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1 はじめに 

現在，工場の自動制御技術の発展とともに，産業

界における産業用ロボットの位置づけは重要性を増

し続けている.[1]経済競争の激化により，工場におけ

る生産効率の高効率化は常に求められている.その

際，ロボットアームなどによるワークの移動は様々

な製造過程に関係しており，生産効率の向上のため

これらの高速な制御が望まれている.しかし，高速に

制御するほど振動してしまう問題がある.状態フィ

ードバックやノッチフィルタなどを用いて対処され

てきたが，ワークの種類の変化やアーム自身の姿勢

の違いにより生じる固有振動周波数の変動による問

題に対応しなければならない.さらに，アクチュエー

タなどによる別の動特性の与える影響も考慮する必

要がある.生産効率を向上させるためには，これらの

問題に対処する必要がある. 

 従来はこれらの問題に対して，(1)ワークごとに制

御器を用意し，センサによってそれらの種類を判別

し制御器を切り替える方法や，(2)固有振動周波数変

動を考慮した制御系を，ロバスト制御を用いて構築

する方法などで対処されてきた.しかし，(1)ではセン

サや制御器の切替動作が必要な点，(2)では制御系の

保守性が問題となっている. 

 そこで本研究では,固有振動周波数変動を持つ制

御対象に対して,𝐻∞制御を用いながらも一般化プラ

ントの与え方を工夫することにより,制御系の保守

性を低減させる方法を提案する.具体的には,不確か

さに対する重み関数を複数個用いて,固有振動周波

数の変動範囲に対して適した重みの数の設定方法を

示す.また,不確かさに対する重み関数の設計パラメ

ータを制御対象の最大変動率によって指定できるよ

うにし,重み関数の設計における労力の低下を試み

た. 

 

2 固有振動周波数変動に対する従来のアプローチ 

 固有周波数変動を考慮した制御系の構築法は，主

に，制御器を切り替える方法，適応制御を用いた方

法，ロバスト制御を用いた方法の 3種類がある.切替

制御を用いた方法は，予めワークごとに周波数変化

を調べておき，その状況に応じて制御器を切り替え 

 

 

る手法である.これは PID 制御など比較的理解しや

すい手法を用いることができるが，固有振動周波数

の正確な推定が必要なことや，過剰な操作量が要求

されてしまう場合があること，また，切替動作によ

る不安定性の誘発などの問題がある.適応制御は制

御対象の変動に合わせて制御器をオンラインで自動

調整させる手法であるが，外乱に対する挙動が問題

点として挙げられる. 

本研究で用いるロバスト制御は，制御対象が有す

る不確かさを考慮し，それらに対して頑強な制御系

を構築する手法である.これはモデルの変動に対し

ては頑強な制御系を構築することができるが，制御

系が保守的になってしまう傾向がある. 固有振動周

波数変動に対して用いると，さらに過剰なロバスト

性が課されてしまう.そこで，本研究は制御系の保守

性を低減させるアプローチを提案する.  

 

3 本研究で提案するアプローチ 

 本研究で用いる𝐻∞制御は,制御対象が有する不確

かさを考慮し,それらに対して頑強な制御系を構築

する手法である.これはモデルの変動に対しては頑

強な制御系を構築する事ができるが,制御系が保守

的になってしまう傾向があり,固有振動周波数変動

のようなパラメトリックな不確かさ,つまり構造的

な不確かさに対して用いると,さらに過剰なロバス

ト性が課されてしまう.その問題に対してμ解析な

どの手法があるが,制御系の設計が容易でない.そこ

で本研究は,１入出力系に対して,𝐻∞制御が適用で

きるようにしながら,制御系の保守性を低減させる

方法を提案する. 

まず,制御対象の固有振動周波数変動によるモデ

ル誤差の特徴について示す.いくつかの固有振動周

波数変動について,ノミナルモデルに対する乗法的

誤差を重ねてプロットすると図1の黒破線のように

なる.図1の乗法的誤差は,低周波側と高周波側にピ

ークが現れ2つ山があるような形状をしている.そし

て,ノミナル値を中心に変動範囲の端点に行くほど

乗法的誤差のゲインのピークは大きくなっている.

これは,固有振動周波数がノミナル値からずれるほ

ど振動の影響が大きくなっていることを示している. 
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 固有振動周波数を持つ制御対象には,重み関数に

も固有振動周波数を持たせなければ制振性が得られ

ない.1つの重み関数でカバーしようとすると,図1の

青い点鎖線のようになり過剰なロバスト性が課され

てしまう. 

