






●注意
本書は
『モータ制御で学ぶ電子回路と組込みプログラミング』（2009年2月弊社刊）
のオンデマンド版/電子版です。
内容は元版から変更されておりません。
情報は、基本的に元版執筆時のものとなっております。
ご了承ください。



はじめに

　自動車、家電、航空機、産業用ロボット、携帯電話……、身の回りのあらゆる機器の電
子化が進んでいる。例えば、初期には、アクセルからエンジンバルブまで機械的に接続さ
れていた自動車も、今日では数十個以上もの電子制御ユニット（ECU）が搭載され、高度
な電子制御技術により、安全性が高く、燃費に優れ、快適な走行環境を実現している。洗
濯機やエアコンなどの家電品も、より人の感性とスキルに応えるよう、きめ細かな制御を
行っている。そのキーとなるのがマイコン、アクチュエータ（モータ）、センサの統合制御
システムである。これらはメカトロニクスと総称され、日本の産業の隅々まで浸透しており、
産業競争力の源となっている。
　あらゆる機器の電子化の中心となるのがマイコンとも呼ばれるMPU（Micro Processing 
Unit）である。個々の機器に組み込まれ、その電子制御の根幹を担っている。マイコンが
組み込まれた特定用途の機器を「組込みシステム」と呼ぶが、その応用範囲は広く、経験
を積んだ組込みエンジニアに対するニーズは高まるばかりである。しかし、一方、用途ご
とに特化したシステム設計が求められる組込み機器では、いわゆるソフトウェアに関する
経験だけでなく、電子回路設計や、アナログ入出力の計測・制御、目的によっては機械系
の制御に至る幅広い知識が求められる。これらの広い分野に関する経験は、従来の、電気
電子工学・情報工学・機械工学・制御工学といった縦割りの技術者教育で身につけること
は難しく、用途に応じた学科横断的で実践的な技術習得が必要といえよう。
　本書は、「モータ制御」を題材とした、基礎レベルの実践的な「組込みシステム実習書」
である。アクチュエータの代表であるモータ制御という応用事例の多い例題を題材として、
組込みシステムに関する基礎レベルの知識を、電子回路から、マイコンによる電子制御、
組込みC言語まで、一つ一つ実習を通して学んでいくことができるよう編集した。モータ
制御は、結果が動きとして目で確認できるだけでなく、センサやアクチュエータの入出力
も豊富であり、組込みシステムの基礎演習として、非常に分かりやすい題材である。本書
を通して、組込みシステムの基礎となる概念を理解できたら、それぞれ自分の専門とする
技術領域を磨いていくとよいだろう。

 水川　真

本書の構成
　本書は、全体で12章からなる講義と演習を通して、電子回路から組込みC言語の基礎
まで、「モータ制御」に必要となる組込みシステムに関する技術を、順を追って学習するこ
とができるように編成されている。
　題名にある「モータ制御」とは、例えば、産業用ロボットやヒューマノイドロボットの
関節制御に使われている技術である。センサから得られる関節の角度情報をもとに、目的
とする角度にモータを回転させ、さらにその角度でモータをピタッと静止させるのである。
第12章まで順を追って読み進むことで、最も簡単な角度サーボ（関節角度フィードバック
制御）アルゴリズムを、実際に構築することができるようになるだろう。もちろん、モー
タ制御は奥深い領域であり、本書は、その導入部分を例題として扱うに過ぎない。



