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1. はじめに 

振動を低減させる方法として，コンピュータを使用し

てダンパを制御する方法がある．その場合，コンピュー

タで高度な演算を行い，ダンパを的確に制御することが

できる。しかし，コンピュータは非常に高価なうえ，安

定した電力供給が必要となる．これらの問題は，コンピ

ュータと比較すると演算能力は劣るが，安価で，消費電

力が少なく，ダンパに組み込むことが可能なマイコンを

使用することで解決できると期待される．また，電磁抵

抗型ダンパの発電機をセンサー代わりに用いてセミアク

ティブで振動制御する研究はなされている(1)．そこで本

研究では，電磁抵抗型ダンパから発生した電力でマイコ

ンを動かしセミアクティブで振動制御する基礎検討を目

的とし，以下について取り組んだ． 

電磁抵抗型ダンパのモータ端子間に繋ぐ回路および，

マイコンのプログラムを作成し，動作の確認を行った． 

 

2.  回路とマイコンのプログラム 

2.1 回路 

マイコンの電源として電磁抵抗型ダンパの電力を利用

し、減衰力を変化させるための回路を作成した．作成し

た回路を図 1 に示す．図 1 において，使用する電磁抵抗

型ダンパのモータ（SS40E4（24V））は M で示される．ま

ず，電磁抵抗型ダンパのモータにより発電された電気は

数 A に及ぶ．マイコンの電源として使用するには電流が

大きすぎるため，抵抗により分流を行う．モータ端子間

の抵抗は 12kΩと 100Ωの並列接続となっている．マイ

コンには，発電された電気の電流の約 1/120 以下の電流

が流れる． 

次に，発電された電気は正と負の両方の場合があるが、

マイコンでは正の電気しか扱うことができないため、分

流をした電気をダイオードを用いた整流回路により整流

する。また、発電された電気は，マイコンの電源として

使用できる電圧以上の電圧となることがある．そのため，

整流した電気をレギュレータを通しマイコンの電源とし

て使用できる電圧（5V）にする． 

さらに，整流回路で整流された電気をマイコンの AD コ

ンバータ（ADC）で測定する．ここで，整流回路で整流さ

れた電気をマイコンの ADC で測定するには電圧が高すぎ

るため分圧を行う．10kΩと 2kΩの抵抗を使用し，マイ

コンに入力する電圧をもとの電圧の約 1/6 に分圧したの

ち ADC で測定する．測定された値を使用しマイコンで演

算を行い，演算結果に応じてマイコンでリレーを動作さ

せる．リレーが動作することでモータ端子間は短絡とな

り，減衰力が得られる．ここで，マイコンからの出力に

応じて素早くリレーの切り替えを行うために，使用する

リレーは応答性の速いソリッドステートリレー（SSR）(オ

ムロン社製 G3NA-D210B-UTU-DC5-24)とする． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Circuit 1 

 

2.2 プログラム 

マイコンから SSR に電圧を出力し，SSR を動作させる

ことで可変減衰力を得るために，マイコンでの演算プロ

グラムを作成した．マイコンでボールねじの速度，加速

度，変位を求め，それらの和を評価関数として使用する

プログラムを作成した．はじめに，マイコンの ADC の測

定値を式(1)より電磁抵抗型ダンパの発電電圧 V に変換

する．  

𝑉 = (
(ADC測定値)×5

1023
) × 6 + 1.0  (1) 

式(1)で求めた電圧を，式(2)よりボールねじの速度 v に

変換する．ここで， L はボールねじのピッチ，KE は電磁

抵抗型ダンパの逆起電力定数とする． 

𝑣 =
𝐿×𝑉

2×𝜋×𝐾𝐸
  (2) 

次に，加速度 a は式(3)より求める．ここで，v0 は一回

前の ADC の測定値から求めたボールねじの速度，Δt は

プログラムの 1 ループ分の計算時間とする． 

𝑎 =
(𝑣−𝑣0)

∆𝑡
   (3) 

変位 x は式(4)より求める． 

𝑥 = 𝑥 + 𝑣 × ∆𝑡  (4) 

