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－次遅れ要素をもつLienard形非線形システムの
一般化リアプノフ関数

,宮城箙夫＊大城腱*＊山下勝巳＊

AGeneralizedLyapunovFunctionfbrLi6nard-TypeNonlinear
SystemwithFirst-orderLagE1ements

HayaoMIYAGrI;TakeshiOHSHIRO**andKatsumiYAMASHITA＊

Abstract

lnthispaper,thedirectmethodofLyapunovisusedtostudythestabiUty
ofaLi6nard-typenonlinearsystemwithfirst-orderlagelements・Ｔｏｅｓ‐
tablishtheprocedureforconstructingLyapunovfimction，thesystemisre‐

writtenbyatransformationThen,astabilitycriterionforthesystｅｍ,which

introducesanewtypeLyapunovfunction，ispresentedWhilethepositive

matrixPappearedintheLyapunovfunctionisobtainedbysOlvingmatrix
equations,thepossibilityofexistenceofPisdiscussedfromthepointofview
oftheconditiontheLur6-typeLyapunovfunctionforthewen-lmow、non‐

lmearfeedbackcontTolsystemsexists．

KeyWords8Li6nard-typenonlinearsystem，

StabiUtyanalysis,Lyapunovfunction

者らによって開発されたLi6nard形システムのリアプノ

プ関数成法１１．２)を基盤として，－次遅れ要素で与えら

れるパラメータ変動を零噸したLi6nard形非線形シス

テムの一般化リアプノプ関数の構成法について論じる。

1゜はじめに

Li6nardの方程式はＬＲＣ回路で表現される電気シ

ステムをはじめ，回転機やベネの機械システムなどそ

の適用範囲が広く，工学上重要な方程式の一つであ

る。非線形システムの安定性解析の手段としてはリア

プノプ法が一般的であるが，Li6naJdの方程式で記述

されるシステムが独特な非線形性を有するため，効果

的なリアプノフ関数構成法がなく，多くの場合，】個

の２階の徴分方程式から直観的に得られるシステムの

エネルギーがリアプノフ関数として採用されている。

一方，発電機システムにおけるガパナの効果などに

見られるように，システム内に制御系が存在したり，

パラメータの変動がある場合，これらの動作は一次遅

れ要素で与えられることがある。本論文では，般近筆

2．問題の設定

本論で対象とするシステムはFig.１に示されるよ

うな－次遅れ要素を持つLi6nard形非線形システム

であり，次式で示される。

ｙ＋ｇ(y)ｙ＋ｖ＋ｆ(y）＝0

Ｖ＝αＴｚ

ｉ＝－，z＋R[y，ｊ]丁

(1)
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ここで， Ｘ＝ＡＸ－ｄ‘(y)一bf(１７〉

〃＝ｃｌＸ

ｊ（y)＝g(y)ｃ１Ｘ

ただし．

【UT＝［α,，α２，…，CYR］

ＺＴ＝［Z１，α２１…，Ｚｇ

Ｄ＝diag（ＤｌＩｉ＝１，２．…ｕ

Ｒ：ｕｘ２の定数行列

また，ｇ(yLf<y)は連続な関数であり，次の性質を

満足するものとする３１。

(i）ｇ(y)＞oかつg(y)瞼原点近傍で偶関数の性質を有

する。

(3)

