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講義題目：位置決め制御

―シーケンスおよびフィードバックからなるハイブリッド制御―

概要：���を用いるとシーケンス制御とフィードバック制御の両方を行うことが可能であ

る．シーケンス制御とフィードバック制御のそれぞれの特徴ならびに基本的なアプローチ

について講義する．
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●位置決め制御
� 位置決め制御とは

精密機械関連で扱う位置決めとは，工作機械のテーブルや刃物台の位置決め，半導体製造

装置のステージの位置決め，磁気ディスクヘッドの回転式ポジショナーの位置決め，��の

レンズの焦点合わせ（フォーカスサーボ），レンズの溝合わせ（トラッキングサーボ）など

であり，これらはすべて精密・超精密位置決めである．ここで，精密位置決めの精度は，

���μ� 以下，超精密位置決めの精度は �
�μ� 以下をいう．ナノテクノロジーというと，

�����以下をいう．

� 位置決め運動の種類：直線運動と回転運動

・ 直線運動の機構例：シリンダ直結機構，差動ラックピニオン機構，送りねじ機構，

チェーン（またはベルト）送り機構，カム機構，クランク機構，イコーライズト

ラックピニオン機構，リンク機構，トグル機構など

・ 回転運動の機構例：ラチェット機構，ゼネバ機構，ローラギアカム機構，バレル

カム機構，１回転クラッチ機構，１回転停止カム機構，揺動アクチュエータ直結

機構，モータ減速機構，ラックピニオン機構，クランク機構，カム機構など

� �次元空間内での運動の自由度：�自由度

・ 位置：x軸,y 軸，z 軸座標での位置 

・ 姿勢：x軸,y 軸，z 軸座標まわりの回転 

x 軸方向の直線運動する物体の位置決めの場合には，進行方向を除く 5自由度を拘束す

る必要がある．5自由度を拘束するための指標になる各々の誤差はつぎのようになる． 

・ y 軸方向の位置誤差：水平方向の真直度 

・ z 軸方向の位置誤差：水平方向の真直度 

・ x 軸まわりの姿勢誤差：ロール(roll)，ローリング 

・ y 軸まわりの姿勢誤差：ピッチ(pitch)，ピッチング 

・ z 軸まわりの姿勢誤差：ヨー(yaw)，ヨーイング 
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� 位置決めのための制御方式

 !ステージ（�次元位置決め）

・ アクチュエータ：動力を与える装置

・ 送り要素：ねじのように回転運動を直線運動に変換する要素

・ 案内：テーブルを直線的に運動さえるためのガイド

・ 変位センサ：移動体の位置（変位）を測定する装置

（１） 開ループ制御：パルスモータを用いると，パルス数に比例してモータ軸が回

転するので，ある程度の正確さでテーブル変位を制御することができる．こ

のような方式を開ループ制御といい，シーケンス制御の活躍の場となってい

る．しかし，パルスモータの１パルスで角度の大きさを小さくするには限界

がアル．また，パルスモータを高速で回転しようとしたり，負荷が大きすぎ

たり，負荷の大きさが急に変化したりするとパルス数どおりにモータ軸が回

転しない脱調が発生して正確な位置決めは難しくなる．

・シーケンス制御

（２） セミクローズドループ制御：パルスモータの代りにサーボモータに置き換え，

モータの回転軸にエンコーダなどのセンサをとりつけて測定し，それをフィ

ードバックしてモータ印加電圧を調整することにより回転軸の指令値どおり

に制御する方式である．しかし，ねじ軸がナットとの摩擦により熱膨張する

などしてリード誤差が生じ，テーブルの位置は徐々に偏って位置決め誤差が

大きくなってくる．

・伝達関数，�"�制御

（３） 閉ループ（クローズドループ）線形制御：直接，位置をセンサで測定してフ

ィードバックするほうが精密な制御が可能となる．目標位置とセンサで測定

した実際の位置の偏差を元に，�"�制御や �#$制御などの線形制御法を用い

てモータに制御信号を送るものである．しかし，ねじとナット間にバックラ

ッシュなどの非線形要素がある場合には，ねじが両方向に回転する場合にむ

だ時間が発生して，自励振動を起こすことがある．

・伝達関数，�"�制御，状態方程式，状態フィードバック制御，最適制御

モータ（アクチュエータ）

ねじ（送り要素）

テーブル
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（４） 閉ループ（クローズドループ）非線形制御：非線形要素をフィードバック制

