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核融合プラズマのディジタルフィードバック制御系の開発研究

平成 23年 07121035 中木聖也

概 要

本論文では、磁場閉じ込め核融合プラズマの不安定性のフィードバック制御を

行うためのディジタル制御系の開発研究について述べる。

本研究室ではRFP方式と呼ばれるトーラス型磁場閉じ込め核融合プラズマの研

究を行っている。現在、真空容器の磁場浸透時間程度で成長する抵抗性壁不安定

性 (Resistive Wall Mode、略称：RWM)の安定化のための制御系の関発を進めてい

る。この RWMの安定化は、トカマクをはじめとする磁場閉じ込めプラズマに共

通する重要な研究課題であり、精力的に研究が行われている。われわれが現在製

作している制御系では、トーラス型真空容器全体を覆う 64個のサドルコイルを設

置し、それぞれのコイルを貫く磁束をゼロとする電流を流して磁場に関する完全

導体壁の境界条件を実現するような制御をする。

RWMの安定化にはこの方式で対応できるが、さらに進んで、真空容器の磁場浸

透時間の影響を考慮することや、特定の不安定性を選択的に制御するためには、積

分ゲイン、微分ゲインの調整が可能で多入力多出力制御にむけた拡張性をもつ制

御システムが要求される。

このような拡張性を備えた制御系の開発に向けて、ディジタルフィードバック

制御系の開発に着手した。電流駆動用電源には IGBTのHブリッジを用い、IGBT

のゲートパルスをディジタル制御することによってサドルコイルに流れる電流波

形を制御する。ディジタル制御用コントローラには、ワシントン大学の Nelson教

授により開発された Blackfinプロセッサを利用する。本研究室の RFP装置に適用

するために、まず制御 PCから信号を送るシステムの設定を行った。これにより、

Linux端末からプログラムを実行する環境が整った。次に、プロセッサの前後に接

続する A/D変換器やD/A変換器を選定し、入手した。現在はそれらの信号線を接

続する環境を整えている。その後、テストプログラムを作成して信号の伝送に関

する基本的な特性の評価を行う予定である。これが終われば、最後に試験的なプ

ログラムの製作によって、信号の伝送に関する基本的な特性の評価を行うことが

できる。

この評価結果に基づいて、複数のプロセッサを制御可能な、拡張性の高いディ

ジタルフィードバック制御系の完成をめざす。



第1章 緒言

1.1 研究の背景

世界は持続可能性へのリスクに直面している [1]。現在の趨勢のまま社会が変化

すると想定すれば、地球温暖化の進行、生物多様性の減少、地下資源の枯渇が加

速し。地球規模の環境破壊・資源制約などの一次的自然の荒廃だけではすまなく

なる。そしてこのことは、CO2の排出量が大きく関係していると言われている。

エネルギー消費量が年々増加する中で、持続可能な発展を遂げるにはどうすれ

ばよいか。この問題に対処しうるのが核融合炉の製作である。核融合炉は稼働す

る際に温室効果ガスの放出がないためである。また、安全面も炉心溶解を起こさ

ないこと、制御不能な大量のエネルギーを放出しないことなどにより、十分配慮

されているといえる。そして海水中に燃料が存在するため、多量に供給できると

いうのが非常に魅力的である。

ここで問題になるのが、磁場閉じ込め方式における核融合炉の建設コストであ

る。これは放射能を出す核分裂炉と比べると、電磁石の分だけ値段が高くなる。そ

の量は、いかに少ない磁場でプラズマを閉じ込めるかによって決まってくる。この

閉じ込め効率の指標に、磁場の等価圧力に対するプラズマの圧力の比であるベー

タ値がある。高いベータ値は、ある核融合炉の体積にて同じ出力パワーを得るた

めに必要な磁場が、少なくてすむことを意味する。そのため、電磁石の量が少な

くてすみ、コンパクトな核融合炉が実現できる。このほかにも、プラズマの加熱

のための設備なども少なくてすむ。このように、建設単価および発電原価のコス

トにはその閉じ込め効率にかかっているといえる。

こうした背景から、本研究室ではその磁場閉じ込め方式の中でも、Reversed Field

Pinch（逆磁場ピンチ、略称：RFP）方式と核融合炉の研究を行っている。この方

式ではベータ値の高いプラズマ閉じ込めが可能であり、26%の実績がある。一方

で、ベータ値の増加とともに建設費は急減するため、経済的に魅力的なベータ値

は 20%以上といわれている。このことから、同方式による核融合炉に期待が寄せ

られる。また、プラズマ形状によっては、自発的に流れる電流によってそれ自体

の閉じ込めに必要な電流がまかなわれるため、究極の高効率化の可能性が探求さ
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れる。

また、この研究の動機にはRFX-mod (Reversed Field Pinch Experiment - modified)

での制御実験がある。RFX-modはイタリア／パドバの研究所において運転されて

いる。この装置は逆磁場ピンチ方式のプラズマ閉じ込め装置では世界最大である。

図 1.1は RFX-modにおける、プラズマを覆う銅製のシェルの表面全面を覆った

コイルを示す [2]。RFX-modでは能動制御コイル 192個を実時間制御システムに

てそれぞれ独立に制御し、大幅な放電改善が観測された。

1.2 研究の目的

対象とする装置は RELAX(Reversed Field Pinch of Low Aspect ratio Experiment)

といい、その大半径 Rをその小半径 aで割った値であるアスペクト比は

A = R/a = 0.50 [m]/0.25 [m] = 2.0

であり、RFP方式では世界で最も低い。なお、RFX-modのアスペクト比は

A = R/a = 2.0 [m]/0.46 [m]≒ 4.3

である。本研究室ではRFP方式でのプラズマの低アスペクト比化による、プラズ

マ現象の研究を目的としている。

これまで、オペアンプをコントローラとして製作されたコンパレータによるア

ナログフィードバック制御系が製作され、磁場の補正実験を行ってきた。その方

法は、真空容器外壁に設置したコイルを貫く磁場をゼロにするように、同一箇所

に設置した別のコイルに電流を流し、補正磁場を生成するというものである。

制御していく上でいくつかの問題が見つかったことや、今後の発展的な制御を

考えた結果、これを土台にディジタルフィードバック制御系の製作が計画された。

RELAX における制御系はこれまで、真空容器の絶縁ポロイダルギャップ部と、

真空容器をトロイダル方向 16分の 1の領域のポロイダル方向全周の合計 2カ所

における制御が行われた。本論文ではこれまで用いられてきた制御系を、そのコ

ントローラがアナログコントローラであったことから「アナログフィードバック

制御系」と呼び、本研究で製作していく制御系を、そのコントローラがディジタ

ルコントローラとすることから「ディジタルフィードバック制御系」と呼ぶこと

にする。
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なお、制御対象には、絶縁ポロイダルギャップ部における局所的な径方向磁場

と、真空容器壁を貫く径方向磁場の 2種類がある。これらの磁場強度は異なるた

め、制御系の構成要素を最適化する必要がある。

これまで絶縁ポロイダルギャップ部の局所不整磁場の補正は、アナログフィード

バック制御系による検証実験にて十全に行われたと確認された。これを踏まえて、

本論文では真空容器全体における真空容器壁を貫く径方向磁場の補正制御を考え

る。

1.3 論文の構成

本論文は 6章から構成される。

第 2章では、ディジタル制御やフィードバックとはなにか、一般的にディジタ

ルフィードバック制御系による制御方式にはどのようなものがあるか、といった

制御理論について述べる。

第 3章では、研究対象となる装置がどのような特徴をもつのか、またそのパラ

メータはどのようなものかについて述べる。そしてプラズマの安定・不安定の判

定方法や、これまで行われた制御法について紹介する。

第 4章では、まずアナログフィードバック制御系における問題点とその解決策

について述べる。次にディジタルシグナルプロセッサを用いたディジタルフィード

バック制御系の設計について述べる。

第 5章では、実際にディジタルシグナルプロセッサを導入する過程について述

べ、本研究で進めた内奥と今後の展望を紹介する。

第 6章に本論文のまとめを記す。
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第2章 制御理論

2.1 制御の基礎概念

シーケンス制御系とフィードバック制御系

制御、つまり、ある目的に適合するように制御対象に所要の動作を加えるもの

には、次の二つの方法がある。

第一に、あらかじめ定められた順序に従って,、制御の各段階を順次進めていく、

シーケンス制御がある。これらの制御対象は「0」か「1」で代表される 2値ディ

ジタル量である。駅などにある自動券売機を例にとると、切符が出るか出ないか、

というものである。この例には他に、交通信号機や自動販売機などが挙げられる。

第二に、制御対象の状態などを観察し、それによって制御量を変えて目的の状

態へとする、フィードバック制御がある。エアコンに搭載されたマイクロコンピ

ュータは、設定された「ある温度」という設定値に対して、どの程度の量や時間

をかけて運転すればその温度に到達するかを、部屋の温度を観察しながら調節す

る。この例には他に、血圧計などがある。

一般的なフィードバック制御系には、制御対象や制御装置の他に以下のような

要素から構成されている。

・コントローラ：誤差信号に基づいて操作部への信号を生成する部分。

・アクチュエータ：コントローラからの信号を適切な方法で増幅して制御対象

に操作を加える部分。

・センサ：制御量を検出し、目標値と比較のために同じ物理量に変換する部分。

・目標値：制御対象の出力に対する目標となる信号。

・制御量：制御される量で目標に追従されるべき出力信号。

・エラー値：目標値と制御量との差。
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・操作量：制御を行うために制御量に加える量。

