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制御＋情報通信＋生体 
サイバネティックス 

●Norbert Wiener (MIT)  

1948: Cybernetis, MIT Press 

1950: The Human Use of Human Beings; Cybernetics and Society, 
Houghton Mifflin Company, Boston 

 

 “通信と制御と統計力学を中心とする一連の問題が，それが
機械であろうと，生体組織内であろうと，本質的に統一されう
るものである．・ ・ ・ そこで我々は制御と通信理論の全領
域を機械のことでも動物のことでも，ひっくるめてCyberneticsと
よぶことにした．” 

引用：ウィーナー著（池原ら訳）サイバネティックス，岩波書店(1962) 

 



サイバー物理システム 
http://www.spc.jst.go.jp/hottopics/1203_robot_tech/r1203_lin.html 

http://ushiolab.sys.es.osaka-u.ac.jp/research/theme_uk02.html 

応用分野 潜在的チャンス 

交通運輸 
1、宇宙探査機の飛行速度、飛行距離の向上。エネルギー消費の削減。 
2、飛行制御システムの設計、より効果的な空中航路資源の利用。 
3、自動車の機能強化、安全性向上。エネルギー消費の削減。 

国防 
1、より機能の高い防御システム。 
2、自治車両の編隊のネットワーク化。 

エネルギー及び工業
オートメーション 

1、新たな再生可能エネルギーの開発。 
2、家庭、オフィス、オフィスビル、車両等の運行効率、操作性の向上。 

健康及びバイオ医療 

1、家庭への保健サービス。 
2、より機能の高いバイオ医療設備。 
3、新世代人工臓器。 
4、より高いオートメーション化レベル及び拡張機能を持つネットワーク化
バイオ医療システム。 

農業 

1、省エネ技術の開発。 
2、設備のオートメーション化レベルの向上。 
3、バイオエンジニアリングにおける閉ループ加工。 
4、資源及び環境利用の最適化。 
5、食品の安全性向上。 

国家インフラ 
1、高速道路の通行量拡大、運行の安全性向上。 
2、国家電網の信頼性、効率の向上。 



人体と機械の工学的比較 

機能分類 人体 機械 

制御・演算 脳 コンピュータ 

情報収集 感覚器 センサ・測定器 

通信・伝達 神経系 通信ネットワーク 

駆動 心臓・肺 ポンプ 

輸送 血液 自動車・電車・飛行機 

交通 血管・気道 道路・鉄道・送電線・パイプライン 

運動 筋肉 アクチュエータ（モータなど） 

加工・変換 消化器系 加工機械・工場 

廃物処理 肝臓・腎臓 ゴミ処理場 

創造（増殖） 生殖器系 -------------- 

引用：久保田，電気システムとしての人体，講談社ブルーバックス 



自動車と複合物理（マルチドメイン）システム 

引用：辻，嶋田，加藤，自動車システム開発のためのモデルの要件と適用 



モデルベース開発と自動車産業 
数式を基にしたモデリング・制御・システムシミュレーション 

動的挙動を解析・制御 



モデルベース（MBD)開発 
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http://www.gaio.co.jp/product/dev_tools/pdt_vecu.html 

MILS - Model In the Loop Simulation： 

車両本体や、車両コントローラなどの全てを、MATLAB/Simulinkのモデルのみで実行 

するシミュレーションを指す。 

SILS - Software In the Loop Simulation： 

上のMILSに対して、車両コントローラをモデルではなく、C言語などのソフトウエアで 

実行するシミュレーションを指す。一般には、このソフトウエアは、 MATLAB/Simulink 

のS-Functionに組み込んで動作させる場合が多いが、広義には、ソフトウエア実行 

環境をこれに限定しているわけで はなく、PCネイティブ(Pentium)コードにコンパイル 

して、MATLAB/Simulink上の車両モデルに接続する場合もある。 

MBD（モデル ベース開発）においては、コントローラ部分のモデルからC言語ソフト 

ウエアを自動生成（オートコード）する例も増えてきている。 

PILS - Processor In the Loop Simulation： 

上のSILSでは、車両コントローラのソフトウエアをS-Function、あるいは 

PCネイティブコードで論理動作させているのに対して、PILSは、実際の組込み 

マイコン（Processor、MCU）で動作させるシミュレーションを指す。 

SPILS - Simulator-based Processor In the Loop Simulation：  

上のPILSは、車両コントローラに実機マイコンを使う事を指しているが、 

実際の所、実マイコン（ハードウエア）とMATLAB/Simulink （ソフトウエア）を接続する 

シミュレーションは難しい。このため、SPILSは車両コントローラに「マイコンシミュレータ」 

を使用して実行するシミュレー ションを指す。VECU-Gは、これに当たる。 

HILS - Hardware In the Loop Simulation： 

車両コントローラに、実際のECUボックス（ハードウエア）を使用するシミュレーション 

を指す。制御対象である車両部分もリアルタイムに動作させる必要が あるため、 

MATLAB/Simulinkの車両モデルを専用の車両装置エミュレータ（実機）にロードして 

リアルタイムに実行させ、実物の車両装置が ECUボックスとつながっているのと同等 

の状態を再現する。 
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センシング 

コントロール 

ICCT技術 

 

ICCT(Information, Communication, and Control Technology) 

スマートセンシングとスマートコントロール 

複合物理モデル(Multi Domain Physics)をベースにした 

計測と制御技術イノベーション 

人間支援システム 

生体計測 

再生可能エネルギー 

自動車制御 

 

○MATLAB/Simulink 

△Modelica 

×Labview 

 



制御でやること 
 モデリング(modeling) 

 現象，装置の数学モデル 
 動的モデル(dynamic model)：微分方程式，差分方程式によるモデル

化 
 モデル化誤差の見積：構造的な誤差と非構造的な誤差 
 入力と出力の特定：状態方程式，伝達関数 
 装置のモデリングもかなり面倒だが，生物系はもっと大変 

 推定(estimation) 
 ソフトセンシング，ダイナミックセンシング： 
 出力データ（時系列）から内部状態を推定する 

 手法：オブザーバ，カルマンフィルタ，粒子フィルタなど 
 応用：異常値検知，ソフトセンサ，低侵襲・無侵襲医療機器 

 制御(control) 
 ロバスト制御：H∞制御 
 適応制御：モデル規範型制御，Immersion&Invariance，リアプノフ関数 

 非線形制御：バックステッピング制御，フォワーディング制御 

 平衡点制御：ホモクリニック軌道制御，リミットサイクル制御，フォー
メーション制御 
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車の制御以上に興味を持っていること 
：複雑系の動的挙動の推定と制御 

 複雑系(complex system) 

多数の構成要素が強く相互作用することによって，全体として多様
な現象を引き起こすシステム 

 大次元と大自由度 

     *動的多様性：局所的不安定性＋大域的抑制性(カオスなど） 

 創発(emergence)と自己組織化(self-organization) 