御則を構成する際に考慮する制御方式である．あらかじめ，非線形要素の影

響を打ち消す方式や適応的に補償する方式などがあり，現在の制御系設計の

主分野となっている．

・ロバスト制御，適応制御，アフィン系，ホロノミック制御，ノンホロノミ

ック制御など

・主な非線形要素：飽和，不感帯，ヒステリシス，リレー，むだ時間，バッ

クラッシュなど．

� 位置決めの形態

（１） �&�方式（���� �� ����，間欠位置決め）：物体が '地点を出発して，その途中の

経路や時間を問わないで �地点に停止させる方式．これには，物体の移動速度を加

速から減速というかたちで指定することが多い．半導体露光装置であるステッパー

のステージやディスクヘッドの移動に用いられる．

（２） �� 方式（��������( ����，連続位置決め）：途中の経路と時間を指定する方式．

工作機械やロボットアームに用いられる．

� 構成要素

（１） アクチュエータ

)ア* モータ：��サーボモータ，'�サーボモータ，ステッピングモータ，��モータ，

超音波モータ，リニアモータ，ボイスコイルモータ（動電アクチュエータ）

)イ* 油圧アクチュエータ

)ウ* 空気圧アクチュエータ

)エ* 圧電素子：圧電効果（結晶に電圧を印加して発生する歪み）を位置決めに利用．

)オ* 磁歪アクチュエータ：磁性材料に磁界を加えて発生する歪みを利用．

（２） 送り要素

)ア* ねじ：ボールねじ，ローラねじ，すべりねじ，静圧ねじ（空気圧式，油圧式）

)イ* 摩擦駆動

)ウ* ベルト送り，ワイヤ送り

)エ* カップリング

)オ* ラックピニオン

速度

時間
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（３） 案内要素

)ア* ころがり案内

)イ* すべり案内

)ウ* 空気静圧案内，油圧静圧案内

)エ* 磁気支持案内

)オ* 平行バネ

（４） センサ（変位センサ）

)ア* 光学式変位センサ：リニアエンコーダ，ポジションスケールなど

)イ* レーザ回折変位センサ：

)ウ* レーザ干渉計

)エ* 磁気スケール

)オ* 静電容量変位センサ

)カ* 差動変圧式変位センサ

)キ* 光学式変位計

)ク* 渦電流式変位計

)ケ* ポテンショメータ

� 制御系設計手順（閉ループ制御の場合）

（１） 制御対象のモデリング：制御対象の動特性を運動方程式などの微分方程式として定

式化し，さらに入出力を特定し，さらに近似を行い，伝達関数や状態方程式を導出

する．

（２） 制御対象の同定：負荷の慣性モーメント，粘性摩擦係数などの制御対象のパラメー

タの同定を行い，伝達関数や状態方程式の具体的な数値を決定する．バネ特性や摩

擦の特性を正確に測定するのは困難なことが多い．そこで，,,&アナライザを用い

て直接，伝達関数をもとめることができるので，これをカーブフィッティングする

ことにより，簡単に，近似的な伝達関数を決定することができる．

（３） 制御器の設計：制御目的を定義し，目的に応じた制御器（�"�コントローラ，状態

フィードバックコントローラ，最適レギュレータ，ロバストコントローラ）を設計

する．

（４） 制御器の実装：オペアンプなどのハード制御器あるいはコンピュータプログラミン

グなどのソフト制御器を製作し，制御計に実装し，性能調整を行う．
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●シーケンス制御とは
 シーケンス制御とは，古くから存在する制御技術の一つで，現在フィードバック制御と

並ぶほど重要視されている．制御対象の変動に対する補償に優れている安定化を主とした

フィードバック制御は盛んに研究者により解析されている．これに対し，シーケンス制御

はあらかじめ定められた順序に従って，制御の各段階を「��」，「�--」により順次進めてい

く制御で，工場ラインではよく使われている半面，制御対象の動特性とからめた解析が難

しかったが，最近ではトリガ信号を含む動的システムとしての定式化の研究が盛んに成り

つつある．ところで，従来の現場のシーケンス制御技術は，リレー制御盤を中心にしたも

のであり，現場技術者の熟練した技術を要求するものであったが，���)�.�/.����01�

��/� ����.�11�.*の爆発的な進歩と普及により，多くのシーケンス制御がソフトウェアで実

現するようになってきた．そこで，��� を中心にした新しいシーケンス制御システムの理

論化が必要不可欠でとなってきている．

●シーケンス制御とフィードバック制御の比較
 フィードバック制御は，ある注目している物理量に対し，設定されている目標値と一致

させるように制御することであるのに対し，シーケンス制御は，あらかじめ決められた順

番，あるいは一定の論理によって定められる順序に則して実行するよう制御の各段階を逐

次進めて行く制御である．段階をステップと呼ぶとすると，そのステップを進めるための

条件の基本にはつぎの２種類があり，その命令系は基本的にディジタルである．

１）時駆動系：ステップ推移の条件が時間のみの関数で与えられる．

２）外部事象駆動系：外部からの入力信号のみの関数である．

●シーケンス制御の問題点
二値（ブール代数）を扱い，定式化しにくいという欠点がある．また，シーケンス専用

の言語は独特の技術を用いるために，他人にはそのプログラムが理解しにくいという可読

性の問題や，保全性の問題を多く抱えている．さらに，本質的な問題点として，制御対象

の不確かさや時間的変動に対する補償が難しい．たとえば，位置決め制御においては，制

御対象が振動特性を持っているような場合には，スイッチの 2342,,だけでは，指定され

た位置のまわりで振動を起こしてしまうため，フィードバック制御を用いた制振制御が必

要になる．このため，精密な位置決め制御にはフィードバック制御を用いる必要がある．

また，シーケンス制御とフィードバック制御の両方を用いる制御系をハイブリッド制御系

といい，最近の制御理論分野でホットな話題となっている．
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●シーケンス制御の基礎
� シーケンス制御の種類

２）リレーシーケンス：制御回路に電磁リレーを用いたシーケンス制御方式．

)ア* 電磁リレー：電磁リレーはヒンジ型とリード型に大別される．電磁石に吸引され

る可動鉄片が支点を中心とした回転運動をするのがヒンジ型で，２枚の鉄製リー

ドがコイルの発生する磁界によって磁化され，互いに吸引して接点を閉じるのが

リード型である．

)イ* 長所

① 開閉負荷容量が大きい．

② 過負荷耐量が大きい．

③ 電気的ノイズに対して安定である．

④ 温度特性が良好である．

⑤ 入力と出力が分離できる．

⑥ 独立した多数の出力回路を同時に得ることができる．

⑦ 動作状態の確認が容易にできる．

)ウ* 短所

① 消費電力が比較的大きい．

② 接点の消耗があるため，寿命に限界がある．

③ 動作速度が遅い．

④ 機械的振動，衝撃などに比較的弱い．

⑤ 外形の小型化に限界がある．

３）無接点シーケンス：無接点リレー（ダイオード，トランジスタなどのスイッチング特

性を利用して，制御回路の基本的な機能をもたせた回路素子）を主体としたシーケン

ス制御方式．

)ア* 長所

① 動作速度が速い．

② 高頻度使用に耐え，寿命が長い．



6

③ 高精度で，応動時間，感度にバラツキが少ない．

④ 装置の縮小化が可能である．

⑤ 振動，衝撃に対する不良応動の恐れがない．

)イ* 欠点

① 電気的ノイズ，サージに弱い．

② 温度変化に対して弱い．

③ 信頼性が劣る．

④ 別電源を必要とする．

� リレーシーケンスの書き方

１）ロジックシーケンス：論理回路を用いて，シーケンス制御回路を表現したもの．ロジ

ックシーケンスの相反する状態は，０と１である．これをリレーシーケンスと無接点

シーケンスを比べたのがつぎである．

ロジックシーケンス ０ １

リレーシーケンス 接点の開 接点の閉

無接点シーケンス 電圧レベルの低 電圧レベルの高

  
     '3�回路         27回路         32&回路

真理値表

'�� ０ １

０ �＝０8０＝０ �＝０8１＝０

１ �＝１8０＝０ �＝１8１＝１

'�� ０ １

０ �＝０27０＝０ �＝０27１＝１

１ �＝１27０＝１ �＝１27１＝１

' ０ １

�＝32& ' １ ０

２）シーケンス図：シーケンスの動作原理から回路構成までを１枚の図面に表したもので

ある．各機器の一連の動作や機器相互の接続の状態を容易に理解することができるた

め，設計から保守に至るまでシーケンス図を用いることが多い．次図は３相誘導電動

機のＹ－△（スター・デルタ）始動制御のシーケンス図である．
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ＭＣＢ：配線用しゃ断器

