることができます。
『産業用イーサネット通信プロトコルの

現在』ホワイトペーパーは、
これらの各プロトコルを比較し、CAN
(Controller Area Network)、Modbus、Profibus など、
イーサネット・
ベースではない従来のシリアル・フィールド・バス・プロトコルについ
て説明しています。

非常に幅広く使用されている 2 つのプロトコルは、Profinet と
EtherCAT です。
これらの産業用イーサネットについて、互いにどのよ
うに異なっているか、
また IO-Link とどのように異なっているかを示
しています。
どちらも 100Mbps の転送速度と、最大 100m という距
離を規定しています。
Profinet はデータ・ケーブルの電力とは独立し
た電力供給を必要とするのに対し、EtherCAT の 1 つのバージョン
(EtherCAT P) は、電力とデータを同じケーブルで伝送することができ
ます。
Profinet は全二重トラフィックをサポートしており、
ネットワーク
内の各ノードにパケットを送信することができます。
また、
このプロト
コルは 3 つのクラスを実現しており、ユーザーはネットワークが必要
とする性能レベルに合わせてクラスを選択することができます。
対照
的に、EtherCAT はネットワーク内の一方向で 1 つの共有フレームを
送信し、
すべてのスレーブが自らのデータをそのフレームの中に書き
込むことになります。
これは、非常に高速な伝送時間をサポートする
方式です。

Profinet と EtherCAT はどちらも IO-Link より高速なサイクル時間を
実現しており、許容差は大幅に少なくなっています。
両方とも、
ネット
ワーク同期を基本的なタイミングとして使用しています。
この点は、
通信開始を基本的なタイミングとして使用する IO-Link とは異なって
います。
追加の各種プロトコルは、接続に関する機能安全を実現しま
す。
オートメーション環境との統合を簡素化する目的で、産業用イー
サネット・プロトコルは全般的に、多数のサービスを提供しています。

大半のセンサは、産業用イーサネット接続が提供している高信頼性
機能セットを必要としていませんが、重要な例外として視覚的センシ
ング機能を挙げることができます。
ビデオ・カメラが作成する大量の
データ自体が、IO-Link が実現できるデータ・レートを上回る高速デ
ータ・レート接続を必要とする十分な理由になります。
視覚的、
また時
には他の種類のセンシングが実現する固有の入力量が原因で、
リア
ルタイム・プロセス制御が必要になります。
その結果、産業用イーサネ
ットは、
ディタミニスティック (確定的) な配信を必要としています。
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たとえば、ToF アプリケーションは物品の 3D 方向の移動を追跡
し、予測します。
代表的な応答として、物品をピッキング (取得) する
ために自ら動作するロボット・アームを挙げることができます。
IOLink はこの種のアプリケーションで物品の存在のみをセンスす
る、
という限定的な用途では十分な速度と分解能を実現できる可
能性がありますが、産業用イーサネットは十分な帯域幅と非常に
短い待ち時間を実現しており、物品およびその周囲にある空間の
いくつかの特性を判定することもできます。
ギガビット・イーサネッ
トを経由する場合、
カメラからの入力を使用してさらに高い水準
の識別を実施できる可能性もありますが、
ここで説明した産業用
イーサネット・プロトコルは、
このようなギガビット単位の速度とそ
の場合の動作についてまだ規定していません。
ToF で実現できる
選択肢の例を図 3 で確認できます。

Selection example: Time of Flight (ToF)

Speed

3D ToF
- High resolution
- High frame reate (>100 fps)
- Sensor fusion
3D ToF
- Object detection
- Object dimension
- Safety zone
ToF
- Presence
- Distance

図 3.選択肢の例：ToF

Resolution

スマート・ファクトリでの通信に適した TI のテクノロジ
ー

カメラ、
モーター、
ロボット、PLC、
その他の複雑なシステムに関す
るサービス提供を想定した。
コンピュータ業界の各種イーサネッ
ト・プロトコルには、多くの選択肢があります。
シンプルなセンサや
アクチュエータであっても、
より大規模な産業用イーサネット環境
で効果的に動作させる必要があります。
自動装置との間で通信を
行う目的で多くのオプションを利用できるので、産業用システムの
設計者の皆様は、
フレキシビリティの高さと使いやすさを両立した
ソリューションを必要としています。
TI のテクノロジーはこの種の
要件を満たすために、産業用通信に適した統合型ソリューション
を提供しています。
これらの産業用通信は、IO-Link や一般的な産
業用イーサネット・プロトコルの大半を含めた多くの規格に基づく
ものです。
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TI の TIOL111x トランシーバ・ファミリは、IO-Link の包括的な機
能に加えて、自動化システム内のセンサとアクチュエータを対象に
した、静電気放電 (ESD)、電気的高速過渡 (EFT)、
サージに関する
保護機能も搭載しています。
評価基板を使用すると、動作中の各
種デバイスを確認できます。
また、各種リファレンス・デザインは、
ト
ランスミッタ、近接スイッチ、
ソレノイド・ドライバ、超音波、
その他の
アプリケーションの迅速な開発に役立ちます。
アプリケーション設計者の皆様が、
より広い帯域幅とディタミニス
ティック (確定的) なタイミングを必要とする場合、開発中のシステ
ムが複数のフィールド・バス環境との互換性を達成するために、何
種類の産業用イーサネット・プロトコルをサポートするのか判断す
る必要があります。
以前は、複数のプロトコルを追加するには、追
加のインターフェイスを製作するか、
マザーボードに接続する交換
可能モジュールを製作する必要がありました。
どちらの方針に決
定する場合でも、追加のハードウェアの設計、多くの部品表 (BOM)
の選定、
テストと認証に関する長いサイクルが必要になります。