・外乱：制御系の状態を乱す望ましくない外部からの信号。

・雑音：制御量などを検出する場合に入ってくる観察雑音。

図 2.1は一般的なシーケンス制御系とフィードバック制御系の制御の流れを示

す。同図において、フィードバック制御系の「命令処理部」のところが、シーケン

ス制御系では「比較調整部」となっている。この違いはすでに述べた、一般的な

フィードバック制御系に存在する「目標値」の設定がないためである。また、シー

ケンス制御系はフィードバック制御系とは違い、帰還がかかっていない。このこと

から、シーケンス制御系は開ループ制御系、フィードバック制御系は閉ループ制

御系に属する。

アナログ制御系とディジタ制御系

制御は、扱う時間系やそのコントローラによって次の二つに分類される。連続

時間系に対する制御問題を扱うものをアナログ制御系といい、離散時間系に対す

る制御問題を扱うものをディジタル制御系という [3]。アナログ制御系は制御対象

を連続的な信号によって扱うものであり、オペアンプや抵抗などで構成されたア

ナログマイクロコントローラを用いるものをさす。一方、ディジタル制御はその

信号を離散的に扱うディジタルコンピュータをコントローラに用いるものをさす。

図2.2にアナログ制御系とディジタル制御系のそれぞれが制御対象を認識し、操

作するプロセスを示す。

これらの制御を比較すると、ディジタル制御には以下の利点が挙げられる。

・ハードウェアの信頼性が高い

・アナログ制御のようにノイズや外乱による影響を受けない

・ドリフトの除去ができ、信号的にも信頼性が高い

・制御アルゴリズムの変更が容易なため融通性が高く、制御則の変更や高度化

が容易である

6



このようにアナログ制御とディジタル制御は、基本的な考え方は同じであるた

めに比較ができる。しかし、図 2.2にあるように、ディジタル制御はディジタルコ

ンピュータが制御対象のアナログ量を A/D、D/A 変換器を通して制御対象を認識

し操作するので、それに合わせた制御系を構成する必要がある。また、複雑な制

御方策を用いることができることにより、設計にはいっそうの注意が必要である。
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2.2 ディジタルフィードバック制御系による制御方式

制御の目的が定まれば、次に制御系にどの制御方式を用いるかが重要となって

くる [4]。制御を応用する際、制御の理論と制御装置の複雑さ、制御目的などが要

求する制御系に見合うものを探すことが重要となる。ここでは、ディジタル制御

にて一般的に用いられている各種制御方式について述べる。

PID 制御

PID制御は PID補償ともいわれ、誤差に比例した出力をする P補償 (Pro-

portional compensation、比例補償)、最終的な制御誤差の補正する I補償 (Inte-

gral compensation、積分補償)、即応化に寄与する D補償 (Derivative compen-

sation、微分補償)の 3つの補償動作から構成される制御である。

これらの補償は必ずしも 3つ合わせて用いられるとは限らず、場合によっ

てはP補償、PI補償、PD補償なども用いられることもある [5]。以下にそれ

らの概要を示す。

・P補償

P補償は最も簡易なものであり、ステップ応答において定常偏差が生

じることが多い。定常偏差とは、どれだけ時間が経っても残ってしまう、

一定の偏差のことである。P補償では厳密にはこの定常偏差を取り除く

ことができない。

・PI補償

PI補償は定常特性の改善に用いられる。これにより、定常偏差をゼロ

にすることができる。一方で、一般的には I補償を加えただけでは安定

性は改善されない。安定性とは出力が発散せず、かつ時間の経過ととも

にある一定値に収束することを指す。

・PD補償

PD補償は安定性をまず改善したい場合に用いられる。ステップ応答

に対して安定する時間は短くなるが、定常偏差は一般的にゼロにでき

ない。
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・PID補償

以上のことから、定常偏差をゼロにしつつ安定性を改善した制御が

PID制御である。

この制御がもっともよく使われている手法であるが、一方で多数の技術者

からこの制御には限界を感じられているのも事実である。

ルールベース制御

制御方策をルール形式によって記述することでコンピュータに扱いやすく

したものがルールベース制御である。

特に、シーケンス制御系はルールにのみ基づいて動作するものであり、こ

の手法が向いているといえる。ルールを細かく設定すればするほど、厳密な

制御ができるようになるが、その一方で、それが多すぎるとメモリ容量を多

く必要とし、また該当するルールを探し出すために時間がかかるという影響

がある。

ファジィ制御

補間によるルールの間引きにより、ルールベース制御からルールの数を減

らしながらも、制御の質を落とさないようにできるのがファジィ制御である。

これは代表的な値における調整値を決め、それらを滑らかに繋ぐことで、

ルール自体を増加させずに制御量の重み付けによって、きめ細かい制御がで

きるというものである。

ニューロ制御

神経回路網を制御装置に導入したものがニューロ制御である。これは入力

層、中間層、出力層に分けられた神経回路網を形成し、それらの結合係数を

変えることで、制御に柔軟性を持たせることができる、というものである。

神経回路網は主に最適化と学習という機能をもつが、このうち学習を通じ

て逐次的に近似度を上げていくことが一般的に用いられる。しかしながら、

必ずしも最適値に収束しないことや、関数が発散しうること、数多くの数値

実験が必要であることなどの問題点が挙げられている。
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モデル予測制御

構築された制御対象の数学モデルから対象の未来の状態を予測し、それに

対して制御を行うのがモデル予測制御である。この一つにスミス法がある。

これは、制御の入力から出力が応答しはじめるまでに要する時間である、む

だ時間が大きい制御系に対して用いられてきた。その手法は、制御対象の数

学モデルを使って出力の未来値を先取りし、それに基づいて制御装置を動作

させることで、見かけ上むだ時間の影響を打ち消す、というものである。

これは単純であり、むだ時間がある系に対して非常に効果的な手法である

が、むだ時間分の情報の先取りが可能な場合に使用が限られる。

繰り返し制御

目標値の外乱が周期的にある場合によく用いられるのが繰り返し制御であ

る。これはその外乱に対処する際に、前の周期の情報を用いて次の周期の制

御をすることで、制御能力を向上させることができる、というものである。

この手法は目標値が一定である制御に限り、時変特性や非線形性に対処で

きるという特徴がある。
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第3章 球状RFP装置“ RELAX ”

3.1 RELAXの特徴とパラメータ

はじめに、これまでに述べた制御方策のいくつかを用いることとなる、研究対

象である球状 RFP装置 RELAX の特徴について述べる。

RFP方式によるプラズマ

磁場閉じ込めプラズマには、ITER(International Thermonuclear Experimental Reactor、

国際熱核融合実験炉)計画で建造が進められているトカマク方式など様々なものが

あるが、本研究で対象とする装置 RELAX(Reversed Field Pinch of Low Aspect ratio

Experiment)は、その名にあるように Reversed Field Pinch（逆磁場ピンチ、略称：

RFP）方式によってプラズマを閉じ込める。図 3.1は、RFP方式でのプラズマの閉

じ込め容器を表す。このトーラス（ドーナツ）型と呼ばれる真空容器の中に、発

生させたプラズマが、トロイダル方向の磁場 B t と、トロイダル方向のプラズマ

電流により作り出されるポロイダル方向の磁場 Bp により閉じ込めている。この

ことはトカマク方式でも同じであるが、その磁場の大きさに違いがある。トカマ

ク方式でプラズマ点火をするためには非常に大きな B t が必要だが、RFPではそ

の必要がない。このため、トカマク方式でその B t を生み出す電流を流すために

必要とされる超伝導コイルがRFP方式では不要であり、核融合発電炉の建設費が

低コスト実現できると期待されている。

また、磁場の大きさなどで決まる安全係数と呼ばれる値が、トカマクでは 1よ

り大きいのに対し、RFP方式では 1より小さくなる。

図 3.2はRFP方式での磁場配位を表す。同図のように、B tは真空容器の外側に

近づくにつれて反転する配位となる。これはRFP磁場配位と呼ばれ、プラズマが

自発的にこの状態に落ち着こうとする。このことも、RFPによる核融合が期待さ

れている要因のひとつに挙げられる。
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RFPプラズマの低アスペクト比化

核融合プラズマのディジタルフィードバック制御系の開発に先駆けて、本研究

室が所有する RELAX をその対象装置とした。RELAX におけるプラズマはアス

ペクト比が、RFP装置において世界で最も低い値をとる。

RFPプラズマの低アスペクト比化による特徴には次のようなものがある。

・閉じ込めによいとされる準単一モード状態になりやすくなる。

これにより、閉じ込め劣化が回避できる可能性が指摘されている。

・捕捉粒子が増大する

プラズマ圧力の分布をうまく制御できれば、ポロイダル電流の維持にプラ

ズマの自発電流を利用できる可能性がある [8]。

・主要モード有理面の間隔が広がる

磁気面の破れが起こりにくくなる。[9]磁気面とは、「空間上の磁場が横切

らない面領域」のことである。磁気面が破れると内部の磁力線が壁まで到達

して閉じ込めが劣化することがある。

装置のパラメータ

RELAXはステンレス製の半トーラス 2個を 2箇所のポロイダルギャップで接続

した真空容器を有する。これまではそのギャップのうち、片方をステンレスのボル

トなどで接続し、もう片方をテフロン製のフランジ (つば)を用いて接続していた。

このため、前者のギャップ部はその接合部において導通されており、後者のそれは

絶縁されていた。以下ではこの後者のギャップを「絶縁ポロイダルギャップ」と呼

ぶ。絶縁ポロイダルギャップはプラズマの生成に必要となるもので、全てのRFP装

置に存在する。これからは上述のギャップ部のうち、両方が絶縁ポロイダルギャッ

プとなるよう、テフロン製フランジを用いて接続する。なお、これとは違い単に

「ギャップ」と表記したときには絶縁されていないものも含む。
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一方で、プラズマの平衡維持や安定性のために用いられる安定化シェルは有し