ＭＣ：電磁接触器

ＧＬ：緑ランプ

Ｆ：フューズ

ＰＢ：押しボタンスイッチ

ＷＬ：白ランプ 

ＴＨＲ：サーマルリレー

Ｔ：タイマ 

ＲＬ：赤ランプ    

ＩＭ：誘導電動機  

Ｒ：制御リレー
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＊ リレーシーケンスにおいて，接点（押しボタンスイッチが代表的なもの）の開閉を

０，１で表すが，実際には，つぎのような種類がある．

� �接点：手動スイッチの場合は，スイッチを押す前に開いている接点．電磁リ

レーの場合には，電磁コイルに電流を流さないときに開いている接点．�.0��

�������の略．��:� �������ともいう．2,,�０，23�１ （正論理）

� 0接点：手動スイッチの場合は，スイッチを押す前に閉じている接点．電磁リ

レーの場合には，電磁コイルに電流を流さないときに閉じている接点．0.��:

�������の略．

2,,�１，23�０ （負論理）

� � 接点：切り換え接点で � 接点と 0 接点が１つに組み合わされたもの．

����/���;�. �������の略．

手動押しボタンスイッチの書き方

     電磁リレーの書き方

�接点
0接点

�接点

7 7

7
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� 基本回路

１）'3�回路：�接点の直列接続

２）27回路：�接点の並列接続

３）32&回路：0接点

４）3'3�回路：負論理を正論理に置換えて回路構成する．

５）327回路：負論理を正論理に置換えて回路構成する．

６）< 27回路：'3�と 27を使って構成する．

●PLC の基礎 
� PLC とは 

電磁リレーを使用したシーケンス制御の短所を解決するために，�9�6年にゼネラルモー

ターズ（米国）から提示された新しいコントローラに対する ��ヶ条の要求項目を契機とし

て，マイクロコンピュータを利用した ���（プログラマブル・ロジック・コントローラ．

=�：シーケンスコントローラとも呼ぶ）が作られた．
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『��か条の仕様』の要約

① 簡単にプログラミングができ，現場での変更が容易であること．

② 保守が容易で修理が可能であること．

③ 生産現場において，リレー制御盤より信頼性が高いこと．

④ リレー制御盤より外形寸法が小さいこと．

⑤ 中央のコンピュータにデータが転送可能なこと．

⑥ リレー制御盤に比べ安価なこと．

⑦ 入力は '�1�+>の適応が可能なこと．

⑧ 出力は '�1�+>，�'以上の容量を持ち，電磁弁，回転機器が駆動可能なこと．

⑨ 基本ユニットの拡張が最小のシステム変更で可能なこと．

⑩ 最低 %?ワードまで拡張できるプログラマブルなメモリーを有すること．

最初 ��� は 2��2-- の不連続制御だけの機能しか持っていなかったが，その用途の拡大と

半導体技術，コンピュータ技術の進歩，シーケンス制御の処理ソフトの発展などを受け，

フィードバック制御などアナログ量の処理や文字データ処理，数値演算，データ通信など

の機能を充実させ，現在の �� （プログラマブル・コントローラ，プログラム制御器）へ

と発展した．その定義は「ディジタルあるいはアナログ入力モジュールにより各種機器や

プロセスを制御するために論理判断シーケンス，時限，計数，および数値演算などの特定

の機能を満足するために命令を内蔵したプログラマブルなメモリを有するディジタルな電

子装置」とされている．最近は小規模のシステム用に作られた ��@も入出力も一体になっ

たワンボード型と呼ばれるものも普及し始め，またA�B�	(パソコン上で ��の機能を実

現する「ソフト ���」と呼ばれるものも出現した．これらの新製品のおかげでこれまで ��

の適用が難しかった小規模なシステムや，コストをかけにくいシステムにもプログラム制

御が実現しやすくなってきている．特殊なものではモータのドライブ制御専用のモーショ

ンコントローラや，位置決めだけを目的としたポジションコントローラなども市販されて

いる．

� PLC の使用場所 

��� はシーケンス制御を伴う産業設備・装置に広く使用されてる．例えば，自動車製造

ライン，電気製品製造ラインなどの ,'（ファクトリーオートメーション）システム，印刷

機械，繊維機械，金属加工機械，食品・包装機械，半導体製造装，水処理プラント，ゴミ

処理プラントなどの公共システム，鉄鋼，製紙などの産業システムをなどである．身近な

ところでは，立体駐車場，自動洗車機，バッティングマシンなどにも ���が使用されてい

る

� PLC を使用する利点 

１）��� は「ユーザが現場で容易にプログラムを変更できるユーザフレンドリーな

コントローラであること」という要求に応じて誕生したものである．このこと

から，��� 使用の本質的なメリットは，ユーザが特にコンピュータ言語の知識
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を持たなくても自由にしかも簡単にプログラムの作成・変更が行えるという点

にある．

２）制御盤が小形化できる．

３）シーケンス制御だけでなく演算制御への適用も可能．

４）信頼性が高い．

５）最近では ���の高機能化，ネットワーク対応化が進んでおり，製造現場情報と

生産管理情報の接点としての役割も持つようになっている．

� ���計装

��� を使用して，��=（分散型ディジタル計装制御システム）に匹敵する高度なループ制

御や高速ループ演算処理を用い，プロセス制御を実現出来るようになっている．このシス

テムを一般的に ��� 計装という．同一の ��� で閉ループ制御とシーケンス制御の両方が

可能である．���計装用として三菱電機製C<�=<��#シリーズやオムロン製 �=�シリー

ズがある．

� PLC の基本構成 

��� は左図のような構造になっ

ている．動作手順を書いたプログ

ラムをあらかじめプログラム記

憶部に記憶しておき，そのプログ

ラムに従ってシーケンス制御処

理を行う制御装置である．

基本構成は，１）入力部，２）メ

モリ部，３），制御・演算部，４）

出力部，５）電源部からなってい

る．

三菱電機製��������シリーズ
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（１） 入力部：電子回路で作られており，���へ接続された操作スイッチや検出器な