ﾄ[:鰯)`薑[jj
b雪[:ﾙｰ[i］

3．システムの安定性

(ｉＯｙキOに対しｙｆ(y)＞Ｏ

ＯｉＯｙ牛Oに対し‘(y)f(y)＞Ｏであり，

かつＩｙｌ→｡。のとき｜‘(y）｜→｡。

ただし，＃(y)＝jⅡ(yjdy

(3)式は,もしｇ(y)が定数なら定数行列Ａを用いてＡＸ

－ｄ‘(y)＝ＡＸと記述されるので，いわゆる非線形フ

ィードバック制御システムの形式となり，Anderson氏

らによって確立された安定定理が適用される。しかし

ながら，本論ではｇはｙの関数としており，この定理

を適用することはできない。そこでg(y)の非線形性を

も考噸した次の安定定理を導く。

Li§nard-type

nonlinearsystem

Ｚ ｙ，ｙ

［定理］

(3)式のシステムは，ｇ(yLf(y)が（ｉ），（ii），（iii）の

条件を満足し，かつ次式を満たす正定行列Ｈと非線

形関数を要素とする行列Ｌ(y)，Ｗ(y）が存在するなら

安定である。

ＡＴ(P+crTg(y))＋(P+mTg(y))Ａ

＝一Ｌ(y)Ｌ(y)Ｔ （４）

Ｐｄ－ＡＴｒ＋(ｒ－Ａ配k)ｇ(y)＝－Ｌ(y)Ｗ(y）（５）

ｄＴｒ+kgけ)=÷W(y)TW(，）（６）
Ｐｂ－ｑＡＴｃ＝ｍＩｃ （７）

First-orderlag

Elements

Ｆｉｇ．１８Li6nard-typenonlinearsy8temwiLh
first-orderlagelements

(1)式においてｊ＝⑳－‘(y)と変数変換しロｙ，(u，ｚ

に関するＩ階連立敬分方程式に変形する。
bTr＋ｑ＝ｍ２ (8)

ここで@ｍ,，ｍ２は非負の定数,ｑは正の定数であり，

正定行列Ｈはｊ＝ｑｌ－‘(y）

、

(U＝＿αTｚ－ｆ（y） (2)

H=LFlq (9)

z--Dz÷心Ｍ
とばき換えられている。

（証明）

上記の定理は次式で与えられる－つのリアプノプ関

数の存在によって証明される。

さらにＲ＝［ＲＬＲ２]，ＸＴ＝［y，｡，Ｚｒ］とおけば次

式が得られる。
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ただしＡ＝A-godcTであり，Ａ，。，ｂ，ｃ’は(3)

犬における値と同一･の行ﾀﾞ11もしくはベクトルである。

(lid式のシステムの線形部分の伝達関数ｗ(s)は

Ｗ（s）＝ＣＴ（ｓｌ－Ａ）-1ｂ（１１

で与えられている。そこでMooreとAnderson氏ら

の結果に従い，もし

[：【]い)］v令[x，@Ｍ
＋ｑｌ;'(")d〃 (１０

(Ⅱカバ"１Ｖの時１１１１難関攻を求め．CＴｂ＝０，ＣＴｄ＝

liHSらに(4)～(8)大の関係に滴｢lして稚】１１十ｲ（ぱ

Ｖ＝」Ｘ［AT(P+crTg(y)+(P＋rcTgb))A］Ｘ
２

_ＸＴ「Pd-AFr＋(ｒ－ＡＴＣｋ)g(y)］｡(y）

－［dTr＋kg(y)］｡(ｙｙ

－Ｘ１〔Pb-qATclf(､)-(bTr+q)f(〃)｡(y)

