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あらまし 一般的 2自由度線形制御系においてロバ

ストな定常特性を実現するために制御系全系及び制御

器が満たすべき必要十分条件を，新たに特性伝達関数

行列表現により定式化した．更にロバストな外乱漸近

除去問題との関係や制御器の内部モデル構造について

統合的に論じた．

キーワード ロバスト定常特性，特性伝達関数，内

部モデル原理，等価外乱

1. ま え が き

制御系において，運用時の実制御対象が設計時に利

用した公称モデルと異なっても，所期の制御特性が保

存されることは実用上極めて重要である．この問題は

ロバスト制御と名づけられた分野で活発に研究されて

きた [1]．これまで，着目する特性変動や保存すべき制

御仕様に応じて設定された多様な課題に関して様々な

解析・設計手法及び計算ツールが提案されている [2]．

このうち，制御対象の特性変動に対し制御量の定常値

が不感であることは制御系が満たすべき最も基本的な

性質の一つである．この性質はロバストな定常特性と

呼ばれ，その実現条件は内部モデル原理 [3] と関連づ

けられ，既約分解表現及び状態方程式を用いて定式化

されている [4], [5]．一方，線形システムの表現方法と

してこれらとは別に特性伝達関数行列 [6] があり，こ

の表現の特徴を活かした総合的制御系設計の枠組みも

提案されている [7]～[9]．

本論文ではロバストな定常特性を実現するために，

一般的 2自由度線形制御系及び制御器が満たすべき必

要十分条件を，等価外乱 [10]に関する特性伝達関数行

列により新たに定式化する．本定式化では，目標値に

対するロバスト定常特性実現問題と外乱に対するロバ

スト漸近除去問題の関係が統一的に表現され，更に制

御器がもつべき内部モデルの構造も明確に示される．

2. 準 備

本章では考察の対象となるシステム並びに次章で用

いる用語と記号法を示す．はじめに本論文で考察する

線形フィードバック制御系の一般的構成を図 1に示す．

ここで各信号の意味は，r(m)：目標値，q(k)：外乱，

u(m)：操作量，y∗(m + l)：観測量であり，観測量は

制御量 y(m)と制御量以外の観測量 ȳ(l)からなる．括

弧内は各信号ベクトルの次元である．また添え字を二

つもつ記号：Wab, Cab, Pab は，それぞれ閉ループ系，

制御器，制御対象に関する，入力信号ベクトル a か

ら出力信号ベクトル bまでの特性伝達関数行列を意味

する．ここで特性伝達関数行列とはシステムの状態係

数行列 A に対する特性多項式 det(sI − A) を共通分

母多項式とする共通分母型伝達関数行列である．Cab

と Pab の特性多項式をそれぞれ dc，dp と記す．なお，

図 1の Plantは公称モデルと実制御対象の両者を考慮

する．後者の場合，Wab, Pab 及び u, y∗ の上部に波線

符号を付けて前者の場合と区別する．また本論文では

線形制御系を考察の対象とし，実制御対象も線形シス

テムであると仮定する．

次に本論文で重要な概念である等価外乱を紹介する．

等価外乱は，制御系に対する制御対象変動による影響

を，外乱による影響に置き換えて表現するものであり，

類似の概念は幾つか提案されているが，ここでは最も

一般的で設計の自由度との関係が明確な文献 [10]の定

義を採用する．図 1において制御対象が実制御対象で

ある制御系に目標値 rと外乱 q が加えられたときの実

観測量 ỹ∗ は，実操作量 ũ及び仮想入力信号 eu, ey∗ を

用いて式 (1)のように表現可能である．

ỹ∗ = P̃uy∗ ũ + P̃qy∗q = Puy∗u+P qy∗q + ey∗

= Puy∗ (ũ + eu) +P qy∗q + ey∗ (1)

ここで eu, ey∗ はそれぞれ，公称モデルによる制御系

の操作量 uと観測量 y∗ を再現した上で実制御対象に

よる制御系の信号を等価的に算出することから等価外

乱と呼ばれる．図 2は，図 1において制御対象が実制

御対象の場合の操作量 ũと観測量 ỹ∗ を，公称モデル

図 1 一般的フィードバック構成図
Fig. 1 General feedback control scheme.
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図 2 実制御対象及びその公称モデルと等価外乱
Fig. 2 Real plant replaced by its nominal model with

equivalent disturbances.