ハードウェアを追加する代わりに、TI Sitara™ ファミリの Arm® プ
ロセッサが提供している統合型のプログラマブル・リアルタイム・
ユニットと産業用通信サブシステム (programmable real-time
unit and industrial communication subsystem、PRU-ICSS) を
使用すると、
マルチプロトコルの産業用イーサネットをサポートで
きます。
図 4 (次のページ) に、IO-Link マスターとの直接的な通信
を実施する、Sitara プロセッサ・ベースのシステムの例を示します。

PRU は、
デバイスの実行時に各種産業用プロトコルのファーム
ウェアをロードします。
EtherCAT、Profinet、Sercos III、Ethernet/
IP、Ethernet PowerLink という各オプションが使用できます。
リア
ルタイムの重要なタスクを処理するために、従来は ASIC (特定用
途向け集積回路) または FPGA (フィールド・プログラマブル・ゲー
トアレイ) を採用していましたが、PRU-ICSS はこのようなタスク
を処理できます。
その結果、新機能や新しいプロトコルが必要にな
る場合でも、
アップグレードすることが可能なソフトウェア・ベース
のソリューションを採用することができます。
Sitara プロセッサは、
スケーラブルな Arm コア (プロセッサによって異なる、Cortex®-A8
、A9、A15 のいずれか) をベースとしており、複数の産業用イーサネ
ット・プロトコルを使用するファクトリ・オートメーションに対応す
るシングルチップ・ソリューションを製作できます。
TI は、産業用イーサネットと、CAN などの他の規格向けに (次のペ
ージの表 1 に示すような) 幅広いインターフェイスを提供していま
す。
スタンドアロン・ソリューションの形態と、他の統合型ソリューシ
ョンの一部として使用できるテクノロジー・モジュールの形態の両
方を入手できます。
TI の多くのネットワーク製品は、回路とユーザ
ーを保護するために強化絶縁機能を採用しており、
それ以外の製
品でも、他のデバイスを採用して設計に強化絶縁機能を追加する
ことができます。
産業用自動機器のさまざまなアプリケーション向
けの多様な開発サポートとして、
ソフトウェア、
ツール、EVM、
リファ
レンス・デザインを入手することができます。
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IO-Link master with Sitara™ AM437x processor
TPS65218
Isolation

AM437x
DP838221
100 Mbit

DP838221
100 Mbit

MII

MII

PRU-ICSS 2
IEP timer
Multiprotocol
industrial
ethernet

Time sync
ARM
Cortex A9
MPU

PRU-ICSS 1
IEP timer

Time trigger

IOLM
framer
handler

OSSDe

16-channel
IO-Link
master

Time capture

256-k RAM

Transformer

SPI

Security
DP838671
1000 Mbit

IO-Link
master
phys

UART

RGMII

Gigabit
Ethernet

SPI

Peripherals

GPIO

• Up to 16 channel IO-Link master
• Frame handler in firmware
• Channel independent or time sync

