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工作機械の最新の制御方式

大　島　康　次　郎

　　　　　　　1．はしがき
　工作機械の自動化は従来からカムその他の機構を利用

して実施され，いわゆる自動機とよばれる一群の工作機

械が存在していた．これらは単純な形状の加工物の工作

に限られていた．ところが工業の進歩に伴って，複雑な

形状の部品を迅速に量産する要求から，いわゆる倣い削

り工作機械が生れた．これはテソプV・一一トやモデルに所

要の形状を与えておいて，それに接触して動ぐスタイラ

スに工具を追従さぜ，加工物の上にその形状を再現させ

るという方法を用いている．このスタイラスー工具の追

従にフィードバック制御のサーボ機構が応用されたので

ある．倣い削り工作機械はそのサーボ機構の指令をテソ

プV－一　5の形で与えるため，テソブレートの作製が先決

である．しかもこれの精度が加工物のそれを麦配するの

であるから，その製作には多大の熟練労働と時間とを費

すことになる．生産する部品の数が多ければ，これは問

題にならないが，中小量の生産ではそのコストに影響す

るということになる，そこで指令の与え方について，よ

り融通性に富んだ方式が要求され，磁気テープや穿孔テ

ープ等を指令の手段に利用する制御力式が生れた．磁気

テー一ブを利用すると，熟練工の操作ecよる工具の動きを

それにいったん記録させ，これを再生して工作機械のサ

ーボ機構への指令とすることができる．これはいわば模

範操作のplay　back方式である．穿孔テープ（紙または

プラスチック）や穿孔カードの利用は，指令を数値の形

で与えることを前提とし，これより適当な方法にょって

工作機械のサーボ機構への入力信号を発生させるのであ

る．指令を数値で与えることができれば，設計図から直

接それを作成することができ，最も進歩した方法である

ということができよう．

　このような方法に基いた制御方式は，すでに数種類が

試作，または実用化の段階にある．特にこの種の機械を

要望しているのは航空機工業である．航空機生産では絶

えず機種の変更があり，しかも迅速な生産が要求される

からである．一般機械工場においても，量産に移す前の

試作，試験段階のスピードアップにこの種機械は大きな

役割を：果すであろう．この期聞においては部品の形状，

寸法の変更，修正がしばしば加えられるからである．指

令が数値として与えられる場合も大別すると次の二通り

が区別できる．

　すなわち，その一つは：〔作機械のサーボ機構が倣い削

りと同種のアナログサーボとして構成されている場合で

ある．ただし指令が数値の形で与えられるので，これを

適当な方法でアナログの信号に変換する装置と，指令数

値が工作物の輪廓を不連続な点の座標として指定するの

で，これらの点の間をイyターポレートする装置とを備

えている．

　もう一つはサーボ機構への入力が数値指令に対応する

ペルスの数といワたいわゆるディジタル量で与えられる

場合である．このようなサーボ機構はアナログサーボに

対してデaジタルサーボと呼ばれる．ディジタルサーボ

機構による工作機械の数値制御はフィードバック制御と

計算機の技術を高度に活用したものであって，この両者

の結び付きは制御の他の分野に先立って工作機械におい

て実現されたということができる．穿孔テープを入力と

するデaジタルサーボ機構は工作機械の直接制御ばかり

でなく，デ／ジタルー一アナログの変換器として，play

back方式の工作機械に対する指令磁気テー一プの作成に

利用することができる．

　このように工作機械の最新の制御方式は次第に複雑，

高度なものとなり，従来の自動機と較べて，質的に一段

の飛躍をとげたのである．これこそオートメーショyの

中核をなすということができよう．本稿はこれらについ

ての展望を試みようとするものである．便宜上アナログ

サーボ方式とディジタルサーボ方式に分けて述べること

にしたい．

　　　　　　2．　アナログサーボ方式

　工作機械の制御も工具やテーブルの位置制御という点

で一般のサーボ機械となんら異なるところはない．従っ

て一般のパワーサーボに用いられる構成要素や方式が大

部分そのまま利用することができる．ただし工作機械の

制御においては行き過ぎを嫌うから，他の応用面と較べ

て特に安定度の高い制御系を実現することが必要であ

る．また精度の点でも厳密さが要求されるので，高感度，

高性能であることが必要である．構成各部についていう

と，まず検出部としてはシソクロ，差動変圧器，光電方

式，空気マイクロ方式等が利用できる．増幅部としては

真空管，磁気，サイラトロソ各増幅器，ワードレオナー一・

ド方式，アソプリダイソ等の回転増幅機等が用いられ

る．またリレー一“Pクラッチ方式も用いられる．サーボモ

ータとしては直流電動機および油圧サーボモータが用い

られる．油圧サーボモータにはパイロット弁や絞り管制

3



342

弁と操作シリソダとの組合わせやhydraulic　transmis・

sion方式（可変ストロークポソプと油圧モータとの組命．

わせ）が用いられる．パイロット弁や絞り管制弁は検出

部を兼ねさせることができる．特性補償には補償回路，

回転計発電機等が用いられる。これらの構成要素の組合

わせによって多くの力式を作り出すことができる．一般

にパワーサーボとして推奨されるのは電子油圧組合わせ

方式である．電子部分が特性補償を容易にし，油圧サー

ボモー一タが大きなパワ・・一一で応答が早いからである．最近

電子油圧変換素子として性能の優れたサP－・一・ボ弁が登場

し，工作機械にも応用されている．

