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1 はじめに 

 産業が発展するにつれて，生産コストの削減，生

産性の向上の要求が高まり，制御系の整定時間を短

くすることが求められている．また，精密機械工業

や半導体の製造においては微細加工技術が進行して

おり，揺らぎの少ない高精度な制御も求められる．

こうした背景から，温度制御系においては，従来，

ヒータとしてハロゲンランプが主流として用いられ，

制御手法としては高精度な制御を可能とする位相制

御が使われていた． 

一方，近年では新たな課題として，電源電圧に重

畳した高調波電流の問題が生じている．機器の消費

電流に高調波成分が含まれると商用電源の電圧がひ

ずみ，その電源に接続されている他の機器の誤作動

や故障を引き起こすといった悪影響を及ぼしてしま

う．最悪の場合，火災や爆発事故に発展するケース

もあり，1990年代には高調波規制法が施工されるな

ど，高調波電流抑制のニーズが高まっている．温度

制御系で使用される位相制御も高調波電流を多く発

生してしまう制御手法であり対策が必要となった．

しかし，対策コストが非常に高価であること，また，

対策しても完全には除去できないという問題が残さ

れている． 

 そこで，当研究室では，発生した高調波電流を対

策するのではなく高調波電流を発生させない制御手

法を確立するといった新たな視点により，高調波成

分の発生の少ないゼロクロス制御に，ΔΣ変調とい

う手法を適用した制御手法の研究を行ってきた． 

 この提案された手法により，高調波成分の少ない

高精度な電力制御が望める．しかし，実用化にはま

だいくつか課題が残されている．その一つとして，

ハロゲンヒータの抵抗の温度依存性が非常に大きく，

ゼロクロス制御にΔΣ変調を組み合わせる手法によ

って高精度化した制御性能が劣化してしまうことが

あげられる．そこで本研究では，ハロゲンヒータの

フィラメントの抵抗値変動による性能劣化を補償し，

これまで提案されてきたゼロクロス制御手法の制御

精度の向上を図った． 

  

 

 

 

2 ゼロクロス制御[1] 

 ゼロクロス制御は産業で一般的に用いられる交

流電力制御手法の一つである．図 1にゼロクロス制

御を用いた一般的な温度制御系の概要を示す．加熱

装置として抵抗性ヒータを用い，交流電源からヒー

タに印加する交流電圧を，スイッチング素子の

on/offの切り替えによって調整する．この時，スイ

ッチングは図 2のように交流電源のゼロクロス点に

おいて行う． 

 この電力制御手法にはいくつかの利点がある．そ

の一つは，消費電流に重畳する高調波成分が少ない

ことである．ゼロクロス制御は電源のゼロクロス点

でスイッチングを行うため，消費電流に不連続点を

持たない．そのため，電流に不連続点を持ってしま

う位相制御と比較して，高調波成分の発生が少なく

なる． 

 しかし，位相制御と比べて制御の分解能が低く，

高精度な制御が難しいといった欠点を持っている．

ゼロクロス制御はその変調原理から制御周期中の

onになった電源サイクルの数にのみ意味があり，ど

のタイミングで on になったかは考慮しない．その

ため，例えば電源の4サイクルで制御を行った場合

では，指令値を5パターンでしか表現できず，高精

度化が難しい．  

 

図 1：温度制御系の概略図 

 
図 2：ゼロクロス制御によるスイッチング 
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3 ΔΣ変調[3] 

 前述したゼロクロス制御の低分解能という問題に

対し，先行研究では，ΔΣ変調器を用いることで分

解能を向上する手法を提案してきた．ΔΣ変調器は

AD変換器の一種であり，連続の入力信号を量子化す

る際，周波数領域において量子化ノイズを周波数整

形し，特定の信号帯域のノイズを低減するように変

換を行うものである．量子化ノイズの低周波成分を

低減することで，図3に示されるように所望の信号

帯域の分解能を向上させることができる．ΔΣ変調

器の例の概要を図4に示す．ノイズシェーピングは

図 4中のノイズシェーピングフィルタによって行わ

れる． 

 

 

図 3：ノイズシェーピングの概略図 

 

 

図 4：先行研究におけるΔΣ変調器の構造 

 

4 ΔΣ変調を組み合わせたゼロクロス制御[4] 

