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情報通信において送信信号を暗号化することは個

人的なデータを秘匿して送るのに欠かせない技術で

ある．この数年来，情報信号をカオス信号に変調し

て送り，受信側でカオス同期を用いて情報信号を取

り出す手法が研究されている．カオス的に変調され

た信号からは直接情報信号を読み取ることはできず，

送信側と受信側で同じカオスをシステムをもってい

なければ，情報信号を復元することはできないとい

われている．

最近，カオス暗号化通信を制御システム理論を用

いて構成する方法が提案されている．制御理論流に

解釈すると，送信側で変調され，さらに と

呼ばれるカオスシステムにより励振された信号を受

信側において と呼ばれる同期化カオスシ

ステムを用いて推定し，その後復号化するものであ

る ．これまでに提案されているたいていのカ

オスシステムを使った暗号システムは文献 で

提案された解読手法を用いれば解読でき，セキュリ

ティが低いことが報告されているこれに伴い，

らは新しいカオス秘匿通信手法を提案した ．特

に，この手法では従来の暗号化システムとカオス同

期化システムの両方を組合せることによりセキュリ

ティレベルを向上させている．また，同期化カオス

システムの構成が制御理論における非線形システム

の推定問題と等価になることから，制御理論におけ

る非線形オブザーバ設計法を用いた同期化カオスシ

ステム構成法が提案されている ．このような論

文から制御システム理論は通信分野においても重要

な貢献が期待できることがわかる．これらの論文で

は，信号受信側の同期化カオスシステム

は送信側の と同じカオスダイナミクスを

持つように構成されている．ところが，ここで制御

理論的立場から見ると，疑問点が浮上してくる．適

応同定理論や適応制御理論の存在である．適応同定

および適応制御とは構造は既知でパラメータが未知

な制御対象の未知パラメータや未知信号の推定をし

たり，未知パラメータの値を時々刻々推定しながら，

同時に推定したパラメータを用いて制御する方法で

ある．未知パラメータを推定するアルゴリズムを適

応パラメータ調整則といい，その未知パラメータを

使った制御則を入力合成則という．この適応同定お

よび制御理論を用いると 受信側の同期化カオスシス

テム においては， と同じ次数

であれば，パラメータは推定可能ではないかという

ことである．もし，パラメータが推定可能であれば，

キー信号の関数形がわかれば，カオス暗号化そのも

のの信頼性が問われることになる．ただし，パラメ

ータ推定が可能なためには，送信側の であ

るカオスシステムに制約条件が必要である．

最近， らは 回路を用いた新しいカオス

秘匿通信手法を提案した ．特に，この手法では

従来の暗号化システムとカオス同期化システムの両

方を組合せることによりセキュリティレベルを向上

させている．しかしながら，この手法は 回路と

発振器が用いられており，特性が限定的なもの

であり，一般的な設計が困難であった．

そこで， ら はこの手法の一般化を行った．

特に，復号器を非線形オブザーバで構成した．カオ

スシステムが適切な構造的性質を保っているならば，

平文を復元できる条件をいくつか示した．提案した



手法では，いくつかの あるいは 回

路を使うことにより，ことなる暗号システムを設計

できるという柔軟な性質を持っている．本論文では，

適応同定および制御理論に基づいて構成された同期

化カオスシステム 復号器 の性能を検証することに

より，パラメータ推定不可能な同期化カオスシステ

ムを構成する方法を与えることである．さらに，こ

の方法を信号処理・制御系設計ソフトウェアによるコ

ードの形で実現することである．このために，まず

らの提案したオブザーバの性能を検証し，さ

らに復号化器を適応型オブザーバにより構成する方

法を提案し，その性能を検証する．

暗号通信概論

インターネットの発展に伴い，ネットワーク上で

の情報セキュリティの確保が重要となっている．本

章では，ネットワークセキュリティ技術の核心をなす

数論的公開暗号の理論とカオスシステムを用いた暗

号システムの現状について簡単に説明する ．

暗号とはなにか

文献 をもとに，暗号についてまとめる．

暗号 とは，文章に対して変換を施

し，第 者には何が書かれているかわからない状態に

することをいう．変換する前の文を平文 ，

変換された状態の文書を暗号文 という．

暗号には，コード とサイファー が

ある．サイファーは，通信文の文字を 対 に置きか

えるのに対し，コードの方はまとまりのある語や句

を他のもので置きかえる．暗号学者により主に研究

されたのはサイファーであり，ここでも，暗号と言

えばサイファーを指すことにする．暗号を構成する

基本要素は，次の つである．

置換（文書内の文字の位置の置換え）

換字（他の文字と置換え）

暗号には，つぎの つの機構が必要になる．

暗号器（ 暗号化（平文から暗号文に変

換）する機構）

復号器（ 復号化（暗号文を平文に変

換）する機構）

暗号化と復号化には鍵 ：キー が必要になる．鍵

とはなにかを，簡単に例を用いて説明する ．たと

えば，暗号を 文字ずらすことで作ってみよう．アル

ファベットであれば， は に， は になる．した

がって， なら になる．ここで，字をず

