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・モデル化誤差に対してロバスト性がある．

本論文では，モデル予測制御が制御対象の入出力

情報から制御系を股計することと，制御アルゴリズ
ムの理解のしやすきに注目し，モデル予測制御を走

行クレーンシステムの振子の振れ止めと台車の位置

制御に適用する,モデル予測制御を走行クレーンシ

ステムに適用すれば上記のような特徴から，例えば

殿適制御のとき必要とぎれた状態方程式を求める手

間が不要となり｡簡便かつ高い制御性能をもつ制御方

法になるものと思われる．

モデル予測制御にはいくつかの方式があるが，イ

ンパルス応答モデルを用いたモデル予測制御〔ｌｌｈ(U2）

は制御対象が安定である瓢をiii｢提としたものでありロ

台車系の位腫制御のように内部に穂分器を含むIil御
対顔に対しては振動や発散が発生しやすい．そこで，

本論文では走行クレーンシステムの振子系と台車系
それぞれに適したモデルを用い，ざらにＰＩＤ制御の

積分動作を陽に組み込んだモデル予測制御を新たに
提案する．繍分iMl作を組み込むことにより外乱除去
特性の向上が期待できる．そして，提案法の有効性を
検証するために従来法との制御性能比較を行う.制御

実験では制御対狼の入力側に外乱が加わる場合の振
れ止めおよび位置決めの制御性能を比較し，提案法

１．はじめに

走行クレーンシステムの制御についてはさまざま

な方法('〕~(6)が提案されているが，それらは数学的に

複雑なものが多く，制御器を櫛蕊するまでに手間がか

かる．この制御問題に対して，王城ら[7)はlljU御対象の

入出力情報を用いた制御方法として，インパルス応

答に蕊づく振れ止め制御系を提案している．しかし，

この手法では振れ止め制御系のみを取り扱っており，

位団決め制御に|M1しては言及していない．

一方，モデル予測lbＩ御(MPC:ModelPredictiveCon‐

trol）もまた制御対象の入出力情報を避にした制御方
法として知られており，虫にプロセス制御において良

好な制御性能を収めている(8),(9)．

モデル子ijM制御には次のような特徴がある(１０)．

・制御アルゴリズムが理解しやすい．

・制御対象の入出力傭報からモデルを決定する．

・操作魅の上下限などの束縛条件を簡単に変更で

きる．
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が外乱除去特性に優れていることを示す．

２．制御対象のモデリング

まず，提案法および制御性能比較の対象とするモデ

ル予測制御(以降ＭＰＣとする)で用いるモデルを示す．

提子系の助特性と台車系の動特性は大きく異なるこ

とから，提案法ではそれぞれの動特性にあったモデル

を用いる．すなわち，振子系についてはインパルス応

答モデル，台車系についてはＡRMA(Auto-Reg『ussive

MovingAverago)モデルを用いる．一方，ＭＰＣでは台

車系，振子系を共にインパルス応答モデルで表す．

２．１走行クレーンシステム本論文ではⅢリン

クスコーポレーション社製の走行クレーンシステム

の実験装置を用いた．この爽験装腫では台単位１１２お

よび振子角度は緑測器仕製ポテンシヨメータ（CPP‐

45,CP-2u）でiif洲し，台DIIの駆動には山洋甑気仕製

サーボモータSUPER-L-402T-U11を用いている．ポテ

ンシヨメータの出力はCONTEC社製Ａ/､,、/Ａ変換

ボードADA-12-8/2(98)によりパーソナルコンピュータ

NECPC-9801RLにデータを取り込んでいる．サーボ

モータの|M御はリンクスコーポレーション社製のモー

タドライバにＡ/､,、/Ａ変換ボードを接続する事で

行う．この走行クレーンシステムの概略図を図１に示

す．また，この走行クレーンシステムに１Ｍのステッ

プ入力を加えた鰯合の応答を図２に示す．なお，サン

プリングタイムは0.01{８１である．また,観測したデー

タにはノイズが含まれるため次数128次，カヅトオフ

周波数5[Hzl，Blackman窓を用いたＦＩＲフィルタ(１，】

によりノイズ除去を行っている．この応答データに基

づいて，以下に示すように２つのモデルを求める．

２．２ＡＲＭＡモデル('4）まず，走行クレーンシス

テムの台車系の応答をＡｎＭＡモデルを用いて表す．

本騰文では台車系が図２(b)に示すように積分型の動

特性を示すことから，次式のＡＲＭＡモデルを｣Hいる

ことにした．
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(1)ym(t＋1)＝Um(0＋１m(8)