 先行研究では遅延の少ない制御を行うため，電源

周期の4サイクルを制御周期とするゼロクロス制御

を考えていた．4サイクル制御の場合，1制御周期で

表現できるon/offパターンは16パターン存在する．

しかし，ゼロクロス制御のみの場合ではその原理上，

出力を5パターンでしか表現できない．ここでゼロク

ロス制御にΔΣ変調を適用すると，ノイズシェーピ

ングフィルタの動特性により各on/offパターンが変

調器の出力に与える影響は全て異なる．つまり，Δ

Σ変調を適用することによって制御周期中のonの数

のみだけでなくonのタイミングによっても区別する

ことができ，効果的なon/offパターンを5パターンか

ら16パターンに大幅に増やすことができる．  

制御周期ごとにon/offパターンの選択を行うとあ

る程度の制御遅れが発生してしまう.そこで，制御遅

れを改善するために，最適なパターンの1電源周期分

のon/offパターンを出力した時点で，on/offパター

ンの再選択を行うようにする．これにより，電源周

期ごとに4サイクル先の入力信号uのフィルタ出力と

16パターンの制御信号のフィルタ出力とを比較し，

入力信号に最も近いon-offパターンを選択すること

で，高精度な電力制御が可能となる． 

 

5 ヒータの抵抗値変動による影響とその補償 

 上述の手法により，理想的には高調波成分の少な

い高精度な電力制御が望めることを述べた．しかし，

実際のハロゲンヒータの抵抗は温度依存性が高く，

スイッチング毎にヒータの電力が変化し，先行研究

の手法では低周波の量子化ノイズがうまく低減され

ないという問題がある．ハロゲンランプに用いられ

るタングステン線は温度の上昇に伴い抵抗値が大き

く増加するため，1回のスイッチングの前後でヒータ

への注入電力は大きく変化する．これにより，上述

の手法で最適にスイッチングを行ったとしても，

on/off信号はヒータへの注入電力を表現しているわ

けではないため，要求されている電力と実際に供給

される電力との間に誤差が生じ，出力温度に影響が

でてしまう． 

 そこで本論文では，先行研究におけるΔΣ変調器

を改良し，ヒータの抵抗値変動の補償を組み込んだ

ΔΣ変調器を提案する．図5に提案型のΔΣ変調器を

示す． 

 
図5：提案型ΔΣ変調器 
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 改良点について説明すると，先行研究のΔΣ変調

器では，入力信号と16パターンのon/of信号を比較し，

最も量子化ノイズの小さいパターンを選択していた．

しかし，提案型のΔΣ変調器では，入力信号とon/off

信号を比較する際，on/off信号をそのまま用いるか

わりに，その時点での注入電力に比例した信号を用

いる．これにより注入電力において最適なノイズシ

ェーピングが行われ，注入電力を考慮した最適な

on/offパターンが選択されるようになる． 

 実動の際，この提案型変調器は1～4ステップ先の

未来のヒータへの注入電力を必要とするため，ヒー

タの抵抗値をリアルタイムに知る必要がある．ヒー

タの抵抗値を動的に直接測定することは容易ではな

く多くのコストがかかる．また，未来の抵抗値につ

いては測定することができない．そこで，本研究で

はヒータの抵抗値変動の動的なモデルを用い，この

モデルとスイッチング信号から4ステップ先の抵抗

値を推定する. 

 本研究においても，先行研究と同様，4サイクルを

制御周期とするゼロクロス制御を考えた．スイッチ

ングパターンは4ステップ先のノイズシェーピング

フィルタの出力を最小化するように選択される．そ

れぞれのon/offパターンに対する4ステップ先の出

力は以下の式により評価される． 

 

𝑦[𝑘 + 4] = 𝒄𝑨𝟒𝒙[𝑘]                                            

+𝒄 ∑ 𝑨3−𝑖𝒃(𝑢[𝑘] −
𝑅0

𝑅[𝑘 + 𝑖]
𝑤𝒉[𝑖])

𝟑

𝑖=0

 (1) 

 

ここで，(𝒄, 𝑨, 𝒃)は設計したノイズシェーピングフ

ィルタであり，𝒙[𝑘]は状態ベクトル，{𝑤ℎ[𝑖]}𝑖=0
3 は

on/offパターンである．未来の目標値𝑢[𝑘]は分から

ないため，現在の値で代用する．𝑅0はヒータの公称

抵抗値であり，𝑅[𝑘]は抵抗値変動モデルとon/offパ

ターンから推定された未来の抵抗値である．抵抗値

はそれぞれのパターンに対しステップ毎に必要とな

るため，抵抗値変動モデルは状態空間表現により実

現しておく． 

 