式(2)(3)(4)でそれぞれ算出したボールねじの変位 x，速

度 v，加速度 a の桁を揃えて和を求める．求めた和があ

らかじめ設定した閾値を越えていたらリレーに電圧を出

力し，越えていなかったら出力をしないようにマイコン

のプログラムを作成した． 

3. 抵抗力特性実験 

3.1 抵抗力特性実験 

電磁抵抗型ダンパの可変減衰力を確かめるために，電



磁抵抗型ダンパの抵抗力特性実験を行った．電磁抵抗型

ダンパの一端を固定壁に取り付けて，他端はロードセル

を介して電気サーボ疲労試験機に取り付け，強制的に振

動数 0.5～2.0Hz まで 0.5Hz ごとに 4 通り，振幅 20mm の

正弦波状の変位を入力したときの荷重と変位を測定した．

変位と荷重の実験結果を図 2 に示す．  

 
Fig.2 Force-displacement curves 

 

3.2 考察 

 マイコンでの演算結果をマイコンから電圧として出力

し，その電圧をデータロガーで測定した電圧から逆算し

た演算結果と，その時の荷重の時間変化を表したものを

それぞれの振動数について 0.5 周期分の波形を図 3 に示

す． 

 

Fig.3 Time history waveform of force 

図 2 より，0.5Hz では±5mm 付近から減衰力が切り替

わっており，1.0Hz と 1.5Hz では減衰力が出ている状態

と出ていない状態が交互に現れており，2.0Hz ではほぼ

常に減衰力が出ている状態になっていることが分かる．

また，図 3 より，各振動数においてマイコンでの演算結

果（黄線）が閾値（青線）を越えると減衰力が上昇し，

荷重（緑線）が増加していることが分かる． 

ここで，0.5Hz，1.0Hz と 1.5Hz，2.0Hz でそれぞれ異な

る波形がみられたことについて考察を行う．図 3 と同時

刻におけるマイコンの電源電圧と，リレーへの出力電圧

の時間変化を図 4 に示す． 

 

Fig.4 Time history waveform of voltage 

図 4 より，0.5Hz，1.0Hz，1.5Hz では電源電圧（橙線）

がマイコンの動作終了電圧（青線）を下回ることがあり，

2.0Hz では下回っていないことが分かる．マイコンの動

作終了電圧を下回らないと，マイコンでの演算結果の変

位の項がリセットされず，演算結果が常に閾値を越えた

状態となる．その結果，常に SSR へ電圧が出力され，常

に減衰力が出ている状態となった． 

 また，図 4 より，0.5Hz ではマイコンの電源電圧は 5V

に達しておらず，1.0Hz と 1.5Hz では 5V に達しているこ

とが分かる．ここで，それぞれの電源電圧におけるリレ

ーへの電圧が出力されているときと，されていないとき

の時間を求め，その結果を表 1 に示す． 

Table 1 Operating time of relay 

振動数 

[Hz] 

リレーON 時間 

[ms] 

リレーOFF 時間 

[ms] 

0.5 9.00 2.71 

1.0 8.23 9.31 

1.5 12.33 10.33 

 また，使用した SSR のデータシートより，動作時間は

1ms 以下，復帰時間は 5ms 以下である．表 1 より，0.5Hz

のリレーOFF 時間がリレーの復帰時間よりも短いことが

分かる．その結果，閾値を越えている間はリレーが OFF

になることがなく減衰力が切り替わった状態となった． 

4. まとめ 

 本研究では，電磁抵抗型ダンパから発生した電力でマ

イコンを動かすための回路およびプログラムの作成と動

作の確認を行った．  
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1. まえがき 

 日本は地震大国であり，十数年に一度大震災と呼ばれ

る地震が起こる．それゆえ日本では特に振動の抑制とい

う観点には注目度が高く，研究もより進んでいる． 

 アクティブ制御とは，例えば地震により振動が発生し

たとき，意図的に揺れを抑えるための力を発生させて振

動 を 制 御 す る ．Zhu 氏 ら の 論 文 1)で は ，

MATLAB/Simulink を用いて，シミュレーションの観点

から，ボールねじと DC モータを使用したダンパにおい

て，モータ内の電流を外部制御回路によって振動を打ち

消すように制御することで，振動を抑制している．本研

究ではアクティブ制御によりモータ内に流れる電流値を

制御し，慣性力を発生させて振動を低減させることを目

的とする．荷重と変位を測定し，抵抗力特性図を出力し，

慣性力の有無についてシミュレーションと抵抗力特性実

験の両面から確認する． 

 