らすというような方法をアルゴリズムといい，ずら

す文字が 文字のとき， を鍵という．送信者が暗号

アルゴリズムと暗号鍵を用いて，元の文章から暗号

文を作成し，通信路上を送信する．これを受け取っ

た受信者は，送信者と同じアルゴリズムと対応する

鍵を用いて元の文章を復元する．第 者が，通信路

上の暗号を不正に入手しても鍵を知らないので，通

常はすぐには解読できない．この解読できない期間

中に目的の作業を行ってしまうことができる．よく

スパイ映画ででてくる乱数表は鍵を発生させるため

のものである．送信側と受信側で同じ乱数表をもつ

ことにより，暗号化と復号化が可能になる．このよ

うな暗号では，アルゴリズムと暗号化・復号化の鍵

は，供に秘密にしておく必要があった．このような

暗号を，秘密鍵暗号あるいは共通鍵暗号という．

ところが， 年に と により，公

開鍵暗号の概念が発表された．これは，暗号アルゴリ

ズムおよび鍵の一部も公開してしまい，それでも解読

不可能というものであった．この時点では，概念のみ

であったが， 年に に

より大きな数の素因数分解の困難性に基づいた

という方式が考案され，公開暗号が現実のものとなっ

た．その後， 年には，離散対数問題の困難性に

基づいた 暗号， 年には，楕円曲線上

の離散対数問題の困難性に基づいた楕円曲線暗号が

考案されている．

暗号の利用目的

文献 をもとに，暗号の利用目的についてまとめ

る．

守秘 者間での情報秘密共有，

第 者に対する情報秘匿

認証

相手認証 相手が

本当の相手であることを確認する手段（第

者のなりすまし に対する

対策

メッセージ認証



データ完全性 内容

が改ざんされていないことを保証する

手段

否認防止 送信側

は送ったことを否定できず，受信側は

受け取ったことを否定できないことの

保証

アクセス管理 正当な利用者の

みアクセスできること．

暗号アルゴリズムの分類

文献 をもとに，提案されている暗号アルゴリズ

ムを分類する．

アルゴリズム秘匿

完全秘匿 軍事暗号

一部秘匿

ストリーム暗号

ブロック暗号

アルゴリズム公開

共通鍵暗号

ストリーム暗号 バーナム暗号，

ブロック暗号

ビット

ビット

公開鍵暗号

メッセージ復元

型

型

型

メッセージ非復元 主にディジタル

署名

型

型 改良

型

改良

鍵配送・共有

型， 型

ハッシュ関数

共通鍵暗号とは

共通鍵暗号の基本構造は，次のようになる．

送信側と受信側が同じ鍵を共有する．

復号は，暗号化の逆演算 により行う．

ストリーム暗号とは

平文を ビット単位に暗号化する方式．平文と同

じ長さの鍵が必要になる．たとえば，平文と鍵との

排他的論理和をとったりする．暗号鍵を知っている

場合には，暗号文と鍵とをもう一度排他的論理和す

ると，もとに平文に戻る．

ブロック暗号とは

平文の複数ビットを ブロックとし，そのブロック

単位に暗号化する方式．ブロック暗号は，次の つ

より構成される．

データランダム化部 初期処理，ラウンド関数，

終了処理からなる．ラウンド関数が実際の暗号

化部分に相当する．ラウンド関数の繰り返し回

数を段数という．ラウンド関数の実現方式とし

ては，つぎのようなものがある．

構造 データブロックを つに分け，

各ブロックに対し， 関数とよばれる変換

排他的論理和を基本演算としている関数

を施す構造．

構造

換字 や転置

という手法をビット単位に適用

した方法で，換字でビットの値を変更し，

転置でブロック内でのビットの位置を変更

する．

鍵スケジューリング部 初期処理と鍵生成から

なる．



公開鍵暗号とは

共通鍵暗号では，復号処理は，暗号処理の逆演算

として行われ，暗号化のための鍵と同一のものが用

いられるため，鍵が知られた瞬間，暗号は解読され

てしまう．公開鍵暗号では，一方向性関数（逆演算

の実行が困難な関数）を暗号化のための関数として

用い，復号用の関数と鍵を別に用意することにより，

暗号化アルゴリズム，暗号鍵を公開してしまう方法

である．公開鍵暗号は，次のように分類されている．

型 大きな数の素因

数分解に基づく方法

型 素数の剰余類にお

ける離散対数問題に基づく方法

型 有限体上の楕円曲線上

に定義された加法群における離散対数問題に基

づく方法

共通鍵暗号と公開鍵暗号の比較

共通鍵暗号 は対称鍵暗号

，公開鍵暗号

は非対称鍵暗号 とも

いわれる．

共通鍵暗号の利点と欠点はつぎのとおりである．

利点 処理速度が速い．

欠点 鍵の管理が困難である（秘密鍵を配送す

る必要がある）．

公開鍵暗号の利点と欠点はつぎのとおりである．

利点

鍵の管理が容易である（自分の秘密鍵のみ

管理すればよい）．

ディジタル署名（本人しか生成できない署

名を文書に追加すること）が可能．

欠点 処理速度が遅い．サイズの大きな文書に

は向かない．

離散対数問題

文献 の記述を引用して，公開鍵暗号理論の基礎

となっている離散対数問題について説明する．

定義 整数 を正整数 で割った余りと整数 を

で割った余りが等しいとき，

と書き， と は を法として合同である という．

特に， を で割った余りを とすると，

であり， を を法とする の剰余と

呼ぶ．

定義 を素数とし， を なるある整

数とする．素体 を定義する．まず，

とおき， の任意の つの元の和と積を，通常の和

と積の演算結果を で割った剰余と定義する．この