       *自己増殖，進化，学習，適応，再帰 

 例 

   動植物の生態系 

   気象 

   化学反応 

   人体：脳，心臓など 
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複雑系の特有な現象 

創発現象：個体同士の相互作用により引き起こされる
現象（重ね合わせの理不成立） 
 鳥や魚の群れ，ソリトン，ろうそくの炎，神経パルス，分子構造，

蛋白質など． 

自己組織化：外部からは系になんの働きかけがなくて
も，時間的，空間的，時空間的パターンができる過程 
 閉鎖系の平衡状態で安定な構造が形成される自己集合：結晶

など． 

 非平衡の開放系で秩序構造が形成される自己組織化：化学
振動，ろうそくの炎など．これらの構造は本質的に不安定で，
安定性を維持するためには外部から物質やｴﾈﾙｷﾞｰの供給が
必要． 

 



ダイナミクス(dynamics)とは？ 
 ダイナミクス：時空間を，移ろい，彷徨（さまよ）い，ゆらぐ様子 

 式によるダイナミクスの表現 
 時間発展方程式 

 微分方程式： 

 常微分方程式（連続時間軸），偏微分方程式（連続時間軸＋連続空間軸） 

 

 

 

 

 

 

 差分方程式（漸化式）： 

 １D差分方程式（離散時間軸），2D差分方程式（離散時間軸＋離散空間軸） 
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数式で動的挙動をモデル化 



 力学(mechanics) 
 動力学（dynamics,物理学用語）:非平衡状態を扱う 

      運動方程式を微分方程式とみなす。 

 静力学(statics）：平衡状態を扱う 

 動力学(dynamics):時間的挙動 

 力学系(dynamical system,数学用語) 
      一定の法則に従って時間変化が記述される系に関する数学理論 

          ３つの組「時間G」「状態空間X」「時間発展のルールΨ」 

 

 

 

   例題 
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  可逆力学系：時間をさかのぼることが可能 

   非可逆力学系：時間をさかのぼることが不可能 



 連続力学系 
 もっとも原点となる式：ニュートンの運動方程式 

  連続時間 
 

 

 離散力学系 

   離散時間 

 

 

 連続力学系の離散力学系による近似 

 

 

  サンプリング 

  （時間断面） 
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ポアンカレマップ 

  （空間断面） 



連続時間力学系:１階の連立微分方程式 
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状態空間 

ベクトル場 

（空間微分が 

入ることもある） 

v1 

v2 

状態空間上の速度 



自律系と非自律系 

 自律系(autonomous system) 

 

 

 

 

 非自律系(non-autonomous system) 
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２階微分方程式の力学系表現 

 運動方程式 

 

 

 

 

 

 力学系 
 状態変数 

 

 微分方程式 
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P(t)=0，あるいは，P(t)がv(t)の関数で 

構成される場合には自律系になる。 



ファンデルポール振動子 
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負性抵抗 



化学反応の微分方程式 
化学反応速度論 
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状態方程式（制御工学）とは 

 非線形状態方程式と出力方程式 

 

 

 

 アフィン型状態方程式と出力方程式 

 

 

 線形状態方程式と出力方程式 
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状態 入力 出力 

u(t) y(t) 

x(t) 



研究室の研究テーマ 

 モデリング 
 機械系：倒立振子の運動モデル，UAV（quadrotor）の姿勢・高度モデル 

 電気系：太陽電池パネルの電力量モデル 

 生体系：植物の光合成モデル，心臓リズムモデル，ニューロンの発火モデル 

 情報系：暗号通信モデル，FAプラントへのサイバー攻撃モデル 

 推定 
 機械系：位置情報からの速度・加速度推定，外乱推定 

 電気系：太陽電池パネルの最大電力量の推定 

 生体系：細胞内物質の濃度推定，心疾患推定，ニューロンの発火パターン 

 情報系：暗号文推定，攻撃の検出器 

 制御 
 機械系：倒立振子の安定化制御，スウィング制御，UAVの外乱抑制制御 

 電気系：太陽電池パネルの最大電力追従（MPPT)制御 

 生体系：光合成リズムの周期と位相制御 

 情報系：共通鍵暗号方式，公開鍵暗号方式，FA機器のセキュリティ対策 
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研究紹介 

（１）機械系のダイナミックセンシング 

（２）心電図データによる疾患推定 

（３）倒立振子の旋回制御 

（４）植物光合成リズムの周波数・位相制御 
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ダイナミックセンシング（１） 

ダイナミック計測 

システム制御理論 

MATLAB/Simulink 

信号処理とシステム生物学への応用 
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 計測のポイント 
 センサ技術 

 データ処理技術 
 計測誤差の校正 

 直接計測できないものの間接計測 

 近未来の予測 

例１）コンベアライン上に搬送される秤量物の質量の高速・高精度測定 

例２）地震の早期検知（ユレダス） 

例３）人体内の臓器、病態などの無・低侵襲，リアルタイム３次元観察，  

     及び人体中の物質の無・低侵襲定量分析  

 

ダイナミックセンシング（２） 
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 スタティック計測（静的計測） 

 ダイナミック計測（動的計測） 

計測システムの時間応答を利用 
測定対象物の動特性の利用：数式モデル 
システム制御理論の適用 

ダイナミックセンシング（３） 
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Mass:m 

Displacement 

y(t) 

Driving force 

f(t) 

Spring constant 

k 

Damping coefficient:c 時間[sec] 

時間[sec] 

リアルタイム推定 

バネ・質点系 

摩擦係数のダイナミック推定 

ダイナミックセンシング（４） 
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システム制御理論 

 状態方程式：時間的な挙動を記述する 

 

 適応オブザーバ：入出力データから内部の状態と物理定数をリアルタ
イムに推定する． 

ダイナミックセンシング（５） 
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MATLAB/Simulink 

Japan MATLAB Automotive Advisory Board (J-MAAB)  

J-MAABは、日本の自動車業界のMATLABプロダクトファミリユーザーが、モデル
ベースデザインの推進と，MATLAB/Simulink ベースの設計・開発環境をより発展させ
るために、自動車メーカー4社（トヨタ自動車，日産自動車，本田技術研究所，マツ
ダ）を中心として設立されたユー ザー会です。  

http://jp.mathworks.com/ 



マルサス係数推定による 
減衰/成長度評価と 

心電図波形への応用 

 

(大分大学) 
 

第60回システム制御情報学会研究発表講演会 (SCI’16) 

 5/25/2016 

丸井  彰   的場ちさと 
末光治雄  松尾孝美 



※1:  S. R.F.S.M Gois and M. A. Savi, Chaos, Solitons and Fractals, 2009. 

※2:  Y. Totoki and T. Matsuo, Int. J. Bifurcation and Chaos. 2012.  

