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航空機は飛行機などの固定翼機と-リコブタなどの回転翼機に大別できるが,人類が初め

て飛行を実現したのは,前者に分類される飛行機の発明によって成し遂げられた.飛行機を

安定に飛行させるための制御技術の歴史は古く,複葉機の時代から導入されている.世界で

初めての自動操月割ま_,アメリカ人技師スペリーらによって成し遂げられた･これは,1903年

にライ ト兄弟が人類初の有人飛行を達成してから約 10年後のことであり,まだ制御理論も十

分に発達していない時代のことである.この時代の制御装置は,補助的な位置づけであった

が,安定増加装置 としての効果を十分に発揮 した[1].その後,軍事 目的を背景に

UAV(Unmamedaedalvehicle)に関する研究開発が行われた.しかしながら,第一次世界大戦

や第二次世界大戦の二度の大戦中にも,技術的未熟さが理由で実用的な UAVは存在してい

なかったようである.ベ トナム戦争や冷戦をきっかけとして,1950年代未より本格的な研究

開発が取り組まれた.そして,アメリカは1991年の中東戦争で固定翼機型UAVを実用化し,

これ以降軍事目的のUAVが急速に発展している[2】,[3].

一方,この頃から,搭乗員に関する健康面や安全面を考慮する必要がないことや小型化及

び低コスト化が図れることなどを背景に,民生用として,軍事目的と一線を画した研究が

NASAを中心に開始された.最も代表的なプロジェクトとしては,1990年代にスター トした

9年間のWARASTプロジェクトが挙げられる.このプロジェクトは,三万メー トルまでの高

い高度を飛行する技術,長時間飛行技術,エンジン,センサなどの開発を含む UAVの総合

的な研究プロジェクトであり, Helios, Proteus, Altusやpathflnderなどの新たな固定翼機

が誕生した.

一方,回転翼機としては,ジャイロプレンやジャイロダインなどが挙げられるが,中でも,

ヘリコプタは,現在最も普及し活躍している.ヘリコプタの歴史は,飛行機よりもむしろ古

く,紀元前の中国の竹とんぼに始まって,それ以後レオナル ド･ダ ･ヴィンチなど,世界中

の多くの有識者らによって研究が成されてきたが,実際にパイロットを乗せ,ロータを使っ

て離陸が達成されたのは,ライ ト兄弟の初飛行の4年後の1907年である.当時の-リコブタ

は現代の-リコブタの形態とは程遠く,1937年に初めて実用的な-リコブタがドイツのフォ

ッケ ･アハゲリスによって発明された.航空機が初飛行から10年で実用化されたのに対し,

実用化に30年という時間を要した背景には,-リコブタの空気力学特性,またその構造が非

常に複雑であることが挙げられる.-リコブタは,このような欠点を有しているが,ホバリ

ング及び垂直離着陸可能といった他の航空機にはない優れた飛行特性を有している.-リコ

ブタのこれらの優れた飛行特性を理由に,現在,-リコブタは環境モニタリングや人員及び
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貨物輸送,また薬剤散布など,各種幅広い用途で利用されている.中には,海や山岳地にお

ける人名救助,送電塔建設,木材搬出など,-リコブタの出現によって初めて可能となった

用途もある.

無人-リコブタの研究は,固定翼機型UAVと同様に,適用が可能なミッションの拡張や,

安全性の向上,あるいは低コスト化などを目的として,1980年頃より始められた.無人-リ

コブタに関する研究は,当初,主に既存の技術が活かせるといった利点から,シングルロー

タ式-リコブタに対して行われた.ヤマハ発動機は,1983年よりモータサイクルのエンジン

を応用した農薬散布用のシングルロータ式無人-リコブタの開発に着手し,1989年には世界

で初めて無人へ､リコブタの量産化に成功した.現在は,送電線の点検などにおいても,実用

化が進められている.しかしながら,普及が進むに従って,全国各地で事散が多数報告され

ているのが現状である.その主な理由としては,現在利用されているシングルロータ式無人

-リコブタの構造の複雑さ及び空気力学特性の複雑さに起因して,制御性能が十分ではなく,

遠隔操作が容易ではないことが挙げられる.近年のセンシング技術及び計算技術の飛躍的発

展を背景に,今後ますます,防災レスキュー支援,火災探知消化活動,植生生育観察と薬剤

散布,積雪調査,大規模国立公園などの巡視,河川監視,森林監視,パイプラインの監視な

ど幅広い分野において,有人機から無人機-の代行が期待されている.更に,有人機では,

乗組員の安全面や健康面の観点から不可能であった,放射能汚染地域の調査などの危険地帯

での活躍が望まれている.これらの応用分野-の適用を実現するための課題や要求としては,

有視界外における完全自律飛行,車両ロボットや他の航空機との協調制御などがあり,盛ん

に研究されている[2].また,当然,応用分野の拡張に伴って,ますます無人-リコブタの制

御性能の向上は重要な課題となる.

より高い制御性能の実現を目指して,様々な種類の無人-リコブタの自動制御に関する研

究及び開発が取り組まれている.中でも,4個のロータを有する4ロータ小型-リコブタは,

シングルロータ式-リコブタなどと違い,ピッチ角変換機構などを必要とせず,非常にシン

プルな構造を有している[4].このため,メンテナンスが容易であり,また正確な数学モデル

を比較的獲得しやすく,高い制御性能を実現できる可能性がある.更に,-リコブタは,プ

レー下の半径が大きくなるにつれて,グランドエフェクトなどの周辺状況によって,その空

気力学特性が変化しやすくなる【1]ことが知られているが,4ロータ-リコブタは4個のブレ

ードを有するために,各ブレー ドの半径を比較的小さくできるため,安定性の観点からも期

待されている.これらの優れた特性を理由に,20世紀末頃より,4ロータ小型-リコブタの

自動制御に関する研究及び開発が盛んに行われている.以下,4ロータ小型-リコブタの研

究について概説する.

4ロータ無人-リブタの位置追従,また姿勢追従制御に関する研究の中で,線形近似モデ
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ルに対する様々なpID制御器[5]やLqR制御器[6],またH-制御器[7],[8]などの線形制御器

が種々提案されている.しかしながら,線形制御理論に基づくこれらの制御器は,平衡点近

傍,例えばホバリング状態の姿勢から外れるに伴い,その制御性能が劣化するといった欠点

を有している.これは,操作者による操作ミスや,風などの外生外乱による姿勢の変動に対

する脆弱性に繋がる.また,4ロータ-リコブタは,その発生する揚力が機体其上方向であ

るため,姿勢を傾けることで発生する揚力の向きを変えることからも,これは好ましくない.

より広い範囲の姿勢変化の実現を目指し,種々な非線形制御器も提案されいる∴例えば,

ゲインスケジューリング制御器[9]や,NestedSaturationを応用した制御器[10],[11],また入

出力線形化手法[12],[13]を応用した制御器[1叶[16]などが挙げられる.しかしながら,これら

は,姿勢表現にオイラー角[17]を利用しているために,特異点の問題が生じる.このため,

姿勢を大きく傾けることができない.横風などによる外生外乱を打ち消すため,あるいは,

高速度での水平方向-の移動や斜め下方向-の移動を行うためには,更に広い姿勢変化の実

現が望まれる.

そこで,より広い範囲の姿勢変化の実現を目指し,我々やAbdelhamidTayebiらにより,姿

勢表現に四元数[17]を用いたバックステッピング手法[12]に基づいた姿勢追従制御器も種々

提案されている[18日20].四元数とは,オイラーの定理に基づく姿勢表現方法であり,特異

点が存在しないことがその大きな特徴である.さらに,姿勢表現に四元数を用いたとき,回

転運動モデルを比較的簡易に表現することができる.後者に着目し,-リコブタ及び人工衛

生の制御問題において,適応制御手法を適用した制御器[21],[22]も提案されている.ところ

で,ビジョンフィー ドバックを用いた協調制御やモニタリングなどを実現するためには,機

体のヨー角を制御できることが望まれる. しか しながら,垂直離着陸型無人航空機

(VTOL-UAV)の制御に関して,四元数のみを用いた位置追従制御器[23]は既に提案されて

いるが,機体のヨー角を同時に制御する制御器は未だ見受けられない.この理由は,オイラ

ー角と違い,四元数の各パラメータとそのパラメータが表す姿勢のヨー角及び揚力が発生す

る上部方向との間に複雑な非線形関係が存在し,かつ四元数自身が非線形な拘束条件を有し

ているため,望ましい姿勢を実現する四元数を導出することが困難となることに起因してい

る.そこで,我々及びHamelらは,姿勢表現にオイラー角と四元数を適宜使い分けた制御器

設計法を提案している[48],[60].これは,ヨー角制御が可能となるが,制御器設計の際,オ

イラー角を利用するために特異点の問題が生じる.このため,例えば機体上部が水平方向近

傍を向くような姿勢を指令することはできない.また,2つの姿勢表現を用いるために,刺

御器設計は煩雑となるといった欠点を有していた.

さて,適応制御器を除く,先に紹介した種々の制御器の設計では,数学モデルに基づき,

所望の性能の実現を理論的に保証している.したがって,制御対象のモデルが正確にわかっ
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ている場合は有効であるが,各物理パラメータの不確かさ (見積もり誤差)や,未知の外生

外乱などが存在し,制御対象のモデルと制御器設計で用いる数学モデルが異なる場合,所望

の制御性能を実現できないばかりか,不安定化が生じる可能性がある.多くの制御問題にお

いて,外生外乱や物理パラメータの不確かさなどが存在するため,これらが存在する場合に

おいても所望の制御性能を保証することは重要である.この観点から,1980年代より,外生

外乱や不確かさなどが存在するときにおいても所望の制御性能,あるいはそれに近い制御性

能を保証するロバスト制御理論の研究及び応用が盛んに行われている【14】.

近年では,4ロータ小型-リコブタの制御問題においても,ロバストな制御性能の実現を

目的とした,SlidingMode制御理論[25],[26]や,HigherOrderSlidingMode制御理論,また予

見制御を併用した非線形H-制御理論を応用した制御器[27]-[29]も提案されている.しかし,

これらの制御器は,空気力学パラメータの不確かさを陽に考慮していない.空気力学パラメ

ータとは,ロータ回転数と発生する力の関係を表し,各ロータで発生する揚力と抗力に直接

影響を与える重要なパラメータである.更に,周辺環境を含む飛行条件によって時々刻々と

変動する[30].したがって,4ロータ小型-リコブタを先に述べた分野において実用化するた

めには,この不確かさが存在するときにおいても,良好な制御性能を実現する必要がある.

そのための設計手法としては,ロバスト制御理論の適用が考えられる.しかし,先に述べた

ようにロバスト制御器は,事前の情報に基づいた,時不変の制御器であるため,本制御問題

のような時々刻々と物理パラメータが変動する場合,稼働中の情報を必ずしも良好に活用で

きているとは言い難い.このような制御問題の場合,より有効な制御手法としては,適応制

御手法[31],[32]が挙げられる.以下,適応制御手法について概説する.

適応制御とは,制御対象の動作が,環境条件や動作条件が変化しても,所望の制御性能が

得られるようにする制御方法のことである.例えば,稼働中の情報に基づいて,制御対象の

物理パラメータを推定し,制御器のパラメータを逐次調整することで,所望の制御性能を得

ることができる.前述の手法は,1950年代,既に考えれていたが,閉ループシステム(制御

対象と制御器を合わせたシステム全体)の安定性の証明ができていなかった.安定性の問題が

解決したのは,それから実に30年経過した1980年になってからである.その後,種々な適

応制御手法が提案され,様々な実システム-の適用も数多く検討されたが,残念ながらあま

り実用化されなかった.その理由の一つとしては,適応制御手法により得られた閉ループシ

ステムが複雑となりすぎ,所望の制御性能を得るための制御器のパラメータチューニングが

困難であったことが挙げられる.すなわち,制御性能と制御器のパラメータの関係が不明瞭

であったためである.このため,パラメータ変動に対して,有効である制御手法のはずが,

実際には有効でないという矛盾した結果を招いた[33].

2003年に,従来のいわゆるCE(Ce血 叫y equivalent)原理に基づく適応制御手法にはない,
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優れた利点を有するⅠ&I(lmfnerSionandInvariance)法に基づく適応制御手法[34],[35]が,ortega

らによって提案された.ここで,Ⅰ&Ⅰ法とは,非線形制御問題でよく知られるSystemlm ersion

とManifoldInvarianceの概念に基づく,新たな手法であり,適応制御手法やオブザーバ,逮

応 pID制御など,幅広い分野-展開されている.中でも,Ⅰ&Ⅰ法に基づく適応制御手法は,

従来型にはない以下の利点を有することから,近年ますます注目を浴びている[33]

①cE原理に基づかないため,適用可能な非線形制御対象のClassが広く,従来型では適用

不可能であった制御対象-の応用が期待される.

②パラメータ推定値が一度真値に収束すると,その後変動しない.

③Ⅰ&Ⅰ適応制御器は,制御対象に関する安定化制御器と,それとは独立に設計されるパラ

メータ推定器とで構成される.すなわち,制御対象の状態量とパラメータ推定誤差の過

渡応答特性を考慮したパラメータチューニングが比較的行いやすい.

これらを理由に,Ⅰ&Ⅰ適応制御手法は,既にマニピュレータの位置制御問題,またミサイ

ルの位置追従制御問題など幅広い分野に応用されている[36日39].更に幅広い制御対象-の

適用を目指し,種々な制御対象の Classに対するⅠ&Ⅰ適応制御器のシステマティックな設計

方法が提案されている【35],[40],[41].しかしながら,これらの特定の Classに属さない制

御対象に対しては,制御器設計時必ずしも容易ではなく,制御対象の特性を考慮した様々な

工夫を施す必要がある.本制御問題に対するシステマティックな設計方法は未だ見受けられ

ず,その設計は容易ではない.

ところで,4ロータ小型-リコブタは,システム次数が高く,また非線形性が強い制御対

象であるが,SFF(StrictFeedbackFom)[12]といったClassに属することで知られている.この

classに属する制御対象に対して有効な制御手法としては,先に述べたバックステッピング手

法やⅠ&Ⅰ法などが挙げられる.更に,パラメータの不確かさに対する制御性能を改善する手

法としては,適応バックステッピング手法[42]や Ⅰ&Ⅰ適応制御手法などがある.しかしなが

ら,制御対象のシステム次数が高いとき,これらに基づく制御器設計では,制御則の項数が

爆発的に増加する,いわゆる"項の爆発"の問題が生じる[43]ことが知られている.これは,

制御器設計の煩雑化や,計算時間の増加,また安定性解析の複雑化を招く懸念があり好まし

くない.

そこで,これらの問題を解決するために,DSC(Dynam icSurfaceControl)手法【43]がHedrick

らによって提案された.本制御手法のアイディアは,バックステッピング手法の設計過程に
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ローパスフィルタを導入するといったものであり,制御器設計の煩雑さや上述の問題を解決

することができる.1998年には,1入力 1出力の制御問題に対して,DSC手法を応用した適

応バックステッピング手法による制御器が提案された【44].その後,無人車両ロボットの制

御問題などの多入力多出力の制御問題に対する制御器[45],[46]が提案された.しかし,未だ

4ロータ小型-リコブタの制御問題に対する,DSC手法の応用は見受けられない.また,先

に述べたように,Ⅰ&Ⅰ適応制御器設計においても,項の爆発問題が生じる懸念があるが,そ

の解決方法も未だ見受けられない.

以上の背景の下に,本論文では,4ロータ小型-リコブタの位置及びヨー角追従制御問題

について検討する.より広い姿勢変化の実現を目指した,バックステッピング手法を基礎と

する幾何学的アプローチに基づいた位置及びヨー角追従制御器を提案する.次に,時々刻々

と変動する空気力学パラメータの不確かさに対する制御性能の改善を目的としたⅠ&Ⅰ適応制

御器について提案する.更に,項の爆発問題の解決や制御器設計の簡易化を目指したDSC手

法を応用したⅠ&Ⅰ適応制御器設計の一手法を提案し,提案する手法を本制御問題に応用する.

そして,それらの有効性を数値シミュレーションや実験によって検証する.

図 1.1に本論文の構成を示し,以下に,本論文の内容を各章ごとに概括する.

第2章では,まず4ロータ小型-リコブタの構造と飛行原理について述べ,その優れた特

徴を示す.次に,4ロータ小型-リコブタの数学モデルを構築する.数学モデルを構築する

際,姿勢表現の選択には種々考えられるが,特異点の問題及び制御器設計の観点から,本論

文では姿勢表現に四元数を利用する.また,アクチュエータに関する数学モデルには,本制

御対象の他の数学モデルと違い,空気力学パラメータや,モータ特性などが含まれているこ

とから,正確な数学モデルの獲得が困難であると考え,同定実験によってアクチュエータに

関する数学モデルを獲得する.最後に,制御器設計の観点から,本制御対象の数学モデルに

ついて論ずる.

第 3章では,より広い姿勢変化の実現を目指し,バックステッピング手法と幾何学的アプ

ローチを用いた制御器設計について提案する.そこで,本章ではまず,その準備として,バ

ックステッピング手法について概説する.4ロータ小型-リコブタの姿勢表現に四元数を利

用するとき,先に述べたように,特異点の問題が生じない.更には,回転運動を比較的シン

プルに表現することが可能となることから,4ロータ小型-リコブタの位置追従問題及びヨ

ー角制御に対して,本姿勢表現方法を用いた制御器設計方法は有効であると考えられる.し

かしながら,本姿勢表現方法を用いた位置及びヨー角追従制御に関する研究は未だ見受けら

れない.この主な理由としては,オイラー角と違い,四元数の各パラメータとそのパラメー

タが表す姿勢のヨー角及び揚力が発生する機体上部方向との間に複雑な非線形関係が存在し,
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更に,四元数自身が非線形な拘束条件を有しているため,設計過程における望ましい姿勢の

導出が困難となることが挙げられる.そこで,上述の問題を解決する幾何学的アプローチに

よる制御器設計方法を提案する.そして,数値シミュレーションにより,提案する手法の妥

当性,並びに,空気力学パラメータの不確かさに対するロバス ト性について検証する.

第4章では,空気力学パラメータの不確かさに対する制御性能を改善するⅠ&Ⅰ適応制御器

について提案する.パラメータの不確かさに対し七有効な制御手法として,適応制御手法が

古くから知られているが,パラメータチューニングの難しさなどを理由に,実用性の観点か

ら疑問があった.近年提案されたⅠ&Ⅰ法に基づく適応制御手法は,この問題を解決できる可

能性がある.そこで本章では,まず,従来型のCE原理に基づく適応制御手法について述べ,

続いて,近年提案されたⅠ&Ⅰ法に基づく適応制御手法について概説する.そして,両手法を

比較し,後者の優れた特徴について解説する.その後,Ⅰ&Ⅰ適応制御器設計について論ずる.

本Ⅰ&Ⅰ適応制御器は,サーボ制御器とパラメータ推定器とで構成される.本制御対象には,4

個のロータにおいて,揚力と抗力に関する空気力学パラメータの計 8個が存在するが,本制

御器設計では,まず 8個全ての空気力学パラメータに関する適応推定器の問題について解説

する.次に,4ロータ小型-リコブタの飛行原理を再考し,空気力学パラメータの不確かさ

に対する新たな表現方法 (パラメトリゼ-ション)を提案する.そして,この新たな表現に

基づいて,飛行特性に大きな影響を与える4個のパラメータを選定し,これらを推定する適

応推定器を新たに提案する.本推定器は,前述の推定器に比べて構造が簡素で,かつ,この

パラメータ推定則にはロータ角速度の時間微分フィー ドバックを必要としないことを示す.

サーボ制御器は,制御器設計の煩雑さ,及び安定解析の困難さを理由に,パラメータ推定が

完了していると仮定して設計する.次に,局所的漸近安定性を保証する.最後に,数値シミ

ュレーションによって,選定した不確かなパラメータの影響とその他のパラメータの影響に

ついて考察を行うと共に,提案するⅠ&Ⅰ適応制御器の有効性を示す.