－i,XL(汗W[恥,｡,,ILMrX-wWMl
-m1UI(〃)－ｍ‘f(《')｡(y）００

となる。，,＝ｙの関係があるので，ＶＩｘｆ(y)．Ｆ１(y)に

関する条件（ii），（iii）のもとに半負定値となる。ま

た，条件（ii）のｲ〕とに(ID式の右辺第２項は『E定価と

なり，Ｈが正定行列なのでＶは正定値である。これ

らの結果よりＶはリアプノフ関数であり、(3)式のシス

テムは安定となる。ロ

したがって，もし条件（ｉ），（ii)，（111）がｙのす

べての領域で成立すれば，Ｖが半負定値にもかかわら

ず，原点以外のシステムの任意の解軌道上でＶが恒等

的に零でない限り大域的な漸近安定性が得られる。し

かしながら。多くの工学の問題では条件（ｉ），（Ⅱ)，

（iii）は必ずしもｙの全領域で成立せず，局所的に原

点付近で成立:するに-すぎない。このとき，リアゾノプ

関数はその成立条件からシステムの漸近喪定領域の評

価に１１]いられることになる。

Ｚ(s)＝(､＋qs)Ｗ(s） (10

が１１ﾐ寵となるように，非負の定数、と正の定数ｑが

存在するなら‘次式を満足するＰ１Ｌが〃在する。

ATP＋ＰＡ＝－ＬＬ１． ０ｍ

Ｐｂ＝rlc＋qATc（ＩＱ

Ｚ(s)は次の３つの条件を満足するとき正爽である。

（１）Ｚ(s）の要素はＲｅ(s）＞Ｏに対し解析的であ

る。

〈Ⅱ）かくs）＝Ｚ(s*）

（Ⅲ）Ｚ(s）＋ＺＴ(s*)はＲｅ(3)＞０に対し半負定値

となる。

ここで，車は共役を表している。

したがって,（''’㈹式を満足するｐ１Ｌが存在すれ

ば，ルーリニ形アプノフ関数4)－７】

ｖ=台XTPx+qj？(.)｡． （、

が存在し，その時間導関数は次式で与えられる。

ｖ=_;xTmTx-mf(.）個
次に，01,（'0式を満たすP，Ｌの存在から，(4)～(8)式

を満たすP，Ｌ(yLW(y）の存在条件を潮出する。

もし，ｇ(y）＝ｇｂならゆ(y）＝ｇｏｙとなることに藩目

して⑩式の右辺第一項は

4．行列方程式の解

(3)式で与えられる非線形システムのリアプノフ関数

を構成するには(4)～(8)式の行列方程式を解いてＰ,「，

ｋ１Ｌ(y)，Ｗ(y)を求める必要がある。ここでは，これ

らの解の存在条件を非線形フィードバック制御システ

ムに対するルーリニ形リアプノフ関数の存在条件か

ら導く。(1)式におけるｇ(y)を原点近傍で近似した値

をｇｏとおくと(3)式は形式的に非線形フィードバック

システムの形で表わされ，次式のようになる。

Ｘ＝ＡＸ－ｂｆＭ
ＯＯ

ｕ＝CＴＸ

告､ｗ(，)][駐Ｍ］

一合ＸＴ[P…c瀧+goc『『
＋kgO2CcT]Ｘ

(1＄

と鰯くことができる。したがって，⑰式におけるＰが
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となる。一方，ｇ(y)の原点近傍における航をｇｏ（正

の定数）と厩<と次式で表される。
Ｐ＝Ｐ＋gorcT＋gocrT＋kgicc.「 四

と分解できるものと仮定する。

⑩式とＡ＝A-godcTの関係を用いれば，0,,00式

の関係式はそれぞれ

ＡＴ（Ｐ＋ｃｒ殖０）＋（Ｐ＋rCrgo）Ａ

－２［Ｐｄ－ＡＴｒ＋ｒｇＯ－ＡＴｃｋｇｏ]cTgo

-2cgo[dTr＋kgo］ＣＦＩ勘＝一ｍＴ⑫I）

Ｐｂ－ｑＡＴｃ＋ｇｏｃ(ｂＴｒ＋ｑ）＝ｎｃ四

となる。さらに，い)，蝿式において

ＡＴ(Ｐ＋crTgo)＋(Ｐ＋rcTgo)Ａ＝－LoLoT＠$

Ｐｄ－ＡＴｒ十（ｒ－ＡＴｃｋ）ｇｏ＝－ＬｏＷｏ鋤

。,r+,`戯,=合Wo， ㈱

となるようにＬ＝Ｌｏ－ｃＷｏｇＯと分解でき，かつ

x薑[“ニヨバ

ー[ルトル
Ｕ＝［１００］Ｘ

上式の線形部分の伝達関数Ｗ(s)瞼

ｓ十Ｄ
Ｗ(s)＝

ｓ((s＋go)(s＋Ｄ)＋αＲｚＩ－`rRI

となりＺ(s）が正襲のための条件は

ｑｇＯ－ｎ＞０かつＤＲ２－Ｒ，＞0

､(》

、l〉

､。

となる。Ｚ(s)が正実であれば００，（ICI式を満足するＰ，

Ｌが存在し，結果的に”～㈱式を満足するＰ１Ｔ，ｋｌ

ＬｍＷｏは

P-rfW蝋ｉＩＷ'鰯妻劉１

F-m臆-．

し｡‐(纏肩;=扇，〃鋤m
mlii薊、］

Ｐｂ－ｑＡＴｃ＝ｎｌｃ 岡

ｇｏｃ（ｂＴｒ＋ｑ）＝ｎｚｃ”