ていない。図 3.3は真空容器の絶縁部と非絶縁部を示す。

表 3.1は装置の各種パラメータを示す。[6]表中の「磁場浸透時間」とは、真空容

器壁の導電率と透磁率、厚みによって算出される値である。この値がプラズマの

放電持続時間または変動に比べ十分長い場合にシェルは完全導体として扱え、浸

透時間に比べ短い成長の時定数をもつ不安定モードに対して安定化効果をもつ。こ

れは磁束が壁を貫く際、磁束の保存から、貫いて出ていく磁束と釣り合う磁束を

作るように壁に電流が流れることに関係がある。導体壁の抵抗率がある程度の大

きさを持つ場合、電流が流れにくいためにそれに時間がかかる。このため、磁場

浸透時間がプラズマの放電持続時間に比べ十分長いといえない場合、真空容器壁

を磁場が貫き、平衡や安定に悪影響を与える。そのため外部から磁場を生成し、真

空容器壁を貫く磁束をなくすことが要求される。

表中の「ギャップフランジの厚さ」とは、真空容器の絶縁ポロイダルギャップ部

分の両端から 20 [mm]のところが壁と違い、分厚くなっているため、その厚みを

記した。
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3.2 トーラスプラズマにおけるプラズマの不安定性

ここでは、磁場中におけるプラズマの不安定性について、その閉じ込め方式や

アスペクト比によらず、一般的なトーラス型のプラズマを対象として述べる。

電磁流体力学的不安定性

磁場閉じ込めプラズマ方式では、外部コイルとプラズマ自身が作る磁場を利用

して「磁場の容器」を作り、そこにプラズマを閉じ込めている。したがって、磁場

構造の変化を引き起こす電磁流体力学的振る舞いを理解することが、大変重要で

ある [7]。

ここでは擾乱が小さく、平衡状態からのずれが 1次の微少量である不安定性に

ついて電磁流体力学にて取り扱い、その不安定性の判別条件を導出する過程を説

明する。線形化近似した運動方程式と、比抵抗をゼロとするなどの簡単化した電

磁流体方程式によって、プラズマが平衡なときの位置からの変位に関して線形化

された運動方程式と、プラズマ外部の真空領域での電場と磁場をベクトルポテン

シャルで表現した式が得られる。これらをプラズマと真空容器との境界が接して

いるときに全圧力の連続性などの境界条件のもとに解くと、プラズマの固有振動

数が求められ、それによって不安定性のあるなしを判別できる。しかしながら、こ

の方法では安定か不安定かの判定は一般に困難な問題である。

エネルギー原理

ここでは、摂動項に関連してポテンシャルエネルギーを考えることで、プラズ

マの安定性を調べる。運動方程式は、質量密度を ρm、速度を v、圧力を p、電流

密度を j、磁場をB とすると次式となる。

ρm
∂v
∂t

= −∇p+ j ×B (3.1)

この式を、プラズマが平衡なときの位置からの微少変位 ξに関して線形近似し

たのが次式である。

ρm0
∂2ξ

∂ t2
= F (ξ) = −K̂ · ξ (3.2)
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ここで、ρm0は質量密度の 0次の平衡量、K̂ は線形オペレータであり、真空領域

で電流がないものとした。この式を積分すれば、次式のエネルギー保存則が得ら

れる。

1

2

∫
ρm0

(
∂ξ
∂t

)2

dr +
1

2

∫
ξ · K̂ξdr = const. (3.3)

3.3式の第一項は運動エネルギー T であり、第二項はポテンシャルエネルギーW

である。したがって、あらゆる可能な変位について、

W > 0 (3.4)

が成立すれば系が安定となるといえる。これがエネルギー原理による不安定性の

判別条件である。

抵抗性壁モード

閉じ込め効率の指標として用いられるベータ値を制限している原因の一つに、

Resistive Wall Mode(抵抗性壁モード、略称：RWM) というものがある。これは先

に述べた磁場浸透時間が、プラズマの放電持続時間と比べて十分に長いといえな

い場合、真空容器が有限の抵抗性を持つことを無視できず、真空容器壁に磁束が

浸透することが原因となっている。そのとき、特定のモードが成長すれば、壁の

内側と外側で境界条件に違いが生じる。こうなると径方向の磁場が発生し、プラ

ズマの閉じ込めに悪影響を及ぼす。

このために、導体壁の磁場拡散時間を超えたプラズマを生成するためにはRWM

の対策が必要となる。先進的な制御をしている RFX-modという RFP装置では、

192個のコイルを独立に用いたリアルタイムフィードバック制御によって抵抗性

壁モードを完全に制御している

RELAXでは現在、表 3.1にあるように、磁場浸透時間と放電持続時間が同程度

であり、更なるプラズマの放電持続時間の伸長には RWMの対策が必要不可欠と

なる。
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3.3 アナログフィードバック制御系における制御の流れ

最後に、これまで用いたアナログフィードバック制御系における制御の流れを

説明する。ここではその対象を、真空容器に 1カ所ある絶縁ポロイダルギャップ部

における局所的な径方向不整磁場 (以後、「局所不整磁場」と表記する)と、容器を

トロイダル方向に 16分の 1の領域における真空容器壁を貫く径方向磁場 (同、「径

方向磁場」と表記する)との合計 2カ所における制御系とする。

その概略は、局所不整磁場・径方向の不整磁場ともに、取得した磁場信号がリ

ファレンス (目標値)を超えたときに補正磁場を生成するというものである。

1. センサコイル

これによる目的は信号を取得することある。信号取得のためのループコイ

ルを RELAX の真空容器外壁に取り付けた。

図 3.4における黄色のコイルは、径方向磁場を取得するためのセンサコイ

ルの概形を示す。同図にあるように、これまでの制御では真空容器をトロイ

ダル方向に 16分割したうちの 1カ所について、ポロイダル方向全周を覆う

ようにコイルを設置した。

またこのほかに、局所不整磁場の信号取得のために、ギャップ部のフラン

ジを覆うようにセンサコイルを設置した。なお、全てのセンサコイルは図3.4

にあるように、アクチュエータコイル (後述)より内側に取り付けた。

コイルの巻き数と面積をそれぞれ N、S とし、その S を貫く磁束密度と

その時間変化による誘導起電力をそれぞれ、B、Vm とすれば Faradayの電

磁誘導の法則、
Vm = −NS dB

dt
(3.5)

より、磁束密度の時間変化を電圧によって取得することができる。

2. 積分器

これによる目的は電圧信号 Vm を積分して磁束値 Φm を得ることである。

図 3.5は仮想接地されたオペアンプによる積分回路を示す。なお、ここでは

直流成分による発振を抑えるための抵抗を省略した。
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この入力電圧 V inは前段の出力電圧 Vmと同値であるといえるので、図 3.5

にあるように積分器の抵抗値を R、容量容量を C とすれば、V outは

V out = − 1
RC

∫
V indt =

NS
RC

B (3.6)

と求まり、このことから真空容器壁を貫く磁束密度は

B = RC
NS

V out (3.7)

として得られる。この式から、 RC
NS

は測定した電圧 Vm を磁場 B に変換す

る scaling factorであるといえる。この値はセンサコイルや積分回路によっ

て異なりうる値である。この代表的な値は NS gap2p = 0.08 [m2]、NS rad2p =

0.16 [m2]、 1
RC

= −1464 [1/s]より、

RC
NS gap

= 8.54 [mT/V]、 RC
NS r

= 4.27 [mT/V]