   研究背景と目的 

-1- 

＜心拍ダイナミクス＞ 
 心電図(ECG)は心臓の活動電位によって生成されるもので，心臓の状態を診断

するために使われている． 
 心拍リズムを表現するために様々なモデルが提案されているが，特にGoisら※1

は心臓内の3つのダイナミクスを結合させた3結合修正型VdP振動子モデルを提

案している． 
 PhysionetのECG実データを用いて数学的モデルの妥当性を検証する． 
 

＜瞬時Lyapunov指数 (ILE)＞ 
 十時ら※2は未知パラメータを含む場合でも計算できる時系列を用いた新たな

Lyapunov指数である瞬時Lyapunov指数を定義し，指数の符号を用いて安定性の

判別が可能であることを示している． 
 

＜マルサス係数＞ 
 マルサス係数は線形化した微分方程式の増殖率である．このことから，マルサス

係数により，時間発展増幅率/減衰率を評価することができる． 

ECG信号の正常時と心疾患時の特徴抽出において，瞬時Lyapunov指
数を用いた場合とマルサス係数推定を用いた場合との比較を行う． 

                 
30 先端技術工学特論6/29/2016 



 心臓モデル 

the inus – trial  

                                  洞      (心)房     結節 

 

 

 

the trial – entricular  

                          (心)房     (心)室              結節 

 

 

 

the bundle of is – urkinje fibers   

               ヒス束              プルキンエ繊維                複合体 
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ECG波形（正常） 
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https://www.kango-roo.com/sn/k/view/1260 

注意点：アーチファクト（ノイズ） 

 

P波 幅 0.06～0.10 秒 高さ 0.25 mV  

QRS波 幅 0.06～0.10 秒 高さ 誘導部位によって異なる 

 T波 幅 0.10～0.25 秒 高さ 0.5mV(四肢誘導)、1.0mV(胸部誘導) 

 U波 幅 0.16～0.25 秒 高さ 0.05mV(四肢誘導)、0.1mV(胸部誘導) 

 PQ時間 幅 0.12～0.20秒  

QT時間 幅 0.30～0.45秒 
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様々な心疾患時のECG波形(1) 

https://www.kango-roo.com/sn/k/view/1426 
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P波の間隔の異常 

洞性頻脈 

 

洞性徐脈 
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様々な心疾患時のECG波形(2) 

https://www.kango-roo.com/sn/k/view/1426 
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RR間隔の異常 

心房細動 

 

心房粗動 
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様々な心疾患時のECG波形(3) 

https://www.kango-roo.com/sn/k/view/1426 
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PQ時間の異常 

Ⅰ度房室ブロック 

 

Ⅲ度房室ブロック （完全房室ブロック） 
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様々な心疾患時のECG波形(4) 

https://www.kango-roo.com/sn/k/view/1426 
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QRS波の幅の異常 

心室期外収縮 

 

心室頻拍 



    ECG実データを両フィルタに適用することを見据えて，今後，以下のよ
うな心拍センサを用いて実データを取る予定である： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    この心拍センサは，日常生活に支障をきたすことなく，心拍およびその
人の姿勢や体動をモニタリング，記録することが出来る．ここから測定し
たデータから結合係数推定を行うことを今後の課題とする． 

-28- 

① ECG実データの測定 

ウェアラブル心拍センサ myBeat 
(UNION TOOL CO.) 
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  心臓の活動電位の動的応答に非常に近い

心臓ダイナミクスのモデルを生成するには，
以下の3要素 

 

   ・洞(房)結節       (SA ノード)  

   ・房室結節    (AV ノード) 

   ・ヒス-プルキンエ複合体  (HP 複合体) 

 

の各ダイナミクスを結合させた3結合VdP振
動子を用いて表すことができる． 

   心臓のモデル 

-正常時- 
 

◎ SA→AV (kAV-SA=5) 

◎ AV→HP (kHP-AV=20) 

☓ HP→SA (kSA-HP=0) 
 

-心疾患時- 

-洞性徐脈- 
 

◎ SA→AV (kAV-SA=50) 

☓ AV→HP (kHP-AV=0) 

☓ HP→SA (kSA-HP=0) 
 

-心室粗動- 
 

☓ SA→AV (kAV-SA=0) 

◎ AV→HP (kHP-AV=20) 

☓ HP→SA (kSA-HP=0) 
 

-6- 
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  ẋ1 = x2 

  ẋ2 = -aSAx2(x1-wSA1)(x1-wSA2) -x1(x1+dSA) (x1+eSA) 

                           +ρSAsin(ωSAt) +kSA-HP(x1-x5) 

  ẋ3 = x4 

  ẋ4 = -aAVx4(x3-wAV1)(x3-wAV2) -x3(x3+dAV) (x3+eAV) 

               +ρAVsin(ωAVt) +kAV-SA(x3-x1) 

  ẋ5 = x6 

  ẋ6 = -aHPx6(x5-wHP1)(x5-wHP2) -x5(x5+dHP)(x5+eHP) 

               +ρHPsin(ωHPt) +kHP-AV(x5-x3) 

SA 

HP 

AV 

 y = ECG = α0 + α1*x1 + α3*x3 + α5*x5 

Goisらの提案する心電図信号の 

3結合VdP振動子モデル 

-7- 
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・各パラメータ： 
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 心疾患について(心室粗動) 

心室粗動時 

kSA-HP=0,kAV-SA=0,kHP-AV=20 

 

  心室粗動(Ventricular flutter)とは，心室が不規則に毎分170～300回の
速さで興奮している状態をいう．医療場面では心室細動(毎分300回以上の速
さで興奮している状態)と区別することはほとんどなく，多くの場合心室細動で
ひとくくりにされる．少なくとも全人口の1/4は心室細動(を引き起こした後)で死
亡するのでとても重要な疾患であるといえる． 

 

 心臓の下部に位置する心室が粗動または細動し始めると，もはや洞房結節
のペースメーカー電位では心臓の活動電位をコントロールすることは出来なく
なり，そのままに放置しておくと必ず死に至る． 

  短期間の非常に強い電流を心臓に与えることで全心室筋を同時に不応状 

態にさせることによって粗動(細動)

を止めることができる．このとき心拍
は3～5秒間休止するが，その後洞

房結節あるいはしばしば他の部分
がペースメーカーとなって再び拍動
を始める． 
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 心疾患について(洞性徐脈) 
 

 洞性徐脈(Sinus bradycardia)とは，不整脈の一種で心拍数が毎分60回

未満となっている状態をいう．心拍数が減少することにより脳に必要な血液を
送ることができなくなるため，めまいや失神，ふらつきなどを生じさせたり，時
に理解力や記憶力の低下が見られボケに似た症状が出る場合などがある． 

 

 洞性徐脈の原因として考えられるのは房室ブロックなどが考えられる．房室
ブロックとは心房と心室の間(AVノード)を通るインパルスが遮断されることを
いい，AVノードの局所的障害や抑制の結果起こる．原因は色々な感染症や
動脈硬化などによるAVノードの圧迫，種々の薬物による抑制などがある．粗

動や細動が不規則な挙動を見せるのに対して，徐脈の類の病気は規則正し
い挙動である． 

洞性徐脈時 

kSA-HP=0,kAV-SA=50,kHP-AV=0 

42 
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正常時 kAV-SA=5,kHP-AV=20,kSA-HP=0 

洞性徐脈時 

kAV-SA=50,kHP-AV=0,kSA-HP=0 

心室粗動時 

kAV-SA=0,kHP-AV=20,kSA-HP=0 

   VdPモデルによるECG波形 

-9- 
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   ECGSYNによるECG波形 

正常時 

-10- 
※  Patrick E. McSharry, Gari D. Clifford, Lionel Tarassenko, and Leonard A. Smith:  

       “A Dynamical Model for Generating Synthetic Electrocardiogram Signals”,2003. 