と等価外乱を用いて表すことで式 (1)の関係を図示し

たものである．

図 1，図 2及び式 (1)より，等価外乱は下式のよう

に算出される．

eu = u − ũ =
(
Wru − W̃ ru

)
r

+
(
Wqu − W̃ qu

)
q (2)

ey∗ = ỹ∗ − y∗ =
(
W̃ry∗ − Wry∗

)
r

+
(
W̃qy∗ − Wqy∗

)
q (3)

目標値 r及び外乱 q の信号発生器ラプラス変換モデル

の不安定分母多項式をそれぞれ dr 及び dq と表記する

と，上式に含まれる特性伝達関数行列が安定であれば，

eu 及び ey∗ の信号発生器ラプラス変換モデルの不安

定分母多項式は，いずれも高々dr と dq である．

次章では等価外乱 ey∗ に関して，制御量に加わる等

価外乱 ey とそれ以外の観測量に加わる等価外乱 eȳ を

区別し，eu を含めた 3種類の等価外乱から制御量まで

の閉ループ系の特性伝達関数行列Weuy, Weyy, Weȳy

を考慮する．

3. ロバストな定常特性の実現条件

以下ではまず本論文で議論するロバスト特性を定義

する．

[定義] 図 1の線形制御系において目標値に対する制

御量の定常値が，閉ループ系の安定性を保存する範

囲の制御対象の特性変動によって不変であるとき，制

御系はロバストな定常特性をもつという（注1）．同様に，

図 1の線形制御系において閉ループ系の安定性を保存

する範囲の制御対象の特性変動にかかわらず，外乱に

対する制御量の定常値が 0であるとき，制御系はロバ

ストな外乱漸近除去特性をもつという．

（注1）：定常偏差が 0 であることは要件としていないが容易に追加できる．

次にロバストな定常特性実現のために制御系が満た

すべき条件を示す．

[定理 1] 図 1に示す安定な線形制御系がロバストな

定常特性をもつために，閉ループ系の特性伝達関数行

列が満たすべき必要十分条件は，Weyy の分子多項式

行列の 0以外の全要素が dr を因子として含むことで

ある．

〈証明〉 等価外乱の定義より，制御対象が変動した制

御系において，目標値 r が印加された場合の制御量 ỹ

のラプラス変換表現は等価外乱 eu, ey, eȳ を用いて次

のように記述される．

ỹ = Wryr + Weuyeu + Weyyey + Weȳyeȳ (4)

ロバストな定常特性の実現条件は式 (4)右辺第 2項以

下の逆ラプラス変換信号が全て漸近的に 0となること

である．外乱 q を考慮しない場合，式 (2), (3) より，

eu, ey, eȳ の各信号発生器ラプラス変換モデルの不安定

分母多項式は高 d々rである．したがってロバストな定常

特性をもつための必要十分条件は，Weuy, Weyy, Weȳy

の分子多項式行列の 0以外の全要素が dr を因子とし

て含むことである．

Weuy, Weyy, Weȳy は従属関係があるため，この条

件は簡略化できる可能性がある．式 (4)においてWeyy

は，よく知られた部分行列の行列式に関する公式を利

用すると以下のように算出，変形できる．

Weyy = Im + Puy(Im − Cy∗uPuy∗)−1Cyu

= {Im−Puy(Im− CȳuPuȳ)−1Cyu}−1 (5)

ここで Im は m 次の単位行列である．また Puy∗ =[
nT

uy nT
uȳ

]T

/dp, Cy∗u = [Y1 Y2]/dc と表記し，逆

行列の計算に文献 [6]補題 3の結果を用いると，Weyy

の分子多項式行列 Neyy は次のように記述できる．

m = 1のとき

Neyy = dcdp − Y2nuy (6)

m ≥ 2のとき

Neyy = adj
[{

Im det (dcdpIm − Y2nuy) −
nuy adj (dcdpIm − Y2nuy) Y1

}
/(dcdp)

m−1] /

[det (dcdpIm − Y2nuy) /(dcdp)m−1]m−2 (7)

同様にWeȳy 及びその分子多項式行列 Neȳy は以下の

ように記述できる．
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Weȳy = Puy(Im − Cy∗uPuy∗)−1Cȳu

Neȳy = nuy adj [dcdpIm − Y1nuy − Y2nuy] Y2/

(dcdp)m−1 (8)

更にWeuy 及びその分子多項式行列 Neuy は以下のよ

うに算出できる．

Weuy = Puy(Im − Cy∗uPuy∗)−1

Neuy = nuy adj [dcdpIm − Y1nuy − Y2nuy] dc/

(dcdp)m−1 (9)