2. 数値計算 

2.1 プログラム作成 

 

 ここでは PID制御を用いたアクティブ制御の実用性を

確かめるため，電磁抵抗型セミアクティブダンパ 2)に外

部制御回路を装着し，抵抗力特性実験を行う．まずは

Zhu 氏らのブロック線図 1)を参考にプログラムを作成す

る．荷重の値から電流を計算し，ダンパのモータ回路に

流れる電流を制御させる．抵抗力特性図を出力して，慣

性力を発生させ，制振効果を得られているかを確認する．

作成したプログラムを図 1に，実際に実験をする際に使

用する電磁抵抗型セミアクティブダンパの緒元を表１

に示す． 

 

 

Fig.1 Simulink program 

 

 

 

Table 1 Design parameters of the damper 

 

 

表 1における慣性モーメント Jの値は 

図 1 の左上にある 1 の端子から入力した荷重の値を計

算して，PID 制御する．その計算結果を用いて DC モー

タを制御する．PIDの変換機能は Kp＋Ki/s＋KdSであり，

それぞれの数値は既報であり，Kp=150，Ki=1500000，

Kd=0.02である 1)． 

  

 

2.2 アクティブ制御によるシミュレーション 

 

MATLAB/Simulink を用いて，  荷重と変位の関係を図

2に示す． 縦軸は荷重，横軸は変位である．図 2 から見

ても明らかなように，左肩上がりの直線になっているこ

とから，慣性力が生じていることが分かる．この時の振

動数は 0.65HZ，振幅は 10mm，荷重は 124N，慣性質量

は 739Nとなる． 

 

 

Fig. 2 Force-displacement curve in simulation 

p ピッチ 8 mm

k 回転効率 0.95

Kt トルク定数 0.074 Nm/A

Ke 逆起電力定数 0.074 Vs/rad

L リアクタンス 3.25 mH

R 抵抗 2.94 Ω

J 慣性モーメント 5.99×10-5 kgm2



3. 抵抗力特性実験 

3.1 実験方法 

 

 前章において，シミュレーションによって慣性力の発

生を確かめた．次に，実際にシミュレーション通りにモ

ータを制御した時，実際に発生する慣性力を確かめるた

めの抵抗力特性実験を行う．実験の概要図を図 3 に示す． 

 

 

Fig. 3 Schematic of the experiment 

 

 

本実験では電気サーボ疲労試験機によりダンパを加振

する．その時の荷重の値を，DSPを使用して AD 変換し

て，Simulink 内のプログラムに入力させる．入力した荷

重値を電流値に直して PID 制御を行い，DC モータの閉

回路内で流れる電流の量と向きをプログラムで調整する．

電流値を制御するために，今回は可変負荷抵抗装置であ

る電流コントローラを使用する 3)．電流コントローラは

与えられる電圧信号に比例して，その回路内の電流値を

変更する．よって演算した電流の値に電流コントローラ

で調整するため電圧値を，DSPを使用して電流コントロ

ーラに与える．この時の荷重と変位の値を使用し，抵抗

力特性図を描き慣性力が発生しているかを確認する．春

学期に行った実験結果と比較するため，シミュレーショ

ンと等しい振動数 0.65Hz，振幅 10mm での 実験を行っ

た．また図 1 のプログラムを使用して演算する際に，荷

重の測定値にノイズが発生する．ノイズの影響で演算に

よる電流値に誤差が生じていた．そのためプログラムに

おいて入力直後に 3 次のローパスフィルタを使用する．

フィルタによって測定した荷重値のノイズを除去して演

算を行っている． 

 

 

3.2 実験結果 

 

実験において得られた抵抗力特性図を図 4 に示す．こ

の時縦軸は荷重，横軸は変位である．図 4 から，慣性力

が多少発生していることが確認できるが，シミュレーシ

ョンで想定していたほどの慣性力は発生していない．そ

の原因として電流コントローラで調節する電流の量が僅

かであることではないのかと考える．ダンパの回路内に

流れる電流が小さいことにより，モータから発生する力

も小さくなっているため，想定していたほどの慣性力を

発生しなかったのではないだろうか．シミュレーション

では加振により発生する電流と加振を打ち消すための電

流がうまくかみ合っているのだが，実際には打ち消して

しまうため，慣性力が生まれなかったと考えている．電

流を調整するのではなく，新たに回路内に電源を組み込

み，電流を流し直す必要があるとも考えられる． 

 