どの外部機器の状態を読み取る．外部機器の多様な仕様に対応できるようにい

ろいろな仕様のものがあり，外部からのノイズに対応するため，フォトカプラ

で絶縁されガードされている．

（２） メモリ部：プログラム記憶部とデータ記憶部から構成されている．

（３） 制御・演算部：専用のマイクロプロセッサで構成され，プログラムの読み出し，

プログラムの解読，指示の実行，次の命令の読み出しを行っている．

（４） 出力部：入力部と同様に電子回路で作られており，���へ接続された電磁弁や

電磁開閉器あるいは表示器などへ動作を指示する．外部機器の多様な仕様に対

応できるように，いろいろな種類のものがあり，入力部と同様にフォトカプラ

にて絶禄されガードされている．

� PLC の機能 

��� はリレー制御盤の代替品としてスタートしているが，汎用マイクロプロセッサの進歩

と ���への浸透が進み，機能はコンピュータに近づいてきていると言える．しかし，���

は現場技術者向きのコントローラとして開発されてきており専用化されたコンピュータと

みなすこともでき，プログラミング言語としてはできるだけ汎用性を持たせたものとなっ

ている．最近では，汎用入出力インターフェースを利用した液晶表示器の高機能化が進み，

マン・マシーンインターフェースが改善されオペレータにとってやさしいシステムの構築

が可能となっている，��� の適用範囲はリレー制御盤ではカバーできない機能を大きく取

り込み，単なるシーケンス制御にとどまらずプロセスのフィードバック制御などにもおよ

び，パソコンとの組み合わせによるパソコン計数システムに見られるように、総合コント

ローラとしての性格をおびてきている．特に，��� の周辺機器（入出カモジュール）の高

機能化により，シーケンス制御の基本機能である � 値論理機能，タイマ・カウンタ機能の

ほかにインバータ制御，位置決め制御またアナログ入出力における �"� 演算制御等の処理

をも実現させている．現在実用化されている槻略機能はつぎのとおりである．

入出力 ・ ディジタル入出力
・ アナログ入出力
・ パルス計数
・ インテリジェント ����

通信インタフェース ・ リモート ���インタフェース
・ 汎用入出力インタフェース：���	�
�����
液晶表示タッチパネルなど
・ バスインタフェース：専用ネットワークバス，������など

演算処理 ・ ビット演算：シーケンス命令，２値論理処理，タイマ，カウンタ
・ ワード処理：四則，比較，論理，変換，シフト，調節，関数，浮動小数点，
転送，収集，分配，検査

・ プログラムの実行制御・構造化：基本はサイクリック処理，マルチプログ
ラミング（定周期実行，割込み処理），プログラムの分割・モジュール化
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� PLC の構成機器：ベースユニット，電源モジュール，��@ユニット，入出力モジュール

� プログラミング

（１） プログラミング方法の分類

① 回路図方式

�
 ラダー方式：回路図をラダーシンボルに置換えて図式化する方式

�
 論理方式：論理回路記号方式，論理式方式

�
 命令語方式

② 動作図方式

�
 フローチャート方式

�
 タイムチャート方式

（２） ラダー方式：有接点リレー制御回路によく似ているため，圧倒的に使われている．

シーケンス図では押しボタンスイッチ，リミットスイッチ，光電スイッチ，リレーなど各々

部品としてのシンボル記号で表わすが，ラダー方式では，入力信号のすべてを記号

で表わし、入力の否定（ｂ接点）の場合 記号で表わす。出

力表示は， でリレー，タイマ，カウンタ記号も同一シンボルで書き，シン
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ボルに書かれる記号数字を変えて区別をする．シンボルの上に書く記号を要素記号，番号

を要素番号という．要素記号はつぎのように区別されている．

 入力リレー 外部入力信号で，読み込み（入力）専用

! 出力リレー 外部出力信号で，書き込み（出力）と読み込み（入力）の両方が可能

& タイマ 指定時間後に 23する

� カウンタ 指定回数の入力後に 23する

C 補助リレー 内部的に使用できるように用意されたリレー

また， の要素番号は入力スイッチをつなく ��� の入力番号を，! の要素番号は ��� の

出力番号を意味している．前図は自己保持回路（自己保持をするリレーコイルが一旦 23

すると，その状態を保持して，23したままになる回路）を表している．

自己保持の成立条件が成り立っているときに開始条件が成立すると，保持するリレーコイ

ルが 23 して，そのリレー接点を使って自己保持の状態になる．その後，開始条件が変化

してもリレーコイルは 23 したまま保持される．この方式は，回路図をそのままラダーシ

ンボル記号に変換するだけなので，回路図から命令語に変換することが簡単である．回路

図どおりのプログラミングであるのでシーケンスの流れや動きを目で確かめることが容易

にできる．

（３）命令語

ＰＬＣは，多数のリレーやタイマ，カウンタの集合体と考えることができるので，プログ

ラミングは回路の信号線を結んでいくようなものといえる．この配線作業の接続方法には

一定の決まりがあり，この約束事が命令である．命令語はメーカ，機種によって違いがあ

るが，基本的な機能にはそれほど違いはない．主なものを以下に示す．

�* ＬＤ（ロード）：指定番地の内容をコントローラへ格納（ａ接点）

�* ＬＤＮＯＴ（ロードノット），ＬＤＩ（ロードインバース）：指定番地の内容

を反転してコントローラへ格納（ｂ接点）．

�* ＡＮＤ（アンド）：論理積．

%* ＡＮＤＮＯＴ（アンドノット），ＡＮＩ（アンドインバース）：論理積否定

+* ＯＲ（オア）：論理和．

自己保持の

開始条件

保持するリレ

ーの �接点

自己保持の

成立条件

保持する

リレーの

コイル
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�* ＯＲＮＯＴ（オアノット），ＯＲＩ（オアインバース）：論理和否定