 
図1：固有振動周波数変動に対する制御対象のモデ

ル誤差 

 

固有振動周波数変動に対して保守性を過剰にもた

せないためには,乗法的誤差を無駄なく覆うことが

望ましい.誤差を無駄なく覆うために,重み関数を複

数個用いることを考える.この方法を用いると,不確

かさの形状に合った重み関数を設定できることが期

待できる.重み関数が2個の場合の周波数応答を,図1

に赤実線で示す.図よりモデル誤差を無駄なく覆う

ことが出来ていることがわかる. 

また,重み関数の個数によって制振性や速応性な

ど制御性能が変化するので,重みの個数の設定方法

も提案する.その具体的な方法は第4節で示す. 

 

4 提案する制御系設計方法 

 本研究では,固有振動周波数変動に対して𝐻∞制御

を適用しても保守性の少ない制御系を設計する方法

を提案する.制御対象の最大変動率によって最適な

重み関数のパラメータが変化するので再設計する手

間がかかり,制御系設計に大きな労力がかかってし

まう.そこで,制御系設計時に用いるパラメータと制

御対象の最大変動率を関連付け,推奨値式を求める

ことにより制御系設計を容易にすることを試みた.

その際,制振性や速応性の指標を用いることにより,

制御性能を定量的に評価することができるようにし

た. 

 

●取り扱う制御対象 

 まず,ここで取り扱う制御対象の説明をする.制御

対象はノミナルモデルが既知である乗法的不確かさ

を持つ制御対象で,その伝達関数が式(1)-(3)で表さ

れるとものと扱った. 

𝑃0(𝑠) =
𝜔𝑛0

2

𝑠2 + 2𝜁𝜔𝑛0𝑠 + 𝜔𝑛0
2
∙

𝐾

𝑇𝑠 + 1
 (1) 

𝑃(𝑠) =
𝜔𝑛

2

𝑠2 + 2𝜁𝜔𝑛𝑠 + 𝜔𝑛
2
∙

𝐾

𝑇𝑠 + 1
 (2) 

𝑃(𝑠) = 𝑃0(𝑠)(1 + 𝛥(𝑠)) (3) 

ただし,𝜔𝑛 = 𝜔𝑛0 + 𝛿であり,δは実際の固有振動周

波数とノミナル値との差である.式(1)-式(3)の各パ

ラメータは表1のように設定した.ただし,𝜔𝑛は表1

に示す値を中心として,[𝜔𝑛0 𝑉𝑟⁄ , 𝑉𝑟𝜔𝑛0]の範囲で変

動を持つとする.ここで,𝑉𝑟は固有振動周波数の最大

変動率である. 

表1：制御対象のパラメータ 

パラメータ パラメータ名 値 

𝜔𝑛0 固有振動周波数 10[𝑟𝑎𝑑 𝑠𝑒𝑐⁄ ] 

𝜁 減衰係数 0.010 

K ゲイン 1.0 

T 時定数 1.0[1 𝑠𝑒𝑐⁄ ] 

𝑉𝑟 最大変動率 2.0 

 

●制御系設計に用いる評価基準 

次に,本研究で提案する制御系設計に用いる評価

基準について説明する.制御応答は,制振性を保ちな

がらも,適切な過渡応答の形状になるようになるこ

とが望ましい.そこで,制振性に関する制約条件と,制

御応答の形状に関する評価基準を設定する. 

制振性は制御系のステップ応答が振動的かどうか

判定する.実際には，相補感度関数T(s)を用いて次式

で評価するものとする. 

|𝑇(𝑗𝜔)∆(𝑗𝜔)|∞ < 𝛾 (4) 

 この評価指標により，制御系のステップ応答の制

振性が保証される.本研究では試行錯誤の結果，𝛾 =

0.4を推奨値とする. 

制御応答形状については,ITAE(Integral of Time 

multiplied by Absolute Error)を用いて評価する.これは

次式で定義される. 

𝐼𝑇𝐴𝐸 = ∫ 𝑡|𝑟(𝑡) − 𝑦(𝑡)|𝑑𝑡
𝑇𝐼𝑇𝐴𝐸

0

 (5) 

ここで,𝑇𝐼𝑇𝐴𝐸は評価する時間である.この指標を用

いることにより,制御系の応答の速さを定量的に評

価することが可能となる.ただし,この指標は式(4)

の制約条件を満たしている場合の,変動範囲におけ

る全ての固有振動周波数に対するITAEの最悪値を
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用いる. 