 ECGにおけるP,Q,R,S,T波の点が

繰り返されることをリミットサイクルの
軌道の動きを反映しているという考
えでMcSharryら※が提案しモデリン
グしたECGSYNのECG波形． 
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   PhysionetによるECGデータ 

-11- ※ MIT-BIH ECG Database ( http://physionet.org/physiobank/database/pbi/mitdb ) 

 Harvard-MIT Division of Health Sciences and Technology，
Biomedical Engineering Centerによってまとめられている
Physionet ※のECGの実データの記録を使用する． 

 

 データベースに記録されているデータは1975年から1979年
の間にベスイスラエル病院不整脈研究所によって得られた健
常者と入院患者のものである． 

 200人分以上あるが，本研究では以下の3人分のデータを使
用し，特徴抽出を試みた． 

     ①正常なECG （データナンバー： 115） 

     ②洞性徐脈   （データナンバー： 232） 

     ③心室粗動   （データナンバー： 219） 
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   PhysionetによるECGデータ 

①正常時 (No. 115) 

③心室粗動時
(No. 219) 

②洞性徐脈時
(No. 232) 

-12- ※ MIT-BIH ECG Database ( http://physionet.org/physiobank/database/pbi/mitdb ) 

46 先端技術工学特論6/29/2016 
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   瞬時Lyapunov指数 (ILE) 

 従来のLyapunov指数は， 

 
 
 
という問題点があり，内部状態が未知の場合の瞬時状態を計算できなかった． 

・システムのダイナミクスが既知でなければならない 
・極限値を使用している 

※    は正値関数，    は基準関数である． 

一般化Lyapunov指数： 

-2- 

 そこで，十時らはその問題点を改善し，瞬時値に対応した瞬時Lyapunov指数
（Instantaneous Lyapunov exponent, ILE）を提案した． 

ILE： 
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   マルサス係数 

-3- 

一般解が                                                定数，の形をした１階微分方程式 

マルサス(Malthus)係数 

この式自体は，このままでは単なるMの定義式にすぎず，x(t)の時間的変動を規定
しているわけではない．Mが別の条件から，たとえば，M=a-bxのように定められる
場合，ロジスティック方程式と呼ばれ，陽な解をもつことになる． 

Mが定数のとき 
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   マルサス係数の推定 

 マルサス係数を推定するための適応オブザーバ 
 

   ・推定対象： 
 
 
 
 
 

 
   ・推定対象に対する適応オブザーバ： 
 

-4- 
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 Invariant Manifold法によるマルサス係数推定 
 

   マルサス係数の推定法において，推定誤差である 
  の微分値   が， 

 
 
  となるように制約を加えて推定を行う． 
 

 
   ・適応オブザーバ： 
 

-5- 

   Invariant Manifold法 

ただし， 
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ECGSYNモデル 

   比較（正常時） 

-16- 

VdPモデル Physionetデータ 

IL
E

 
マ

ル
サ

ス
係

数
 

E
C

G
波

形
 

ILEの 
符号判定 
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   比較（心疾患時） 

-17- 

IL
E

 
マ

ル
サ

ス
係

数
 

E
C

G
波

形
 

（VdPモデル）            （実データ） 洞性徐脈時 （VdPモデル）             （実データ） 心室粗動時 
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   リカレンスプロット 

-16- ※ (株)あいはら : カオス時系列解析システム Sunday Chaos Times, 2002. 

(株)あいはら※によるリカレンスプロット 

  時系列データを視覚化するためのものであり， 

 「2つの対応する時刻の状態間の距離がどのくらい離れているか」を示す． 

 

   を距離空間とする時， 上に値を取る時系列データの 番目の状態を 

とすると， 番目の状態との距離は         と表すことが出来る． 

 ここで     をしきい値と呼び， 

 

の範囲の中でどれだけの距離が離れているかを 

右図のようにグラデーションで示す． 

※周期的な空間データには周期的なパターンが現れ， 
非周期的な空間データには非周期的なパターンが現れる． 
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-17- 

    リカレンスプロットによるパターン比較 

正常時 

心室粗動時 洞性徐脈時 
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倒立振子の安定化制御 
製品例：Segway,ホンダU3-X  

Segwayとは？ 

Segway ® Personal Transporter (PT) は、アクセルやブレーキ操作なしに

重心移動によってその動きを制御する、優れたインタフェースを有していま
す。そのため発進や停止をスムーズに行なうこと が出来る他、左右独立し

たタイヤによってその場での回転が出来るなど小回りのきいた移動が可能
です。 

http://www.segway-japan.net/ より引用 

Segway ホンダU3-X  
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Segwayが倒れない仕組 

 技術的仕組み 

 セグウェイ独自の「ダイナミックスタビリゼーション」システムにより、人間のバランス感覚
を司る内 耳器官に似た機構を内蔵しバランスを保つことが可能です。5つのジャイロス
コープと2つの加速度センサーから現在の傾き計算し、車体を垂直に保つための指 令を
モーターに伝えバランスを保ちます。 

 倒立振子の原理を応用 

 地面から正確に真上の方向に棒を介して重りがある場合には、その重りは倒れないこと
は経験からお分かりだと思います(1)。重りを真上から少しずら すと、重りはその方向に
倒れていってしまいます(2)。ですが、足元をその後すぐに重りの真下に移動することでま
た安定した状態に戻ります(3)。倒れか かった時に重りは速度をもちますが、足元の位置
を重りの速度と同じ速度で同じ方向に移動することで、重りが倒れないままその速度で
その方向に移動すること ができます(4)。セグウェイはこのような動作を1秒間に100回行
い人が乗った状態で安定して快適に移動することができます。 

http://www.segway-japan.net/technology/segway/tech.html より引用 
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その他の応用 

 ロケットの姿勢制御 

 タワーやビルの制振制御 

 クレーンの移動・制振制御 

 ２足歩行ロボット  



ラピッドプロトタイピングによる倒立振子制御実験(1) 

実験装置 

Potentiometer 

Driver Box 
Host PC 

Target PC(LinuxOS) 
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ラピッドプロトタイピングによる倒立振子制御実験(2) 

倒立振子とパワーアンプ 
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コントローラ式のコンピュータへの実装 
ARM11コア搭載Linuxコンピュータ:AD7011-EVA 

 
計測や制御に必要なA/D、D/Aコンバータの他、 多彩なI/O

を搭載したLinuxコンピュータです。制御プログラムはThe 

Mathworks社のMATLAB/SimulinkもしくはEclipse（標準付
属）を用いたC言語で構築でき、GUIや画面作成は当社製
AD- VirtualConsole（標準付属）を使ってドラッグアンドド

