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対象を自由自在に操る制御理論は、今や機械分野だけに留まらず、電力、化学、経済などのさまざまな
分野で必要とされている。ある一つの制御理論は、すべての分野で同一に用いることができるのだ。三平
先生は、制御理論の中でも解析が難しいとされる非線形システムを制御するための理論を研究している。
そのために、他の研究者とは違ったアプローチを試みている。

制御とは何か？

考えるものが制御理論である。制御理論に欠かせ
ない概念に、フィードバックがある。フィードバッ

自動車工場では、ロボットアームにより無人で

クとは、出力をもとに次の入力を決めることであ

自動車の組み立てが行われている。飛行機の操縦

る。化学プラントの例では、反応による温度変化

では、コンピュータにより軌道の保持や修正を行

という出力から、ボイラーの発熱量という入力を

なっている。ロボットアームも飛行機も、あらか

決定する。発電所の例では、送電線の電圧という

じめ決められた動きをする。この動きを決めてい

出力が一定になるように、発電量という入力を決

るのが制御である。制御の目的は、対象を規定し

定している。このように、出力を次の入力に反映

たとおりに動かすことである。

するのがフィードバック制御である（図１）
。

機械化、情報化の進んだ現代では、さまざまな

制御では、システムにおける入力と出力の関係

ところに制御が必要とされている。例えば、化学

を関数として扱う。目標とする出力を得られるよ

分野では化学プラントに制御の理論が使われてい

うな入力をするのだが、さまざまな要因により実

る。また、電力分野では送電線の電圧を一定に保

際に得られる出力は目標値からずれてしまう。こ

つために制御の理論が使われている。さらに、経

のずれを修正するために、出力をフィードバック

済分野でも景気を安定させるために、景気に合わ

して目標値と比較し、次の入力に反映している。

せた金利の変更を制御の理論にもとづいて行なっ

制御システムは、関数の形によって、次の 2 つ

ている。このように、ロボットや機械分野以外で

に分類される。関数が線形であれば線形システム

も制御の理論は使われているのだ。

と呼ばれる。安定な状態からの少しのずれを修正

さまざまな分野で使われている制御を統一的に
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するような制御は線形システムとなる。一方、関
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フィードバック制御

出力をフィードバックし、目標値と比較することで、次の入力を決定する。これを繰り返す事で、出力を目標値に近づける。

数が非線形であれば非線形システムと呼ばれる。

は制御が難しいとされているシステムの制御理論

安定な状態から大きな変化が起こることが想定さ

を構築することである。具体的には、非線形シス

れ、それを修正するような制御は非線形システム

テムを、線形近似による解析ではなく厳密に解析

となる。現実のシステムの多くは、この非線形シ

する理論を研究している。

ステムで表される。
線形システムの関数は行列によって表されるた
め、行列の特性を使うことで関数が扱いやすくな

時間軸変換という試み

る。そのため、線形システムの解析方法はほとん

三平先生は、非線形システムを制御する理論を

ど確立されている。一方で非線形システムは、関

構築するためにさまざまなアプローチを試みてい

数が複雑で扱いづらいため、解析方法が確立され

る。その一つに、時間軸変換がある。
通常、システムは実際の時間を基準に作られて

ていない。
現在、多くの非線形システムは、線形システム

いる。非線形システムも一般的には実際の時間を

に近似することで、実用上問題なく制御されてい

基準に作られているが、制御するための関数が複

る。ところが、非線形システムの中には、線形近

雑になる場合があり、そのままでは制御が難しい。

似した場合の誤差が大きく実用的でないシステム

そこで、実際の時間の代わりになる新たな軸を作

もある。
このようなシステムを制御するためには、

り、それを基準にすることで、非線形システムを

非線形システムを厳密に解析する必要がある。

線形の関数として表せることがある。この軸の変

三平先生の研究の目的は、このような一般的に
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時間軸変換

時間軸を線形にするために、実際の時間軸 t を部分的に伸ばしたり縮めたりして新たな時間軸τを作る。
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を瞬間ごとに引き伸ばしたり、押し縮めたりした