Security

CC3xxx/
CC26xx

DDR3L

Flash

Functional safety

図 4.IO-Link マスターとの直接的な通信を実施する、Sitara™ プロセッサ・ベースのシステム
特長
物理層
トポロジ
最小サイクル時間

IO-Link

Profinet

ポイント・ツー・ポイント

ライン、
リング、
スター

230 キロビット以下、半二
重、20m、同じケーブルで電
力を伝送

400µs + 10%

時間同期

通信開始を基本タイミングと
して使用

セキュリティ

使用不可

機能安全

冗長チャネルが動作している
という表示のみ

プロファイルとサー
ビス

スマート・センサ、
フィールドバ
スの統合、
ファームウェアの
更新、OPC UA

100Mbit、全二重、100m、電
力は別配線

250µs (最短 31.25µs と DFP
の組み合わせ)
PTCP < ±1µs、IRT テスト
<250ns

Profinet のトラフィックが存
在していないとき、
という制限

EtherCAT

100Mbit、共有パケッ
ト、100m、同じケーブルでの
電力伝送を定義済み

パケットの同時送受信をサポート
しているのは Profinet のみです

31.25µs

IO-Link を採用する場合、+10% の
追加公差を許容できます

ライン、
リング、
スター

分散クロック
使用不可

EtherCAT 全体が機能安全
に対応

Profidrive、CiR、
システム冗長
性、診断

SoE、CoE、EoE、FoE、
AoE、EAP

表 1.製造現場での通信に使用できる IO-Link と産業用イーサネットの対比
個別の機器に、
ファクトリの通信ニーズ全体に関係する要件が
課されています。
スマート・ファクトリの進展は、
これらの要件を
満たす多様なネットワーク機能に依存しています。
産業用イー
サネット・プロトコルはそれぞれ、高帯域幅と保証された高速
なタイミングで、PLC、
カメラ、
ロボット、
その他の複雑な自動シ
ステムとのフィールド・バス接続を確立します。
IO-Link は、
フィ
エンジニア向け産業用ロボット設計ガイド

±100ns

Profisafe

スマート・ファクトリの将来に貢献するテクノロジー
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コメント

イーサネットを採用する場合、大規
模ネットワークを使用できます
IO-Link はアプリケーション側の時
間を想定していません
IT 接続を実施する場合、
いずれも
追加のセキュリティ・プロトコルを
必要とします

イーサネットの送信は、
ブラック・チ
ャネルとして見えます
いずれもオートメーション・ネット
ワークへの統合をサポートしてい
ます。
IO-Link はドライブ・プロファ
イルをサポートしていません

ールド・バス・マスターと、センサやアクチュエータの間のポイン
ト・ツー・ポイント接続にとって明快な選択肢を提供するととも
に、構成や保守にも対応しています。
TI は、多様なソリューショ
ンのラインアップとフレキシビリティの高いテクノロジーを提供
しており、設計者の皆様は第 4 次産業革命でオートメーション
の革新を作り出す際に、補完性の高いこれらの各種規格を活
用することができます。
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6.2 新しいレベルのファクトリ・オートメーションを具
体化するロボットの実現

半世紀以上にわたり、
製造業分野でロボットは、
その役割を増大さ
せ続けてきました。
自動車からエレクトロニクス、
コンシューマ製品
まで、
多くの業界で変革を成功させる要因となっています。
ロボット
は、
生産性やコスト効率の改善、
また、
多くの場合は反復作業を実
施する環境で安全性の向上に寄与しています。

ロボットは継続的に進化しており、
機能、
フレキシビリティ、
動作の
多様性、
速度、
精度は向上を続けています。
組み立てライン内の保
護済み領域内で機能を果たす以外に、
ロボットは人間と隣接した
状況での動作や、
人間と協調する動作に携わる例が多くなってきて
おり、
特定の状況ではある場所から別の場所へと原材料や物品を
輸送しています。
ロボットが従来はなかったこの種の複雑な方法で
動作できるように、
ロボットは周囲の環境に関する大量のセンシン
グ・データを処理できる能力を実現する必要があります。
また、
ロボ
ットが互いに、
あるいは集中型の制御ユニットとの情報交換や通
信を実施し、
環境の変化に適応して制御機能を実行するほか、
これ
らの機能が人間に有害な影響を与える事態を防止することも求め
られます。

特定の場所に固定されたユニットであり、
溶接、
塗装、
部品などの
ピッキング (取得) と配置、
組み立て、
物品を持ち上げてパレットや
コンテナに搭載するなどの業務を実施します。
制御信号は、
ロボッ
ト・コントローラから到着します。
ロボット・コントローラはキャビネ
ット内の制御ユニットであり、
通常はロボットの基部またはその近
辺に位置しています。

産業用ロボットは、
人間の対話型操作なしで、
業務を迅速かつ高精
度で実施することを意図して設計されています。
したがって、
産業用
ロボットは人間の存在の有無を検出するセンサを使用していない
のが普通で、
ロボットの動作領域内に人間が立ち入ることを意図し
た設計を採用していません。
人間の対話型操作が必要な場合、
通
常はロボットの機能を一時停止することになります。
人間の安全性
と、
動作中の干渉防止を目的として、
産業用ロボットは一般的に、
フ
ェンス、
透明な壁、
光カーテンのような光放射型のバリア、
人間が乗
った時点で動力を遮断する一連のフロア・マット、
または他の保護
用バリアの内部に設置します。

産業用オートメーション分野で革新的な電子ソリューションを実現
できるように、
TI は先進的なロボット・システムの開発に貢献する
多様な IC 製品を提供しています。
TI は、
ファクトリの最上位に位置
する制御レイヤから、
アクチュエータとセンサまで、
制御、
通信、
電
源、
安全性の各領域に関係する、
個別製品と包括的なソリューショ
ンの両方を提供しています。
システムに関する TI の専門知識は、
多
くの業界の主要メーカー各社との長年にわたる協力に基づくもの
であり、
TI の多様なサポートは、
ロボット・システムの設計簡素化と
開発期間短縮に貢献します。

