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Design of Robust Controller based on Impulse Response

Shiro T AMAKI Toru YAMAMOTO Hideyuki YAMAGUCHI
Tetsuhiko YAMAMOTO and Hiroshi KINJO

Abstract
We propose two design methods of a robust controller based on
the impulse response of the object system. The first method proposed
here can treat the weights of the complementary function as a performance index at designing the controller specifications. The second
method is a gain-scheduling design technique of the optimal controller
parameters under the perturbation given to the controlled system.
Key Words: Robust Control. Sensitivity Function, Complemetary Sensi-

tivity Function, Gain-scheduling, Impulse Response, Optimal Digital Control.
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夕から，ロバストなコントローラゲインの鯛整を行う
方法である．最後に，提案する二つの手法を数値シミュ
レーションにより比較することによりその有効性を検

Ｃ(z）

(3)

１＋Ｈ(z)Ｃ(z）＝Ｇ(z）
と腿きⅢ次の評価を導入する．

証する

J=☆ul-H(｡｣｡)･(｡'”P(…

2．問題の定式化

単一ループのディジタル制御系のブロック線図を

Fig.１に示す．われわれの目的は．プラントのイン

十☆ljLG(｡'｡)'や(…

(4)

パルス応答の情報のみが与えられたとき，制御器Ｃ(z）

ここに，γ＞０は入力に関する重みである．また．

を適当に設計することにより，閉ループ系が望ましい

Ｐ（⑩）は入力のパワースペクトルであるこの評価

応答特性を持つようにすることである．ここに‘Ｈ(z）

関数を股小にすることにより股適なＧ(z）が求まり，

は安定であると仮定する．

その結果，フィードバックコントローラは次式

Fig.１に示したブロック線図より，システムの入
出力関係は次式で記述される．

’

Ｃ(z)＝

ｙ（z）＝Ｈ(z)ｕ(z）
ｕ（z）＝Ｃ（z池（z）

Ｇ(z）

(5)

１－Ｈ(z)Ｇ(z）

で実現可能となる．ここで特記することは，システム
(1)

ｅ(z）＝ｒ（z)－ｙ(z）

Ｈ(z)が安定であるかぎり，以下で述べる設計手順に

従うと１閉ループ系の安定性が保証されることである．
次にこの設計手順を具体的に述べる．システムのイン

パルス応答系列をhi(i＝1,2,……）としたとき，その

ニニガニ、F1~忰{~雨~牌Ｉ

入出力関係は，式
Ｃｏ

ｙｌ=l21hiul-i

FiglFeedbackcotrolsystem

(6)

となる．次にＧ(z）はIIR型であるが，ここでは有限
ここで，文献［2］に沿って提案するロバスト制御

なインパルス応答系列で打ち切ったＦＩＲ型で実現す

系の基礎となる設計法を簡単に説明する．このような

る．すなわち，制御器Ｇ（z）の次数をｐとすると，

制御問題に対しては，ユーラパラメトリゼーションに

Ｇ･(z）は，式

よる安定なクラスの制御系の設計3)が提案されている．
ここでは，古典的な解析的設計法の定式化に従って設

計を進めるこの手法は，WienerFilterの設計問

ｐ

Ｇ｡(z)==i三09'z-j

(7)

題に帰論するためⅢ簡単な設計が可能となる．まず，

で表される．ゆえに，目標値ｒ【から出力ｙｔまでの

目標値「(z）から出力ｙ(z）までの伝達関数は，

伝達特性を時間領域で記述すると，式

,に)-,砦鵲了(圏）

〔Ｄ

(2)

ｙﾋﾞｰﾆl[h',ｈ,-1,

h'-,］

Ｃ□

となる（Fig.２参照)．ここで，

＝i２，hT(i)go『,_，

【］

ｒｉ－ｔ

(8)

となる．ここで，（４）式の評価関数は時間領域で表
現すると，式

J,＝Ｅ((rl-1-yt)2＋γ(ut)2）
Fig20pen-loopcontrolsystom

＝Ｅ(et2＋γｕ（２）

(9)
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となる．ここに，Ｅは期待値操作を表す．また，出力