5* ＯＵＴ（アウト）：出力命令

6* ＴＩＭ（タイマ）：設定された時間が経過するとＯＮ

9* ＮＯＴＴＩＭ（ノットタイマ）：設定された時間が経過するとＯＦＦ

��*ＣＮＴ（カウンタ）：設定された数だけ入力されるとＯＮ

��*ＭＣ（マスターコントロール），ＩＬ（インターロック）：ＭＣＲ、ＩＬＥＮ

Ｄまでのシーケンスを一括してコントロールする機能．第２，第３の母線を

つくる．

��*ＯＲＬＤ（オアロード），ＯＲＢ（オアブロック）：直列回路ブロックの並列

接続命令

��*ＡＮＤＬＤ（アンドロード），ＡＮＢ（アンドブロック）：並列回路ブロック

の直列接続命令

�%*その他：ＳＥＴ命令、ＲＥＳＥＴ命令、ＣＪＰ（コンディショナルジャンプ）

命令など
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＊ 論理回路と命令との対応

�* 32& � !��� D  ���

�* '3� � !��� D  ���・ ���

�* 27 � !��� D  ��� E  ���

%* 3'3� � !���D ���・ ��� � !��� D  ��� E  ���

+* 327 � !��� D  ���E ��� � !��� D  ���・ ���

�* < 27 � !��� D  ���・ ��� E  ���・ ���

�� 32&  ���

  2@& !���

��  ���

'3�  ���

2@& !���

��  ���

27  ���

2@& !���

�� 32&  ���

27 32&  ���

2@& !���

�� 32&  ���

'3� 32&  ���

2@& !���

��  ���

'3� 32&  ���

�� 32&  ���

'3�  ���

27 ��

2@& !���



��

＊ ���キーとの対応

)�* �� 命令，��" 命令：母線につながる接点に用いる．その他，'3� 命令

と組み合わせ分岐の始まりにも使える．

)�* 2@& 命令：出力リレー，補助リレー，ステート，タイマ，カウンタに対

するコイル駆動命令であり，入力リレーに対しては用いることはできない．

)�* '3�命令と '3"命令：'3�、'3"命令は，�接点の直列凍続に用いる．

直列接点の個数には制限なく，何度でも引きつづいて用いることができる．

2@&命令後，接点を通じて他のコイルに 2@&することを縦続出力という．

)%* 27命令と 27"命令：27，27"命令は，�接点の並列接続命令として用

いる．�個以上の接点が直接接続されている時，このような直接回路ブロ

ックを他の回路に並列接続する時は 27�命令を用いる．

=� � =�'�<
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)+* 27�命令：直列回路ブロック（�個以上の接点が直列接続された回路）を

並列接続する時は，分岐の始まりは ��，��" 命令で，分岐終端は 27�

命令を用いる．

)�* '3�命令

)ア* '3�命令は分岐回路を前の回路と直列接続するときに用いる．

)イ* 分岐の始まりは ��，��"命令を用い，並列回路ブロックを完成して

から '3�命令により前の回路と接続する．

)ウ* 多数の並列ブロックを順次，前の回路と直列接続でき，'3�の使用

回数に制限はない．
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)5* C�=命令，C7�命令，C��命令：����2�4 ����@=F

)ア* シーケンサには，演算の途中結果を記憶するスタックメモリが数個

あり，C�=命令を１回用いると，その時点の演算結果がスタックメ

モリの１段目に格納される．

)イ* 再びC�=命令を用いると，前の格納データは順次下段のスタックメ

モリに移動し，その時点の演算結果は１段目のスタックメモリに記

憶される．

)ウ* C��命令を用いると，最上段が読み出されるとともに，スタックか

ら消去され，各データが順次上段に移動する．

)エ* C7�命令は，最上段に格納されているデータの読み出し専用であり，

スタック内での移動，消去はない．
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)6* =<&命令，7=&命令

)ア* 下図の  ���が一度 23すると，これが 2,,しても !���は 23し

続ける． ���が一度 23すると，!���は 2,,になる．

)イ* =<&47=&命令は同一要素に対して何回も用いることができる．順番

も自由であるが，後で実行したほうが有効である．

●������：制御系設計ソフトウェア
� MATLAB/Simulink とは 

MATLAB は Matrix Laboratory を略したもので，米国 The Mathworks Inc.の行列計算の会話

型プログラム言語である．オリジナルは行列計算で定評のある LINPACK および EISPACK で

ある．構成は，基本 MATLAB（行列計算，多項式計算，データ解析，周波数分解，基本数値

計算関数，微分方程式計算，因子分解，論理演算，グラフィック表示，フィルター設計な

どより構成され，コアモジュールとよばれる）およびそれらを組み合わせてプログラム化

した M-ファイルとよばれるファイルから成っている Toolbox，ブロック線図による時間応

答シミュレータ Simulink，さらに Stateflow 等，各種ツールを組み合わせることにより，

様々な分野の研究や開発業務を最新の環境で行なうことができる． 

� 特徴 

MATLAB は，データの可視化，制御系設計，DSP／通信関連，金融解析など広範囲な分野に

適用可能である．MATLAB の製品群には，つぎのようなものが用意されている． 

＊アプリケーション開発ツール 

・MATLAB Compiler 

・MATLAB C/C++ Math Library 

・MATLAB Graphics Library 

・MATLAB Web Server 

・MATLAB Runtime Server 
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＊Toolboxes 