第5章では,DSC手法を応用したⅠ&Ⅰ適応制御器設計の一手法を提案する.第4章で提案

する制御器は,制御器設計の煩雑さを主な理由に,追従誤差の原点周 りにおける局所的漸近

安定性しか保証できていない.そこで本章ではまず,DSC手法の概観を示し,続いて DSC

手法を応用したⅠ&Ⅰ適応制御器設計法を提案する.次に,あるClassに属する一般系の非線

形システムに対する本設計手法を提案する.そして,本設計手法は,従来のⅠ&Ⅰ法に基づく

適応制御法と比べ,制御器設計が容易となることを示す.更に,準大域的有界性及び追従誤

差に関する任意の原点近傍-の終局有界性を容易に保証できることを示す.続いて,本手法

を本制御問題に応用し,数値シミュレーション及び実験よってその有効性を検証する.

第6章は,結論であり,本論文で得られた成果を総括する.

なお論文で用いる,種々な姿勢表現方法の詳細,及び基本的な性質 (概念),また全空気力
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学パラメータ推定器設計の詳細を巻末の付録に記載する.

Fig.1.1Consti仙ionof血e也esis
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第 2章

4ロータ小型- リコブタの特徴と 学モデル

2.1序言

無人小型-リコブタは,ホバリングや垂直離着陸可能など固定翼機では実現不可能な優れ

た飛行特性を有し,環境モニタリングや,農薬散布などの様々な分野で活躍している.しか

しながら,現在普及が進んでいるシングルロータ式-リコブタは,その構造及び空気力学特

性の複雑さのために,正確な数学モデルの獲得が困難である.これに起因して,無人小型-

リコブタの制御性能は十分とは言い難いのが現状である.更にセンシング技術及び計算技術

の飛躍的発展を背景に,今後ますます,無人航空機の幅広い分野での活躍が期待されている

ことからも,無人小型-リコブタの更なる制御性能の向上が望まれており,種々の無人機の

自動制御に関する研究が盛んに取り組まれている.中でも4ロータ小型-リコブタは,一般

的に知られているシングルロータ式-リコブタと違い,ロータブレー ドのピッチ角変換機構

を必要とせず,ロータ角速度の制御だけで運動制御が可能である.更に,非常にシンプルな

構造を有していることから,正確な数学モデルを比較的獲得しやすく,高い制御性能の実現

が期待されている.しかし,4ロータ小型-リコブタは,機体に働く揚力ベクトルの方向が

常に機体上部方向であるため,並進運動を行うためには姿勢を傾ける必要がある.したがっ

て,横風などによる外生外乱を打ち消すため,あるいは,高速度での水平方向-の移動や斜

め下方向-の移動を行うためには,姿勢を大きく傾ける必要がある.したがって,より広い

範囲の姿勢変化を実現できることが望まれる.

ところで,3次元運動空間を自由に運動する剛体の重心に座標をとるとき,その運動方程

式は,重心の並進運動と回転運動に分離して表現される.よってこのとき,回転姿勢は,剛

体の重心に固定された座標と基準となる座標 (例えば慣性座標),その両者の対応する座標軸

の静的関係によって表現される.してがって,例えば,2つの座標系の対応する座標軸がす

べて平行であるとき,両者は同じ回転姿勢であると言える∴

姿勢の表現方法には,オイラー角や四元数など種々存在する.オイラー角は,その各パラ

メータと姿勢の関係を直感的に理解することが比較的容易であるが,オイラー角による座標

変換行列には,多くの三角関数が含まれていて複雑であり,またオイラー角の時間微分と角

速度ベクトルとの関係にも複雑な係数行列が表れる.更に,角速度からオイラー角の時間微

分を求める関係に,零割りが生じる特異姿勢が存在するといった欠点を有している.一方,

四元数とは,オイラーの定理に基づく姿勢表現方法であり,特異点が存在しない.さらに,
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四元数と角速度ベクトルの関係を比較的簡易に表現することができるといった利点を有して

いる.

本章では,まず4ロータ小型-リコブタの構造と飛行原理について述べ,その優れた特徴

について解説する.次に,姿勢表現には四元数を用いて数学モデルを導出する.また,ロー

タに関する数学モデルは同定実験により得る.最後に,導出した数学モデルの特徴について

述べ,制御器設計の観点から,姿勢表現方法に四元数を利用した利点について論ずる.



2.2 4ロータ小型-リコブタの構造と飛行原理

2.2 4ロータ小型-リコブタの構造と飛行原理

ll

図2.1に,本研究の制御対象である4ロータ小型-リコブタの概略図を示す.4ロータ小

型-リコブタは,十字シャフトの先端にモータとブレー ドを組み合わせたロータユニットが

取り付けられている.各ロータでは,ロータの回転によって,揚力と抗力が発生する(図 2.

2).これらにより,機体には揚力及び反 トルクが発生するが,一般に,これら揚力fj と反 ト

ルク㍉ (ノ=1,2,3,4)は,ロータ回転数の2乗に比例することが知られている[18]･各ロータの

反 トルクによるヨーイング運動を避けるために,前後ロータは反時計方向,左右ロータは時

計方向に回転する(図2.1).並進運動及び回転運動の操作方法について,図2.3に示す･ま

ず,幾何ベク トルe,方向(機体上方向)に発生する揚力は,各ロータで発生する揚力

右 ノ-1,2,3,4の総和であり,並進運動は,姿勢変化によって揚力の向きを変え,また揚力の

総和′を操作することで行う.次に,ピッチング運動は前後ロータの揚力の差,ローリング

運動は左右ロータの揚力の差を操作することで行う.最後に,ヨーイング運動は,前後ロー

タで生じる反 トルクの和と左右ロータで生じる反 トルクの和の差を操作することで行う.こ

のように,4ロータ小型-リコブタはロータ角速度の操作のみで姿勢及び並進運動を制御す

ることが可能である.それゆえ,4ロータ小型-リコブタは一般的な-リコブタと違い,ピ

ッチ角変換機構など複雑な機構を必要とせず,構造が比較的シンプルであり,正確な数学モ

デルの比較的獲得しやすい.

Fig.2.1Theschematicof

the丘)urrotormi山helicopter

Fig.2.2Thedirectionof

the丘)でcecausedbyrotationofrotors
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(a)Translationalmotion

(C)pitchingmotion

(b)Rollingmotion

(d)Yawingmotion

Fig.2.3Thewaytoflyofthefourrotorminihelicopter



2.3 数学モデルとその特徴

2.3 数学モデルとその特徴

本節では,4,p一夕小型-リコブタの数学モデルを導出し,その特徴について説明する.

本制御対象は,以下の4つのサブシステムから構成される.

①並進サブシステム :機体重心に関する運動方程式

②幾何サブシステム :機体座標系の角速度ベクトルとその座標の関係式

③回転サブシステム :機体の回転に関する運動方程式

④ロータサブシステム :ロータの回転に関する運動方程式

まず,並進サブシステムはニュー トンの法則より,次式で与えられる(図2.1).

il-V

や=-gez+m~lRoAe3f

13

(2.1)

(2.2)

ここで,Rode,f は,慣性座標系∑O-(e-x,e-,,e-Z)8こおける機体に働く揚力ベクトルである･

次に,幾何サブシステムについて述べる.本論文では姿勢表現に四元数を用いる(四元数の

詳細は付録Aに記載する).座標変換行列RoAに対応する四元数£-lg.82 g, E.]Tは,拘

束条件と共に,回転角¢及びrJq性座標系∑0あるいは機体座標系∑射こおける回転軸方向の単

位ベクトルL-[4 4 4]Tを用いて次式で与えられる(図2･4)･

£=
Lsin旦2
C｡S旦2

,JJell2-1

また,四元数£と座標変換行列R伽 の関係は次式で表される･

el

Fig.2.4Quatemion

(2.3)
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RoA(£)-
6.2-g22-832+642 2(81g2-6,84)

2(C1C2+S,C4) 822-g32-8.2+642

2(S,8.-g284) 2(62g,+glC4)

四元数£と機体角速度ベクトルOの関係は次式で与えられる.

畠=S(S)a

ただし,

S (S)-喜

64 -g 3 82

83 84 -81

-g2 61 g4

- 81 -6 2 - 83

2(83g.+62g.)

2(g28,-8.g.)

C32-612-822+842

(2.4)

(2.5)

である.

回転サブシステムは,機体座標系を慣性主軸上にとれば,オイラー方程式より次式で与え

られる.

J(ら+oX(Jo)-T (2.6)

ここで,J∈R 3×3は 慣性テンソル,0-la,I a,2 a,3]Tは機体角速度ベクトル,T-lrl T2 T,]T
は機体 トルクである.いま,機体座標系を慣性主軸上にとると,その対称性から慣性乗積は

0となることから,上式は次式に書き改められる.

d-q)(a)+J-1T

ただし,ジャイロ効果に関連する項q･(̀軸 ま次式で与えられる.

～,(a)-
a,2a･3(J2-J3)JIJ

a,.a,3(J3-J.)J2-1
Old,2(J1-J2)J3-1

(2.7)

また,一般に,各ロータで発生する揚力は,ロータ角速度の2乗に比例することが知られて

おり,機体の重心に働く揚力fとトルクTは,空気力学パラメータである揚力係数Ĉ,･と抗力

係数k̂,･(i-1,-･,4),機体の形状に依存した定数l,lUaを用いて次式で与えられる･

f-efTp(0,) (2.8)
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(2.9)

である.

最後に,各ロータサブシステムは同じであると仮定し,その数学モデルを導出する.そこ

でまずその準備として,DC モ∵タ単体の数学モデルを導出する.コイルインダクタンス

L≪1とすれば,回路方程式は次式で与えられる.

Ri+ev=u

ev-kva),

I-kti

(2.ll)

(2.12)

(2.13)

ただし,REま内部抵抗,itま電流,.uは入力電圧,evは逆起電圧,kvは逆起電圧定数,a,,(t)
はブレー ド軸の角速度,Tはトルク,ktはトルク定数を表す.運動方程式は次式で与えられ

る.I

･-Jm%

ここで,Jmはモータ軸の慣性モーメントを表す.式(2.ll)～(2.14)を整理すると,

Jm告 ニー等 O,･告u

(2.14)

(2.15)

次に,ブレー ドを取り付け時の数学モデルを構築する.一般に,空気抵抗による抗力は,

速度の2乗に比例することから,反 トルクは角速度の2乗に比例する.よって,一つのローI

タに関する数学モデルを,式(2.15)にブレー ドに生ずも抗力による反 トルクの影響を考慮した

次式で与える.

(Jm･Jb)告 ニー等 0,-k-,0,2･旦uR
(2.16)
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ここで,Jbはブレー ドの慣性モーメント,lU,はブレー ドの形状に依存した定数である.式

(2.16)を整理し,次式-と変換する.

b,-一等 (Jm･Jb)-10,･i(Jm･Jb)-1u-k-,(Jm･Jb)-10,2 (2･17)

ベクトル表記することで,ロータサブシステム (4つのロータダイナミクス)を,次式で得

る.

6,--等 (Jm･Jb)-10,-kmr(J m･J b)ll diag(0,)0,･i(Jm･Jb)-1u (2･18)

ここで,0,-la,,. a,,2 a,,3 a,,.]Tはロータ角速度,u-lulu2 u3 u4]Tは入力電圧である･

式(2.18)より,ロータサブシステムには,逆起電圧定数, トルク定数, 抗力係数が表れるが,

それらの物理パラメータを正確に導出することは困難である.そこで,ロータサブシステム

の数学モデルを獲得するために,以下の同定実験を行った.

【同定実験方法と実験結果】

図2.5および図2.6に示した実験装置の概要について説明する.PCより,DAコンバー

タとアンプを介して,試験用 DCモータにステップ関数状の入力電圧を供給し,ロータを回

転させる.そして,ロータ回転角をギアを介して,エンコーダ(オムロン社製 E6A2･C))によ

って測定し,PCに取り込み,近似微分によってその回転数を得る.ステップ関数状の入力

電圧は,以下の計7種類を与えた.

u(t)-0 for t<1

u(t)-3･5or,4･0,4･5,5･0,5･5,6･0,6･5for t≧1

本同定実験の手順をまとめると以下のようになる.

① DCモータ-ステップ入力を与える.

② 出力角速度の時刻歴を得る.

③ ステップ入力を式に示したように変更する.

④ ①～③のステップを繰り返す.

実験結果を図2.7に示す.また,各結果から得られた時定数及び比例ゲインを表2.1に

まとめる.表 2.1及び式(2.18)より,ロータの回転数が増加するにつれて,比例ゲインが減

少していることがわかる.これは,抗力によって生じる反力が増大したためであると考えら

れる.ただし,その影響は比較的小さいことから,本論文では,近似モデルとして,アクチ
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Tti),=-0,+Ku

ユエータモデルを次式で与え,

17

(2.19)

比例ゲインK及び時定数 Tの値は,平均値とLK-3.94,T=0.106とした.

また,その他の物理パラメータを表 2.3に記述する.ここで,揚力係数及び抗力係数は,

小池らによってなされた同定実験結果[47]より得た.

Fig2.5SchematicofIdentiflCationexperimentforrotordynam ics

Fig2･6PictureofidentiflCationexperimentforrotordynamics
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Table2.1Experimentresultsofidentificationforrotordynamics

入力電圧の ロ｣タ角速度の最.比例ゲイン - 最終値め63.~2% 時定数

最終値 [Ⅴ】. 終値 【rad/sec1 lrad/sect

4 ･~162 p'40.5 102 0..09_

5 198 3う.■.6 125 .0.ll.

5.5 ~213 3_8.p7 135 0.ll

6 :∴230 38∴3 145 0.12
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1 1.1 1.2
Timetsec】

1.3 1.4 1.5

(りⅠnputvoltage6.0V

2 2.5

Time【sed

(g)hp山voltage6.5V

Fig･2.7Timeresponsesoftherotorangularvelocity

Table2.2Parameterofthefowrotormimihelicopter

Symbol -Unit Valu.Q Symt)olL Unit ,Vahle -

J1 :.kg血 豆 ･7.04×10~3 nl kgp_ 0.I_52

制御対象のブロック線図を図2.8に示す.ただし,以降の制御器設計では,ロータ角速度

は理想的に実現できると仮定し,制御入力をロータ角速度とする.なお,数値シミュレーシ

ョン及び実験では,実ロータ角速度を設計したロータ角速度入力に追従させるために,ロー

タダイナミクスに関するPID制御によるマイナーフィー ドバックを用いる.上述の仮定に基
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Fig.2.8Blockdiagramofthefourrotorminihelicopter

Fig.2.9Blockdiagramofthefourrotorminihelicopter

undercon血血nof仇eangdarvelocityinput

づきロータ角速度を制御入力とするとき,制御対象のブロック線図は,図 2.9-と書き改め

られる.このとき,本制御対象は,各サブシステムの直列結合で構成されており,フィー ド

フォワードパスがないことがわかる.このように,フィー ドフォワー ドパスが存在しないシ

ステムの形式をSFFと呼ぶ.

最後に,制御器設計の観点から,姿勢表現に四元数を用いて導出した数学モデルについて

考察する.まず,次章で述べるバックステッピング手法に基づく制御器設計の観点から述べ

る.本制御器設計手法は,SFFで表れるシステムに対して有効であり,特に,各サブシステ

ムに入力される入力側の状態量が,そのサブシステムに対してアファインであるとき,閉ル

ープシステムの大域的漸近安定性を,システマティックな制御器設計により容易に実現する

ことができる.式(2.5)で表される幾何サブシステムが機体角速度ベクトルに対してアファイ

ンシステムとして表すことができている.ただし,式(2.2)で表される並進サブシステムは四

元数に対してアファインシステムでないことに留意されたい.このため,次章で設計するバ

ックステッピング手法による制御器設計に関する安定保証には,工夫が必要である.

次に,本数学モデルとオイラー角を用いて導出した数学モデルを,適応制御器設計の観点

から比較する.姿勢表現にオイラー角を利用した制御器設計では,その制御対象の数学モデ

ルを,一般に次のように書き表す (導出過程は参考文献[15]に譲る).
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並進サブシステム

幾何サブシステム

回転サブシステム

‥∂
･‥du
.･y
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¶=Ⅴ

す=一gez+m-1RoA(4,0 ,V)C3f

‥

¢
＼
β

･y

-申 (4,0,V)a

-也(4,0,V)V

.d

...♂

(2.20)

(2.21)

(2.22)

-◎(4,0,V)J~lsk(0)Jo+◎(4,0,V)J~1, (2･23)

ここで,♂,0,VはZYXオイラー角を表す.また,

RoA(4,0,V)=

cosOcosv sin¢sinOcosv-cos¢sinv cos¢sinOcosv+sin¢sinv

cosOsinv sin¢sinOsinv+cos¢cosv cos¢sinOsinv-sin¢cosv
-sinβ
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V(♂,0,V)-

sin¢cosβ

1 sinQtanO cosQtanO
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(2.24)

(2.25)

(2.26)

である.

式(2.7)と式(2.23)の比較により,姿勢表現に四元数を利用することによって,空気力学パラ
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メータが現れる回転サブシステムが簡易に表現されていることがわかる.本制御対象の物理

パラメータの中でも,空気力学パラメータは,周辺環境を含む飛行条件によって時々刻々と

大きく変化する可能性があり,また,各ロータで発生する揚力などに直接影響を与える重要

なパラメータであるため,これらのパラメータをオンラインで推定する適応制御器が望まれ

る.適応制御手法は適用可能なクラスが限定的であることから,回転サブシステムを簡易に

表現できる四元数を用いることによって,空気力学パラメータに関する適応制御を実現でき

る,あるいはその設計が容易になる可能性がある.実際,既にこれを理由に,4ロータ小型

-リコブタやシングルロータ小型-リコブタ,また人工衛生の制御問題において,姿勢表現

に四元数を用いて導出した数学モデルに対して,慣性テシソルに関する適応制御器も提案さ

れている.
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本章では,4ロータ小型-リコブタの特徴と飛行原理について解説し,本制御対象は,シ

ングルロータ式-リコブタなどと比べ非常にシンプルな構造を有しており,また,4個のロ

ータ回転数制御のみで飛行制御可能であることを示した.次に,制御器設計において必要と

なる制御対象の数学モデルを導出した.その中で,4ロータ小型-リコブタの並進運動及び

回転運動に関する数学モデルは,物理法則に基づき,非線形モデルとして導出した.また,

アクチュエータに関する数学モデルは,同定実験に基づき,線形一次近似モデルとして導出

した.更に,制御器設計の観点から,本制御対象の数学モデルの特徴について解説し,本制

御対象の数学モデルがSFFで表わされることを示した.また,姿勢表現に四元数を用いたと

きと,オイラー角を用いたときの数学モデルを比較し,四元数を用いることによって,回転

サブシステムが簡易に表現できることを示した.次章では,SFFで表されるシステムに対し

てシステマティックに制御器を設計できることで知られる,バックステッピング手法を基礎

に制御器を設計する.
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第 3章 バックステッピング手法と

幾何学 アプローチを用いた制御器設計

3.1 序言

第 2章で述べたように,4ロータ小型-リコブタは,横風などによる外生外乱を打ち消す

ため,あるいは,高速度での水平方向-の移動や斜め下方向-の移動を行うためには,姿勢

を大きく傾ける必要があることから,より広いの姿勢変化の実現が望まれる.そこで,より

広い姿勢変化を実現するために,姿勢表現に四元数を用いた姿勢制御器も種々提案されてい

る.これらの制御器設計では,制御対象がsFFとして表現できることから,バックステッピ

ング手法を応用している.ところで,モニタリングやビジョンフィー ドバックを用いた協調

制御などを実現するためには,機体のヨー角を制御できることが望まれる.しかしながら,

垂直離着陸型無人航空機 (VTOL-UAV)の制御に関して,四元数のみを用いた位置追従制御

音別ま既に提案されているが,機体のヨー角を同時に制御する制御器は未だ見受けられない.

この理由は,オイラー角と違い,四元数の各パラメータとそのパラメータが表す姿勢のヨー

角及び上部方向との間に複雑な非線形関係が存在し,かつ四元数自身が非線形な拘束条件を

有しているため,設計過程における望ましい姿勢を導出することが困難となることに起因し

ている.そこで,筆者ら及びHamelらは,既に姿勢表現にオイラー角と四元数を適宜使い分

けた制御器設計法を提案している.これは,ヨー角制御が可能となるが,制御器設計の際,

オイラー角を利用するために特異点の問題が生じる.このため,例えば機体上部が水平方向

近傍を向くような姿勢を指令することはできない.また,2つの姿勢表現を用いるために,

制御器設計は煩雑となる.