　第1章～第3章では、センサ回路やモータの特性、モータ制御回路など、組込みシステ
ムの基礎となる電気ハード部分に焦点を当てて実験を行う。ソフトウェアだけでなく、電
子回路などハードウェアに関する感覚をつかんでおくことは、組込みシステム開発におい
て非常に大切である。マイコンを使い始める前に、CPUに対する入力（センサ）と出力（ア
クチュエータ）の概要について、しっかりと理解しておこう。
　第4章～第5章では、マイコンとして、ルネサステクノロジ社のH8 CPUを用いて、簡
単な入出力プログラムを構築する。はじめて組込みC言語に取り組む人を対象として、開
発環境の構築にもページを割いた。LEDの点滅（出力）、DIPスイッチからの入力など、ディ
ジタル信号の取扱い方法を習得しよう。
　第6章～第11章は、組込みC言語の応用である。アナログセンサを用いたA/D変換や、
エンコーダの割り込み処理、そしてタイマを用いたPWM出力など、組込みシステム特有
の入出力プログラムを、実例を見ながら確認しよう。
　最後の第12章では、これまでのまとめとして、角度サーボ（角度フィードバック）シス
テムを構築する。そのままでは回転し続けてしまうDCモータを、フィードバックという
概念を用いて、目標とする角度に静止させる。回路もソフトウェアも複雑になっており、
ここまでの積み重ねが試されるだろう。
　このように、本書の全12章は、読者の理解を少しずつ高めていけるよう有機的に連携
し合っている。既に詳しく理解している項目でなければ、第1章から順に読み進んでいく
のが良いだろう。

本書の使い方
　本書は、モータ制御に関する実践的な演習を通して、組込みシステムに関する基礎技術
を習得することを目的とした実習書である。従来の数式展開を中心とした理論書とは異な
り、図や写真を多く掲載することにより、組込みシステムやモータ制御に関する予備知識
の無い人でも、本書を読み進むだけで、電子回路の実験や、C言語のよるモータ制御実験
などを、基礎から順を追って理解できるよう配慮した。
　可能であれば、PCに開発環境をインストールし、また巻末の実験回路を構築し、実際
の動作を自分で確認しながら実習できれば、学習効果は更に高まるだろう。PCにインス
トールする必要のあるソフトウェアは、CPUの開発元であるルネサステクノロジ社のホー
ムページから、開発者向けに無償でダウンロードできるように提供されている。
また、サンプルプログラムは、出版元である株式会社マイナビのホームページからダウン
ロードできる。電子回路に使っている部品も、秋葉原のパーツショップなどで、容易に手
に入る部品ばかりである。本書の実験に必要な部品や基板をパッケージした、ZMP社の
実習キットe-nuvo BASICも用意しているので、必要であれば活用して欲しい。

 

本書で使用されているサンプルプログラムや、補足・追加情報、誤植などについては、
本書のサポートページで公開しています。

サポートページ：http://book.mynavi.jp/support/e1/robot_motor/
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01 ポテンショメータとエンコーダ 001

01 ポテンショメータとエンコーダ
～回転角度を計測しよう～

　回転角度の計測は、モータを制御に欠かせない要素の1つである。
　角度センサとして、本書では、ロボットの制御にも多く使われている
ポテンショメータとエンコーダを扱う。
　この章では、まず、ポテンショメータとエンコーダの概要を理解した
上で、実験として、ポテンショメータの特性を測定してみよう。

講義：ポテンショメータとエンコーダ
学習の概要
　ロボットの関節を制御し、指先を目標位置に静止させたり、脚部を適切に動かして
歩行させたりする例を考えてみよう。ロボットの関節を回転させるのはモータである。
　例えば、DCモータのプラスとマイナスに電池を繋ぐと、モータは回り始めるだろ
う。しかし、これだけでは、モータは無限に回り続けることになり、関節を静止させ
ることなどとてもできそうにない。
　本書では、第1章から第12章までを通して、モータを目標とする角度にピタッと
静止させるために、必要となる技術を、順を追って学習していく。
　この章では、まず、実際にどれだけ回転しているのか、正確なデータを計測する
ことから考えていこう。データを計測する装置は、一般にセンサと呼ばれる。ここ
では特に、モータの回転角度を計測するセンサとして、ポテンショメータとエンコー
ダの特性について解説する。