へと変換した。実際の時間の軸は単調増加しかで

ものが主である。このように時間の縮尺を変える

きなかったが、車両の位置を軸とすることで、前

以外にも、位置などといった、時間とはまったく

進を軸の正の方向への変化、後退を軸の負の方向

違う軸を新たな軸として考える場合もある。三平

への変化で表現することができる。これにより関

先生は時間軸変換を用いて、非線形システムの代

数が簡単なものとなり、車両の縦列駐車も制御し

表的なモデルの制御を試みた。

やすくなる。

時間軸変換が有効な例として、多重トレーラー
のバック走行の制御がある（図３）。多重トレー
前進

ラーのバック走行の制御は非線形のシステムとし
て表され、線形近似が難しいシステムとされてい
る。しかし、時間軸変換を用いて時間軸をトレー

車両の構造上、
真横には進めない

後退

ラーの位置の軸に変換することで、このシステム
を線形システムとして表すことができる。これは
線形近似とは違い、軸の変換であるため、厳密に

図４

同一のシステムを表したまま線形の関数にするこ

車両は構造上、真横には動けないため、一度前進してから後退す
る、という動きをしなくてはならない。

とができるのだ。
このように時間軸変換を行うと、

車両の縦列駐車

非線形システムを線形システムとして表すことが

このように時間軸変換を用いることで、非線形

できる。
この手法を用いることにより、多重トレー

システムを線形システムとして表すことができ

ラーのバック走行を容易に制御することができる

る。時間軸変換によって、一部の解析が難しいと

ようになる。

される非線形システムを厳密に制御することが可
能になるのだ。三平先生はこの時間軸変換という
先頭車両が
バックする

ずれを修正
する制御

手法により、さまざまな非線形システムの厳密な
制御を実現しようとしている。

あえて不安定化する
進行方向

三平先生は、一般的に制御が難しいとされてい
る非線形システムについて研究することで、他の
研究者には制御できないものを制御しようと考え
ている。そのためには、他の研究者とは違ったア

図３

多重トレーラーのバック走行実験

プローチが必要である、というのが先生の考え方

最前車両のみ動力をもつトレーラーを八の字にバック走行させる
実験。時間軸変換により制御できることが実験でも示された。

だ。先生が他の人と違う視点で研究をしているの

また、自動で車両の縦列駐車を行う場合も、車

先生はさまざまな研究において、それまでの制御

両の動きを制御するために時間軸変換を用いるこ

の常識を覆すようなアプローチをとってきた。そ

とができる。車両はその構造上、真横に移動する

の一つに不安定化の利用がある。

は、
非線形システムの制御に限ったことではない。

ことができないため、縦列駐車をするには、一度

通常の制御は、常に対象の動きを安定な状態に

前進してから後退する、という動きをしなくては

維持しようとする。すなわち、対象の動作をどの

ならない（図４）。これを実際の時間の軸で表そ

瞬間で止めても安定な状態となるように制御す

うとすると、とても複雑な関数となる。

る。そのためには対象の動きをすべて計画し、そ

これを解決するために、多重トレーラーのバッ

れに従うように制御する必要がある。しかし、三

ク走行の制御と同様に、時間軸を車両の位置の軸

平先生は対象の動きすべてを安定化させるのでは
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通常の
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アーム型ロボット

投球方向以外の向きに
制御を加え軌道をつくる

２つの関節に２つの
アクチュエータを装備
従来通りの
投球速度を達成
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関節が減ると
投球速度が落ちてしまう

図５

アクチュエータ１つで、
通常のアーム型ロボットと
同じ動きが可能

アクチュエータは
接合部のみ

アーム型ロボットの投球実験

通常のアーム型ロボットに比べ、関節が一つのアーム型ロボットはアクチュエータの数を減らすことができるが、投球の速度が落ちる。不
安定化を利用することで、1 つのアクチュエータでも投球の速度を保つことができる。