また,第2章で述べたように,本制御対象は,並進サブシステムに入力される入力側の状

態量である姿勢(四元数)が,そのサブシステムに対してアファインでないため,バックステ

ッピング手法によって,閉ループシステムの安定性を保証する制御器を容易に設計すること

はできない.これを理由に,我々が知る限りでは,閉ループシステムの大域的漸近安定性を

保証するバックステッピング手法による位置追従制御器は未だ見受けられない.

以上の背景により,本章では,バックステッピング手法について概説した後に,4ロータ

小型ヘリコプタの位置および機体ヨー角追従制御問題について検討し,特異点の問題を解決

すべく,姿勢表現には四元数のみを利用したバックステッピング手法を基礎とする制御器設
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計について論ずる.そして,上述の問題を幾何学的アプローチによって解決する方法につい

て提案する.更に,システムの安定性を保証するため,2007年にKendoulらによって提案さ

れた安定性解析に関する定理[14]を応用し,閉ループシステムの大域的漸近安定性を保証す

る.そして,数値シミュレーションによって,提案する制御器の有効性を検証する.
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3.2 バックステッピング手法の概観
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本節では,以下で表されるシステムのレギュレーション問題について考え,本章で用いる

制御器設計手法であるバックステッピング手法について概説する.

元1-x2叫,(xl)Tα

x2=u
(3.1)

ここで,Ⅹ-lxI x2]T∈R2,～,I(x.)∈RP,α∈RP,u∈Rである･図3･1に示すように,本システ

ムは,2つのサブシステムが直列に結合しており,SFFのシステムである.本制御問題に対

するバックステッピング手法を基礎とした制御器設計は,以下の2つのSTEPにより構成さ

れる.

STEPI Subsystemlに着目し,状態量x2をSubsystem1-の仮想入力と考え,状態量xlを

漸近安定とするような望ましい状態xd2を設計する･

STEP2 実状態x2とSTEPlで設計した望ましい状態xd2の差k2-X2-Xd2及び,Subsysteml

を漸近安定とする制御入力〟 を設計する.

なお,各 STEPにおける安定性解析には,一般に,リアプノフアプローチ【12】,[13]が用い

られる.本制御器設計でも,リアプノフアプローチを用いる.

sTEPl まず,x2をxlのダイナミクス-の仮想入力と考え,xlを零-と収束させる望まし

い状態xd,を次式で与える･

xd2(x.)- -k.xl-q,(xl)Tα (3.2)

ここで,設計パラメータk.｡R,0である･x2=Xd2(ち)のとき, 式(3.1),(3.2)よりSubsysteml

は次式となる.

Subsystem2

u

=======コ

Subsystem1

･ 一 t､ l 一

Fig. 3.1Blockdiagram ofthesystemforeq.(3.1)
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k1--ちxl (3.3)

したがって,Subsysterhlは原点について漸近安定である.次に,実状態と望ましい状態の誤

差克2=X2-Xd2及び式(3.2)を用いると,式(3.1)で表されるシステムは次式で表される.

xl=-klXl+x2
■■′

′■l
x2=u-Xd2

設計パラメータk2∈R>0として,･.制御則を次式で与える.

u- xd2- k2k2- Xl

ここで,リアプノフ関数の候補を次式で与え,

V(ち,x2)=ろ2+k22

式(3.6)を解軌道に沿って時間微分し,式(3.4),(3.5)を代入することで次式を得る.

巧-2x.(-ちxl+x2)+2k2(-k2k2-Xl)--2桓2-2k2k22≦o

(3.4)

(3.5)

(3.6)

(3.7)

したがって,システム(式(3.4))は原点について大域漸近安定である.ただし,制御則 (式(3.5))

の第1項は式(3.1)より次式で書き表される.

･d2-普(x2･q(xl)Ta) (3.8)
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第 2章で述べたように本論文での制御器設計では,物理パラメータには不確かさがないと

し,またロータ角速度を制御入力とする.空気力学パラメータに不確かさがないとき,ロー

タ角速度から揚力及び トルクは,代数的に導出できる.そこで,本制御器設計では,制御入

力を揚力入力ufとトルク入力uTとする･本制御器は位置制御器および姿勢制御器とで構成さ

れ,それぞれバックステッピング手法を基礎に設計する(図 3.2).位置制御器設計では,姿

勢を並進サブシステム-の仮想的な入力とみなして,望ましい姿勢と揚力入力を設計する.

一方,姿勢制御器設計では,実姿勢を位置制御器で生成される望ましい姿勢に追従させる機

体 トルク入力を設計する.

以下に,先に述べた本制御対象の数学モデルをまとめて記載する.

¶=Ⅴ

帖 -gel+m-1RcAe3uf

孟=S(g)0

6,-～,(a)+J~luT

Fig. 3.2Blockdiagram oftheclosedloopsystem

(3.9)

(3.10)

(3.ll)

(3.12)
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3.3.1 位置制御器設計

いま,式(3.9)及び式(3.10)で表されるサブシステムにおいて,機体に働 く揚力ベク トル

Rode,fを仮想入力と考え,位置指令に実位置を追従させる望ましい揚力ベクトルRoAde3fを

設計する.位置指令11,を用いて位置追従誤差と速度追従誤差をそれぞれ次のように定義する･

Tl=TI-Tt,

i-V-Tl,

これらのダイナミクスは,式(3.10),(3.13),(3.14)を用いると以下のように表される.

¶=Ⅴ

予ニーgez+m-1RDAe3uf-q,

式(3.15),(3.16)をまとめてベクトル表記することで次式を得る.

え-Fx･G(-gel.m~lRoA(£)C,u了Q,)

ただし, x= [好 ヂ 】T,また

F-[: :],G-[;]

である.ここで,望ましい揚力ベクトルを次式で与える.

RoAde3uf-Tm(gel.句r-r誹 V

ここで,設計パラメータ

rx=lrl r2],

(3.13)

(3.14)

(3.15)

(3.16)

(3.17)

(3.18)

(3.19)

V=lvI V2 1,,]Tである･ただし,ri∈R3×3>o(i=1,2)は対角行列とする.式(3.17)で表され

るサブシステムに式(3.19)を代入し,整理することで次式を得る.

え-Fx･G(-gel･m-1RoAd(ed)C,uf･m-1RDA(e)(I-RAdAT)e3uf-q,)

-(F-Grx)x･Gm-1RoA(I-RJMT)e3uf
(3.20)
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ここで,Iは単位行列を表す･よって,式(3･20)より,実姿勢R伽と望ましい姿勢RoAdが一致

するとき,すなわち姿勢誤差を表す座標変換行列RAdA-Iのとき,式(3･20)で表されるサブシ

ステムは原点について大域的漸近安定となることがわかる.

次に,実位置を位置指令に漸近的に追従させ,かつヨー角指令と一致する望ましい姿勢

RoAdについて考える･まず,座標変換行列と四元数の関係式

Rod(S)=

C.2-822-6,2+C.2 2(g182-8,g.) 2(6,gl+82g.)

2(8.C2+8,g.) g22-832-812･8.2 2(82g3-61g.)

2(83g1-82g.) 2(82g,+gig.) 632-g12-822+8.2

用いて,望ましい揚力ベクトルに関する条件式(3.19)を次のように成分表示する･

2(gd,Sdl+Cd2gd4)
2(gd2Cd,一gdlSd4)

cd32-gd12-gd22+gd42

(3.21)

(3.22)

ここで,転1041(i-1,-,4)は座標変換行列RoAdに対応する四元数を表す｡いま,ヨー角指

令軌 と一致する望ましい姿勢RoAdの条件について考える･ただし本論文では,図3･3に示

すように,ヨー角Vをベクトルelのex-e,平面-の正射影ベクトルevとベクトルexが成す角

度と定義する･RoAdの1行 1列目成分は,幾何ベクトルe-1のEoにおけるex成分,RoAdの 2

行 1列目成分は,幾何ベクトルe～1の=0におけるe,成分であることから,次式の条件式を与

える (図3.3).

lR21]oAdCOSY,-lRll]oAdSing,

式(3.23)は,座標変換行列と四元数と関係式(3.21)を用いて表すと次のようになる･

siTv,lR 21]oA ey

(3.23)

Fig.3.3 Indicationofdesiredattitudeconditionforyawangleofcontrolsystem
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[2(gdlCd2･gd3Ed.)]叫 COSV,-lgd12-gd22-gd,2･cd42]oAdSinv, (3.24)

以上より,望ましい姿勢及び揚力入力を設計する問題は,式(3･22)と式(3･24)を〝′と

lgd,]oAd(i-1,-,4)について解く問題に帰着された･しかしながら,これらは複雑な非線形

代数方程式であるため,これらから直接的に望ましい姿勢を導出することは容易ではない.

そこで,幾何学的アプローチによる以下のステップにより,望ましい姿勢を設計する (図3.

4).

STEPl 慣性座標系Zoの上部方向を指すezEj:･ex-e,平面内の回転軸周りの回転によって,

任意の単位ベクトルと一致させることが可能である･これに着目し,ex-e,平面内に回転軸をとり,

鞘3･22)を満たす,座標u'-(el',e;,e月を導出する･

STEP2 回転軸を引̀ことるとき,座標∑A'の上方向が変化しないことに着目し,e持串を回転

軸にとり,鞘3･22),(3･24)を満たす望ましV機体座標u d-iedl,ed2,edJ を導出する･

各ステップの詳細を以下に述べる.

STEP l ま ず , ∑A'ぅ∑0 - の座 標 変 換 行 列 RoA･に対 応 す る 四元 数

£oA,-lg'l 圭 ｡; 現 oA,Tを導出する･四元数EoA,は勾3･22)を満たすことから,次式を得る･

2(gigl'+串i)
2(串3'-gl'Si)

(C3)2-(C1')2-(g;)2I(cl)2

･oA,に関する回転軸L'をex-e,平面内に限定することから,四元数と回転軸に関する関係式

∑0 ∑A'

e;e～,

＼ e2

Fig.3.4 Designproceduresofdesiredattitude

JLL-
Tlll

(3.25)
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£=

L sin旦
2

C｡S卓

2

lCi]DA,-0

より拘束条件
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(3.26)

(3.27)

を得る.換カは正とする.また,∑A'の上部方向eHま慣性座標系∑Oにおける真下方向を指すこを

要求しないとする.すなわち,次の条件を与える.

uf>0,lci]oA,≠0 (3.28)

このとき,四元数の拘束条件 (HeJJ2-1)及び鞘3･25),(3･27)を用いて,揚力ufおよび四元数soA･に

ついて解くと以下のようになる.

uf = lrxH

[現 oA, -

J

G1
d

ム
d

J

H
H

以
1
4
g

｢
__ー√ノ

〃2

(3.29)

(3.30)

(3.31)

STEP2 まず,ud→EA'への座標変換行列RA･Adに対応する四元数£AIAdを導出する･回転軸

を∑A'の上部方向e;と一致させることから,四元数と回転軸の関係鞘3.26)より,四元数は次式で与

えられる.

gA･Ad-

0

0
sin(;)
cos(言)

(3.32)

ここで,◎はgA-Ad に関する回転角を表す.座標変換行列のチェーンルールより次式を得る.
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RoAd = RoA･R A･Ad (3.33)

云q3.23),(3.32),(3.33)及び座標変換行列と四元数の関係式(3.21)を,◎について解く.まず,鞘3.21)

を用いて,式(3.33)を成分表示すると次のようになる.

3

3

3

R

I

QqN
且

｡

2

2

3

R
l

旦
】

凡

ん

Qq:
Qj;
鶴

0

0

1

2

4

句

3
･J
,
1+

0

2

ち

2

f

鱗

0

2
ち
2

鞘3.32)及び倍角の公式より

- lg ,]A,Ad2 + [C.]A･Ad2 -cos◎

2[C3]A･Ad lC4】A･Ad -Sin◎

鞘3.35),(3.36)を鞘(3.34)に代入し,次式を得る.

lRl.]o A d - lR.1]oA,COS◎+ lR 12 ]oA′Sin㊤

lR2.]oAd-lR2.]oA,COS◎+[R22]oA･Sinゅ

鞘3.37),(3.38)を鞘3.23)に代入し,◎について解くことで次式を得る.

◎=tan~1lR2.]oA,COSY,-lRl.]oA,Sinv,

lR12]oA,Sinv,-lR,,]oA,COSY,

(3.34)

EiiZI

Ei-

5

′0

3

3

3

3

(

(

(3.39)

以上より,座標変換行列RoAdに対応する四元数gdOAdは,四元数のチェーンルールより次式で与え

られる.

･dO41=Z(gcA-)£AIJb

Z(£)-

g4

8 3

-82

-81

Lo-

ち

ら

ち

ら

q
l

q

ち

一

`

一2

ち

q

ち

ど

一

`

～

一

ここで,Z(e)は以下の行列を表す･

以上で,揚力 (云q3.29))及び望ましい姿勢 (鞘3.40))が設計された.

(3.40)
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3.3.2 姿勢制御器設計

機体姿勢を上で設計した望ましい姿勢に漸近的に追従させるために,まず姿勢誤差のダイナミク

スを導く･四元数のチェ-y!レールより,姿勢誤差を表す座標変換行列RAdAに対応する四元数は次

式で与えられる.

云AdA-ZT(£dOAd)CoA

本式の時間衡 準 鞘3･11)と同様に次式で表される･

畠AdA-S(gAdA)o AdA

(3.41)

(3.42)

ここで,oAdAはu におけるEAdに対す るu の角速度 ベ ク トル を 表 す ･ 角速度のチェ-yルール

より,次式を得る.

0.Ill.1-(0(.).I-R.tLI.JT(ol).I.i (3.43)

ただし,o oAdは∑AdにおけるEoに対するZ:Adの角速度ベクトルを表し,また,四元数の時間微分

の関係式より次式で与えられる.

ooAd =4S(edOAd)T孟dOAd

鞘3.42)に鞘3.43)と和 .44)を代入ことで,姿勢誤差のダイナミクスを次式で得る.

壷AdA-S(gAdA)(OOA-4RAdA(gAdA)Ts(edOAd)T云dOAdi

(3.44)

(3.45)

四元数の定義からわかるように,【6-.]AdA-1は回転角誤差4--0,またlg～4]AdA--1は回転角

誤差4～-27Tを意味し,両者は同じ姿勢を表す･よって,云AdA-[0 0 0 ±1]Tは機体座標系u

と望ましい機体座標系EAdが一致していること (RAdA-I)を意味するが,回転角の範囲を

-2T<4～≦方とし,o≦【g～.]AdA≦1とする∴したがって,機体角速度ベクトルoGAを姿勢誤差ダイナ

ミクスへの仮想入力とみなし,姿勢誤差云AdAを【o o o l]Tベと漸近収束させる望ましし機体角

速度ベクトルodOAを設計する.そこで,鞘3.45)で表されるサブシステムに関するリアプノフ関数

の候補を

V (gAdA)-妄 [6-i2]AdA I (1- 【8- 4 ]AdA)2

- 闘 AdA･ (11 8-.]AdA)2

(3.46)
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と選ぶ･ここで,毎AdA-lc～1 g～2 6-3]AdATである･さらに,式(3･19),(3･32),(3･39),(3･40)から計

算できる主dを用いて,望ましい機体角速度odOAを次のように設計する･

o dOA --r 3転 +4RAdA (gAdA)Ts (gd OAd)TidOAd (3･47)

ただし,r｡｡R3×3は正定かつ対角行列な設計パラメータである･このとき,リアプノフ関数の導関

数は次式となり,準負定となることがわかる.

vl(gAdA )計 ら AdAT'r 3毎 AdA≦ 0 (3･48)

次に,鞘3.12)と勾3.45)で表される回転サブシステムを安定化させるトルク入力を設計する･機

体角速度ベクトルと望ましい機体角速度ベクトルとの差を

OoA=OoA-OdOA

と定義すると,その導関数は式(3.12)を用いて次式のように表される･

品oA-り(OOA)'Jt ddOA

鞘3.45)と勾3.50)で表されるサブシステムに関するリアプノフ関数の候補を

V2-V(gAdA).喜転TゐDA

と選び,さらにトルク入力を次のように設計する.

ll,-J -～,(O OA )+｡ dOA

(3.49)

(3.50)

(3.51)

(3.52)

ただし,r4∈R3×3は正定かつ対角行列な設計パラメータである･このとき,次式よりリアプノフ関

数の導関数が準負定となることがわかる.

V2--qJM Tr,毎庵A-ゐDATr4ゐDA≦0 (3.53)

云q3.45)と勾3.50)で表されるサブシステムに関する大域的指数安定性について以下の証明により得

る.
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証明 V2は準負定であることから,式(3.45),(3.50)で表されるサブシステムの状態量は有

界となる.更に,ラサールの不変性原理[12】

2月lg～.]AdA)2-1より酢 .]AI-wl妄得る･r藻 に指数安定性について

I[13]より!禦 AdA-0,書聖ooA-0を得る･またこ
のとき,拘束条件式

示す･四元数の拘束条件及びo≦[g～.]AdA≦1より,

2 - 1-(lg～ . ]AdA)2 ≧ (I- lg～. ]AdA)2

であるから,式(3.46),(3.51)と式(3.54)より次式を得る.

V2<2ll転 ll2･喜"6oAll2 ≦ 2 IIeH2

(3.54)

(3.55)

ここで,e-lq41A ゐcA]Tである･また式(3･53)より次の不等式が成立し,

TT,ニーqAdATr,qAdA一転 TF4品oA≦-min(Am肌(fir,Jl),Am肌(llr411)iHe"2 (3･56)

さらに,式(3.55),(3.56)より

･V2← 喜min(Amin (Jlr 3日),lhn(llr .ll)Iv2 (3･57)

を 得 る･した がって,平衡点 ゐoA- 0 ,云 AdA - [0 0 0 1]Tは大域的 指 数 安定である[12 ]･ ロ

3.3.3 閉ループシステムの安定性解析

幾何サブシステムと回転サブシステムの平衡点ゐ oA-0,云AdA-[0 0 0 1]T(このと･き姿勢

誤差R AdA-I)が大域的指数安定であることを示した･一方,位置制御器設計の際に,姿勢誤

差RAdAが単位行列のとき,並進サブシステム (式(3･20))の原点が大域的に指数安定である

ことを示した･したがって,式(3･20)から,並進サブシステムが姿勢誤差(RAJA≠I)に対して

有界であれば,並進サブシステムの原点は大域的漸近安定であると言える.そこで,以下の

定理 3.1と定理 3.2によって並進サブシステムの有界性を示し,閉ループシステムの原点

の大域的漸近安定性を保証する.

定理3･1【14] 平衡点e-[句4tA ゐDA]T-Oは大域的指数安定であるとする･更に"xll,r.のと

き,姿勢誤差が並進サブシステムに与える影響を表す項が次式を満たすとする.

m-1RoA(ト RAdAT)C3ufHiy(llqAdAH)llxll

このとき,Iox",r2において,次式を満たす非有界な半正定関数vlが存在するとき,

(3.58)
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%(F-Gr2)50

誹 ISr3V(I)

(3.59)

並進サブシステム (式(3.20))は有界である.ただし,r(･)は ClassK 関数[12]･rl,r2,r3は定

数を表す.

定理3.2 位置指令ベク トルは十分に滑らかで位置指令ベクトルの2階時間微分日和11≦巧と

する.ただし,r45ま定数を表す･このとき,閉ループシステムは定理 3･1のすべての条件を

満たす.

証明 平衡点e=lqAdA ゐoA]T-Oは大域的指数安定であることは,前節にて証明した･座

標変換行列と四元数の関係式を用いることで次式を得る･

RoA(I-RAdAT)e3-2RoASk(q')qAdA (3･60)

ここで,q･-【8-2 -8-1 6-4]AdATを表 し,またsk(q')は次式で与えられるような外積を表す歪

対称行列を表す.