ポテンショメータ
　ポテンショメータは、回転角度の変化を抵抗値の変化に変換する部品である。産
業界でも角度センサとして広く使われているので、用途によって様々な形状や精度
のものがある。図1.1の左の写真から、一昔前のテレビやラジオのボリュームを思い
出す人もいるだろう。ボリュームもポテンショメータの一つであり、構造的には全く
同じもので、つまみを回転させると端子間の抵抗値が変化する。

●

●

1-11-1

図1.1：市販ポテンショメータの例図1.1：市販ポテンショメータの例
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　電子部品のカタログを見ると、「可変抵抗器」あるいは「トリマ・ポテンショメータ」
等と記載されていることが多い。「トリマ」は「抵抗値を変えることができる抵抗器」、
「ポテンショメータ」は「角度を検出するための可変抵抗器」といった意味だが、先ほ
どの「ボリューム」と同様、目的によって呼び名が違っているだけである。
　ポテンショメータの原理はとても単純で、抵抗値の大きな物質（抵抗体）を塗った
平らな面と、その抵抗体の上をブラシ（導体）が回転する。ここで、端子1と2の間
の抵抗値を測定すると、ブラシの回転角度に応じて、抵抗値が変化する。
　抵抗体は、できるだけ一定になるように塗られているので、端子1-2間の抵抗値は、
ブラシの回転角度におおよそ比例する訳である。

　抵抗値を測定するだけであれば端子は2つあれば充分なのだが、実際には、ポテ
ンショメータには端子が3つ存在する。これは、端子1と端子3の両端に、電圧をか
けるためである。抵抗値をテスタで測定するだけであれば、両端に電圧をかける必
要はない。しかし、ポテンショメータをモータ制御に使おうとすると、抵抗値のまま
ではマイコン（CPU）に情報を取り込むことができない。
　第6章　A/D変換で詳しく説明するが、CPUは、電圧というアナログデータをディ
ジタル化して内部に取り込む機能（A/D変換）をもっている。そこで、端子1と3の
両端に、例えば5［V］の電圧をかけ、ブラシの先にある端子2から出力される電圧を
CPUに接続（入力）する。
　オームの法則のとおり、端子2から出力される電圧は端子2-3間の抵抗値に比例す
る（CPUに接続された端子2には、ほとんど電流が流れないことが条件）。

抵抗体
ブラシ

1 1

3

3
2

2

図1.2：ポテンショメータの原理、回路記号
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図1.2：ポテンショメータの原理、回路記号
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入力ポートへ

5［V］
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図1.3：ポテンショメータの出力電圧測定
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入力ポートへ
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図1.3：ポテンショメータの出力電圧測定
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エンコーダ
　エンコーダはポテンショメータとは全く異なる構造を持った角度センサである。概
観からは違いが分かりにくいので、エンコーダ実験用の簡単なモデルで説明しよう。

　図1.5に示すとおり、エンコーダは2個並んだフォトインタラプタと、回転スリッ
トから構成される回転角度計測装置である。フォトインタラプタは発光部（赤外線
LED）と受光部（フォトトランジスタ）からなるU字型の形状をしている。
　この発光部と受光部の間を、一定角度ごとに光を遮断するように加工された回転
スリットが、回転軸の回転に従って、通過するのである。
　LEDとフォトトランジスタの間に障害物（スリット）が無いとき、LEDの光はフォ
トトランジスタで受光され、トランジスタに電流が流れる。逆に、U字型の間の光が
遮断されたとき、トランジスタは電流を流さない。
　回転スリットが一定角度ごとに光を遮断するようになっているので、フォトトラン
ジスタから得られる電流の変化をカウントすれば、何回スリットを通ったか、あるい
は何度回転したか、という情報が得られるのである。