産業用オートメーション分野でのロボット・アプリケーシ
ョンの種類
人または動物に似た形状のロボットや、
ドローン、
さらにロボット型
掃除機まで、
さまざまな形態のロボットに対する注目が広がってい
ます。
一方、
ロボット市場で引き続き主力になっているのは、
産業用
の環境で使用されているロボットです。
ロボット開発者の皆様が産
業用途の製品を設計するときに直面する懸念の多くは、
他の分野
でのロボット開発にも該当します。
また、
ファクトリ (工場) での要件
を取り扱うために開発される各種テクノロジーは多くの場合、
製造
以外の分野での新しいロボット・アプリケーションの実現にも貢献
しています。

産業用オートメーションで使用されているロボット全般は、
技術的
な分類に従えば産業用ロボットということになります。
ここでは、
ロ
ボット・アプリケーションのうち、
次の 3 つのグループに注目するこ
とにします。
図 1 に示す産業用ロボット、
ロジスティクス・ロボット、
協力ロボット (コボット) の 3 種類です。
産業用ロボットとは、
エンジニア向け産業用ロボット設計ガイド
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図 1.産業用オートメーションとサービス分野でのロボット・アプリ
ケーション

ロジスティクス・ロボットとは、
倉庫など、
人がいることも、
人がいな
いこともある環境で動作する、
移動型ユニットのことです。
ロジステ
ィクス・ロボットは、
物品を取得 (ピッキング) して梱包ステーション
まで持参します。
または、
会社拠点の中で、
あるビルから別のビルへ
物品を輸送します。
最近のロボット開発の一例として、
現在は人間
が担当している食品などの配送を、
代わりに実施するロボットが登
場し始めています。
これらのロボットは通常、
特定の環境内で移動
し、
位置識別、
マッピング (マップ作成)、
衝突防止 (特に人との衝突)
の目的で多数のセンサを必要とします。
超音波、
赤外線、
LIDAR の
各センシングはいずれもロボットで実現可能なテクノロジーです。
この種のロボットの移動可能という特性を実現するために、
制御ユ
ニットは通常内部に、
集中的なリモート制御機能と交信するワイヤ
レス通信機能を搭載しています。
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協力ロボット (コボット) は、人間との間で非常に複雑な対話型操
作や強調動作を実施します。
多くの場合、人間と協力する形で、同
じ時間枠で同じ物品を取り扱います。
協力ロボット (コボット) があ
る物品を支えている間に、人間の労働者がその物品の目視検査や
微調整を実施することがあります。
その後、
ロボットはその物品を
所定の場所に降ろすことがあります。
別のロボットがその物品を取
得して新しい場所に移動し、
そこで他の労働者と協力して仕事を
進めることもあります。

(GaN) 電界効果トランジスタ (FET) のような最新半導体を利用し
て、高効率かつ小型の電源も実現します。

これらすべての要因が特に重要です。
センサの数や、刺激となる環
境要因の数は増加しているからです。
ロボット・メーカー各社は、
回路設計や認証に伴う難題を最小化するためのソリューションを
必要としています。
この結果、製品開発を迅速化し、産業分野の顧
客に対して迅速に納入することができます。

先進的な IC は、以下の機能を実現する必要があります。
協力ロボット (コボット) のメーカー各社は、衝突の可能性を迅速
• 回路保護機能を搭載し、
ノイズ放射が小さく、高効率で高電圧の
に検出して防止するために、高度な環境センシング機能と冗長性
電力供給。
をロボット・システムに実装することが必須です。
統合型の各種セ
• 拡張温度範囲にわたる特性評価。
ンサを単一の制御ユニットに接続すると、
それらのセンサはロボッ
ト・アームが、人間または他の物体と衝突しそうな事態を検出し、
• 産業用イーサネットと、広く使用されている他の産業用通信をサ
制御ユニットは直ちにロボットを停止することになります。
いずれ
ポート。
かのセンサまたはその電子回路で障害が発生した場合も、
ロボッ
• フレキシビリティの向上につながるプログラミングのしやすさ。
トは動作を停止します。
協力ロボット (コボット) は通常、特定の場
所に固定されており、制御ユニットはキャビネット内にありますが、 • 高速で高精度の A/D 信号変換と D/A 信号変換。
車両などに搭載することもできます。
• 業界の安全規格を満たす強化絶縁。

産業用ロボット向けテクノロジーの要件

ロボット分野に投資しているメーカー各社は、生産性の向上、
およ
びそれに関連する、適切な時間枠での良好な投資収益率の達成
を重視しています。
これらの目標を達成できるかどうかは、困難な
業務に取り組むロボットがどれほどの精度を実現できるか、反復
性の高い業務でどれほどの実績と速度を記録できるか、危険な業
務を実施するときに安全性を維持できるかどうか、
またはこれら
の能力の組み合わせがどのような水準に達しているか、などの成
果に依存します。