6 ヒータの抵抗値変動のモデリング手法 

 前節で述べたように，提案型のΔΣ変調器では4

ステップ先までの未来の抵抗値を必要とするため，

これを推定するためのモデルが必要となる．そこで，

本節ではヒータの抵抗値変動のモデリング手法につ

いて説明する． 

 ハロゲンヒータは非線形性が大きく，また，時定

数が幅広い帯域に分布しており，モデリングは容易

ではない．そのため，モデルを単純化する必要があ

り，本研究ではヒータのフィラメントの温度が注入

電力に対して線形であると仮定する．また，フィラ

メントからの放射パワーはフィラメントの温度に対

して非線形であるが，定常温度回りのみで温度制御

系を制御するように限定すれば，この非線形性は考

慮しなくても十分精確に制御できると予想される． 

 ヒータの抵抗値はヒータにかかる電圧と電流を検

出し，スイッチング信号と抵抗値変動の動的な関係

は定常温度回りにおいて推定する．この際，抵抗値

変動は短い時定数から長い時定数まで幅広く持って

おり，一般的な同定手法では正確なモデルを得るこ

とは難しい．そこで,線形関数モデル[6]を用いる．線

形関数モデルはセミパラメトリックモデルの一種で

あり，同定される対象が，基本とされる伝達関数の

線形結合によってモデル化される． 

𝐺𝑛(𝑠, 𝜽) = ∑ 𝑎𝑖𝐹𝑖(𝑠)
𝑛

𝑖=1
 

𝜽 = [𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛]𝑇                          (2) 

 

ここで，{𝐹𝑖(s)}𝑖=1
𝑛 はあらかじめモデルの設計者で与

えた安定かつ厳密にプロパーなフィルタ列であり，

係数𝜽が同定によって推定される．本論文では，基本

フィルタ列として1次遅れ系を用い，時定数は広い帯

域にわたって対数的に設定した． 

𝐹𝑖(𝑠) =
1

𝑇𝑖𝑠 + 1
  

 𝑇𝑖 = 2𝑖−1𝑇𝑚𝑖𝑛 ,    (𝑖 = 1, ⋯ , 𝑛)             (3) 

 

図6に線形関数モデルの構造を示す．また，同定手順

は以下の通りである．まず，同じテスト信号を同定

対象の装置とモデルに入力する．そして，図6のよう

にモデルの出力信号と装置の出力信号の間の誤差

{𝑒[𝑘]}を最小化するようにモデルのパラメータを推

定する． 

𝑒[𝑘] = 𝑦[𝑘] − ∑ 𝑎𝑖𝐹𝑖[𝑞]𝑤[𝑘]
𝑛

𝑖=1
             (4) 

 

ここで，𝐹𝑖[𝑞]はゼロ次ホールドにより𝐹𝑖(𝑠)を離散

時間化したものであり，𝑤[𝑘]はテスト信号として用

いるon/off信号，𝑦[𝑘]は装置からの出力信号である．

また，フィルタ列に対する重み係数𝜃は次のように

一般的な最小二乗法を用いて計算する． 

 

𝜃 = arg min
𝜃

‖{𝑒[𝑘]}‖2
2                                  (5) 
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図6：線形関数モデル構造 

 

7 提案手法による温度揺らぎの低減結果 

 本研究では提案法の有効性を確認するため，提案

型のΔΣ変調器によってハロゲンヒータを制御し，

金属材料を加熱する数値シミュレーションを行った．

その際，制御系については物理モデルを用いて構築

し，コントローラとしてはPIDコントローラを使用し

た．一定温度を目標値とし，先行研究のΔΣ変調器

を用いた場合と，提案型のΔΣ変調器を用いた場合

を比較した結果，提案型のΔΣ変調器を用いること

で約40%の温度揺らぎを低減できることが確認でき

た． 

また，実際のハロゲンヒータ（350W）によって真

ちゅう板(10cm×5cm×0.1cm)を加熱する実験装置

を製作し，提案法の検証を行った．まず，先行研究

の手法と提案手法の2つの制御アルゴリズムに対し,

目標温度を600℃として応答を測定した．応答は定常

温度になってからそれぞれ400秒間測定を行った．そ

れぞれの応答の時系列の比較を図7に示す．また，同

じ実験を複数回行った時の揺らぎのRMS値を表1にま

とめた．応答は定常温度になってから400秒間測定し，

それぞれ5回ずつ計測を行った．図7より，提案法の

制御アルゴリズムの方が明らかに温度揺らぎを低減

できていることが分かる．また，表1においても先行

研究における手法と比較してRMS値でおよそ40%低減

でき，数値シミュレーションの結果を裏付けている． 

 

図7：一定目標温度に対する応答の時系列 

表1：揺らぎのRMS値(複数回試行) 

試行回数 1 2 3 

先行研究の手法[℃𝑡𝑚𝑠] 0.189 0.194 0.188 

提案法[℃𝑡𝑚𝑠] 0.116 0.118 0.116 

試行回数 4 5 平均 

先行研究の手法[℃𝑡𝑚𝑠] 0.191 0.185 0.189 

提案法 0.121 0.117 0.118 

 

8 まとめ 

 本研究では，先行研究で提案されたΔΣ変調器を

改良し，ヒータの抵抗値変動の補償を組み込んだΔ

Σ変調器を提案した． 

数値シミュレーションと実機での検証により提案

法の有効性が確認でき，実際のハロゲンヒータに対

しても，ΔΣ変調を組み合わせたゼロクロス制御手

法が適用可能となった． 
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