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まえがき

制御系設計では はじめに制御対象と制御目的が与えられている 理想的な設計手法を用いる場合は，まず，制御対象

の数学モデルを作る 同時に制御目的を仕様の形で表わすため 評価関数の設定とか 振幅減衰度の指定といったようなな

んらかの数量化を行う つぎに制御方式を定め これに従って種々提案されている設計手法を用いて制御装置（コントロー

ラ）を設計することになる このように 制御系の設計は 制御対象（適応制御では，プラントということが多い）の数学

モデルに基づいて進められるので プラントの動特性は あらかじめ正確に把握されていなければならない

プラントの動特性が不変の場合には 上に述べた設計手法で事足りるが 実際のプラントの中には環境条件 動作条件

に応じて動特性が変動をきたし 前もって正確に把握することが困難なものも多くある たとえば 航空機は高度 速度など

の飛行条件により 電動機の場合は負荷条件により動特性はかなり異なったものになる

プラントの特性変動が比較的小さい場合はフィードバック制御系の外乱抑制効果により ある程度その影響を抑える

ことができるし 感度論的な立場から特性変動に敏感でないような構造の制御系を設計することもできる しかし 特性変

動が大きい場合にはもはや従来の制御方式では対処できず 制御系としての性能は低下し 場合によっては不安定にもなっ

てしまう このような場合には プラントの特性変動に応じて制御系の特性をオンライン的に自動調整し 制御系としての

性能をつねに良好に保つような制御方式の導出が必要となる このような制御方式は プラントの特性変動をもたらした

環境条件 動作条件に制御装置を適応させることができるという意味で適応制御と呼ばれ この機能を備えた制御系を適

応制御系（ ）と呼んでいる

適応制御を実現する方式としては これまでに様々のものが提案されてきたが 現在設計理論としての体系が整い 実用

的にもその価値が認められるに至っているものは モデル規範形適応制御（ ）とセルフチューニングレギュレ－

タ（ ）の２つである これらの方式は 安定理論や同定理論などに立脚した設計手法が一通り確立するとともに 計算

機技術の発展と相まって実際問題への応用も種々試みられ これまでに多くの成果をあげている

また， 年代に入ってからは，ロバスト制御の発展を受けて，適応制御系設計もモデル化誤差を考慮したロバスト

適応制御理論が出され， 制御理論との融合をめざした研究も続けられている．さらに，非線形適応制御から生まれた

法 年 は適応制御における正実性のしばりからの脱却をめざしたものであり，近年，盛んに研究され

ている．

この資料では，各種の参考文献を引用し，単一入力単一出力プラントの適応制御理論の流れをまとめ，卒業研究の参

考資料としたい．

適応制御系設計の概念

適応制御系の基本的な設計概念を説明する

要求性能が望ましい動特性を持つ伝達関数 （規範モデル）で与えられ 未知プラントが伝達関数 （ここ

ではパラメータが未知とする）で表わされ 外乱 設定入力 が外部から加わる図 のような制御システムをと
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りあげる ここで は補償伝達関数である 設計の目的はいかなる外乱が加っても未知プラントの出力 が規

範モデルの出力に一致するように を決定することである

設定入力

外乱

出力

図 フィードバック制御系

重合せの定理が成り立つ線形領域では 図 のブロック線図から次の関係を得ることができる

ここで

いま となるように補償要素 を選ぶことができれば

となる 式の関係から明らかなように 補償要素を適切に選べば外乱の影響を抑止することができる さらに

に選ぶことができれば プラントの動特性とは無関係に（ のいかんにかかわりなく） となり

プラントの出力は規範モデルの出力に一致する このことは 補正要素 のゲインを十分に大きく設計しておけば 未

知のプラントのいかんにかかわらずモデルフォロイングが実現できたことになる

適応制御の設計方式

適応制御の考え方は古くからあったが 年代後半に航空機のオートパイロットの設計に関連して 初めて理論的に

けんとうされるようになった しかし 当時は具体的に計算できる計算技術が未熟であったことと それを支える理論が体

系化できていなかったなどの理由によって たいした成果は得られなかった その後 理論の進展 ハードウェアの改良に

よって 年代前半には入出力信号のみ情報に基づいて制御システムを設計する現代風な意味での設計方式が確立され

た 現在では簡単なゲイン調整方式から複雑なアルゴリズムに基づく方式まで種々のものが提案されているが 理論的に体

系化されたものとして次の 方式に分類できる

第一は リアプノフ安定定理とかポポプの超安定定理などの安定理論と正実性の概念に基づいたモデル規範形適応シ

ステム の設計法であり 第二は 確率的制御理論と同定理論に基づ

いたセルフチュ－ニングレギュレ－タ の設計法である
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図 モデル規範形適応制御システム