である。ここで、コイルの面積 Sはギャップ部のコイルをポロイダル方向に

4分割したものを 2直列に接続した際の値を S gap、真空容器をトロイダル方

向に 16分の 1の領域で、ポロイダル方向に 4分割したものを 2直列に接続

した際の値を S rとして表記した。

3. コンパレータ

これによる目的は径方向磁場が制御の対象になるかどうかを判断すること

である。あらかじめ設定された正負どちらかのリファレンスを、積分器から

の入力電圧が超えると、リファレンスを超えた極性側のコンパレータの出力

端子に電圧が印加される、という仕組みとなっている。そのため、コンパレー

タは入力信号 1つあたり、2つ用意する必要がある。このリファレンスには

電池の電圧を使用した。

なお、リファレンスの設定に定電圧回路ではなく電池を用いたのはノイズ

低減のためである。リファレンスの変更には、電池による電圧の分圧比を変

えることによって可能である。
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4. ゲートドライバ

これによる目的は、後段に接続されている IGBT(insulated gate bipolar tran

sistor)のゲートを駆動することである。図 3.6は片極性のゲートドライバの

回路図を示す。前段のコンパレータからの出力を取り込み (同図左側)、後段

の IGBTゲート端子に出力する (同図右側)。IGBTへ出力するゲート電流を

9 [A] とするために、出力電圧を 18 [V] とした。

なお、この回路の入力側にはコンパレータを通じて、オシロスコープ等の

計測器が接続されている。IGBTの破損や誤動作などによる大電流からそれ

らを保護するため、この回路の入出力はフォトカプラ (TLP251)によって電

気的に絶縁されている。

5. IGBTの Hブリッジによる補正磁場生成回路

IGBTは高速にスイッチングすることのできる素子である。On電圧が低い

こと、耐圧が高いことなどから IGBTが選定された。

図 3.7は 4つの IGBT で構成した H ブリッジ回路による電流駆動回路を

示す。同図のように、IGBT のゲートには前述のゲートドライバの出力を、

二組の IGBT(＋)と IGBT(－)に接続した。そしてアクチュエータコイル (後

述) を H ブリッジの間に接続した。この 2 組の IGBT のスイッチングによ

り、同図左側の充電コンデンサからアクチュエータコイルに流れる電流の向

きを切り替えることができる。すなわち、赤色で示した IGBTが Onとなり

導通すれば、アクチュエータコイルには右側に電流が流れる。一方、青色で

示した IGBTが Onとなり導通すれば、アクチュエータコイルには左側に電

流が流れる。なお、同図ではスイッチの遮断時に蓄えられるエネルギーから

回路を保護するためのスナバ回路などは省略した。この回路によって電流の

流れる方向を切り替える。

具体的には局所不整磁場、径方向磁場のそれぞれの制御系において日本イ

ンター株式会社製のPHMB800BS12、PDMB600E6Cを用いた。PHMB800BS12

には 1つ、PDMB600E6Cには 2つの IGBTモジュールがパッケージ化され

ている。

この二種類の IGBTにおけるモジュール数以外の違いは、コレクタエミッ

タ間電圧の最大定格と出力への遅延時間がある。それはそれぞれ、800 [V]、

18



600 [V] のものを選んだ。これは局所不整磁場の大きさが、径方向磁場に比

べて大きいことから、より大きな電流を駆動する必要があるためである。遅

延時間の最大値は順方向・逆方向にそれぞれ、PHMB800BS12は 1.20[µs]・

1.05[µs]、PDMB600E6Cは1.15[µs]・1.45[µs]である。なお、順方向・逆方向の

遅延時間はそれぞれ、上昇時間とターンオン時間の、下降時間とターンオフ

時間の和として計算した。なお、それぞれの時間の定義は次の通りである。

・ターンオン時間：入力信号がオンになってから、出力ゲート電圧が

最大値の 10 %になるまでの時間

・立ち上がり時間：出力ゲート電圧がその最大値の 10 %から、90 %

になるまでの時間

・ターンオフ時間：入力信号がオフになってから、出力ゲート電圧が

最大値の 90 %になるまでの時間

・立ち下がり時間：出力ゲート電圧が最大値の 90 %から、10 %にな

るまでの時間

6. アクチュエータコイル

これによる目的は補正磁場を生成することである。図 3.4の青色のコイル

がその概形を示す。同章の 1. で述べたように、センサコイルの外側に設置

する。このコイルに電流を流し、それによる磁場によってセンサコイルで取

得した磁場信号を補正する磁場を生成している。

以上が、アナログフィードバック制御系の構成要素とその役割である。図 3.8は

上述したアナログフィードバック制御系の構成を示す。すなわち、センサコイル

で径方向磁場を取得し、その値を積分して磁束密度に置き換え、コンパレータで

その磁場が補正するに値するかを判断し、その磁場を打ち消す方向にようにゲー

トドライバに信号を出す。これにより、ゲートドライバが IGBT のゲートを開閉

し、アクチュエータコイルに電流が流れ、補正磁場が生成される。そして再びセ

ンサコイルで磁場を取得し、補正磁場が生成される。プラズマ放電が行われてい

る間、この流れが繰り返される。

以前はこのようにして局所不整磁場の制御と径方向磁場の制御がなされた。図

3.9はその制御をしなかったときと、制御をしたときの放電波形を示す。同図では、
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制御をしたときには二種類の放電波形を示している。一つはポロイダル断面にお

ける水平方向のみを補正した。もう一つは、水平方向に加えて垂直方向も補正し

たものである。同図から、不整磁場が抑制され、その結果として放電持続時間の

伸長などの放電改善が確認された。
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第4章 ディジタルフィードバック制御系の設計

3.3節では、アナログフィードバック制御系での補正磁場の生成方法や、それに

よって径方向磁場の制御ができたことを述べた。しかし同時に、アナログフィー

ドバック制御系ではいくつかの問題があることもわかった。ここでは、そのよう

な問題を解決し、さらなる発展性をもったディジタルフィードバック制御系の設計

に限定して述べる。

4.1 アナログフィードバック制御系における問題点とそ
の解決策

まずは、アナログフィードバック制御系における問題点とその解決策について

まとめる。

予期しないリファレンスの変動

図 3.9によれば、確かに 0～1.3 [ms] の間は不整磁場の垂直成分 B perp がリファ

レンスを超えたときに制御が行われ、その範囲内に抑制されている。しかしなが

ら、1.5 [ms]以降はそうではないことが確認できる。

この詳細な原因はわかっていないが、その一つに、電池によって設定したリファ

レンスの時間変化が考えられる。電池によるリファレンスは、本来ならばプラズ

マ放電の間においても一定電圧であるはずである。しかし現状ではこれが変化し

ているため、コンパレータによるアナログフィードバック制御系を続ける限り、こ

の問題は避けられない。

一方で、ディジタル制御ではリファレンスをソースコードによって設定するた

め、リファレンスが予期せず変化するということは考えられない。そのため、先

の問題がリファレンスの時間変化が原因ならば、解決されることが期待される。

制御対象の急激な変化に制御が追随できない
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たとえば径方向磁場の時間発展が加速することを例に考える。アナログフィー

ドバック制御系では、OnとOffのどちらかの出力しかできず、またその出力はコ

ンデンサの容量に依存するが、基本的に一定値である。そのため、この例では初

めのうちは過制御をしてしまい、時間の経過とともに不整磁場の成長に制御が追

いつかないということが考えられる。このように、アナログフィードバック制御

系では、制御対象のエラー値に見合わない制御をする可能性がある。

これはディジタルフィードバック制御系の導入により、解決されることが期待さ

れる。その方法にはいくつかあるが、その一例として、時変値のゲインを与える

ことが挙げられる。すなわち、プラズマ放電開始からある程度の時間が過ぎたと

きから、エラー値に対する操作量を増加させる、というものである。これにより、

はじめは小さな制御量を、次第に大きな制御量を与えることができ、制御対象の

出力に適当な制御を行えるといえる。

多入力多出力の制御系の製作が困難である

アナログフィードバック制御系での問題点は他にも、多入力多出力の制御系と

しての製作が困難であることが挙げられる。これまでの局所不整磁場や試験的な

径方向磁場の制御では、コントローラであるコンパレータを信号の数分用意して

きた。

しかしディジタルフィードバック制御系では、装置全体を覆うサドルコイルアレ

イによる制御が予定されているため、多入力信号を処理する機構を考える必要が

ある。ディジタルフィードバック制御系においては、ディジタルシグナルプロセッ

サの性能次第で、多入力多出力の信号処理が可能である。また、ディジタルシグ

ナルプロセッサをいくつか用意することとなっても、同じソースコードを使用す

れば、リファレンスもすべて等しく設定することができる。

具体的にいえば、真空容器に設置されるサドルコイルアレイにはトロイダル方

向に 16分の 1の領域のポロイダル方向に 4分割した計 64個のアクチュエータコ

イルが設置されている。このコイルの数にあわせて、アナログフィードバック制

御系にならってコンパレータを製作するとなれば、16 × 4 × 2 = 128 個必要とな

る。これらを全て手作業で用意するとなると、非常に手間と時間がかかる。

このようにして、ディジタルフィードバック制御系の導入によってアナログフ

ィードバック制御系の問題点が解決されると見込まれる。これに加えて、プログ

22



ラム次第で幅広い制御ができるなどの利点も期待される。そのため、RELAX の

フィードバック制御系にディジタルフィードバック制御系を導入することが計画

された。
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4.2 ディジタルフィードバック制御系の設計

ディジタルフィードバック制御系における制御の流れ

3.3節にて述べたアナログフィードバック制御系からに変更を加えた、ディジタ

ルフィードバック制御系の構成要素とその役割を、その制御の流れに沿って記す。

なお、よりよい制御のために、ディジタルフィードバック制御系への変更以外

にもすでに行われた制御系に変更点があるので、それらも併記する。ここでは主

に径方向磁場の制御系について言及する。

1. センサコイル

これはこれまでと同じもので、これによる目的は信号を取得することであ

る。なお、図 3.4にあるものとは違い、ポロイダル方向の円周を 8分割した

8つのコイルを設置した。このことにより、センサコイルの数は倍増し、よ

り厳密なセンシングが可能となる。図 4.1は実際に設置されたセンサコイル

とアクチュエータコイルをとらえた写真を示す。

2. 積分器

これもこれまでと同じもので、これによる目的は取得した電圧信号を積分

し、スケーリング係数を乗じることで磁束値を得ることである。

3. A/D 変換器

これによる目的はアナログ値をディジタル値に変換することである。その

A/D 変換器の信号処理は次の流れによってなされる。

まずアナログ値である入力信号が、サンプリング周波数の逆数であるサン

プリング周期によって離散的な時間に区切られる。これを標本化という。

次に、このそれぞれの時間における瞬間値が、Full Scale Range（入力電圧

の範囲の最大値、略称：FSR）をビット数 nで 2n等分された離散値に近似さ

れる。これを量子化という。
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最後に、この量子化された値を「0」と「1」の 2値ディジタル量に変換さ

れる。これを符号化という。

実際にA/D変換器はディジタルフィードバック制御系において、積分器の

出力を、後段のディジタルシグナルプロセッサに入力するための信号処理を

担う。その性能のうち、注目すべきものには分解能、サンプリング周波数、

チャネル数などがある。以下で、それらそれぞれについてみていく。

・分解能

A/D変換などにおいて分解能とは、アナログ入力電圧をディジタル値

に置き換える段階の数 (ビット数) のことである。分解能が悪い、つま

りビット数が少ない A/D 変換を選べば、短時間での処理が期待できる

が、測定の精度が悪いために制御が荒くなると予想される。逆に、分解

能が良く、ビット数が多いものを選べば、より厳密な処理が期待できれ

るが、その変換処理に時間を要すると予想される。

・サンプリング周波数

サンプリング周波数とは、信号取得の周期のことである。この信号取

得の周期は早ければ早いほど多くの信号が取得できるが、その分メモ

リ容量が多く必要となる。また、最低値はサンプリング定理から、制御

したい信号の周波数の倍以上であればよい。特にこの制御系において

は、ディジタルシグナルプロセッサの処理時間、ゲートドライバや IGBT

などの遅延時間を考えればよい。

・チャネル数

チャネル数とは A/D 変換器に限らず、取り扱える入出力信号の数の

ことである。この選定に当たっては、多入力信号の処理には一つの素子

で、できる限り多チャネルからの信号を処理できるものが要求される。

そうすれば、ディジタルシグナルプロセッサを用意する数が少なくて済

み、均一な制御が可能となる。

これは後段のディジタルシグナルプロセッサが処理できるチャネル数

に制限される。
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このほかにも、A/D変換器の出力電圧の範囲が後段のディジタルシグナル

