
論文要旨

本論文では，非最小位相系に対する追従制御方策について
考える．従来より，非最小位相系は参照信号への追従におい
て過渡応答の改善が難しい制御対象として知られており，偏
差信号のL2ノルムは一般に非零となる．一方，参照信号が
制御対象と同じ不安定零点を持つ場合には，偏差のL2ノル
ムの下限値は零となる．従来の制御問題では，与えられた時
刻から制御入力の印加を行うことを想定しているのに対し，
本論文では，その与えられた時刻からではなく，参照信号が
不安定零点を持つ時刻から制御する手法について考える．こ
のとき，適切に時刻を選ぶと，その時刻から先の参照信号の
ラプラス変換は不安定零点を持つため，結果的に得られる過
渡特性を良くすることが期待できる．本論文では，非最小位
相系に対する追従問題において，制御入力の印加時刻を決定
する制御方策について述べる．さらに，数値例によりその有
効性を検証する．
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1. はじめに

制御対象が最小位相系の場合，出力信号と参照信号と
の誤差信号を限りなく小さくするような制御入力を設計
することができる．このような制御は完全制御 [1]と呼
ばれている．これは，任意の正の値 γに対し，誤差信号
e(t)の L2ノルムを γ以下とする入力が存在することを
意味する．
それに対し，制御対象が非最小位相系の場合，達成し

うる過渡特性に限界があり，特別な場合を除いて，偏差
信号のL2ノルムを零とできないことが知られている．偏
差の L2ノルムの下限値が零となるのは，参照信号が制
御対象の持つ零点と同じ零点を持つ場合のみである [3]．
従来多くの制御では，ある与えられた時刻から先に入

力を印加することが前提とされているのに対し，本論文
はある時刻以降で適切な時刻から制御することを考える．
例えば，「なわとび」を行う場合，その成否はジャンプを
する時刻によって決まるが，同様に非最小位相系の追従
制御においても制御開始の時刻が重要と考えられる．
本論文では，制御対象を 1個の実不安定零点を持つも

のに限定し，入力印加時刻を適切に選ぶことで参照信号
に見かけ上の不安定零点を持たせ，任意に小さな偏差を
達成することを考える．
これによって，印加時刻が変更されたことによる遅れ

を考えなければ，任意に誤差を小さくすることができる．
この意味で完全制御に准ずる制御であると考えられる．
また，有限の時間で誤差を零 (に近い値)とする制御の意
味では，有限整定制御 [6–8]に似た枠組みを与える．
本論文で用いる記号は標準的なものである．信号 u(t)

のラプラス変換を û(s)と書く．Sbはラプラス変換が有
理関数で表され，かつL∞有界となるような信号の集合
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である．

2. 問題設定および制御手法

安定かつプロパーで不安定零点を 1個持つ SISOの制
御対象G(s)が以下のように与えられたとする．

G(s)=
(s−z)l(s)

h(s)
(1)

ただし，l(s)，h(s)はフルビッツ多項式である．本論文
では，Fig. 1の出力 ŷ(s)が与えられた参照信号 r̂(s)に
追従するようなフィードフォワード入力 û(s)の設計を考
える．

(1)式のG(s)は不安定零点を持つため，以下のモデル
マッチング問題

Jopt = inf
û
∥Gû− r̂∥2

2 = inf
û
∥ê∥2

2 (2)

において Jopt =0となるとは限らない．ただし，

ê(s) = G(s)û(s)− r̂(s) (3)

は偏差である．しかしながら，r̂(s)が zに不安定零点を
持つ場合には Jopt =0が成り立つ [3]．

Jopt =0を考えるために以下の信号のクラスを考える．

Sz = {r̂(s) :
(s+z)
(s−z)

r̂(s)∈Sb} (4)

さらに，r̂∈Sz に対して r̂MP ∈Sb を以下のように定義
する．

y(s)^G(s)

r(s)^

u(s)^ -+ e(s)^

Fig. 1 Feed forward control systems
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r̂MP (s) :=
(s+z)
(s−z)

r̂(s) (5)

このとき，(1)式のG(s)および r̂∈Szに対し次の補題
が成り立つ．
【補題 1】 安定なG(s)が有理関数として与えられて
いると仮定し，G(s) の不安定零点を z とする．また，
r̂∈Szが与えられているとする．さらに，r̂/G∈Sbと仮
定する．ここで，

û(s)=
r̂(s)
G(s)

(6)

とすると，û∈Sbとなる．このとき，次式が成り立つ．

ê(s)= G(s)û(s)− r̂(s)= 0 (7)

補題 1は，r̂ ∈ Sz ならば ê(s) = 0となる厳密にプロ
パーな入力 û(s)が存在することを意味する．
次に，(6)式の û(s)の相対次数が 0以下の場合につい

て考える．ここで，(3)式を変形すると次式が得られる．

ê(s)=
(s−z)
(s+z)

(
G̃(s)û(s)− r̂MP (s)

)
(8)

ただし，

G̃(s)=
(s+z)
(s−z)

G(s) (9)

である．さらに，|(jω−z)/(jω+z)|=1,∀ωより次式が
成り立つ．

γ = ∥ê∥2 = ∥G̃û− r̂MP ∥2 (10)

このとき，G̃(s)は最小位相特性を持つ有理関数であるた
め，任意の γに対して (10)式を満足する û(s)は存在し，
LMIなどによって求めることができる．このことから，
(6)式の û(s)が厳密にプロパーとならない場合でも，偏
差の L2ノルムを零とは出来ないが，限りなく小さくな
るような，厳密にプロパーな制御入力 û(s)を設計するこ
とができる．