モデル規範形適応システム

適応システムの代表的な設計法である の基本構成を図 に示す．

図 において，規範モデルはプラントの望ましい動特性，すなわち減衰度や速応性などの要求性能を満たすように設

定され，未知プラントとコントローラを結合した合成システムの出力が規範モデルの出力に一致するように適応機構を

働かせてコントローラをオンラインで調整する． の設計方式では，信号の微分値を用いることなくプラントの

入出力信号のみでパラメータ調整則を決定することができる．つまり，状態変数フィルタ，拡張誤差信号などの概念を導

入し，正実性の条件とリアプノフの安定定理を適用して，プラントと規範モデルに関する誤差モデルが漸近安定になる

ように適応アルゴリズムを解き，コントローラを設計するものである．

コントローラの設計に関しては，初期の頃にはプラントと規範モデルの出力誤差の 乗積分値を最小にする勾配法に

基づいてパラメータ調整則を決める 方式 年 が用いられていた．しかし，この方式では構成した適

応制御システムの安定性が保証できない欠点があり，これを改良するために，リアプノフの安定論やポポフの超安定論な

どの微分方程式の安定理論に立脚した設計法が提案された． 年 は， 方式に基づく の再設計法

として，リアプノフの安定定理を用いて閉ループシステムの漸近安定性を保証する方式を提案した．この方法では，プラ

ントと規範モデルとの間の出力誤差に関する方程式が導かれ，この誤差が漸近的にゼロになるようにリアプノフ関数を

用いてパラメータ調整則が決められるが，システムの構成の際にプラント出力の微分値が必要になるという欠点があっ

た．これの解決法として， 年 は，入出力信号のみでパラメータ調整則を構成する方法を提案し，これが今

日の 設計の基本となっている．ここでは，状態変数フィルタ および拡張誤差

などの概念が新たに導入され，正実性条件 の補助定理 とリアプノフの安定定理を適

用して，誤差システムが漸近安定となる適応パラメータ調整則を導き，コントローラを決定していた．しかし，この方法

では，適応フィードバックループ内の全部の信号の有界性についての厳密な証明はされておらず，未解決の問題となって

いた．この問題は 年に，連続時間系および離散時間系のそれぞれに対して， らに

より解決され，これがロバスト性を考慮しない理想的なプラントに対する適応制御理論の完成であった これを古典的適

応制御理論とよぶことにする ．これらの有界性の証明の方法は，システム内の信号の成長速度の違いに着目して背理法

によるものと，パラメータ変化率の 性により解析的に有界性を証明するものに大別される．その後も安定性の証明の

改善は続けられ，パラメータ変化率の 性に着目した簡潔な証明法が， ら 年） ら

年 により提案されている．特に， らは ノルム概念に基づく証明法は，モデル化誤差の存在を考慮するロバ

スト適応制御系の安定解析にも適用できるという意味で有用性が高い．

年代は，適応制御系のロバスト性が中心テーマとなった．従来の の設計は，プラントには外乱やモデル化

誤差は存在しないという仮定のもとでなされていた． ら 年 は，このような理想条件下で設計された



は，モデル化誤差がわずかでも存在すると，容易に不安定現象が起きることを示した．このような不安定現象の機構解

明やロバスト安定化手法が各種提案されている． ら 年 は，パラメータ調整則に不感帯を設けて，出力誤

差が完全にゼロには収束しない代わりに内部信号の有界性を保証している．未知パラメータの存在領域について事前情

報がある場合に ら 年 は，推定パラメータをこの未知パラメータの範囲内に閉じ込めた適応アルゴリズム

である 法を提案している． ら はパラメータ調整則にパラメータに関する減衰項を入れること

によりパラメータの発散を回避した．これを 修正則というが，出力誤差はゼロには収束しない． ら 年

はパラメータ調整則に出力誤差に関する減衰項を入れることによりパラメータの発散を回避した．これを 修正則とい

う．これら 年代のロバスト適応制御則を第 世代のロバストロバスト適応制御と呼ぶことにする．ついで， 年

代は， 制御とのからみからロバスト適応制御の制御性能をノルム評価しようとする論文が多く発表されている．これ

らを第 世代のロバスト適応制御と呼ぶことにする．

一方，拡張誤差を用いる適応制御系設計は構成が複雑になることから，プラントを強正実なものに限定して簡単な適

応制御系を構成する方法が， ら 年 に提案された．さらに，非線形プラントで強正実性にしばりを回避したわ

かりやすい安定解析をめざした適応制御系設計に 法が ら 年 により提案された．こ

の 法を第 世代のロバスト適応制御とよぶことにする．

セルフチューニングレギュレータ（

未知プラントを制御するもう一つの代表的な設計法であり，その基本構成は図 のようになり，通常のフィードバッ

ク制御をオンライン化したものと考えられる．まず，プラントのパラメータはわかっているものとして適当な評価関数

を選んで最適制御則を決め，すなわちコントローラの構造を決定し，次に入出力信号を用いて同定機構を働かせてパラ

メータを同定する．この推定値を真値とみなしてコントローラを計算してコントローラを修正し，制御入力をオンライ

ンで調整するものである
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適応制御全般

方式による適応制御系の構成例

次式のような 次のプラントを考える．



ただし， ， は既知の定数で， のみが未知 ただし， ， は安定多項式

の解が複素平面の左半面にある とする． を各々プラントの出力，入力とする．出力 を次式の規範モデルの

出力 に追従させる問題を考える．

ただし， は規範入力で有界とする．プラントと規範モデルの出力誤差を次式で定義する．

このとき，次式の誤差方程式が得られる．

このとき，入力を

と置くと，誤差方程式は次式のようになる．

は安定多項式であるので，任意の初期誤差に対して，誤差は漸近安定，つまり，次式が成り立つ．

しかし，実際には は未知であるので， は推定値に置換えざるを得ない．そこで，入出力データから時間と供に逐次推

定する推定パラメータを とおき，つぎのような入力を考える ．

適応制御では，上式を入力合成則と呼ぶことが多い．このとき，誤差方程式は次式のようになる．

をゼロとするために可変パラメータ を導出しよう．評価関数 を次式のように置く．

の の最も大きくなる方向は の勾配であり，次式で与えられる．

そこで， の最も減少する方向に推定パラメータを変化させることにより，次式のように推定パラメータを微分方程式で

更新する．これを適応パラメータ調整則という．

ここで， は， の両辺を で偏微分することにより，つぎのようにして計算できる．

このようにして，未知パラメータを推定値で置換えてコントローラを設計する考え方を （ 原理という．



ただし，上式では，パラメータの時間に関する変化は小さいとして，つぎの微分演算の交換ができると仮定している．

は，つぎのシステム

しかし，上式では未知パラメータ が含まれているので，これを で代用すると次式のようになる．

初期値を無視すると，上式の左辺は規範モデルの出力 に等しい．したがって，適応パラメータ調整則と入力合成則

は次式のようになる．

パラメータ調整則

入力合成則

ついで， 次のプラント，

で， すべて未知の場合を考える． は安定多項式でなくてもよい．出力 を次式の規範モデルの

出力 に追従させる問題を考える．

ただし， は安定多項式とする．プラントと規範モデルの出力誤差 に対する誤差方程

式は，つぎのように導出できる．

ただし，未知パラメータを次式のように置き直している．

出力の微分値が使用可能であると仮定すると，入力合成則を次式のようにおける．

このとき，誤差方程式は次式のようになる．



ただし，次式のようにおいている．

ベクトルを

表記すると，上式は次のように書ける．

誤差方程式

入力合成則

さらに， 方式のパラメータ調整則は，誤差の評価関数

とすると，次式のようになる．

ただし，ベクトルに対する勾配はつぎのように定義する．

ここで， を仮定すると，次式のように計算できる．

しかし， は未知であるので，パラメータ調整則は，次式のように近似せざるをえない．

リアプノフの安定論に基づく適応制御系の構成例

リアプノフの安定論は微分方程式の安定性を議論するものであるので，前述の誤差方程式 を状態方程式を用いて

表現する．誤差ベクトル を

とおくと，つぎの状態方程式が得られる．



ただし， は有界な外部信号とし， は既知であり， の符号は正であることが既知とし，次式のようにおいて

いる．

行列 は安定 固有値の実部がすべて負 であるので，次式の 方程式を満足するような正定対称行列 が存在

する．

次式の正値関数 をリアプノフ関数の候補として考える．

正値関数の時間微分が負になることで，正値関数がリアプノフ関数になることが確かめられる．

ここで，パラメータ調整則を

と選ぶと，次式が成り立つ．

ただし， はベクトルのノルム記号であり，詳細は付録を参照すること．これより， と に関する正値関数 は非増

加関数であるので， と はすべての時間で有限値，つまり有界であることがわかる．さらに，上式より次式が成り立つ．

したがって，ベクトル のノルムは 乗可積分であり，これを記号で， と書く ． は有界と仮定しているので，

も有界であるので， は有界となることから， も有界となる．これを記号で，

と書く．このとき， の定理 付録参照 から，次式が成り立つ．

パラメータ調整則 は， が入手 測定 可能である場合に，実現可能である．加えて， は既知，つまり， は

既知で， も入手可能でなくてはならない．ただし，もしも出力 が

の関係を満たす場合には，パラメータ調整則は状態 でなく，次式のように出力 を元にしたものにできる．

正定対称行列 とは， であり，任意のゼロで内 次元ベクトル に対する 次形式 が常に正になるときをいう．たとえば，

は正定対称行列である． が正定対称行列のとき，つぎのように記号で表す．

は次式が成り立つ関数の集合であり， 乗可積分空間という．



そこで， において，

が成り立つならば，出力に基づくパラメータ調整則が構成できることになる．上式が成立するような正定対称行列 が

存在するとき， は強正実 付録参照 であるという．

強正実性に基づく適応制御系設計

つぎの誤差方程式とパラメータ調整則を考える．

ただし， は対称正定値行列とし， ， は連続で， とする．

つぎの定理が成り立つ．

定理

証明 リアプノフ関数の候補を次式のようにとる．

ただし， は， 付録参照 より存在を保証されている次式を満たす対称正定行列である．

ただし， である．次式が成り立つ．

したがって， がわかる．ここで， で， であることから， であることが

わかる．さらに，次式が成り立つ．

ただし， とする．この式から， を用いると，

であることがわかる．また， であることと， であることから，

であることがわかる． であることから， であることがわかる．これと とから，

より となり， もいえる．

最近の適応パラメータ調整則

ここでは，最近の適応パラメータ調整則である，つぎの つを紹介する．



正規化を用いたパラメータ調整則

ここでは，信号の有界性を保証する正規化パラメータ調整則について述べる ．

誤差方程式の標準形

次式の線形パラメトリック表現を考える．これは，次章以降の適応同定やモデル規範型適応制御の際のプラント（制

御対象）の標準形である．

ただし， は未知パラメータベクトルで， は入手可能な信号であり， はプロパな伝達関数であるが，強正実

とは限らないとする．特に，相対次数が 以上の は強正実ではないが，安定多項式あ

るいは安定伝達関数である をかけた伝達関数 は強正実にできる場合がある．例えば， の

場合， のようになるので， を適当に選定して，安定多項式 で

強正実にできる．また， の場合， のようになるので，安定伝達関数

で強正実にできる．

そこで，新しい信号 を次式のように定義する．

このとき，つぎのようなパラメトリック表現が可能である．

ただし， は強正実とする．未知パラメータを推定値で置換えた次式の同定モデルを考える．

ただし， は出力の推定値， はパラメータの推定値である．このとき，出力とパラメータの推定誤差を

とおくと，つぎの誤差方程式が得られる．

強正実性に基づく正規化適応アルゴリズムを導出するために，次式の正規化推定誤差を定義する．

ただし， は，次式を満足するスカラ正規化信号である．

このような は，たとえば，つぎのように選べば良い．

あるいは



ただし， は適当な対称正定値行列とする．特に， ，つまり， が有界であるときには， ，

つまり， とできるので，この場合は， とできる．

つぎの正規化推定誤差に関する誤差方程式が成り立つ．

を になるように を選ぶと，上式は次式のように状態空間実現できる．

ただし， とする．

このとき，次の定理が成り立つ ．

定理 パラメータ調整則を

と選ぶと， において，つぎが成り立つ．

証明 つぎの を考える．

ただし， で， は次式の解である ．

ただし， はあるベクトル， はある対称正定値行列， はある小さな正数とする．

の時間微分はつぎのようになる．

ここで，

より，次式が得られる．

分母多項式の次数 分子多項式の次数 を意味する．