　特に米国では各社が多くの種類の製品1）を作り出して

いる．その若干を第1図（a）～（c）に示す．（a）はMoog

Valve　Co．製のものでその動作は次のようである．トル

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クモータの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二つのコイ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ルに流れる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電流の相違

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　によってフ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラヅパが左

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　右に動かさ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れ，向かい

　　　　　　　多　タ　　　　　　　あったノズ

第1図（a）Moog　Valve　Co．サーボ弁　ルに対する
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トルクモータ

間隙が変り，左右
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿戻リ
のスプリソグの入

っている室の油圧

が変化して，パイ　　　　　　↑操作騨

Vット弁の弁ピス

トyがこの油圧の
　　　　　　　　　　　　　　　ζη刑題”
不平衡力とスプリ　　　　　　　駐　　R．、，）

yグの力とが釣合　第1図（c）Midwesternサ”一一Lボ弁

う位置まで動かされるのである．すなわちパイロヅト弁

を動かすのに油圧の前段増幅を行っている点に特徴があ

る．（b）はPegasus　Lab．社製のもので同じくトルクモ

ータ（ソyノイド方式）の動きでノズルの間隙が変り，

パイロヅト弁左右の油圧が相違して，パイロット弁が動

かされるが，（a）と異なりスプiJ　yグによって釣合わす
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ことなく，パイロット弁の動きによる制御オリフィスの

開きの変化で左右q）油圧が平衡するようになっている．

（c）はMidwestern社製のもので油の前段増幅を行わ

ず，トルクモータの動きで直接2個のパイPット弁ピス

トソを動かす方式である．そのためパイロット弁の構造

は油の流動による軸方向の力を軽減するような特殊な形

状2）を弁ピストソに与えている．これらはいずれも1，000

～3，000P・s・i・（（c）だけ200～3，000P．　s．　i．）の油圧で，

電流入力10～40mA程度で動作するから，真空管出力

で駆動ができ，しかもその応答特性は時定数が数msの

高性能のものである．

　最近工作機械制御の検出部に特に適した精度の著しく

高いイソダクトシソ3）（InductQsyn）と呼ばれる検出器が

考案された．これは2相シソクロ（レゾル・ミ）の原理に基

いたもので，回転式にも直動式にも作られ，工作機械用

には後者が適しているが，便宜上，前者についてその原

理を説明する．これは誘導形の検出であるが，コイルを

使用せず，固定子も回転子もガラス板に銀メッキしたも

のに刻みを施して櫛歯状の電気的通路を設けたものであ

る（第牙図）．回転子は例えば54個の櫛歯をもち，これ

に交流電圧（例えば10kc）を加える．交流が櫛歯状の通

路を流れることによって交番磁束が紙面に垂直な方向に

生ずる．この磁束は一つの櫛歯の中でほぼ正弦状に分布

する．固定子も回転子と同じような櫛歯をもっている

（a）回転子

第2図
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が，これらはスペe一スによって8個の扇形状の櫛歯群に

分けられている．相隣る各群は相互に90°だけ電気角が

ずれている（スペースの幅は一つの櫛歯の3／4）．固定子と

回転子とは対向してごく接近した位置に置かれる．固定

子の8個の櫛歯群は一つおきに接続してsinおよびcos

の回路を形成する．回転子の交番磁束によって，この二

つの回路に回転子の一つの櫛歯以内の回転角のsinおよ

びCOSに比例した電圧が発生する．この両回路では数多

くの櫛歯が直列に入っているので，刻みのピヅチ誤差が

平均化されることと，円周の例えば多倉4が電気角の360°

に相当する高い分解能のためにイソダクトシソの精度は

回転式で5秒，直動式で0．0001”という驚異的なもので

ある．

　直動式は一様な櫛歯をもったscaleと電気角が90°相
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違した二つの櫛歯回路をもったsliderとから構成され

る．一つの櫛歯の巾は例えば0．1”である．イyダクト

シソを偏差検出に用いるには，その2個を組合わせて使1

用し，両方の固定子を相互に接続しておいて，一方の回

転子を交流電圧で付勢し，他方の回転子から両者の相対

343

的角変位を電圧として取出すのである．この場合普通の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フィルダシyクロ系と組合わせていわゆる2速度系として用いる