とき， を位数 の素体という．たとえば，

のとき，

定理 フェルマー小定理 まず，つぎのようにお

く．

とし， の各元に をかけると，

となり，これは，

の置換（入れ換えたもの）になる．たとえば， の

元 に をかけると となる．したが

って，

であり，両辺を で割ると，

となる．上式は任意の素数 および と互いに素な任

意の整数 に対して成り立つ．

定義 を素数とし，ある整数 を の

乗， 乗， 乗， を で割った余りを計算してい

くと， 乗して初めて になるとき， を の

原始元という．また， が の原始元のとき，



定義 離散対数 与えられた素数 と 上の原

始元 ，および任意の整数 に対して，

を満たす を と書き， を 上で

を底とする の離散対数と言う． のビット数をあげ

ることにより，離散対数の計算には多くの時間がか

かり，実際上困難であることがわかっている．

定義 一方向性関数 が素数で， が 上の原

始元のとき， の上への 対 写像 を

とおくと，その逆写像 は離散対数を用いて，

と定義される． の値を計算するのは容易である

が， のビット数が大きくなると， を計算す

るのは困難になる．このような関数を一方向性関数

という．

現在のコンピュータと質的に異なる原理のコンピュ

ータがあり，計算手段が現在の論理演算を凌駕する

と，素因数分解がやさしい計算問題になる可能性が

る．実際に， か か確定している普通のビットでな

くその重ね合わせ状態まである量子ビットの制御と

相互作用を利用する量子チューリングマシンの概念

が 年に提案され，それを用いると素因数分解が

やさしい計算問題になることが 年に理論的に証

明された．このようなコンピュータを量子コンピュ

ータというが，この実現はまだまだ先のことである

が，もし実現されれば，公開鍵暗号は無意味なもの

となるといわれている ．

ディフィ・ヘルマンの鍵事前配送方式

文献 の記述を引用して，公開鍵暗号通信のため

に離散対数問題に基づいて鍵を共有する方法につい

て述べる．

インターネット上に 君と 君をはじめとし，多

数のユーザがいるとする．ネットワークの管理者は，

インターネット上に大きな素数 （ 進数で数百桁程

度，あるいはそれ以上）を任意に選ぶ．ただし，

が大きな素数を因数に持つようにしておく（ が

小さな素数の積である場合には，離散対数が容易に

求まるため）．具体的には，ネットワーク管理者が，

ミラー・ラビン法と呼ばれる素数を見つけるアルゴ

リズムを用いて大きな素数 を見つけ，次のアルゴリ

ズムを用いて，ある整数 を決定し， な

る形の素数を見つける．

をランダムに定める．

なら に行く．そうでなけれ

ば， に行く．

なら に行く．そうでなければ，

に行く．

を通過した数 を素数として用いる．そうで

なければ， へ行く．

さらに， 上の原始元 を任意に定め， と をイ

ンターネット上に公開する．また，

なる各整数 ごとに暗号化鍵によって決まる暗号方

式を定めておく．ネットワークに参加する各ユーザ

は，あらかじめ なる整数 をランダム

に選び， を計算する．そして， を公

開鍵としてインターネット上に公開し， を秘密鍵

として他人に知られないように保存する．このよう

にして得られた 君と 君の公開鍵と秘密鍵を，各

々， とする．これで， 君と 君がお

互いに鍵を通信する準備ができた． 君は， 君の

公開鍵 と自分の秘密鍵 を用いて，

を計算し， 君は， 君の公開鍵 と自分の秘密鍵

を用いて，

を計算する．このとき，

であることから， 君と 君はお互い共通の暗号化

鍵の番号 を共有したことになる．共有

鍵が決まれば， などの暗号鍵と復号

鍵が共通の対称鍵暗号の鍵として を用いて，お互

いに平文（通信したいメッセージ）を暗号化して通

信することができる．この鍵をネットワーク上の第

者が知るには， から を計算する高速ア



ルゴリズムが必要である．このためには，離散対数

あるいは がわかれ

ばよいが，これを解くには困難であるために，第

者が鍵 を得ることは困難であることがわかる．

エルガマル暗号系

通信したい平文を公開鍵暗号化する手法の つで

あるエルガマル暗号について述べる． 君が 君に

メッセージを送りたいとする．まず， 君は，

大きな素数 と の原始元 を任意に定める．

なる整数をランダムに定め，

を計算する．

を公開し， を秘密にする．

次に， 君は，

送りたいメッセージを コードなどで数値

化し， より小さい整数に分割し，その つを

とする．

各 ごとに， なる整数をランダム

に定め， と を計算する．

を 君に送る．

受け取った 君は，

を計算し，平文を得る．

これは，以下の理由による．

一方，第 者が から平文を得るには，

を知る必要があることから，離散対数問題を解かな

ければならないため，計算は困難である．また，素

因数分解の難しさに基づいた

暗号といわれる有名な方法もあるが，こ

こでは省略する．

共通鍵暗号

これまで，公開鍵暗号系の構成についてのべたが，

ここでは，共通鍵暗号系について簡単に紹介する．公

開鍵暗号は安全でないネットワーク上で事前の鍵の

情報を通信することなく利用できるという点で優れ

ているが，大きな平文に対しては，暗号化に時間が

かかるといった欠点があった．そこで，鍵の配布には

公開鍵暗号を用い，実際のメッセージの暗号化には