正式な 関数にならないのは，信号 も微分方程式でその有界性が保証されていない場合には，このダイナミクスも含めて安定性を議論

する必要があり，その際の状態空間は， から構成されるので，この部分の 次形式が に入っていないからである．

が強正実であることから， や （付録参照）を用いて の存在性が保証される．



これより， であり，次式が成立する．

したがって，次式が成立する．

ここで， の最小固有値を とおくと，

であることから，次式が言える．

したがって，つぎも言える．

適応パラメータ調整則 から，次式が成り立つ．

ただし， で， はユークリッドノルム

で， はユークリッドノルムから誘導される行列ノルムである 付録参照 ． であり， であ

るので， となり，また， であることから，次式が成り立つ．

注意 一般には， とした場合には，適応制御の際に必要となる が保証されない．ただし，特別の場合に

は，その限りではない．たとえば， のときには，パラメータ調整則の式からすぐに， がいえる．

つまり の場合のパラメータ調整則を という．

注意 のとき，正規化推定誤差信号は次式のように変形できる．

つぎに，推定パラメータが真値に収束するための条件について述べる．そのなかで，中心的条件となる

条件を定義する．

定義 もし，次式が成り立つような定数 が存在するならば，区分的連続 信号

ベクトル は をもつ であるという．

このとき，つぎの定理が成り立つ．

定理

証明 参照



注意 の場合，つぎのように単純化される．正規化推定誤差は次式のようになる．

ただし， とする．この場合には， や は使えない．そこで，

は次式のように選ぶ．

の時間微分は，パラメータ調整則を

次式のようになる．

例題 つぎのプラントのパラメータ同定問題を考える．

ただし， は未知パラメータとする．線形パラメトリック表現 は次式のようになる．

ただし，つぎのようにおいている．

同定モデルは次式のようになる．

正規化推定誤差を次式で与える．

誤差方程式は次式のようになる．

パラメータ調整則は次式になる．

未知パラメータベクトルと入手可能信号ベクトルの積でプラントを表すことをいうが，詳しくは次章以降で説明する．



最急降下法

年代の適応制御手法は調整パラメータに関するある評価関数を最小化するための 法

最急降下法 を使っていた．この手法は工業分野への適応アルゴリズムの応用を行う際に広く使われてきたが，

大域的な安定性の証明ができないために， の安定性理論に基づくものに取って代わられた．しかし，

年代の は大域的な安定性を有している． 年代との違いは，新しいパラメータ推定問題と異なった最

小化のための評価関数をとることにある．

ここでは，線形パラメトリックモデル

のパラメータ を推定する適応則を異なった つの評価関数から を用いて導出する． は定数である

ので，上式はつぎのように書き直せる．

パラメータ同定モデルを次式で与える．

正規化推定誤差を次式で定義する．

ただし， で， は次式の正規化信号である．

前述したように， は次式のようにとることができる．

パラメータ推定誤差ベクトル とおくと，次式が成立する．

信号 はパラメータ誤差を表す合理的な尺度になる．ここで， は有界である必要はないことに注意しよう．

瞬時評価関数

つぎの評価関数を考える．

この評価関数を 法で 最も小さくなる方向へ動かすには，次式のようにすれば良い．

は，つぎのように計算できる．



パラメータ調整則は次式のようになる．

これを という．

つぎの定理が成り立つ．

定理 パラメータ調整則 は， の有界性には関係無く，つぎを保証する．

さらに，つぎが成り立つ．

証明 未知パラメータは定数であるので，次式が成り立つ．

を次式のように選ぶ．

ここで， であるので， の時間微分は次式のようになる．

したがって， となり， がわかる．さらに， であることから， がわ

かる．さらに，

であり， かつ であることから， であることがわかる．

注意 が かつ を満足することから がいえるが，つぎは保

証されない．

結局，

は保証されない．つまり，最急降下では， に相当する大域的最小値へ収束するだけである．しかしなが

ら，もしも，

がいえるならば， となり， であることとあわせると，



がいえる．さらに， であるので，

がいえる．また， より，

がいえる．

積分評価関数

つぎのような積分評価関数を考える．

ただし， は設計パラメータで， は時刻 での正規化推定誤差で，次式で定義される．

ここで， は， が増加するとき，過去のデータの影響を指数関数的に減少させることから，忘却因子

と呼ばれる．

より求めたパラメータ調整則は次式のようになる．

上式は，つぎのように変形できる．

ただし， である．このパラメータ調整則を という．つぎの定理が成り立つ．

定理

証明 参照



最小 乗

最小 乗法は誤差の 乗値を最小化する方法で 世紀の にさかのぼるものである．最小 乗法でいままでの問

題を定式化するために，プラントと同定モデルを次式とする．

正規化推定誤差を次式のようにおく．

つぎの評価関数を考える．

ただし， とする．

であるので， は各々の時刻 において， に関する凸関数になることから，極値解は大域的最小解に

なり，それは，次式を用いて求めることができる．

これを計算すると，つぎのようになる．

これより，パラメータの推定値は次式のようになる．

これを アルゴリズムという．ここで，

であり，また，

であることから，つぎの微分方程式が導出できる．

さらに， を時間微分して変形すると，つぎのようになる．

を上式を代入し，さらに， を代入すると，次式のようになる．



式で， とおいたものを， という．このとき，パラメータ更新アルゴリズ

ムは次式のようになる．

ここで，

であることから，

が成り立ち，これは， が上限なしに大きくなることを意味する．これは， が任意に小さくなり，ある方向で適応則の更

新が時間ととにも小さくなっていくことになる．これをいわゆる といい，

の欠点となっている．

つぎの定理が成り立つ．

定理

証明 であるので， で， は非増加で， より下に有界であることから，つぎのように極限

をもつ．

ただし， はある定数行列である．また，

であることから，次式が成り立つ．

したがって，

となることから，



となり，つぎのようになる．

また， であることから， である．さらに， であることから，

であり， となる．ついで，つぎの正値関数を考える．

を計算すると，つぎのようになる．

これより， となる．また，次式が成り立つ．

かつ であることから， がわかる．

射影を用いた適応パラメータ調整則

ここでは，パラメータの存在範囲があらかじめわかっている場合に，推定パラメータがその存在範囲内に押しこめる

ことにより，推定パラメータの暴走を防ぐ射影法を用いた適応パラメータ調整則について述べる ．

つぎの制約付き最小化問題を考える．

ただし， は滑らかな境界をもつ凸集合で，次式のように与えられているとする．

ただし， はある滑らかな関数である．この制約付き最小化問題は， によりパラ

メータを更新すればよいことが知られている．

ただし， は の内部， は の境界， は の内部にとる．ここで， から になるこ

とに注意する．

もつぎのように射影アルゴリズムにできる．



例題 が次式のように与えられているときを考える．

この場合， となることから，射影アルゴリズムはつぎのようになる．

双線形パラメトリックモデル

前節では線形パラメトリックモデル

に対するパラメータ調整則を述べた．ところが，モデル規範型適応制御では，未知パラメータの掛算が出てくることが

多い．これを双線形 パラメトリックモデルといい，一般には次式のように書ける．

ただし， は未知定数， は入手可能信号， は安定プロパな既知伝達関数である． の符号が未知の場合には，

ある修正が必要になる．

の符号が既知の場合

この場合には， と の両方がそのまま拡張できる ．ここでは

を用いる． はつぎのように変形できる．

ただし， は が安定で， がプロパで であるように選ばれ，次式のように信号をおいている．

推定器と正規化誤差を次式のように定義する．

ただし， はつぎを満たすように選ぶのは前の場合と同様である．

また， は未知パラメータ の推定値である． を

とおくと，つぎの誤差方程式が得られる．



ここで，

であるので，誤差方程式は次式のようになる．

ただし， とする．誤差方程式の状態空間表現は次式のようになる．

ここで， は である． を次式のように置く．

ただし， は前述と同様に により得られる対称正定行列であり， とする．パラメータ調

整則をつぎのようにおく．

ただし， は の符号を意味する．このとき， は次式のようになる．

このことから，前述と同様にして，つぎの定理が得られる．

定理

証明 は より，線形パラメトリック表現の場合と全く同様に言える． については，つぎのように考え

る．全体の誤差方程式の状態空間表現は次式のようになる．

かつ であるので， を外部入力信号と考えて，誤差方程式を書きなおすと，次式のようになる．



ただし，

このとき， が で， ならば，システム が指数安定であることが証明できる 付録に載せる予定 ．さ

らに， であるので， がいえる 付録に載せる予定 ．

注意 を適用するためには，出力方程式，同定モデルおよび正規化推定誤差をつぎのように置けば

よい．

の符号が既知の場合

省略する．

方程式に基づくパラメータ調整則

強正実性は適応制御において重要な役割を果たしている．適応制御系の誤差システムが強正実条件を満たしているな

らば，グラディエント型のパラメータ調整則により，誤差の漸近的安定性を保証することができる．しかしながら，相

対次数が 以上の誤差システムでは強正実性は満足されず，適応制御則の修正が必要であり，また安定性の証明が複雑に

なることはよく知られている ．

一方，適応非線形 コントローラの設計 においては，状態がすべて利用可能な仮定のもとで， 微分方

程式が重要な役割を果たしている．この 方程式から，過渡応答特性と外乱抑制特性が保証されている．また，適

応オブザーバの設計 においては， 方程式部分が 型に拡張されている．しかしながら，この場合も

状態がすべて利用可能としたパラメータ調整則が使われている．これらの手法が出力フィードバックに適用されていな

い理由は，強正実条件が満たされないからにある．

最近我々は，強正実条件のかわりに 本の 方程式条件を満たす誤差システムにおいて，内部信号の有界性を保

証するパラメータ調整則を提案した ．しかしながら，これらの論文において，デルタ関数を近似する伝達関数 の

近似の尺度となる不等式の上界の証明に不備があったため，結果として安定性の証明も不完全なものであった．さらに，

出力誤差の有界性のみが保証され，漸近安定性がいえなかった．

ここでは，これらの改善のために，適応制御誤差信号の周波数帯域に制限を加えることにより，以前提案したパラメ

ータ調整則でも全信号の有界性を保証し，かつ出力誤差を漸近的に安定にできることを証明する ．

つぎの単一入力単一出力の誤差システムを対象とする．



ただし， は既知， は安定とし， は区分的に連続なレグレッサ信号， は未知のス

カラパラメータとする．さらに，適応ゲイン誤差 はつぎで定義されている．

ただし， はプラントパラメータを含む未知ベクトル， は の推定値である．また， を適応制御誤差という

つぎの仮定をおく．

は を満たし，その上限と下限 は既知．

は最小位相系 ．

上述の誤差システムに対して，つぎのパラメータ調整則を用いる．

ただし

とし， は の相対次数， は非負整数で， はスカラ定数とする．また， は安定な伝達関数で，相対次

数は の相対次数 に等しいかあるいは大きく，さらにつぎの条件を満たすものとする．

このような条件を満たす伝達関数の例としては の場合にはつぎのようなものがある．

は低周波遮断特性をもっており， を小さくすることにより， は任意に小さく， は十分大きくとることがで

きる．

このとき， に関して，つぎの補題が成立する．

補題 が 式を満たす安定な伝達関数で，スカラー入力信号 の周波数帯域が 未満の低周波域の場合，任

意の に対して，次式が成立する．

証明 参考文献 の と同様にできる．

さらに，つぎの式が成立する．

以上のことから，パラメータ調整則 により誤差システムの安定性を保証するつぎの定理を得る．

伝達関数の分子多項式の根 零点 の実部が全て負であることを意味する．



定理 誤差システム ， に対してパラメータ調整則 を適用する．もし の周波数帯域が 未満の

低周波域にあり，次式を満たすような正定行列 と正数 が存在するならば， で，かつ は有

界である．

ただし， とする．

証明 関数 を次式で定義する．

の時間微分はつぎのように計算される．

任意の に対して，上式の両辺を で積分すると次式となる．

ここで，上式右辺は の不等式と補題 を用いると，つぎのような式を満足する．

したがって，任意の に対して次式が成立する．



ここで，スカラパラメータ を と選ぶと，次式が成立する．

したがって， 式の左辺の項はすべて非負となり，このことから， は有界， がいえる．さらに， は

入力を とする安定システムの状態であることから， がわかる． の有界性については，参考