プロセッサの入力電圧に合致すること、信号に対するノイズの比が十分に小

さいことなどを満たすかを考慮に入れる必要がある。

結局のところ、処理する対象が変化する時間や、求められる分解能、ディ

ジタルシグナルプロセッサのチャネル数、ゲートドライバなどの制御装置の

応答速度、などとの兼ね合いによって A/D変換器が選定される必要がある。

4. ディジタルシグナルプロセッサ

これによる目的は信号を処理することである。RELAXにおいてディジタ

ルシグナルプロセッサを用いて計画されている演算は、スペクトル分解とバ

ンドパスフィルタ、リファレンスとの数値比較、Pulse Width Modulation波 (パ

ルス幅変調波、略称：PWM波)による後段回路の駆動などである。これらの

処理をC言語などで書かれた制御コードによって、実現することとなる。以

下で、それらそれぞれについてみていく。

・スペクトル分解とバンドパスフィルタ

取得した信号をスペクトル分解することができることで得られるメ

リットは、その一例として、そのスペクトル列をバンドパスフィルタに

通すことで、実際に制御する信号を選択できるということが挙げられ

る。

実際に、RWMの対策を考える場合には一定以上の周波数の信号は考

えなくてよい。なぜならば、RWMで問題になる周波数は真空容器の磁

場浸透時間程度で成長する程度の信号であり、高周波成分はその制御対

象にはなり得ない。そういった条件により、その周波数以上を示すスペ

クトルはノイズによるものと考えられ、それ以外を制御の対象とした

制御が可能となる。

・リファレンスとの数値比較

4.1節で述べたように、リファレンスもソースコードにてパラメータ

で記述する。制御の変更はそのソースコードのパラメータを書き替え

ることのみで実現ができる。そのため、柔軟な制御や発展的な制御の実

現が期待される。
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・Pulse Width Modulation波 (パルス幅変調波、略称：PWM波) による

後段回路の駆動

PWM波とは、周期的なパルス波を出したときの周期 T とパルス幅 τ

によって与えられるデューティ比Dにより、定電圧の出力がOnである

ときと Off であるときの時間の割合で駆動する制御である。

すなわち、Dは次式で与えられる。

D =
出力がゼロでない期間
パルス波の周期

= τ
T

(4.1)

これにより、出力電圧値を変えずに目標信号と制御量との差であるエラー

値の大きさに依存した補正磁場による制御が可能となる。

5. D/A 変換器

これによる目的はディジタル値をアナログ値に変換することである。ディ

ジタル値である入力信号を量子化された離散的振幅値に再生化する、という

ものである。これを復号化という。

図 4.2は D/A 変換器において一般的である、R-2Rはしご型の等価回路を

示す。その出力 V outは、入力されたディジタル値D loadを入力参照電圧 V ref

をビット数 nで 2n等分された離散値に掛け合わせた値、

V out =
V ref ×D in

2n
(4.2)

で表される。たとえば、n = 3のとき、V ref を最大値とした 8段階の電圧信

号を出力する。

一般にこの選定にはA/D変換器と同様、分解能、サンプリング周波数、チ

ャネル数などに注目する必要がある。しかしながら、この後段にてゲートド

ライバの閾値を基準とした On/Off制御がなされるため、高い分解能は必要

とされない。
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6. 変圧回路

これによる目的は D/A 変換器による出力電圧をこの後段のゲートドライ

バの入力信号に必要な大きさに変圧することである。このことからわかるよ

うに、D/A変換器の出力電圧がゲートドライバが要求する入力信号電圧を満

たす場合はこの回路は不要である。

7. ゲートドライバ

これによる目的は、後段に接続されている IGBTのゲートを駆動すること

である。具体的には日本パルス工業株式会社製のGDU40を用いる。これは

1ユニットで 2個の IGBTを駆動することが可能である。順方向、逆方向へ

の出力への遅延時間は、それぞれ 0.55 [µs]、0.50 [µs]となっている。

GDU40の On電圧は 10 [V] 程度であるので、D/A 変換器の入力参照電圧

V ref がそれ以下であれば、ディジタルシグナルプロセッサの出力がいかなる

ディジタル値を取ろうともゲートドライバは駆動しない。そのため、前述の

変圧回路が必要になる。

図 4.3はGDU40のブロック図を示す。同図において、左側にある sigA+と

sigA-、sigB+と sigB-が入力であり、右側にあるA GATEとA EMT、B GATE

と B EMTの対が出力である。また、同図よりフォトカプラが入力と出力を

電気的に絶縁しているとわかる。このため、入力側に接続されるオシロスコー

プ等が後段の大電流から保護されている。

8. IGBTの Hブリッジによる補正磁場生成回路

これによる目的は電流の流れる方向を切り替えることである。ディジタル

フィードバック制御系でも、これまで同様、日本インター株式会社製のPDMB600E6C

を用いる。

9. アクチュエータコイル

これもこれまでと同じもので、これによる目的は補正磁場を生成すること

である。なお、形状はこれまでのものと同じで、巻き数は 1周であったもの
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を 10周と変更した。この変更より、少ない電流での制御が可能となる。こ

れは生成される磁場が巻き数に比例するからである。

以上が、ディジタルフィードバック制御系の構成要素とその役割である。図 4.4

は上述した、ディジタルフィードバック制御系の構成を示す。すなわち、センサコ

イルで径方向磁場を取得し、その値を積分して磁束密度に置き換え、A/D 変換器

を通してディジタルシグナルプロセッサにその信号を入力し、後段に補正磁場を

生成するよう信号を出す。それを D/A変換器にてアナログ値に変え、必要に応じ

て変圧回路で変圧する。これにより、ゲートドライバが IGBTのゲートを開閉し、

アクチュエータコイルに電流が流れ、補正磁場が生成される。そして再びセンサ

コイルが磁場を取得し、補正磁場が生成される。プラズマ放電が行われている間、

この流れが繰り返される。

多入力多出力の制御モデルの設定

次に、実際に設計するにはその制御モデルの設定が必要となる。なぜならば、設

置されたアクチュエータの接続方法に応じて、それらを駆動する補正磁場生成回

路の数が変わってくるからである。これにより、コイル以外の制御系の構成要素

の必要最低数が決まる。

ここで、A/D変換器、ディジタルシグナルプロセッサ、D/A変換器にはいくつの

信号を処理できるかという、チャネル数という概念がある。また、ゲートドライ

バや IGBT には一つのモジュールにいくつかの入出力端子がパッケージ化されて

いるものがある。このため、それらがディジタルフィードバック制御系において、

いくつ必要なのかを考える必要がある。

ここで、次に挙げるいくつかの前提条件がある。

・センサコイル：トロイダル方向に 16分の 1の領域のポロイダル方向に 8分

割した計 128個を設置した。

・アクチュエータコイル：トロイダル方向に 16分の 1の領域のポロイダル方

向に 4分割した計 64個を設置した。

・ゲートドライバ・IGBT：それぞれ、GDU40・PDMB600E6Cを用いる。
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そのため、実際に選定するのは A/D変換器とD/A変換器、変圧回路である。ここ

では、D/A 変換器のチャネル数を基準にして、多入力多出力の制御系について述

べる。

まず、設置された全てのアクチュエータコイルをそれぞれ独立に制御するなら

ば、D/A変換器は 64チャネル分必要である。しかしながら、必ずしもそれぞれ独

立に制御する必要はなく、いくつかのアクチュエータコイルを直列に接続してま

とめて扱うことも可能である。そうなると、A/D変換器や D/A変換器はそれ自体

と後段のチャネル数とにあうように用意すれば良い。そうして扱う例を、ポロイ

ダル方向でのアクチュエータコイルの直列接続数m、トロイダル方向の同接続数

nを用いていくつか紹介する。この方法で p4t16を書けば、ポロイダル方向に 4個

とトロイダル方向に 16個のそれぞれの直列接続、すなわち、全 64個のアクチュ

エータコイルを直列接続し、1個のコイルとして見なしたモデルを表す。

図 4.5は直列接続したアクチュエータコイルの例を示す。この図では直列に接

続したアクチュエータコイルは同じ色で示した。

・同図 (a)は水平方向と垂直方向のアクチュエータコイルをそれぞれ直列接

続したm2n1モデルである。これまでのアナログフィードバック制御系にて、

試験的に径方向磁場の制御では、このモデルをトロイダル方向 1カ所に設置

したものであった。その理由は、これまでの実験にてプラズマのシフトを水

平方向と垂直方向に分け、それを最小の電源数でフィードバック制御するた

めであった。電流密度 j と磁束密度B による力 F は

F = j ×B

と表されるので、プラズマのシフトはプラズマ電流とアクチュエータコイル

による補正磁場の外積をとったものであるとわかる。これにより、プラズマ

の水平方向へのシフトには垂直方向に設置されたアクチュエータコイルによ

る補正磁場が、そのシフトを押さえ込んでいる。また、プラズマの垂直方向

へのシフトには水平方向に設置されたアクチュエータコイルによる補正磁場

が、同様にそのシフトを押さえ込んでいる。この制御には多くのコイルを用

いることが理想であるが、その対称性の良さから、アクチュエータコイルの

数は 2以上の偶数個であることが好ましい。一方で、アクチュエータコイル

の数だけ制御電源が必要であることから、その数を最小限にし、適切な制御

を行うために電源 2個によるこのm2n1モデルが採用された。なお、このモ
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デルでポロイダル方向全周で制御するとなれば、D/A 変換器は 2 × 16 = 32