ここに，右辺第１項は感度関数Ｓ(z)＝1／(1＋Ｈ(z)．

にはt＝１の遅れが存在するため，目顛値にその後れ

Ｃ(z)）であり，第２項は相補感度関数Ｔ(z)＝Ｈ(z)Ｃ

を考慮している．今，目標値伯号ｒｔを平均０，分散

(z)／(1＋Ｈ(z)Ｃ(z)）に対応している．さらに，刀＞

１の正規住白色雑音としたとき，上式の肝価関係は次
式のように表される．

０は相補感度関数に関する重み係数である．この評価
関数は，システムの追従特性と変動に対する安定化を

確保する指標のトレードオフを考慮しており，２乗評

J＝ｌ－２ｇＪｈ(1)＋gJ{Ｘ(p)＋γI,十Ｊ9，

００

価規範に基づく混合感度問題と解釈できる⑬式を時

間領域で表現すると，式
ここに，

』｡＝Ｅ((rt-l-yt):＋刀(y（)，＋γ(ut)3）⑭

②

Ｘ(p)==(Ｚｈ(i)hT(i)）
ｉ＝１

ＩＤ

となる．ここで，目標値Ⅱ.【を正規性白色雑音という

と定義し，’’十1は（p＋1）次元の単位行列を表す．

仮定のもとで⑭式を計算すると次式を得る．

そして，評価関数Ｊ,を最小にするｇｂは０J｡／09,＝
０と皿くことにより，次の雄散時間Wiener-Hopf
方式の求解に帰薪する．

(Ｘ(p)＋７１｡+,)g･＝ｈ(1)

』｡＝1-29,丁h(1)＋9.丁((l＋刃)Ｘ(p）
＋７１.十Ｊg，

⑫

この方程式はテプリッツ栂造を有するのでLevinson

⑬

上式の鍍適化を行うと，式

{(1＋刀)Ｘ(p)＋７１，十!)9.＝ｈ(1)

⑬

の高速算法を適用することにより次数を逐次更新する
ことによって解くことが可能になるさらに,最適フィー

となり，設計パラメータ７，刀の設定を行うことによ

ドバックコントローラーＣ(z）に関しても，そのタッ

り，ロバストな制御系が櫛成できる．

プ係数Ｃｉは逐次的に求めることが可鮨である．

［設計法Ⅱ］
ここでは，最適制御系の設計に用いられたシステムと
変動するシステムの比をある股計パラメータとし，変

３．ロバスト制御系設計問題への拡狼

動の無いシステムの鰻適ゲインを基に，ロバストなコ
ここでは，２章で説明した股適ディジタル制御系の

ントローラゲインの調整を行う手法を提案する．まず６

設計法を基礎に，パラメータ変動に関してロバストな

変動の指標（設計パラメータ）をβとおき，変動の無

制御系の櫛成法を２つ提案する．まず設計法Ｉとして

いシステムより求まる最適制御パラメータをgppとす

は，評価関数の中に相補感度関数を導入し，システム

る．ここに，変動の指標の上限βに関しては，’０１２

の変動を間接的に設計指標に取り組む手法であるま

＜１を仮定する．すると！⑩式において変動のある

た設計法Ⅱは，システムの変動の幅を定量的に評価し,

システムに対する評価関数は次式となる．

その変動を考慮して，最適な制御パラメーターのゲイ

J＝1-29J(h(1)＋△h(1))g，

ン調整を行う手法である．

＋(ｘ(p)十Ａｘ(p)＋７１１，+,}gｐ

［設計法Ｉ］

⑰

ここでは，評価関数を次式のように設定する．
ここで，ムＸ(p)及び△Ｍ１）はシステムの変動を表

J-会I〃H(…(｡!｡)''や(…
+差Ijl属H(｡)C(｡'｡)||や(…
+☆Ijimc(｡'｡)''や(…

す，上式の最適化を行うと，式

(Ｘ(p)＋△Ｘ(p)＋γI｡+,)9,＝(h(1)＋Ａｈ(1)）⑬
0３

となる．ここで，⑫式により
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(Ｘ(p)＋γ'’十,)-1ｈ(1)＝9,ｏ