Toolbox は，特別の目的に使用するために開発された関数ライブラリである．信号処理，画

像処理，制御系設計，最適化，金融工学などが用意されており，つぎのようなものがある． 

Optimization， Financial，Statistics， Spline，Neural Network，GARCH 

Symbolic Math， Datafeed，Extended Symbolic Math ，Financial Time Series 

Partial Differential Equation， Financial Derivative，Signal Processing 

Wavelet，Image Processing， Filter Design，System Identification 

Control System， Mu-Analysis & Synthesis，Fuzzy Logic LMI Control 

Robust Control， Model Predictive Control，Communications，GA 

＊Simulink 

ブロック線図を使った連続時間システム，離散時間システムおよびその混在システムの時

間応答シミュレーションを行うことができる．また，Simulink からは，つぎの 3 つの機能

を使うことができる． 

・ Stateflow：イベントドリブンシステムのモデリング及び設計のために用いる． 

・ Blocksets：特定分野のライブラリを Simulink に組み込むためのものである． 

・ Code Generation Tools：Real-Time Workshop と Stateflow Coder は，組み込み機器

のための Cソースコードを生成する． 

Simulink で使用する特殊目的のブロック群で市販されているものはつぎのとおりである． 

Simulink  RTW Ada Coder，Real-Time Workshop Real-Time Windows Target， 

Stateflow， Dials & Gauges Blockset，Stateflow Coder xPC Target 

Fixed Point Blockset， CDMA Reference Blockset，DSP Blockset 

Motorola DSP Developer's Kit，Simulink Report Generator，Communications Blockset 

Simulink Performance Tools，Power System Blockset， RTW Embedded Coder 

Requirements Management Interface，Developer's Kit for Texas Instruments DSP， 

Nonlinear Control Design Blockset   

＊MATLAB と外部インターフェイス 

MATLAB はつぎのような外部とのインターフェイスを持っている． 

・ MEX：C,C++,Fortranなどのインターフェイスとして用いられる．既存のC,C++,Fortran

アルゴリズムとの結合，ハードウェアの直接制御などが可能である． 

・ DDE(Dynamic Data Exchange)：Windows 専用であり，動的なクリップボードであり，

例えば，MATLAB データをそのまま Excel のワークシートにデータを転送できる． 

・ Active X：MATLAB 内から外部アプリケーションを操作したり，外部アプリケーション

から MATLAB を操作することができる． 

・ Java:MATLAB6 から実装され，ネットワーク通信，外部アプリケーションとの結合など

が可能である． 

＊制御系設計に用いる &��10��を分類すると，つぎのようになる．
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・ 古典・現代制御系：����.�1 =�(��� &��10��，3��1���. ����.�1 ��(/� �1��:(��

・ ロバスト制御系：7�0�(� ����.�1 &��10��，μ'��1�(( ��B =�����(( &��10��，�C"

���10��

・ プロセス制御系：C�B�1 �.�B��;� ����.�1 &��10��

・ シーケンス制御系：=����-1�	

製品説明は，C���	�.:(4 "��
の日本代理店であるサイバネットシステム社のホームページ

�������			
��0�.���
��
����.�B���(����1�0�を参照．

� Stateflow / Stateflow coder 

=����-1�	はシーケンス制御の設計を強力に支援するモジュールである．プロセス制御にお

いては，起こりうる様々な状態考えて状態を切り換えていかなければならない．たとえば，

圧延プロセスでセンサが故障したらラインを非常停止するような場合が考えられる．この

ようなシステムはしばしば有限状態機械と呼ばれ，これを効率よく記述する手法として状

態遷移図が広く知られている．=����-1�	は状態遷移図の概念を拡張したステートチャート

を $@"環境で効率よく簡便に記述するツールである．複雑・大規模システムでは，フィー

ドバック制御とシーケンス制御とが混在する場合が多い．たとえば，シーケンスが各サブ

システムに目標値を発行し，それをもとに各サブシステムがフィードバック制御を行う場

合などである（このような制御方式をハイブリッド制御といい，現在，さかんに基礎理論

の研究が行われている）．このような要求に応えるために，=����-1�	は =��1�:の環境下

に完全に統合され，=��1�: の中から試用することができる．また，=����-1�	 で記述し

たステートチャートは，=����-1�	 ��B�.を用いてその制御ロジックを �言語に変換するこ

とができる．

 



��

� Simulink による比較・論理演算 

（例題１）つぎのようなシステムを Simulink で構成する． 
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（例題２）フリップフロップ 

  

 
� Simulink によるイベントドリブンシステム 

=��1�:では外部信号に同期してシミュレーションを行うイベントドリブンシステムのた

めに３つの条件付サブシステムの機能が装備されている．イベントをシーケンスによるス

イッチングとみなし，システムを動的なもの（積分器付きモデル）にすると，外部条件に

対して駆動する連続時間システムが構成でき，シーケンス制御とフィードバック制御の混

在した制御系を実現することができる．条件付サブシステムを用いると，つぎのようなシ

ステムのシミュレーションが可能である． 

＊ 複数の動作モードを持つシステム，たとえば，自動変速機，室温調節器など 

＊ 構造が切り替わるシステム，たとえば，物体の衝突問題における接触状態と無接触

状態の切り換え 

＊ クロック信号に同期して動作するディジタルシステム

データをブール型

に変換

データを実数型に

変換
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（１） トリガードサブシステム：&.//�.�B サブシステムは入出力ポートに加えてトリガ

ポ ー ト を 持 ち ， こ こ に 入 力 し た ト リ ガ 信 号 が 「 ト リ ガ タ イ プ

（.(�/4-�11�/4����.4-������ ��11）」で指定した条件を満足した瞬間のみ，サブシ

ステムの状態を更新し，出力はつぎのトリガまでホールド（保持）する．イベント

をトリガ信号に用いれば，イベントドリブンシステムとなる．サブシステムはトリ

ガ信号同期の離散システムになる．

（例題１）
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（例題２）サブシステム内に遅れ作用素によるメモリを入れた場合

（２） イネーブルサブシステム：イネーブルサブシステムは入出力ポートに加えてイネー

ブルポートを持ち，ここに入力したイネーブル信号が０より大きい間，サブシステ

ム内部が動作する．この状態をイネーブル)���01�B*状態といい，イネーブル信号が

０より小さくて動作しない状態をディセーブル)B(�01�B*状態という．ただし，出力

はホールドとリセットのどちらかを選択できる．様々なイベントを条件判断してイ

ネーブル信号を発生させれば，複数のモードをもつ動的システムを実現できる．サ

ブシステムは連続システムおよび離散システムになる．



��

 



��

（３） トリガード＆イネーブルサブシステム：イネーブルポートとトリガーポートの両方

を持ち，イネーブル状態のときのみ，&.//�.�Bサブシステムとして動作する．

� 例題：状態の大きさによりコントローラを切り返るフィードバック制御系 

制御対象： ux =��

コントローラ：




>−<
≤≤−

=
2,2

22

xx

xPID
u

�����������

������
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●オートマトン���	
� 有限オートマトン：状態の推移を数学的モデルで表現するものの１つにオートマトン