のである．　　　　　　　　　　塵器
ここ一・：アナ。グサーボを用いt。X作鰍略種融方　　＝η／’イラス1

式について述べることにする．

　（1）倣い削り制御方式

　工作機械の制御で現在最も多く用いられているのは

この方式であるが，そのなかでも一番普及しているの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第5図RaytheonのDuplicator
は全油圧方式の倣い旋盤である．これらは縦送りを一

定にしておいて刃物台の動きだけをサーボによって制御　　　器で加え含わせることによって行う．全体の制御系を示

し（1次元制御），その運動の方向を主軸に対して適当な　　　す第5図のベクトル加算器（1）がこの部分である．こ

角度（45°乃至60°）傾斜させることによって，工作物　　　のサーボ系はスタイラスをテソプレートの切線方向に駆

の段付き部分を削れるようにしたものである．しかしこ　　動するように速度のX，y成分を制御する速度制御系で

れでは孤物台の運動方向の傾きと同一の向きのテーパ部　　　あるから，スタィラスの支点に対する　　　　》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぽ
イラスと烈物とを一体に主軸方向およびそれと直角方向　　　ときそれを修正する必要がある．第6　　0

にサーボによって制御し（2次元制御），スタイラスがテ　　　図においてεoがこの規定値で，εが　　第6図

yプレートに対して接触しつつ一一定の周辺速度で運動す　　　実際の変位量とすると（ε一ε・）に比例したペクトルC

るようになったものが現われた・　　　　　　　　　　　　を切線ベクトルVに対して直角方向に加え，この合成

　この後者のものについてその動作原理を説明する．ス　　　ベク1一ルVノの方向it　x，　y速度成分を制御するように

タィラスはng　3図に示すように，ダイヤブラムにょって　　　するのである．それにはベクトル加算器（1）の出力を

　　　　　　　　　　　　　　　麦持され他端にレバ　　　整流してεに相当する直流電圧を出し，εoに対応する・一

　　　　　　　　　　　　ス9イラスースプyソグがあっ　　　定直流電圧との差を再びベクトル加算器（1）の出力で

　　　　　　　　　　　　　　　　て復原力が与えられ　　　モジュv一トする．このモジュレータの出力を90°位相

　　　　　　　　　　　　　　　　るようになってい　　　をずらしてベクトル加算需（1）の出力と再び加え合わ

　　　　　　　　　　　　　　　　る・検出コイル系は　　せると（第5図のベクトル加算器（2）による），その合

　　　　　　　　　　　　　　　第4図に示すとおり　　　成電圧はベクトルγ1の方向に対応する位相をもつ．こ
　　　第3図スタイラス　　　　　　　　　　　　　　　　である．1次コイル　　　の電圧からx，y両成分の速度制御サーボ系の入力を生

を付勢しておいて，スタイラスの動きのX，y成分による　　　じさせるには，この電圧をフィルタに通すことによっ

ギ’ヤヅプの変化によって，各成分のそれぞれ差動的に接　　　て，相互に90°位相のずれた二つの電圧に分け，これを

続された2次コイルから信号電圧を取り出すようになっ　　第7図に示す位相

ている．スタイラスがテソプレートに接触してその支点　　　識別回路に加え

に関して傾くと，その傾斜の方向はテソプレートの曲面　　　て，それぞれの位

ξ警野募高撫缶欝　2・・・…L1一　儲繕皆襲3

りテソプレー一トの接触点にお　　　　　　　　　　　　　　のである．第7図

ける切線の空間ベクトルの方　　　　　　　　　　　　　　の回路は各真空管

向に対応する位相をもった電　　　　　　　　　　　　　　のプレートに基準
気的ベクトルを合成すること　　　　　　　　　　　　　　交洗雷圧角を，　　　第7図　位相識別回路

ができる．それにはX，y成　　　　　　　　　　　　　　グリッドに信号電圧に対応する電圧を加え，両者が＋の

分の交流信号電圧を相互に　　　　　　　　　　　　　　ときだけ真空管が通流するのを利用している．この回路

90°位相をずらして差動増幅　　第4図　検出コイル　　　　の原理は第8図に示される．x，　y成分の各位相識別回

桧出コイル系 盈ヤフラム
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　　　第8図　位相識別
　　　　　回路の原理