図 2 に示すようなフレキシビリティの高い用途別能力を達成して
いるロボットは多くの場合、
カメラを使用して物体を観察し、
ロボッ
トを使用する側のメーカーが高度な特化型機器に投資する費用
を節約できるようにすると同時に、
より複雑、
より短時間、
より効率
的な製造を実現し、
ファクトリの現場を新しい方法で活用する手
段を提供します。
さらに、現在のファクトリの多くは製造ラインに対
して、通信と制御を実施するためのより多くのレイヤーを追加して
いるところです。
これらを組み合わせると、
より多くのデータを伝送
し、
プロセス制御と機器の保守を改善することができ、同時に、製
品需要の変化に合わせて、
より迅速にプロセスを対応させること
も可能になります。
ロボットと他の機器が互いに通信や情報交換
を実施し、高度な制御を実施できる能力は、統合度の高いファクト
リにとって不可欠です。
ロボット開発者の皆様は、各種開発要件を満たすために、先進的
な IC ソリューションを必要としています。
産業用ロボットの前進に
貢献する IC 製品は、高精度センシング、センサ信号の高速変換、
リアルタイム応答に対応するための高速計算と信号処理、
およ
び高速通信を実現する必要があります。
また、ICは、窒化ガリウム
エンジニア向け産業用ロボット設計ガイド
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• 他の IC と組み合わせるときに、安全性の確保を重視するアプリ
ケーションに適した冗長性の管理。

• モバイル・ロジスティクス・ロボットのようなスペースの厳しい用
途、
またはロボット・アーム内のモーター制御目的 (狭いスペー
スの中に、センサやモーターのハウジングなど他の機器が共存)
で回路を配置する状況に適した小型フットプリント。
• 低消費電力 (ロジスティクス・ロボットやセンサなど、
バッテリ動
作機器や周囲からの電力供給で動作する機器にとっての必須
要件)。

• 包括的なサポートとしてのリファレンス・デザインや評価基板。
設計期間を最小化し、設計者の皆様は付加価値テクノロジーに
集中することが可能。

図 2.複数のロボットが連携している組み立てライン
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産業用ロボットの実現に貢献する TI のテクノロジー

現在の統合的な製造プラントの環境内で機能するフレキシビリテ
ィの高いロボットを設計するには、先進的な各種テクノロジーが
必要です。
TI はそのようなテクノロジーを幅広く提供しています。
センサの入力から、
アクチュエータやモーターの出力まで、
また個
別の機器ユニットからファクトリ・レベルの制御やそれ以上の規模
まで、TI の各種ソリューションはロボット・アプリケーションが必要
とするシグナル・チェーン全体や、処理能力と電力を取り扱います。
強化絶縁のような機能を搭載した各種製品は、産業用の過酷な
環境を想定したテストと認定を実施済みです。
開発の円滑な完了
を意図して、TI は自社の IC 製品の裏付けとなる多様なサポートを
提供し、設計の簡素化や開発の迅速化を推進しています。

TI はロボットや他の産業機器向けに多くのソリューションを提供
していますが、
その中でも以下の製品は特に注目に値します。

• Sitara™ プロセッサ どの制御ユニットも、中枢でプロセッサを
採用しています。
各種システム向けに最適化済みの TI の Sitara
プロセッサは、
ロボットや他の産業用機器向けの設計を、
フレキ
シビリティの高い迅速な方法で推進するための設計を採用しま
した。
ARM® Cortex®-A コアをベースとする各種 Sitara プロセッ
サは、
フレキシブルなペリフェラルとコネクティビティを搭載して
いるほか、統合ソフトウェア・サポートも利用できるので、多様な
アプリケーションに対応できます。
シングルコアとマルチコアの
多様なデバイスで構成された幅広い製品ラインアップは、多様
なアプリケーションに適した集積度、
コネクティビティ、性能の最
適バランスを実現する選択肢を提供しています。
スケーラビリテ
ィの優れたソフトウェア・プラットフォームにより、統合性の高い
ソフトウェア開発環境を実現しているほか、
さまざまな Sitara プ
ロセッサと TI の DSP の間で円滑にコードを移植することがで
きます。
プロセッサ・ファミリ内の各製品はピン互換で、
ハードウ
ェアのシームレスなアップグレードが可能です。
各種 Sitara プロセッサが設計時に考慮しているのは、長期的な
アプリケーションに関する産業用の要件、
つまり一般的に製品
ライフ・サイクルが 10 年を上回る時間枠です。
これらのデバイス
は、
プログラミングに関するフレキシビリティを実現しており、特
化型のデータ処理操作、
カスタム・ペリフェラル・インターフェイ
ス、最短 5ns の高速リアルタイム応答も実装できます。
Sitara プ
ロセッサ・ファミリは、
プログラマブル・リアルタイム・ユニット産
業用通信サブシステム (PRU-ICSS) を内蔵ハードウェア・ブロッ
クとして搭載しており、FPGA (フィールド・プログラマブル・ゲー
ト・アレイ) または ASIC (特定用途向け IC) をシングルチップ・ソ
リューションで置き換えることができます。
無料のソフトウェアと
設計ツールへの簡単なアクセス、大規模なオープン・ソース・コ
ミュニティ・サポート、開発障壁の軽減。
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• 近接センシング 協力ロボット (コボット) は、安全を維持するた
めに、付近の物体や人に対する洗練されたセンシング能力を必
要とします。
センシング・テクノロジーに関する TI の専門知識を
活用した近接センシング向けソリューションは、対象の物体が存
在することを検出するほか、必要な場合は距離を測定すること
ができます。
近接センシングの分野で TI がサポートしている手
法として、超音波、磁気、静電容量性、誘導性、ToF を挙げること
ができます。

