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1. はじめに

移動ロボットの走行制御系において、モータドライ
バ・コントローラは、与えられた加速度・遠心加速度・
トルクの上限などの条件を満たしながら、速度・位置
を十分な応答速度で高精度に制御する必要がある。ま
た、移動ロボットなどの自立システムは、重量や電源
容量に制限があるため、できるだけ小型・軽量なハー
ドウェアを用いた、高効率なモータ駆動が求められて
いる。

移動ロボット制御系においては、予め分かっている
モータの電磁気パラメータや、慣性パラメータを用い
たフィードフォワード制御を用いることで、応答性能
の高い高精度な制御が可能である [1, 2, 3]。一方で近年
では、小型・大出力な特徴をもち、防爆性・寿命に優
れる永久磁石同期モータ (ブラシレスモータ)が移動ロ
ボットプラットフォームにおいても利用され始めると
いった新たな展開も見せている [4, 5]。

高度な移動ロボット技術を取り扱う研究には、これ
らの基盤技術を用いた移動ロボットプラットフォーム
が必要不可欠である。これらの技術は 20年以上前から
既に公開され、現在も利用されている [6]一方、新規に
移動ロボット技術の研究を始める際にはこれまでに積
み重ねられてきた数多の基盤技術の習得・実装が必要
となる。

筆者らは、これらの移動ロボットの基盤技術を広く
一般に利用可能にするため、茨城県内の中小企業など
をメンバーとして T-frog (Future Robotics Groundworks
from Tsukuba)プロジェクト1)を 2010年に立ち上げ、そ
の一環として、高効率で小型、応答性能の高いトルク・
速度制御が実現可能な、二軸ブラシレスモータドライ
バ・コントローラ “TF-2MD3-R6”を開発した。本モー
タドライバは、筆者らの研究グループで開発している、
オープンソースの移動ロボット走行制御プラットフォー
ム “YP-Spur”2)と組み合わせることで、二台の 3相ブラ
シレスモータまたはDCモータを駆動・制御して二輪差
動駆動型等の移動ロボットを容易に構築できる。本稿
では、二軸ブラシレスモータドライバ “TF-2MD3-R6”
および、走行制御プラットフォーム “YP-Spur”の構成
について述べ、これを使用したデモンストレーション
を紹介する。

†1筑波大学システム情報工学研究科
†2ツジ電子株式会社
†3芝浦工業大学工学部

1)T-frog Project - Future Robotics Groundworks from Tsukuba
http://t-frog.com/

2)筑波大学知能ロボット研究室 Robot Platform Project
http://www.roboken.esys.tsukuba.ac.jp/platform/
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図 1. T-frogモータドライバとオープンソースの移動ロボッ
ト走行制御プラットフォーム “YP-Spur”を用いた移動ロ
ボット走行制御系

2. 提供する移動ロボット走行制御系
開発したモータドライバ “TF-2MD3-R6”と、移動ロ

ボット走行制御プラットフォーム “YP-Spur”を組み合
わせて移動ロボットを構築した場合の制御系ブロック
図を、図 2に示す。
ラップトップコンピュータ上では、走行制御用のプ

ロセス “ypspur-coordinator”および、ユーザープログラ

http://t-frog.com/
http://www.roboken.esys.tsukuba.ac.jp/platform/


（基板寸法 100 x 55 mm）

モータ駆動電圧
12V～ 50V 対応

3相AC、DCモータ 2台
自然空冷時 連続 5A/ch

制御指令用インタフェース
USB、UART、RS485

デジタルIO、アナログ入力ポート

(mini-B)   (CMOSレベル)

パルスエンコーダ
ホール素子入力

図 2.モータドライバ “TF-2MD3-R6”の外観と主な仕様

ムが実行される。ユーザープログラムは、ライブラリ
を用いてプロセス間通信で走行制御コマンド (速度・角
速度制御、直線・円弧追従制御、位置・角度制御、な
ど)を与えたり、オドメトリ計算による自己位置推定の
結果を取得できる。走行制御用のプロセスは、ユーザ
プログラムからのコマンドに従って、ロボットの走行
制御を行う。
モータドライバでは、ラップトップコンピュータか