の速度は大きく変化せざるをえなかった．

応じて送りを変化し犀物の速度をなるべく一様にしょう

とする考案がE．MI．　Eng．　Dev。　Ltd．1，こよってヵムミ

ゴソグマシyに対して具体化された6）．これの構成は第

路の出力はベクトル

Viの方向のsinおよ

びCOSに比例するから

これをそれぞれの速度

制御サーボ系の入力と

するのである．このよ

うにこの制御方式は2

次元の複合制御系を採

用している．

　従来の倣い旋盤では

送りが一一定であったた

めテーパの大きなとこ

ろと小さなところとで

はサーボ制御の双物台

　　　　そこで輪廓に

9図に示すように

，送りねじで左右

に動かされる主テ

ーブルの上に同一

駆動機構で回転さ

れるワー一クテープ　　t2　fO

ルとテソフレート第9図E．M・1・Eng・Dev・Ltd・
　　　　　　　　　　カムミリング制御装置
テーブルがあっ

て，テソプレートに接触するスタイラスの動きで電気的

サーボ系（光電検出：スタイラスでミラーが傾き二つの

光電管に入る光量が相違する方式）が動作し，主テープ

ルの送りねじ機構を駆動する．この系の特性改

善用の回転計発電機（7）の出力は同時にテーブ

ル回転用の速度制御サーボ系の入力に導かれ

る．すなわち速度設定用ポテyショメータ（10）

の電圧からこの（7）の電圧を差引いたものと

速度制御サーボ系の回転計発電機（13）の出力

が・一致するようこのサーボ系（ワードレオナー

ド方式）が動作するのである．したがってカム

輪廓の変化の大きなところではテー一ブル回転速

度は遅くなり，ほぼ一様な切削速度がえられる

ことになる．

　倣い削りではテyプレート製作が面倒なの

で，作図に倣わせてこれを自動的に切削すると

いう目的で，New　England　Model　104ミリy

グマシゾ）が作られた．作図は導電性の金属イ

ソクでテンプレートの輪廓をある程度の幅をも

った線によって描く．この線の一方の縁が輪廓

を正確に拡大してあらわすようにする．この作

雌送り

損送り

図の線に倣

うサーボ系　　　　　　　　　　　　　　　トL一サス鈎ド

はクラッチ

サーボで，

その検出は

トレーサの　　　　　　　　　　　　　　　クロススライト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クラッチ円板（これ