ここにW､(t）はモデル出力値，ｕ(t)は制御入力値，ｂ

はモデルパラメータであり，図２(b)のグラフの傾き

とする．

２．３インパルス応答モデル次に走行クレーン

システムの応答をインパルス応答モデルで表す．な

お，走行クレーンシステムのインパルス応答は図２

のステップ応答の隣接差分から求める．

制御対象のインパルス応答をｈと，制御入力値を班(2)

とすると，インパルス応答モデルy､(t)は次式で表き

れる．

０．

Ｗｂ鴎(t+j)＝Ehku(t+j-k）（２）
と富ｌ

契際にはインパルス応答モデル'よ必要な精度に応じ

て有限項で打ち切る．

－２０２－
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1噸鰍測雛駄：{鯏麦

｡F[撒ＨｌＩＩＩＩ

雌lIIIJJj」
小jIil

従来のインパルス応答モデルを用いたモデル予測

制御では適当に決めたモデル次数ﾉＶでインパルス応

答を打ち切る．すなわち．ハ&＝Ｏ(ん＝Ⅳ＋1,jV＋2,…）

としている．しかし，これは制御対映が安定である事

を前提にした打ち切り〃であり，台噸系のような樹分

型の制御対象に対してこのような打ち切りをｉｉうと

制御時に振ＩＭＩが起こる．

そこで本鎗文では(2)式を以下のように変形する．

まず，制御入力値は時釧（より術のⅣ項で打ち切る

ものとする．すなわち，ｕ(ｔ－Ⅳ‐ん)＝ｏ(A＝112,…）

とする．よって，現時刻以降のilill御入力値と過去のＩＭＩ

御人力値に分けて表すと，

ｊ－ｌ

Ｕｍ(t+j)＝U､(t)＋ZAj」と池(t＋A）
ルーＯ

Ⅳ

＋Ｚ{心十A-A代}Ｍ('一A）（３）
ｔ＝ｌ

となる．さらに，モデル予測制御ではＩＭＩ御ホライズン

と呼ばれる制御入力値を求める区lIU/Ｍ以降のｌ１ｊＩ御入

力値は，それよI)iMIのIlil御入力値ｕ(t＋Ｍ－１)に等し

いと考えるため。(3)式の右辺輔２項をＭまでのIill

御人力値とそれ以降のIMU御人力値に分けて茨す．よっ

て，インパルス応答モデルは次式となる．

川一Ｉ

ｙｍ(t+j)＝p,､(t)＋Zb-ku(t＋k）
上＝Ｕ

ｊ－ｌ

＋ZAJ-A皿(t＋A`－１）
上＝Ｍ

ｌＶ

＋Ｚ(ﾉも+k-h鷹}u(２－１６）（４）
脂＝I

３．誤差積分つきモデル予測制御

二こで本論文で提案する誤差積分を考慮したモデル

予測制御を走行クレーンシステムに適用する．提案法

では台車位仕と振子角度の２つの出力にカル，台LlK

位圃に対しては予測式にＡＩＷＡモデルを用い，撮子

角度には予測式にインパルス応答モデルをIilいたモ

デル予測制御を用いる．さらに，従乗法ではＰＩＤ(１１１１

脚の積分動作を制御則に組み込むことで外乱除去特

性の向上を図る．ここで提案するモデル予測IMI御を誤

差積分つきモデル予測制御(MPCEI:ModeIPmdicbive

Controlwitl2ErrormntegratioI,)と呼ぶことにする．

３．１ＡＲＭＡモデルを用いた予測式まず，（１）

式のARMＡモデルを次式に代入し予測式とする．

帥(t＋j)＝y(t)＋(ｿ､(t＋j)－ym(t)）（５）

ここで，帥(t)は予測値，Ｕ(t)は実際の出力値である．
予測式を求める際，制御ホライズンハイ以降の制御入

外測
蠅悩lii

…ハル－M+２ハル-M+,＋ＺｈＬ－偽

…hL-M+３ハL-M+2＋EhL+1-A

…‘鵬ﾂﾞ"処鰄…＝"…
…ハL-M…，hL-M÷P＋ＺｈＬ十Ｆ－１-た
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積分のベクトルである．

ｅ＝[1,1｡…,ｌｌＴＺ{'(ん)－ＤＩＩ(k)）（'4）
片＝0

以上から１入力２出力系のiifIllilXl数を（15)式に示

す．ここで，AP,A・はそれぞれのllMlIitnKみ，北は誤

差梢分砿み、Ａ・は制御人力航１１iみである．また制御

入力鮒に関する項は，これから求める棡御入力IHIベ

クトル吟と1ステップ前に求めた制御人力値ベクト

ルｕ凧_`の差分とし，制御人力1Aの変動が小さくなる

ような評価を行う．

J=小(';‐(vﾄﾞｰﾙ.)仰11-(蝉一礼.)}
十兆(蛎一ソ:)γ(輔一,:）
+ハル,,-u１，－０)Tい,１－Ⅶ鵬,)