文献 の相対次数 の場合と全く同様に行うことができる．

適応同定

適応同定は，確率的雑音のないプラントの入出力データから，プラントパラメータを漸近的に推定する方法である．

このため，適応制御のように，プラント閉ループ系の安定性について考慮しなくて良い．

適応同定のためのパラメトリックモデルの導出

プラントパラメータを値を推定することをパラメータ同定という．ここでは，パラメータ同定のためのプラントのパ

ラメトリックモデルを導出する ．プラントは次式であるとする．

簡単のため， とする． の場合は， とすればよい．

次モニック 安定多項式 として，次式を定義する．

プラント方程式は，つぎのように書き直すことができる．

さらに， 次モニック安定多項式 を次式のように定義する．ただし， とする．

この を用いると，プラント方程式はつぎのように変形できる．

パラメータ同定の際には，パラメータが未知で，入出力データ は既知信号である．上式の右辺の中括弧のなか

を未知パラメータと既知信号の積の形で表現するのが，線形パラメトリック表現である．つぎのように未知パラメータ

最高次の係数が のとき，モニック多項式という．たとえば， などはモニック多項式であるが，安定ではない．

の根のすべての実部が負であるとき， は安定多項式という．



ベクトル と既知信号 レグレッサという を，つぎのように定義する．

このとき，つぎの線形パラメトリック表現が得られる．

パラメータ推定機構

適応同定問題は，次のように記述される．

パラメータ が未知のとき， から未知パラメータを逐次推定する．パラメータの推定値を とおくと，

ある とある小さな正数 に対して，次式が成り立つように，推定パラメータを決める．

適応同定では，前述のパラメータ調整則を用いるために，つぎのどちらかで，こちらで設計できる安定多項式を選定

する．このとき， は強正実になることは明らかである．

パラメータ推定機構は次式で与える．

このとき，出力の推定誤差 を

とおくと，誤差システムは次式のようになる．

ただし， はパラメータの推定誤差ベクトルで，次式のように定義している．

は強正実であるので，前述のパラメータ調整則を適用できる．



モデル規範型適応制御

理想プラントの仮定

制御対象をプラントとよび，つぎの 系を考える．

ただし， で，係数パラメータ は未知とする．

理想状態プラントとしての仮定は以下のとおりである ．

線形で未知パラメータは一定である．

雑音はプラントに加わらない．

次数 および相対次数 は既知である．

高周波ゲイン の符号は既知である．

逆システムは安定，つまり， は安定多項式である ．

制御入力の大きさに制限はない．

適応制御のためのパラメトリックモデルの導出

プラントの制御を目的としたパラメトリックモデルを導出する ．プラントは前節と同じ次式であるとする．

まず，設計できる 次安定多項式 を次式のように定義する ．

プラント分母多項式 に対して，次式を満足するような多項式 が一意に存在する．

これは，商と余りの関係から，次式が成り立つことによりすぐにわかる．

このようなプラントを最小位相系 という．

根の全てが実部であるように選べばよい．



次式が成り立つ．

さらに，設計できる 次安定多項式 を次式のように定義する．

このとき，次式が得られる．

を 次にした理由は， の相対次数をゼロにするためである．このとき， の相対次数もゼロ以上

になる．ここで，入手可能な信号ベクトル レグレッサ と未知パラメータベクトルをつぎのようにおく．

このとき，つぎの線形パラメトリック表現が得られる．

は安定である以外は，こちらから自由に選べるので，つぎのように分解する．ただし， は になるように

選定するものとする．

ただし， は各々安定であるとする． がプロパで になるようにするためには， の次数は， 次

か でなければならないので，このような の組み合わせは，つぎの 通りしかない．

信号 を



と定義すると，次式が成り立つ．

特に， を特別に選ぶと が簡単なつぎのような形になる．

のとき，

のとき，

の未知パラメータを でくくりだすと，次式のような双線形パラメトリック表現が得られる．

ただし，つぎのようにおいている．

注意 適応制御で入力を求める際に，線形パラメトリック表現では，パラメータの推定値の割り算が発生し，時とし

て，ゼロ割を生じることがあるが，双線形パラメトリック表現では， という形で求めることができる点にメリッ

トがある．

既約分解を用いたパラメトリックモデルの導出

安定有理関数による既約分解表現を用いた適応制御系設計について述べる ．まず，自由パラメータを含んだ形

のプラントの非最小実現を求める．次の プラントを対象とする．

プラントの伝達関数を とし，この既約分解を次式のようにおく．

とする．このとき，よく知られているように次式を満たす が存在する．



また，既約分解の同一次元オブザーバ表現による つの状態空間解は次のようになる ．

ただし， は安定で， とする．信号 を導入すると，

が成立することから，プラントの非最小実現が次式のように与えられる．

ただし， はオブザーバによる出力の推定値を表している．

適応制御系においてはプラントパラメータは未知としているので，入力を決定するためには既約分解した伝達関数を

未知パラメータと既知の伝達関数に分離する必要がある． には未知のパラメータが含まれているが，安定であれ

ば任意でよいので，設計パラメータとして任意に選ぶことが期待される． については，まさにそのとおりである．し

かし，モデルマッチングによる を実現するためには， の固有値はプラントのゼロ点をすべて含む必要があ

る．このとき，次の仮定が必要となる．

仮定）プラントは最小位相系で相対次数は既知．

このとき， はプラントと同じ相対次数をもち，次のように表すことができる．

ただし， は未知パラメータで， は既知で， は安定である．また， はプラントの相対次数である．

は設計されるべき伝達関数で， は設計パラメータである．さらに， の符号は既知とし，ここでは正とする

ここで， は既知としてよいことと

なる が存在することから，次式のような既知の が存在することがわかる．

記号の定義



いま，状態変数フィルタを次のように定義する．

これらをプラントの非最小実現に代入すると，次式のようになる．

ここで， を状態空間表現すると，次式のようになる．

ただし，

とする．また，規範モデルを次式のようにおく．

これは， を用いて書くと，次式のように変形できる．

ただし， は既知の安定プロパーな伝達関数で，

とする．



そこで，プラント出力 とモデル出力 の誤差を

とおくと，つぎの誤差方程式が得られる．

パラメータが既知とした場合のモデル追従の概念と直感的適応制御原理

ここでは， 原理の前提となるモデル追従 の概念について述べる．プラントは次式であるとする．

ただし，つぎの仮定をおく．

は既知

は既知，

は安定多項式

モデル出力を とする． と選ぶと，次式のよ

うな が存在する．

これから，前に述べたように次式が成り立つ．

ここで目標の出力を得るための入力は，上式に出力を から に置換えることにより，モデル追従のための入力が

次式のように求められる．

上式では，モデル出力の微分値が必要になるが，もともと設計される信号なので，その微分値を用いても構わない．こ

の入力をプラント方程式に代入すると，次式のようになる．



ここで，上式右辺の分母分子に があるが，コントローラとプラントの分母分子多項式のキャンセルがあることにな

る．閉ループ系が安定であるためには，このキャンセル項は安定でなければならない．ここではキャンセルせずにその

まま計算してみよう．

ここで，追従誤差 を とすると，次式が成り立つ．

したがって， が安定多項式ならば， も安定多項式なので， となることがわかる．したがっ

て，プラントの分母多項式の安定性が必要になることがわかる．

さらに，パラメータとレグレッサを

とおくと，次式のような双線形パラメトリック表現が得られる．

これは，つぎのように 伝達関数を用いて，書きなおすことができる．

パラメータ は既知で， が未知のとき，例えば とすると，入力はパラメータの推定値で置換えた次式になる．

の場合には，入力は次式のようになり，実現可能である．

さらに， の場合にも，入力は次式のようになり，パラメータの推定値の微分値は適応アルゴリズムで計算可能であ

ることから，実現可能であることがわかる．

しかし， の場合には，微分器が必要になることから，これをコントローラとして使用することはできない．



パラメータが既知とした場合の 方程式に基づく時変コントローラと適応制御への拡張

原理

誤差モデルは 方程式に基づくパラメータ調整則の節で述べたように，次式のように与えられているとする．

ただし， は安定行列， は誤差の状態変数ベクトル， は出力誤差， は未知の定数ベクトル，

は可調整パラメータ， は入手可能な連続信号， は上界と下界が既知な なる未知のス

カラーとする．

パラメータ が入手可能であるとし，つぎのようなパラメータ調整則を考える．

ただし， とする． は未知パラメータを含むので，このパラメータ調整則を実際に用いることはできないこ

とに注意するつぎのようにして誤差モデルの安定性を示すことができる ．

定理 において， に対してつぎの 方程式

を満足する正定値行列 と なる が存在するならば，パラメータ調整則を， と選ぶことにより，

は有界であり，かつ が成り立つ．ただし， とする．

証明 誤差方程式をまとめて書くと，次式のようになる．

リアプノフ関数をつぎのようにおく．

このとき， は次式のようになる．

ここで，任意のゼロでない に対して，不等式

が成り立つ．これを用いると，次式が成立する．



この式を に代入すると次式を得る．

ここで， を代入すると，

これから は有界であり， が言える．さらに， において， は安定行列であり，

であることから， が成り立つ．□

また， に関して 条件 が成り立つ，つまり，すべての単位ベクトル に対して，

が成り立つような正数 が存在する場合には，文献 と同様にして を示すことができる．

これを制御問題に適用には，つぎのようにする．追従誤差 として，誤差方程式を次式のような標準形でかく．

が既知の場合，つぎのように入力をおくのが，モデル追従になる．

これを時変パラメータに変更したものが，次式である．

このとき，閉ループ系は次式のようになる．

このとき，時変パラメータの適応則から が保証されるので， が最小位相系でなくても，安定であれば，

がいえる．

しかし，前にも述べたように，パラメータが未知の場合には は入手不可能であるので，パラメータ調整則

は用いることができない．

理想プラントの適応制御則

微分器を必要としない適応制御則について述べる．ただし，規範モデルはこちらで微分方程式から計算するものであ

るので，その出力の微分は許すものとする．適応制御則には，つぎの つの方式がある．

直接型適応制御則 直接法 コントローラのパラメータを適応則を用いて調整して，誤差方程式の安定性と全信号

の有界性 性 を保証する．

間接型適応制御則 間接法 コントローラはパラメータ既知の制御則から導出し，プラントパラメータを適応則を

用いて同定したパラメータで，コントローラパラメータを入れかえたものを適応コントローラとして，誤差方程式

の安定性と全信号の有界性 性 を保証する．

したがって，間接法によれば，極配置 や 制御 を適応則に拡張できる．

このために，追従誤差モデルとパラメータ同定モデルの つの誤差モデルが必要になる．この方法の難点はパラメータ推

定過程で，ある時刻で，極配置や 制御の前提となる可制御性や可安定が失われる可能性があることである．このよう

なことを回避するために，射影法，パラメータリセット， 法などが提案されている ．



全状態を利用する直接型適応制御系

全状態が入手可能である場合には，強正実性の制約はなくなり，もっとも基本的な直接型適応制御系が構成できる．

プラントは次式の状態方程式であるとする．

ただし， は未知定数行列で， 可制御とする．参照モデルを次式のようにおく．

ただし， は安定， で， は制御目的は，つぎのとおりとする．

閉ループ系の全信号が有界で， となるような入力 を見つけよ．

パラメータ が既知の場合

つぎの制御則を設定する．

このとき，閉ループ系は次式のようになる．

そこで， を

と選定すれば，よいことになる．ただし，このような解が存在するためには，参照モデルを限定しなければならない場

合もあることに注意する．

パラメータ が未知の場合

を満たす が存在すると仮定し，これを推定値で置換えた次式を制御則とする．

であるので，プラント方程式は次式のように書きなおせる．

追従誤差を ，パラメータ推定誤差を とおき， が正則であると仮定し，

とおく．さらに， であるので，誤差方程式は次式のようになる．

誤差方程式の安定解析からパラメータ更新のための適応則を導く．正値関数を次式のようにおく ．

ただし， は次式の 方程式の正定解 である．

正方行列 に対して はトレース と呼ばれ， の対角成分の和を意味する．

は安定であるので，このような正定解が存在することが保証されている．



ただし， とする． を計算すると，つぎのようになる．

トレースに関して，次式が成立する ．