などのブール演算に基づく共通鍵暗号を

用いる混合方式が用いられることが多い ．

は で開発さ

れ，最近までアメリカの

で標準としてさまざまな通信で用いられてきた．

は ビットの平文を， ビットの鍵を用いて

ビットの暗号文に変換する．暗号化は次にしたがっ

て行われる ．

ビットの平文に初期置換を施す．

ビットを，上位 ビット と下位 ビット

に分け，図のように， を計算する．た

だし， はある非線形関数であり， は排他的論

理和，また， は鍵 から得られる ビットデ

ータ．これを 回繰り返す．

初期置換の逆置換を施す．

復号化は， を逆に入力すればよい．

状態離散化カオス写像を用いた暗号シス

テム

文献 をもとに，カオスの暗号通信への応用の概

要を述べる．

カオス力学系は，初期値鋭敏依存性，位相的推移

性，周期解の稠密性などによって特徴付けられる．情

報理論的観点からは，カオス系は軌道に沿って情報

が損失していく系である．これらの性質を利用して



年ほど前から，様々なカオス暗号方式が提案され

ている．

これまで提案されているカオス暗号方式は，すべ

て秘密鍵系である．ストリーム方式のカオス暗号で

は，カオス写像の反復によって鍵系列を作る．今まで

に提案されているカオス暗号方式をまとめると，つ

ぎの つになる．

同期方式

カオス暗号方式のなかでは， に

よる方式と による方式が最も精

力的に研究されている．本卒業論文もこの範疇に属

する．これらの方式では，カオス同期を用いる．受

信側の系と送信側の系とが同期して，暗号化器とそ

れに対応する復号化器が共有される．

まず つのカオス系 と を

用意する．送るべき情報が なら を， なら

を一定時間送る．受信側と送信側は や のパラ

メータを秘密鍵として共有している．受信側は

手持ちのパラメータを使って と に同期を試み

る． と同期すれば と同期すれば が復号さ

れる．

送信側と受信側が，ある

カオス系とパラメータを秘密鍵として共有する．

送信側はカオス系が発生する連続時系列（キャ

リア）に，秘密信号を加算して伝送する．キャ

リアのカオス系が十分ランダムであれば，伝達

信号もランダムである．受信側は，カオス同期

でキャリアを同定し，受信系列からキャリアを

差し引くことで復号化する．この方式は，連続

時間，連続状態のストリーム暗号とみなせる．

これらの暗号方式では，パラメータに関する鋭敏依存

性のため，高精度でパラメータが同定できない限り，

攻撃者は送信側の系に同期できない．これが安全性

の基礎的根拠であり，強度解析や拡張も多くなされ

ている．しかし，以下のような本質的な弱点があり，

その弱点を突いた解読方法も成功している．

の弱点は，次のとおりである．

同期達成のタイミングを知るのが難しい．

通信の面から見ると秘密情報はカオスキャリア

に対するノイズの意味をもつ．同期のために小

さい信号 雑音比が要求されるので，情報がチャ

ンネルノイズに埋もれてしまう可能性がある．

アナログ系の場合，熱雑音や素子の誤差などの

影響で送信側と受信側で高精度で一致した系を

共有することが難しい．

同期のために，ある程度の系のロバスト性（頑

健性）が必要である．攻撃者はこのロバスト性

を利用して，最適化手法で秘密鍵に接近できる．

直接方式

直接方式では，平文をカオス写像を用いて直接変

換して暗号文を作る．平文は暗号文の逆変換で得ら

れる．最も直接的な方式では，変形テント写像や変

形 次元パイこね変換を平文に反復的に施して暗号

文を作る．秘密鍵は変換の山の位置である．変形テ

ント写像は 対 なので，暗号化に逆写像を用いる．

変形テント写像の逆像 つのうち つを暗号文とし

ている．復号化の際には，変形テント写像をそのま

ま反復して平文を得る．本論文では，直接方式につ

いては取り扱わない．

らのオブザーバ型カオス暗

号システム

本節では， ら のオブザーバ型カオス暗号

システムの概要を説明する．まず，カオスシステム

を次式のような状態方程式で記述する．

ただし， と

する．

たとえば， 回路にお

けるカオスシステムの状態方程式は次式で与えられ

る．



カオス暗号システムは次の パートから構成される．

暗号化関数

平文 を としたとき，暗号文

は次式で与えられる．

ただし， はキー信号であり， は 暗号化
関数で，次式の を用いる．

暗号化関数で用いるキー信号はカオスシステム

の状態変数を用いて生成される．

ただし， とする．たとえば，

カオスシステムの

場合， などと選ぶことができる．

復号化関数

暗号文 を復号化した信号 は次式で与

えられる．

ただし， は 復号化関数で，暗号化に
を用いた場合，同じ によ

り構成できる．

暗号化器 カオスシステムを用いた

暗号化器を次式で与える．

復号化器 複合化器はカオスシステ

ムに対する非線形オブザーバとして，次式のよ

うに与えられる．

ただし， は適切に選ばれた非線形関

数， は次式で与えられる公衆回線を通じて伝送

されたスカラー信号で， はカオスシステム

のスカラー出力とする．

暗号化器と復号化器の同期はオブザーバの状態推

定条件として記述でき，つぎのようになる．

同期化誤差を とすると，

復号化器がオブザーバとして動作するとき，

つまり，

が成立するとき，暗号化器と復号化器は同

期することができる．特に， 式が任意の

初期条件に対して成立するとき，復号化器