＝Ａ１,{’'十bBu蝋一(‘F-A1c))ﾂ
ﾔ+bBun-(ﾂﾞﾄﾞｰﾊ,c)）

+)Ｗ+Ｈｉ迦鰯十HWuo-ﾂﾞﾄﾞｱ
ｪ(ﾂﾞ｡+Ｈｌｉ幽剛÷H:迦・‐p:）

＋Ａｕ(池ｎ－ｕｎ－Ｉ)T(辿風一秘､-Ｊ（15）

そして，（'5)式をIMI御入力航ベクトルｕ,`で偏微分

し，岼価関数を舷小にするIMI卸入力値ベクトルを求

める．

且=んbBW+bBu赫一(,ﾄﾞｰﾊ`｡)｝６u、

＋人.HW1ﾂﾞ｡+H:u,,+HFuo-ツゲ）
＋入｡(皿厩一ｕｎ－ｊ＝ｏ （16）

従って，制御人力髄ベクトル皿愈は

迦憾=(小b2B了B+ﾊ｡ＨＨｒＨ１Ｉ十A画I)－１
×{北､ＢＴ(yﾄﾞｰﾙご-ﾂﾞ'）

＋人倒H:T(ﾂﾞ3-ﾂﾞ｡-H:u･)十A②um-m｝（'7）

よりi\られ，時刻８におけるIMI脚入力値は次式で与え

られる‘

ｕ(t)＝11,0,0,…,O１ｕｎ（18）

４．インパルス応答モデルを用いた

モデル予測制御

次に制御性能の比較に用いる制御系を示す．本麓文

ではインパルス応答モデルを用いたモデル予測制御

を比紋に用いる．しかし，２．３節で述べたように従来

のインパルス応答モデルの打ち切り方では台車系に

振動が起こる．そこで本論文では(4)式のインパルス

応答モデルを用い，また評価1111数に制御入力を抑え

る項を加える．

…|損織機｜
（９）

３．３評価関数と制御入力値以上から艀価lHI数

を決定し，ＩＭＩ御入力値を求める，走行クレーンシス

テムの台車位侭の予測式にはＡｎＭＡモデルを用いた

(6)式を用い，擾子角度の予測式はインパルス応答モ

デルを用いた(8)式を用いる．よって予測式はそれぞ

れ(10),(11)式で表される．なお，ｂは図2(b)のグラ

フの傾きとし，Ｈ:,Ｈ:のインパルス応答は図2(a)の
ステップ応答の隣接差分から決定する，また，股１１.パ

ラメータＬ,Ｐ１Ｉｆはどちらも同じ値を用いる．

鰯＝ⅢP＋bBu,‘ （1ｍ

Ｕ;＝Ⅲ卿＋Ｈｌｉｕ,!＋ＨＷｕｏ ｕｌ）

次に台車位腫．振子角度それぞれの穆照軌道ペクト

ルツド,ｐ：を示す，参照軌道の算出には次式を用いる．

跣(t＋j)＝Ｗ(8)＋(１－《rj)７（12）

（j＝Ｌ,Ｌ＋1,…,Ｌ＋Ｐ－１）

ここでｒは出力の殿終的な目標値，α(にα＜1)は

求める参照軌Miのなめらかさを決める股叶パラメー

タである．そして，参照軌道ベクトルＵ『,蝉を以下
のようにおく．

ツドー[蝉(t＋L),〃F(t＋Ｌ＋1叶・．,隙(t＋Ｐ－１)ｌＴ

ｖＰ＝[":(z＋L),蝉(t＋Ｌ＋1),…，ﾚﾄﾞ(U＋Ｐ－１)１丁

（13）

次に評価関数を示すが，本齢文では参照軌道ベクト

ルツドから（14)式に示す澱差積分ベクトルｅを減ず

る．この動作は，オフセットが残る場合にはオフセッ

トが無くなるまで目標値をずらすというものである．

つまり，出力値が目標値よりも大きい時は参照軌道を

実際の目標値よりも小さくなるようにずらし，逆に出

力値が目櫨値よりも小さい時は参照軌道を実隠の目

標値よりも大きくなるようにずらすことを意味する．

そしてこの誤差積分ベクトルが評価間数に組み込ま

れることで，後に示すように求める制御入力値は脱

蓬積分を考顧して決定される．これはＰＩＤ制御の馴

分動作に相当し，後の制御実験結果に示すように，ス

テップ状外乱に対してオフセットを除くことが可能と

なる．ｅは次に示すように台噸位置と参照軌道の誤遥

－２０４－
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れた．なお，サンプリングタイムはいずれも001[s)で