●

図1.4：市販エンコーダの例図1.4：市販エンコーダの例

1

エンコーダ
スリット

フォトインタラプタ1 フォトインタラプタ2

図1.5：エンコーダの簡易モデル（e-nuvo BASIC）

1

エンコーダ
スリット

フォトインタラプタ1 フォトインタラプタ2

図1.5：エンコーダの簡易モデル（e-nuvo BASIC）
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　図1.6のような回路を構築した場合、CPUに接続された端子Aの電圧がどのよ
うに変化するか考えてみよう。フォトトランジスタに電流が流れたとき、端子Aは
GNDと短絡（ショート）するため、CPUには0［V］が入力される。また、フォトトラ
ンジスタに電流が流れていないとき、端子Aは5［V］側に繋がっているため、CPU
には5［V］が入力される（プルアップ）。
　CPUは、電圧の変化を入力として扱うことができるため、端子Aの電圧0［V］（LOW）
と5［V］（HIGH）をウォッチしておくことで、回転角度を計測することができる。
　フォトインタラプタが2個ある理由は、回転の方向を検出するためのトリックであ
る。詳しくは、第7章で、実際にエンコーダのプログラムを構築するので、そちらを
参照して欲しい。

ポテンショメータとエンコーダの比較
　ポテンショメータもエンコーダも、同じ角度計測を目的としたものであるが、構造
の違いから、それぞれにメリット、デメリットがあり、産業界では目的に応じて使い
分けられている。
　ポテンショメータのメリットは、何といっても構造が単純なため安価である、とい
うことだろう。しかし、抵抗体とブラシの間に摩擦があるため、抵抗体の抵抗値が
変化し、寿命があることがデメリットである。
　また、端子1と3が接触すると抵抗体が短絡（ショート）するため、360［deg］以
上計測することが原理的に不可能であることも、目的によっては、デメリットとなる
だろう。

●

GNDGND

A

5［V］5［V］

CPUの割り込み
入力ポートへフォト

トランジスタLED

図1.6：フォトインタラプタの周辺回路

GNDGND

A

5［V］5［V］

CPUの割り込み
入力ポートへフォト

トランジスタLED

図1.6：フォトインタラプタの周辺回路



01 ポテンショメータとエンコーダ

01

005

　一方、エンコーダは回転部が非接触であるため、半永久的に利用することができる。
また、5［V］と0［V］の信号をディジタル処理するため、ノイズに強く、情報の信頼
度が高い。スリットの間隔を狭めることで、精度を高めることも容易である。また、
ポテンショメータと異なり、スリットのON/OFFをカウントするため、360［deg］
以上の計測も問題なく行うこともできる。しかし、部品点数が多いため、当然なが
らポテンショメータより高価である。
　また、回転角度の絶対値が電圧として測定できるポテンショメータに対して、エ
ンコーダは、最初の角度から何度回転したか（何回カウントしたか）、という変化量
（相対角度）しか計測することができない。例えば、電源をOFFにしている間にスリッ
トが回転した場合、再起動したとき、今の関節角度が何度なのかわからなってしまう。
従って、絶対角度が必要な場合、再起動ごとに、初期設定をする必要がある。
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図1.7：ポテンショメータの原理
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図1.7：ポテンショメータの原理

メリット デメリット

ポテンショメータ
・安価
・絶対角度が計測可能
 

・寿命があり
・摩擦抵抗あり
・360［deg］以上の計測不可

エンコーダ

・精度が高い
・ノイズに強い
・半永久的に利用可能
・360［deg］以上の計測可能

・高価
・相対角度しか計測できない

表1.1 ポテンショメータとエンコーダのメリット/デメリット

メリット デメリット

ポテンショメータ
・安価
・絶対角度が計測可能
 

・寿命があり
・摩擦抵抗あり
・360［deg］以上の計測不可

エンコーダ

・精度が高い
・ノイズに強い
・半永久的に利用可能
・360［deg］以上の計測可能

・高価
・相対角度しか計測できない

表1.1 ポテンショメータとエンコーダのメリット/デメリット
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実験の流れ
　この実験では、ポテンショメータとテスタを用いて、回転角度と端子間の抵抗値、
電圧値の変化を実際に測定しみよう（エンコーダの実験は、第7章で行う）。