は大域的オブザーバであるという．

このような設定のとき，同期化条件を表す補題を

つぎにあげる．

補題 行列

が正則のとき，次式のように選ぶと，復号化器は大

域的オブザーバになる．

ただし， は，

の固有値の実部がすべて負であるように選ぶものと

する．

証明 同期化誤差 は次式の誤差方程式を満足

する．



したがって， の固有値の実部がすべて負の

とき，次式が成り立つ．

さらに，復号化可能条件を与えるのが，つぎの補

題である．

補題 復号化器により復元される暗号文

を

とし，復元された暗号文 と生成キー信号

により復元される解読文 を次式で与える．

復号化器が大域的オブザーバであるならば，次式が

成立する．

この補題は，非線形オブザーバにより生成されるキ

ー信号を と選べばよいことを意味する．

シミュレーション結果

前節で述べた 回路に

おけるカオスシステムを用いた暗号化器と復号化器

は次式で与えられる．

暗号化器

復号化器

ただし， は次式のような公衆回線により伝送さ

れたスカラー信号である．

また，復元された暗号信号は次式で与えられる．

さらに，復元された平文信号は次式になる．

ただし，このシミュレーションでは， を次式の

ようにおく．

また， を次式のようにおく．

あとがき
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付録

倒立振子制御系は非線形システムである．従来は，

近似線形化して，直立状態付近での安定化制御則の

みが議論されてきたが，最近では，いろいろな非線

形制御系設計法が整備されるにしたがって，倒立振

子でも安定化領域を拡大できる非線形制御が試され

ている．そこで，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．

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 これは後述する定理 に相当す

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．

となり，前述と同様になることがわかる．



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．

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．



非線形システムとは

非線形システムの記述

入力ベクトル をもつようなシステム内

の状態変数ベクトル の動特性を連立の

階微分方程式系として記述したものが状態方程式で

ある．

ただし， は の非

線形スカラー関数である．線形関数と非線形関数の

違いは，つぎの例により理解できるでしょう．

線形関数の例

非線形関数の例

物理的な非線形性要素の例飽和，静止摩擦，ク

ーロン摩擦，歯車のバックラッシュ，ヒステリ

シス，不感帯

非線形システムの特徴

非線形システムでは線形システムで起きない特有

な現象がある．非線形システムの解は，ある点に収

束し，そこに留まる場合と振動する場合の つがあ

る．ここで，そこに留まるような点を平衡点と言う．

平衡点では，時間微分がゼロとなるので，つぎの式

が成立する．

また，非線形の振動現象をまとめると，つぎのよう

なものがある ．

爆発解

有限時間で発散してしまうような解をもつこと

がある．これを爆発解と言う．

自励振動（リミットサイクル）

非線形システムでは，入力信号をゼロにしても，

初期値の大きさに無関係な一定振幅・一定周期の

周期解が発生することがある．この振動は，自

らの振動により電源からエネルギーを引き出し

て振動を続けるもので，自励振動と呼ばれ，発

振器に応用されている．例として，つぎのよう

な の発振器がある．

このシステムを考えるには，つぎの 次の線形

微分方程式が参考になる．

このシステムの極は，特性方程式

の解であることから， ならば，

がいえるが，

ならば， は発散する．したがって， の係

数の正負で安定性が判断できるわけである．こ

れから， の発振器の場合を考えると，

がおおきいとき， の係数部分は正となり，

はゼロに近づく方向に動くが， が より小さく

なると，係数部分が負となり， は増加をはじ

め，これをくりかえし，結局，減衰でも発散で

もない発振状態が作り出される．

周期解：同期振動および高調波振動

線形システムの場合，入力に角周波数 の正弦波

をいれると，過度状態をへて定常状態になったと

きには，同じ角周波数 の正弦波が振幅と位相が

変化した形の周期解が現れ，これを周波数応答と

言う．ところが，非線形システムの場合，入力の

角周波数 に対して，出力に

の角周波数をもつ振動が発生する． のもの



を同期振動， のものを高調波振動と

いう．入力の振幅を変えると，突然周期解の振

幅が変化するジャンプ現象が生じることがある．

周期解：分数調波振動

入力の角周波数 に対して，出力に

の角周波数をもつ振動（角周波数が入力

よりも小さい）が発生することがある．これを

調波振動，または一般に分数調波振動という．

複数の異なった周期解が共存する振動

自励振動の周波数と入力の周波数の両方をあわ

せもつ振動

自励振動の周波数成分が急速に減衰して，入力

の周波数成分のみになるような現象を，入力へ

の引き込み現象（同調現象）という．

概周期振動

出力信号をフーリエ級数に分解して，