ロップの操作で作成できます。これら一連の作業は
WindowsPC上で行いビルド後 AD7011-EVAに転送します。
各I/OのS-Function及びドライバーソフトは標準で付属して
いますのですぐに使用可能です。 またAD7011-EVAは近

年注目を集めているモデルベース開発ツールの一つである
MATLAB/Simulinkのターゲットマシーンとしてアプリ ケー
ションの実機検証、制御が行える機器です。 プロセッサー
にはARM1136コア搭載のi.MX31、OSはリアルタイム拡張
（Xenomai)付きLinux、無線通信機能としてZigBee（オ プ
ション）が用意されています。  

http://www.aandd.co.jp/adhome/products/sbc/ad7011-eva-arm.html 
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MATLAB/Simulinkにて制御プログラムを作成 

ホスト側PC（Windows PC）にインストールされた
MATLAB/Simulinkにてモデルベースの制御プ
ログラムを作成することができます． 

* 必要なソフト：MATLAB 2007bシリーズ 

 ・MATLAB・Simulink・Real-Time Workshop  

http://www.aandd.co.jp/adhome/products/sbc/ad7011-eva-arm.html 

コンピュータ構成 

コントローラをMATLAB/Simulinkで設計 



ラピッドプロトタイピングによる倒立振子制御実験(3) 

倒立振子モデル図 
 台車位置：      [m]   

振子角度：      [rad] 

重心までの長さ：   [m] 

振子質量：        [kg] 

台車質量：       [kg] 

振子の重心： 
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http://maru.bonyari.jp/texclip/texclip.php?s=/begin{align*}
M 
/end{align*}
http://maru.bonyari.jp/texclip/texclip.php?s=/begin{align*}
/theta
/end{align*}
http://maru.bonyari.jp/texclip/texclip.php?s=/begin{align*}
l
/end{align*}
http://maru.bonyari.jp/texclip/texclip.php?s=/begin{align*}
z
/end{align*}
http://maru.bonyari.jp/texclip/texclip.php?s=/begin{align*}
m
/end{align*}
http://maru.bonyari.jp/texclip/texclip.php?s=/begin{eqnarray*}
G
/end{eqnarray*}


ラピッドプロトタイピングによる倒立振子制御実験(4) 

倒立振子の運動方程式 
 

 

 

 

その他の定数，変数は以下のものである． 
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http://maru.bonyari.jp/texclip/texclip.php?s=/begin{align*}
/begin{displaymath}
/left/{
/begin{array}{l}
(M+m)/ddot{z}+F/dot{z}+ml/ddot{/theta }/cos{/theta }-ml/dot{/theta }^2/sin{/theta }=au //
(J+ml^2)/ddot{/theta }+c/dot{/theta }-mgl/sin{/theta }+ml/ddot{z}/cos{/theta}=0
/end{array}
/right.
/end{displaymath}
/end{align*}


ラピッドプロトタイピングによる倒立振子制御実験 

振り上げから倒立,外乱の影響 
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丸木勇治 

(大分高専） 

岡 宏弥，川野晃平 

末光治雄，松尾孝美 

（大分大学） 

Forwarding手法による 
倒立振子のスウィング制御 
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アウトライン 
 背景と目的 

 Forwardingとは 

 倒立振子モデル 

 振子部分システムの制御系 
 ホモクリニック軌道によるスウィング 

 台車部分システムの制御系 
 線形則，非線形則 

 全体の制御系 

 シミュレーション,実験結果 

 まとめ 
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背景と目的 

 難しいところ：振り上げ＆安定化 
 倒立振子がフィードバック線形化できない. 

 振子が水平面を通過するとき，可制御性グラミアンの階数が変化する. 

 

 エネルギー最小で大車輪をする振子制御の実現 
 ホモクリニック軌道の生成 

 倒立点で速度ゼロ 

 あとは重力を使って元の倒立点まで戻ってくる． 
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倒立振子モデル(1) 
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倒立振子モデル(2) 
新規入力(Spong,Angeli) 

部分線形化 

実際の台車に 

加える入力 
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となる入力   を設計する． 

振子部分システムの制御系(1) 

エネルギー関数（振子のみ） 

を通る軌道に収束する，つまり， 

ホモクリニック軌道 
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振子部分システムの制御系(2) 

リアプノフ関数１ 



73 

台車部分システムの制御系:線形 

リアプノフ関数２ 
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台車部分システムの制御系：非線形 

リアプノフ関数２’ 
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Simulink図 



76 

Simulink図 
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応答波形 
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位相面図 
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• Experimental apparatus (A&D and ServoTechno) 

Potentiometer 

Driver Box 
Host PC 

Target PC (Linux OS) 

ARM11コア搭載Linuxコンピュータ 

AD7011-EVA 

 



台車安定化：線形フィードバック 

80 



台車安定化：非線形フィードバック 

81 
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ベンケイソウ型有機酸代謝にお
ける体内リズムの推定と制御 

大分大学工学部福祉環境工学科 

メカトロニクスコース 

坂本 亮，末光治雄,    松尾孝美 
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アウトライン 

•非線形現象の特徴 

•サーカディアンリズム 

•光合成：Ｃ３，Ｃ４，ＣＡＭ 

•ＣＡＭ植物 

•ＣＡＭモデル（Blasiusら） 

•研究の目的 

•推定問題 

•制御問題 

•展望 
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非線形現象 

創発現象：個体同士の相互作用により引き起こされる
現象（重ね合わせの理不成立） 
 鳥や魚の群れ，ソリトン，ろうそくの炎，神経パルス，分子構造，

蛋白質など． 

自己組織化：外部からは系になんの働きかけがなくて
も，時間的，空間的，時空間的パターンができる過程 
 閉鎖系の平衡状態で安定な構造が形成される自己集合：結晶

など． 

 非平衡の開放系で秩序構造が形成される自己組織化：化学
振動，ろうそくの炎など．これらの構造は本質的に不安定で，
安定性を維持するためには外部から物質やｴﾈﾙｷﾞｰの供給が
必要． 
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非線形現象と体内リズム 

非平衡反応におけるリズムの発生 
振動化学反応 
体内リズム 

 サーカディアンリズム（概日リズム） 

 地球上の生命である微生物,植物,動物,そして人類―これらすべての
生命現象に は約24時間を周期とするリズム( Circadian Rhythm)がみ
られる． 

 語源：ラテン 語のサーカcirca(about,約)とディアンdian(day,日) 

 =外因性リズム（光その他）＋内因性リズム（生体リズム） 

 

＊ヒトの生体リズムは， サーカディアンリズム以外に，1週のリズム．
1ヵ月のリズム，1年のリズムも ある． 
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サーカディアンリズム（１） 
 1950-年：時間生物学の巨匠，Franz Halberg, 1959年circadianの言葉を初