 

Fig.4 Force-displacement curve of experiment 

 

4．まとめ 

本研究では PID制御を用いた制御回路によるダンパの

アクティブ制御の抵抗力特性をシミュレーションと実験

の両面から確かめた．シミュレーションに関しては期待

通りの抵抗力特性の図を作成することができたが，実験

はうまくいかなかった．実験方法などを再度検討してさ

らに実験を進める必要がある． 
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1. まえがき 

 本研究で用いる可変慣性モーメント型振動抑制装置 1)

は慣性モーメントを変化させることで可変慣性力を発生

させ，振動低減効果を図る装置である．慣性力は，相対

加速度に比例し，その大きさは慣性質量に依存する．こ

の慣性質量をもつ振動抑制装置を一自由度振動系に取り

付けた場合，慣性質量が主系の質量に付加されたと同じ

効果を生じさせて固有角振動数を低下させることに加え

て，主系に反共振を生じさせる．この慣性質量を任意に

変化することができれば，任意の振動数で反共振させ振

動遮断することが可能である．ただし，地震波などのラ

ンダム波が入力された場合は，振動数を同定することが

困難であるため，慣性質量を調整することができないと

いう問題がある．そこで本研究では，振動抑制装置の慣

性質量の切替に強化学習を組み合わせて振動低減を図る

ことを目的として，様々な地震波入力時の一自由度振動

系のシミュレーションを行った．各条件で学習を行った

エージェントを用いた場合の振動低減効果を調べた． 

 

2. 慣性質量切替法 

振動抑制装置 1)の慣性質量を 50 kg と 68 kg の 2 値

で切り替えを行い，その切り替えに DDPG を用いた． 

DDPG は，行動を決定する方策関数(Actor)と方策を評

価する価値関数(Critic)の両方を深層ニューラルネットワ

ークによって近似し，最適方策の学習を行うアルゴリズ

ムであり，決定的な方策を仮定する 2)．価値関数では，

探索によって得られた経験により一時的に最適である結

果ではなく，総合的に最適となる結果に価値を見出すた

め，地震波のような連続値の場合でも，膨大な量の状態

や行動の定義を回避することが可能となり，主質量の応

答加速度および応答相対変位の低減を得ることが期待で

きると考えた． 

解析モデルは，主質量 m = 48 kg，減衰係数 c = 200 Ns 

/ m，ばね定数 k = 8900 N / m のばねと質量からなる一自

由度振動系とし，地震波は兵庫県南部地震 (1995) 神戸

海洋気象台 NS 波の最大加速度を 3.1 m/s2 に，インペ

リアルバレー地震 (1940) エルセントロ NS 波の最大加

速度を 4.7 m/s2 に基準化したものを用いた． DDPG エ

ージェントに， 

(A) 神戸波 1000 回 

(B) 神戸波 1000 回の後にエルセントロ波 1000 回 

(C) エルセントロ波 1000 回 

(D) エルセントロ波 1000 回の後に神戸波 1000 回 

の 4 タイプで学習を行った．このときのサンプル時間は 

0.01 s である．報酬の計算は 

 

Reward = 2 - |x| / 3.80 - |u| / 37.8 - 500 ( x≥3.80 || u≥37.8 ) 

(1) 

  

とし，それぞれの学習で共通とした． 1 学習を終わらせ

るかどうかを判断する条件に関しては最大応答加速度 

3.80 m / s2，最大応答相対変位 37.8 mm を超えた場合と

し，その場合，強制的に次の回に移行し，報酬に -500 加

算する．また，それぞれの応答を条件の値で割ることで

各項を均一化し，同じ強制移行でも後半にいく方が報酬

が高くなるよう， 2 を加えた． 

この 4 タイプで学習させたエージェントを用い，神戸

波，エルセントロ波，および新潟地震 (1964)  NS 波の

最大加速度を 2.7 m/s2 に基準化したものを入力した時

の数値計算を行った．神戸波入力時における慣性質量切

替波形の数値計算結果を図 1 に示す．図 1  (a) は入力

加速度波形， (b) は  (A)， (c) は (B)， (d) は (C)， (e) 