としたとき，各調波成分の

角周波数 の比が無理数であるときをいう．簡

単に言うと，だいたい周期振動で近似できるよ

うなものをいう．

カオス解などの非周期解

入力ゼロでも入力が正弦波のいずれの場合でも，

出力が周期振動でも概周期振動でもなく，不規

則的な振動が発生することがある．これをカオ

スと言う．

非線形システムでは，システム内のパラメータの

微小変化により，平衡点や周期解が発生したり，消失

したりすることがある．これを分岐現象

という．

非線形システムの解の性質

非線形システムの初期値問題はつぎのように定義

される．

つぎの微分方程式の解を求めよ．

初期値問題はある点からスタートする状態がその後

どのような経路をとるか求めるものであるが，つぎ

のような点を明らかにしなければならない．

解の存在性解がすくなくとも一つ存在するか

解の一意性解が存在したとき，初期値の近傍で

一意に決まるか

解の大域性解が存在し，かつ， で定

義できるか

初期値に対する連続性大域的な解が存在する場

合に，初期値の変化に対して，連続的に解が変

化するか

まず，解の連続性について考える．上の非線形微

分方程式を両辺積分すると，次式のようになる．

このことは，もしも， がインパルス関数や

インパルス関数の微分などをふくまない区分的

に連続な関数 制御系でも成立する ならば，

を意味し，初期値において解は

連続になることがわかる．解の初期値をずらしてい

くことにより，解の存在する領域で は連続にな

ることがわかる．

また，局所解の存在についての定理に以下がある．

定理 において， が有界閉領域

で， に関して連続で，有界閉領域 で，

は有界，つまり， となる有限の値 が

存在するとする．このとき， の解は，区間

において存在する．ただし， はベクトルの大き

さをはかるユークリッドノルムで，次式で定義され

ている．

さらに，解の一意性はつぎに述べるように，

条件が追加される．



定理 上記定理の仮定が満たされているとする．

さらに，つぎの 条件

が有界領域 内で成立するとき，解は区間 において

ただ一つ存在する．

ここで， 条件は十分条件であるので，これ

を満たさない場合でも一意解が存在する場合がある．

さらに，局所微分可能な は 条件を満足

する．これは，微分可能な は局所的に 次関数で近

似できることからわかる．そこで， が局所的に微分

可能 ある限定された領域で微分可能という意味 で

あるときには，局所一意解が存在し，かつ初期値に

対するなめらかさを保証できる．

定理 上で定義された微分方程式

で， は微分可能であると仮定する．この

とき， を通る解は唯一存在する．また，

で を出発する微分方程式の解軌道を特に，

とかくと，この は時間 のみなら

ず， に関しても微分可能である．

特に，解の初期値 に関する依存性を強調するた

めと，解軌道全体を考慮するために，解 を

ここで， は なる微分可能な

写像である． は解軌道全体の性質を表しており，

また， は解曲線を表している．解軌道を幾何

的な曲線として解析するには微分幾何学を用いる必

要があるが，これについては後述する． の

とき，解 に対して，つぎが成立する．

これは， で を初期条

件にした微分方程式の解 と で

を初期条件にした解は一致することを表している．こ

れから，写像 に対してつぎのような性質が成り

立つ．

ただし， は恒等写像である．上式の右辺は合成写

像を意味し，要素で表現するならば，

となり，このような性質をもつ写像を半群という．写

像 は微分方程式の解軌道の様子をあらわしてお

り，これを微分方程式のフローという．

非線形微分方程式と力学系

後で微分幾何的な力学系の説明をするが，ここで

は の非線形微分方程式

を用いて，簡単に力学系の説明をする．状態変数

を

とおくと， の非線形微分方程式は，つぎ

の連立 階微分方程式になる．

この式は，前述の議論から微分可能な一意解をもつ．

解の時間的な経路（解軌道）はなめらかな曲線で表

すことができ，これをフローと言った．上式におい

て，左辺は状態 の変化率を表し，右辺は状態変数

の値ごとにその大きさと方向を変えるベクトルであ

る．したがって，上式の右辺を 空間上にプロット

することにより，微分方程式のフローをベクトル場

として図示することができる．正確には，上式の右

辺はフローの接線ベクトルを与える．このような微

分方程式を力学系という．いいかえれば，これまで

議論した 階非線形微分方程式が力学系そのものな

のである．また，力学系に入力変数をつけくわえた

ものが，現代制御理論で言う状態方程式なのである．

力学系においては，特殊なことばが使われるので

まとめておく．

力学系の相現代制御理論で言う状態変数のこと．

の非線形微分方程式の場合，

位置 速度 ということになる．

相空間現代制御理論で言う状態空間のこと．

の非線形微分方程式の場合， 軸を位置，

軸を速度とした 次元空間になる．

積分曲線解を について表したグラフ

を積分曲線あるいは積分多様体という．



力学系は が時間関数に陽に依存するかしないか

で，つぎのように分類される．

自律系 が状態変数 のみの関数である場合

非自律系 が状態変数 と時間の関数である場

合

自律系と非自律系でまず，取扱が異なるのがつぎに

述べる不変量である．自律系において，関数