めて用いた． 
 1972年：哺乳動物のサーカディアンリズムを刻む生物時計(体内時計)が，

視床下部の視交叉上核に存在することが発見される． 
 1997年：時 計遺伝子がヒトとマウスにおいて単離同定された． 
 現在：生体リズム研究は，脳研究の最前線の課題． 
  時間生物学，時間医学．．． 

http://web.sc.itc.keio.ac.jp/anatomy/academic/neur.ht

ml 
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サーカディアンリズム（２） 

http://www.health-net.or.jp/club/suimin/232.html 
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サーカディアンリズム（３） 

 制御屋から見た研究のポイント（？） 
 周波数制御 

 外部信号の周波数に影響をほんとに受けないのか？ 

 位相制御 
 生物時計の周期は経験によらず決まっていて，位相が環境からの刺激により決めら

れる． 

 同調制御（環境サイクルにentrain，たとえば，昼間を山の部分にするなど）を行うに
はどうするか？ 
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サーカディアンリズム（４） 

 制御屋から見た研究のポイント（？） 
 自然継続 

 外部入力なしで内在的に発生する機構を可制御性の概念を用いて体系化できる
か？ 

 同調範囲 
 外界の環境サイクルは24時間に近くないと同調できず，遅くても速くでもダメ．これを

レギュレータの立場から定式化するとどうなるか？ 

 



RACOT  7/30/2004 90 

サーカディアンリズム（５） 

 制御屋から見た研究のポイント（？） 
 位相的変化の速さの制御 

 位相を前進させたり後退させたりする速度を制御するにはどうしたらよいのか？ 

 同調機構：C.Pittendrighのﾉﾝﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ仮説 
 環境の物理的変化が閾値を超えたとき，生物時計の位相が有限の値だけジャンプす

ると仮定すると，同調の多くの現象が説明できる．どうやって，制御するか？ 

 



RACOT  7/30/2004 91 

サーカディアンリズム（６） 

制御屋から見た研究のポイント（？） 
生物時計の安定性 

 サーカディアンリズムは光を除くほとんどすべての環境外乱に
対してきわめてロバストである． 

内因性の判定条件 
 恒常条件下で自由継続する． 

 自由継続周期が24時間からわずかにずれる． 

 自由継続周期が個体によって異なる． 

 明暗サイクルを突然位相変化させたときに遅れて追従する． 

 明暗サイクルの周期が24時間に近いときのみに同調する． 
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光合成（１） 

http://www.minnanomori.com/part/p_info03/p_graph302/p_frame302.html 
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光合成（２） 

http://www4.ocn.ne.jp/~bio/biology/photosynthesis.htm 

 

柵状組織：葉の表側部分に多くの細胞が密集 

海綿組織：裏側のあまり密集していない方 

葉緑体内部：基質のストロマ＋多数のチラコイド 

•チラコイドはの平坦な袋状の構造でこれが集
まってグラナと呼ぶ．光合成は，チラコイド（グ
ラナ）で始まりストロマへと進行する． 

光合成の簡単な説明：チラコイド内で，光のエネル
ギーをクロロフィルという光合成色素が取り込む．
そしてこの取り込まれたエネルギーを使って水を
分解し，酸素と，NADPH2を発生する．さらにこの
とき同時に，ATPも合成される．ここまでが明反応

と呼ばれ，光がいる反応である．続いて，ストロマ
内で，気孔から取り込んだ二酸化炭素と，明反応
で作られたNADPH2・ATPのエネルギーを使い，

ブトウ糖などの有機物を作る．これは回路反応で，
カルビンベンソン回路と呼ばれている．これは光の
いらない反応で，温度の影響を受ける． 
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光合成（６）：種類 

 Ｃ３型光合成 
 光合成におけるCO2固定反応の最初の産物が炭素原子3個を含む化

合物である植物—Ｃ３植物 
 イネ，ムギなどの多くの植物 

 Ｃ４型光合成 
 C3植物が持つカルビン回路（C3回路）にCO2を濃縮する生化学的CO2

ポンプを付加した光合成装置をもち，炭素原子4個からなる酸，オキザ
ロ酢酸の生産を行う植物．C4植物は一般的に高い光合成速度と成長
によって，とくに亜熱帯，熱帯の環境において優勢とされている． 

 トウモロコシ，サトウキビ，メヒシバ，エノコログサ，コニシキソウ，アワ，
ヒエなど 

 ＣＡＭ型光合成 
 乾燥環境に適応した独特の光合成代謝．CAM （Crassulacean Acid 

Metabolism の略：ベンケイソウ型酸代謝） 
 サボテンを初めとする多肉植物. 

http://www2.accsnet.ne.jp/~yyoshi/index.html 
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Ｃ３型光合成 

Ｃ３植物は気孔から取り込んだ二酸化炭素６分子を直接カルビン・ベンソ
ン回路に送り込み，Ｃ５の有機酸６分子と化合させてＣ３の有機酸６分子
を作りだす． 

http://www.wakasa-h.ed.jp/risuuka_kadai/2002_3/c3c4cam/c3c4cam.htm 
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カルビン - ベンソン回路（１） 

光合成反応における炭酸固定反応の代表的なものであり，
緑色植物をはじめ，ほとんどの光合成生物（一部の例外を
除いて光合成細菌も同様）がこの回路を所持している．光
化学反応により生じたNADPHおよびATPが駆動力となって
回路が回転し，最終的にフルクトース6-リン酸から糖新生
経路に入り，多糖（デンプン）となる． 

この回路の中核である炭酸固定反応を担うリブロースビス
リン酸カルボキシラーゼ（RubisCO）はこの世でもっとも存在
量の多い酵素であると言われている．いくつかの酵素
（RubisCOも含む）が光によって活性化されるために，夜間
は炭酸固定活性が低下する． 

 

回路：cycle 
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カルビン - ベンソン回路（２） 

 NADPH（ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸）光合成経路
あるいは解糖系のエントナー-ドウドロフ経路などで用いられている電
子伝達体（生体内における電子伝達反応を担う化合物の総称で，そ
の全てが電子を受け取る酸化型および電子を与える還元型の2つの
状態を取る）．脱水素酵素の補酵素として一般的に機能している． 

 ATP(アデノシン三リン酸）生物体で用いられるエネルギー保存およ
び利用に用いられるヌクレオチドであり，その生物体内の存在量や物
質代謝における重要性から『生体のエネルギー通貨』とされている． 

 ヌクレオチドヌクレオシドにリン酸基が結合したものであり，ヌクレオ
シドモノリン酸などがある．DNAやRNAを構成する単位でもある． 

 ヌクレオシド五単糖の1位にプリン塩基またはピリミジン塩基がグリ
コシド結合したもの． 

 

 

http://en.wikipedia.org/ 
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Ｃ４型光合成（１） 

Ｃ４植物は，Ｃ３と異なった酵素の働きにより二酸化炭素を一時的にＣ３
の有機酸と化合させ，Ｃ４の有機酸にして保存する．Ｃ４ジカルボン酸回
路に入った二酸化炭素はＣ４の有機酸として維管束鞘細胞に入った時
点で有機酸から遊離し，Ｃ３植物と同様にカルビン・ベンソン回路におい
て光合成が完了する． 

http://www.wakasa-h.ed.jp/risuuka_kadai/2002_3/c3c4cam/c3c4cam.htm 
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Ｃ４型光合成（２） 