は (D) それぞれの場合の慣性質量切替波形である．また，

神戸波，エルセントロ波，および新潟波入力時の最大応

答値を表 1 に示す． 

図 1 より，神戸波の入力加速度のピーク時 16-16.5 s

において， (A) を除く 3 タイプでは， 神戸波による主

質量の応答加速度または応答相対変位の 2 値比較によ

る切替とほぼ同じような切替を行っていることがわかる．

また，エルセントロ波についても同様に 2 値比較による

切替とほぼ同じような切替を行っていた． 

新潟波については学習を行っていないため，新潟波に

よる主質量の応答加速度または応答相対変位の 2 値比

較による切替と比べると振動低減には劣っているものの，

入力加速度のピーク時付近において， (A) を除く 3 タ

イプは， 2 値比較による切替と近い切替を行っていた． 

(A) の出力が他のエージェントの出力と異なることに

関しては， (A) のエージェントは学習時にほとんど強制

移行せず，学習が収束するように見えなかったため，優

れた低減となる出力を導けなかったのではないかと考え

る． 

また，この 4 タイプで，入力地震波を熊本地震 (2016)  

益城町 NS 波の最大加速度を 7.75 m/s2 に，東北地方太

平洋沖地震 (2011) 日立市 EW 波の最大加速度を 6.97 

m/s2 に，日本建築センター模擬波 BCJ–L1 の最大加速

度を 2.07 m/s2 に，および BCJ–L2 の最大加速度を 3.56 

m/s2 に基準化したものとしたときの主質量の応答加速

度および応答相対変位の変化について確認した．その結

果も表 1 に示す．どのエージェントもパッシブ時と比べ

て，応答加速度，応答相対変位ともに振動低減に優れて

いることがわかる． 

3. まとめ 

.. .. 



振動抑制装置を用いて，強化学習によって以下のことがわ

かった． 

(1) DDPG エージェントに， (A) 神戸波のみ， (B) 神戸

波の後にエルセントロ波， (C) エルセントロ波のみ，

(D) エルセントロ波の後に神戸波の 4 タイプで学習

を行い，主質量の応答加速度および応答相対変位の変

化を確認した． (A) での学習を除き，神戸波および

エルセントロ波のピーク時では，各地震波による主質

量の応答加速度または応答相対変位の 2 値比較によ

る切替と同じような切替を行っていることがわかっ

た．  

(2) 学習させていない地震波についても，パッシブ時と比

べて，主質量の応答加速度，応答相対変位ともに振動

低減に優れている結果となった． 
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(a) Input acceleration 

 
(b) Learning Kobe 1000 times 

 
(c) After learning Kobe 1000 times, learning El Centro 1000 

times 

 

(d) Learning El Centro 1000 times 

 
(e) After learning El Centro 1000 times, learning Kobe 1000 

times 

Fig. 1 Calculation result of the switching waveform of inertia in 

case of Kobe 

Table 1 Maximum acceleration and displacement 

responses 

 Max. Acc. [m/s2] Max. Disp. [mm] 

K
o

b
e 

A 3.36 27.7 

B 3.37 26.8 

C 3.32 26.7 

D 3.28 25.2 

E
l 

C
en

tr
o

 A 3.73 39.3 

B 3.41 34.6 

C 3.43 35.2 

D 3.37 34.7 

N
ii

g
at

a
 

A 3.77 29.5 

B 3.74 30.1 

C 3.74 30.3 

D 3.86 28.8 

Passive 
50kg 3.99 29.6 

68kg 3.83 31.6 

K
u

m
am

o
to

 

A 9.42 61.7 

B 9.48 65.6 

C 7.82 64.7 

D 9.27 63.2 

Passive 
50kg 13.15 109.4 

68kg 10.28 94.6 

T
oh

ok
u

-P
ac

if
ic

 O
ce

an
 

A 5.13 54.1 

B 5.29 55.9 

C 5.29 56.2 

D 5.24 55.3 

Passive 
50kg 9.29 93.5 

68kg 6.18 70.9 

B
C

J-
L

1
 

A 2.09 17.62 

B 2.08 18.69 

C 2.13 19.27 

D 2.12 19.02 

Passive 
50kg 2.95 33.62 

68kg 3.27 32.58 

B
C

J-
L

2
 

A 3.66 36.41 

B 3.47 35.75 

C 3.48 35.98 

D 3.49 35.35 

Passive 
50kg 5.90 67.88 

68kg 5.73 68.63 
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