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動的摩擦モデルとその特性

１．まえがき

 摩擦は高精度の位置決め制御を行うサーボ系を構成する際に重大な影響を与える．摩擦

は，追従誤差，リミットサイクル，スティック・スリップ現象�物体を滑らす時に、途中で

引っかかったり滑ったりを繰り返す現象�などを引き起こすことが知られている．特に，非

線形摩擦である静止摩擦とクーロン摩擦は様々な要因に起因し，その値は動作条件によっ

て変動するため，正確な解析と同定は非常に困難である．

これまでの摩擦特性は，速度と摩擦力の静的写像としてモデル化されている．代表的な考

え方は次のとおりである．摩擦は，次図のような凹凸のある表面に発生する力であると考

えられる．

図１：摩擦の原理

乾燥した物体を，潤滑油をぬらずに，同じ条件の表面に押し付け，表面に沿ってこの物体

を動かそうとする力 F
�
を加えるとき，その結果として現れる摩擦力には，つぎの � つの性

質があることが実験によりわかっている．

性質１）物体が動かないときは，F
�
の表面に平行な成分と静止摩擦力 sf

�

が釣り合う．これ

らの大きさは等しく sf
�

の向きはF
�
の表面に平行な成分と反対向きである．

性質２） sf
�

の大きさには最大値 max,sf があり，次式で与えられる．

Nf ss µ=max,

ただし， sµ は静止摩擦係数����		
�
��� �	 ���
� 	�
��
���であり，N は面が物体に及ぼす垂
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直抗力の大きさである．F
�
の表面に平行な成分が max,sf よりも大きくなると，物体は面に沿

って滑り始める．

性質３）物体が画面に沿って滑り始めると，摩擦力の大きさは急激に減少し，次式で与え

られる kf になる．

Nf kk µ=
ただし， kµ は動摩擦係数����		
�
��� �	 �
���
� 	�
��
���である．物体が運動している間は，

上式で与えられる大きさをもつ摩擦力が運動を妨げる方向に働く．また， ks µµ > とである．

これをクーロン・アモントン則という．

図２：摩擦力の時間的変化

物体の運動速度を vとしたとき，動摩擦力は次式となる．
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また，接触面に潤滑油などがあり，物体の速度が低速の場合には，速度の大きさと共に動

摩擦の大きさが増大することが多い（ストークスの法則という）．速度と共に増加する動摩

擦を粘性摩擦という．粘性摩擦が速度に比例すると仮定すると，動摩擦力は次式のように

なる．
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ただし，Dは粘性摩擦係数である．

精密な位置決め制御を行う際には摩擦の影響をキャンセルするために補償器を用いてい

るが，従来は，上述の古典的静的摩擦モデルを用いている．しかし，この静的モデルでは，

非定常速度におけるヒステリシス現象や ����������力（摩擦による静止状態から動き始め

るのにひつような力）が変動することなどの説明はできない．このため，低速での位置決

め制御では満足する結果が得られないことが多い．そこで，摩擦の動的モデルを構築する

max,sf

接触面がはがれて動き出す������������．

時間

摩擦力の大きさ

���
����効果
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試みが行われている．�������は静止と低速時に摩擦がバネのような挙動を示す効果を指摘

し����� 効果という�，これに対する動的モデル（���� モデルという）を提案し，その後

���
����効果の過渡応答部分をも含んでいる動的モデルを提案している．さらに，������

��  
� ら��� は静止摩擦，����モデル，���
����効果を含む新しい動的モデルを提案して

いる．ここで，���
����効果は速度ゼロ近傍の摩擦力の指数関数的な変化を表している．

 一方，従来のロボットマニピュレータの制御においては，線形である粘性摩擦（速度に

比例する摩擦力）のみを考慮した制御系設計が行われてきた�!"#"$�．また，%∞制御や適応

制御を用いて，トルク外乱や線形モデル化誤差を考慮に入れたロバスト制御系設計も行わ

れてきている�&"'"�("���．さらに，����で非線形摩擦をもつメカニカルシステムに対する適

応制御系が提案され，����では摩擦はパラメータ化された非線形関数としてモデル化された．

さらに，静的非線形摩擦をもつ系に対して，過渡特性と外乱抑制機能をもつロバスト適応

制御系が提案されている����．最近，)�*�
���は，������ ��  
�らの動的摩擦モデルを

用いて，非線形摩擦のパラメータを未知としてこれを推定して補償するロバスト適応制御

系設計法を提案している．���
����効果を表す非線形関数が既知，+�
��� �
		��も既知

の仮定とともに状態フィードバックが可能という状況で適応制御系を設計している．本資

料では， ���
����効果を含む静的モデルおよび ������ ��  
�らの動的摩擦モデルにつ

いて紹介する．

２．静的モデル（定常モデル）

 よく用いられる非線形摩擦モデルを次の図に示す．

図３：静的非線形摩擦モデル

ここで，	 は静止時に入力と逆向きに作用する静止摩擦，	� は速度が ( でないときに，反

運動方向に作用するクーロン摩擦である．
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３．動的モデル（非定常モデル）