の径とカッ

タの径とは　　　＋．tiJmsgfU　　一ウ’　”4

正規の拡大　　　電触　　製
率の関係に　　　　　　　　．＼ワーフテ覗
なければな　第10図　New　England　Model　104ミリ

　　　　　　　ングマシン
らない）と

導電性の線との間にスパークをとばせてその間の電圧降

下によって行っている．すなわちサーボ系はスパークギ

ャップを一定に保つよう動作するのである．全体の構成

は第10図に示すように，作図テーブル，ワークテーブ

ルともにウ）¢・・一ム歯車機構で回転され，追従サーボ系は

二組あって，一方は作図に追従してトL・・一サスライドを

動かし，他方はトレーサスライドに取付けた比率バーに

追従してトレー一サスライドと直交したクPススライドを

動かすようになっている．後者のサーボ系も前者と同一

原理のものである．拡大率の変更は比率バーの傾きを変

えて行う．

　（2）　磁気記録制御方式

　熟練工の模範操作を磁気テープに記録し，それのplay

backを指令とする制御方式である．これの一例8）の原

理を第11図に示す．工作機械のテーブルの動きを磁気

テープに記録するには，テーブルの動きに連動するシソ

クロにょって変位を電圧の位相変化に換えて行ってい

暴準1司汲敬　　搬廷波　　搬送波

発　振　蓄　　発振番　　発楓器

緊雛

サ・一ボ

電鄭扱

第11図　磁気記録制御装置

6



第8巻　第9号

る．すなわちシソクPの三相固定子巻線に三相交流を加

えて回転磁界を生じさせておき，回転子巻線に誘起する

交流電圧の位相が回転角に比例するのを利用するのであ

る．このようにしてテー一ブルのX，），二成分の動きがそ

れぞれ信号電圧の位相に変換されるから，この信号電圧

で搬送波（テープ記録に適した周波数）の振幅変調を行

い，これをテープに記録するのである．再生に際しては

検波によって信号電圧を取出し，これと現在位置に対応

する信号電圧の位相とを位相比較回路で比較し，それが

一致するようサ・一・一・f＄、が動作するのである．

　（3）数値指令によるアナログサーボ方式

　アナPグサーボ系に対する指令を穿孔テープまたは穿

孔力・一一　F’にょって数値の形で与える方式である．この数

値指令からアナログサーボ系の入力となるアナログ信号

電圧が導かれる．以下この方式の若干の例につき説明す

る．

テープルー記憶回路

@　　　　　　　5

　｛

Q　　　”■㍉
@・二二翌コ

@　　　　　　　　　　4
P　　　　　11

8・7
シ消取

　●　

●

　　　　　＼（a）　　　　　　　　　　　（b）

第12図E．M」．　Eng．　Dev．　Ltd．のカムミリング制御

　方式

　第12図はE．M．1．　Eng・Dev・Ltd・9）10）によって考

案されたカムミiJソグマシソに対する制御方式を示す．

指令はカムの輪廓を一定角度おきの半径方向の寸法とし

て5単位のテープにbinary－decimalのコードとして穿

孔される．このコードは同図（b）に示すように4単位の

孔あき位置によって与えられるから剰った1単位は穿孔

ミスのあったときの取消しに使う．テー・・一プの読取りはテ

レタイプのり一ダによって行うが，これはワ・一・一クテーブ

ルの回転とシソクロナスリソク（6）によって連動して

いる．相隣る2点の寸法は次々とリーダによって読取ら

れiJレーで構成された記憶回路に保持される．このリレ

ー回路は同時にディジタル信号をアナログ電圧に変換す

る役目もする．この2点の寸法に対応する電圧がポテy

ショメータ（5）の両端に加えられる。ポテソショメー

タの摺動子もワークテーブルの回転と連動するから，こ

の摺動子から取り出される電圧は相隣る2点閲をイソタ

ーポレートすることになる．実際には一組の2点につい

ての指令が出されているとき，次の点のコードを記憶

し，前の2点の指令が出され終ったとき次の2点の指令

に切換えるために記憶回路およびポテソショメータ（5）

はもう1組余計に設けておく必要がある．ポテソショメ
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一タ（5）の電圧がポテyショメータ（3）のフィード

バック電圧によって平衡されるまで，サP…一ボモータ（4）

はナット（2）を回転し送りねじ（1）を駆動する．こ

の送りねじの動きが第9図の場合のテソプレートに対応

する．主テー一ブルの送りねじ駆動およびワー4クテーブル

の回転に対するサーボ系は第9図の場合と同じである．

この方式は相隣る2点だけを使ってイソターポレートし

て二いるが，相隣iる3点

を利用し，これを滑ら

かな曲線で結ぶ方法も

考案されている．これ

には第13図（a）に示

すような批物線ブリッ

ジが用いられる．同図

（b）はカムの輪廓を角

B　　（a）

ム

露L

㈲

　　　　　　　　　　　　第13図i勉物線ブリッジ

度に対する半径寸法のプロットとして示している．等角

度隔った3点A，B，Cが与えられたとき，これらを連ね

る曲線として，撹物線近似の曲線を用いる．これに対応す

る電圧を発生するのが拠物線ブIJッジである．　A，　Bの「

寸法に対応する電圧がオートトラソスABの両端に加え

られる．中点Mの電圧は（b）図におけるM点に対応す

る．トラソスの中点Mには第＝二のトラyスの1次巻線の

一端が接続され，他端にはC点に対応する電圧が加えら

れる．トラyスABの各タヅプには，この1次巻線に対

する2次巻線の一端が接続される．1次巻線の巻数を例

えば仮りに52とすれば相次ぐ2次巻線のそれは52－12，

52－22，52－32，52－42，52－52（＝0）となるよう選ばれ

ている．このようにすれば各2次巻線の他端の電圧はA

CBを連ねる曲線上の点に対応する．これらの点の中間

はポテソショメータによってイソターポレートする．こ

　　　　　　　　　　　　の批物線ブリヅジを用いると

　　　　　　　　　　　　きは第14図に示すようにリ

ザー路ｨ夢7難罐欝
　　　　第14図　　　　3組が指令を出していると

き，他の2粗が次の2点のコードを記憶するようにな？

ている．

　次にLewis　Flight　Propulsion　Lab．においては，タ

ービソ翼の翼形の研究などで，工作の能率をあげ，研究

の迅速化をはかることを目的として，数値指令アナVグ

サーボの制御方式11）を実現した．これは工作物の輪廓

を一定角度おきの半径寸法で与え，その相隣る4点を滑

らかな曲線で結ぶイソターボV－一シ　ayの方法を採用し

ている．指令はIBMカードに3ディジヅトの10進数

で穿孔し，これをり一ダにかけて，ダイオード変換器で

binary　decimalのデータに変え，　yレP一回路に記憶させ

る．りV一回路は同時にディジタルデータをアナログ電

圧に変換する役目をする．イソターボレーショソの方法

7
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は第15図に示すように，相隣…る4点の半径寸法に対応