• 3D ToF / 光センシング TI 製品を採用すると、近接検出を上回
る ToF ベースのセンシングを実現し、次世代のマシン・ビジョン
を形成することができます。
TI の 3D ToF チップセットを活用する
と、
ロボット・ビジョンや他のアプリケーション向けに設計をカス
タマイズする最大のフレキシビリティを実現できます。
評価基板
や高度な構成が可能なカメラ開発キットのようなツールも入手
できます。
後者を活用すると、各ピクセルの 3D 位置を特定し、特
定のアプリケーション向けのカスタマイズに役立つ高精度のデ
プス・マップ (深度マップ、各物体が手前と奥のどちらにあるかを
表す奥行きマップ) を作成することができます。
• GaN パワー TI は、
スイッチング・レギュレータとリニア・レギュレ
ータ、
スイッチング・コントローラ、電力監視、
その他のサポート
用パワー・マネージメント・デバイスで構成された包括的なパワ
ー・マネージメント製品ラインアップを提供しています。
それ以外

に、GaN モジュール、
ドライバ、
コントローラも提供しており、産
業用システムの高電圧電源で優れた電力密度を実現することが
できます。						

GaN テクノロジーは、
スイッチング損失の大幅な低減を通じて
スイッチング速度を高速化すると同時に、
ヒートシンクの小型化
または不要化も実現します。
使いやすい各種モジュールは、
レイ
アウトと効率を最適化した総合的なソリューションを実現すると
ともに、電磁放射とノイズを最小化し、各種業界規格への準拠を
容易にします。
EVM、開発基板、
クイック・スタート・ツール・セット
などの包括的なサポートは、開発の迅速化に貢献します。
高精度
ドライブを精密制御できるように、TI のリファレンス・デザイン・ラ
イブラリはシャント・ベース・インライン・モーター位相電流検出

機能付き、48V 3 相インバータのリファレンス・デザインを収録し
ています。

• 産業用イーサネット ネットワーク通信分野での TI の詳細な専
門知識は、多様な規格のサポートに貢献しています。
該当するプ
ロトコルの重要なセットアップ・タスクに対応しているほか、
オー
プン・ソースのファームウェアを使用して製品を差異化すること
ができます。
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統合型のファクトリに適した、
より良好なロボットの製作

製造業が引き続きあらゆるレベルで高集積化を進めている現
状で、多様な組み立て業務を実施する際にロボットはこれまで
になく重要な役割を果たすようになっており、
その結果、人間に
とって製造業という職場の安全性が向上しています。
従来の産
業用ロボット、
ロジスティクス・ロボット、
および協力ロボット (
コボット) は特定の業務のみを担当しており、
ロボット・デベロ
ッパーの皆様が必要としているのは、
それらすべてのロボット
で、精度、安全、
コスト効率の優れた動作を実現するソリューシ
ョンです。
TI の各種 IC 製品は、信号伝送、処理、通信、
パワー・マネージメ
ント向けであり、ロボット・メーカー各社が必要とするソリューシ
ョンを提供しています。
TI は自社の半導体製品と IC 製品の裏付
けとなるソフトウェア・ツール、EVM、
リファレンス・デザイン、
およ
び他の形態のサポートを提供しており、ロボット設計作業の迅
速化と利益拡大を支援しています。
ロボットが製造業を改善す
る過程で、TI もデベロッパーの皆様のロボット改善を支援して
います。

• 最大 ±55V の極性反転。
• 過電流、過電圧、過熱。

この水準の保護を実現しているので、一般的には保護を実現
する目的で採用している外部 TVS (過渡電圧サプレッサ) ダイ
オード素子を不要にするか、
サイズを大幅に小型化する方法で
設計を簡素化することができます。
その結果、以前の世代や競
合ソリューションに比べて、BOM (部品表) 全体や関連コストを
節減することが可能です。