が，時間 に対して，一定であるとき，不変量とい

う．非自律系において，関数 で，解軌道に

沿って一定であるようなものを，不変量という．

不変量であるための必要十分条件はつぎのように

なる．

定理 関数 が非自律系の不変量である

ための必要十分条件は，次式が成立することである．

関数 が自律系の不変量であるための必要十

分条件は，次式が成立することである．

非自律系でも自律系でも不変量であることは，

を意味する．ただ，独立変数として， が入っている

場合とそうでない場合につぎのようになる．

非自律系の場合

自律系の場合

ここで，微分幾何のことばでは， をベクトル場

に沿った関数 のリー微分あるいは方向微分という

（後述）．

不変量の例としては，ニュートン力学においては，

エネルギーの総和がそれにあたる． 次元の振動モデ

ルで強制力はなく，重力のみのよる運動を考える．高

さを とすると，重力の位置エネルギー は で

ある．重力と位置エネルギーの関係は

と表され，運動方程式は とな

る．相 を とし，運動方程式を力学系で表現す

ると次式のようになる．

全エネルギー はつぎのように表される．

のリー微分はつぎのようになる．

ここで， は の勾配 あるいは微分

とよばれ，つぎのようになる．

したがって，リー微分はつぎのように計算される．

微分幾何の基礎知識

を元に微分幾何学の諸概

念についてまとめる．

ベクトルと双対ベクトル

を実数体 とかく あるいは複素数体 とかく

とする． をスカラー数という（体というのは，

単位元と逆元があり，和と積の定義された代数構造

をいい，実数や複素数が体の構造をもっていること



が証明できる．ここでは，単に実数のすべてを実数

体，複素数のすべてを複素数体とよんでいると思え

ば良く，そこまでむずかしく考える必要はない）．ベ

クトル は，複数個のスカラー数の組をいい，これ

をつぎのように表す．

ただし， である．とくに， が実数体 のと

き，実ベクトルといい， が複素数体 のとき，複

素ベクトルという． をベクトルの要素という．ま

た，つぎの横ベクトル

を，双対ベクトルという．双対と言う意味は，もと

もとは，ベクトルをスカラー量に写像する汎関数を

双対関数（あるいは，共役関数）というところから

来ている．つまり，双対関数 をつぎの形で定義

できるからである．

ベクトルの和はつぎのように定義される．

また，スカラー数 とベクトル のスカラー積

はつぎのように定義される．

双対ベクトルの和とスカラー積も同様に定義できる．

ベクトル空間と双対ベクトル空間

ベクトル空間は線形空間とも呼ばれ，つぎにより

定義される．

ベクトルの集合 がつぎの条件を満たすとき，ベ

クトル空間という．

特に， の要素が実数，スラカー数も実数のとき，実

ベクトル空間と言い，ベクトルの要素の数が のと

き， 次元実ベクトル空間 と書き， を空間の次

元という．また，要素とスカラー数が複素数で， 次

元のとき， 次元複素ベクトル空間 という．

がベクトル空間のとき，つぎがいえる．

の任意の要素 とスカラー数 に対して，

が成り立つ．

ベクトル空間の要素であるベクトルの各々は，その

空間上の点とみなされる．また，このベクトル空間

は原点を含む真平らなどこまでも広がる平面をイメ

ージすれば良い（原点を含まない真平らなどこまで

も広がる平面はアフィン空間と呼ばれる．）この平面

が曲っていれば上式は満たされず，非線形空間（曲っ

た空間）となる．これ以降は複素空間は扱わず，実

空間のみを対象とする．

ベクトル場と双対ベクトル場

の部分集合 の各要素 のそれぞれに，ベクト

ル が，つぎのように対応しているとする．

ただし， とする．このとき，

であり，この をベクトル場 とい

う．勾配ベクトル場とは，スカラー関数

に対して，その勾配を与えるベクトル場であり，次

式で表される．

このとき， をポテンシャル関数という．



また， の各要素 のそれぞれに，ベクトル

が，つぎのように対応しているとする．

ただし， とする．このとき，

であり，この を双対ベクトル場と言う．

力学系

空間の位置を表すベクトル は時間に依存すると

する．つまり， である．このとき， の動き

がベクトル場 に対して規定されており，つぎの

ような微分方程式で書けるとき，このような微分方

程式を力学系 という．

要素でかくとつぎのようになる．

これは， は の変化率を表すので，運動する点が

場所 にあるとき，どの方向にどれくらいの割合で

動くのかを規定している式とみなすことができる．

の場合には，ベクトル場は，平面状の各点に

貼りつけられたベクトルを表し，力学系は，このベ

クトルに沿って動く点の運動を表すことになる．こ

の微分方程式の解をベクトル場 の積分曲線 積

分多様体 という．

たとえば， でのポテンシャル関数 の勾

配ベクトル場による力学系はつぎのように表される．

このときの積分曲線は，つぎのようになる．

勾配ベクトル

におけるスカラー関数 の勾配ベクト

ル とは，つぎをいう．

ヤコビ行列

におけるベクトル場 のヤコビ行列は，

次で定義される．

微分

スカラー関数 のベクトル場 によるリー

微分は次式で定義される．

高次のリー微分は次のように与えられる．

リー括弧積，リー交換子積

ベクトル場 とベクトル場 のリー交換子

積は次式で与えれるベクトル場のことである．

高次のリー交換子積は次のように定義される．