するアナPグ電圧をそれぞれ入力として4個の独立のサ

ー・ {系（ポテソショメータ検出）を動作さぜ，ねじとナッ

トの機構でナイブ．・：・　・vジを移動して，それに半径指令に

応じた位置をとらせる．この4個のナイブェッジに支え

られたフレキシブルなスプライソがイyターボレーショ

ソの曲線を与えることになる．一・方カム機構によ．，て等

窮鴇｝

　／
サご六

電動礎

変継　晶
サーホ“

]幅器

、　埼ノ励タスプラ，．
　／㎡
^／
@　　　　　　　　Ro　　　　＼

窟’琶サー轟し

秩@　　　　　　　日

　　　　　傷
@　　　　　　　　R1探
@　　　＼　　　　　　十　　　　　儲

@　　　＼
@　　　　硲

@　　　＼@　　　　　RI　　R3
ﾋじ　　　　　　ナットナィフエッジ’

　サ諾電動機
@　　　～

Vブ　　　シンクロ

{　刀ム

@　シンクロパワー

Tーボ

パワー

Tーボ

カッタ

駆　勤
電動樵

　　　　　ワークテー7）レ

第15図　Lewis　Flight　Propulsion　Lab．の数値指令ア

　　　　　ナログサーボ方式

速度で上下に送られる探針があって，これとスプライソ

との間の放電の電圧降下を検出量とするサーボ系によっ

て，この放電ギャップを一定値（0．003”）に保つよう探

針をスプライソに追従させている．ここで探針の上下方

向の送りが極座標の角度に対応し，サーボによる水平方

拘の追従が半径寸法に対応するから，これらに連動した

シソクPの動きを指令として，それぞれのパワーサーボ

を動作させ，ワー一クテーブルの回転とカッタの移動を行

わぜる．実際にはスプライソおよびナイフエヅジを動か

す4個のサーボ系は2組あって，一方が探針を倣わせて

いるとき，他方が指令に応じたポジショニソグをするよ

うになっている．また輪廓上の4点を利用してイソター

ボレーショソを行っているが，使用する曲線は中央の2

点聞のそれである．例えば0，1，2，3の4個の点のイ

ソターボレーショyで1，2間の曲線を出し，次の1，2，

3，4各点のイソターボレーショyで2，3間の曲線を出

すとい・．た具合である，したがって探針は中央の2個の

ナイブエッジ聞しか動かない．図において探針は1→2

と下方に送られ，横にシフトされたのち2→3と上方に

送られる．

　　　　　　3．ディジタルサーボ方式

　アナ・・グ方式では信号が物理量の形（例えば変位，電

圧，油圧等）で伝えられるのに対してディジタル方式で

はパルスの数として伝えられるためノイズによって汚さ

れる心配が少ない．また指令も穿孔テープ等の・t　一一　F“に

8
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よって数値の形として与えることができるので，設計図

から直接指令を作製することができ，テソプレートや

Play　back方式の模範操作等がはぶかれる利点がある．

ディジタル方式では第16図に原理を示すディジタルサ

ーボ機構が用いられる．

　ディジタルサーボ機構の入力はペルス列で与えられ，

その数がサーボ機構の移動量を指定する．入力パルスは

移動の向き（時計方向1または反時計方向）に応じて別々

　瞬占十方向
　指令即ル又　　　　　加減算　　　ディジタル・アナ　　サ増巾器　　ttl　1

　反時計方向　　回路　ロワ寝換器　ボ電動機
　才旨　令ノN°ノレス

　　　　　　　　時計方向つイード
　　　　　　　　バ・yワハ゜ルス
　　　　　　　　　　　　　　位置コー1“
　　　　　　　　　　　　　　度　換　器
　　　　　　　　、反時計方向フィーN“
　　　　　　　　バツワノNeルヌ
　　　　　　　　　　　　同期バ゜ルス

　　　第16図ディジタルサーボ機構の原理

に与えられる．サーボ機構の実際の移動量もパルスの数

として検出される．このフィードバックパルスは同じく

移動の向きに応じて別々に取出されるようになってい

る．指令パルスとブィードベックパルスは加減算回路

（可逆カウ’7タ）でその数が比較される．両者の相違が偏

差のデ／ジダル量を与えるから，これをディジタルーア

ナPグ変換器で電圧に変換し，増幅後サーボモー9に加

えてサーボ系を動作させるのである．指令パルスとフィ

ードバックパルスが同一瞬間に生ずるとカウソタが誤動

作をするおそれがあるので，フィードバッグペルスとし

てはサーボ機構の移動量に応じて同期ペルスの中から適

当な数が取出されるようになっている・指令パルスとし

てはクロックパルスが適当に分配されるのに対し，同期

パルスがクロックパルスとは重ならないようそのパルス

列が作られているからである．穿孔テープから指令ペル

スを作る方法は方式によって相違する．

　（2）MIT方式12）

　7ライス盤の3次元制御として試作された．

　指令はx，y，2成分の移動量を2進法のコードとし

て与える．穿孔テープは例えば第17図に示すようにコ

ードされる．上3行が主要コードで下4行がチf一ック用

（single　error　correcting，　double　error　checking）であ

る・移動　　一一鱗。等
篇　＿聖＿張墾選
数値はそ

れぞれ1，

2，3行の

左から右

　　●●●　●　　　●●●●●　　　　●●■　　　●　　●　　●●●●●　　　●
　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　●