となるように，、が､＝､,＋､2と分解できるなら，（４）

～(8)式と⑬～､i)式をそれぞれ対比することにより，

(4)～(6)式を満たすＬ(y)，Ｗ(y）は⑬～飼式を満たす

Lo〆Ｗｏで単にｇｏ＝ｇ(y）と極き換えることによっ

て求められる。また，(7)，(8)式と”，⑰式の対比か

ら、,＝、１，，２＝、2／goであることがわかる。

５．例題システム

一例として，次の簡単な一決遅れ要素を持つ

Li6mard形非線形システムを考える。

ｙ+g(y)j+((y)＋αz=０
，３

ｚ＝－，z＋Rly＋R2j

上式を(3)式の形式に櫓き直せば

ﾎﾞｰ[鵬]雛-ル

ー[ル
ヮー［１００］Ｘ 、，

‘(y)＝ｇ(y)ｊ＝g(y)［100]ｘ

JTFT］wF［
ただし

③３

α

ワー万iﾏｱｰｰＴＴＴ

で与えられる。この場合には，（ｌ１式のルーリエ形リ

アプノフ関数とその時間灘関数は次式となる。

ｖ-;．[(蝿-(1-`ﾘ9.y胴(1-…

÷Bi;鶚;ｙ
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÷蝋{価戸面･z-1芳等i:１，}］
＋qj;f<y)dｙ“

ｖ=-q[('－，r)g,､(卿-90y)，

＋りり（Ｄ－卜ｎ.go）Ｚ２

＋ヮＲ１〈R2ago＋Ｒ,）ｙ２

十aghyf(，)］“

ただし‘ここで、I＝αｇＤｑと臆き換えを行っている。

また，001式のＶ，（11)式のＶは00,鯛において【r,＝Ｏ

とi1tき換えることにより縛られ，伏式となる。

ｖ薑告qル`('１｢÷号，‘

＋,(rがz一帯,}1+qK『(’Mγ“

ｖ－ｑ[{…(y)｢十…+聯畔ﾂﾞ]@m

５

●

０
０
１

三
壹
二

ｙ

。７

Ｆｉｇ．２：Cross-sectionsofstabiljtybounｄａｒｉｅｓ

ｉｎｔｈｅｐｌａｎｅｚ＝０

５
巳

０
０
Ｉ

なお，（10式のＺ(s)における極一零点の消去は、／

q＝０あるいは、/ｑ＝ｇｏの場合に生じるので，理論

撒成上はα`≠０，α,≠１として取り扱われる。しかしな

がら，“式，燭を参照すればわかるように，これら

の値に対しても“式はリアプノプ関数となる。“，

肋式においてば-1,Ｒ,＝Ｏに選べば文献８で構成

されたリアプノフ関数に対応する関数が得られる。

さらに，ｙ＝(Ｕ－@であり，リアプノフ関数をこのｙ

を用いて記述することもできる。

またⅢGSIのＶは半負定値であるが，ｇ(y1f(y）に

関する条件が成立する範囲内で原点以外のシステム

の任意の解軌道上でＶが恒等的に零にならないので

システムは局所的に漸近安定となる。

Fig.２～４はg(y)＝g`，＝0.3,α`＝1.0,Ｒ,＝0.ＯＯＯＬＲ２

＝0.002,ｆ(y)＝siｎ（y＋肌〕－sin6"，〃`－０．４】２とし

た場合の具体例について⑬式のルーリエ形リアプノプ

関数から得られる漸近安定領域を描いたものである。

α'の値によって保証される安定領域は異太り，最適

なけの値はシステムの解軌道の方向に依存する。

なお，安定限界の決定には文献９の方法を用いた。ま

た，ｑは単なるスケールファクタとしての作用しか

なくｑの選定は漸近安定領域の広さに影騨を与えない

ので，計算の都合上単にｑ＝１とした。

ｙ
一一一一T-－－－

－２．００

Ｆｉｇ．３：Cross-sectionsofstabilityboundaries

intheplanej'=0

０
０
ｌ

全
二
連

Ⅳ
Ⅳ
Ⅳ

ｙ

￣￣Ｔ￣￣－－

２．，，

Ｆｉｇ．４：Cro8s-sectionsofstabilityboundａｒｉｅｓ

ｉｎｔｈｅｐｌａｎｅｙ＝０
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6．おわりに

本論文では,Li6nard形非線形システムにさらに－

次遅れ要素を付加したシステムのリアプノプ関数構成

法について鏑じた。餓初にシステムの変換を行い，こ

の変換されたシステムに対して安定定理を導くが，定

理を証明するため，一つのリアプノブ関数を提案し

た。リアプノフ関数に含まれる正定行列Ｐは行列方程

式を解くことによって得られる。行列Ｐの存在条件に

ついては，システムの－部の項を原点近街で近似ずれ

ぱいわゆ為非線形フィードバック制御システムの形式

になることに瀞目しリルーリニ形リアプノフ関数の存

在条件より論じられている。