 ������ ��  
�らの動的摩擦モデルは，次式で与えられる．
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ただし，摩擦力 F の第 �項は +�
��� �
		�� 	����，第 �項は ��*,
�- 	����，第 �項は

.
��� 	�
��
��（粘性摩擦）である．また， SF �
����
,摩擦あるいは �
��
��摩擦， CF

はクーロン摩擦， 0v は ���
����速度である．定常状態では，zのダイナミクスがなくなり，

定常摩擦は次式のようになる．

vv
v

v
FFvFF CSCSS 22

0

2

)sgn(exp)()sgn( σ+
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これを/0)10+を使ってグラフで画く．

% nonlinear friction 

f = inline('0.285*sign(x)+(0.29-0.285)*exp(-x*x/(0.01*0.01))+0.1*x'); 

fplot(f,[-1 1]), xlabel(‘velocity’), ylabel(‘friction force’) 

図４：定常非線形モデル
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４．MATLAB/Simulink によるシミュレーション 

 ������ ��  
�らの動的摩擦モデルを �
*��
��を使って書くと，次のようになる．

図５：動的非線形摩擦モデル

���より回転系の場合の動的摩擦モデルのパラメータを参照する．

]/[01.0],[29.0],[285.0

]/[001.0],/[7.0],/[260

0

210

sradvNmFNmF

radNmsradNmsradNm

SC ===
=== σσσ

このモデルを用いて，回転角速度が tv sin20= のときの非線形摩擦と粘性摩擦をグラフ化

したものを示す．

 
図６：動的摩擦モデルの時間応答（左：�
*��
��モデル，右：時間応答（黄色：非線形摩

擦，ピンク：粘性摩擦））
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これを � リンクロボットマニピュレータに適用した結果を示す．ロボットマニピュレータ

の軌道制御����,233*�����(4���4�
����4��45,36*����3���7�������4,�	�をつぎのように修正

する． 

１）ロボットのダイナミクス �����7���4*の修正

＊摩擦力を入力としていれるように修正

function [output]=robot_dyn2(input) 

m1 = 2.0; 

m2 = 1.0; 

b1 = 2.0; 

b2 = 1.0; 

l1 = 2.0; 

l2 = 1.0; 

g = 9.81; 

% input arguments 

torque = [input(1); input(2)]; 

F1 = input(3); 

F2 = input(4); 

theta1 = input(5); 

theta2 = input(6); 

theta1dot = input(7); 

theta2dot = input(8); 

M11=(m1+m2)*l1^2+m2*l2^2+2*m2*l1*l2*cos(theta2); 

M12= m2*l2^2+m2*l1*l2*cos(theta2); 

M21=m2*l2^2+m2*l1*l2*cos(theta2); 

M22=m2*l2^2; 

M = [M11  M12; M21 M22]; 

V11=-m2*l1*l2*(2*theta1dot*theta2dot+theta1dot^2)*sin(theta2); 

V21=m2*l1*l2*theta1dot^2*sin(theta2); 

V = [V11;V21]; 

G11=(m1+m2)*g*l1*cos(theta1)+m2*g*cos(theta1+theta2)*l2; 

G21=m2*g*l2*cos(theta1+theta2); 

G=[G11;G21]; 

F = [F1;F2]; 

thetaddot=inv(M)*(torque-V-G-F); 

output=[input(7) input(8) thetaddot(1) thetaddot(2)];
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２）閉ループ応答を求める �
*��
��モデルに摩擦モデルを追加する．

摩擦モデルの中身はつぎのとおり．
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非線形摩擦による補償を行わない場合，計算トルク法ではつぎのような応答波形になった．

左図：目標軌道          右図：実際の軌道

上図は非線形摩擦の影響で軌道が歪んでしまっていることを示している．

５．あとがき

 ここで，用いた非線形モデルをロボットマニピューレタの適応制御に応用したのが，

)�*�
���である．我々も 	�88� ���,�
.� 
����
	
���
��法��!�を用いて，摩擦の動的推定モ

デルを提案し，さらにこのモデルを用いた補償器を提案したいと考えている．
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