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1 はじめに 

 船舶の制御に関する研究の一つとして，舵を制御

することで船舶のローリングを低減させる舵減揺制

御がある．従来の舵減揺制御では風や波により直接

ローリングが生じると仮定し，制御系設計を行って

いた．実際には船体の形状や重心位置によって船舶

の上下運動やピッチングがローリングに影響を及ぼ

す場合[1]がある．しかし，従来の舵減揺制御ではピ

ッチングを考慮した制御設計は行っていなかった． 

そこで本研究では，ピッチングとローリングの連

成を含む6自由度の船体運動モデルに基づいて制御

系を設計することでピッチングと連成してローリン

グが生じる場合に有効な舵減揺制御を提案し，その

制御性能をシミュレーションで確認した． また，シ

ステム同定を行った上で提案した舵減揺制御を構成

することで，実用性の検討も行った． 

 

2 問題の設定 

2.1 ローリングとピッチングが連成する場合 

 本研究では，船体重

心に固定した図１の船

体座標系の𝑥，𝑦，𝑧軸

方向の並進運動と𝑥，𝑦，

𝑧軸まわりの回転運動

の6自由度の運動を考

える．また，船舶の非

対称性に起因してロー

リングとピッチングが連成関係になることが分かっ

ている．そこで，船舶の重心を𝑦軸方向に移動させ、

船舶を非対称特性とすることでローリングとピッチ

ングが連成する状況とした．本研究では特性にピッ

チングと連成して生じたローリングが船体固有振動

と共振する以下の図のような状況を問題となる状況

としてローリングの低減を目的とした． 

 
図２ 連成によるローリング特性の変化 

 

 

図２は同じ振幅の外乱によってピッチングが生じる

ときに連成して生じたローリングである．図のよう

に同じ振幅のピッチングでもその周期が船体固有振

動と共振する場合にはローリングの振幅が増加する． 
 

2.2 制御用モデルの構築 

 モデルに基づく制御系設計では，何らかの方法で

制御対象のモデルを構築する必要がある．船舶の場

合，大規模な解析実験による物理モデルが構築され

ていることもあるが，一般的に入手困難である． 

そこで本研究では，舵減揺制御を設計する際に用

いる離散時間状態方程式のパラメータを推定し，そ

のパラメータを用いて舵減揺制御を設計する手法も

提案し，その制御性能から，実用性を検討した． 

 

3 舵減揺制御[2] 

3.1 提案する制御系 

 舵減揺機能を持ったオートパイロットではロール

角とヨー角が外乱によって状態が変動した時に元の

状態に戻すように操舵(保針)することが求められる．

これは，舵角を入力，ロール角，ヨー角 を出力とし

た１入力2出力系のレギュレータ問題として考える

ことができる．そこで本研究では，上記の目的に適

した最適レギュレータを用いることにした．ただし，

ヨー角は目標値に追従させる必要があるため，積分

型最適レギュレータ(以下，LQI 制御)を採用し，サ

ーボ特性を付与した． 

 

3.2 制御設計 

本研究では6自由度の非線形船体運動モデル（物

理モデル）に基づく制御系設計を行った．そこでま

ず，船舶がある方向に速度一定で航行していること

を仮定し，その状態からの微小変動を考えることで，

線形近似し，以下の離散時間状態方程式を導出する． 

 
𝒙(𝑘 + 1) = 𝑨𝒙𝒊(𝑘) + 𝑩𝛿𝑟 (𝑖 = 1,2) 

𝒚(𝑘) = 𝑪𝒙(𝑘) 
(1) 

ただし，δ𝑟は舵角[deg]である．また，状態ベクトル

は以下とする． 

 𝒙𝟏(𝑘) = [𝑣 𝑝 𝑟 𝜙 𝜓] (2) 

 𝒙𝟐(𝑘) = [𝑣 𝑝 𝑞 𝑟 𝜙 𝜃 𝜓] (3) 

ただし， 𝑣：左右方向の速度[m/s]， 

𝑝，𝑞，𝑟：順にロール，ピッチ，ヨー角速度[deg/s]， 

𝜙，𝜃，𝜓：順にロール角，ピッチ角，ヨー角[deg]

図１ 船体座標系 
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である．ここで，式(2)はピッチングを考慮しない，

式(3)はピッチングを考慮する状態ベクトルである． 

 次に最適レギュレータの評価関数を以下に示す． 

 𝐽 = ∑{𝒙(𝑘)𝑇𝑸𝒙(𝑘) + 𝑟𝑢(𝑘)2}

+∞

𝑘=0

 (4) 

この時，𝑸は𝑛 + 1次正定値対称行列，𝑟は正実数で

ある．また，本研究ではヨー角を目標値に追従させ

るため，目標ヨー角を𝜓𝑑(𝑘)とし，状態ベクトルに 

 𝑒(𝑘) = 𝜓𝑑(𝑘) − 𝜓(𝑘) (5) 