 

●一般化プラント 

次に,𝐻∞制御において制御系の構築時に用いる一

般化プラントについて説明する.本研究で提案する

一般化プラントは,以下の重み関数を用いた. 

𝑊𝑠 =
0.06s + 6

𝑠 + 0.001
 (6) 

W𝐴 =
s + 10

s + 6
 (7) 

𝑾𝑇i = 𝛼𝑇
𝑠2 + 𝑏𝑇𝑖𝑠

𝑠2 + 2𝜁𝑇𝑖𝜔𝑇𝑖 +𝜔𝑇𝑖
2
 (8) 

 𝑊𝑆は感度関数の低周波数側を重視すると共に，積

分特性を持たせるように設定した.これらに加えて，

操作量にサージが含まれことを防ぐため𝑊𝐴を導入

した.不確かさに対する重み関数𝑾𝑇𝑖は,固有振動周

波数変動の周波数特性と同じゲイン特性を持たせた

いので,式(7)のように決定した.このとき, 

𝑏𝑇𝑖 =
2 ∙ 𝜁𝑇𝑖(𝜔𝑛0 + 𝛿𝑇𝑖)𝜔𝑛0𝛿𝑇𝑖

2𝜔𝑛0𝛿𝑇𝑖 + 𝛿𝑇𝑖
2  (9) 

であり,パラメータ(𝛼𝑇, 𝜁𝑇𝑖, 𝜔𝑇𝑖)が調整パラメータで

ある.また本研究では,不確かさに対する重み関数を

複数個使用するので,一般化プラントは式(6)-式(8)を

用いて図2のように表される. 

 
図2：提案する一般化プラントのブロック線図（重

み2個の場合） 

 

●重みの個数の決定法 

制振性の条件と過渡応答の形状に関する指標を用

いて重みの個数を次のように決定する.変動範囲に

おける全ての固有振動周波数に対するITAEの最大

値に対して,許容できる値を設定し,それを実現する

最少の重みの個数を用いる.今回,許容できる値は,重

みの個数の増加に対する ITAE の減少率が 10%以上

とした.具体的な手順は,以下のようにした. 

まず,重みの個数𝑚を1として,制振性の条件(𝛾 =

0.4)を満たすように制御系を構築する.得られた制御

系のステップ応答の時系列データから固有振動周波

数変動に対する ITAEの最大値を得る.次に重みの個

数を1増加させ,同様の手順で ITAEの最大値を得る.

増加させた後と.増加させる前の ITAEの変化率を計

算し,10%以上ならさらに重みの個数を増やして上

の手順を繰り返す.その際,制御対象の乗法的誤差の

形状を考慮して2個ずつ増やすことに注意する.変化

率が10%を切ったら重みの数の増加を打ち切り,1つ

前の重みの数を採用する. 

 

●重み関数のパラメータの推奨値式 

最後に,重み関数のパラメータに対して設定する

推奨値式について説明する.制御対象の最大変動率

が変化すると重み関数の最適なパラメータが変化す

るので,再設計の労力が必要となる.そこで,推奨値

式を設定する事で,指標となるパラメータが得られ

る用することを試みた.シミュレーションを繰り返

すことで最適なパラメータを探索し,得られたパラ

メータを近似することで推奨値式を求めた.本研究

では,推奨値式を求めるために,以下の手順を実行し

た. 

手順(1): 
本研究で用いるパラメータの決定法

を用いて制御系を構築する. 

手順(2): 
手順(1)で構築した制御系の重み関数

の調整パラメータを,制御対象の最大

変動率を用いて求めやすくする. 

 まず手順(1)の説明をする.構築する制御系は,先

述した制振性に関する条件γ = 0.4を満足し,変動範

囲における全ての固有振動周波数に対するITAEの

最悪値が最小となる制御系を目標とする.その際,調

整パラメータが4種類と多いので,段階的に求める方

法を用いた.以下に,重み関数のパラメータの計算手

順を示す. 

まず𝜔𝑇𝑖を決定する.変動範囲[𝜔𝑛0 𝑉𝑟⁄ , 𝑉𝑟𝜔𝑛0]を

対数的等間隔に𝑚分割して,中心以外の点から両端

を含めて選ぶ.ただし,𝑚 = 1の場合はノミナル値と

する.次に,重みの個数mを決定する.重みの個数は1

個からスタートし,2個以上から増やす場合は偶数

個ずつ増やす.次に𝛼𝑇を決定する.制約条件のγ =

0.4を満足するように調整する.最後にζ𝑇𝑖を決定す

る.0.01から少しずつ値を大きくし,制約条件のγ =

0.4を満足するように調整する. 

