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1. は しが き

知能 システ
知能 を もつ 自律 ロボ ッ トは､(1)
運動 システム と して安定性 が確保 され ､(2)
信号雑音 除去 のための フ ィル タ リング機能
ムとして推論 ､
進化､
意思決定機構 を持 ち､(3)
を備 えた複合 システムであ る｡
本報告 は､これ らの要 因 に対 す る研究成果 を まとめた もの
である｡
運動 システムと しての ロボ ッ トは非線形制御 システム とみなす ことがで きる｡ この シ
ステムを内蔵 コ ンピュータで監視 ･制御 す る際 に､最 も基本 的事項 であ りなが ら常 に問
題 となるのが安定性 の確保 である｡ リアプ ノフの安定論 は このよ うな非線形 システムの
安定性 の評価 に有望 と言 われ続 けなが ら､未 だ に現実 システムへの適用 が ほ とん どなさ
れていないのが実情 である

O

これは､ リアプ ノフの理論 が安定判別 のための十分条件 し

か与 えないとい う理論的不備 もさることなが ら､ リアプ ノフ関数 を構成 す る一般 的手法
が確立 されていないことに起 因す る｡
筆者 らの最近 の研究 によ り､安定 な工学 システムに現 れ る非線形性 にはあ る種 のパ タ
ー ンが存在 す ることが判 明 し､ また､ このパ ター ンは未知 の非線形摂動 を もつ システム
の ロバス ト安定条件 と して導 出 され ることがわか った｡本研究 では､ まず第 2葦 で､ ロ
バス ト摂動法 によ って任意 の非線形制御 システムのパ ター ン類別 を行 い､類別 された非
線形関数 の性質 を利用 して運動 システムの安定性 の解析 を行 う｡
また､知能 ロボ ッ トを ファジィ制御 す るには､置かれて いる環境 のデータ(
入力 )か ら
状況を的確 に判断(出力 )で きる推論機構 の構築 が重要 となる｡第 3章 では､推論機構 を
ファジィ関係式 で構築 す るとい う立場 か ら､関係式 の解法 アル ゴ リズムにつ いて検討 す

u
p･
ml
n
合成 ､I
nf･
m
ax
合成 に対 し､
る すなわち､関係合成 と して広 く用 い られているS
O

合成 関係式 の解 を得 るための一 つの効率 的なアル ゴ リズムを提案 す る｡ さ らに､ この判
断結果 を行動決定 といかに関係付 け､ 自律的 に行動 させ るかが重要 になる｡ そ こで第 4
葦 では､ 自律 ロボ ッ トの行動決定 のための学習機構 ､進化機構 につ いて論 じる0本研究
では､視覚セ ンサのみを持 つ ロボ ッ トが いかに学習 し､ルールを獲得 しなが ら行動決定
パ ター ンを形成 してい くかにつ いて調 べ るとともに､ ロボ ッ トど うLが競合 す る場合 の
共進化 モデル について も論 じる｡
一方 ､ ロボ ッ トが 自 ら意思決定 し行動 す るには､ ロボ ッ トの中に意思決定機構 を もた
せ る必要 がある｡第 5葦 では多 くの代替案 の中か ら一 つの最適 な案 を選 ぶ アル ゴ リズム
について検討 す る｡第 6葦 では､ ファジィ推論機構 を含 むシステムの安定性 につ いて検
討 す る｡ ここでは､ フ ァジィ入 出力系を非線形 フィー ドバ ック系 に変換 し､ルー リエ形
リアプ ノフ関数 による安定性 の解析 を行 う｡第 7葺 では､信号誤差 除去 のためのラテ ィ
ス構造型 フィル タの設計法 につ いて論 じる

｡

‑1‑

この報告書 は､平成 8年度 ､平成 9年度 の 2カ年 にわた って行 われた科学研究費補助金 によ
る研究成果をまとめた ものである｡
なお､研究組織 ､研究経費､研究発表 は以下 の通 りである｡

研究組織

研究代表者 : 宮城隼夫 (
琉球大学工学部

教授 )

研究分担者 : 山下勝 己 (
琉球大学工学部

教授 )

研究分担者 : 山田孝治 (
琉球大学工学部

講師)

研究経費

平成 8年度

1,100千 円

平成 9年度

60
0千 円

計

1, 700千 円

‑2‑

(1)
1.