)���������，自動機械*がある．これは，離散的な入力データと出力データをもつメカ

ニズムの数学モデルであり，有限個の内部状態だけをもつ最も単純なオートマトンを有

限オートマトンという．

� 状態遷移図：オートマトンを視覚的に表現する方法の１つ．離散状態)�4�4…4�*を丸印で

表し，状態 =�から状態 =�へ遷移可能であることを矢印で示し，その入出力状態を矢印

の横に書く．遷移が明確でない場合，遷移確率を書くこともある．

� 例題

自動販売機（���円の商品の自動販売機で，���円玉だけしか使えず，おつりは出ない）

状態 = D G=�4=�4=�H D G�4���4���H

入力 " D G�4�H D G���4�H

出力 2 D G2�42�H D G出ない，出るH

状態遷移表

次の状態現在の

状態 入力 � 入力 �

=� =� =�

=� =� =�

=� =� =�

出力表

次の状態現在の

状態 入力 � 入力 �

=� 2� 2�

=� 2� 2�

=� 2� 2�

=� =� =�

��2� ��2� ��2�

��2� ��2�

��2�
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●ハイブリッドダイナミカルシステム��
	
ハイブリッドダイナミカルシステムとは，微分方程式で表現される連続ダイナミクスと

シーケンス制御などのロジックや事象による離散ダイナミクスの混在したダイナミカルシ

ステムのことをいう．これは，前述した有限オートマトンの各離散状態に連続ダイナミク

スを割り当てたものと考えるの一般的であり，これをハイブリッドオートマトンという．

このような場合には，外的あるいは内的要因により事象が生起することにより離散状態と

ともにダイナミクスが切り替わったり，あるいは，連続ダイナミクスの解がジャンプする

現象が起きる．このようなことからハイブリッドシステムは，ある種の不連続システムで

あると見なすことができる．ハイブリッドシステムにコントローラが組み込まれている場

合の概念図を次に示す．

��制御対象全体

��4��4��4���各離散状態（各々が連続システム）

=��状態に依存して開閉するスイッチ

=��コントローラにより制御されるスイッチ

例）対象物体を操るハンドや歩行ロボットの制御，複数のアクチュエータやセンサの切換

えによる制御，クーロン摩擦を含むメカニカル系の制御，サーモスタットによる 23�2,,

スイッチ付き温度制御，�AC制御など．

ハイブリッドシステムの離散事象は，つぎのように分類される．

１）物理的離散事象：機械式スイッチや壁への衝突などの物理的性質によるもの．

２）論理的離散事象：コンピュータなどのロジックによるもの．

ハイブリッド制御には解決しなければならないつぎのような問題があり，現在盛んに基礎

理論展開が行われている．

１）解の定義と一意性の問題

２）可制御性，可到達性と可観測性の問題

３）安定性の定義と安定化可能性の問題

４）適応性とロバスト性の問題

ハイブリッドシステムでポイントとなるのは，離散事象が連続ダイナミクスにどのような

形で影響を及ぼすのかであり，これは，つぎの２つの規則で特徴付けられる．

１） 事象生起ルール：離散事象がいつ生起するのか？

２） 遷移ルール：事象が生起したとき，どの状態に遷移するか？

スイッチの 23�2,, という離散事象によって，常微分方程式の右辺の不連続的変化や

解のジャンプ現象などを対象としている．
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� Branicky, Borkar, and Mitter (BBM)モデル：ハイブリッドシステムの一般的表現形式 

))(),(),(),(()(

))(),(),(),(()(

))(),(),(),(()(

))(),(),(),(()(

0)(

))(),(),(),(()(

tututxtxhty

tututxtxhty

tututxtxgtx

tututxtxgtx

tx

tututxtxftx

dcdcdd

dcdccc

dcdcdd

dcdccc

d

dcdccc

=
=
=
=
=
=

−−−−

−−−−

�

�

・添字 �：連続システム

・添字 B：離散システム

・連続状態 cn
c Rtx ∈)( （通常の cn 次元実ベクトルで表される状態のこと）

・離散状態 dn
d Ntx ∈)( （ dn 個の要素をもち，各要素が有限個の事象からなる状態のこと）

・第１式：通常の連続システムの非線形状態方程式

・第２式：測度ゼロの点を除いて，離散状態の微分値がゼロ：階段関数を意味する．

・第３式：ある時刻で連続状態がこの式に従って，不連続に変化することを意味する． −t は

時刻 tの直前の時刻（左からの極限値）のこと．

・第４式：ある時刻で離散状態がこの式に従って，不連続に変化することを意味する．

・第５式：連続出力

・第６式：離散出力

� 区分的アファインシステム：上式の中で最もわかりやすい具体例は，区分的アファイン

システムである．これは，次式で与えられる．

����	
�������

�����

������
�������������

�����

IRRL

Ru

NNI

Rx

LuxifuBaxAx

mn
I
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n

n

IIII

d

:

),(,

×⊆
∈
∈
∈

∈++=�

（例）
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� ボールのバウンド（MALTAB デモ）：上に投げ上げたボールが落ちてきて，床でバウンド

するシステム

運動方程式： gx −=��
初期条件： 15)0(,0)0( == xx �

弾性衝突によるはねかえり条件：

", 0)( =Tx 4 ���� )(9.0)( −−= TxTx ��

（参考）

＊ 衝突とは：他から孤立した �つ以上の物体が，互いに強い力を短時間に及ぼしあう

現象のこと．２つの粒子状の物体 �47が衝突し

ている場合，衝突中に物体 �は物体7に力 F
�
を

及ぼし，物体 7 は物体 � に力 F
�

− を及ぼす．

２つの力は作用反作用の関係にあり，力の大き

さは時間と共に変化するが，どの瞬間において

も２つの力の大きさは等しい．

＊ 単一衝突と力積：ニュートンの第 �法則を用いて，質量の異なる物体が正面衝突す

る場合の性質を導出する．力 )(tF
�
が働いている物体の運動量の微小時間 dtにおけ

る微小変化 pd
�
とすると，次式が成り立つ．

dttFpd )(
�� =

衝突直前の時刻を 1t ，運動量を 1p
�
とし，衝突直後の時刻を 2t ，運動量を 2p とし，

上式を積分すると，つぎのようになる．

�/

�

�
7



��

∫

∫ ∫

=−=∆

=∆

=

2

1

2

1

2

1

)(,

)(

12

t

t

p

p

t

t

dttFJppP

JP

dttFpd

�����

��

��
�

�

����

ここで， P
�

∆ は衝突による運動量の変化で， J
�
は力積である．上式を力積I運動量

の定理という．これを用いると，運動量の変化が力積になるわけなので，クッショ

ンのあるものにぶつかった場合には，ぶつかっている時間が長いことから，同じ力

積でも働く力を軽減できることがわかる．

（例題）水平にまっすぐ ]/[0.391 smv −= の速度で飛んで来た �%����のボールをバ

ットで打ちかえしたら，速度は ]/[0.452 smv = で水平から ][
6

rad
π

の上向きにバッ

トから離れていった．このときの，ボールの受ける力積は，次のようになる．

これから力積は，つぎのようなベクトルになる．ただし，�4� 方向の基底ベクトル

を各々， ji
��

, とおいている．

]/[15.39.10 skgmjiJ
���

+=

力積の大きさと方向は，つぎのようになる．

][16
9.10

15.3
arctan

]/[4.1115.39.10 22

°=




=

=+=

θ

skgmJ

＊ 弾性衝突と非弾性衝突：質量の出入りのない閉じた系で，かつ正味の外力の働かな

い孤立した系に限定する．

・ 弾性衝突：２つの衝突物体からなる全エネルギーが衝突の前後で変らず，運

動エネルギー保存される場合の衝突をいう．びっくりボールを固い床に落と

�

�
�方向�

]/[9.10

)0.39(
6

cos0.45140.0

skgm

px

=






 −−=∆ π

�方向�

]/[15.3

00.0
6

sin0.45140.0

skgm

py

=






 −=∆ π
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したときのようなもので，弾性衝突の場合には同じ高さまでいつまでもはね