≡EiiirHuqt,ルル
S

〟co-
tち

o

一

一

"ら
o

ち

0

"q

〝句

酬 ≦1であるから次式の不等式が成 り立つ･

"sk(q')JlSl

また,式(3.60),(3.62)より,次の不等式を得る･

Rod(ト R AdA)C 3 II- 112RoA S k(q')q AdA ‖i 2IIR剥 Isk(q')梱 AdA ll≦ 2 日q AdA

更に,参考文献[14]に従って,Ilq,=≦指 であれば,llxLI,r.のとき,次式を得る･

uf-ILm(gez叫 ,-r2X)Ll≦州l

ここで,r5は定数を表す･したがって,式(3･62),(3･63)を用いることで次式を得る･

m-1RoA(ト RAdAT)C3u f ll≦ 2m-1r5瞳 AdA "llxll-r (Hq AdAII)LLx"

(3.61)

(3.62)

(3.62)

(3.63)

(3.64)

これより,式(3.58)が成立する.一方,式(3･59)は(F-Gr2)がフルビッツ行列であることから
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明らかである.よって,並進サブシステムは有界である.

3.3.4 ヨー角に関する考察

ピッチ角が90degを境に変化する状況におけるヨー角変化に関して考察する･説明の簡単化のため

に,ヨー角指令は Odeg(一定)であり,また実姿勢が望ましい姿勢に一致している状況を考える.

このときのピッチ角90deg前後における機体姿勢を図3.5-3.7に示す.図3.5の状態から図3.

6-と姿勢が射 ヒする場合,ピッチ角が 90degを越える瞬間に,e.のe,-e,平面-の正射影ベクト

ルev は,指令前方方向ベクトルev,(exとヨー尉 給 vlをなすベクトル)と逆方向を指す･すなわち,

この瞬間に実機体ヨー角は,ヨー角指令と不連続的に180degずれる.逆にもし仮に,実ヨー角が常

にヨー角指令と一致するように望ましい姿勢を設計すれば,望ましい姿勢は不連続となり,安定性

などの問題から不適切であると考えられる.

Fig.3.5Yawanglearoundpitchangle
notexceeding90degree(V-Odeg)

Fig.3.6Yaw an glearound

pitchan gleexceeding90degree (V-180deg)

Fig･3･7Yawanglearoundpitchangleexceeding90degreein∑O-Iex,ey,ezl



40 第 3章 バックステッピング手法と幾何学的アプローチを用いた制御器設計

次に,望ましい姿勢のヨー角を決定する回転角◎を与える鞘3.39)について考察する･tqp-1の性

質上 回転角◎は◎Oを一つの解として一般に,◎-◎oi180n(n-1,-･,k)ldeg]で与えられる･

そこで,ピッチ角が 90度を境に変化する際には,回転角◎が不連続にならないようにプログラム

上その解を選択する.その結果,前述のように,望ましい姿勢の不連続化を防ぐことができるが,

望ましい姿勢のヨー角は,ヨー角指令と逆方向を指すこととなる.

ところで,例えばビジョンフィードバックによる協調制御や環境モニタリングなどを想定したと

き,機体ヨー角の制御を行わない 制御器と異なり,提案する制篠障旨では,ピッチ角が90degを境に

変化する状況においても,機体に搭載したカメラの上下方向の首振り制御 (チル ト制御)だけで,

ターゲットを捉えることが可能である.
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本節では,提案する制御器の制御性能を検証するために,数値シミュJレーションを行った.本制

篠障旨設計では,ロータダイナミクスを無視し,ロータ角速度を入力として制准隙 を設計したが,数

値シミュレーションでは,ロータダイナミクスを含めた.ロータサブシステムには,第2章で導出

した,ロータの回転により生じる抗力の影響を含めた非線形モデル (q2.18))を採用した.そして,

制御入力は入力電圧とし,実ロータ角速度を設計したロータ角速度入力-追従させるために,マイ

ナーフィードバックPID制御)を用いた.なお,入力電圧の最大電圧は,実験器を考慮して,11Vと

した.以下,2種類の本数値シミュレーションについて述べる.

_C甲el__;_)ミナルモチ!レに対する制御性能の梗証

まず,ノミナルモデルに対する帯勝P性能について検証するために行った数値シミュレーション条

件について述べる.設計パラメータは以下で与えた.

0
.
1

0

1

0

0

0

2

0

2

0

0

0

3

0

3

0

0

0

0

4

0

4

0

4

0

0

機体の初期姿勢は,･次式で与えた.

q-[-0.1710 -0.0302 -0.3368 0.9254]T

これは,オイラー角lQ a v]T-[10 20 30】Tdegに対応する･また,ロータ角速度の初期値は

ホバリング時近傍七の値とし,a',t･(i-1,･･･,4)-170rad/secとし,その他の初期状態は零とした･

ヨー角指令は図3.8(C)のように与えた.広範囲な姿勢運動を要求する状況を想定し,位置指令は開

始 10秒後に円軌道を,その5秒後に螺旋軌道を指令した (図3.8(a)).

数値シミュレーション結果を図3.8に示す.約21秒付近において,機体ヨー角が180degから不

連続に変化している (図3.8(C)).これは,3..3.41項で述べたように,ピッチ角が90degを超え

る際に (図3.8(d)),実機体前方方向が逆方向を指したためであり,図 3.8(坤こ示すように,莱

姿勢は不連続に変動していないことに注意されたい.また,望ましい姿勢の機体ヨー角も,機体ヨ

ー角と共にヨー角指令と180degずれていることがわかる (図3.8(C)).この理由は,ヨー角指令

と180deg反対方向を許容する望ましい姿勢の拘束条件 (式 (3.23))を与えているからである.こ

のように拘束条件を与えたことにより,望ましい機体ヨー角はヨー角指令と180degずれる代わりに,

望ましい姿勢の不連続な変動を防いでいる (図3.8(b)).この結果,過渡な制御入力を要求するこ
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とはなく,更に実位置及び実姿勢は,不連続な変動を生じることなく,位置指令及び望ましい姿勢

に,漸近的に追従できている (図3.8(a),0),(e)).

case2:空気力学パラメータの不確かさに対するロバスト性の検証

空気力学パラメータの不確かさに対するロバスト性について検証するために行なった数値シミュ

レーション条件について述べる.揚力係数と抗力係数の加法的な不確かさを次式で与えた･

dc1--0･05C,dc2=0･lc, dc3=-0･04C,dc.=0･04C,
dk1-0･06k,dk2=-0･06k,dk3=-0･01k,dk4=-0･02k

(3.65)

位置指令は零とした.他の条件はCaselと同様である.

状態量が発散してしまったため,数値シミュレーション開始 10秒後までの数値シミュレーション

結果を図3.9に示す.図3.9(a)から,数値シミュレーション開始以降,実位置が原点から遠ざか

っていることがわかる.これは,空気力学パラメータの不確かさの影響により,望ましい姿勢に実

姿勢が追従できていないためである(図3.9(り).更に,このため,図3･9(C)に示すように,数値シ

ミュレーション開始約2秒後において入力飽和が生じている.この結果として,これ以降,ますま

す制御性能が劣化していることがわかる.したがって,バックステッピング手法を基経とした本制

御器は,空気力学パラメータの不確かさに対して脆弱であると言える･
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本章では,まず制御設計の準備として,バックステッピング手法について概説した.次に,

バックステッピング手法を基礎とした位置およびヨー角追従制御器を提案した.本制御器設

計では,特異点の問題を避けるために,姿勢表現に四元数のみを利用した.姿勢表現に四元

数を用いることにより生じる,複雑な非線形代数方程式を解く問題を幾何学的アプローチを

利用することにより解決した.また,閉ループシステムの大域的漸近安定性を保証した.そ

して,数値シミュレーションによって,理論の妥当性を確認した.

また,空気力学パラメータの不確かさに対するロバス ト性の検証を行い,本制御器は,こ

の不確かさに対して脆弱であることを確認した.空気力学パラメータは,飛行状況を含む周

囲の状況変化によって変動することが知られているため,これらに対する制御性能の改善が

望まれる.これを受けて,次章では,本制御手法にⅠ&Ⅰ適応制御手法を併用した制御器につ

いて論ずる.
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Ⅰ&Ⅰ適 制御手法を用いた制御器設計

4.1 序言

4ロータ小型-リコブタは,他の-リコブタと同様に,外生外乱及びパラメータの不確か

さによる影響を受けやすく,それらの影響に対してロバス トな制御器が求められる.既に提

案されているロバス ト制御理論を応用した制御器としては,SlidingMode制御理論や非線形

H-制御理論を応用した制御器などがある.しかし,これらの制御器は,空気力学パラメー

タの不確かさを陽に考慮していない.空気力学パラメータは,周辺環境を含む飛行条件によ

って時々刻々大きく変化する可能性がある.更に,各ロータで発生する揚力などに直接影響

を与える重要なパラメータであるため,制御性能を大きく劣化させる懸念がある.第3章の

数値シミュレーションでは,空気力学パラメータの不確かさによって制御性能が大きく劣化

することが確認された.したがって,これらのパラメータをオンラインで推定する適応制御

器が望まれる.

ところで,適応制御手法は種々提案されているが,非線形制御理論でよく知られている

SystemlmmersionとManifoldlnvarianceの概念に基づくI&I適応制御手法が,近年Oftegaら

によって提案された.この理論の基本的アイディアでは,パラメータ推定誤差に対して不変

となるマニフオール ドを(拡大系の)状態空間内に設計し,そこに状態を漸近収束させるため,

いわゆるCE原理に基づく従来の適応制御手法とは異なり,適用可能な制御対象のClassが広

い可能性を有している.また,推定値が一度其値に到達すると,推定値は変動しない,更に,

Ⅰ&Ⅰ適応制御器によって構築される閉ループシステムは,サーボ制御器と,それとは別々に

設計されるパラメータ推定器とで構成されるため,パラメータチューニングが比較的容易で

あるという利点も有している.既に,非線形システムの幾つかの Classに対して,システマ

ティックなⅠ&Ⅰ適応制御器の設計方法が提案されているが,これらの特定のClassに属さな

い制御対象に対しては,制御器設計は必ずしも容易ではなく,制御対象の特徴を考慮した様々

な工夫が必要となる.

本章では,前章で述べた制御器設計を受けて,空気力学パラメータの不確かさに対する制

御性能の改善を目指し,Ⅰ&Ⅰ法に基づく適応型位置追従制御器を提案する.まず初めに,逮

応制御手法の概念について述べる.次に,従来型適応制御手法とⅠ&Ⅰ適応制御手法について

概説し,後者の優れた特徴について述べる.その後,4ロータ小型-リコブタの位置追従制

御問題に対するⅠ&Ⅰ適応制御器設計について論ずる.全ての空気力学パラメータ8個に関す

る推定器を設計したとき,Leeらのミサイルの制御器設計問題と類似して,推定則にセンサ
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信号であるロータ角速度の時間微分を必要とする.これは実装の観点から好ましくない.更

に,設計パラメータと各空気力学パラメータ推定誤差の過渡応答との関係が不明確となる(詳

細は付録Bに記載する).そこで本制御器設計では,これらの問題を解決するために,まず4

ロータ小型-リコブタの飛行原理を考慮して,全8個の空気力学パラメータの不確かさに対

する新たな表現方法 (パラメトリゼ-ション)を提案する.次に,新たに定義した8個のパ

ラメータの中から飛行特性に大きな影響を与える4個のパラメータを選定し,これらに対す

る推定器を設計し,推定誤差の指数安定性を保証する.次に,パラメータ推定誤差が零に収

束していることを前提として,第3章と同様に,バックステッピング手法を基礎にサーボ制

御器を設計する.その後,閉ループシステムの安定性について解析する.最後に,数値シミ

ュレーションによって提案する制御器の有効性を検証する.
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実際の制御対象に対応した数学モデルを求めることは,･いわゆるシステム同定とよばれる

分野に属するが,良好な制御性能を獲得するためには正確に制御対象を同定しなければなら

ない.ただし,実在系では制御対象のパラメータが時変であることが多い.このとき,ある

時刻で正確な同定を行ったとしても,その結果を用いて構成した制御器の制御性能は,時間

の経過と共に劣化する可能がある.よって,このような場合,同定を常に行い,その同定機

構から得られる最新の制御対象の数学モデルに基づき,制御則を時々刻々と変更すれば,常

に良い制御性能を得られることが期待できる.このように同定と制御を同時に行う制御方式

を､適応制御という.

一方で,ロバスト制御も,制御対象のパラメータが不確かである場合に有効な手法である.

しかし,ロバスト制御は,適応制御のような同定と調整の機能を有しておらず,制御対象の

一定のパラメータ変動内において所望の性能に近い性能を得ようとする制御方式である∴す

なわち,適応制御は,必ずしもパラメータの変化の幅を見積もる必要がないのに対して,ロ

バスト制御は,その変化の幅を見積もる必要がある.以上の観点より,パラメータの不確か

さに対しては,適応制御が優ると言える.これを背景に,種々な適応制御手法が提案され,

様々な実システム-の適用も数多く検討されたが,残念ながらあまり実用化されなかった.

その理由は,適応制御手法により得られた閉ループ システムが複雑となりすぎ,良好な制御

応答を得るための制御器のパラメータチューニングが困難となることが挙げられる.すなわ

ち,制御性能と制御器のパラメータの間の関係が不明瞭であったためである

2003年にOrtegaらにより,SystemlmmersionとMani丘)ldlnvarianceの概念に基づく

Ⅰ&Ⅰ法が提案された.本制御手法の基本的な考え方は,所望のダイナミクスを有する低次元

システムのターゲットシステム(Manifold)-状態をはめ込み,またそのManifoldを不変集合

とすることで,制御目的を実現するというものである.本制御手法は,非線形制御の安定化

問題のみならず,幅広い分野-展開されている.その中でも,Ⅰ&Ⅰ適応制御手法は,パラメ

ータチューニングが比較的容易,またパラメータ推定値は一度真の値に収束すると,その後

推定値は変動しないとった従来型適応制御手法にはない優れた特性を有している.これら優

れた特徴を有することから,ますます多くの研究者らによって本制御手法の発展及び応用が

試みられている.

本節では,従来型適応制御手法として,CE原理に基づく適応制御手法を取り上げ,その

問題点を示した後に,Ⅰ&Ⅰ適応制御手法について述べ,従来型手法との比較により,その優

れた特徴について解説する.
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4.2.1 CE原理に基づく適応制御手法【351

CE原理に基づく適応制御手法の制御器設計では,まず,未知パラメータを既知と仮定し

て制御則を設計し,次に,未知パラメータをその推定値に置き換える.この推定値は,推定

則(アップデー ト則)によって時間と共に更新される.ただし,必ずしも,この推定則は例え

ば線形オブザーバのように,推定誤差の漸近安定性を保証するように設計されず,リアプノ

フ関数の候補の導関数に表れる未知パラメータをキャンセリングするために利用される.こ

のため,制御対象及び推定誤差の過渡応答を考慮したパラメータチューニングが困難となる.

以下,次の例題によって,上述の内容について明確にする.

例題4.1(CE原理に基づく適応制御手法)

一次システムのレギュレーション問題を考える.

x-ax2+u (4.1)

ここで,xは状態量,uは制御入力,αは未知パラメータである.もし,未知パラメータが

既知であると仮定すれば,例えば,制御則を

u=-αx2-kr

と与えれば,閉ループシステムの原点は次のように漸近安定となることがわかる.

元=-kr

このとき,CE原理に基づく制御器は次式で与えられる.

u=-dx2-kr

i-W(x,a)

(4.2)

(4.3)

(4.4)

ただし,∂は推定値,W(x,a)は推定則である･正の定数y>Oを用いて,リアプノフ関数を

次式で与えると,

V(x,a)-;x2･i(a-a)2

その導関数は次式で与えられる.

V(x,a )- 功 2-(a-a)x3･吉(a-a)W

したがって,推定則を次式で与えれば,

W=yx3

(4.5)

(4.6)

(4.7)
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V(x,a)--kx2≦o

式(4.6)は次式となる･
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(4.8)

ラサールの不変性の原理[12][13]より,x=0は大域的漸近安定となる･しかもながら,パラ

メータ推定誤差∂-∂-αは,ある一定値に収束することのみ保証されている (持続的励振条

件下においては,パラメータ推定誤差∂の原点-の収束性は保証されている).すなわち,パ

ラメータ推定誤差の過渡応答特性のみを考慮したパラメータチューニングが不可能である.

更に,たとえ,パラメータ推定値の初期値が其値であるときにおいてさえ,パラメータ推定

値は変動する.対して,次節で紹介するⅠ&Ⅰ適応制御手法は,これらの点において,本手法

に比べて優れた特性を有している.

ところで,上述の手法は,相対次数が1であるときには有効であるが,相対次数が2以上

の場合にはなんらかの工夫が必要となる.相対次数 2以上に対して有効な手法である適応バ

ックステッピング手法を,次の例題を用いて概説する.

例題4.2 (CE原理に基づく適応バックステッピング手法)

次式で表されるレギュレーション問題について考える.

kl-x2･q,(xl)Tα
x2=u

(419)

ここで,Ⅹ-[xIx2]T∈R2,1,(xl)∈RP,α∈RP,u∈.Rである･また,パラメータα∈RPは未知

パラメータを表す.CE原理に基づく適応制御手法による制御器設計の一手法では,未知パ

ラメータα∈RPを用いる代わりに,その推定値&∈RPを用いて設計する.すなわち,仮想入

力及び制御入力を以下で与える.

xd2(xl)--klXl-q,(xl)Ta

axd2
u=-iC1･rl(x2･や(xl)Td)+告m hk2-ち

ただし,推定値は次式の推定則W(Ⅹ,a)により得る･

i-W(x,a)

(4.10)

(4.ll)

(4.12)

推定則W(Ⅹ,坤ま,一般的に,以下のようにリアプノフ関数の時間微分から未知パラメータ

に依存する項を打ち消すように設計される.パラメータ推定誤差を
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～ ^
a=α-a

と与え,リアプノフ関数の候補を次式で与える.

W-V;(xl,E2)-X12+烹22+p丘Td (4.13)

その時間微分は,解軌道に沿って時間微分し,式(4.9)～(4.12)を代入することで次式で与え

られる.

W-2xl(-klXl･k2-刷 &)･2x2(-k2烹2-Xl･箸刷 &)･2pwT丘
--2qx12-2可 - )T-2穏qb)T)a+2p-Td

推定則を

W-去〔2両)T-2碕"xl)T〕丘
と設計すれば,式(4.14)より,次式を得る.

W--2klX12-2k2烹≦0

(4.15)

(4.16)

ラサールの不変性の原理より,平衡点x1-0,烹=0は大域的漸近安定である.このように,逮

応バックステッピング手法は,相対次数が2以上のシステムに対してシステマティックな制

御器設計を可能する.しかしながら,式(4.16)より,前述の手法と同様の欠点を有しているこ

とがわかる.一方,次節で紹介するI&I適応制御手法は,本手法に比べても優れた特性を有

している.

4.2.2 Ⅰ&Ⅰ適応制御手法【34]

Ⅰ&Ⅰ適応制御手法では,CE原理に基づく推定則に新たに非線形項を導入する.この新た

な非線形項の導入によって,システムをあるManifoldにはめ込むことができる.なお,こ

の Mani丘,ldは,その空間上において,システムが'ターゲットシステム (所望のダイナミク

スを有する低次元システム)によって記述されるように設計される.

以下では,Ⅰ&Ⅰ適応制御手法について概説するために,次の制御入力に対してアファイン

な非線形のレギュレーション問題ついて考える.

女等f(Ⅹ)+G(Ⅹ)u (4.17)
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ここで,Ⅹ∈Rnは状態変数,u∈Rmは制御入力を表す.ただし,未知パラメータが存在しな

いとき,ある制御則によって,式(4.17)で表されるシステムは原点について大域的漸近安定化

可能であるとする.すなわち,次の仮定を満たすとする.

仮定4.1 式(4.17)で表されるシステムの閉ループシステムの原点が大域的漸近安定となる

ような関数,(Ⅹ,α)が存在する･

女-f*(Ⅹ)全f(Ⅹ)+G(Ⅹ)Ⅴ(Ⅹ,α) (4.18)

Ⅰ&Ⅰ適応制御手法において重要な基本定義である適応 Ⅰ&Ⅰ可安定[34]及び本定義に関する

定理について紹介する.

定義4.1 (適応Ⅰ&Ⅰ可安定)

Hl) 仮定4.1を満たすシステム(式((4.17)))の拡大系システム

女-f(Ⅹ)･G(Ⅹ)V(x,&･P(i,a)),

i-W(x,a)

が有界である.