さらに，リー交換子積は，次の性質が成り立つ．



恒等式

ただし， は の

ベクトル場， はスカラ関数， はスカラ定数で

ある．

微分同相写像

微分同相写像は線形空間における座標変換行列に

対応し，つぎのように定義される．

の開集合 に対して，写像 が

対 の上への写像であり． および逆写像

がいずれも 関数であるとき， は微分同相写

像であるという．

を次式のように， 個の ベクトル場

からなる集合とする．

任意のベクトル場の組合せからなるリー交換子積を

とする．任意の に対して，

となるような汎関数 が存在するとき， は

であるという．これは，任意の点 に

対して，

を意味する．ただし， は，ベ

クトル により張られる線形空間で

ある．

完全可積分とフロベニウスの定理

ベクトル場の集合 が

ある点 の近傍 で線形独立であるとする．

が完全積分であるとは， 個の汎関数

がつぎの偏微分方程式系を満た

すことである．

は線形独立

さらに，つぎのフロベニウスの定理が成り立つ．

定理 が完全可積分であるための必要十分

条件は， が であることである．

厳密線形化制御 入力状態線形化

つぎの単一入出力系 を考える．

ただし， で， は に

関して ベクトル場 は スカラー場である

とする．このとき，次の定理が知られている．

定理 非線形システム が 内の領域 に

おいて，入力 状態線形化可能であるための必要十

分条件は，つぎの 条件が成立することである．

ベクトル場の集合 が に

おいて一次独立である．

ベクトル場の集合 が に

おいて である．

上の定理の 番目の条件は，

が完全可積分であることと等価であることから，次

式を満足するようなスカラー関数 が存在する．

この を用いて，状態変数の座標変換を次式の

ように定義する．

の時間微分は次のようになる．



一方， とヤコビ恒等式から次式が成り立つ．

この結果を に代入すると，次のようになる．

つぎに線形化入力を

と，おくことにより， となり，つぎのような

線形系 の正準系 が得られる．

例題 入力状態線形化

文献 にしたがって，入力状態線形化の例を述べ

る．直列結合の 重水槽の状態方程式は次式のよう

になる．

ただし， は各水槽の水位， は水槽 への給水

量 入力 である．入力状態線形化可能であるかどう

か確認するために，ベクトル場 を計算する

と，次式のようになる．

したがって，入力状態線形化可能であるための必要

十分条件が満足されることがわかる．つぎに，次式

を満足する を導出する．

このことから， とすればよいことがわ

かる．このとき， は次のようにして求められる．

これから， を計算すると，次式のようになる．

これより，線形化入力を容易に計算できる．



厳密線形化制御 入出力線形化

入力状態線形化条件は条件が厳しいため，対象シ

ステムが限定されることから，状態にかかわらず，入

出力関係のみを線形化することが考えられた．これが

入出力線形化である．文献 に添って説明する．入

力状態線形化と同様に，つぎの単一入出力系

を考える．

入出力線形化は出力 を次々に微分して，入力が出

てくるまで行い，この時点で線形化入力を構成する．

この手順は次のようになる．

ある領域内 内のすべての に対して

であるならば，線形化入力を

とおくことにより， が得られる．また，

ならば， となるまで，

微分を繰り返すことにより，つぎの線形化入力が得

られる．

このとき， が得られる．入力 が現れるまで

を微分する回数を とするとき，これを非線形シス

テムは相対次数 をもつという． とする．

したがって，入出力線形化条件はつぎのようにな

る．

定理 入出力線形化可能であるための必要十分

条件は， となる正の正数 が存在す

ることである．

入出力線形化のための変数変換は，つぎのように

なる．

これより，つぎの状態方程式が得られる．

線形化入力はつぎのようになる．

これにより，つぎの 次元線形システムが得られる．

また，残りの部分は 次元の を用いて非線形

システムになる．線形部分を安定化すると，非線形

部分が残り，これが安定性を左右する．システム内

部の動特性を支配する非線形部分の動特性をゼロダ

イナミクスという．

動的フィードバック線形化法

これまで述べた入力状態線形化および入出力線形

化は座標変換と静的フィードバック線形化によって

いるが，両方とも条件が厳しい．これよりも条件が

緩い動的状態フィードバックコントローラによる状

態空間線形化法が提案されている ．

つぎの 非線形システムを考える．

ただし， とする．座標変換のため

に， とおいて，これを次々に微分して，次式

のように変換行列をおく．

このとき，つぎのような に対する状態方程式が成り

立つ．



そこで，新規入力 を用いて，線形化入力合成則を次

式のようにおくと，線形化できることがわかる．

そこで，この式を に関して解くことができれ

ば，入力 を動的システムにより生成することがで

きる．これが，動的フィードバック線形化可能条件

になる．

これを次の例題により説明する．

座標変換を次のようにおく．

このとき，次の非線形状態方程式が得られる．

そこで，線形化入力を次式のようにおくことができ

る．

これを変形すると，入力 に対するダイナミクスが

次のように得られる．

また，新規入力 はつぎの線形系に対して設計すれ

ばよい．