ら、初期化時に送信されたパラメータを用いて、逐次送
信されるモータ制御目標値に追従するように、各駆動
輪の角速度をマイクロコントローラで制御する。モー
タの速度制御には PI制御を用い、フィードフォワード
の慣性補償および摩擦補償を組み込んでいる。また、
モータのトルク制御器は、トルク係数、逆起電力係数
を用いた電流センサレスのフィードフォワード制御を
行う。これにより、モータやロボットの物理パラメー
タを予め適切に与えておけば、フィードフォワード制
御により、高い応答性能と精度を実現できる [1, 2]。3
相ブラシレスモータを使用する場合には、モータの電
気角に同期した正弦波を生成し、その振幅を制御する
ことで、等価な DCモータとして制御している。
この移動ロボット系では、PWM生成やロータリエン

コーダのカウントなどのハードウェア実装が必要な部
分と、高速なフィードバックループが必要なモータ速
度制御系をモータドライバユニットに実装し、ロボッ
トのキネマティクス計算と走行制御等を汎用のラップ
トップ PC上に実装している。これにより、ロボットの
機構が異なる場合などにも柔軟に対応できるため、特
に研究用途での利用に有効である。

3. モータドライバ “TF-2MD3-R6”
3.1 構成・仕様

T-frog プロジェクトで、ブラシレスモータを利
用した移動ロボットのために開発したモータドラ
イバ “TF-2MD3-R6” の外観を図 2 に示す。また、
“TF-2MD3-R6”の主な仕様を表 2に示す。移動ロボッ
トの駆動・制御をシンプルな構成で行うため、本モー
タドライバユニットには、3相ブラシレスモータ 2台の
駆動回路と、パルスエンコーダを使用した速度制御コ
ントローラ、ラップトップコンピュータとの USB通信
機能を搭載している。また本モータドライバは、全て

のコネクタを基板の 1方向に集約することで、ロボッ
トへの搭載時の配線を容易にしている。
なお、本モータドライバの回路図、ファームウェア

のソースコードなどの情報は、自由に利用できるオー
プンソースライセンスのもと、購入者に公開する予定
である。

3.2 スイッチング損失の低減

移動ロボットなどの自立システムは、搭載できる電
源容量に制限があるため、高効率な駆動を行える必要
がある。本モータドライバでは、高効率なモータ駆動
を実現するために、スイッチング損失の低減を重視し
た回路設計を行った。
本モータドライバは、モータ駆動用の半導体スイッ

チとして、低い ON抵抗と高い応答性能を持ち比較的
安価な、MOS-FETを用いている。半導体スイッチにお
けるスイッチング損失は概ね、スイッチング前後の電
圧変化と電流変化、立ち上がり・立ち下がり時間に比例
して発生する [7]。近年利用可能になった安価で高速な
MOS-FETと、高性能な FETゲートドライバ ICを使用
することで、スイッチングの立ち上がり/立ち下がり時
間をそれぞれ 15ns/5ns程度に抑えることができた。
一般に、スイッチングを高速化すると、スイッチン

グノイズの発生が増加する。本モータドライバでは配
線パターンの工夫や、サージ吸収素子の配置によりス
イッチングノイズの影響を抑制している。

4. オープンソースの移動ロボット走行制御
プラットフォーム “YP-Spur”

4.1 ライセンスと動作環境

筆者らの研究グループでは、自律移動ロボット研究の
基盤として、移動ロボットプラットフォーム “山彦”を
開発している。その走行制御のために、オドメトリによ
る自己位置推定と、自己位置に基づいた走行軌跡の制御
を行うソフトウェアプラットフォームとして、YP-Spur

表 1.モータドライバ “TF-2MD3-R6”の主な仕様

対応モータ 3相ブラシレスモータ
DCモータ

モータ数 2台

インタフェース USB2.0 (CDC-ACM)
UART (CMOSレベル)
RS-485

最大電源電圧 12-50V

最大連続電流 5A/ch (自然空冷)

PWM分解能 20kHzで 1200

エンコーダ入力 2相パルスエンコーダ
3相ホール素子+原点信号

寸法 100x55x30mm

重量 96g

その他 AD変換 7ch、デジタル IO 8ch



(YamabicoProject-Spur)が開発された。YP-Spurのソー
スコードは、MITライセンスおよび修正 BSDライセ
ンスのもとで公開されており、商用・非商用を問わず、
利用・改変・再配布が可能である。

YP-SpurはUnixライク環境 (Linux, MacOSXなど)お
よび、Windows環境で動作可能であり、クロスプラッ
トフォームとなっている。また、YP-Spurは外部ライ
ブラリに依存しておらず、Unixライク環境では標準 C
ライブラリ、Windows環境ではMinGW環境の標準 C
ライブラリおよびWindows APIが準備されていればコ
ンパイル・実行が可能である。