そこで，適応則を次式のようにおく．

このとき， は次式のようになる．

したがって， かつ であるので， となる．

系の直接型モデル規範適応制御

単一入出力 系のモデル規範型適応制御系の簡単な設計法を述べる．

プラントを次式とする．

パラメータ既知の場合のモデル追従コントローラ

制御則を次式のようにおく．

相対次数 次の直接型モデル規範適応制御

正規化アルゴリズムによる直接型適応制御系

パラメータ同定のためのプラントモデルとコントローラ導出のためのプラントモデルを つ用意する方法である．一

応，コントローラの構成が 原理に基づいているので，直接法に位置付けられるが，パラメータ同定モデルを別に持つ

ことから，直接法と間接法の中間に位置すると考えてもよいと思われる．相対次数が 次以上の場合には， 節に述べ

たように，追従誤差方程式の伝達関数が強正実にならないために，そのままでは適応コントローラは構成できなかった．

このため，パラメータ同定モデルとコントローラ設計モデルの両方を用いる方法が提案されたわけである．この方法は，

従来提案されている拡張誤差法 誤差信号を つ定義する方法 と等価であることも示されている ．

コントローラ導出のためのプラントモデル

パラメータ同定のためのプラントモデル

が成り立つ．



このとき，パラメータ同定モデルを次式で定義する．

出力 と出力の推定値 との誤差を出力誤差 として，

パラメータの推定誤差 を

と定義すると，つぎの推定誤差方程式が得られる．

この誤差方程式から 通りの適応パラメータ調整則を求めてみよう．

非正規化適応パラメータ調整則

は であるので，つぎのパラメータ調整則が導出できる．

ただし， とする．これは，誤差信号の正規化を行わない非正規化適応則 と呼

ばれる．

正規化適応パラメータ調整則

正規化推定誤差 を

これは微分方程式で書くと，次式のようになる．

パラメータ調整則は次式のようになる．

定理 パラメータ調整則 は，つぎを保証する．

証明 正値関数 をつぎのようにおく．

は，つぎのようになる．

これより， がいえる．

注意 はパラメータ調整則の際の誤差信号としては実装できないが，収束特性を解析する際に用いられる．実装

できるのは，既知信号から構成される である．



適応コントローラ

前述したように，相対次数が 以上の場合には，パラメータ調整則で用いたプラントモデル をもちいることはでき

ない．そこで， を用いる． を変形して入力を陽な形で取り出すとと，次式のようになる．

この式から，出力が になる入力は，次式を満足するはずである．

これより，パラメータが既知の場合の入力は次式のようになる．

次式のように，上式の未知パラメータ部分を推定値で置き換えたものを適応コントローラとする．

この式を についての式に変形すると，つぎのようになる．

また，出力 は次式のように書ける．

目標値への追従誤差を出力誤差とよび，

とおくと，次式の誤差方程式が得られる．

（付録参照）より，次式が成り立つ．

ただし，つぎのように定義している．

また，次式に注意する．

を変形すると，つぎのようになる．



ここで，正規化推定誤差 は次式のように書き直せる．

したがって，出力誤差は次式のように書ける．

また，次式が成り立つ．

これより， ならば，

ここで， であることから， がいえる．

方程式に基づく適応制御系

ここでは，我々が提案している 方程式に基づく適応制御系に基づく適応制御系設計法 についてま

とめる．既約分解を用いて導出された動的誤差方程式 を与える．パラメータが既知の場合の入力合成則は次式で与

えられる．

ただし

パラメータ未知の場合には，これを次式のように推定値に置き換える．

ただし， は の推定値であり，次式とする．

このとき，出力誤差は次式のようになる．

ただし，

とする．このとき，文献 と同様にして，つぎのような誤差方程式が導かれる．



ただし，

ここで，次式が成立することに注意しよう．



の有界性がいえることから， の有界性が文献 と同様にいえる．

の過渡応答改善

適応制御は 原理に基づいたコントローラであるので，パラメータの推定途中では，過渡応答特性が良くないこと

が多い．このために，従来の制御入力に加えて，補助入力を追加する方法が考えられている．補助入力には，つぎのよ

うなものがある．

プラントと規範モデルの出力誤差を固定補償要素 伝達関数 を介してフィードバックする．

パラメータ推定誤差の際に生ずる同定誤差をフィードバックする ．

ここでは，前者の方法について述べる ．制御入力を 原理に基づくものに補助信号 を加えた次式から合成する．

補助信号 は，つぎのように設定する．

ただし， はプロパ伝達関数で固定補償要素と呼ばれ，過渡応答を改善するように前もって設計される．

誤差方程式は次式のようになる．

ここで， が補助信号を加えないときの出力誤差である． は安定であるように固定補償要素を設計する．パラ

メータ は補助信号の有無に関わらず，同じに設定できる．

そこで，出力誤差 を小さくするように， の周波数成分に対して， が低ゲインになるように を決

定すればよい． を漸近安定であるようにするために，設計要素である安定多項式 に対して，次式が成り立つ

ように を決定する．

このとき， は次式で与えられる．

と の次数を同じ選び，つぎのように選ぶ．

また， を次式のように選ぶ．

後述する の方法がこれに当る．



このとき， は次式のようになる．

このとき，時間に関する多項式である信号 に対して，次式のようなブロッキング特性をもつことに

なる．

ロバスト適応制御理論

理想状態の適応制御では，プラントの構造は既知でパラメータが未知としているが，実際には伝達関数としてモデリ

ングする際に，影響の小さな高周波振動などのダイナミクスを無視していることが多い．また，信号に外乱や雑音が混

入する場合も多い．これを考慮にいれて適応制御するのが，この節でのテーマである．これらを考慮しないばあいには，

適応制御系が不安定にさえなることが ら により指摘された．

有界外乱をもつプラントは次式のように定式化される．

ただし， は入力外乱， を出力外乱という．これらの外乱は有界であるとして，適応制御系設計がなされる．

非モデル化ダイナミクス は，つぎのような 通りで定式化される．

の を加法的非モデル化ダイナミクス ， の を乗法的非モデル化

ダイナミクス という．どちらかで定式化するが，乗法的非モデル化ダイナミクス

が使われることが多い．つぎのような例がある ．

例題 時定数が微小な寄生要素がある場合

ただし， は微小であるとする．

例題 微小なむだ時間がある場合

ただし， は微小なむだ時間である．むだ時間は， 近似で

と近似できるので，プラントは，つぎのように近似される．

例題 微小な高周波ゲインがある場合

ただし， が微小な定数とする．



有界な確定外乱が存在する場合の誤差方程式の導出

外乱が存在する場合のプラントを状態空間表現すると，次式のようになる．

ただし， は有界入力外乱 ， が有界出力外乱 である．ここ

で，レグレッサ と制御入力 を次式のように定義する．

規範モデルを次式とする．

ここで， とする．

状態変数 を

とおくと，つぎの状態方程式が得られる．

誤差を とおくと，つぎの誤差方程式が得られる．

ロバスト適応パラメータ調整則

パラメータ更新則は理想状態のものを修正することにより，つぎのようなものがある．

法 らの方法



法 らの方法らの方法

パラメータの真値がつぎの範囲にあることが既知であるとする．

さらに，この方法を一般化したのが，前述した 法であり，もっとも良く用いられる．

修正法 らの方法らの方法

修正法 らの方法らの方法

安定性および性能解析の新手法

の方法

プラント方程式は次式とする．

ただし， はモデル化されている伝達関数 ノミナルプラント モデル で，厳密にプロパとする．

はモデル化されないダイナミクス で，前者は乗法的非モデル化ダイナミクス

，後者は加法的非モデル化ダイナミクス と呼ばれる．

規範モデルは次式とする．

つぎを仮定する．

の次数 ，あるいは の上限は既知である．

の相対次数は既知で， の相対次数も同じである．

と の零点は複素平面の左半面にある，つまり最小位相系である．

簡単のため， の高周波ゲイン の符号は既知である．

注意 の仮定は アルゴリズムを用いることにより取り外すことができるが，省略する．



標準的は適応制御則は次式である．

ただし， で，レグレッサ は次式とする．

ここで， は 次安定多項式で，次式で与えられるとする．

任意の安定多項式

パラメータ調整則は次式の正規化アルゴリズムとする．

ただし， とし， は正規化信号であり， は非モデル化ダイナミクスや有界外乱がある場合に用いられるロ

バスト性を保証する修正項で， 修正則， 修正則などである． は次式で与えられる．

これらのアルゴリズムは 原理に基づいている． 原理は適応制御系設計手順をつぎの 段階にわ

けて考えることを可能にする．

パラメータが既知としてコントローラを設計する．

未知パラメータを推定値に置きかえる．

原理は単純で直感的であり，理想的な漸近安定性を保証できるが，以下の理由で，満足する過渡特性を保証できな

かった ．



過渡特性を保証するような機構は には存在しない．このため， 原理に代わる補償機構が必要になる．同定誤

差を補償するために，同定機構により与えられるモデルに加えて，モデルの定量的な情報を使う適応制御則を用いる．そ

こで，次式のような適応制御則を与える．

ただし， は 原理によるパラメータ同定誤差を低減する補償器の伝達関数である．これを

と呼ぶ．ここで，この項は理想的な状態では， であるので，影響を与えないことに注意する．

つぎの定理が成り立つ．

定理 が安定ならば，提案したアルゴリズムにより有界な初期条件と有界な入力に対して，全信号は有界になる．

証明 仮定 から，モデルマッチング条件

を満たすような定数パラメータベクトル が存在する．ただし， で次式で与えら

れる．

を用いて書きなおすと，次式のようになる．

であるので，次式が成り立つ．

は安定であるので，両辺を で割ると，次式のようになる．

ここで，

であることから，次式のように書きなおせる．

ただし， とおいている． を用いて，通常のアルゴリズム としたもので 関数

を用いて，以下を証明できるのは，前に述べたとおりである．



のとき，非モデル化ダイナミクスない場合の信号の有界性を調べる．入力を次式のように書き直す．

状態空間表現すると，次式のようになる．

ただし， である．さらに， とし，その内部状態を とすると，つ

ぎの状態空間表現が得られる．

上式の 行列は安定であるので，通常の証明法で信号の有界性が証明できる．また，非モデル化誤差が存在した場合も

面倒な計算はあるが，証明できる．□

さらに非モデル化誤差が存在した場合には，次式の過渡特性評価が可能である．

定理 任意の に対して，追従誤差が，任意の とある定数 に対して，

ただし， は非ゼロ初期条件に起因し，漸近的にゼロになる項である．

証明 であるので，追従誤差はつぎのようになる．

より，次式が成り立つ．

したがって，次式が成り立つ．

ここで，次式が成立することに注意する．

つぎの不等式が成立する．

ここで， を

と選ぶと，任意の に対して，次式が成立するような が存在する 小さく選べばよい ．



これは

より，つぎのようにして導出できる．

高階調整法

ここでは， らの について，資料 をもとに説明する．

つぎの プラントを考える．

ただし， は外乱， が非モデル化ダイナミクス であり， は公称プラント で，次式で

与えられ，パラメータは未知であるとする．

は既約である．

と相対次数 は既知である．

は安定である．

高周波ゲイン とし，符号は既知とする．

規範モデルは次式とする．

は安定である．

は一様有界で区分的に連続である．

相対次数 は を満足する．

制御目的は， をなるべく小さくするような制御入力を適応的に発生することである．

まず，安定モニックな多項式をつぎのように設定する．

このとき，理想プラントの場合と同様に，次式を満足する が一意に存在する．

フィードバック部分で非モデル化ダイナミクスを表したのものである．



これから次式が成り立つ．

外乱と非モデル化ダイナミクスの影響項をまとめて，

とおくと，次式のようになる．

ただし，つぎのようにおいている．

このとき，つぎのような誤差方程式が導出できる．

ただし，

原理によるコントローラは次式になる．

このとき，誤差方程式は次式で与えられる．

拡張誤差を用いる適応制御則

相対次数が 次以上の場合には， は強正実ではないので，強正実化するために拡張誤差信号が導入される．誤差方程

式は次式のように書きなおせる．

未知パラメータを推定値で置換えたものを同定器として，つぎのように定義する．



拡張誤差信号 を追従誤差の同定誤差信号として，次式のように定義する．

このとき，つぎの拡張誤差に関する誤差方程式が成り立つ．

これより，パラメータ調整則は次式で与えられる．

したがって，パラメータ調整則は拡張誤差信号に基づいて調整されるので，直接的に追従誤差から調整されていないの

で，過渡特性が悪くなる可能性がある．

注意 より，次式が成り立つ．

ただし，つぎのようにおいている．

これより，拡張誤差信号はつぎのようにしても得ることができる．