チャンネル分必要となる。

同図 (b)はこれを連続する 4カ所のトロイダル方向で直列接続した m2n4

モデルである。このようにすれば、D/A 変換器は 2× 4 = 8チャンネル分必

要となる。

・同図 (c)は m1n1の、現在のアクチュエータコイルアレイにおいて最小単

位でのモデルである。そのため、このモデルでポロイダル方向全周で制御す

るとなれば、D/A 変換器は 4× 16 = 64チャンネル分必要となる。

同図 (d)はこれを連続する 4カ所のトロイダル方向で直列接続した m1n4

モデルである。このようにすれば、D/A変換器は 4× 4 = 16チャンネル分必

要となる。

このようにして、アクチュエータコイルの接続の仕方次第で D/A変換器の必要

数は変わってくるといえる。

表 4.1は D/A 変換器を基準にしたとき、必要とされる他の構成要素の最低数を

示す。同表の chdac、ch adc、chDSP outはそれぞれ、D/A変換器、A/D変換器、ディ

ジタルシグナルプロセッサの出力のポートのチャネル数である。なお、ここでディ

ジタルシグナルプロセッサの入力のポートのチャネル数 chDSP inは ch adcより多い

必要がある。
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4.3 制御の変更によって得られる利点

4.2節出述べた、ディジタルフィードバック制御系と、アナログフィードバック

制御系との一番の変更点は、コントローラの変更にある。そしてこれに付随して、

ゲートドライバを変更したこと、A/D変換器や D/A変換器、変圧回路がフィード

バック制御系の構成要素に加わったことがある。

このことで得られる利点は次の通りである。

・ IBGTの駆動速度が速くなる

IGBTのゲート開閉の入力信号に、アナログフィードバック制御系では出

力電圧が 0 ∼ 16 [V]のゲートドライバを、ディジタルフィードバック制御系で

は出力電圧が−8 ∼ 16 [V]のゲートドライバをそれぞれ用いた。両者とも正

の単一電源により駆動するという点では同じであるが、次の点に違いがある。

前者の出力は順バイアス電圧のみ印加していたのに対し、後者は順バイアス

電圧に加え、逆バイアス電圧の印加も可能であるというものである。これに

より、後者は順バイアス電圧の立ち下がりを急峻にすることができる。これ

は、伝達された信号からの応答速度の向上を意味する。

また、アナログフィードバック制御系に用いたゲートドライバは周辺のノ

イズ等によって、予期せず IGBTを駆動することがあった。これは IGBTの

最低ゲート On電圧が +4 [V] であるのに対し、ゲートドライバは非動作時

ならば常に 0 [V]を出力していたことが原因と考えられる。一方で、後者と

IGBTとの間は非動作時ならば常に−6 ∼ −8 [V] という負の電圧で保たれて

いる。これにより、後者では何かしらのノイズが乗っても、予期せず IGBT

が開閉することがおきにくいと考えられる。

・適切な補正磁場の生成が可能になる

一回のプラズマ放電において、補正磁場を生成量は制御電源の容量に依存

する。補正磁場を生成していけば電荷量が減少し、その結果補正磁場の生成

能力が低下してしまう。よって補正磁場の生成能力を放電の間維持するには、

電荷量を増やすことが考えられる。電荷量Qは容量 Cと電圧 V との関係式

Q = CV
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から、大容量の電荷を用意するためには C を上げるか、V を上げるかのど

ちらか、またはその両方をすればよいとわかる。ここで、Cを大きくすれば

大きな制御電源が必要となり、素子にかかる値段が高くなる。また、V を大

きくするには他の構成要素の耐圧などから限界がある。しかしながら、その

どちらもせずに、補正磁場の生成能力を維持する方法がある。

それが、ディジタルフィードバック制御系による P補償である。これはエ

ラー値に比例した補正磁場の生成を行うことを意味する。アナログフィード

バック制御系によるOn/Off制御では、エラー値の大小によらず一定値の出力

をしていた。そのため、さほど大きくないエラー値に対して、沢山の電荷を

使った過制御をすることが起こりえた。これと比較して、P補償では蓄えら

れた電荷の使い方をうまく使うことで、結果として、同じ容量同じ電圧の制

御電源を用いていても補正磁場の生成能力を維持する時間を伸長できると考

えられる。

・高度な制御が可能になる

アナログフィードバック制御系では取得した磁束値による起電力が、一定

電圧で設定されたリファレンスを超えるかどうかで、一定の電圧を出力する

かどうかを決定するというルールベース制御をしていた。ディジタルフィー

ドバック制御系では目標値と制御量との差であるエラー値に応じた補正磁場

を生成することが可能になる。RELAXでは、その第一段階として、エラー

値に比例した制御である P補償が計画されている。

その後の制御法については、ゲートドライバなどの応答速度、プログラム

の処理時間、A/D変換の分解能やチャネル数など、制御系全体としての設計

が必要となる。たとえば、PI補償や PD補償、PID制御をすることが考えら

れる。

この制御方式以外にも、制御対象がプラズマ現象という、極めて非線形な

振る舞いをすることを考えると、制御対象の挙動の先取りが必要となるスミ

ス法は用いることができないと考えられる。

その一方で、適度に荒いルールベースを作成し、その重み付けによるファ

ジィ制御は可能であると考えられる。また、ニューロ制御もプラズマ放電を

数多くこなすことで可能となるだろうし、繰り返し制御もプラズマ放電がシ
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ョットごとで安定すれば、RELAX に用いることができるであろう。

このように、ディジタルフィードバック制御系では制御の方策をいろいろ

と選べるようになる。

ディジタルフィードバック制御系では、4.1節にあった問題を解決するだけでな

く、以上のような利点が得られると期待されている。
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第5章 ディジタルフィードバック制御系の導入

5.1 ディジタルシグナルプロセッサの導入

ここでは前章の設計に基づいたディジタルシグナルプロセッサの実際に導入に

ついて述べる。

blackfin プロセッサ

図 5.1、図 5.2は RELAX のコントローラとして用いる、ディジタルシグナルプ

ロセッサの写真と、その機能ブロック図を示す。4.2節で述べたディジタルシグナ

ルプロセッサには、アナログデバイセズ社製の Blackfinプロセッサ ADZS-BF537-

STAMP V2.1(以下、blackfinと記す)を用いる。

このOSはマイクロコントローラ Linuxを意味する uClinuxであり、クロック周

波数は fSCLK=600 [MHz]、SDRAMは 64 [MB]、内蔵メモリは 132 [Kbyte]である。

また 32ビット・タイマ/カウンタを 8つ内蔵しており、PWM波による制御が可能

である。

ディジタルシグナルプロセッサにblackfinを用いたのは、ワシントン大学のBrian

Nelson教授を中心に PSI-center(plasma science and innovation-center)でディジタル

コントローラにこれを用いた研究開発実績があるためである。

実際に制御対象となった装置はアメリカ／ウィスコンシン大学のMST(madison

symetric torus)である。そのアスペクト比は

A = R/a = 1.5 [m]/0.51 [m]≒ 3

である。図 5.3はMSTの概形を示す。MSTも RELAX同様、RFP方式によってプ

ラズマを閉じ込める。その内側に設置された 32個のセンサコイルによって信号を

取得し、40個のアクチュエータコイルによって磁場をキャンセルアウトさせてい

る。このフィードバック制御のコントローラに blackfinが用いられた。

以上が blackfinの主なスペックである。
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接続法

次に、ディジタルフィードバック制御系に用いる際の接続法などについて述べ

る。4.2節で述べたように、blackfinの前段は A/D変換器、後段はD/A変換器であ

る。blackfinプロセッサに合わせ、A/D変換器・D/A変換器ともにアナログデバイ

セズ社製のもので統一することとなった。

A/D 変換器や D/A 変換器との通信には SPIポート (Srerial Peripheral Interface

ポート)が考えられている。SPIバスの SS (Slave Select、またはChip Select)によっ

て複数のSPIスレーブを接続できるようになっているからである。これはSPIポー

トのサンプリングするための基準となるクロック信号の周波数である、クロック・

レートは SPI BAUD レジスタの値 (2∼65,535)によって次のように計算される。

fSPI =
fSCLK

2× SPI BAUD

そのため、約 4.6 [kHz]∼ 1.5 [MHz]での通信が可能である。

一方、blackfinへのプログラムの転送は図 5.1における白いケーブル (RS-232C

ケーブル)、または黄色のケーブル (LAN ケーブル)によって行われる。これらは、

制御用 PCと研究室のネットワークに接続することとなる。

制御用PCには 64bitの LinuxOSが想定されている。また、開発環境は eclipseを

用いる。制御用 PCの端末から”ftp”コマンドによってファイルを転送し、”telnet”

コマンドによって実行することも可能である。
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5.2 ディジタルフィードバック制御系の製作計画と現状