次に手順(2)について説明する.重みの個数と𝜔𝑇𝑖

は制御対象のモデル誤差の特性から決定できる

が,𝛼𝑇とζ𝑇𝑖は制御対象のモデル誤差との直接的な

関連性が見いだせなかったので,決定には試行錯誤

を要してしまった. 
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そこで,重み関数のパラメータ(𝛼𝑇, ζ𝑇𝑖)を最大変

動率の関数として表すことによって推奨値式を求め

ることを行った.この際,matlabを用いて非線形最

小二乗法を用いて指数関数で近似した.𝑐1, 𝑐2, 𝑐3を

定数とすると,重み関数の𝜔𝑝(𝛼𝑇, ζ𝑇𝑖の推奨値式は

式(10)のように表した. 

𝜔𝑝 = 𝑐1𝑒
𝑐2∙𝑉𝑟 + 𝑐3 (10) 

ただし,式(4.14)においては最大変動率𝑉𝑟を変数と

して扱っていることに注意が必要である. 

以上より,制御系設計時に用いるパラメータと制

御対象の最大変動率を関連付け,推奨値式を求める

ことが可能となる. 

 

5 シミュレーションによる提案手法の評価 

 目標値を大きさ1のステップ信号とし提案法と従

来法の数値シミュレーションにより,設計されたコ

ントローラの性能比較を行った.制御対象や一般化

プラントは,第4節で示したものを用いた. 

変動範囲における全ての固有振動周波数の変動

範囲に対するITAEの最悪値を調べた結果を図3に示

す.図3においては,ITAEは値が小さいほど良いので,

提案法は従来法に比べて速応性がすべての条件にお

いて向上していることが分かる.さらに変動範囲が

大きくなるにつれて,重みの個数を増やすことに有

効性があることがわかった. 

図3：最大変動率𝑉𝑟とITAEの最悪値の関係 

 

続いて,制御対象の最大変動率𝑉𝑟が2の場合の,提

案法と従来法の制御系のステップ応答を図4に示す.

ただし,ここでは制御対象の固有振動周波数𝜔𝑛がノ

ミナル値𝜔𝑛0[𝑟𝑎𝑑 𝑠𝑒𝑐⁄ ]を中心に変動した場合,すな

わち𝜔𝑛 = {𝜔𝑛0 𝑉𝑟⁄ ,𝜔𝑛0, 2.0 ∙ 𝑉𝑟}の計3点である場

合を示しているが,ほぼ重なっている. 

 図4から,𝐻∞制御を用いることで制御対象の振動

を抑制できている事がわかる.また,目標値1.0に収

束することが良いため，提案法は従来法に比べ保守

性の少ない制御系を構築することができた.しかし,

提案法は目標値に到達する時間が従来法に比べて短

いことから,ステップ応答の速応性が改善されてい

ることが分かる.よって,提案法は従来法に比べ保守

性の少ない制御系を構築することが出来たと考えら

れる. 

ただし,提案法を本研究で用いた制御対象に適用

した際,細かい振動が残ってしまった.このような振

動は,内部モデル原理を使用しない限りにおいては

生じてしまうものであると思われる.そのため,提案

法を使用する際はそのような振動の大きさをどこま

でを許容できるかどうかに注意する必要がある. 

 

図4：ステップ応答の比較(最大変動率𝑉𝑟 = 2.0） 

 

6 まとめ 

本研究の目的は，固有振動周波数変動を持つ制御

対象に対して,𝐻∞制御を用いながらも保守性を低減

させることであった.それに対して，不確かさに対す

る重み関数を複数個用いることにより,保守性を低

減させるアプローチを提案した.重み関数の個数を

増やすと設計にかかる労力の増加が考えられたので,

推奨値式を設定する事によって設計にかかる労力を

低下させることを試みた.その結果，シミュレーショ

ンにおいて，提案法を用いることで固有振動周波数

変動に対して，制御系の保守性の低減が確認できた.

一般化プラントの与え方は現実的な条件により様々

であるが，本研究で提案したアプローチは様々な一

般化プラントに対して応用できると考えられる.今

後の課題として，実機による検証などが挙げられる. 
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