　　●●　　●●　　　　●●●　　　●　　　　o●●　　■■　　●　　o　　　■●●
●　o　■　o　o　●　・　o　●　●　■　●　●　●　●　●　●　●　■　●　一　●　●　o　・　■　●　●　●　●　o　o　●　●　●　●　■

　　　●　　●●　　　　　　　●●e　　　　●●　　●　　●　　　　　　　●●
　　●　　●●●　■●●　●　●　　　　　　　　●●●　o
　　　●　　　●●●　　　　●o　●●●　　　　●　　　●　　●　●●
　　●　　●●　　　　■　　　　O　O　●●●●●■O　　　　●　●●●●●

　　　　　　第17図穿孔テープのコt－－Lドの一例

へ読む2進法コードでかえられている．

、穿孔テープからの指令ペルス（この1パルス7b：　O．　ooosri

の移動量に対応）作製は次のようにして行う・穿孔テープ

をリーダにかけテープのコード指令を一一i旦リレー一で構成
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編卿

フゆ叩　　　　　　一一り鵬
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－×k‘IG”v’　1

@　　　　感
・・　@　　　＿連下
・・1…“－f@　　　＿亙重

　　　　　　　　　　　　　　　　　　M号ゲート

　　　　　　　　第18図　　　　パルス分配回路

されたレジスタに記憶させる．レジスタは2組あって一

方が指令を出しているとき他方がテープから記憶するよ

うになっている．レジスタに記憶されたテ・・一プデータに

よって指令パルスを支配するのが第18図に示すパルス

分配回路である．これには512ppsのクPックパルスが

導かれている．クロヅクパルスから指令パルスがどのよ

うに分配されるかを簡単のため3個のブリヅププロップ

の場合（第18図枠内）で説明する．フリヅプフロップ

（F）にパルス列が到来するとその通流状態の移り変りに

ょって2群のパルス列がえられるから，これの一方は次

段のブリヅプブPtップへ，他方はゲート（G）へ導く．

図の3個のゲートの開閉の仕方でどのようにパルスが分

配されるかを第18図右に示す．このゲート開閉はレジ

スタに記憶されたテープデータによる．

　パルス分配回路にはG1～G8の8個のクロヅクサイク

ル制御ゲe－　5があってテープの時聞間隔指令によってそ

347

　　　　　　　　　のいずれか1個が開き，パルス分配にあずかるブ

　　　　　　　　　リップフロップの数を10個から17個1まで8段

　　　　　　　　　階に変え，最後のフリップフロヅプからでるトラ

　」」遡」Lソスファ＿パルス（これがレジスタの交換，リー
ooo@　　　　　　ダの始動を支配する）の時間聞隔を8段階に変え

OOI－＿＿＿01L⊥＿＿L＿るのである・また符号ゲートはテープの符号指令

゜1L」一」一⊥一一によって開閉し，符号に応じてパルス出力回路を
100」＿」＿＿」＿＿＿⊥＿＿
　　　　　　　　　切換えるようになっている，
101．＿．A一＿LLL＿」＿＿

110」」」＿　　ブ1一ドバックパルスは第19図に示す方法に

Iu⊥ユーu⊥zaよって発生される．コーダドラムには3個のプラ

』『

u－1聖F臼1 Gl

f2
B「　　・　1

F「2

α5

f4

F「5噸

G5

f61一コーダドラム

匝乏卜朗

@　†

リイうト日ン2

第19図　position－code　converter

加算
Pート信号
発生番　う

‘＋｝指令鴻

V一畏2

|）指令ノ伽

tー　　　ρ

稿

GG

F「

@G

G

G

G 　G

eF

G　　　G

　　G

eF F

イラト0噸

@1

Tfラト0ン

@2

一“　　φVコーダへ

@　警報

時言坊向奏一些iぎ

@　　　　　　算

サイ加ン x報

第20図　可逆カウ　ンタ

　　　　　ッシがあって，一時にはそのうちの1個だけが導

　　体セグメyトに接触するようになっている・回転の向き

　　はこの3個のブラヅシの接触の順序から識別される．同

　期パルスの中からセグメyトと各ブラッシの接触ごとに

　　その1個のパルスだけをフィードバヅクパルスとして取

　　出し，回転方向に応じてその出力回路を切換えるのが

　position－code　converter　の回路である・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　MIT方式の可逆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カウソタは第20図