-'A~±~
:q--:;;z:"';
ii,e.'-.'1'

1r:l)tVfft~t(, 1r~1f!j(: 101'\ A ~

/~J]IJJ,

B*~~~~Mll)(~

t?fW}J7:t t;: J:.

Q ~F*JRTf~ 7 l' -

f

1'\ ':J

:7 :/ A T

b

0) I'~

7-

(CW) , 62~, 598~, 1996-6

2. H. Miyagi, H. Tamanaha and K. Yamashita: Pattern Classification for the Stability

of Unknown Nonlinear-Feedback Systems, Proceedings of International Symposium
on Modelling, Analysis and Simulation(Lille, France), Vol. 1, 1996-7
3. K.Yamashita,K. Asato,H.Miyagi and H.Kahaei:A design method of an adaptive

multichannel IIR filter with generalized lattice structure, Proceedings of ITCCSCC' 96(Seoul, Korea), Vol. 1, 1996-7

4. K. Yamashita,H. Kinjo,H.Miyagi, T.Nakachi,N. Hamada and S.Kasaei:A Design method
of 3-D lattice predictive modeling, Proceedings of ITC-CSCC' 96(Seoul,Korea),
Vol. 1, 1996-7
5. N. Taira, Y. Fan,K. Yoshiya andH. Miyagi:A Method of Constructing Pairwise

Comparison Matrix in Decision Making,Proceedings of IEEE SMC' 96(Beijing,China),
Vol. 4,1996-10
6. H.Miyagi,M. Noborikawa,H. Fukumura and K. Yamashita:Solution of Fuzzy Relation

Equations Using the Rule of Exclusion, Proceedings of IEEE SMC' 96(Beijing,China)
Vol. 4, 1996-10
7. M. Nerome, K. Yamada,S. Endo and H.Miyagi:Competitive Co-evolution Model on the

Acquisition of Game Strategy, The First Asia-Pacific Conference on Simulated
Evolution and Learning Proceedings(Taejon,Korea), Vol.S8-1, 1996-11
8. H. Miyagi,K.Kawahira and N.Miyagi:Robust Stability of Nonlinear Feedback

Systems with Parameter Deviations and Perturbed Nonlinearities, Trans. of the
ASME, J.of Dynamic Systems, Measurement, and Control, Vol. 119, 1997-3
9. H. Fukumura,K. Kamiya,H. Miyagi and K. Yamashita:Study on the Solution of Fuzzy

Relation Equation with Interval Values, Proceedings of ITC-CSCC' 97(Okinawa,
Japan), Vol. 1, 1997-7
10. H.Miyagi,H.Sakihara and K.Yamashita:Stability Analysis of Fuzzy-Type Nonlinear
Systems Using the Method of Lyapunov,Proceedings of ITC-CSCC' 97(Okinawa, Japan),
Vol. 1, 1997-7

-3-

11. Y. Fan, H. Miyagi and K. Yamashita: A Study on Calculating the Weight Vector of
Inconsistent Pairwise Comparison Matrix, Proceedings of ITC-CSCC' 97(Okinawa,
Japan), Vol. L 1997-7
12. M. Nerome,K. Yamada,S. Endo and H.Miyagi:Competitive Co-evolution Based GameStrategy Acquisition with Packaging Strategies Mehtod,Proceedings of IEEE
SMC' 97(Orland, Florida), Vol.4, 1997-10
13. H. Miyagi,H.Fukumura,K. Kamiya and K. Yamashita:Algorithm for Solution of Fuzzy
Relation Equations, Proceedings of IEEE SMC' 97(Orland, Florida), Vol. 4, 1997-10
14. K. Uehara,K. Yamada and H.Miyagi:Study on Methods for Deciding Behavior of
Mobile Robot-Acquisition of Control Rule by Information through Visual Sensor-,
Nonlinear Analysis, TheorY,Methods & Applications, Vol. 30, No. 5, 1997-12
15.

ll:l;!X1t~, ~(Ziftj3Ff, L1JTM}E.:r~)ri-o))!I-)!I~ffl~\t: 7 7:; 1 f!tJ{'*~O)M7!J, 8;;$:77
:; 1 +~~,

Vol. 10, No. L 1998-1

16. H.Miyagi,N. Miyagi and K. Yamashita:Stable Pattern Classification of Unknown
Nonlinear-Feedback Systems, Journal of Systems Analysis Modelling Simulation
(Germany),j~~1~JE(1998-2)

-4-