高階調整法

誤差伝達関数を強正実化する手法として， 原理 が考えられている．制

御入力を 原理に基づくものから，次式のように書きかえる．

が定数の場合は， 原理による入力と同じになるが，これを 原理による制御則という．このとき，つぎの誤

差方程式が導出できる．



したがって，誤差関数の伝達関数は定数なので強正実であることから，通常のパラメータ調整則を用いることができる．

制御入力は次式のようになる．

したがって，相対次数 階までの の微分値が必要になる．

例題 のとき， 原理に基づく入力は，次式のようになる．

方程式による適応パラメータ調整則のロバスト性

有界外乱をもつつぎのような誤差システムを考える．

ただし， は次式を満足する有限のパワーをもつ外乱 とする．

このとき，次の定理が成立する ．

定理 誤差システム ， に対してパラメータ調整則 を適用する．また， の周波数帯域が

未満の低周波域にあり， 条件を満足すると仮定する．このとき，次式を満たすような正定行列 と数 およ

び が存在するならば， は有限のパワーをもつ．

また，誤差出力 はつぎの不等式を満たす．

ただし， とする．

証明 定理 と同じ 関数を用いると，次式が成立する．



ただし， とする． を と選ぶと， が成立する． は有限のパ

ワーをもつことから， も有限のパワーをもつ． の両辺に をかけ， とすることにより， および は有

限のパワーをもつことがわかる．さらに， が 条件を満たすことから， も有限のパワーをもつことがわかる．さら

に，出力誤差性能を示す式は， 式より容易に導出できる．

我々は，文献 において，つぎの 方程式を導入した．

十分小さな に対して，上式を満足するような正定行列 が存在する．なぜならば，行列 は安定であり， 式

は，つぎのように書き直せるからである．

式はセクター条件に関係している．文献 より， 式が のときに成立するならば，

なる に対して，

がシステム

におけるロバスト性セクタ をもつロバスト制御則になることを意味している．

適応極配置法

モデル規範型適応制御は，プラントの閉ループ伝達関数を規範モデルの伝達関数に一致させることを目的としている

ために，プラントは最小位相系でなければならない．なぜならば，プラントの極はもちろん，零点も規範モデルに一致

させるためには，プラント零点を消去して規範モデル零点に変えてやる必要がある．このために，コントローラの極で

プラント零点を消去しなければならないからである ．これに対して，プラントの極だけを配置して安定化を行うこと

を極配置法 という．この場合には，極零相殺は不要であるので，非最小位相系にも適用可能で

ある．プラントが未知パラメータを含む場合の極配置法を取り扱うのが適応極配置である．ここでは，文献 をもとに，

適応極配置法についてまとめ，我々の方法と比較する．

簡単な適応極配置法 スカラプラントの適応レギュレーション

つぎの 次スカラプラントを対象とする．

ただし， は未知で， の符号は既知とする．

制御目的は以下のとおりである．これを適応レギュレーション という．

閉ループ極を， に配置し， は有界となり， となるような入力 を求めよ．

極零相殺 という．



が既知の場合

のとき，制御則は次式のようになる．

ただし， は参照入力である．

閉ループ系は次式のようになる．

適応レギュレーションでは， で達成される．

が未知の場合

の原理から，適応極配置制御においては，未知パラメータ をオンライン同定で推定した で制御

則 を用いる． の求め方には，つぎのような直接法と間接法がある．

直接法直接コントローラパラメータを適応則から生成する．

間接法プラントパラメータを推定することにより，次式のように，間接的にコントローラパラメータを生成する．

ここで，パラメータの推定値 はゼロにならないよう制限する必要がある．

直接適応レギュレータ

次式のように時変ゲインをもつ次式のコントローラで，時変ゲインを適応則により更新する．

理想の制御則を次式で定義する．

プラント方程式を書きなおすと，次式のようになる．

による閉ループ系は次式のようになる．

ただし， とする．目標値はゼロであるので，上式がそのまま誤差方程式になる．これを微分作用素表現すると

次式のようになる．

は であるので，つぎのような適応則により，適応トラッキングが達成される．

これは，つぎのようにして証明することができる．正値関数を

と定義し，その時間微分値 を計算すると，次式のようになる．

これより， ，かつ であることがわかる．さらに， より， がわかり， よ

り， がいえる．□



注意 この方法により，信号の有界性と適応レギュレーションが達成されることがわかるが，漸近的に閉ループ極が

に収束することは保証されない．パラメータが収束するためには， 条件が必要になる．

間接適応レギュレータ

制御則を次式で定義する．

ただし， とし， をプラントパラメータの推定値として，適応則により推定する．このために，つぎの同定モデ

ルを用意する．

出力誤差 とおくと，つぎに誤差方程式が得られる．

適応則を次式のように設定する．

ただし， とする．ある正数 に対して，正値関数を

とおくと，その時間微分値は次式のようになる．

したがって， であることがわかる．しかし， は保証されないので，入力を有界にする

ためには，このことを保証する必要がある． の存在範囲に対して，

なる不等式が成立し， は既知であると仮定する．そこで，射影法を用いて適応則を変更する．

ただし，初期推定値は は を満足させるように選ぶ．このとき， の時間微分は次式のようになる．

ここで， のとき， であるので，次式が成り立つ．



したがって，次式が成り立つ．

したがって， および がいえることから， となる．同定モデルに制御則を代

入すると，次式のようになる．

これより， となり，結局， がいえる．誤差方程式から となり， で

あることから， ，つまり， がいえる．

修正間接適応レギュレータ

直接法でのマッチング条件は，

であるので， の推定値から次式を満足するように を計算することにより，修正された間接適応レギュレータが構成

できる．

そこで，次式の誤差方程式により の適応則を求める．

このようにすると， の下限を既知としなくてもよい．ただし， とする．

評価関数 を

として， 法を用いると， の更新式は次式のようになる．

は未知であるが，スカラーであり， は任意にとれることと とかけることから， が既知であれ

ば， を取りなおすことによって，適応則は以下のように書きなおせる．

全体の安定性を保証するために，プラントパラメータ推定のための適応則を，前述した間接法の適応則から次式のよう

に修正する．

適応レギュレータの全体の構成は次式のようになる．



安定性はつぎのようにして証明できる．正値関数を次式のようにおく．

の時間微分は次式のようになる．

これより， および がいえる． の有界性の証明はつぎのようになる． の微分方程式は，

を用いて，つぎのように書きなおせる．

であることから， がいえる，したがって， もいえる． かつ であるの

で， がいえ，これは， を意味する．

簡単な適応極配置法 スカラプラントの適応トラッキング

つぎの 次スカラプラントを対象とする．

ただし， は未知で， の符号は既知とする．

適応トラッキング 問題はつぎのようになる．

閉ループ極が で， ，かつ が参照信号 に追従するような， を見つける．た

だし， は有限な定数とする．

が既知の場合

トラッキング誤差 の誤差方程式は次式のようになる．

そこで，入力をつぎのように選ぶ．

閉ループ系の誤差方程式はつぎのようになる．

が未知の場合

直接法と間接法にわけて述べる．

直接適応レギュレータ

原理から，パラメータが未知の場合の入力を次式で与える．

望まれる入力を とおき，誤差方程式を書きなおすと，次式のようになる．



ただし， とする．

安定性はつぎのようにして証明することができる．正値関数 をつぎのようにおく．

適応則を

と選ぶと， の時間微分はつぎのようになる．

これより適応レギュレーションと同様に証明できる．

注意 適応トラッキングの入力を書きなおすと，次式のようになる．

これは コントローラの適応版となっており，これを という．

注意 この方法は， が既知で有界な をもつ既知有界信号 に対しても適用することができ，入力は次式

のようになる．

ただし， としている．

間接適応レギュレータ

ただし， でなければならない．

同定モデルを次式のように設定する．

ただし， である． とおくと，同定誤差方程式は次式のようになる．



適応則をつぎのようにおく．

ただし， は を満たすように選ぶ．安定性の証明にために，正値関数 をつぎのように選ぶ．

とおくと，その時間微分値は次式のようになる．

これから， がわかる．さらに，同定誤差方程式は

となり， かつ がわかり， となる．したがって， であるので，

より， となり，同時に， もいえる．

適応極配置の一般論

つぎのようなプラントを考える．

さらに，参照信号 は次式を満足するとする．

ただし， は の内部モデルであり， 次の既知多項式で，虚軸上に重複根をもたないとする．たとえば，参照信

号を の場合には， を ととればよい．

ここで，つぎを仮定する．

の次数 のモニック多項式である．

は既約であり， の次数は 次未満である．

は既約である．

既知プラントの場合

プラントパラメータは全て既知として，極配置を多項式手法と状態空間手法で考える．

多項式手法

つぎの制御則を考える．

ただし， は各々， 次の多項式で， はモニックとする．このとき，閉ルー

プ系の伝達関数は次式のように求められる．



特性方程式は次式のように 次になる．

極配置問題は，つぎのようになる．

極配置問題 与えられた 次のモニックな安定多項式 に対して，

となるような を見つけよ．

は既約の時には， の結果 付録参照 からこのような が一意に存在するこ

とが保証されている．多項式をつぎのようにおく．

このとき， の係数を比較すると，次式のようになる．

ただし， はの の 次 行列であり，ベクトルはつぎのように定義されている．

行列 は正則であるので， の係数は次式により計算できる．

このとき，閉ループ系は次式のように書ける．

さらに，閉ループ系の入力は次式のように書ける．



したがって， かつ は安定プロパ伝達関数であるので， 次の任意の多項式 に対して，

になることがわかる．したがって， により極配置が達成される． の場合には， は時間とと

もに指数関数的にゼロに収束する． の場合には，追従誤差 は，次式を満足する．

であるので，追従誤差をゼロにするためには， とするのが妥当である．このとき，追従誤

差は，

となり，ゼロに収束することがわかる．このときの制御則は，次式のように書ける．

ここで， がコントローラの伝達関数になる．これを図に書くと，つぎのようになる．閉ループ伝達関数は次式のよ

図 極配置制御のブロック線図

うになる．

さらに，コントローラは次式のようにも書きなおせる．

ただし， は， 次の任意のモニック安定多項式である．これを図に書くと，つぎのようになる．

恒等式を用いて一般化してみよう．誤差方程式は次式のようになる．

上式の両辺にフィルタ をかけると， であることから，次式のようになる．



図 極配置制御のブロック線図

ここで，伝達関数 が既約のとき，安定多項式 に対して，次式の 恒等式を満足する多項式

が存在する．

ここで，上式の両辺に右から を印加し，

に注意すると，次式が得られる．

これより，もし であるならば， は安定であるので， であることになる．

例題 つぎのプラントを考える．

ただし， は既知として，閉ループ系の特性多項式を にし， が に追従するような を構成

する． の内部モデルは になる．このとき， となり，各多項式を次式のようにおく．



はつぎの恒等式

の解として，つぎのように得られる．

コントローラは次式のようになる．

ただし， である．コントローラを状態空間表現すると，次式のようになる．

状態空間手法

誤差方程式は次式のようになる．

上式の両辺にフィルタ をかけると， であることから，次式のようになる．

誤差方程式の状態空間表現は次式のようになる．

制御則は次式のようになる．

間接法による適応極配置

パラメトリックモデル



プラントは次式である．前述の仮定 は，そのまま成り立っているとする．

未知パラメータをベクトルの形で取り出すと，次式のようになる．

両辺にフィルタ を作用させると，次式のようになる．

ただし，つぎのようにおいている．

また，別のパラメトリックモデルの求め方には，つぎのようなものがある．プラント方程式を次式のように書きなおす．

これから，つぎのようなパラメトリックモデルが導出できる．

ただし，つぎのようにおいている．

は の係数ベクトルである．

多項式手法による適応則

既約分解による適応極配置

我々の結果 を拡張して，非最小位相系に対する適応レギュレータを設計する．



法による適応制御理論

単純適応制御

適応 制御
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付録
付録では，近似線形化システムの安定性理論と非線形システムの安定性理論の代表的なものをまとめることにする．