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に示すような2進

φ十　㊥　＠言齢鵬
　　　　　　　　望色1竺∵・プ（FF）の内

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容が右から100000

　第21図ディジタルーアナ゜グ変換回路の状態のときがこ

　れの零位置で加算側，減算側にパルスが入るごとにその

　　内容が2進法の加減算に相当して変る．

　　　ディジタルーアナログ変換は第21図に示す定電流源

　　11～Z6（真空管回路）と抵抗回路によって行われる．定

　　電流源は可逆カウyタのFFでスイッチされる．対応す

　　るFFが1のとき接続され，0のとき遮断される．　Z・が

　　挿入されるとEo端子に単位電圧，12，1・，1・等によワ

　　てそれぞれ2，4，8単位等の電圧が生ずるようになって

　　いる．このようにしてFFの状態によりEo端子には

　　0～63単位の64段階の電圧が生ずることになる・

　　　MIT　方式はこのような要素から構成されたディジタ

　　　　ルサーボ系（第16図）にアナログサーボを縦続

　　　　に接続しこれにパワーを受け持たせている．なお

　　　　Giddings＆Lewis13）ではこの方法によってデaジ

　　　　タル量を電圧の位相信号に変換し，磁気テープに記

　　　　録したのち，play　back方式の工作機械を制御する

　　　　方式をとっている．

警報回路　　（2）Bendix方式14）

　　　　　カムミリソグマシソに対して実施された．第22図

　　　　に示すようにスピソドル駆動と縦送りとを歯車結合

　　　　することによって3次元を2次元に帰着している・
サ伽ノ x章胴路　すなわち立体カムの輪廓を中心軸の周りに一定角度

　　　　　　隔たりまた縦方向に一定距離隔った点の半径寸法の

q）
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変化どして，2進法8ディジットの数値（この1単位は

0．0002”に対応）として与えている．角度闘隔は2デaジ

ットにより5，10，20，80度と指定される．テープデ

ータはイソターボレータに送り込まれる．これには2組

のレジスタがあって1組が指令を出しているとき，他方

がテープデータを記憶するようになウている．スピソド

ル回転と連動するスピyドルディジタィザはスピγドル

回転5°に対して，256パルスを発生し，イyターボレ

偏　差
レシス

　　　フヒードハ㌧ク「Aeルス
スピン藍ルノOレス

筆　　　季汐蜷

半裡変化
の符号

堂時
孔なし

　　　　霧
嶽葱・・就

22
溝fし　　　　　ヌピ’ンFJレ方向

　　南度簡隔

　　第22図　Bendix方式

サーホ“

増幅君

横医リ
サー・Kモー9

一タのパルス分配回路に導かれる．これはレジスタに記

憶された半径変化のテープデータに応じて分配され指令

パルスとなる．偏差レジスタの可逆2進カウンタはこの

指令パルスと横送りディジタイザからのフ／一ドバック

パルスを受けてその引算を行い，偏差を2進数値であら

わす．これはdecoding　matrixでアナログ電圧に変換

され，増幅後サーボモータに加えられる．サーボモ’一・　lr

は油圧モータで，サーボ弁を利用している．

　（3）Ferranti方式15）

　フライスの3次元制御に実施された．Ferranti方式で

は加工物の輪廓を点の座標および曲線の方程式（2次ま

で）の形で与え，これらの情報を穿孔テープにコード化

し計算機（専用）の入力とする．計算機はこれらの情報

に基いて・x，ツ，z3成分の移動量を各成分ごとのパル

ス列（1・〈ルスが0．0001”に対応）として与える．こ

のパルス列を工作に必要な他の指令とともに磁気テープ

に記録する．したがってFerranti方式では工作機械に

対する指令を計算機で別個に作製しておいて，この指令

磁気テープで工作機械のディジタルサーボ機構を駆動す

るのである．このようにすれば工作機械にはdata　hand・

1ingの設備を一々付属させる必要がなくなり経済的とな

る．Ferrantiのディジタルサーボ機構の検出には光学的

な回析格子（1”に500，2，500および5，000本）を利

用している．

　その方法は第23図に示すように回析格子を2個ほと

んど密着させて，その一方を固定に，他方を移動用とし

て使用している．両者の格子が相互に若干傾いている

と，一いわゆるMoireブリソジが格子と直角の向きに生

10

生　産　研　究

じ，格子の移動に応じてこれが上下方向に大きく移動す

　　　　　　　Moireブリンヅ

　　　　第　・23　　図

ので感度もよく，またその平均化の作用で格子の個々の

ピッチ誤差がそれほど影響しなくなる利点がある．移動

の向きを識別するには光電管を90°位相をずらしてもう

一本設け，両方の光電管からのパルスの順序を利用して

行っている．

　Ferranti方式では工作機械の駆動に用いている送りね

じにボールナットねじを使用しそのバックラヅシュを除

去する等細かい注意を払一，ている．　（1956．7．16）
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