ディジタルフィードバック制御系の製作計画とその準備

RELAXではディジタルフィードバック制御系によって多入力多出力が計画され

ているが、この詳しい制御法やパラメータ、回路については制御実験を重ねてい

くうえで判断する。またその過程で、プラズマの振る舞いや安定性について研究

し、制御方式や制御モデルの選定を行うことが必要である。また、単純に径方向

磁場を抑制することによってプラズマ放電の改善だけでなく、プラズマの揺動を

助長するような制御も考えられている。これはモード制御とよばれ、RFX-modで

はすでに研究の対象となっている。

そこへ向かう第一段階として、単入力単出力の PWM波による P補償により真

空容器外壁に設置されたセンサコイルを貫く磁場をゼロになるよう制御する、と

いうことに設定した。この実現には次の準備が必要となる。

・システム

blackfinへプログラムを転送し、処理させるように制御用 PCの設定をす

る必要がある。まず、Linuxのディストリビューションを選び、インストー

ルする。次に、研究室のネットワークに接続する環境を整え、ネットワーク

を介して blackfinにプログラムを実行させられるようにする。またその一方

で、blackfin用にコンパイルする環境を整える。最後に開発環境を整えれば、

blackfinを動かすプログラムの作成、コンパイル、転送、実行ができるよう

になる。

・ハードウェア

blackfinに接続する A/D 変換器、D/A 変換器などを用意する必要がある。

また、4.2節で述べたように場合によっては変圧回路を用意する。そしてそ

れらを積分器や blackfin、ゲートドライバに接続する機構も用意する。
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・ソフトウェア

RELAXにおける制御には、制御プログラムが必要である。プログラムの

作成にはまず、前述した PWM波による P補償のプログラムを作成し、それ

を用いて何度も制御実験を重ねることで、制御方式やパラメータを最適化す

ることとなる。

これが、ディジタルフィードバック制御系の導入にむけた第一段階の準備であ

る。

ディジタルフィードバック制御系の製作状況

次に、上述したディジタルフィードバック制御系の製作において本研究で行った

内容を述べる。

・システム

制御用PCのOSにはUbuntuのディストリビューションを選び、インストー

ルを行った。これを選んだのは、eclipseの動作が確認されていることと、最

も普及しているディストリビューションであるからである。

このPCを blackfinを図 5.1にある白いケーブルのように、シリアルポート

同士で直接接続し、minicomというターミナルソフトで blackfinの物理アド

レスを確認した。これにより、制御用 PCと blackfinを研究室のネットワー

クにて IPアドレスを割り振ることができた。その結果、図 5.1にある黄色

いケーブルのように、研究室のネットワークから telnetを介して blackfinを

操作することができるようになった。

一方で、blackfin用にコンパイルする環境を整えた。これには blackfin購

入時に添付されている DVD を用いた。

以上のことから、blackfinを動かすプログラムを作成、コンパイル、転送、

実行ができるようになった。その具体的な手順は付録Aに、そのプログラム

のソースコードと実行結果は付録 Bに記す。
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・ハードウェア

blackfinや A/D変換器、D/A変換器などは静電気によって機器を破損して

しまう恐れがあるため、シールドケースにいれ保管する。シールドケースは

上記の物品全てを収納し、箱の壁に入力端子を設置する構造を考えている。

また、材質はアルミで、内側の壁面や底には緩衝材をしいたものを考えてい

る。

A/D変換器はドーターボード (AD7476 DBRDZ)を入手した。このドーター

ボードはA/D変換器のV refのための高精度なリファレンス電圧を出力する入

出力アンプ (REF197)や、その電圧レギュレータ (ADP330)、A/D変換器のV in

のための低歪みで高速レール toレールの入手力をするアンプ (AD8027)が

一枚の基板上に組まれたものである。これはウィスコンシン大学で使われた

A/D変換器と同じ系列の最新版である。このサンプリング周波数は 1 [MS/s]

であり、チャネル数は 1、分解能は 12bitである。図 5.5はその A/D 変換器

を示す。これは裏面にある SPIポートを、そのまま blackfinの基板上に差す

ことで接続される。また、これによって駆動電圧が blackfinの基板から確保

されるため、新たに電源回路を製作する必要がない。図 5.5右側の入力端子

は SMB(Sub Miniature Type B)と呼ばれるもので、スナップロック方式で固

定する。本研究室では信号伝送に BNCコネクタを用いたケーブルを一般に

用いるので、SMBから BNCに変換するケーブル (BNC50-PMB-A-0.1)を入

手した。

D/A 変換器はドーターボードではなく、チップ状のもの (AD7304BRZ)を

入手した。その形状は SOIC (small outline integrated circuit) と呼ばれる、対

向する 2辺から端子をガルウイング状に伸ばしたものである。図 5.4は変換

基板上のD/A変換器を示す。同図にあるように、変換基板を用いてプリント

基板と接続し、そこから電源電圧や信号線を接続する。このD/A変換器は同

社のカタログの中において、サンプリング周波数が 1 [MS/s]であるなかでは

DAC setting timeが 1 [µs]と最短であり、その中でも最多チャネルである。そ

のことから、これを選んだ。なお、分解能は 8bitである。また、この出力電

圧は参照電圧を 5 [V]と設定するために、最大で 5 [V]となる。このため、4.2

節で述べたように、後段回路の駆動には変圧回路を用意する必要がある。

これにはトランジスタによる高速で切り替えができるスイッチング回路を
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考えている。図 5.6はそのスイッチング回路を示す。同図の容量 Cが、ベー

スに貯められた過剰なキャリアを引き抜く役割をするために、高速な切り替

えが可能となる。

・プログラム

動作確認用の文字の表示させる単純なプログラムを作成した。PWM波に

よる P補償をするプログラムは、これから blackfinの内部構造について調べ

ながら作成する予定である。

そのためにもまずblackfin上に設置されているLEDを、全てソースコード

で指定して光らせるプログラムの作成を考えている。ここではPWM波のデ

ューティ比の変更によって、点滅間隔が変わるかを観察すれば動作の確認が

できると考えている。それができれば、コマンドラインなどからの入力に反

応するプログラムの作成を考えている。ここでは、先ほどとは違い、ソース

コードでは記述せずに指定の動作をするか確認する。この最終段階では入出

力に A/D 変換器や D/A 変換器を接続し、その出力波形を測定する、という

ことを考えている。すなわち、

1. ファンクションジェネレータからの正弦波を出力する

2. A/D 変換器でディジタル信号に変換する

3. blackfinでリファレンスと比較する

4. D/A 変換器でアナログ信号に変換する

5. オシロスコープで D/A 変換器の出力波形を測定する

といったものである。これらにおける遅延時間や波形のゆがみを考慮すれば、

ディジタルフィードバック制御系の設計の判断材料にできる。

以上のように、通信やコンパイルの方法を確立したため、現在はハードウェア・

ソフトウェアを製作・作成するという段階にある。
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第6章 結言

本論文にてディジタルフィードバック制御系の製作のために、設計と製作を行っ

てきたことを述べた。未だ制御系の製作の第一段階であるが、RELAXにおいてど

のような制御ができうるかを確認できた。

具体的には次の通りである。

・システムについては制御用 PCからディジタルシグナルプロセッサにプロ

グラムを転送し、処理させるような設定を行った。これにより、blackfinが

プログラムを実行したことを制御用 PCの端末にて確認した。今後、開発環

境を整えることが求められる。

・ハードウェアについては、ディジタルシグナルプロセッサ、A/D変換器や

D/A変換器の全てを入手した。よって、これらを接続する信号線の製作やシー

ルドケースの製作が待たれる。

・ソフトウェアについては、確認用のソフトウェアのみを作成した。今後、

実際に制御するためのソフトウェアを製作する。

これらがそろえば、まずは単入力単出力の実験を行う。A/D 変換器は接続のし

やすさからドーターボードを選んだ。一方で、D/A 変換器は処理時間の早さから

チップ上のものを選んだ。これらによる遅延時間を測定し、その電源回路などの

製作や結線方法などを含め、また、遅延時間やチャネル数などを勘案し、モデル

や制御方策の選定が必要になる。

また、計測器とアクチュエータコイルとの接続方法も考慮すべきことの一つで

ある。これまでの制御ではせいぜい 20程度の信号であったが、今後、多入力多出

力の制御ではその 10倍程度になることも考えられる。

また、積分器を使用するか、ということについても考慮に入れて設計する必要

がある。本論文ではセンサコイルからの入力電圧をディジタルフィードバック制

御系においても、積分器にかけてから A/D変換器を通している。アナログフィー

ドバック制御系ではそちらの方が処理時間が短いためにそうしてきたが、blackfin
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で処理させた方が早いとなると、フィードバック制御系の構成要素に変更がでる

だろう。実験を重ねていく上で、その点についても吟味していきたい。

図 6.1は現在 RELAX で最終的に目標と定めた制御系を示す。同図のように、

RELAXでは本論文では述べなかった、デカップリングブロックなどを含めた設計

が必要になる。
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した。ありがとうございました。また、差し入れてくださった先輩方もいらして、
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付録A blackfinによるプログラム実行の流れ

5.2節にて、制御用PCの環境を整えたことを述べた。また、それによって black-

finを動かすプログラムを作成、コンパイル、転送、実行ができるようになったこ

とを述べた。

ここでは、実際に Linuxで blackfinにプログラムを実行させる流れを説明する。

その際、付録 Bのそれぞれの項目におけるソースコード、入出力結果の行番号を

不等号で括って表す。たとえば、コンパイルの項目にて＜ 3＞と書けば、付録 B

のコンパイルの項目における 3行目全体を指す。

・プログラムの作成

＜ 1∼7＞ファイルをC言語で記述し、”sample.c”という名前でホームディレ

クトリに保存する。

・コンパイル

5.1節にて述べたように、使用した blackfinは uClinuxをベースとしてい

る。uClinuxはその実行に、BFLT(binary flat format)として知られる、バイナ

リフラット形式を使用する。

＜ 1＞このファイル作成のために”bfin-uclinux-gcc”を用いた。このコマンド

のオプションを説明すると”-Wl”はリンカに渡すオプションを定義したもの

であり、”-elf2flt”によって elf2fltという変換ツールを指定した。

＜ 2＞作成されたファイルについて調べると、実行可能な BFLTファイルで

あることがわかる。

＜ 3＞なお、これ以外にも、”bfin-linux-uclibc-gcc”から次のようにしてコン

パイルしたファイルでも実行することができる。

＜ 4＞このままでは stripされていないファイルが生成される。これには、実

行ファイルには不要なシンボル情報などが含まれる。

＜5∼ 6＞そのため、実際には”bfin-linux-uclibc-strip”によって、バイナリデー

タを小さくしてから転送する。
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・ファイル転送

＜ 1＞”ftp”コマンドを用いてファイルを転送する。

＜2∼ 3＞これにて接続が確認されたので、適当なフォルダ (ここでは”./tmp”)