H2)

lim[G(Ⅹ)V(X,&･P(Ⅹ,a))-G(Ⅹ)V(X,a)]-0(うCO

を満たす関数叶),W(･)が存在する･

Hl及びH2を満たすとき,システムは適応Ⅰ&Ⅰ可安定であるという.

(4.19)

(4.20)

定理4.1適応 Ⅰ&Ⅰ可安定のとき,式(4.19)で表されるシステムは原点において大域的漸近

安定となる.

証明 式(4.18)メ(4.19)より,

女-f*(i)･G(Ⅹ)V(X,&･P(x,a))-G(Ⅹ)V(X,a)
i-W(x,a)

(4.21)

Hlより,閉ループシステムは有界である･tうIのにおいて,式(4･20)より,式(4･21)は次式と
なる.

亨=f*(Ⅹ)
a-W(x,a)

(4.22)
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したがって,仮定4.1より,閉ループシステムは原点において大域的漸近安定である. □

次に,適応 Ⅰ&Ⅰ可安定について解説する.先に述べたように,Ⅰ&Ⅰ適応制御手法は,シス

テムをマニフオール ドに漸近収束させ,ターゲットシステムを実現するが,一般に,このマ

ニフオール ドは,その空間において時間によらず式(4.20)を満足するように設計される.この

とき,式(4.20),(4.21)より,マニフオール ド上において,システムは式(4.18)に記述される.

すなわち,式(4.18)がターゲットシステムを表す.この設計指針より,Ⅰ&Ⅰ適応制御手法では

システムの適応Ⅰ&Ⅰ可安定性を保証する.次の例題を用いて,その特徴を概説する.

例題4.3 (Ⅰ&Ⅰ適応制御手法)

次の一次システムのレギュレーション問題を考える.

x-ax2+u (4.23)

ここで,xは状態量,uは制御入力,αは未知パラメータである.拡大系システムを次式で

与える.

x-ax2+u

i-W(x,a)
(4.24)

ここで,Wはアップデー ト則である･年+β(x,a)-α-0のとき,式(4･24)は次式となる･

カニ(a.♂(x,a))x2+u (4･25)

よって,このとき,システムは完全に既知となることから,所望のダイナミクスを実現する

制御則の設計は容易となる.例えば,制御則を次式で与えれば,

u--kx-(a+♂(x,a))･x2 (4･26)

平衡点x=Oは漸近安定となる.ここで,k∈Rは設計パラメータである.そこで,マニフォ

-ル ドを次式で与える.

M-((x,a)ER2ld･p(x,a)-a-o) (4･27)

実際,式(4.26)より,マニフオール ド上において,時間によらず式(4.20)を満足することがわ

かる･マニフオール ド-の漸近的収束性を実現するために,アップデー ト則W(x,a)と非線

形関数β(x,a)(以下,W(x,a),β(x,a)を推定則と呼ぶこととする)を設計する･まず,状態

とマニフオール ドとの距離に対応するoff-the-manifoldcoordinateを次式で与える.
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Z全∂+β(x,dトα

そのダイナミクスは,解軌道に沿って時間微分することで次式となる.

乏-W(x,a)+

=W(x,a)+

aP(x,a)
ax

aP(x,a)
a x

(ax2
ax-+u

∂∂ W(x,a)

((& ･p(x,a)-Z)x2･ ui･
aP(x,a)
∂∂W(x,a)

設計パラメータy>0を用いて,灘 定則β(x,a),W(x,a)を以下で与えれば,

p(x,a)全r喜

W(x,a)-% ((&･p(x))x2･u)

式(4.29)は,式(4.30),(4.31)より,次式となる.

.A

Z=-rx4Z
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(4.28)

(4.29)

(4.30)

(4.31)

(4.32)

式(4.32)より,平衡点Z-Oは安定であることから,式(4.27)で与えられたマニフオール ドは不

変集合となる.リアプノフ関数の候補を次式で与えれば,

vz-iz2

その導関数は,解軌道に沿って時間微分し,式(4.32)を用いることで,次式となる.

Vz=-yx4Z2-<o

式(4.34)の両辺を時間積分することで,次式を得る.

vz(中上Vz(0)-一雄 x2(t)Z(t)Fdt

(4.33)

(4.34)

(4.35)

したがって,x2(t)Z(t)eL2である･また,式(4･34)より,持続的励振条件下では,Zは零に

収束することがわかる.すなわち,マニフオール ド-収束し,H2を満たす.

次に閉ループシステムの有界性(Hl)について解析する.式(4.24),(4.28),(4.32)より,紘

大系システムは,次式で与えられる.
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元=-kx:-zx2

乏ニーrx4Z

拡大系システムに関するリアプノフ関数の候補を次式で与えれば,

W=1x2.iz2
2 2

その導関数は,解軌道に沿って時間微分し,式(4.36)を用いることで次式となる.

W--kr2-x3Z-yx4Z2

≦-(k-Y)x2lr-Y-1)x4Z2

ここで, 第2の不等式はヤングの不等式

x3Z≦Yx 2 +Yl x2Z)2

(4.36)

(4.37)

(4.38)

(4.39)

を用いることで得た.ただし,Y<k,Y-1<Yを満たす.したがって,式(4.38)より,酌 ま負

定となることから解軌道は有界となる.すなわち,Hlを満たす.以上より,持続的励振条件

下において,本制御対象は適応 Ⅰ&I可安定である.なお,本制御問題は,Wが負定関数とな

ることから,拡大系システムの平衡点x-0,Z=0は大域的漸近安定である.よって,持続的

励振条件がなくとも,閉ループシステムは適応Ⅰ&Ⅰ可安定である.

本制御器設計では,マ羊フオール ドを式(4.27)で与えた.しかし,マニフオール ドを次式で

与えることもできる.

M-((x,a)∈R2[x 2(&･p (x,∂)-α)- o i (4･40)

なぜなら,式(4.36)より,ターゲットシステムは同様に表されるからである.ただし,このよ

うにマニフオール ドを定義したとき,式(4.34)から,直ちにマニフオール ド-の漸近的収束性

は保証され,H2は満足する.このように,ターゲットシステムによってマニフオール ドは一

意には定まらず,その選択には自由度があることに注意されたい.

いま,･&.B(i,a)をパラメータ推定値と考え,パラメータ推定誤差を

Z=&+p(Ⅹ,&トα (4.41)

と定義し,例題 4.1と例題 4.3を用いてCE原理に基づく適応制御手法とⅠ&Ⅰ適応制御手

法を比較する.式(4.32)より,パラメータ推定誤差の平衡点Z-Oは安定であり,また,式(4.35),

(4.36)より,パラメータ推定誤差がシステムに与える影響に関係する項は零-と収束する.ま
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た,式(4.36)より,閉ループシステムは,パラメータ推定誤差に関するサブシステムと,それ

とは別々に設計される,その他のサブシステムのモジュール構造によって構成されている.

以上より,Ⅰ&Ⅰ適応制御手法は,従来型手法にはない,以下の優れた特徴を有していると言

える.

①パラメータ推定値が一度真値に収束すると,その後変動しない.

②推定誤差の過渡応答特性のみを考慮したパラメータチューニングが可能となることから,

比較的パラメータチューニングが容易となる.

次に,相対次数 2のシステムに対する制御器設計方法について解説する.

例題 4.4 (相対次数が2のシステムに対するⅠ&Ⅰ適応制御手法)

前節同様,式(4.9)に関するレギュレーション問題について考える.パラメータ推定誤差

Z∈RPを次式で与える.

Z-a+p(Ⅹ)-α

ただし,&のダイナミクスは次式の形で設計する.

i-W(x,a)

このとき,式(4.9)より,次式を得る.

71-X2'や(x.)T(叫 (x))-q(xl)Tz

x2=u

(4.42)

(4.43)

(4.44)

パラメータ推定誤差がシステムに与える影響を零に収束させることを狙い,マニフオール ド

をM-((Ⅹ,a)∈R2×R4 Jや(xl)Tz-oiと定め,以下のように推定則を設計する･

p(x.)-rLxlq(x)dX

w(x,a)--響 (x2･dxl)T(叫 (x.)))

(4.45)

(4.46)

ここで,r∈R>0を表す･このときのマニフオール ド-の収束性を解析する.式(4.42)を時

間微分し,式(4.43),(4.9)及び(4.42)をαについて解き代入することで次式を得る.



60 第4章 空気力学パラメータの不確かさに対する

Ⅰ&Ⅰ適応制御手法を用いた制御器設計

i-W(x,a)･警 恒 (xl)T(& ･p(xl)一軍)i

式(4.46),(4.45)を用いて整理することで次式を得る.

皇--yq,(xl)～,(xl)Tz

正定関数

V3(Z)-PZTz

の導関数は,式(4.48),(4.49)より次式となる.

V,--2m Tp(xl)¢(x.)Tz≦-2pr(q(xl)Tz)2≦o

(4.47)

(4.48)

(4.49)

(4.50)

よって,ラサールの不変性原理により,limt→m (xl)Tz-oとなることから,マニフオール ド

-の収束性は保証された.すなわち,式(4.20)は満足する.

次に,制御則を設計する.未知パラメータαの推定値i+Pを用いて望ましい状態xd,を次

式で与える.

xd 2(x.,a )H klXl十¢(x l)T (品･ P(xl))

式(4.44)で表されるシステムは,式(4.51)を用いると以下となる.

ランklXl･k2-q(xl)Tz

x2=u-Xd2

ただし,望ましい状態の導関数は､式(4.43),(4.51),(4.52)より,次式で与えられる.

Xd2=

制御則を次式で与える.

u=

ただし,

axd2(xl,a)
awl

axd2(xl,a)
a x l

(-klXl･32-q(xl)Tzi･

仁k lXl+i,)+
axd2(xl,a)

ad

axd2(xl,a)
ad W(I,a)

(4.51)

(4.52)

(4.53)

W(Ⅹ,a)-k2意2-X1-g(x.,32,a)L (4･54)
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6(xl,x2,a)-叛

である.ここで,設計パラメータY∈Rである.正定関数

vl=XI2+克22

の導関数は式(4.52)～(4.54)を用いて整理することで次式を得る.

ら--2klX12-2xlq,(x.)Tz-2k2克22-232g(xl,92,a).2x2
axd2(xl,a)

axl
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(4.55)

q,(x.)Tz (4.56)

式(4.56)の右辺第 2項と第 5項について,ヤングの不等式を用いて整理し,更に式(4･55)を代

入することで次式を得る.

虹 klX12･kl-1("xl)Tz)2-2k2k22-2k2g(xl,x2,a)･Y(x2

主IklX12-2k2522･(kl-1･rl)(q(xl)Tz)2

最後に,正定関数

Wl(xl,烹2,Z)-巧(xl,烹2)+V3(Z)

)2･Y-1(刷 Tz)2

(4.57)

(4.58)

の導関数について考える.式(4.58)を時間微分し,(4.50),(4.57)を代入することで次式を得る.

頃≦-klX.2-2k2k22-(2pr-k1-1⊥Y-1)(q(xl)Tz)2 (4･59)

したがって,パラメータp,Yを,2py>kl-I+Y~1を満足するように設計すれば,Wが負定関

数となることから.閉ループシステムの原点は大域的漸近安定となる.

閉ループシステムについて考察する.式(4.59)より,閉ループシステムの有界性が保証され

ている.また,式(4.52)～(4.54)より,ターゲットダイナミクス(マニフオール ド上におけるシ

ステムのダイナミクス)は,第3章で述べたバックステッピング手法による制御器に関する閉

ループシステムと同様に,次式で与えられる.

x1--klXl+x2

x2--k2烹2-Xl
(4.60)
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4.3 Ⅰ&Ⅰ適応制御器設計

4ロータ小型-リコブタの位置追従問題に対して,空気力学パラメータの不確かさを陽に

考慮したⅠ&Ⅰ法に基づく適応位置追従制御器を提案する.本制御器設計では,4ロータ小型

-リコブタの飛行原理を考慮して,全 8個の空気力学パラメータの不確かさに対する新たな

表現方法 (パラメ トリゼ-ション)を提案する.その後,新たに定義した8個のパラメータ

の中から飛行特性に大きな影響を与える4個のパラメータを選定し,これらに対する推定器

を設計し,推定誤差の指数安定性を保証する.次に,パラメータ推定誤差が零に収束してい

ることを前提として,バックステッピング手法を基礎にサーボ制御器を設計する.本制御器

の構成を図4.1に示す.

以下に,先に述べた本制御対象の数学モデルをまとめて記載する.
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ただし,

(4.61)

(4.62)

(4.63)

(4.64)

(4.65)

(4.66')

(4.67)



4.3 Ⅰ&Ⅰ適応制御器設計

を表し,空気力学パラメータĈi,k̂i(i-1,-,4)は未知パラメータとする.
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4.3.1 不確かさに関するパラメトリゼ-ション

本節では,不確かさに関するパラメトリゼrションを提案する.4ロータ小型-リコブタ

の飛行原理の物理的考察に基づいて,ロータの揚力係数と抗力係数のノミナル値C,kからの

加法的摂動 (不確かさ)を新たにパラメータ化する.その際,それら8個のパラメータの中

で,制御性能に著しく影響を与える不確かさをai(i-1,-,4)で表し,その他の不確かさを

紳 -1,-,4)で表す･そして,4個の重要な不確かさα′のみを推定することを考える･ド
まず,揚力係数の不確かさの影響について考察を行う.並進運動は直感的に揚力係数の平

均値の変動に対して影響を受けやすいことがわかる.例えば,ホバリング状態において4個

の揚力係数が平均値を一定に保った状態で変動したとき,機体重心に働く揚力の大きさは変

化しない.一方で, ピッチ運動及びロール運動は,それぞれ前後,左右の揚力係数の差に対

して影響を受けやすいことがわかる.そこで,これらの差を次式で定義する.

･1皇C言 責C-i,α2全書(C-2-C-4),a3全書(C-1-C-3)
更に,前後の平均値と左右の平均値の差に相当する不確かさを

sA(Ĉ1+Cち卜(Ĉ2+Ĉ4)61芸

と定義すると,揚力係数はそれぞれ次式で表される.

cl-C-al +a3+61, Ĉ2=C-al +a2-6 1,

C3=C-al-a,+dl, Ĉ4=C-al-a2-61

(4.68)

(4.69)

(4.70)

次に,抗力係数の不確かさの影響について考察を行う.ヨー運動は,直感的に前後抗力係

数の平均値と左右抗力係数の平均値の差に対して影響を受けやすい.そこで,この差に相当

する不確かさを次式で定義する.

坐(k̂.･k̂3ト(k̂2･k̂.)
a4=

また,その他の不確かさを

62全k言 責 k̂7･,63全喜(k̂1-k̂3),64豊吉(k̂2-k̂4)

と定義すると,抗力係数は次式で表される.

(4.71)

(4.72)
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′~ヽ
kl-k+a4-62+63,k2-k-a4-62+64,

′､
k3-k+a4-62-63,k4-k-a4-62-64

(4.73)

式(4･70),(4･73)のパラメータ表現を用いて,式(4･67)の不確かさを含む行列ef∈R4×1,亘∈R3×4
を,まとめて一つの行列として次のように表わす.
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Ĵ且
.

o

L

I

〔
q

t
bN

(4.74)

5-574(

(4.76)

ただし,

を表す.推定器の設計に際し,揚力係数と抗力係数が陽に表れるez方向速度vzと,機体角速

度ベクトルOに関するサブシステムについて考える.式(4.62)と式(4.64)～(4.66)を用いると,

S=lvz o'T器 fLPl:3;myfR,ihl貢言]6-TqaigJlR33.m-1,血 0,～ (4･77,

ただし,R33は座標変換行列RoAの3行 3列成分を表す.式(4.77)に式(4.74)を代入し,次式を

得る.

瑞 )HR330m-1,-TA]lcfHT霊 Y]p(or) (4･78,

ここで,不確かさを表す行列αf,ATと8f,ATの影響を比較する･式(4･78)から不確かさの部分

を取り出して成分表示すると,それぞれ以下のように表される.
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:紬 L･, ,-

[8AfTT]p(or)-

妄ori2al

(a,,22･a,,.2)a 2

(a,,.2叫 ,2)α,

妾ort･2a 4

a2(a,,22-a,,.2)･α,(a,,12-a,,32)･6.(a,,.2-a,,22･a,,32-a,,.2)
α1(0,22-a,,.2)I61(a,,22-a,,.2)

･1(a,,12-a,,32)･61(-a,,.2相,,2)4
62∑ (-1)i'la,,i2･63(-a,,12･a,,,2)I6.(a,,22-a,.2)

7'=1
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(4.79)

上式より,[αf ArT]Tp(0,)はロータ角速度の2乗の"和",一方[8f ATT]Tp(0,)はロータ

角速度の2乗の"差"が支配的であることに着目して,後者の影響を相対的に小さいとみな

し,以下ではこれを零と仮定して推定器を設計する.この仮定は現実には満たさない可能性

もあるが,例えばホバリング状態に近い状況 (a),t･が全てほぼ一定で等しい)において,本

仮定が成り立つことは容易に予想できる.次節の数値シミュレーションでは,これらのノル

ムを比較し,本仮定の妥当性を示す.

4.3.2 空気力学パラメータの推定器設計

Ⅰ&Ⅰ適応制御手法に基づいて,上述の未知パラメータαの推定値を丘と状態の非線形関数

P(Ⅹ)の和で与え,推定誤差Zを次式で定義する･

Z-a+P(Ⅹ)-α

ただし,丘のダイナミクスは後に次式の形で設計する.

i-W(x,a)

本推定器設計では,マニフオール ドを

M - ((Ⅹ,丘)∈R17×R4 fz- o )

(4.80)

(4.81)

とし,パラメサタ推定誤差Zが零-と漸琴収束するように,推定則であるW(Ⅹ,a)及びP(i)を
設計する.

まず,式(4.78)の右辺第2項の中でパラメータαを含む部分を上記のZを用いて表す.すな
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わち,式(4.80)をαについて解いて式(4.78)の右辺第2項に代入し,推定誤差パラメータZにつ

いて線形 となるように整理することで次式を得 る (ただ し,上述の仮定に従って

[8f ArT]Tp(0,)=Oとする)･

[cLT莞 ･.'Y]p(o r , -lcLTT-_ai ]p(or,･diag(pl,･･･,P4,Z

二三二二-

ここで,

&1+Pl d1+Pl d1+Pl a.+PIOd2+P2 0&2+C2
&3+P, 0 &3+P3 0

a.+A. &4+P. a.+P4 &4+A.

(4.82)

(4.83)

diag(pl,- ,P4)-diag(妄ari2,or22･or42,or12･or32,妄orL･2)

である.したがって,式(4.78)に式(4.82)を代入することで次式を得る.

i - [ :(go,] ･ [旦3.m-1 ,-?A]lciTT二ai ]p(or, ･lA3.m-1 ,-TA ]diag(pl,-,P4,Z(4･8 4 ,

/ヽ

ここで, cfT -dfT,H T-AT はそれぞれ 石fT,亘 の推 定値 に相当することに 注意する･

定理 4･2 各ロータは静止せず,また,機体の上部方向e-,ベクトルは水平面 (e-x-e-,平面)､･

より上を向いていると仮定し, a,i>0(i-1,-,4),R33(£)>0とする･そしてパラメータ推定

則を以下で与える.

"S)--rzl;A!.,]s

w (x,a ,-督 [ ;(go,H R33.m-1,-TA ] lcLTr二aifTT ]p (or,)

(4.85)

(4.86)

ここで,設計パラメータrz∈R4*4は正定な対角行列を表す.このとき,推定誤差ダイナミク

スの原点は大域的指数安定となる.

証明 式(4.80)を時間微分し,式(4.81),(4.84)を代入することで次式を得る.
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ゑ-.- (Ⅹ,a,登 臨 H R 33.m-1 , -T A ]lciTT二 dAfTT ]p(or,)

･ 誉 l R33.m -1 ,-TA]diag(p l,･･･,P4) i

iq4.87)に云q4.86)を代入し,更に軸 .85)を用いることで,次式を得る.