3. 不安定零点を持つ参照信号

r̂∈Szならば，最小位相系の場合と同様に任意に小さ
な偏差での追従が可能なことを示した．しかしながら，
一般に，与えられた r̂(s)が (4)式に属しているとは限ら
ない．本節では，制御開始時刻を変えた場合の r(t)のラ
プラス変換について考える．

Fig. 2において，t≥ 0で定義される信号 r(t)を考え
る．ここで，t= ts > 0 を制御開始時刻とし，その時刻を
改めて時刻 0 として r(t) を見たときの信号を rs(t) と
すると，rs(t) は次式で与えられる．

rs(t) = r(t+ ts) t> 0 (11)

このとき，r̂(s)が厳密にプロパーな有理関数ならば，部

t0

r(t)

ts : starting time

Fig. 2 Starting time of control

分分数展開により，r̂s(s)も有理関数となることを示す
ことができる．ここで、r̂s(s) は r̂(s) とは異なる有理関
数となる．このことを利用して，以降では，制御開始時
刻 ts を変えることで r̂s ∈Sz となる r̂s(s) を見つける，
すなわち，r̂s(s) が制御対象の不安定零点と同じ零点を
もつような ts を見つける問題を考える．
本論文では，特に r(t)には，あるN(<∞)までのフー

リエ級数展開によって

r(t) =
N∑

n=1

ancos(nω0t)+bnsin(nω0t) (12)

と表すことができる周期信号を考える．
このとき，次の定理が成り立つ．
【定理 1】 (12) 式で与えられた r(t) と与えられた

z > 0に対し，r̂s(z) = 0となるような ts ∈ [0,2π/ω0]が
存在する．
(証明) (12)式の r(t)に対して，rs(t)は次のように表さ
れる．

rs(t) =
N∑

n=1

ancos(nω0(t+ ts))

+bnsin(nω0(t+ ts)) (13)

よって，そのラプラス変換は次のように表される．

r̂s(s) =
N∑

n=1

ãn(s)cos(nω0ts)

+b̃n(s)sin(nω0ts) (14)

ただし，係数 ãn(s)，b̃n(s)はそれぞれ

ãn(s) =
ans

s2 +n2ω2
0

− bnnω0

s2 +n2ω2
0

(15)

b̃n(s) =
annω0

s2 +n2ω2
0

+
bns

s2 +n2ω2
0

(16)

である．このとき，r̂s(z) = 0となる tsが存在すること
を示せばよい．r̂s(z)は tsに関して周期 2π/ω0の周期関
数であり，なおかつ，r̂s(z)は tbに関するフーリエ級数
展開である．そのため，次式が成り立つ．∫ π/ω0

−π/ω0

r̂s(z)dts =0 (17)

ここで，r̂s(z)≡ 0のとき任意の tsについて r̂s(s)は零点
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zを持つ．一方，r̂s(z) ̸= 0のとき，[−π/ω0,π/ω0]の区
間内に r̂s(z) > 0となる tsと r̂s(z) < 0となる tsが存在
する．r̂s(z)は明らかに tsに関して連続関数であるので
r̂s(z)= 0となる tsが存在する． 2

定理 1より，r(t)が (12)式で与えられる信号ならば任
意に与えられた不安定零点 zを持つ r̂s(s)が存在するこ
とがわかる．このとき定理からわかることは時刻 tsの存
在性のみであるが，正確にその時刻 tsを見積もることが
できれば，補題 1 の結果を用いることができ，その時刻
から前節の制御手法による制御を行うことで，それ以後
の偏差を 0，もしくは任意に小さくすることができる．

4. 数値例

ここでは，r(t)=cos(t)の場合を考える．r(t)=cos(t)
はもちろん，定理 1の参照信号に関する仮定を満足する．

(11)式より，r(t)= cos(t)の ts秒後から始まる信号は
次式で与えられる．

rs(t) = cos(t+ ts) : t> 0 (18)

さらに，そのラプラス変換は次式で与えられる．

L[cos(t+ ts)]=
cos(ts)s−sin(ts)

s2 +1
(19)

このとき，任意に与えられた実数 z1に対し，(19)式の有
理関数が z1に零点を持つような tsは次式で与えられる．

ts =tan−1(z1) (20)

例えば，z1 =1ならば ts =π/4秒となり，(19)式は s=1
に零点を持つ．

G(s)が s = 1に零点を持つ場合について，cos(t)を参
照入力とし，入力印加時刻を t = π/4とした制御の結果
をFig. 3に示す (実線)．具体的には，[4]で与えられる以
下のモデルマッチング問題

J =min
Q

δ∥ê∥2
2 +(1−δ)∥û− û∞∥2

2 (21)
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Fig. 3 Tracking to cos(t)

において，重み δを大きな値として û(s)を求めた結果で
ある．ただし，û∞(s)は入力の定常信号である．比較対
象として，初期時刻 t=0からの偏差 e(t)のL2ノルムが
最小となるように入力を印加した場合 (点線)も示してい
る．また，一点鎖線は r(t)= cos(t)である．
提案手法の場合，t = π/4以降で，偏差が 0に限りな

く近い値となっている．そのため，t = 0からの偏差 L2

ノルムは提案手法の方が大きな値である一方で，整定ま
での時間は提案手法の方が点線の場合に比べて短いこと
がわかる．また，明らかに入力印加時刻は参照信号の 1
周期以内に存在していることがわかる．

5. まとめ

本論文では，非最小位相系の制御対象に対して，限定
されたクラスに属する参照信号に対する追従制御手法に
ついて述べた．さらに，周期的な参照信号を考えた場合，
適切な時刻からの信号を考えることで，限定されたクラ
スに属する信号とみなすことができ，1周期内で適切な
入力印加時刻を選べばそれ以後の偏差を任意に小さくす
る制御が可能であることを示した．
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