なく、あえて一部に不安定な部分を残すことで、

うになっている。このように、動きをすべて制御

対象の動きをうまく制御できるのではないかと

しなくても、肩のアクチュエータのみで、通常の

考えた。

アーム型ロボットの投球速度を保ったまま、投球

不安定化が効果的に利用できた例として、アー
ム型ロボットによる投球がある（ 図５）。通常、

を制御できるのだ。
アーム型ロボットの投球制御のほかに、人間型

アーム型ロボットで人間のようにボールを投げる

ロボットの走行制御においても不安定化が効果的

には、人間の腕における肩と肘にあたる部分に

に利用できた。通常の人間型ロボットは、走行す

1 つずつモーターなどの駆動装置が必要となる。

る際の重心の動きや足の動きなどをすべて計画

このモーターなどの駆動装置を総称して、アク

し、それに従って動くように制御している。その

チュエータという。
アーム型ロボットの投球では、

ためには多くの部分の制御が必要となる。

肩と肘のアクチュエータによりボールの軌道を制
御するのだ。
アクチュエータ一つひとつに対して制御が必要

一方、
三平先生の人間型ロボットの走行制御は、
腰の高さのみを制御し、体の傾斜は不安定な状態
にしている。腰の高さを一定に制御することで、

となるため、通常、より効率的な制御を行うため

体を前に傾けるだけで自然と走り出す（ 図６）。

には、
アクチュエータの数を減らすことを考える。

また、通常の人間型ロボットの走行に比べ、制御

しかし、図のようにアクチュエータを 1 つ減らし

が必要となる部分が少なくなるので制御が簡略化

た、関節が 1 つのアーム型ロボットでは、投球

される。さらに、腰の高さのみを制御したロボッ

の速度が落ちてしまう。三平先生のアーム型ロ

トの走行は、より人間の動きに近いものとなり、

ボットはこの問題を解決することに成功した。

素早い動作となった。

三平先生のアーム型ロボットは関節が 2 つだ
が、通常のアーム型ロボットとは違い、アクチュ
エータを肩の部分にのみ搭載し、肘の部分は自由
に動くようになっている。また、ボールを進行方
向以外にのみ安定化させ、進行方向にはあえて不
安定化したまま制御をしている。これにより、ア
クチュエータ 1 つでも通常のアーム型ロボット
と同様に、ボールを前に投げ出すことができるよ
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図６

人間型ロボットの走行シミュレーション

腰の高さが一定になるように制御する。体が前傾すると自動的に
走り出す。
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このように不安定化をうまく利用すると、少な
いアクチュエータで制御することができるため、

ドにも注目が集まっている。
スマートグリッドが実現されれば、余分な電力

必要な動力が少なくなる。また、制御を必要とす

を貯蓄したり、不足している電力を供給したりと

る部分が少なくなるため、より単純な制御が可能

いったことが可能となる。これにより、発電所に

となる。

おける余剰な電力の削減や、発電量が不安定な自

三平先生は、不安定化のような常識を覆す発想
からより良い制御を実現することを目指してい

然発電の効率的な利用の実現などのメリットが生
まれる。

る。また、非線形システムのように、一般に制御
が困難なものを制御しようと研究を行なってい
電力を制御

る。三平先生は他の研究者が目を付けていないと
ころに注目し、研究を進めることを常に意識して
いるのだ。

風力発電所

家庭

先生のスタンスと制御のこれから
ここまで三平先生の研究に対するアプローチや

工場
火力発電所

考え方を述べてきたが、三平先生の研究の目的は
具体的な目標の実現ではなく、制御理論の構築で

図７

ある。制御は多くの分野に利用される横断的なも

各発電所や家庭での太陽光発電による電力供給と、工場、家庭に
おける電力需要の双方を制御する。

のであるから、一つの制御理論をさまざまな分野
に応用することができるのである。

スマートグリッド

スマートグリッドによる電力のやり取りを可能

制御分野と機械分野の研究は似たものに思われ

にするためには、送電網全体を制御しなければな

がちだが、そこには明確な違いがある。ロボット

らない。これには、今までとは違った制御の考え

などの機械分野は、目標となる具体的なものが

方が必要となる。スマートグリッドの実用化には

あって、それを作るために試行錯誤を繰り返して

制御の発展が必要不可欠なのだ。

いる。しかし、制御分野は作ることが目的ではな

制御の発展は他のさまざまな分野の発展につな

く、機械、電力、化学反応などのさまざまなもの

がっていく。今後の制御の発展、そして三平先生

を同様のモデルで表し、同一の理論で操ることを

の研究のさらなる躍進が期待される。

目的としている。
三平先生は、さまざまな分野に応用できる点に
制御という学問の魅力を感じている。先生の研究

執筆者より

の目的は、試行錯誤から特定の目標の制御を実現

制御理論の研究は理学的で難解であるにも関わ

することではない。さまざまな分野で使うことが

らず、三平先生は私にもわかるよう丁寧に教えて

できる統一的な制御理論を作り、制御という学問

くださいました。また、三平先生の研究内容だけ

自体を発展させることにあるのだ。制御はまだま

ではなく、制御という学問全体に関して興味深い

だ発展の余地を残した学問なのである。

お話を伺うことができました。

三平先生は、制御という学問全体の課題として

読者の方々には、この記事を通して、少しでも

スマートグリッドを挙げている。スマートグリッ

制御という学問について理解を深め、興味をもっ

ドとは、電力の流れを供給側、需要側の両方から

ていただければ幸いです。

制御し、最適化するための送電網のことである
（ 図７）。昨今、電力の供給不足からエネルギー
問題が頻繁に取り上げられ、このスマートグリッ
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最後になりますが、お忙しい中、取材に快く応
じてくださった三平先生に御礼申し上げます。
（藤田 哲平）
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