榊 Z[R.33 ;]diag(pl,･-,P4)Z
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(4.87)

(4.88)

ただ し,Ⅰ∈R3×3は単位行列 を表す∴ここで式(4･83)よ り, a,i>0(i-1,-,4)の とき,

pt･>o(i=1,-,4)であるから,仮定 a,i>0(i-1,-,4),R33(e)>0により,推定誤差ダイナミ

クス (式(4.88))の原点は大域的指数安定となる.

備考

本推定誤差ダイナミクス (式(4.88))が,対角システムであることから,各推定誤差の過渡

応答特性を考慮した設計パラメータrzの決定は比較的容易である.更に,式(4.85)で与えた

推定則Pがロータ角速度0,を必要としないため,推定誤差ダイナミクス (式(4.87))にロータ角

速度の時間微分が表れず,序言で述べたようにロータ角速度の時間微分をフィー ドバックす

る必要がない･ただし,推定器設計において容と仮定した[8f ArT]Tp(0,)の影響や,更に

は風などによる外生外乱により一推定性能が劣化し,それに伴い制御性能が劣化する懸念があ

る.4.4節の数値シミュレーションでは,これらの影響について考察を行 う.

4.3.4 サーボ制御器設計と閉ループシステムの安定性解析

SFFで表現される高次のシステムに対するⅠ&Ⅰ適応制篠障芳設計は,例題4.4で示したように,

バックステッピング手法による制篠障旨設計と同様に,望ましい状態の時間微分項の導出が必要なた

めに,煩雑となる.更に,安定性の解析は複雑あるいは困難となる.そこで,既にパラメータ推定

誤差の原点が,大域的指数安定であることを保証していることから,本サーボ制篠障芽設計では,杏

ラメータ推定誤差が既に零-と収束している(Z=0)と仮定し,バックステッピング手法を基礎に位

置制御器と姿勢制准将旨をそれぞれ設計する(図4.1).

まず,表記の簡略化を目的として,新たなパラメータ表現に基づいて制御入力を換力入力とトル

ク入力として整理する.機体に働く揚力とトルクを,iq4.65),(4.66)を用いて,まとめて次式で表

す.
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lf H : 淵 p(or)
(4.89)

ここで,行列efT,和 ま不確かさを含むため,上述で定義 した推定値(i+P)と推定誤差Zを用

いて表現する.すなわち,式(4.89)に式(4.74)を代入 し,式(4･82)と同様[8f ATT]Tp(0,)とし

て整理すると,次式を得る.

[f ]-[:北HaAfTTH8AfTT ])p(or,

-[L: ] IlcLTTIaifTT]p(頼 diag(pl,･･･,P4,zI

(4.90)

こ こ で,､推定誤差Z-0と して, 制 御 入力を新た に揚力入力uf とトルク入力uTとし,次式で

定 義する.

luu:]- [: : ]lcLTT二 ai fTT]p to r, (4･91,

ただし,実装時のロータ角速度入力0,は式(4･91)と,後に設計される揚力入力ufとトルク入

力urから次式で得られる･

or-pll(lcLTT-_ai]11[:AOJ]luul〕
ここで,

[cLTrlaiTT]
は,初期時刻t-t.たおいてパラメータa.の推定値dl+Plが

C-(&1+Pl),0 (t-t.)

を満たすとき,正則行列である.

証明 ci>0(i-1,-･,4)であることから

C-al-請C-i,0

(4.92)

(4.93)

(4.94)

(4.95)
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である.式(4.88),a.+卯 まα.-漸近的に収束することが保証されている･したがって,式(4･94)の

仮定を満たすとき,C-(&1+P.)>0である.したがって,このとき

detcfT-dfT′ヽ
HT-AT

--8C2k(C-(射 Pl)),0

よって,式(4.93)で表される行列は正則行列である.

(4.96)

さて,uf･ urを制御入力とすると,式(4･61)～(4･67)で表される制御対象の数学モデルは,

式(4.90),(4.91)を用いて以下のように書き改められる･

¶=Ⅴ

ウニ-gel+m-1RoAe3uf+m-1RoAe3PIZl

云=S(£)a

i,-q･(a)+J-1uT+J~lAdiag(p2,P,,P.)

(4.97)

(4.98)

(4.99)

(4.100)

第3章の鞘3.9H3.12)とq4.97)～(4.100)の比較からわかるように,パラメータ推定誤差が零のとき,

制御対象は等しくなる.そこで,サーボ制御器設計は第3章の制篠障旨設計と同様に行うこととする.

以下に,推定誤差ダイナミクスを含んだ閉ノレープシステム全体の安定性について述べる.第3章

における閉ループシステムの安定性解析より,パラメータ推定誤差が零に収束しているとき,

閉ループシステムは平衡点について大域的漸近安定となる.一方で,パラメータ推定誤差の原

点は大域的指数安定である.したがって,初期値が十分に平衡点x=0,9-0,旦-[0001]T,Z=o近

傍であれば,閉ループシステムは平観点について漸近安定である(局所的漸近安定).
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4.4 数値シミュレーション

提案する制御器の有効性を確認するため,数値シミュレーションを行った.第 3章の数値

シミュレーションと同様,本数値シミュレーションでは,ロータダイナミクスを含め,制御

入力は電圧とした.実ロータ角速度を設計したロータ角速度入力-追従させるために,マイ

ナーフィードバック(PID制御)を用いた.本数値シミュレーションは,以下の 3種類を行っ

た.

casel:空襲力学パラメ∵タの不確かさに対する制御性能の検証

空気力学パラメータの不確かさに対する制御性能を検証するために行なった,数値シミュ

レーションについて述べる.推定則に関する設計パラメータを次式で与えた.

Fz-

2×10-5 0 0 0

0 2×10~5 0 0

0 0 2×10~5 0

0 0 0 2×10~5

(4.101)

他の数値シミュレーション条件は,第3章の数値シミュレーションCase2と同様に与えた.

数値シミュレーション結果を図4.2に示す.第 3章にて示したように,本条件の下,非適

応制御器では,状態量が発散した.一方,図4.2(a)より,適応制御器では,良好に指令に追

従できていることがわかる.この理由は,図4.2(d)からわかるように,･制御器設計において

無視した[8f ArT]Tp(0,)がldf ATT]Tp(0,)に比べて十分に小さいことと,図 4･2(C)に示

したように良好にパラメータを推定できているためであると考えられる.ここで,若干の推

定誤差が存在しているが,これは制御器設計の廃に無視した[8f ATT]Tp(0,)影響のためで

ある.

時変の不確かさと外生外乱に対するロバスト性について検証する.まず,数値シミュレ-

ショーン条件について述べる.揚力係数と抗力係数を次式で与えた.

Ĉ1=0･95C-0･01csin(t),Ĉ2-1･1C+0･01csin(2t),

Cも=1･04C-0･01csin(3t),Ĉ.-1･04C-0･01csin(0･5t)

k̂1-1･06k-0･04ksin(3t),k̂2-0･94k-0･04ksin(t),

k̂,-0･99k･0･04ksin(2t),k̂.-0･98k-0･04ksin(4t)

(4.102)

更に,機体の重心に働くe-,方向の力外乱dfとe-1,e.2,e-3事由周りに働くトルク外乱dTをそれぞれ
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df-SinO･2t, dT-L3sinO･2t 2sinO･2t -sinO･2t]T

次式で与えた.

71

(4.103)

他の条件は,Caselと同様とした.

数値シミュレーション結果を図 4.3に示す.図 4.3(a),(C)より,提案する適応制御

器ではパラメータ推定値が誤差を含んでいるにもかかわらず,高い制御性能を実現している

ことがわかる.そこで,パ ラメータ推定誤差について考察す る.零 と仮定 した

[8f ATT]Tp(0,)と外生外乱df,dTが存在するとき,式(4･84)は次式で書き表される･

i-[;(go,HA 3.m -1 ∫-ulcLTT二aifTT]p(or,

･lA3.m-1,-qA](diag(pl,-,P4,Z･[8fT]p(or,･[怒AOl1]lZ:]‡
(4.104)

そこで,式(4･104)の右辺第2項に表れる[8f ATT]Tp(0,)と外生外乱df,dTに着目して,次式

を定義し,

8--diag (p1-1,-,p 4 -1)([8AfTT]p(or,･ [ R 3: AO-.]lZ I ]‡ (4 ･105,

8=[6162 6, 6.]Tとパラメータ推定誤差Zの時間応答を図4･3(d)に示す･この図から,

パラメータ推定誤差Zは8にほぼ一致しており,式(4.104)の右辺第3項中括弧より,パラメー

タ推定誤差2:が8の影響を軽減していることがわかる.言い換えれば,推定器は未知パラメ

ータと共に外生外乱を含んで推定し,それを打ち消していると言える.したがって,提案型

制御器は,非適応制御器と比べ外生外乱及び変動する揚力係数と抗力係数の不確かさに対し

てもロバスト性が高いと考えられる.
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4.5 結言

第4章 空気力学パラメータの不確かさに対する

Ⅰ&Ⅰ適応制御手法を用いた制御器設計

本章では,まず,Ⅰ&Ⅰ適応制御手法について概説し,従来型適応制御手法との比較を行っ

た.そして,Ⅰ&Ⅰ適応制御手法の従来型手法にはない,以下の優れた特徴について解説した.

①パラメータ推定値が一度真値に収束すると,その後変動しない.②推定誤差の過渡応答特

性のみを考慮したパラメータチューニングが可能となることから,比較的パラメータチュー

ニングが容易となる.

次に,空気力学パラメータの不確かさに関するⅠ&Ⅰ法に基づく適応型位置追従制御器を提

案した.本制御器設計では,全空気力学パラメータに関する推定器の問題を解決するために,

まず4ロータ小型-リコブタの飛行原理を考慮し,全 8個の空気力学パラメータの不確かさ

に対する新たな表現方法を提案した.次に,新たに定義した8個のパラメータの中から飛行

特性に大きな影響を与える4個のパラメ-lタを選定し,これらに関する指数安定性を保証す

る推定器を設計した.そして,本推定器は,全空気力学パラメータに関する推定器と異なり,

ロータ角速度の時間微分フィー ドバックを必要としない.更に,推定誤差の過渡応答特性を

考慮した設計パラメータのチューニングが比較的容易であることを示した.次に,パラメー

タ推定誤差が零に収束していることを仮定して,バックステッピング手法を基礎にサーボ制

御器を設計し,閉ループシステムの原点に対する局所的漸近安定性を示した.ただし,本制

御器設計では,選定したパラメータを除く4個のパラメータに対する影響は十分に小さいと

し,零と仮定した.最後に,数値シミュレーションによって提案する制御器の有効性を検証

した.そして,選定したパラメータに比べて,その他のパラメータによる影響が十分に小さ

く,良好な制御性能を実現できることを確認した.また,本推定器は,外生外乱に対しても,

外乱推定器として働き,その影響を打ち消せる可能性があることを確認した.

しかしながら,先に述べたように,提案したⅠ&Ⅰ適応制御器は,サーボ制御器設計におい

て,パラメータ推定誤差を零と仮定しているために,局所的漸近安定性のみしか保証できて

いない.したがって,初期状態によっては,不安定化する懸念がある.このようにサーボ制

御器を設計した理由は,仮想入力の繰り返し時間微分に関する項が煩雑となり,その制御器

設計並びに安定性の解析が困難となるためである.これを受けて,次章では,Ⅰ&Ⅰ適応制御

器設計で生じる仮想入力の繰 り返し時間微分に関する問題を解決することを目指した,DSC
手法を応用したⅠ&Ⅰ適応制御器の-設計法について提案する.
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第 5章

DSC手法を 用したⅠ&Ⅰ適応制御器設計

5.1 序言

第4章では,空気力学パラメータ関するⅠ&Ⅰ適応制御器を提案し,良好な制御性能を確認

した.しかしながら,設計過程において,数学モデルから仮想入力の繰り返し時間微分項を

導出する必要がある.このため,制御則の項数の増加,演算の煩雑さが生じた.更に,閉ル

ープシステムが複雑化のために,局所的漸近安定性のみしか保証できていなかった.

仮想入力の繰り返し時間微分項のために制御則の項琴が増加するいわゆる"項の爆発"の問

題は,本制御対象のようなSFFで表される高次システムに対する,バック'Rテッビング手法

や適応バックステッピング手法,またⅠ&Ⅰ適応制御手法に基づく制御器設計において生じる

ことが知られている.バックステッピング手法における "項の爆発"の問題を解決すること

を目指して,既にDSC手法が提案されている.本手法は,バックステッピング手法の設計過

程にローパスフィルタを導入する設計方法である.その後,適応バックステッピング手法に

おける項の爆発の問題を解決するために,DSC手法を適応バックステッピング手法に応用し

た制御器も麺々提案されている.しかし,Ⅰ&Ⅰ適応制御手法に基づく制御器設計においても,

項の"爆発の問題"が生じる懸念があるにも関わらず,未だ,その解決策は見受けられない.

そこで本章では,H項の爆発"の問題を解決することを目指して,DSC手法を応用したⅠ&Ⅰ

適応制御器設計の一手法について提案し,提案する設計手法を本制御問題に応用する.そし

て,閉ループシステムの準大域的安定性かつ終局有界性を保証する.更に,数値シミュレー

ション並びに実験によって,提案する制御器の有効性を検証する.以下,本章の概要につい

て述べる.

本章の前半部分では,SFFで表される2次システムのレギュレーション問題を考えて,DSC

手法について概説する.次に,同制御問題を考え,提案するDSC手法を応用したⅠ&Ⅰ適応制

御器の一手法の概観を示す.その後,LowerTriangularSystemsに対する本設計手法について

論ずる.続いて本章の後半部分では,4ロータ小型-リコブタの平面内運動モデルに関する

制御問題に対して本手法を応用する.その後,閉ループシステムの安定性について論ずる.

そして,数値シミュレーション及び実験によって,提案する制御器の有効性を検証する.
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5.2 DSC手法

DSC手法について概説するために,前章と同様に,次式で表される1入力の非線形2次シ

ステムのレギュレーション問題について考える.

カ1-X,･q,(xl)T-α

x2=u

(5.1)

ここで,Ⅹ-lxI x2]T∈R2,～,(xl)∈RP,α∈RP,u∈Rである･ただし,DSC手法による制御器

設計では,パラメータα∈RPを既知パラメータとし,I&I適応制御器設計では,未知パラメ

ータとする.

望ましい状態xd2(xl)はバックステッピング手法と同様に次式で与える･

xd2(xl)HklX1-q,(xl)Tα (5.2)

3.2節にて述べたように,バックステッピング手法による制御器設計では,望ましい状態の

時間微分項を導出しなければならない.更に,高次システムに対する制御器設計では,仮想

入力の高階時間微分の項を導出する必要がある.このため,制御則の "項の爆発"の問題が

生じる可能性がある･_DSC手法では,この問題を避けるために,望ましい状態の時間微分を

近似微分で置き換えることを目的に,次式で表される時定数T>0の一次ローパスフィルタを

導入する.

Tif2--Xf2+Xd,(x.) (5.3)

フィルタ出力xf2の代わりに新たな状態変数としてxf2と望ましい状態xd2の差y2-Xf2-Xd2-

を用いる･そこで,γ2を時間微分し,式(5.3)を用いることで次式を得る.

y2=-T-1y2-Xd2

ここで,望ましい状態の導関数は,次式で書き表せられる.

元d2-普(x2･q(xl)Ta)

(5.4)

(5.5)

式(5･1)で与えられるシステムは,実状態とフィルター出力の差S2-X2-Xf2及び式(5･2)と

x2- Xd2+S2+y2を用いて整理することで以下となる.

(5.6)
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xl=-klXl+S2+y2

S2-u+T-1y2

制御則を次式で与える.

u--T11y2-k2S2-Xl

リアプノフ関数の候補を次の正定関数を候補にとり,

V2(xl,S2,y2)-X12+S22+y22

システムの安定性を以下の定理より得る.

定理5.1 初期時刻t-t｡において,

V2(xl,S2,y2)<Px,t-t.
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(5.6)

(5.7)

(5.8)

(5.9)

ならば,拡大系の全状態変数は集合U-((x.,S2,y)lv2<Siに対して終局有界となるような,

各設計パラメータが存在する.ただし,p,>C>Oとする･

証明 式(5.5)より,kd2は状態変数の関数であることから,集合B-(xl,S2,y2lv2(xl,S,,y2)

<pJにおいて上限が存在する･すなわち,次式を満たす定数r,Oが存在する･

kd2-普(x2･q(xl)Ta)<JT

ここで,ヤングの不等式より次の不等式を得る.

2xly2≦klX12+kl-1y22

また,もし(ち,S2,y2)∈Bならば,式(5･10)とヤングの不等式より,次の不等式を得る

2y2Xd2≦8-l元d22y22十g<〆ry22+C

(5.10)

(5.ll)

(5.12)

式(5.8)を時間微分し,式(5.6),(5.7),(5.ll),(5.12)を用いて整理することで次式を得る.

V2--2klX12-2k2S22+2xly2-2T-1y22-2y2Xd2

≦-qx12-2k2S22-(2T-l守 l-r〆 )y22･g

各設計パラメータを以下を満たすように決定する.

kl>1,2k2>1,2T-1>1+kl-1+rgl1

(5.13)

(5.14)
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式(5.13)に,式(5.8)と式(5.14)を用いて整理することで次式を得る.

TT2<-V2(xl,S2,y2)+g (5.15)

よって,式(5･15)及びpx,6,0より,(xl,S2,y2)gB-(xl,S2,y2 lv2(xl,S2,y2)<pxiの字きV2

は負となる･従って,Bは不変集合(初期時刻t=toにおいてV2<pxならば,V2<Px,t≧to)と

なり,式(5･9)より, t≧toにおいて式(5･10)は成立する･次に,式(5.15)及びpx>g>Oより

(xl,S2,y2)gUにおいて,V28ま負となる･以上より,拡大系の全状態変数は集合tJに対して

終局有界となる. □

式(5.7)より,DSC手法では,ローパスフィルタを導入するこ とによって,制御則に望まし

い状態の導関数を利用する必要がない.また,式(5.13)あるいは式(5.14)からわかるように,

時定数Tを小さくすることで,終局有界の領域を定めるCを任意に小さくできる.
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5.3.1 DSC手法を応用したⅠ&Ⅰ適応制御器設計の概要

本項では,まず,式(5.1)で表されるシステムのレギュレーション問題について考え,上述

の Ⅰ&Ⅰ適応制御器の問題を解決する提案手法の概観を示す.推定則は,4.2節の例題 4.4

で述べたⅠ&Ⅰ適応推定器設計と同様に以下で与える.

p(xl)-rLxlや(X)dX

-(i,a)-一撃 (x2･刷 T(叫 xl)))

このとき,例題4.4と同様に展開することで以下を得る.

豆ニーyq,(xl)q,(xl)Tz

正定関数

の導関数は次式で与えられる.

V,≦一之pr(q(xl)Tz)2≦o

一方で仮想入力xd2は,I&I適応制御手法と同様に,次式で与える.

xd2(xl,a)--klX1-q(xl)T(丘･P(xl))

(5.16)

(5.17)

(5.18)

(5.19)

(5.20)

(5.21)

次に "項の爆発"の問題を避けるために,DSC手法を基礎に式(5.3)で表されるローパスフィ

ルタを導入し,望ましい状態の時間微分を近似微分で置き換える.そして制御則を次式で与

えると,

u--Tl1y2-k2S2-Xl

式(5.1),(5.3),(5.18),(5.21),(5.22)より,閉ループシステムは次式で与えられる.

(5.22)
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ll--klXl+S2'y2-q(xl)Tz

S2--k2S2-Xl

y2--T-1y2-Xd2

皇ニーrq･(x.)q,(xl)Ti

(5.23)

システムの終局有界性を次の定理により得る.

定理 5･2 初期時刻f=J｡において,

V2(xl,S2,y2)-X12.S,2.y22<px, V,(Z)-pzTz<pz, t-t. (5二24)

ならば,全状態変数はU-(xl,S2,y2,ZIv2<S,q･(xl)Tz-o)に対 して終局有界となる設計パラ

メータが存在する.ただし,px>g>0とする.

証明 正定関数W2(xl,S2,y2,Z)を次式で定義する･

W2(xl,S2,y2,Z)-V2(A,S2,y2)+V3(Z) (5.25)

集合(xl,S2,7y2,Z)∈B'-(xl,S2,y2,ZIw2(xl,S2,y2,Z)<px･Pziにおいて次式を満たす,定数

r>oが存在する.