〈A〉ポテンショメータを回転させ、抵抗値、電圧を測定する
　分度器の上にポテンショメータを置き、角度と抵抗値、及び電圧の関係を測定する。

〈B〉 測定結果を考察し、抵抗値と電圧の関係式を求める
　測定結果のグラフを見て、抵抗値と電圧の関係を考察する。

〈A〉ポテンショメータを回転させ、抵抗値、電圧を測定する
　ポテンショメータの端子2と3にテスタをあて、表に示した回転角度のときの抵抗
値と電圧を測定しよう。

●

●

1

3

2

端子
1
端子
2
端子
3

図1.8：ポテンショメータの端子

1

3

2

端子
1
端子
2
端子
3

図1.8：ポテンショメータの端子

図1.9：抵抗値の測定図1.9：抵抗値の測定

1-2 やってみよう Let’s Try!
●ポテンショメータの特性を計測してみよう
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GND

テスタ

V

端子
A

5［V］

端子
B

端子
C

図1.10：電圧の測定（接続図）

GND

テスタ

V

端子
A

5［V］

端子
B

端子
C

図1.10：電圧の測定（接続図）

図1.11：電圧の測定図1.11：電圧の測定

回転軸の回転角度［deg］

0 30 60 90 120 150

（1）端子A-B間の抵抗値［Ω］

（2）端子A-B間の電圧値［V］

回転軸の回転角度［deg］

180 210 240 270 300 330

（1）端子A-B間の抵抗値［Ω］

（2）端子A-B間の電圧値［V］

表1.1：ポテンショメータの回転角度と、抵抗値、電圧値の関係

回転軸の回転角度［deg］

0 30 60 90 120 150

（1）端子A-B間の抵抗値［Ω］

（2）端子A-B間の電圧値［V］

回転軸の回転角度［deg］

180 210 240 270 300 330

（1）端子A-B間の抵抗値［Ω］

（2）端子A-B間の電圧値［V］

表1.1：ポテンショメータの回転角度と、抵抗値、電圧値の関係
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〈B〉測定結果を考察し、抵抗値と電圧の関係式を求める
　以下の3点について、考察してみよう。

●

360270
回転角度［deg］

180900
0

1
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電
圧
値［
V］
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抗
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］

図1.12：ポテンショメータの回転角度と、抵抗値、電圧値の関係
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図1.12：ポテンショメータの回転角度と、抵抗値、電圧値の関係

⑴ 回転角度と抵抗値の関係⑴ 回転角度と抵抗値の関係
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⑵ 回転角度と出力電圧の関係⑵ 回転角度と出力電圧の関係

⑶ 抵抗値と出力電圧の関係⑶ 抵抗値と出力電圧の関係
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02 アクチュエータの基礎
～DCモータの特性を理解しよう～

　ロボットにおいて、人間の筋肉に当たるのはアクチュエータ（モータ）
である。前回学習したセンサが「外界の情報を収集する」ことが目的で
あったとすると、アクチュエータの目的は「外界に対して何らかの働き
かけをする」ことだ。
　本書のゴールであるモータ制御の基礎を習得するにあたり、モータの
特性を正しく理解しておくことは大切である。この章では、モータの中
でも最も基本的なDCモータの構造を理解し、その特性を学習する。

講義：DCモータの基本構造と特性
DCモータの基本構造
　図2.1のように、コイルに電流iを流すと、コイルの周りに右ねじの法則に従った
磁界が発生し、コイルは電磁石となる。ここで、コイルの周囲にN極、S極のある永
久磁石を置いておくと、コイルによる電磁石と永久磁石の位置関係によりコイルを回
転させよう、という力が発生する。この力が、モータの基本的な原動力となる。