にファイルを転送する。

＜ 4＞ファイルの転送が確認できる。

・実行

＜ 1＞”telnet”コマンドによって実行する。

＜ 3＞ファイルを調べると、実行属性がないことがわかる。

＜ 4＞このためにアクセス権限を変更する”chmod”コマンドを用いて、実行

属性を与える。

＜ 5＞これにより実行属性が与えられたことを確認できる。

＜ 6＞実行結果から、コンパイルしたファイルの実行が確認できる。

図 A.1はその実行結果を示す．
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付録B プログラムのソースコードと実行結果

・プログラムの作成

sample.c

1|#include <stdio.h>

2|

3|int main() {

4| printf("Bye-bye, Human\n");

5| return 0;

6| }

7|

・コンパイル

1|$ bfin-uclinux-gcc -Wl,-elf2flt sample.c -o sample.bf

2|$ file sample.bf

| sample.bf: BFLT executable - version 4 ram

3|$ bfin-linux-uclibc-gcc sample.c -o sample

4|$ file sample

| sample: ELF 32-bit LSB executable, Analog Devices Blackfin,

| version 1(SYSV), dynamically linked (uses shared libs),

| not stripped

5|$ bfin-linux-uclibc-strip sample

6|$ file sample

| sample: ELF 32-bit LSB executable, Analog Devices Blackfin,

| version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs),

| stripped
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・ファイル転送

1|$ ftp 192.168.100.16

| Connected to 192.168.100.16.

| 220 localhost.localdomain FTP server

| (GNU inetutils 1.4.1) ready.

| Name (192.168.100.16:relax2): root

| 331 Password required for root.

| Password:

| 230\

| 230\ Welcome to:

| 230\ ____ _ _

| 230\ / __| ||_| _ _

| 230\ _ _| | | | _ ____ _ _ \ \/ /

| 230\ | | | | | | || | _ \| | | | \ /

| 230\ | |_| | |__| || | | | | |_| | / \

| 230\ | ___\____|_||_|_| |_|\____|/_/\_\

| 230\ |_|

| 230\

| 230\ For further information see:

| 230\ http://www.uclinux.org/

| 230\ http://blackfin.uclinux.org/

| 230\

| 230 User root logged in.

| Remote system type is UNIX.

| Using binary mode to transfer files.

2|ftp> cd /tmp

| 250 CWD command successful.

3|ftp> put sample

| local: sample remote: sample

| 200 PORT command sucessful.

| 150 Opening BINARY mode data connection for ’sample’.

| 226 Transfer complete.
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| 3488 bytes sent in 0.00 secs (126157.4 kB/s)

4|ftp> ls

| 200 PORT command sucessful.

| 150 Opening ASCII mode data connection for ’/bin/ls’.

| -rw-r----- 1 root root 3488 Jan 1 04:51 sample

| 226 Transfer complete.

5|ftp> bye

・実行

1|$ telnet 192.168.100.16

| Trying 192.168.100.16...

| Connected to 192.168.100.16.

| Escape character is ’^]’.

|

| BusyBox v1.4.1 (2007-08-20 16:36:35 CST) Built-in shell (msh)

| Enter ’help’ for a list of built-in commands.

|

2|root:~> cd /tmp

3|root:/tmp> ls -l

| -rw-r----- 1 root root 3488 Jan 1 04:51 sample

4|root:/tmp> chmod +x sample

5|root:/tmp> ls -l

| -rwxr-x--x 1 root root 3488 Jan 1 04:51 sample

6|root:/tmp> ./sample

| Bye-bye, Human
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1.1節 (3ページ)

図 1.1: RFX-modにおける能動制御コイル
このような 192個のコイルによって装置は覆われている
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2.1節 (6ページ)

図 2.1:一般的なシーケンス制御系とフィードバック制御系の流れ
目標値の設定や帰還のあるなしに違いがある
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2.1節 (6ページ)

図 2.2:アナログ制御系とディジタル制御系の制御プロセス
ディジタル制御はディジタルコンピュータが制御対象のアナログ量を
A/D、D/A 変換器を通して制御対象を認識し操作する
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3.1節 (11ページ)

図 3.1:トーラス（ドーナツ）型の RFP装置である真空容器
この B t と B p によってプラズマが閉じ込められる
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3.1節 (11ページ)

図 3.2: RFPのプラズマ閉じ込め時の磁場配位
磁場は真空容器の外側に近づくにつれて反転する配位となる
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3.1節 (13ページ)

図 3.3:真空容器の絶縁部と非絶縁部
これまでは 1箇所であった絶縁ポロイダルギャップを、2箇所にする
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3.1節 (13ページ)

表 3.1: RELAX のパラメータ
「プラズマ電流」以下は放電によりばらつきがある。

名称 記号 代表値

大半径 R 508 [mm]
小半径 a 250 [mm]
アスペクト比 A (= R/a) 2.0
壁の厚さ 4 [mm]
ギャップフランジの厚さ 40 [mm]
磁場浸透時間 τW 1.5 [ms]
プラズマ電流 Ip 40∼ 100 [kA]
電子密度 n e 1018 ∼ 2× 1019 [m3]
電子温度 T e ＜ 100 [eV]
放電持続時間 τD 1.5～2.5 [ms]
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3.3節 (16ページ)

図 3.4: RELAX の真空容器に取付けられたコイルの概形
これまでの制御で用いたセンサコイルとアクチュエータコイル

58



3.3節 (16ページ)

図 3.5:フィードバック制御系にて使用する積分器の回路図
仮想接地されたオペアンプによる積分回路である。直流成分による発
振を抑えるための抵抗は省略した。

59



3.3節 (18ページ)

図 3.6:ゲートドライバの回路図
入力 (左側)と出力 (右側)が電気的に絶縁されている
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3.3節 (18ページ)

図 3.7: Hブリッジ回路による電流駆動回路
IGBT の＋ と－ は、それらが Onになったときにアクチュエータコイ
ルを流れる電流の向きを表す。
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3.3節 (19ページ)

図 3.8:アナログフィードバック制御系の構成
実際にはコイルは真空容器のそばに設置されている
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3.3節 (19ページ)

図 3.9:リファレンスとの比較による各種補正による放電波形
補正無し、水平方向のみの補正、水平方向と垂直方向の補正
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4.2節 (24ページ)

図 4.1:実際に RELAX 設置されたセンサコイル とアクチュエータコイ
ル
それぞれのコイルと容器との間に絶縁シートが貼られている
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4.2節 (27ページ)

図 4.2:電圧切り替え式 R-2Rはしご型の D/A 変換器の等価回路
この出力は入力参照電圧をビット数で等分された離散値に掛け合わせ
た値となる
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4.2節 (28ページ)

図 4.3: GDU40のブロック図※データシートから引用
フォトカプラにより入力 (左側) と出力 (右側) が電気的に絶縁されて
いる
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4.2節 (29ページ)

図 4.4:ディジタルフィードバック制御系の構成
実際にはコイルは真空容器のそばに設置されている
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4.2節 (30ページ)

図 4.5:直列接続したアクチュエータコイルの例
それぞれで制御する場合に必要なチャネル数は (a) 32、(b) 8、(c) 64、
(d) 16である
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4.2節 (31ページ)

表 4.1:ディジタルフィードバック制御系における構成要素の必要最低数
D/A 変換器を基準した。chdac、ch adc、chDSP out はそれぞれ、
D/A 変換器、A/D 変換器、ディジタルシグナルプロセッサの出力ポー
トのチャネル数である。

制御系の構成要素 必要最低数

2.積分器 ch dac/ch adc

3. A/D変換器 (未定) ch dac/ch adc

4.ディジタルシグナルプロセッサ (ADZS-BF537-STAMP V2.1) ch dac/chDSP out

5. D/A変換器 (未定 1
6.変圧回路 ch dac

7.ゲートドライバ (GDU40) 2× ch dac

8. IGBT(PDMB600E6C) 2× ch dac
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5.1節 (35ページ)

図 5.1:信号処理に用いるディジタルシグナルプロセッサ (blackfin)
型番は ADZS-BF537-STAMP V2.1である
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5.1節 (35ページ)

図 5.2: blackfinの機能ブロック図
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5.1節 (35ページ)

図 5.3:ウィスコンシン大学のMSTの概形
Nelson教授を中心に、この装置にて blackfinをコントローラとした研
究がなされた
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5.1節 (39ページ)

図 5.4:購入した A/D 変換器のドーターボード (AD7476 DBRDZ)
blackfinと接続する SPIは裏面にあり、表面右が信号入力の SMB端子
である。
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5.1節 (39ページ)

図 5.5:入手した D/A 変換器 (AD7304BRZ)
緑の変換基板上のものがD/A変換器であり、その左は電源回路である。
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5.1節 (40ページ)

図 5.6:高速な切り替えが可能なスイッチング回路
微少な電流によって大電流を流すことができる。
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4.2節 (42ページ)

図 6.1:現在 RELAX で最終的に目標と定めた制御系
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付録 A (47ページ)

図 A.1:プログラムの実行結果
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