る．

・ 非弾性衝突：衝突により運動エネルギーが熱や音などのような他の形態のエ

ネルギーに移動する場合をいう．前述の例のように，だんだんボールのはず

みが小さくなるような場合に相当する．特に，粘土を床に落とすと，くっつ

いてしまい，全くはねあがらないが，このような衝突を完全非弾性衝突とい

う．この場合には，衝突物体は衝突後に合体して運動エネルギーが失われる．

・ 運動量保存の法則：閉じた孤立系における衝突では，各衝突物体の運動量は

変化するが，弾性衝突でも非弾性衝突でも，全運動量は変化しない．

・ １次元非弾性衝突：衝突前後のすべての運動がひとつの軸上にあるような衝

突を１次元衝突という．この場合の運動量保存則は次式のようになる．

ffii vmvmvmvm 22112211 +=+

この式から，２つの物体の質量と衝突

前の速度，および，どちらか一方の衝

突後の速度がわかれば，もう一方の衝

突後の速度を計算することができる．

・ 質量中心の速度：閉じた孤立系では，質量中心の速度を変えるような正味の

外力は働かないので，質量中心の速度 comv
�
は衝突の前後で変化しない．そこ

で，次式が成り立つことになる．

21

2211

221121 )(

mm

vmvm
v

vmvmvmm

ii
com

iicom

+
+

=

+=+
�

�

・ １次元弾性衝突：弾性衝突では，各衝突物体の運動エネルギーは変化するか

もしれないが，系の全体の運動エネルギーは変化しない．たとえば，ビリヤ

ードなどは弾性衝突の一種とみなすことができる．

運動量保存則から次式が成り立つ．

( ) ffi vmvvm 22111 =−

エネルギー保存則から次式が成り立

つ．

2
22

2
11

2
11 ffi vmvmvm +=

これを変形すると，次式のようにな

衝突前

衝突後

1m 2m

1m 2m

iv1 02 =iv

fv1 fv2

衝突前

衝突後

1m 2m

1m 2m

iv1 iv2

fv1 fv2
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る．

( )( ) 2
2211111 ffifi vmvvvvm =+−

上式に運動量保存則を代入すると，次式が得られる．

ifif v
mm

m
vv

mm

mm
v 1

21

1
21

21

21
1

2
,

+
=

+
−

=

ここで， 21 1.0 mm = の場合には，衝突後の速度は，つぎのようになる．

ifif vvvv 1211 1.1

2.0
,

1.1

9.0
=−=

●サーボ系

サーボ機構はフィードバック制御の１分野であるが，J"= によると「物体の位置，方位，

姿勢などを制御量とし，目標値の任意の変化に追従するように構成された制御系」と定義

されている．サーボ機構は，位置，姿勢の制御（位置サーボ），さらに広い意味では速度サ

ーボも含めて運動の制御を目差している．サーボ機構の用語は，�9�%年に F
�
 F����に

より初めて使われているが，=�.;� の語源はラテン語の =�.;�(（英語の =1�;�，奴隷）だ

と言われている．サーボ技術の一般産業への実用化は第 � 次大戦後，米国から始まった．

サーボ技術は，つぎのような要素から構成されており，ロボットなどのハイテク分野との

関わりが深い．

（１） サーボアクチュエータ技術（モータなど）

（２） ドライブするパワーアンプ技術

（３） 誤差を演算，増幅する技術

（４） フィードバック情報を得るセンサ技術

（５） 機構（機械の構造，材料）技術

（６） （１）から（５）を統合する自動制御技術

サーボ技術における現在の課題は，つぎのとおりである．

（１） 超小型化，高精度化（ナノテクノロジー）

（２） 単純化（メインテナンスフリー）

（３） 高感度センサ開発

（４） 非線形要素（ガタ，クーロン摩擦など）の補償

このような分野を学ぶためには，フィードバック制御理論が必要になる．特に，伝達関数

とブロック線図は必須のツールである．コントローラを設計し，フィードバック制御系の

伝達関数を計算することにより，ボード線図を求めると，制御系の性能を検証することが

できる．一般にサーボ系の解析は，フィードバックループ内の個々の伝達要素を求め，こ

れからボード線図を作成することができるが，もっと簡単に求める測定器であるサーボア

ナライザが存在する．サーボアナライザは自動制御系の諸特性を測定するために作られた
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測定器であり，ゲイン特性，位相特性，周波数特性，C ピーク値などを簡単に求めること

ができる．

また，モータの動特性を制御する場合に，サーボ技術が用いられるが，モータ制御系に

は，３重のフィードバックループが入っている．

・ 電流ループ：モータコイルに流れる電流を希望の値にするフィードバックループ

・ 速度ループ：モータ回転速度を希望の値にするフィードバックループ

・ 位置ループ：モータ回転角を希望の値にするフィードバックループ

詳細については，省略するが，K�+Lがわかりやすい．

●あとがき

 オリジナルのハイテク技術を開発するには，対象の特性を理論的に理解できるかがポイ

ントであると思われる．そのためには，実体である対象を，数物系の基礎理論を使って表

すことができるモデル化能力が必要である．また，目的を理論的に抽象化し，厳密にシミ

ュレーションするための解析能力が必要である．さらに，できあがった結果がどこにでも

あるようなものではつまらないので，意外性をもたせるための独創的な企画力が必要であ

る．と書いてはみたものの，そんなに簡単なことではないことは明らかである．やっぱり，

日々，妥協をゆるさない努力と精進を続けるしかないと思われる．最後に推薦図書をあげ

る．制御理論，情報理論，ロボット工学の各分野において卓越した結果を残している有本

卓先生の最近の本K��Lであるが，理論と実体のリンクがいかに大事かが書かれている．
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