　図2.1の⒜では、フレミングの左手の法則により、トルクTの方向にコイルを回転
させようとする力Fが発生している。しかし、このままでは、⒞に示す位置で力Fの
方向が、モータの回転方向とズレ、回転が止まってしまう。そこで、⒞の位置でモー
タが止まる直前に、電流の流れる方向を反対に切り替える。電流が逆向きに流れると、
力Fの方向も⒟のように逆向きになるため、引き続きモータを回転させようという力

●
2-12-1

F

F

T

N
B

S

i （a）

rl

N S

（d）

N
B

S

（b）

N S

（c）

図2.1： モータの構造と動作原理（「0からはじめるヒューマノイドロボット」
より引用）
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図2.1： モータの構造と動作原理（「0からはじめるヒューマノイドロボット」
より引用）
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になる。この切り替えを連続して繰り返すことにより、コイルを永久に回転させるこ
とができそうである。
　この電流を切り替える部品を「ブラシ」と呼び、ブラシを用いて電流を切り替える
モータのことを、「ブラシ付モータ」と呼ぶ。また、直流電源を用いることから、「DC
ブラシ付モータ」「DCモータ」とも呼ばれる。

　モータには、ブラシ付モータ以外に、「ブラシレスモータ」「誘導モータ」「ステッ
ピングモータ」など、様々な種類があるが、本書では最も基本的なDCブラシ付きモー
タを制御対象とする。

DCモータの発生トルク
　さて、磁界Bの中に置かれた図2.3のコイルに電流iを流したとき、発生する力F、
及びトルクTについて、もう少し詳しく考えてみよう。

　磁界Bの中に置かれた導線に電流を流したとき、導線にはフレミングの左手の法
則で定まる方向に、以下の大きさの力Fがはたらく。

　　  式（2-1）
　　　　 ：力［N（ニュートン）］

●

ここが回る ブラシ（固定）

図2.2： DCモータにおけるブラシ（「0からはじめるヒューマノイドロボット」
より引用）

ここが回る ブラシ（固定）

図2.2： DCモータにおけるブラシ（「0からはじめるヒューマノイドロボット」
より引用）
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図2.3： コイルに発生する力F、トルクT（「0からはじめるヒューマノイド
ロボット」より引用）
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図2.3： コイルに発生する力F、トルクT（「0からはじめるヒューマノイド
ロボット」より引用）
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　　　　 ：磁束密度［T（テスラ）］
　　　　 ：導線の長さ［m］
　　　　 ：電流［A］

 また、トルクは半径×力で求められるので、

　　  式（2-2）
　　　
　　　　 ：回転半径［m］

　この例では、非常に単純化したコイルを利用しているが、モータが発生するトル
クはコイルに流す電流量に比例するようである。この比例定数のことを、トルク定数 
［Nm/A］と呼ぶ。

　　  式（2-3）
 
　図2.3のモデルのとき、 は次の式で表現できる。

　　  式（2-4）

DCモータの逆起電圧
　磁界中のコイルに電流を流したとき、発生するトルク（ ）により、DCモー
タは回転を始める。そのとき、回転中のモータ内部でどのようなことが起こっている
のかを考えてみよう。

　磁界Bの中に置かれた導線が速度vで磁界を横切るとき、フレミングの右手の法則
で定まる方向に、以下の大きさの起電圧e［V］が生じる（発電）。

　　  式（2-5）
　　　　 ：発電された電圧［V］

●
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l

図2.4：回転する導線に発生する逆起電圧
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図2.4：回転する導線に発生する逆起電圧
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　　　　 ：導線の速度［m/s］
　　　　 ：磁束密度［T（テスラ）］
　　　　 ：導線の長さ［m］

　ここで発電作用により生成された電圧e［V］の向きは、最初にモータに加えた電流
の向きと逆であり、モータの回転を妨げようとする方向にはたらく。このように、モー
タ回転時に、モータの回転を妨げようとする方向に生じる電圧を、逆起電圧と呼ぶ。
図2.4のコイルの場合、逆起電圧はコイルの角速度［rad/s］を用いて、次のように
計算できる。