センサの物理サイズも縮小を続けています。
図 1 に示すよう
に、
この種のセンサのうち最小の製品は、
おそらく円柱型センサ
だと考えられます。

6.3 第 4 次産業革命よりいっそうスマートなファクトリ

ファクトリ・オートメーションの将来に注目すると、IO-Link はイ
ンダストリ 4.0 (第 4 次産業革命) に貢献するインターフェイス
という位置付けになります。
IO-Link を双方向で使用し、
メーカ
ーに依存しない通信プロトコルを開発して、高効率でスケーラ
ビリティの高い
「スマート・ファクトリ」を実現することも可能で
す。
TI の TIOL111 IO-Link トランシーバと TIOS101 デジタル出力
スイッチは、
ファクトリで次世代のセンサとアクチュエータを実
現するのに役立つほか、製品選択肢の最適化と部品表 (BOM)
の簡素化を推進する機能を具体化しています。

TIOL111 と TIOS101 の各デバイスの間のピン互換性を活用し
て、IO-Link と標準的な入出力 (standard input/output、SIO)
の両方に対応したセンサで構成された製品ラインアップをお
客様の側で作り出すことも可能です。
この場合、
インターフェイ
スごとに個別のプリント基板 (PCB) を使用する必要はなくなり
ます。
これらの各デバイスは、意図したインターフェイスをサポ
ートすると同時に、以下のような高い水準の各種統合型保護
機能もサポートしています。
• 16kV の国際電気標準会議 (IEC) 61000-4-2 で規定された静
電気放電 (ESD)。

• 4kV の IEC 61000-4-4 電気的高速過渡 (EFT) 基準 A に対応。
• 1.2kV / 500Ω の IEC 61000-4-5 (サージ)。
• ±65V の過渡耐性。
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図 1.IO-Link の円柱型センサ

図 1 の上部に掲載しているセンサは、円柱型の筐体に仕上げ
た製品です。
中間にある配線は、センサ内部の超小型 PCB を
示しています。
この PCB のサイズは 17.5mm x 2.5mm です。
このような小型フォーム・ファクタに封止するには、IO-Link と
SIO 出力のどちらかを実装するために、同様の小型デバイスを
製作する必要が生じます。
このようなシステム要件を把握した
うえで、TI は TIOL111 と TIOS101 向けの新しいパッケージの
開発に着手しました。
DMW パッケージは、現在入手可能な中
で最小クラスに分類できる、IO-Link 向けの放熱強化型パッケ
ージの 1 つです。
また、
サイズが 3.0mm x 2.5mm である DMW
パッケージは、熱伝達とフロースルー・ピン配置を目的とした
サーマル・パッドもサポートしています。
このフロースルー・ピ
ン配置 (図 2) は、X 軸 (横方向) の一方の側にマイコン接続用
のロジック・インターフェイスを実装し、もう一方の側に 24V の
IO-Link インターフェイスを実装する方法で、PCB のレイアウト
とデバイスの配置を容易にしています。

         2020 年第 2 四半期   I  テキサス・インスツルメンツ

WAKE

NFAULT

L+

RX

Thermal pad

CQ

TX

L-

EN

ILIM_ADJ

ドライバ電流出力

残留電圧

200mA

1.5V

100mA

ハイサイド

2.5 mm

VCC_IN/
OUT

24-V interface

Logic interface

第 6 章：ロボット向けの産業用通信

250mA

1.75V

200mA
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100mA

ローサイド

1.1V

250mA

表 1.消費電力 = 残留電圧 × 10

3.0 mm

図 2.TIOL111 と TIOS101 のフロースルー・パッケージ

TIOL111 と TIOS101 は、残留電圧がわずか 1.75V という低い
値です。
IO-Link と SIO を使用するセンサのサイズは過酷な環
境に耐え、密閉型で、多くの場合は超小型です。
この小型で密
閉型のフォーム・ファクタにより、
パッケージと製品の設計時に
多くの課題が生じました。
中でも、放熱特性は特に大きな課題
でした。
250mA 供給時に 1.75V という非常に小さい残留電圧
をサポートするために、TIOL111 と TIOS101 は消費電力に関
する優れた土台と、
それに関連するシステムの放熱管理を実現
しています。
表 1 に、
ドライバの電流出力と、
ハイサイドとロー
サイドそれぞれの残留電圧を示します。

1.1V

1.75V

構成可能な電流制限は、センサを保護するための付加的な保
護機能となり、
おそらくネットワークのサーマル・シャットダウ
ンを防止するのに役立ちます。
0 ～ 100kΩ の抵抗を使用する
と、TIOL111 と TIOS101 は 50 ～ 350mA という電流制限をサ
ポートできます。
この制限抵抗を通じて、
プログラマブル・ロジッ
ク・コントローラ (PLC) に過電流条件を通知し、過電流条件を
定期的に監視する方法で、必要なときにデバイスの出力をシャ
ットダウンすることができます。
構成可能な電流制限抵抗は、ILIM_ADJ ピン (図 3 を参照) に
接続します。