元d2-普(-klXl･S2･y2-0(xl)Tzト音W<JT (5･26,

(xl,S2,y2,i)∈B'において,正定関数V2-X12+S22+y22の導関数は,式(5･23),(5･26)及びヤン

グの不等式を用いて整理することで次式となる.

V,-2xl(-k.x.･S2･y,-q(x.)Tz)+2S2(-k2S2-Xl)･2y2(-T-1y2-id2)

弓 klX12-2k,S22-(2T-1-k.-1- -1)y22.g･2k.-1(q(xl)Tz)2

正定関数W2-V2+V3の導関数は,式(5.20),(5.27)を用いることで,次式となる.

(5.27)

W2≦二iklX12-2k2S22-(2rl-,k1-1- l y22･8-2(pr-k1-1)(q(xl)Tz)2 (5･28)

設計パラメータは,それぞれ以下の不等式を満たすように決定する.

kl>2,2k2>1,2T-1>1+打 +rg-1,pr>kl-1 (5.29)
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式(5.25),(5.29)を用いて整理することで,式(5.28)は次式となる･

W2<42(xl,S2,y2)+g

=-W2(xl,S2,y2,Z)+V3(Z)+g
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(5.30)

式(5.24)及びV,(Z)≦Oより,t≧to8=おいてV3(Z)<Pzを満たす.よって,式(5･30)は次式とな

る.

W2<-W2(xl,S2,y2,Z)+pz+C

W2(xl,S2,y2,i)≧px+pzのとき,式(5･25)より,革(5･31)は次式となる､･

W2<-Px+g<0

(5.31)

(5.32)

ここで,px,Cの関係 を用いた･式(5･32)より,集合B'-(xl,S2,y2,Z Iw2(xl,S2,y2,Z)

<px+pzIは不変集合となる.また,B'⊇I-(xl,S2,y:V2<Px,V3<Pz)であるから,初期時刻

において(xl,S2,y2,Z)∈B'である･よって,t≧toにおいて式(5･26)は成り立つ･また,式(5･20)

より,lim,→の巧-0であるから,limt→ のW-lim,→の巧となる.よって,式(5.30)より次式を得

る.

V2<-V2(ち,S2,y2)+E<0, t→∞ (5.33)

従って,拡大系の全状態変数は集合U-(xl,S2,y2,ZIv2<S,q,(xl)Tz-o)に対して終局有界と

なる. □

5.3.2 DSC手法を応用した

Ⅰ&Ⅰ適応制御器設計の一般論-の拡張

次のLowerTriangularsystemsl35]に属するn次システムに関するxl∈Rを制御量とするサー

ボ問題について考える.

i,_1-Xj･りjll(xl,-,Xj_1)T α, j-2,･･･,n

kn-u叫,n(xl,- ,Xn)Tα
(5.34)

ここでxi∈R,u∈R,i-1,...,n,未知パラメータα∈RPである.ただし,j=2,… ,nに関して次

式を満たす関数sj(xj)が存在するとする･
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Fj(xl,･･･,Xj)T･Fj(xl,･･･,Xj)20,

Fj(xl,･-,Xj)-yj宴孟(Lxjqj(xl,･-,Xj-1,X)dx)頼1,･･･,Xk)T･箸 qj(xl,-,Xj)T'5･35'

参考文献[351にて,システム(式(5.34))に対する Ⅰ&Ⅰ適応制御手法のシステマティックな設計

方法が示されており,システム次数が増加するにつれて制御則の項数が爆発的に増加する羊

とが示されている･また,qibミxiのみの関数であるとき,式(5･35)を満たすcj(xj)が必ず存

在することが示されている.以下では,推定器設計と制御器設計の順に述べる.

【推定器設計】 パラメータ推定誤差を次式で定義する.

zi-di+Pi(x1,-,Xi)-α,i-1,･･･,n,

推定則を以下で与える.

ii--gaPi(xl,･･･,X,･)

axk

(5.36)

(xk･1･ qk(xl,-,Xk)T(&i･Pi(xl,･･･,Xi))) (5.,,)

pL･(xl,-,Xi)-rL･LxL-qi(xl,-･,Xi-1,X)dx-i(xL･) (5.38)

ただし,g1-0･ngj(j-2,･･･,n)tま式(5･35)を満たす関数,xn･1-uをである･このとき,正

定関数V3(Z)-∑pzt･Tziの導関数は以下となる･～:革‖

V3(Z)--PizL･T((2y卿 7･T)I(F iT･ F i))zi-<-2p萎 r i(q l.Tz i)2-<o (5.,,,

ただし,Fl=0を表す･上式の導出過程については,参考文献[35]を参照されたい.式(5.39)よ

り,limt→のq)iTzi-0となる.

【制御器設計】 仮想入力と制御入力を以下で与える.

xd2千-k.S1-q,1(xl)T(&1･Pl(xl)).ifl,

xd'j･l'--kjSj-Sj-1-qj(xl,･-,Xj)T(dj･Pj(xl,- ,Xj))-Tj~1yj (5...)

u=xd(n.1)
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ただし,xfl∈Rは十分に滑らで有界な参照入九 j=2,-,nである･以下の 1次ローパス

フィルタを導入する.

Tjk;U･=-x;U.+xdj, j-2,-,n (5.41)

yj-Xb-Xdj,(j-2,-,n)とSi=Xi- j"(i≒1,･･･,n)及び式(5･40)を用いると,システム((5･34),

(5.41))は以下となる.

i.--klS1-q,1(x.)TzJs2･y2

Si--kt.S,･-Si_1-～,i(xl,･-,Xi)Tzi･Si.1･y,･.1

Sn--knSn-Sn-1-やn(xl,･-,Xn)Tzn

yj- -T/ 1yj-Xdj

(5.42)

ただし, i-2,‥.,n-1及び j-2,…,nを表す.閉ループシステムの安定性について以下の定

理より得る.

定理5.3 初期時刻J=J｡において,正定関数

n n

V2(S,y ) -∑ si2+∑ yj2<px,
i=1 j=2

n

V,(zi)-∑pziTzi<Pz, t-t｡
qFi･‖

(5.43)

ならば,拡大系の全状態変数は集合U-〈S,y,ziJv2(S,y)<C,～,,･Tzi-0)に対して終局有界と

なる設計パラメータが存在する･ただし,S-lsl･･･Sn]T,y-lyl･-yn]T,i-1,･･･,nを表す･

証明 (Ⅹ,y,Z,I)∈B'±is,y,ziIw 2(S,y,zi)-V2･V3<Px･pz)において次式を満たす,定数

rj>0が存在する･

カdj<正 ,j-2,-,n
(5.44)

71 n

(Ⅹ,y,zi)∈B'8=お い て ,正定 関 数 V2- ∑ st･2+∑ yj2を 時 間 微分 し,式(5･42), (5･44)を用いる

ことで次式を得る .
f=l J=2

V2-2萎 (-kiSi2-S"iTzt･)･2i (siyi･.･yL.･1(-T ･了1yi･1-kd(i･1,))

･瀦 kiSi2-2ki-.(qt･Tzi)2)-i (2 T ･1-1- 1(nJ)ri･1-ki-1iyi･12･g '5'45'
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ただし､i-1,...,nとj-1,…,n-1に関して以下のヤングの不等式を用いて,第2の不等式を

得た.

2S"iTzt･iikiS7･2I2k,I-1(P,･Tzi)2,
2Sjyj+1≦kjSj2+kj-1yj+12,

2yj.lid(I..)≦g-1(n-1)rj.1yj.12･g(n-1)-1

i-1,-,nとノ-1,-,n-1に関して,各設計パ.ラメータがそれぞれ以下を満たすように決定す

る.

ki, 2 , 2Tj.1~1,( 1･C-I(n- 1)rj.1･kj-1), pri,k,.
(5.46)

W2(S,y,zL･)-V2+V,を時間微分し,式(5.39),(5.45),(5.46)を用いて整理することで次式を得

る.

W2≦喜一喜kt･Si2-2(pyt･-ki)(qiTzi)2一宏‡2T･1-1-8-1(nJ )rill-kL･-1)yi･12･gi=1

≦-V2+g
(5.47)

以下は定理5.2と同様に展開することによって,拡大系の全状態変数の集合Uに対する終

局有界を証明することができる.
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本節では,前節で提案した手法を,平面内運動モデルにおける4ロータ小型ヘリコプタの

姿勢制御問題に適用し,その有効性を数値シミュレーション及び実験によって検証する.

5.4.1 実験装置

本項では,実験装置の概要について説明する.本実験装置の構成を図5.1に示す.4ロー

タ小型-リコブタは,DRAGANFLYERⅢ(Dragannyer社製)を使用した.図5.1に示すよう

に,本制御対象は,ピッチとヨー及び並進運動が拘束されている.本実験装置を用いて,ロ

ール角制御に関する実験を行った.左右のロータ角度及びロール角度は,エンコーダ(オムロ

ン製 E6A2-C)によって測定した.測定信号は,ターミナルボー ドを介して,PCに取り込み,

測定信号を基に入力電圧を算出した.ただし,それぞれの角速度は,その測定信号の近似微

分によって得た.そして,タTミナルボード,アンプを介して,左右のDCモータ-入力電

圧を与えた.また,揚力係数の不確かさに対する制御性能を検証するために,左右ロータは

別々のブレードを取り付けた(図5.2).更に,図5.2に示すように,左のブレー ドは,カッ

ティングした.種々の制御問題に対する&Ⅰ適応制御器が提案されているが,実験による検証

はあまり見受けられないのが現状である.したがって,本実験による制御器の有効性を検証

することは,大いに意義があると考える.
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Fig.5･1Expe血 eI止S叫

Fig.5.2Comparisonbetweenthele氏bladeandtherightone
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5.4･2 制御器設計

数学モデルは次式で与えられる.

0=a)

d1=mghsinO+J-1T

89

(5.48)

(5.49)

ここで,mは機体質量,鋸ま機体角度,fは機体の重心に働く揚九 gは重力加速度,a'は

機体角速度,Jは慣性モーメント,Tは機体重心周りに働くトルクを表す.機体の重心に働

く揚力fとトルク'は,空気力学パラメータĈ1,Ĉ2と腕長さl ロータ角逐度a,,1,a,,2を用いて)

次式で表される.

lf ]- [_C;.C｡ lĈC-22]p(o r) (5･50)

ここで,pL･(a,n･)-On･2>o(i-1,2)である･本制御器設計では,空気力学パラメータĈi(i-1,2)
を未知パラメータとする.

本制御問題に対して,5.3節にて提案した制御器設計手法に,前章で提案したパラメトリゼ

-ションを併用し,制御器設計を行う.前章で提案したパラメトリゼ-ションを基礎に,不

確かさを次式で定義する.

α=dc1-dc2 ぐ dcl+dc2
2 ') 2

(5.51)

ただし,dc,.(i-1,2)は揚力係数の加法的摂動である･このとき,揚力係数はそれぞれ次式で

表される.

cl-C+α+6,Ĉ2-C-α+6 (5.52)

ここで,Cは揚力係数の公称値である.式(5.50),(5.52)よりロータ角速度と揚力及びトルク

の静的関係を以下で得る.

lf ]-[_C;1C-1 lĈC-22]p(or)

-[3 7]([_cc :]f aa : H f6g ]Ip(or)

(5.53)
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ここで,右辺括弧内の第3項は,姿勢の制御性能に対する影響が比較的小さいと考えられる

ことから,零と仮定する.表記の簡略化を目的として,パラメータ推定値を用いて制御入力

を トルク入力 として整理する.この仮定の下,パラメータ推定値(a+β)と推定誤差

Z=(∂+βトαを用いると,式(5･53)は次式となる･

[f ]- lA ?](Lcc cc]f(dd.'pp ) ≡:S])p(o r)･ [! ?][-zz Z]p(o r)

- [昌 ](Lcc 肝 (dd.'pp ) 霊 :pp])p(o r)･[u lpp:((oor,))]Z

ただし,p.(0,)--Fq(a,,1)+Fh(0,2),P2(0,)-Fq(a,,.)+Fh(a,,,)を表す･制御入力を次式で

定義する.

u- luu2]- lL Y]([_cc :]- [霊 .'pp) 芸.'pp ])p(or,

〔[_cc甘[~(dd.'pp)af:芸]〕

(5.55)

(5.56)

行列

が一様に正則行列であれば,式(5.55)より,実装時のロータ角速度入力0,は,後に設計され

る揚力入力〟1とトルク入力〟2から次式で得られる･

/ or-pl([-cc:]圭&&.'pp'afIpP])11[37]-1uI (5･57,

式(5.56)で表される行列の逆行列の存在条件については,後述の推定器設計にて論ずる.この

とき,式(5.49),(5.54),(5.55)より,次式を得る.

a,-mghsin0+J-1u2+J-llp2(0,)Z (5.58)

以下では,推定器とサーボ制御器の順にそれぞれ設計する.最後に,閉ループシステムの安

定性解析について述べる.

【推定器設計】 推定則βとWを以下の定理より得る.

定理5.4 推定則を次式で与える.
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P(a,)=-rza,

W--% (mgh sinO･J-1u2)
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(5.59)

(5.60)

このとき,各ロータ角速度の平方血(a,,i)>0(i-1,2)ならば,パラメータ推定誤差Zは零に

漸近収束する.

証明 パラメータ推定誤差Z=∂+β(Ⅹ)-αを時間微分し,式(5.58)～(5.60)を用いて整理す

ることで,次式を得る.

乏-W･y (mghsinO･J-1u2･JJIp2(0,)Z)

=-rzrllp2(0,)Z

正定関数V3(i)-喜pzTzの導関数は次式 と な る･

V3--rzN~llp2(0,)Z2

(5.61)

(5.62)

よって,p,i(a ,,t･)>0(i-1,2)ならば,パラメータ推定誤差Zは原点について指数安定である･

■

式(5.56)で表される行列の逆行列の存在条件について論ずる.式(5.56)に関する行列式を次

式で得る.

det〔[_Cc CCH -(dd.'pP) af.'pP ])- 2(C 2 -(&･p)2) (5･63,

いま,式(5.62)より,パラメータ推定誤差の原点における指数安定性は保証されている.よっ

て,不確かさ及び推定値の初期値が次式を満たせば,

-C<α-dcl-dc2
･C,-C<(a(o)･β(o))<C (5.64)

式(5.63)より次式を得る.



92 第 5章 DSC手法を応用したⅠ&Ⅰ適応制御器設計

det(Lcc cc] f (dd:pp ) 崇.S ])- 2 (C 2 - (&･p )2), o

したがって,このとき,逆行列は存在する.

(5.65)

【サーボ制御器設計】 制御入力は,揚力とトルクであるが,本制御問題は姿勢制御問題

であるので,まず揚力入力を次式で与えることとする.

ul=mg (5.66)

次に,姿勢角0と角度指令ofの差so-0-ofを安定化させる望ましい トルク入力u2を設計す

る･So=0-Ofを時間微分し,式(5･48)を用いることで次式を得る･

So=aトOf (5.67)

システム (式(5.49),(5.67))に対して,5.3節で提案した設計手法を基礎に望ましい機体角

速度及びトルク入力を以下で与える.

a)d--rlSo+Of

u2-J仁r2So-SO-To~lyの -mghsinO)

(5.68)

(5.69)

ただし,So-a,-a,f,ya-a,f-a,dである･このとき,式(5･68),(5･69)を用いると,式(5･49),

(5.67)は次式で書き改められる.

S0--ylSc+Sの+yo

S0--r2So-So+J-1lp2(0,)Z

また,フィルタ出力と望ましい状態との差yoのダイナミクスは次式で与えられる･

y0--Ta-1ya+a)d

ここで,先 はフィルタ時定数を表す･

(5.70)

(5.71)

(5.72)
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【安定性解析】 閉ループシステム (式(5.70)～(5.72))の終局有界性を次の定理により得

る.

定理5.5 正定関数

V2(So,Sa,y)-喜(sc2･so2+yTy),V3(Z)-喜pzTz

V2<Px,V3<Pz, t=to

が初期時刻において

(5-.73)

(5.74)

ならば,拡大系の全状態変数は集合U-(Sc,So,y,ilv2(So,Sa,y)<S,Z-0)に対して終局有

界となるような設計パラメータが存在する.

証明 集合B'-(Se,Sの,ylw 2-V2.V,<px･pzIにおいて,以下の不等式が成立する･

a)d2<rl (5.75)

また,集合B'-(Se,So,ylw 2-V2.V,<px･pziにおいて,制御入力であるロータ角速度に関

して,次式を満たすと仮定する.

o<pl(orl)<(?一芸)

o<･p2(or2)<(?･箸)

<旦
2

<旦2
(5.76)

ここで,r.(i-1,-,3)は正の定数を表す･すなわち,平衡点を含む,集合内においてロータ角速度

入力が正かつ有界であることを仮定する.式(5.76)より次式を得る.

0<p(0,)-Ill(a,,1)+FL2(a,,2)<r,

また,ヤングの不等式より以下の不等式を得る.

soya≦Y-lso2+yy02,

Sarllp2(0,)Z≦Y2So2･Y2-1(J-1lp2(0,))2Z2

yod,d≦ g-1(yod,d)2･6,

(5.77)

(5.78)
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ただし,Y(i-1,2)は正の定数学表す･式(5･73)で表される正定関数W2-V2･V,k解軌道に沿

って時間微分して,式(5.62)と式(5.70)～(5.73)を用いて整理することで次式を得る.

TV2-SO〔ylSe･Soり a)'SO(-r2Sa-Se･J-1lp2(or)Z)
-yo(TJ lya-a,dトrzpJ-llp,(a,)z2

･-(yl-Fl)sO2-(,2-Y2-.)so21 ,ZPJ-1lp2(0,)-Y2(J-.lp2(0,))2iz2 '5'79'

-(T0-1-Y-6-ld,d2)ya2･g

ここで,式(5.78)を用いて第 2の不等式を得た.式(5.75)及び式(5.77)を用いて,式(5.79)を整

理すると,

W2<-(rlサ1)so2-(r2-Y{1)so2-(rzp-Y2J-1lr2iJ-1lp2(0,)Z2

1T0-1-1十g-1rl)yo2･C

設計パラメータをそれぞれ以下の不等式を満たすように決定する.

rl>1+町1,

r2>1+Y21,

rzp>Y,J-1lr2

TJl>1+首+8-1rl,

式(5.73),(5.80),(5.81)より次式を得る.

W2<-V2

(5.80)

(5.81)

(5.82)

以下は定理 5.2 と同様 に展開す ることによって,拡大系の全状態変数の集合

U-(sc,sa,y,zIv2(So,So,y)<6,I-0)に対する終局有界を証明することができる･ □

5.4.3 数値シミュレーション

提案する制御器の有効性を確認するため,数値シミュレーションを行った.本数値シミュ

レーションでは,第3章及び第4章と同様に,ロータダイナミクスを含め,制御入力は電圧

とした.そして,実ロータ角速度を設計したロータ角速度入力-追従させるために,マイナ

ーフィー ドバックを用いた.まず,数値シミュレーション条件について述べる.本制御対象

の物理パラメータの公称値は,以下で与えた.
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J-0.022lkgm2],C-4xl0-6lkgm/rad2],m=o･36lkg],h=0･40lm],l-0･023lm]

左右ロータに関する揚力係数は次式で与えた.

C1-0.6clkgm/rad2],C2=Clkgm/rad2]

また,設計パラメータは以下で与えた.

rl=3,r2=4,rz-4×10-6,T0-0･05,To=0･05
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(5.83)

全状態量の初期条件は零とした.