実ベクトル空間

ベクトル空間の一般論

ベクトル全体のなす空間の一般的な議論を展開しておく． を実数全体の集合， を複素数全体の集合とする．

定義 集合 が， 上のベクトル空間 線形空間 であるとは，集合の要素 に対して，和と呼ばれる演算が

の要素として定義され，つまり， であり，実数 と に対して，スカラー倍と呼ばれる演算が の要

素として定義され，つまり， であり，これらが次の演算則をみたすとき， を実ベクトル空間という．また，

の要素を実ベクトルという．また， を に換えたものが複素ベクトル空間である．

すべての に対して， を成り立たせるようなベクトル がただ一つ存在する．この を零ベクトルという．

すべての に対して， を成り立たせるようなベクトル がただ一つ存在する．このような を と書く．

に対して，

ここで，ベクトル空間は必ず，原点 を含むことに注意する．



例題 次元空間のベクトルの全体の集合

すべての

はベクトル空間となる．これは要素が つあり， 次元実ベクトル空間と呼ばれ， とかく．

定義 実数 複素数 と実ベクトル 複素ベクトル に対して， を の

線形結合といい， と書く．

例題 つぎのような例がある．

はベクトル を通る直線上にある原点を始点とするベクトルのすべてを表す．

はベクトル を通る 本直線をとおる 次元平面内の原点を始点とするベクトルのすべてを表す．

はベクトル を通る空間内の原点を始点とするベクトルのすべてを表す．

このような例から，例えば， をベクトル で張られる空間という．

定義 ベクトル が 次独立であるとは，そのベクトルの線形結合がゼロとなる，つまり，

となるのは，すべてのスカラー係数がゼロ，つまり， のときに限る場合をいう． 次独立でない場合

を， 次従属という．

例題 つぎのような例がある．

つのベクトルベクトル は 次独立である．

つのベクトルベクトル は 次従属である．

つのベクトル は 次従属である．

実ベクトル空間

すべての

では， 次独立なベクトルは つしか存在しない つのベクトルの組は必ず 次従属になる ．この 次独立なベクトルの

本数をベクトル空間の次元という．

ベクトルの時間に関する微積分

ベクトル が時間 で変化するとき， とかく． の微分は，各成分の微分により定義する．同様に積分も各成分

の積分として定義する．つまり， のとき，つぎのようになる．



また，ベクトルが別のベクトルの関数である場合に，このベクトルによる微分も定義できるが，詳細は省略する．さら

に，ベクトルのある方向に関する積分である線積分なども定義できるが詳細は省略する．

ノルムと 空間

ベクトル のノルム はつぎの性質をもつ実数値関数である．

ノルムはベクトルの長さの尺度である， はベクトル と との距離を表す．

実行列 は，ベクトル からベクトル への線形写像，つまり次式が成立する．

行列 のベクトルノルムから誘導されるノルム は次式で定義される．

誘導ノルムは行列の定義域のベクトルから値域のベクトルへの増幅率を表しており，次式の性質をもつ．

ベクトルノルムとそれに対する誘導ノルムにはつぎのようなものがある．

例題 のとき，ベクトルノルムはつぎのようになる．

例題 行列 のとき，各誘導ノルムはつぎのようになる．



時間関数の大きさや関数同士の近さを測るためのノルムを定義するのが， ノルムである． に対して，ベ

クトル値時間関数 の ノルムは次式で定義される．

ノルムが有限値をとる時間関数の集合はベクトル空間をつくるが，この空間を 空間という．特に， 空間は良く使

われ， 乗可積分空間という．また， 空間は次式の ノルムが有限となる時間関数の集合である．

これらのノルムの定義の中で，ベクトルのノルム については，適宜，ノルムを選択すればよい． のとき，時間

関数 は全時間領域において有限値になり，このようなとき，時間関数 は一様有界である という．

時間関数 が の属さないときでも，時間区間を有限の範囲で考えると， ノルムが有限になる場合がある．そこ

で，次式のような，有限時間区間で打ちきった関数 を定義する．時間関数 の

は次式で定義される．

の ノルムを次式で定義する．

任意の有限な に対して， ノルムが有限となるとき，時間関数は 空間に属するという．たとえば，

は， には属さないが， には属する．とくに， の ノルムは次式のようになる．

つぎの補題が成り立つ．

補題

補題

上の つの補題は， に対しても成立する．

時間関数の性質

注意 だからといって， が で極限をもつとは限らない．



反例 では，次式のようになる．

また， のとき，次式のようになる．

注意 ある定数 に対して， だからといって， とは限らない．

反例 任意の有限な整数に対して， であるが，

は に対して極限をもたず，さらに， に対して で発散する．

つぎの補題が成り立つ ．

補題 スカラー値関数に対して，つぎが成り立つ．

関数 が下に有界で非増加のとき， で極限をもつ．

で定義される非負スカラー関数 を考える．もし かつ であるならば，

が，すべての に対して成り立つ．

さらに，つぎの補題も成立する ．

補題 をスカラー値時間関数，つまり， とする．もし

であるならば，任意の有限な定数 に対して，次式が成り立つ．

補題

補題

注意 つぎのような場合が適応制御の場合に登場することがある．リアプノフ関数の候補 で，次式が成り立つ

とする．

このとき， は下に有界な非増加関数であるので， が存在する．しかしながら，次式は保証され

ない．

たとえば，つぎのような を考える．



ただし， を次図のような，各 を中心にした長さが で高さが の三角パルス列であるとする． の積

分は単調増加で，次式が成り立つ．

このような では，明かに次式が成り立つ．

しかしながら， は存在しない． より， である十分条件

は， が一様連続であることである．

図 三角パルス列

近似線形化システムの安定性理論

近似線形システムは，通常の線形状態方程式で記述されるので これについての安定性を議論すればよい．つぎのよ

うな状態方程式の安定性を調べることにする．

ただし， で， は， 次実定数行列， は， 次実定数行列とする．

自由系



の安定性は，つぎのようにして判定される．自由系の解は次式で表される．

ここで， は指数行列関数である．上式のラプラス変換表現はつぎのようになる．

ここで， は各要素が に関する有理関数である 行列であり，各要素の分母多項式は である．

いま，この分母多項式がつぎのようになったと仮定する．

ここで， は多項式の因子の重複度を表しており， となる．これを用いて， を部分分

数展開して，逆ラプラス変換して解を求めると，つぎのようになる．

したがって，解が漸近安定，つまり， であるための必要十分条件は，つぎのようになる．

は行列 の固有値であるので，結局，次が成り立つ．

定理 が漸近安定であるための必要十分条件は，行列 の固有値のすべての実数部が負であることである．

つぎに，自由系が安定でないときに，状態フィードバック

を施して，閉ループ系を安定にできる場合があることをつぎに述べる． は状態フィードバックゲインとよばれ，

実定数行列である． を に代入することにより，閉ループ系はつぎのような自由系で表される．

したがって， の固有値の実数部をすべて負にするような が見つかれば，閉ループ系は漸近安定になる．では，

どのような場合に可能かというと，これは，もとのシステム行列 で決まり，システムが可制御のときには，

の固有値を自由に決められるような が存在することが証明されている．このことをまとめると，つぎのようになる．

可制御性は入力を使って，状態を任意に動かせることを言っている．つぎがその定義である．

定義 初期状態 を，ある有限時間 の間に，原点 に移すような入力 が存在す

るとき， は可制御という．すべての で可制御のとき，完全可制御という．

これは非線形系も含む正式な定義であるが， のような線形状態方程式の場合には，つぎのことも成り立つ．

ひとつの初期条件 で可制御ならば，すべての初期条件で可制御，つまり完全可制御である．それで，線形系の場

合は，完全可制御といわずに簡単に可制御という．

ひとつの時刻 で可制御ならば，任意の に対して可制御になる．

可制御であるならば，状態 を任意の有限時間に任意の値へ到達させることができる．



次の事実が知られている．

定理 が可制御であることと以下のそれぞれは等価である．

適当に選んだ に対して，次の可制御性グラミアン が正則である 逆行列をもつ ．

ひとつの に対して正則であれば，他の任意の時間区間に対しても正則になる．

つぎの可制御性行列とよばれる行列の階数が である．

の固有値を任意の値にするような行列 が存在する．つまり，特性方程式 の根は

を適当に選定することにより，任意の値に選ぶことができる．

つぎのような問題を極配置問題という．極配置問題を解くことにより，状態フィードバックコントローラを設計で

きる．

問題 任意の安定多項式 に対して，次式が成立するような，行列 を求めよ．

具体的には，実数部が負であるような閉ループ系の極を 個， を指定して 複素数の場合，かならず 共

役複素数対の形でいれる．そうしないと， の係数 が実数にならなくなる． つぎに，

の 内の を呼び出して， を求める．

非線形系の安定性の定義

文献 に基づいて，いろいろな安定性の定義を与える．つぎのような非線形微分方程式の初期値問題を考える．

ただし， とし，上式は，ある領域の初期値 に対して，一意解をもつと仮定する．たとえば， が区分的に

微分可能な関数であるとき，上式は一意解 をもつことがいえる．とくに，初期時刻と初期値を特定するために，解

を とかくことがある．

初期時刻集合を表すために，つぎの集合を定義する．

また，状態 の含まれる領域を表すために，ベクトルの大きさ ノルム をつぎのように定義する．

定義 のとき， のノルム として，つぎのユークリッドノルムをとる．



このとき，領域

は，中心 ，半径 の球形領域を表している．

平衡点 不動点 を定義する．

定義 状態 が次式を満足するとき， の平衡状態 という．

平衡状態に解があるとき， となることから，解が平衡状態に入ると，時間的な動きをやめてしまう．特に，平衡状

態が孤立点 複数あってもよいが，単なる点であること であるとき，平衡点という．

つぎに，平衡点の安定性を何種類か提案する．

定義 任意の と に対して， であるような初期値 で，

となるような が存在するとき，平衡点 は安定 という． は と に依存する場合も含んでおり，とくに，

とかく．

定義 安定でかつ が に依存しないとき，平衡点 は一様安定 という．

定義 安定でかつ， であるような初期値 で，

となるような が存在するとき，平衡点 は漸近安定 という．

定義 つぎの条件が成り立つとき，平衡点 は一様漸近安定 であるという．

一様安定である．

定義 任意の とある での なる初期値 に対して，

が成り立つような が存在するとき，指数安定 という．

解の安定性というのは，初期値に対する連続性であるといえる．つまり，初期値が近ければ近いほど，将来の解も近

いというが安定性の意味である．

つぎに，解が無限に大きくならないということはどういうことであるかを有界性を使って定義する．

定義 次式が成り立つような が存在するとき， の解 は有界 という．

ただし， はおのおのの解に依存してよい．



定義 任意の と に対して，つぎのような が に独立に存在するとき， の解

は一様有界 という．

定義 任意の と に対して，つぎのような と に無関係な が存在するとき，

の解 は終局的一様有界 という．

定義 のすべての解が のとき，平衡点 に収束するとき，平衡点 は大域的漸近安定という．

定義 ある と任意の に対して， のときは常に，

となるような が存在するとき，平衡点 は大域的指数安定という．

の安定性理論

文献 に基づいて，リアプノフの安定性理論について説明する．リアプノフの安定論の基本的考え方を説明するた

めにつぎのようなバネ質点系の 次の非線形微分方程式を考える．

ここで， は質点の質量， は粘性摩擦係数， はバネの復元力 上式で を右辺に移行した が

質点に働く力になる であり，粘性摩擦係数が非線形になっている例である．バネの力と位置エネルギーの関係を求めて