PEPc(phosphoenplpyruvate carboxylase,ホスホエ
ノールピルビル酸カルボキシラーゼ) 

ホスホエノールピルビン酸に炭酸を固定し，オキ
サロ酢酸とオルトリン酸を生成する反応を触媒す
る酵素． 

オキサロ酢酸 

示性式HOOC-CH2-CO-COOH，分子量112.1のジ
カルボン酸の一種 
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ＣＡＭ型光合成（１） 
Ｃ４のジカルボン酸回路に中間生成物としてリンゴ酸（Ｃ４の有機酸）が含まれ
ていて，それを液胞に蓄える．その最大の利点は，日差しが強く蒸散の激しい
日中に気候を開く必要が無い点である．彼らは日の入り以降に蓄えられたリン
ゴ酸から二酸化炭素を遊離させ，カルビン・ベンソン回路に送り，一滴の水も無
駄にすることなく光合成を完了できる． 

 

http://www.wakasa-h.ed.jp/risuuka_kadai/2002_3/c3c4cam/c3c4cam.htm 
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ＣＡＭ型光合成（２） 

リンゴ酸 化学式C4H6O5で示性式はHOOC-
CH(OH)-CH2-COOH、分子量は134。ヒドロキシ酸に
分類されるカルボン酸．クエン酸回路を構成． 

クエン酸回路：好気条件に発生する酸化的クエン酸
回路の反応は以下の通り 

 １）アセチルCoA+オキサロ酢酸 → クエン酸+SH-CoA 

 ２）クエン酸 → cis-アコニット酸+H20 

 ３）cis-アコニット酸+H20 → イソクエン酸 

 ４）イソクエン酸+NAD+ → 2-オキソグルタル酸+NADH+CO2 

 ５）2-オキソグルタル酸+NAD++SH-CoA → スクシニルCoA+NADH+CO2 

 ６）スクシニルCoA+GDP(ADP)+Pi（リン酸） → コハク酸+GTP(ATP)+SH-CoA 

 ７）コハク酸+FAD → フマル酸+FADH2 

 ８）フマル酸 → l-リンゴ酸 

 ９）l-リンゴ酸+NAD+ → オキサロ酢酸+NADH 1.に戻る 

 

 

http://en.wikipedia.org/ 
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ＣＡＭ型光合成（３） 

ＣＡＭ植物の種類 
 Chlt 型：PPDKが葉緑体に局在するもの．ベンケイソウ科やザクロソウ科. 

 Cyt 型：PPDK が細胞質に局在するもの．サボテン科. 

 Cyt-Chlt 型： PPDK が細胞質と葉緑体の両者に蓄積しているもの．ベンケ
イソウ科やリュウケツジュ科. 

＊PPDK(ピルビン酸リン酸ジキナーゼ):日中リンゴ酸の脱
炭酸により生じたピルビン酸の代謝（糖新生）に重要な
役割をもつ酵素. 
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ＣＡＭ植物 
ＣＡＭ植物：ベンケイソウ科，ザクロソウ科，サボテン科，リュウケ
ツジュ科，ツルナ科，トウダイグサ科，キク科などで報告されてい
る．これらの科の植物は全てＣＡＭ植物というわけではなく，これ
らの科の植物のうち，多肉質の葉を持つ植物の一部がＣＡＭ植物
となっている．ベンケイソウ型酸代謝光合成は，多系統の植物で
並行的に発達したシステムであり，同じ科の植物でもＣＡＭであっ
たりなかったりする．キダチロカイ（通称アロエ）もＣＡＭ植物である． 

ＣＡＭ植物の簡易判定： 

ＣＡＭ植物の葉の組織内では，朝はリ
ンゴ酸の存在によりｐＨの値は低く，リ
ンゴ酸がＣＯ２に変わるにつれてｐＨ
の値は高くなるはずである．ＣＡＭ植
物と思われる多肉植物と多肉植物で
はない植物の葉について１日の各時
間の葉の組織内のｐＨを調べた比較
実験を行うと良い． 

 

オボロヅキ セイロンベンケイソウ 

カランコエ 
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ＣＡＭサイクルとは 

CAM植物 

●夜間：気孔を開き空気中の二酸化炭素を取り込み，酵素であるホスホエノールピル
ビル酸カルボキシラーゼを用いて有機酸，通常はリンゴ酸として固形化し，細胞内の
液胞に貯蔵． 

●日中：気孔を閉じて水分の蒸発を抑え，葉の中でリンゴ酸から炭水化物を合成． 

 

二酸化炭素の取り込みと光合成の日周リズム 

 

＊昼夜のサイクルを人工的に取り除いて一定環境にしたとしても同じリズムが多くの
時間（ある例では数週間）にわたって継続する．このことは，CAMサイクルは外界の
影響を受けない自由駆動する体内リズムになっていることがわかる． 
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BlasiusのＣＡＭモデル 

 R. Neff, B. Blasius, F. Beck & U. Luttge, J. Memb. Biol., 165, 37-43, 
1998. 
 CAM植物の葉の熱力学的性質から液胞膜の連続的なヒステリシススイッチ

をモデル化 

 B. Blasius, R. Neff, F. Beck & U. Luttge, Proc. R. Soc. Lond. B., 266, 93-
101, 1999. 
 液胞膜の動特性を考慮：4次の微分方程式 
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最小ＣＡＭモデル 

w   

x   

z 

y   

)(tCext

)(tL

)(tT

2CO

1u

2u

3 u

vacuole

cytoplasm

tonoplast

w：内部二酸化炭素 
x：細胞質内のリンゴ酸濃度 
y：液胞内のリンゴ酸濃度 
z：液胞膜の並びを表す変数   
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4次非線形微分方程式 
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平衡点解析 
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研究の目的 

 BasiusやBeckらの植物学者の提案しているCAM生体リズムモデル
をシステム理論的に体系化する． 

 実験的に直接測定することなく，液胞膜の非線形特性を同定したり，
生体リズムの周波数を制御することがどの程度可能であるかにつ
いて取組む． 
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問題設定（１） 

 液胞膜並び変数の状態推定問題 

 液胞膜並び変数は膜の分子構造の依存するものであり，測定す
ることが難しいことから，それよりも測定が容易なリンゴ酸濃度や
内部二酸化炭素濃度から推定できるにこしたことはない．そこで，
これを非線形システムの状態推定問題として，状態推定器を構
成するシステムマティックな方法を提案し，その推定性能を検証
する． 

 液胞膜非線形特性（輸送抵抗）の推定問題 

 液胞膜非線形関数g(z,T)を実験から求めるには膨大な測定デー
タが必要になる．このため，入力データと通常のデータから間接
的に推定できるにこしたことはない．このため，非線形関数をスプ
ライン関数などの関数展開で近似し，入力データと測定が容易な
リンゴ酸濃度や内部二酸化炭素濃度から，その関数展開の展開
係数を推定するファジィ適応推定器を提案し，その性能を検証す
る． 
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問題設定（２） 