ある．Ｅｗ３はステップ状外乱を制御対膜の入力側に加

えた場合である．二のＭＩＩ合は提案法では台蝋位圃に

オフセットを艇さずに１１１１脚が可能だが，ＭＰＣではオ

フセットが残っている．これは，ＭＰＣでは台蝋系をイ

ンパルス応答モデルで表すために制御対象とモデル

の動特性が大きく異なる上，制御系の櫛築の際には

li！伽対象の人力側に外乱がljI1わる躯を考慰していな

いためである．I別４は'{IIzlの正弦波外乱を制御対象

の人力''1ﾘに加えた場合である．振子の摘れを比較す

ると，どちらの方法でも振子を筋I上させることはで

きていないが，振子の捕れは提案法では約±0.05[radl

であり，ＭＰＣの』|L分以下である．台''1位慨について

はどちらの方法でもほぼ原点に戻るが完全には静止

しない．

ここでは台東位置，振子角度どちらもインパルス

応答モデルから子il1Ｉするので，予測式は(19),(20)式

となる．なお，Ｈ:,斑,Ｈ$Ｈ：のインパルス応答は
図２のステップ応答の隣接差分から決定する．また，

股lリナパラメータＬ,Ⅳ,Ｐ,Ｍはどちらの予測式でも同

じ値を用いる．

粥＝〃P＋ｎN私､＋HFu。（'0）

館＝"．÷Ｈ１ｌｕ減＋Ｈ:皿。（20）

それぞれの参照軌道ベクトル〃'’8ﾉﾄﾞを(12)式から

求め．台単位髄重みをハP，擾子角度重みをハ｡，制御

入力値重みを入鰹として評価関数を次式に示す．

ノールM;－z/')7.(蛎一zﾉﾄﾞ）

＋A・(蛎一ZIP)T(y;－３Ｉ:)＋A0uqLru。（21）

3.3節と同槻に(21)式を１６１１脚入力値ベクトル仏､で偏

微分し，評価関数を鼠小にするlliU伽入力値ベクトル

を求めると次式が得られる．

ｕ副=(ﾙ〃H:+ｊｗ:ＴＨ１ｌ十入｡I)-］
×(入,HWzW-vp-H:"｡）
＋入.”(,:-9.-H:迦・)｝（22）

時刻ｔにおける制御入力値は(18)式で与えられる．

５．制御実験

走行クレーンシステムの振れ止めおよび位置決め

１M脚実験を２つの手法で行った．IMI御目的はⅢ台車位

圃Ｚ＝0.18[､).振子角度０＝O{radlで静止させた状態

から制御を開始し，振子を揺らさないように台車を原

点に戻すものである．両手法において参照軌道を決定

するパラメータはローOとした．このようにしたの

は，αを大きな値にして実験したところ振子を隙止さ

せるのに時IIBがかかるようになったためである．その

他の股計パラメータは表１に示す．提案法とＭＰＣで

股計パラメータが異なるのはロ種々の実験結果より，

擬子の揺れ角，台車のオーバーシュートが小さくかつ

できるだけ早く原点に戻るように股計パラメータを

制御手法ごとに決定したためである，なお鰻鐙積分

函みACの値がほかの並みに比べ小きい値となってい

るが，これは出力他の誤差に比べ誤差積分ｅはかな

り大きい値であり，ＡＣを小さい値にしないと擬動や

発散が起こるためである．

実験結果を図３，４に示す．擾子角度の緒采はどれ

も細かく樋動しているように見えるが，ＦＦＴ解析を

行った結果，角度を測定するポテンシヨメータにより

発生したノイズと思われる40IHzl程度の個号が見ら
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６．おわりに

本論文ではモデル予測制御系を走行クレーンシス

テムに適用した．走行クレーンシステムはｌ入力２出

力系であり安定系と不安定系が含古れている．本蹟

文で提案する誤差積分つきモデル予測制御では，振

子系と台車系で異なるタイプのモデルから予測式を

導出した．また，ＰＩＤ制御の積分動作を組み込むこと

で制御対象の入力側に加えられた外乱の除去狩性の

向上を回った．

制御実験では走行クレーンシステムの振れlこめ11リ

御および位慨決め制御を，提案法(MPCEI）と従来法

のモデル予測liI1lmを用いてIill御対映の入力側に外乱

を加えた場合で行った．爽験紺果から本給文で拠案し

た誤差積分つきモデル子il(IIiII蝉は，人力側に加えら

れた外乱に対して従来法よりも､１１御性能が高く，外乱

除去特性に優れていることが確認できた．

ｌit後に，本研究は文部櫛科学研究澱補助金蜂盤研

究(C)(2)09650295(代表琉球大学山本哲豚教授)の一

部を流用しました．ここに鮒意を表します．
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