TIOL111(x)
VCC_OUT
1 µF
10 V

L+

Voltage
regulator

0.1 µF
100 V

10 kΩ

Sensor
front-end

Microcontroller

TX
EN
WAKE
NFAULT

Control
logic

RX
10 kΩ

CQ

Diagnostics
and
control
CUR_OK
STMP_OK
PWR_OK

IO-Link
master

L-

ILIM_ADJ

RSET

図 3.TIOL111 アプリケーションの回路図
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図 4 に示すとおり、ILIM_ADJ ピンに 0Ω の抵抗を接続すると、
デフォルトで 350mA の最大電流に設定されます。
400

Low Side
High Side

350

IO(LIM) (mA)

300

このセクションで紹介した機能と他の機能、
および複数の利点
を活用すると、TIOL111 と TIOS101 を採用して最小のセンサ・
フォーム・ファクタを実現すると同時に、複数のプラットフォーム
をサポートし、電流制限に関する要件を満たすフレキシビリテ
ィを実現できます。

250
200
150
100
50
0

0

20

40
60
RSET (kΩ)

80

100

図 4.電流制限と RSET の対比

6.4 ロボット・システム向けの産業用通信に関する各
種リファレンス・デザイン
EtherCATスレーブとマルチプロトコル産業用イーサネット

のリファレンス・デザイン

AC インバータとサーボ・ドライブのセーフ・トルク・オフ

(STO) 向け冗長化デュアルチャネルのリファレンス・デザイ

ン

PRU-ICSS 搭載 SORTE (シンプルでオープンなリアルタイ

ム・イーサネット) マスターのリファレンス・デザイン

EtherCAT P の 1 本のケーブルで電力と EtherCAT を伝送

するリファレンス・デザイン

このデザインは、電磁適合性 (EMC) 耐性が高いコスト最適化
済みの EtherCAT スレーブ (デュアル・ポート) を実装しているほ
か、
アプリケーション・プロセッサ向けの SPI (シリアル・ペリフェ
ラル・インターフェイス) を搭載しています。
このハードウェア設計は、AMIC110 産業用通信プロセッサを使
用しており、
マルチプロトコルの産業用イーサネットと複数のフ
ィールド・バスをサポートすることができます。

このリファレンス・デザインは、(国際電気標準会議、IEC 618005-2 に従って) 可変速度ドライブでセーフ・トルク・オフ機能
(STO、安全な方法でトルクを低減) を実装するために、
デュア
ル・チャネル絶縁型 STO 信号を使用し、
モーターに電力を供給
するインバータを制御しています。

このリファレンス・デザインは、PRU-ICSS (プログラマブル・リ
アルタイム・ユニットと産業用通信サブシステム) を使用した
SORTE マスターを実装します。
SORTE はマスターとデバイスの
間で 4μs のサイクル時間でのプロセス・データ交換を実現しま
す。
このデザインには、
オープン・ソースの PRU ファームウェアが
付属しています。

このリファレンス・デザインは、EtherCAT P 対応の電力供給デバ
イスが搭載している電力結合機能の物理的な実装を示します。
このデザインは、公式の EtherCAT P 実装ガイドに掲載されてい
るすべての要件を満たすように設計済みです。

開発中のロボット・システムに最適な他のリファレンス・デザインをご確認ください。
執筆者の一覧：Thomas Leyrer、Miro Adzan、Anant
Kamath、Tobias Puetz、Russell Crane。
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TI のワールドワイド技術サポート
TI サポート

ご利用いただきありがとうございます。
サポートに関するご質問や、TI サポート・センタ
ーへのご連絡は、以下からお問い合わせください。
中国：

日本：

www.ti.com/support

http://www.ti.com.cn/guidedsupport/cn/docs/supporthome.tsp
http://www.tij.co.jp/guidedsupport/jp/docs/supporthome.tsp

技術サポート・フォーラム

TI の E2E™ エンジニア・コミュニティでは、全部で数百万件に上る技術的な質問と回
答を掲載しています。
以下をご覧ください。
中国：
日本：

e2e.ti.com

http://www.deyisupport.com/
https://e2e.ti.com/group/jp/

TI のトレーニング

テクノロジーの基礎から高度な実装に至るまで、TI は次世代設計の実現に活用できる
オンデマンド・トレーニングやオンライン・トレーニングを提供しています。
詳細はこちら
中国：
日本：

training.ti.com

http://www.ti.com.cn/general/cn/docs/gencontent.tsp?contentId=71968
https://training.ti.com/jp
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