0９

が成立する．また，βに関する仮定より

５．まとめ

本論文は，インパルス応答に基づく最適制御系の設

｜ＡＸ(p）１２＝Ｏが成立するので，⑲式は

計法を基礎として，パラメータ変動に対してロバスト

な制御系を設計することを提案した．設計法Ｉでは，

gp＝[Ｘ(p)('十Ｘ(p)-ｌＡＸ(p)U-j化(1)十Ａｈ(1)）

感度および相補感度関数を考慮した評価関数を導入し，

＝(I＋Ｘ(p)-ＩＡＸ(p))-ｌｘ(p)-】化(1)＋△h(1)）

その最適化を行うことにより，制御系の構成を行った．

＝(Ｉ－Ｘ(p)~'ムＸ(p)}￣!(h(1)十Ａｈ(1)｝⑪

設計法Ⅱでは，システムの変動をある指標で表現する
ことにより，変動の無いシステムの最適パラメータか

となる．ここに！Ｘ(p）のスペクトル半径をｐとおく

ら，ロバストなコントローラゲインの調整を行った．

とき，上式は次のように評価できる

ここで得られた結果として，設計法Ｉでは，コントロー
ラのロバスト性を得るために重要な因子は，相補感度

(Ｉ－Ｘ(p)~ｊＡＸ(p))Ｘ(p)-1(h(p)＋△h(p)）

関数の重み係数刃より制御入力の重み係数γである．

＝(Ｉ－ｘ(p)-ｌｘ(p)β)(9,°＋AgP）
＝(１－８／,o)(gP＋AgpP）

さらに，〃の値を変化させることによって制御対象の
⑳

オーバーシュートを低減させることが可能となる．ま

た，設計法Ⅱにおいてコントローラにロバスト住を持

ここに，９，｡＝Ｘ(P)-1ｈ(P)，Ａｇｄｏ＝Ｘ(ｐ)-1Ａｈ(ｐ）

たせるために重要な因子は，重み係数γではなく，変

＝Ｘ(p)-'０ｈ(p）で計算される．すなわち，変動のあ

動の幅を示す指標８である．ここで，変動の幅βは。

るシステムのパラメータは，９，＝(１－０／ｐｘ１＋β）

設計に用いたシステムと．変動した制御対象のシステ

９，゜として算出可能となる．

ムのインパルス応答の最大値の比が設計パラメータ０
の目安となる．

4．数値例

なお，設計パラメータである変動の幅や相補感度関

数の重み係数に関する決定法については，明確な指針
提案する手法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．

らに，感度関数，相補感度関数に対する周波数重みを

それぞれの設計法で基本的設計の対象とするシステ
ムは次のように設定した．

考慮することにより，詳細な設計が可能となることが
期待される．

１

⑫

２ｓ１５０

．｡に)-L:当焉二鶚二

が得られておらず，検討を行っている最中であるさ

システムＧｏに対して，設計法ＩおよびⅡによりロバ

･ん)-1器穏:=鶚＝

0５０１００１５D

燭

を用いてシステムＧ１を制御したときは，振動的な応

０

制御性能を有していることがわかるなお，ここでは
示していないが，システムＧ･から求まる最適制御系

１

制御結果を示す．この結果より，両設計法とも良好な

Fig30pen-loopstepresponse
２５１ｓ０

に対し，目標のステップ状変化を追従する制御性能の

比較を行った．Fig.３はシステムＧＩのステップ応答
であるFig.４，Fig.５に．設計法ＩおよびⅡによる

答結果が得られた．

０

スト制御系を櫛成した後，次式で与えられるシステム

０５０１００１５０

Fig.４Responseofproposedmethodl

琉球大学工学部紀要第44号11992年

3５

1）計測と制御：ＶＯＬ29,ＮＯ２，（1990）

■

１

2）王城他：計測自動制御学会論文集１Ｖ01.22,Ｎｏ．

9,921／927(1986）

■

０

２５１５０

参考文献

3）ＤＹｏｕｌａｅｔａＬ：ＩＥＥＥＴｒａｎｓＡＣ－２１－１，
5０

100

150

Ｆｉｇ．５Responseｏ［proposedmethodⅡ

3／13,（1976）