みよう．フックの法則が成り立つとすると，バネの復元力は

である．ただし， はバネ定数である．バネの位置エネルギー は次式で与えられる．

位置エネルギーは別名ポテンシャルエネルギーとよばれる． と の関係は次のように与えられる．

上式で，一般にポテンシャルエネルギーは，正値である位置の関数として与えられるものである．位置変数が複数個あ

る場合の一般的なポテンシャルエネルギーは次のように表される．

このポテンシャルエネルギーにより発生する力（保存力と言う） は，各位置座標方向に存在し，つぎのように表される．

上の例題の場合，たまたま位置変数が つであったので，偏微分が常微分となり， となったわけである．

状態変数を



とおくと，つぎのような非線形状態方程式が得られる．

であるので，この系は平衡点 をもつ．平衡点の安定性をリアプノフ関数を使って調べる．リアプノ

フ関数はエネルギーを一般化した正の値を持つ状態変数に関する関数である．ここでは，つぎようなものを考える．

上式の第 式右辺の第 項は質点の運動エネルギー，第 項はバネの位置エネルギーを意味している．この は状態の関

数で正の値をもつ．この の時間微分が負のとき， は単調減少することから，平衡点の漸近安定性がいえる．

実際に の時間微分を求めるとつぎのようになる．

任意の に対して， が成立するとき， である限り，

となり， は時間と共に減少を続けることから， がいえる．これは，速度が時間と共にゼロになること

を意味している．しかし， は保証されないことに注意しよう．なぜなら， であっても， と

なれば， は減少しないからである．しかし，ここでよく考えてみると， は 変数の 次関数で，外形は丸底のコッ

プのような形をしていることがわかる． は が減るように に収束し， は極値に達するが，この極値は

のとき以外に存在しない．したがって，この系の場合には，漸近安定性は保証されることがわかる．この をリアプノ

フ関数と言う．

とくに，バネの復元力も粘性摩擦も共に線形，つまり，

の場合には，つぎのような線形状態方程式になる．

つぎの結果が知られている．

定理 安定な の固有値のすべての実数部が負であることを意味する と任意の正定対称行列 に対して，次式

が成り立つような正定対称行列 が存在する．



ここで，正定対称行列 とは，任意のゼロでないベクトル に対する 次形式 が常に正となるような行列のことで

ある．たとえば，例としては，つぎのようなものがある．

をリアプノフ方程式という．また，解 は次で与えられる．

これはつぎのようにして確かめることができる． であることから次式が成り立つ．

上式の両辺を で積分すると， がリアプノフ方程式 を満足することが確認できる．

そこで，リアプノフ関数をつぎのようにとることができる．

を計算するとつぎのようになる．

したがって， である限り， が減少しつづけ，結局，

が保証される．

また， をもうすこし一般の関数としてみよう．次の条件を満たすような奇関数として漸近安定性を示そう．

ポテンシャル関数を を用いて書くと，つぎのようになる．

より，ポテンシャル関数は奇関数の積分となり，つねに正の値を持ち，かつ， のときに，最小値ゼロになる．

そこで，リアプノフ関数をつぎのようにおく．

は において，最小値ゼロをもつ．リアプノフ関数の微分値を求めるとつぎのようになる．



となる．これから， がわかる．さらに， 上で， は次式のようになる．

これより， である限り， が から遠ざかることから， でなけらばならないことがわかる．

以上のことから，正値関数 の時間微分から平衡点の安定性を精密に議論できることがわかる．つぎに， に対

するリアプノフの安定性理論の一般論について説明する．

まず，リアプノフ関数の大きさを見積もるための関数集合 リアプノフ関数をこの関数との不等号で大きさを見積も

るため を つ定義する．

定義 連続関数 あるいは， が，つぎの 条件を満足するとき，クラス に属する

と言う．

は あるいは に関して単調増加

定義 連続関数 が，つぎの 条件を満足するとき，クラス に属する と言う．

は に関して単調増加

値域が であることから，このクラスの関数のとる値は正の値となる．たとえば， はクラス に属する

が，クラス には属さない． は両方のクラスに属する．

関数の等価性に関する定義をあげる．

定義 あるいは 上で定義される関数 に対して，つぎの条件を満足するような正数 が存

在するとき，関数 と は であるという．

たとえば， と は である．

リアプノフ関数の性質に関する定義を つあげる．

定義 関数 ただし，すべての に対して ，はつぎの条件が成り立つと

き，正値 であるという．

ある とすべての と に対して， が成立するような連続関数 が存在

する．

が正値のとき， は負値 であるという．

定義 関数 ただし，すべての に対して ，はつぎの条件が成り立つと

き，準正値 であるという．

ある とすべての と に対して， が成立するような連続関数 が存在する．

定義 関数 ただし，すべての に対して ，はつぎの条件が成り立つと

き，無限小上界 をもつ，あるいは， であるという．



ある とすべての と に対して， が成立するような が存在する．

たとえば， は であるが， はそうではない．

定義 関数 ただし，すべての に対して ，はつぎの条件が成り立つとき，

であるという．

すべての と に対して， が成立するような が存在する．

つぎに，リアプノフ関数と安定性の関する定理をいくつかあげる．

定理 について連続 回偏微分可能で， で，ある に対して正値関数

が存在すると仮定する．このとき，次のことが成立する．

ならば， は安定である．

が で ならば， は一様安定である．

が で ならば， は一様漸近安定である．

が で次式を満たす の関数 が存在するならば， は指数安

定である．

定理 は任意の に対して唯一解をもつと仮定する． について連続 回偏微分可能で， と

上で定義された正値関数 に対して，次式が成り立つような が存在すると仮定する．

すべての と に対して，

このとき， の解は一様有界である．さらに加えて，つぎのような 上で定義される が存在するとき，

の解は一様終局的有界である．

すべての と に対して，

漸近安定性に関するつぎの定理はよく用いられる．

定理 が平衡点で は局所的に 条件 後述 を満たすとする． は連続微分可能で，正値，か

つ 関数で，次式を満足するとする．

ただし， は連続関数とする．このとき， の解は大域的一様有界で，つぎを満足する．

さらに， が正値 に対して， であるならば，平衡点 は大域的一様漸近安定である．



さらに，微分方程式が である場合 が時間の陽な関数でない場合

についての漸近安定性についての結果を述べる．

定義 ある時刻 において集合 に属するいかなる解 も過去から将来に渡って に属するとき， を不変集合

と言う．また，過去は含まず将来にわたって に属するとき， を正の不変集合と言う．

つぎの つの定理はよく用いられる．

定理 を の正の不変集合とする． を

なる連続微分可能な正値関数 とする． とし， は に含まれる最大不変集合とする．

このとき， から出発するすべての解 は， で に収束する．

定理 を の唯一つの平衡点とする． を

なる連続微分可能な正値で 関数 とする． とし， 以外

に に留まりつづける解はないとする．このとき， は大域的漸近安定である．

例題 つぎの適応制御系の簡単なものの安定をを 関数を用いて証明する．

平衡状態は であり， は任意であるので，平衡状態は孤立点ではない．さらに，新変数 を次

式のように定義する．

微分方程式は次式のように書きなおせる．

上式において，平衡点 の安定性を考える．つぎの

を定義する．

次式が成り立つ．

もし， であるならば， であることから， は不安定である．しかし， であるなら

ば， は一様安定である．また， のとき，次式が成り立つ．



これより，， は一様有界，つまり， である． の安定定理からは，ここまでしか言えな

い．しかし， は下に有界で，非増加であることから，極限 をもつ．さらに，

が成り立つことから， であることがわかる．また， であることから， となる．

から， であることがわかる．

例題 つぎの微分方程式を考える．

平衡点は， である． 関数を

とおくと，その微分値はつぎのようになる．

これより，平衡点 は一様安定であり， がわかる．このとき， なる不変

集合は，次式のようになる．

不変集合 上での上述の微分方程式は次式のようになる．

の場合は， は大きくなり， から離れていくことになる．したがって， が の唯一の不変集合で

ある．よって，平衡点 は漸近安定になることがわかる．

適応制御の安定性を証明する際には，前述の 関数の一部の条件しか満足されない正値関数が登場すること

がある．そのために，前述の定理を直接適用することができないが，その正値関数の性質を用いて，安定性や有界性を

証明できる場合がある．このような正値関数を とよぶことにする ．

例題 つぎのシステムを考える．

これは，つぎのような平衡点集合を持っている．



つぎの正値関数を考える．

これは， 関数としての条件をすべて満たすわけではない．時間微分は次式のようになる．

は非増加関数であることから， であることがわかり，さらに次式が成り立つ．

さらに， は極限をもつことから，次式のように定義する．

を積分すると次式が成り立つ．

したがって，次式が成り立つ．

このことから， であることがわかる．また， であることから，

となり， であることがわかる． であることと，微分方程式から， であることがわかる．

よって， かつ であり， より， であることがいえる．

正実な伝達関数および強正実な伝達関数と

スカラー伝達関数 に対する正実性 ，強正実性 について

述べる ．

定義

補題

定義



定理

系

伝達関数の状態方程式表現と正実性の関係を，つぎに述べる．

補題

補題

さらに，可制御性条件を緩和したつぎの補題が成り立つ．

定理

相対次数 分母多項式の次数 分子多項式の次数

可制御

対称正定値行列



は時間関数の積の微分演算則である ．

定理 ベクトル と の内積 に なる演算を施した場合には，次式が成り立つ．

証明 数学的帰納法で証明する． のとき，

が成り立つことは容易にわかる． において成立すると仮定し， で成立することを示す．

消散性，受動性，正実性の関係

一般のシステム 非線形システムを含む をつぎのように作用素で定義する．

入力空間 次元 空間

出力空間 次元 空間

システム

入力 ，出力 に対して， を次式で定義する．

ただし， は定数行列， は対称行列とする．

定義 システム は に関して， 消散的 であるための必要十分条件は次式が内部状態

の初期条件がゼロである限り，次式が成り立つことである．

注意 受動性 は において， ただし， は単位行列，とした

消散性 に一致する．

の一般化したもの．



注意 線形で時不変である次式のシステムの受動性は強正実性に一致する．

上式の線形システムの入出力において，入力と出力の次元は同じとし， から次式の評価関数 を考える

ことができる．

ただし， は， とし，次式で与えられているとする．

を初期条件 を指定したときに， における評価関数 を最小化する入力とする．

が下に有界であるための必要十分条件は， が非負定 正定 であることである．さらに，

が可制御，可観測のとき，， が非負定 正定 であるための必要十分条件は，次式が成り立つような

が存在することである．

ただし， は行列演算の可能な適切な次元の行列とする．

上式で， とおくと，つぎの が得られる．

定理

消散性に基づく非線形系のロバスト制御

文献 に基づいて，消散性に基づくロバスト制御について説明する．つぎに記述される単一入出力非線形系を考

える．

ただし， とする．

この系の消散性 はつぎのように定義される．

定義 与えられた関数 に対して， が消散的であるとは，任意の入力 に対して，すべての

について次式が成り立つような非負のスカラー関数 が存在することである．

このとき， をエネルギー蓄積関数 ， を供給率 といい，上の不等式を消散

不等式という．

以下続く



既約分解