　　  式（2-6）
　　　

　　　
　　　

　　　　　　 ：コイルに生じる逆起電圧［V］
　　　　　　 ：回転するコイルの角速度［rad/s］

　モータの場合、回転速度は角速度［rad/s］よりも回転数 ［rpm］で標記するこ
とが多いので、変換すると、

　　  式（2-7）

　　　 
　　　　　　 ：回転数［rpm］

　このように、モータに電流を加えたとき、回転数に比例する逆起電圧が発生する。
この比例定数を、逆起電圧定数 ［V/rpm］と呼ぶ。

　　  式（2-8）

　図2.4のモデルのとき、 は次の式で表現できる。

　　  式（2-9）

　このとき、トルク定数 と逆起電圧定数 を比較してみると、式（2-4）と式
（2-9）から、

　　  式（2-10）
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の関係があることがわかる。
　 はコイルの角速度［rad/s］を回転数 ［rpm］に変換する際の乗数である。す
なわち、トルク定数 と逆起電圧定数 は、単位は異なっているものの、同じ値
を表現していることがわかる。

DCモータの等価回路
　実際のDCモータには、逆起電圧以外にも、導線や接触部の内部抵抗など、モー
タに加えた電圧を消費する要素が存在する。ここでは、図2.5のようなDCモータの
簡単なモデル（等価回路）を考えてみよう。

　この等価回路では、DCモータに加えた電圧Eが、内部抵抗と逆起電圧で消費され
ていることがわかる。

　　  式（2-11）
　　　
　　　　 ：DCモータの内部抵抗［Ω］

DCモータの特性図⑴ T-N線図
　これまで導出してきた式から、DCモータの特性図（T-N線図、T-I線図）を描いて
みよう。まず、トルクと回転数の関係を示すT-N線図を考える。
　式（2-11）を回転数 について展開すると、トルク定数 の定義　式（2-3）から、

　　  式（2-12）

　　　　

　トルク定数 、逆起電圧定数 、及びモータの内部抵抗 は、モータ固有の
定数であるため、回転数 は、入力電圧 とトルク から、上記の式で計算できる
ことがわかる。

●

●
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内部抵抗による
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図2.5：DCモータの等価回路
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逆起電圧による
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図2.5：DCモータの等価回路
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　トルクがT＝0のときの回転数は無負荷回転数 と呼ばれ、入力電圧に比例する。
これは何も負荷をつけずに電池を繋いだときの回転数である。

　　  式（2-13）

　モータ起動時（回転数がN＝0のとき）に発生するトルクは起動トルク と呼ばれ
る。また、指でモータの回転軸を拘束し、動かないようにしたときに発生する拘束ト
ルク（ストールトルク）も、TSとほぼ同じ値を示す。つまりDCモータは静止してい
るとき、最大のトルクを発生するのである。

　　  式（2-14）

　電圧を変えてみたときのT-N線図の変化を図2.7に示す。

回転数

トルク

N［rpm］

T［Nm］
TS

N0

図2.6：トルクと回転数の関係（T-N線図）

回転数

トルク

N［rpm］

T［Nm］
TS

N0

図2.6：トルクと回転数の関係（T-N線図）
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紹介しながら説明します。

マイナビ出版
George A. Bekey（著者）、松田晃一・細部博史（翻訳）
512ページ　価格：5,875 円（PDF）・7,344 円（書籍）

“巧みさ”とロボットの力学
プレミアムブックス版

人が日常的に何気なく行っている動作をロボット
で実現するには、プログラム（計算式）を用意し
なければなりません。本書では、ロボットが自然
にこの問題を解消するための数学的道筋に言及
し、巧みさの源泉を探ります。

マイナビ出版
有本卓・関本昌紘（著者）

256 ページ　価格：4,104 円（PDF・書籍）
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