非適応制御器では,状態量が発散したため,提案する適応制御器での数値シミュレーショ

ン結果のみを図5.3に示す.図5.3(a)に示すように,パラメータ推定値が真値に収束せず,

若干の定常誤差が存在する.これは,制御器設計過程で無視した不確かさ項による影響であ

る.しかしながら,パラメータ不確かさに対するロバストな制御性能が実現できており,追

従誤差の原点近傍に対する終局有界性が実現できていることがわかる･

(a)Rollangleanditsreference
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Fig･ 5･3Simulationresultswithuncertaineq. (5.83).
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5.4.4 実験結果

物理パラメータの公称値と設計パラメータ及び角度指令は,前項の数値シミュレーション

と同様に与えた.実験結果を図5.4に示す.図5.4(a)より,実験開始直後,姿勢角はOdeg

から約5deg-変動し,約2秒後から姿勢角は,原点-と収束していることがわかる･これは,

数値シミュレーション同様に,パラメータ推定が完了したことにより,空気力学パラメータ

の不確かさに対する制御性能が改善したためであると推察することができる･実際,推定値

は,約2秒後より,約1.46×10-5kg･m/rad2近傍に留まっている(図5･4(b))･右ロータに不

確かさがないと仮定すると,式(5.51),(5.52)より左ロータの揚力係数は次式となる･

Ĉ.-(3･81-1･46)x10-5

=2.35×10~5

(5.84)

これは,左ロータに関するブレー ドをカッティングしたことにより,揚力係数が減少してい

ることと一致する.次に,姿勢指令に対する制御性能について考察する･角度指令入力直後

に,約3degの行き過ぎ量が生じているが,その後は,追従誤差の原点近傍-の終局有界性を

実現できている(図5.4(a))･指令追従時において,パラメータ推定値が変動していることが

わかる.これは,数値シミュレーションと同様に,制御器設計において無視した不確かさに

よる影響であると推察できる.

次に,パラメータ推定値の初期値を,パラメータ推定が完了した値として次式で与えた･

&(o)･p(i(o))-1･46xl0-5 (5･85)

このときの実験結果を図5.5に示す.実験開始直後の制御性能が向上していることがわかる･

これは,実験開始時よりターゲットダイナミクスに近い制御性能を実現できているためであ

ると考えられる.この.ように,Ⅰ&Ⅰ法に基づく適応制御器は,パラメータ推定値の初期値を

実験によって得られた値を用いることで,実験開始直後より,良好な制御性能を実現できる･

これは,従来型適応制御手法にはない優れた特徴である･
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本章では,DSC手法を応用したⅠ&I適応制御器の-設計手法を提案した.提案する手法は,

sFFのシステムに対するⅠ&Ⅰ適応制御器設計における,仮想入力の繰り返し時間微分項の導

出の問題によって生じる,制御器設計の煩雑さ並びに制御則の項数が増加する "項の爆発"

の問題を解決できることを示した.そして,提案する手法は,比較的簡易な制御器設計によ

って,準大域的有界性と任意の原点近傍-の終局有界性を保証できることを示した.すなわ

ち,I&I適応制御器設計と極めて近い制御性能を実現することが可能である.

また,提案する手法を平面内運動モデルに関する姿勢制御問題に適用し,数値シミュレー

ションおよび製作した実験機により,提案する設計手法の有効性を検証した.実験では,揚

力係数に不確かさを与えるために,片方のブレードをカッティングした.この実験状況にお

いて,非適応制御器では,不安定化が生じるが,提案する制御器では,良好な制御性能を実

現できることを確認した.
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4ロータ小型-リコブタは,その優れた飛行特性とシンプルな構造を理由に,現在までそ

の自動制御に関する研究が盛んに行われている.しかしながら,これまで提案されてきた多

くの非線形制御器は,姿勢表現にオイラー角を利用しているために,特異点の問題が生じ,

任意の姿勢変化を許容することができていなかった.そこで,まず本研究では,特異点の問

題が生じない姿勢表現である四元数のみを利用した非線形制御器を提案した.しかしながら,

四元数を利用したとき,その複雑さに起因して,制御器設計が困難となる.そこで,バック

ステッピング手法と幾何学的アプローチによって,その問題を解決した.また,空気力学パ

ラメータは,周囲の状況変化などによって,時々刻々と変化するパラメータであるため,こ
ド

のパラメータの不確かさに対するロバスト性は重要な問題である.そこで,次に空気力学パ

ラメータに対する制御性能の向上を目指し,Ⅰ&Ⅰ適応制御器を提案した.更に,本制御対象

のような,高次の非線形制御対象に対する制御器設計で,間々問題となる制御則の "項の爆

発"の問題を解決するために,DSC手法を応用したⅠ&Ⅰ適応制御器設計法について提案し,

本制御問題に適用した.

以下,本研究で得られた研究成果及び知見を各章につき要約して述べる.

第 2章ではまず,4ロータ小型-リコブタの優れた飛行特性とシンプルな構造について説

明した.その後に,4ロータ小型-リコブタの数学モデルを導出した.その際,姿勢表現方

法は種々存在するが,特異点の問題の観点より,四元数を選択した.更に,制御器設計の視

点から,姿勢表現に四元数とオイラー角を用いたときの数学モデルを比較し,四元数を用い

ることによって,回転サブシステムがシンプルとなることを示した,これは,適応制御器設

計において重要となる.また,ロータサブシステムは,その物理パラメータが不明確である

ことから,同定実験を行い,実験結果より,ロータサブシステムの数学モデルを獲得した.

第3章では,任意の姿勢変化を許容することを目指して,姿勢表現に四元数のみを用いた

制御器を提案した.しかし,四元数の複雑さに起因して,機体位置と機体ヨー角の追従制御

を達成する望ましい姿勢の導出問題が,複雑な非線形代数方程式を解く問題となり,極めて

困難となる.そこで,本研究では,幾何学的アプローチを提案し,この問題を解決できるこ

とを示した.更に,バックステッピング手法と近年Kendoulらによって提案された安定解析

の定理を用いて,閉ループシステムの大域的漸近安定性を保証し,数値シミュレーションに

おいても,その制御器の有効性を確認した.しかしながら,空気力学パラメータに不確かさ

があるとき,制御性能が著しく劣化することを確認した.
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第4章では,第3章を受けて,空気力学パラメータに関するⅠ&Ⅰ適応制御器を提案した.

まず,Ⅰ&Ⅰ適応制御手法は,従来型のCE原理に基づく適応制御手法と比較し,パラメータチ

ューニングがしやすいことを示した,次に,全空気力学パラメータに関する推定器は,ロー

タ角速度の時間微分フィー ドバックを必要とし,更に各設計パラメータと各推定誤差の過渡

応答性の関係が不明確となることについて述べた.そこで,本制御器設計では,この問題を

解決するために,4ロータ小型-リコブタの飛行原理の考察に基づいて,パラメトリゼ-シ

/ヨンを提案した.そして,新たに定義されたパラメータの中から,制御性能に著しく影響を

与える4つのパラメータを選択し,それらに対するⅠ&Ⅰ適応制御器を提案した.その結果,

先に述べた問題を解決できることを示した.そして,数値シミュレーションによって,無視

したその他4個のパラメータの不確かさによる影響が,選択した4つのパラメータに比べて,

極めて小さいことを確認した.また,提案する制御器は,外生外乱などに対しても高いロバ

スト性を有することを確認した.しかしながら,制御器設計過程で導出する各望ましい状態

の繰り返し時間微分項を導出する必要があり,制御則が複雑となり好ましくなった.更に,

その煩雑さに起因して,局所的漸近安定性のみしか保証できていなかった.

第5章では,第4章を受けて,先に述べた問題を解決すべく;DSC手法を応用したⅠ&Ⅰ適

応制御器の-設計法を提案した.また,提案する設計法の有効性を,ロール角追従制御に関

する数値シミュレーションおよび製作した実験器によって検証した.揚力係数の不確かさに

対するロバスト性を検証するために,本実験は片方のブレー ドをカッティングした.非適応

制御器では不安定になる状況にも関わらず,提案する制御器は高いロバスト性を実現できる

ことを確認した.

本研究の成果について述べる.

本研究で提案した制御器の特徴は以下の通りである.

①広い姿勢変化を実現できる.

②制御性能を著しく劣化させる時々刻々と変化する空気力学パラメータの不確かさに対し

て良好な制御性能を実現できる.

③制御器設計並びに閉ループシステムの安定保証を比較的容易にできる.

現在,無人-リコブタは,近年の計算技術及びセンシング技術の飛躍的発展及びその優れた

飛行特性を背景に,従来では安定性の観点から困難であった,あるいは迅速性の観点から不

十分であった,幅広いミッションでの活躍がますます期待されている.本研究は,これらの

ミッション-の実用化に向けて大きく寄与できる.



第 6章 結論 105

また,本研究で応用したⅠ&Ⅰ適応制御手法は,従来型適応制御手法にはない,その優れた

特徴から,Ⅰ&Ⅰ適応制御器の設計方法や現在種々の制御問題に対する応用が試みられている.

しかしながら,実験による検証はほとんど見受けられないのが現状である.その中,本研究

では新たな設計方法を提案し,更に実験による検証によってその有効性を確認した.したが

って,最先端的非線形制御理論の実用性を示した研究事例として,工学的かつ工業的に意義

があると考えられる.
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付録A 3次元剛体の回転姿勢

3次元運動空間を自由に運動する剛体の重心に座標をとるとき,その運動方程式は,重心

の並進運動と回転運動に分離して表現できる.よってこのとき,回転姿勢は,剛体の重心に

固定された座標と基準となる座標 (例えば陰性座標),この両者の対応する座標軸の向きの静

的関係により表現される.よって例えば,2つの座標系の対応する座標軸がすべて平行であ

るとき,両者は同じ回転姿勢であると考えることができる.姿勢表現方法は種々存在するが,

本節では,3次元姿勢表現方法である回転行列 (座標変換行列)とオイラー角及び四元数に

ついて述べる.

【回転行列(座標変換行列)】

姿勢表現方法の一つである回転行列は,9つの変数を用いて2つの座標の関係を表す.3

自由度の回転姿勢を表現するのに,これは冗長である.しかしながら,本方法は,他の姿勢

表現方法理解する上でも重要な役割を果たしている.以下では,回転行列と座標軸とを関連

づけて,本姿勢表現方法について論ずる.

まず,二つの直交座標系∑O-(e-x,e.,･e.I),u -(e-I,e.2･e.3)を考える･幾何ベクトルe-1,e-2･e-3を

座標∑O-(e-x,e-,･e-I)で表現すると,それぞれ内積を用いることで,以下となる･

le-.]O-le-1･e-xe-1･e-,e-.･e-Z]T-Alrllr21r31]T

le-2]O-le-2･e-xe-2･e-,e-2･e-Z]Tslr21 r22 r23]T

le-3]O-le-3･e-xe-,･e-,e-3･e-Z]Tslr31 r32 r,,]T

ただし,【e-,･]Oは座標∑0における幾何ベクトルe-iを意味することとする･上式より,

el=rllex+r21ey+r31ez

e2-r12ex+r22ey+r32ez

e3-r13ex+r32ey+r33ez

任意の幾何ベクトルJと座標2A-(e.1,e.2･e-3)を組み合わせた代数ベクトルを

fA-lab c]T

とする.このとき,幾何ベクトル了は次式となる.

f-ae.1+be.2+ce-3

(A.1)

(A.2)

(A.3)
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上式に,式(A.2)を代入することで次式を得る.

j-a(rile-x･r2.e-,･r,.e-Z)
･b(r12e-x+r22e早 r,2e-Z)
･C(r.3e-xIr32e-,Ir,3e-Z)

整理すると,

i-(arl.+br.,･cr.3)e-x
+(ar21+br22+Cr32)e-,

+(ar,1+br,2+Cr,3)e～Z

(A.4)

(A.5)

よって,幾何ベクトルJを座標∑O-(e-x,e-,･e.ziと組み合わせた代数ベクトルfoは次式で与え

られる.

fo=

したがって,上式から

ar ll+br 12+ Cr 13

ar21+br22+ Cr32

ar 31+br 32+ Cr33

3
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r 3 2 r33

fAiRoAfA (A.7)

上式より,座標∑O-(e-x,e-,･e-ziで表現された任意の代数ベク トルfot座標u -ie-1,e-2･e-,)で表

現された代数ベクトルfAが関係付けられた.上式の行列RoAが回転行列である.式(2.1)か

ら,回転行列RGAの列ベクトルは基底e-1,e-2･e毎を座標∑O-(e-x,e-,･e-ziで表現 した代数ベクトル

によって構成されていることがわかる.よって,RGAは正規直行行列であり,また両座標系

が一致しているとき,Ra｡は単位行列となることに注意されたい.

次に,角速度ベクトルと回転行列の関係について述べる.両者の関係は一般に次式で与え

られる.(詳細は参考文献[17]を参照されたい)

iRoAisk(0)Rod

ただし,Sk(0)は次式で与えられるような外積を表す歪対称行列である･

(A.8)
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Sk(0 )=

ar)
叫

O

3の

o

q

【
(A.9)

このように,回転行列は非常に理解しやすい姿勢表現方法であるが,姿勢表現に9つの変

数を必要とする.3自由度の回転姿勢を表現するのに,これは冗長である.次では,3つの変

数を用いて姿勢を表現するオイラー角について述べる.

【オイラー角】

オイラー角とは,3つの座標軸周りの回転角により,姿勢を表現する方法である.オイラ

ー角による姿勢表現の概略図を図 A.1に示す.今,座標∑0をx軸周りに¢回転させ,座

標∑Oxになるとする.次にY軸周りに0回転させ座標∑OYに,そして最後に,Z軸周りにV回

転させ,座標∑射こなるとする.このとき,♂,0,vEま座標∑0に対する座標∑Aの回転姿勢を

表現する変数になっている.つまり,♂,0,Vを任意に与えたとき一つの回転姿勢が定まり,

また,任意の回転姿勢に対して少,0,Vを定めることができる.この三つの角少,0,Vをオイラ

ー角と呼ぶ.オイラー角には,回転させる順番,また回転軸の選択が異なる多数のオイラー

角が存在するが,以下では ⅩYZオイラ｢角についてのみ取り上げ,回転行列とオイラー角

の関係について説明する.

まず,代数ベクトルfoとfoxの関係式は,(A･7)より,次式で与えられる･

ー¢
-
d
r

0
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C
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1

0

0

0

.Mご一

C

EL5 (A.10)

同様にして,

Fig.A.1ExplanationofEulerangle
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また,

fo Y -

0

1

0

β

β

os

o

･mS

C

一

cosv -sinv 0

sinv cosy 0

O 0 1

したがって,代数ベクトル.foとfA代数ベクトルの関係式は,以下となる.
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上式より,座標EAから座標∑0-の回転行列は次式で与えられる.
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cosOcosv -cosOsinv

r
ii

sinβ

sin¢sinOcosv+cos¢sinv -sinQsinOsinv+cos¢cosv -sinQcosO

-cos¢sinOcosv+sin¢sinv cosQsinOsinv+sin¢cosv cosQcosO

(A.ll)

(A.12)

Sid31<;

(A.14)

次に,角速度ベクトルとⅩYZオイラー角の関係について述べる.両者の関係は一般に次式

で与えられる.(詳細は参考文献[17]を参照されたい)

1 sin¢tanO cos4tanO

0 cos¢ -sin¢

0 sinQcos-lo cosQcos~10
(A.15)

上述のように,オイラー角は3つの変数により姿勢を表現することが可能であり,伝統的

に最も頻繁に用いられてきた.しかし,オイラー角により得られる回転行列には,三角関数

が含まれており強い非線形性を有している.このため,このオイラー角により表現された姿

勢(回転行列)の時間微分と角速度ベクトルとの関係式(幾何方程式)も複雑となる.更に,ロー

ル角β=90[deg]に特異点を有する (式((A.15))).これは,ピッチとヨー角の回転軸が一致す

ることから,幾何学的にも理解できる.妖では,姿勢表現の一つである四元数について述べ
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る.これは,幾何方程式を簡易に表現できるといった特徴を有する.

【四元数】

オイラーの定理より,任意の2つの座標系は,ある一つの回転軸による回転のみにより一

致させることができる.四元数とは,このオイラーの定理に基づく姿勢表現方法であり,拘

束条件を伴う4つのパラメータを用いて,次式で与えられる.

CDA=

gl

g 2

63

84

cos(i)

4 sin (号 )

禎 in (書 )

4 sin (書 )

(拘束条件;igi2-1〕 (A.16)

ここで,ベクトルL-[4 ろ 灯は座標∑0及び座標∑Aで表現された回転軸を表す単位ベ

クトルである.また,卯ま回転角を表す.四元数と,回転行列の関係式は次式で与えられる･

Rod(e)=
612-g,2-8,2+842 2(CIC2-6,64) 2(C,C1+8284)

2(clC2+C3C4) 822-g32-812+842 2(82g3-6.g.)

2(83g1-8264) 2(82g,+glg.) g32-812-822+8.2

また,角速度ベクトルと四元数の関係式は,次式で与えられる.

主=S(£)a

ただし,

を表す.
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付録-B 全空気力学パラメータ推定器の問題

揚力係数と抗力係数の推定誤差Z'=lzl′- Z8']Tを次式で定義する.

Z'圭&'+p'(Ⅹ)-α′ (B .1)

&'-[∂1′･･･&8']T,p'(Ⅹ)-[pl'- j78']T,,α′-[Ĉ.- Ĉ.kl- k転]Tを表し,i'･P'(Ⅹ)
が揚力および抗力係数の推定値を表す.推定器の設計に際し,揚力及び抗力係数が表れる次

式の並進運動と回転運動サブシステムについて考える

i-lqfo)HR33.m-1l]lGBfTT ]p(or)-[97go)H m.-1 ヱ]M(o r,R33(£,亜 (B･2,
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o

3
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一

を表す.式(B.1)を式(B.2)に代入することで次式を得る.

i-lq73)]･[m.-1ヱ]M(or,R33(8,64))(&'･n X)-Z,)
(B.3)

マニフオール ド上において,不確かさの影響を受けないように,マニフオール ドを次式で定

義する.

M -((Ⅹ,a)∈R2×R4 Jや (xl)Tz- o i

推定則を次の定理により得る.

(B.4)

定理B･1 oh>0(i=1,-,4),R3,(£)>0であると仮定する･さらに,ロータ角速度の時間

微分は利用可能であると仮定し,パラメータ推定則を以下で与える.
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p'(S,a)=r22

R3,(6,84)a,,12vz-a,,12a,2

R,3(S,C4)a,,22vz-a,,22a,1

R33(£,C4)0,32vz+a,,,2a,2

R,3 (S,C4)a ,,.2vz+a ,,.20 1

-a),12a)3

a),22a)3

-a),32a)3

a)r42a13

(B.5)

L l
αii* ｣

a p ' (S,0 ,,R33)

as
‡ [ :(go,H m.Llヱ ]M (or,R33(" 4))(a,･P ,))

∂ p' ( S,0 ,)∴ ∂p'(S,0,R,3)
a o aR33

R33(£)

(B.6)

ここで,r三>0は対角行列の設計パラメータ,A,.(i-1,2,3)ばAの(i,i)成分をそれぞれであ

る.このとき,パラメータ推定誤差は有界かつ原点は安定となる.さらに,パラメータ推定

誤差がシステムに与える影響に関連する項M(0,)Z'は, ∈L2となる.

式(B.1)を解軌道に沿って時間微分し,式(B.1)と式(B.6)を代入することで次式を得る.

.′ ∂p'(S,0,)Z=-

ap'(S,0,)
as

∂S

m

言
M(0,,R3,)Z'

-(r三)T(Il三)MT(0,,R3,(£))

(B.7)

(B.8)

式(B.5)を用いて,

となる.式(B.7)に式(B.8)を代入すると

ゑ′--MT(0,)(r2)T(r三)M(0,)Z' (B.9)

となる.ここで,推定誤差システムに関するリアプノフ関数の候補をV-Z'Tz'とし,解軌道

に沿って時間微分し,式(B.9)を代入することで次式を得る.

V--2Z'TMT(0,,R33)(r'Z)T(r'Z)M(0,,R33)Z'

r;M(0,,R3,)Z'

≦-2"F ,zH2HM(0,,R,,)Z'JJ2≦o

(B.10)
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したがって､Z'は有界である.さらに,上式を積分すると

V(o)-V(-)≧ 2 llr,zH2flfM (0,)Z'll2d t

よって,M(0,)Z,lf2｡L2である.

(B.ll)

以上より,マニフオール ド-の収束性は証明された.更に,式(B.10)より持続的励振条件

下において,パラメータ推定誤差は零-と収束することがわかる.しかしながら,式(B.9)に

示すように,各推定誤差と設計パラメータとの関係が不明確であることがわかる.また,ロ

ータ角速度の微分フィー ドバックを必要とすることからも,本推定者削ま実装の観点から好ま

しくない.
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