 リズム周波数と位相の制御問題 

 正常状態からずれた生体リズムを正常な状態に戻すには，リズムの
位相を制御する必要がある．また，早く生育させたりするためには，リ
ズムの周波数を制御する必要がある．このため，状態と非線形関数
の推定値を用いてフィードバック制御系を非線形制御理論を用いて構
成する方法を提案する．フィードバック入力は，外部二酸化炭素や光
強度があり，それぞれの性能について検証する． 

 多細胞による同期問題 

 Beckらは外部ノイズにより複数の細胞が確率共振により同期するモ
デルを提案している．しかし，外部ノイズが何に相当するのかについ
ては述べられていない．そこで，最小CAMモデルの３つの入力により
同期するものと考えて，その機構を解明する方法を制御理論の立場
から考察する． 
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•状態変数 : ｗ，ｘ，ｙ，ｚ 

•制御パラメータ（入力変数） : T，L，Cext 

•出力変数：w，x，y （？） 

•時定数 : ε，τ 

•定数 : C，CJ，CR，LK，ｗ１，α 

•膜の並びの平衡状態を表す関数 : g(z,T) 

CAMモデル 
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measurable 
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Objectives(1) 

Issue 1: (Estimation of internal state) 

To control the CAM rhythm, we need to estimate the internal states.  

 

A sensor which measures the internal states directly, does not exist. 

 

The CO2 uptake can be determined the CO2 exchange which is 

measured using a  CO2 analyzer and an incubator. 

 

We propose the reconstruction method of the internal CO2 

concentration w(t) using the CO2 uptake from outside, Jco2. 
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Objectives(2) 

Issue 2: (Frequency and phase control) 

(1) The frequency controller allows to regulate the growth speed of CAM plant. 

We propose feedback controllers by controlling the external CO2 

concentration, Cext(t) and the light intensity L(t) using the estimated value of 

w(t) using Jco2. 

 

(2) The phase-shift controller allows to control the time and process of budding 

and unfolding of blossoms.  

We propose a feedback controller and a feedforward controller with a pulse 

signal to shift the phase of the CAM model using the light intensity as an input. 

Reason : use of pulse signal of light intensity 

From experimental  results, pulses of light intensity reset the phase of the CAM 

rhythm.  
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Objectives(3) 

Issue 3: (Synchronization control) 

     For healthy growth of a plant, it is essential to maintain synchronized activities 

of the cellular oscillators so as to sustain the stable rhythm. 

     

  We investigate the synchronization phenomena of two cells with different initial 

values by using the feedforward pulse signal of the light intensity. 

    : Comparison between the coupled cells and the independent cells 
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State space model(1): 
4th-order differential equation model 

Fast subsystem 

Slow subsystem 
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State space model (2) 
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 (Blasius)  Cext 1 

  L(t) 1 

  T 0.2240,0.2245,0.2254,0.2265 

   c 5.5 

   cJ 1 

 cR 1 

 ε 0.001 

 τ 0.35 

   α 1.5 

   w1 0.1 

   LK 0.5 

Parameters 
dimensionless variables 
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Dynamics of CAM-1 

g（z，T) 

y-z phase plot 

Dynamic responses 

Limit cycle 
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Dynamics of CAM-2 
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Reconstruction of w(t) using Jco2(1) 

Experimental setup for CO2 measurement. 

(Fukuda et al, Biosystems (2004) 77, 41-46) 

 

Air of humidity 100% flows into the incubator at 

constant temperature. After out-flowing air from 

the incubator is dehydrated, flow rate and 

concentration of CO2 are measured and 

analyzed by computer. 
(Fukuda et al, Biosystems (2004) 77, 41-46) 

 

Net CO2 exchange can be measured using an 

incubator and CO2 analyzer. 

: measurable 

Reconstruction of  
How to know  

the internal states? 



Reconstruction of w(t) using Jco2(2) 
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measurable 
Need to know  

Nonlinear algebraic equation  numerical solution  

                                             (iterative method) 

2nd order equation  analytic solution 

approximation 
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True value w(t) Reconstructed value 

of w(t) by Eq.(1) 

Reconstructed value 

of w(t) by Eq.(2) 

Error Error 

The second method is 

easy to use the 

reconstruction value for 

the feedback controller. 



Control of rhythm frequency(1) 
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Input : L(t)feedback w(t)  

Input : Cext(t) feedback w(t)  

  



IFAC Chaos, 8/26/2015 126 

Control of rhythm frequency(2) 

There is a limit to change the frequency. 

In high and low gain cases , the limit cycle disappears. 
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Control of rhythm frequency(3) 

There is a limit to change the frequency. 

In high and low gain cases , the limit cycle disappears. 
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Control of rhythm phase(1) 
Light intensity is a critical factor for determining the magnitude and 

duration of each of the four phases of CAM. 

(Ceusters et al., J. of Experimental Botany,2014) 

 

The pulse of circadian rhythm can be reset by exposure to intense light. 

(Shigeyoshi et al., Cell, 1997) 



Control of rhythm phase(2) 
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(1)Feedback control  

     with pulse signal 

(2)Feedforward control 

     with pulse signal 



Control of rhythm phase(3) 
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(1)Feedback control  

     with pulse signal 

Jco2 

Red dotted line 

The feedback signal changes 

not only the phase but also the 

frequency and the wave form. 



Control of rhythm phase(4) 
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(2)Feedforward control 

     with pulse signal 

Red dotted line 

The feedforward input via the pulse signals can shift only the phase of 

rhythm. 

 

It is enough to shift the phase of rhythm by the feedforward pulse input. 



Control of cell synchronization(1) 
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We investigate the synchronization phenomena of two cells with different 

initial values by using the feedforward pulse signal of the light intensity. 

Two cells 

All parameters of two cells are same, but the initial conditions are 

different. 

http://www.cliparthut.com/plant-cell-structure-clipart-YXShCP.html 

with or without  

coupling 
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Synchronization of two cells without coupling 

Feedforward inputs 

synchronized 

unsynchronized 



Control of cell synchronization(3) 
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Synchronization of two cells with coupling Feedforward inputs 

The strong connection can cause large deviation of the phase with the passage of time. 
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Conclusions & Future works 
 We proposed the reconstruction method of the internal CO2 concentration using the 

CO2 uptake from outside and presented the feedback controller and the feedforward 
controller.  

 

 Using the computer simulations, 

 (1)the feedback controller allows us to control the frequency, the wave form, and 
the phase of the rhythm, 

 (2)the feedforward controller with the pulse can change only the phase of the 
rhythm.  

 In the case of the coupling cells, we indicated that the timing of the pulse in the 
feedforward controller affects the synchronization of cells.  

 

 Owen et al.(2013) have recently proposed a new physiological model of the CAM 
plants. The construction of the coupling model of the cells based on the physiology is 
a next future problem. 