式 (7)～(9)は，いずれも見かけ上の分母多項式が分子

多項式行列の各要素でキャンセルされ，全て多項式行

列である．

さて式 (6), (7) より制御対象の特性変動によらず

Neyy の 0 以外の全要素が dr を因子として含むため

の必要十分条件は，dc 及び Y2 の 0以外の全ての要素

が dm
r を因子として含み，Y1 の 0以外の全ての要素が

dm−1
r を因子として含むことである．また式 (8), (9)

よりこれらの条件は Neȳy 及び Neuy の 0以外の全て

の要素が dr を因子として含むための十分条件である．

以上により，最終的に定理の条件の必要十分性が導か

れる．証明終

定理 1の証明で示されたように，定理 1のWeyy へ

の条件は定理 2に示すように制御器のパラメータに対

する条件に置き換えることが可能である．

[定理 2] 図 1に示す安定な線形制御系がロバストな

定常特性をもつために，フィードバック制御器の特性

伝達関数行列 Cy∗u = [Y1 Y2]/dc が満たすべき必要十

分条件は，dc 及び Y2 の 0以外の全ての要素が dm
r を

因子として含み，Y1の 0以外の全ての要素が dm−1
r を

因子として含むことである（注2）．

定理 1は実システム制御系の制御量が，等価外乱を

導入することによって公称モデル制御系によって表現

できることを利用し，ロバスト定常特性の実現条件を

制御量に加わる外乱に対する漸近除去条件に帰着させ

た．また本論文で定義したロバスト定常特性において

は，制御対象の固有構造は存在せず，したがって利用

しないことを前提としている．定理 2はこのとき，制

御器のみで内部モデルが構成されること，更に，その

包含構造が，制御量フィードバック信号ごとに目標値

（注2）：dc，Y1，Y2 の 0 以外の全ての要素が dm
r を因子として含む場合は，

定理 2 に示した必要十分条件を満たすが，制御器自体で不安定極零キャンセル

を生じ，閉ループ系が内部不安定となる．したがって前提である「安定な線形制

御系」に反し，ロバストな定常特性をもたない．

信号発生器モデルを内部モデルとして含み，かつこれ

らの内部モデルが制御量以外の観測量からは不可制御

であることを示している．以上の結果に関連して最後

にロバストな外乱漸近除去特性の実現条件を示す．

[定理 3] 図 1に示す安定な線形制御系がロバストな

外乱漸近除去特性をもつために閉ループ系の特性伝達

関数表列が満たすべき必要十分条件は，Weyy の分子

多項式行列の 0以外の全要素が dq を因子として含む

ことである．

〈証明〉 図 1に示す安定な実システム線形制御系に外

乱 q が加えられたときの制御量 ỹ は式 (4)の導出と同

様に，次のように記述される．

ỹ = Wqyq + Weuyeu + Weyyey + Weȳyeȳ (10)

上式において任意の外乱 q から制御量 y までの閉ルー

プ系の特性伝達関数Wqy はWey∗y を用いて次のよう

に記述できる．

Wqy = Pqy + Wey∗yPqy∗

=
(
[Im 0m×l] + Wey∗y

)
Pqy∗

=
[
Weyy Weȳy

]
Pqy∗ (11)

目標値 rを考慮しない場合，式 (2), (3)より，eu, ey, eȳ

の各信号発生器ラプラス変換モデルの不安定分母多項

式は高々dq である．式 (10), (11)から，図 1の制御系

に外乱 qが加えられたとき，制御量 ỹの定常値が 0と

なるための必要十分条件はWeuy, Weyy, Weȳy の分子

多項式行列の 0以外の全要素が dq を因子として含む

ことである．更にこの条件は定理 1 の証明と同様に，

定理 3の条件に帰着される．

4. む す び

本論文では一般的 2自由度線形制御系において，閉

ループ系の安定性を保存する範囲の制御対象の特性変

動に対して制御量の定常値が不感であるために閉ルー

プ系及び制御器が満たすべき必要十分条件を示した．

これらの条件は従来の結果とは異なり，等価外乱を導

入し，特性伝達関数行列表現を用いたことにより得ら

れた以下に示す統合的な知見である．

1. 線形制御系におけるロバストな定常特性及びロバ

ストな外乱漸近除去特性の実現が，いずれも制御

量に加わる外乱に対する漸近除去条件に帰着され

た．ここで外乱は，ロバストな定常特性に関して

は目標値，ロバストな外乱漸近除去特性に関して

は当該外乱の各外部信号発生器から発生した信号
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である．

2. 更に，上記の条件が，各外部信号発生器に関する

内部モデル包含構造を直接示す制御器要件と等価

であることを明らかにした．
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