4.2 自己位置推定ベースの走行制御コマンド

YP-Spurを用いた移動ロボットにおいて、ユーザプ
ログラムは表 2に示すコマンドをライブラリから呼び
出すことで、走行パラメータの設定や、オドメトリに
よる自己位置推定結果の取得、制御モード・走行軌跡
の指定などを行う。
走行軌跡の指定コマンド等は、図 3 に示すような、

ロボットから見た座標系や、地面に固定された座標系
を選んで指定できる。また、地面に固定された座標系
は、座標系の設定コマンドで動的に更新することがで
きるため、センサ情報を利用した自己位置推定プログ
ラムと連携した動作を容易に実現できる。

5. デモンストレーション
モータドライバ “TF-2MD3-R6”と移動ロボット走行

制御プラットフォーム “YP-Spur”を用いて構成した移動

表 2. 移動ロボット走行制御プラットフォーム “YP-Spur”の
主要な走行制御・パラメータ設定・状態取得コマンド

走行制御コマンド

stop 停止モードに移行

line ** 直線追従走行モードに移行

circle ** 円弧追従走行モードに移行

vel 速度・角速度指令走行モードに移行

free モータフリー状態モードに移行

位置制御コマンド

stop line ** 位置サーボモードに移行

spin ** 方位サーボモードに移行

走行パラメータ設定コマンド

set vel 並進速度を設定

set accel 並進加速度を設定

set angvel 角速度を設定

set angaccel 角加速度を設定

set pos ** 座標系を設定

状態取得コマンド

get pos ** オドメトリ座標を取得

get vel 現在の速度・角速度を取得

Note: **の部分は指定したい座標系の名前を指定
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図 3. 移動ロボット走行制御プラットフォーム “YP-Spur”に
おける座標系の定義

ロボットを用いて、レーザ測域センサを用いた人間追従
[8]のデモンストレーションを行った。なお、ロボット
筐体は、オープンソースハードウェアとして、T-frogプ
ロジェクトで図面と部品表を公開している “i-Cart mini”
を、レーザ測域センサとして、北陽電機株式会社の
“URG-04LX-UG01”を用いた。
図 4に、本稿で述べた移動ロボット走行制御系を用

いた、人間追従 [8]の動作例を示す。機械学会ロボティ
クスメカトロニクス講演会 2013会場でデモンストレー
ションを行い、追従対象の人間の動作に従って、十分
な応答速度・精度で走行制御が実現できることを確認
した。

6. おわりに
本稿では、移動ロボットの走行制御系のために T-frog

プロジェクトで開発した、応答性能の高い高精度なト
ルク・速度制御が実現可能な、高効率で小型の二軸ブラ
シレスモータドライバ “TF-2MD3-R6”、および、オー
プンソースの移動ロボット走行制御プラットフォーム
“YP-Spur”の構成について述べた。これらの成果を組
み合わせて利用することで、自律アプリケーションを
実現するために必要な、十分な応答速度・精度をもつ移
動ロボット走行制御系が構築できる。これにより、高
度な移動ロボット技術の研究分野の基盤となる、移動
ロボットプラットフォームを構築を容易にして、本分
野の発展に貢献できると考えている。
なお、本稿で紹介した二軸ブラシレスモータドライ

バ “TF-2MD3-R6”の最新情報、入手方法は、T-frogプ
ロジェクトのWebサイト http://t-frog.com/に掲
載されている。
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二軸ブラシレスモータドライバ “TF-2MD3-R6” の

開発は、T-frog プロジェクトのメンバー (http://
t-frog.com/members/)の協力により実現された。ま
た、移動ロボット走行制御プラットフォーム “YP-Spur”
は、筑波大学知能ロボット研究室メンバーの貢献によ
り開発・整備されている。関係各位に感謝の意を表す
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モータドライバ TF-2MD3-R6 搭載
i-Cart mini

レーザ測域センサ
URG-04LX-UG01

測域センサデータを使用して
人間の認識・トラッキング

YP-Spur による
走行軌跡の制御
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図 4. モータドライバ “TF-2MD3-R6”、移動ロボット走行制
御プラットフォーム “YP-Spur”、オープンソースハード
ウェア “i-Cart mini”、測域センサ “URG-04LX-UG01”を
用いた人間追従プログラム (機械学会ロボティクスメカ
トロニクス講演会 2013会場にてデモンストレーション)
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