を加えた𝑛 + 1次元拡大システムにおいて式(4)の評

価関数を用いる．評価関数中の重み𝑸としては，例

えば以下の値として舵減揺制御性能を比較した． 

𝑸 = 𝑑𝑖𝑎𝑔[𝑞𝑣 , 𝑞𝑝, 𝑞𝑟 , 𝑞𝜙 , 𝑞𝜓 , 𝑞𝑒] (6) 

𝑸 = 𝑑𝑖𝑎𝑔[  0,   0,   0 ,50 ,10 ,10] (7) 

𝑸 = 𝑑𝑖𝑎𝑔[𝑞𝑣 , 𝑞𝑝, 𝑞𝑞  , 𝑞𝑟 , 𝑞𝜙 , 𝑞𝜃  , 𝑞𝜓 , 𝑞𝑒] (8) 

𝑸 = 𝑑𝑖𝑎𝑔[0,0,                0 ,0 ,   50 ,10 ,0 , 10] (9) 

𝑸 = 𝑑𝑖𝑎𝑔[0,0,2.0 × 107 ,0 ,   50 ,10 ,0 , 10] (10) 

ただし，いずれの場合も𝑟 = 1とした．式(1)の離散

時間状態方程式と式(7)，(9)～式(10)に示した重みを

用いた時の状態フィードバックゲインが導出でき，

以下の式から評価関数が最小となる舵角が決定でき

る． 

 𝛿𝑟(𝑘) = −𝒌𝑑1𝒙(𝑘) − 𝑘𝑑2𝑣(𝑘) (11) 
𝑣(𝑘) = 𝑒(𝑘 − 1) + 𝑒(𝑘 − 2) + ⋯ + 𝑒(0) (12) 

 

3.3 舵減揺制御の制御性能比較 

 本節では，設計したLQI制御の制御性能を確認す

る．この時，ピッチングと連成して生じるローリン

グの振幅が約10degになるような周期外乱を加えた．

性能比較は，ローリングのシミュレーション時間

(200s)までの時間応答から基準となるロール角の標

準偏差を求め，LQI制御による舵減揺制御を用いる

ことで基準の何%低減できたかで行った．以下の表

に前節の重み式(6)，式(9)，式(10)を用いた時の舵減

揺制御の制御性能を示す．保針性能に関しては式(6)

の重みを用いた時のヨー角の標準偏差を基準とし，

重みを変更した時に基準の何%ヨー角の標準偏差が

増加したかを比較した． 

表１ 物理モデルを用いた場合の制御性能 

重み 式(6) 式(9) 式(10) 

減揺率[%] 69.84 69.84 76.30 

ヨー角 

増加率[%] 
 0.00 4.12 

表１より，LQI制御によってローリングとピッチン

グが連成する場合の舵減揺制御が設計できたことが

確認できる．重み式(6)と式(9)の結果からはピッチン

グを考慮したことで減揺率が向上することは確認で

きなかった．これは，重みが式(9)の時のピッチ角と

ピッチ角速度のフィードバックゲインが 10-6(ピッ

チ角)，10-4(ピッチ角速度)のオーダーと非常に小さ

いためである．ただし，重み式(10)の結果からピッ

チ角速度に関する重みを増加させることで減揺率が

向上しており，ピッチングを考慮することで減揺性

能が向上することが確認できた． 

 

4．推定パラメータを用いた舵減揺制御 

4．1 パラメータ推定手法 

 本研究では，時点𝑘とその 1 ステップ後の式(2)の

状態量と舵角δ𝑟(𝑘)が利用可能な信号であるという

条件の下，状態ベクトル式(1)の離散時間状態方程式

の𝑨，𝑩に含まれる全パラメータを並列に配した

Landauの適応則[3]を用いて推定した． 

 

4．2推定パラメータを用いた舵減揺制御の制御性能 

 本節では，推定パラメータを用いたLQI制御によ

る舵減揺制御系の制御性能について述べる．この時，

LQI 制御を設計する時の重み𝑸，𝑟は式(9)とした． 

以下に式(9)の重みを用いた時の LQI 制御による舵

減揺制御の性能を示す． 

表２ 推定パラメータを用いた制御系の性能 

重み 式(9) 
式(9) 

(推定パラメータ使用) 

減揺率[%] 69.84 68.17 

ヨー角 

増加率[%] 
 -8.43 

表2より，推定パラメータを用いた場合でも同様に

舵減揺制御が行えたことで実用性が確認できた．  

 

5 まとめ 

 本研究では，ピッチングと連成してローリングが

生じる場合の減揺制御問題を考え，LQI制御による

舵減揺制御系の提案を行った．その結果，従来の舵

減揺制御では用いられていなかったピッチ角とピッ

チ角速度を状態ベクトルに含め，ピッチングを考慮

することで減揺性能が向上することが確認できた．

さらに，制御対象の入出力データを用いて導出した

推定パラメータを用いて舵減揺制御系を構成し，シ

ミュレーションで物理モデルに基づく制御系と同様

な減揺性能が期待できることを示した．  
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