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運動制御問題への遺伝アルゴリズムの適用

(電気情報工学科)山崎‘勉

Applicatio貧 ofGenetic A1gorithm to Solve a Motion Control Problem 

CDepartment of Electrical Engineering and Information Science) Tsutomu Y AMAZAKI 

Abstract 

Results of computer simulations of motion cotrol problem of an inverted pendulum to swing up and to 

stabilize in inverted state were presented. Calculations were carried out using genetic a1gorithm to find 

time-sequential signals to swing up an pendulum from pendent state and to stabilize it in inverted state. 

lndividual genome consist of four locuses， four time intervals for bang-bang control principle to swing， and 

four gains for states feedback control to keep standing were developed in evolutionary computation with 

evaluating cost function as sum of deviations from final state to be minimized. Obtained control signals were 

good compared to optimized one derived by trial and error method. 
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~l.はじめに

大規模複雑化する科学技術の発展に伴ってソフトコンピュ

ーテイングの重要性はますます大きくなってきた。各種の最

適化技法が提案され、試行錯誤法に代わって、能率よく最

適解を短時間で発見する方法の研究が盛んである。玉置氏

らは、計測自動制御学会の会誌「システム/制御/情報Jの

講座「遺伝アルゴリズム 1"-" VIJ、0995年)においてGAの基

礎、 GAによる最適化計算、 GAに関する理論、 GAの様々な

拡張例、進化型計算の動向について解説した。引

制御工学の分野ではシミュレーションが活用され、無作為

に選定したいくつかの入力系列で得られた制御結果を目的

関数により定量評価し判断を行う事が容易にできる。 評価

値の高い系列を中心にその変種を生成しより高い評価値の

系列に近づくようにする。この変種の生成に工夫が必要でそ

こに自然界から学び得た遺伝アルゴリズ‘ムやニユ}ラノレネッ

トワークが導入された。問 しかし、評価関数の選び方の一般

的方法は確立していないが、目標を的確にかっ定量的に測

定する方法は問題に応じて構成すしかない。コンピュータは

高性能で、繰り返し作業を得意とし、シミュレーションとその

結果の評価に適している。)11路茂保氏らは、「遺伝的アルゴ

リズムによる倒立振子の降り上げ制御Jにおいて、振り上げ入

力を一定時間ごとに O または:tlに設定、振り上げ後振

子角度 O.5rad以下にて最適レギュレータiこ切り替える条件

下で、 GAIこよりシミュレーションし得られた入力系列につい

て実験し、まずまずの結果を得た。閉 また、オンラインで個

体数20、8世代程度のGA制御実験も試みその問題点など

を検討した。

前報告にて、試行錯誤法で振子の振り上げから倒立安定

化制御への制御入力系列を決定ゃへファジィ制御を用い

た方法についても同様に検討した。そして振り上げ制御入力

系列をパンパン制御にするともっと容易に最適化が可能と考

えられる。そこで遺伝アルゴリズムを用いて、(I)倒立振子の

パンパン制御による振り上げのための極性切り替え時間の決

定、 (2)倒立安定化の状態フィードバック制御器のゲ、インの探

索を試みる。また、 (3)パンパン制御器の極性切り替えから既

知のフィードパック制御器に移行し倒立安定化する制御入

力系列の探索を行ったので報告する。

~ 2.理論

2.1制御対象

振子が付随する台車は、それに繋いだベルトをサーボモ

ータで駆動して直進運動させる。振子は同じ平面内の台車

運動方向と垂直な軸の周りに自由に回転し、台車の運動で

制御できる。図1にその概要を示す。 (4)

運動シミュレーションに必要な数式モデ、ルは次のように表

される。レーノレの中央部の原点 (x=O) からの台車位置 x

[m]と速度 v[m/s]、および振子の鉛直に対する振り子角度

。[rad]とその角速度 ω[rad/s]とすると、運動方程式は次

のようになる。ただし、 M=4.4[kg]台車の質量、 m=O.l[kg]

振り子の質量、 2L=O.230[m]振り子の長さ、 F=19.2[kg/s]台
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2.4シミュレーション手順

入力の大きさの最大値 U=1.5V の条件下、パンパン制御

の切り替え時聞を4つ求める。初めに u=一1.5Vで tl秒間、

次に u=+1.5Vでロ秒間、それ以降は交互に極性を変え

t3，t4秒ずっとし最後に残り時間 u= OVとする。一つの個体

は各時間を遺伝子とする4つの要素 {tl，t2，t3，t4}からなり、個

体数は 100で世代集合を構成する。各遺伝子は t=0.6x 
[0，1]一様乱数で決定する。(1)

車とレールの摩擦係数、 C=4.9x W4
[kgm'/s]振り子の摩擦

係数、 g=9.8[mls']重力加速度、 J=2.14X W'[kgm']振り子

の慣性モーメントである。開 制御入力 U は台車の運動と振

子の運動の両方に影響している。

d v Idt ={-J*Fv+J*mLsin fJω斗mLcosfJ C ω 

-m'gL'cos fJ sin fJ +J*u}1 b. 

d ω/dt ={mLcos e Fv-m'L'cos fJ sin fJω2 

-M*Cω+M*mgLsin fJ -mLcos e u}/ b. 
M*=M+m ， J*=J+mL'， b. =M*Jキー m'L'cos2 fJ 

2.5評価関数の設定叩

倒立振子の数式モデ、ノレは非線形な運動方程式で表され、

振り上げ制御は初期条件の垂下状態(台車の位置 x[m]= 

O、速度 v[mls]= 0，振子の角度。 [rad]=π ，角速度 ω

[radlsJ=O)から倒立状態 (x=0、v=0， fJ =0，ω=0) 

に到達することが目的である。その評価関数はある時刻での

目標値からの偏差すなわち状態変数の絶対値の和とし、各

量に対する重みを例えば次のように表した。(J)

F=20IxIXl+10Ivl+101 fJ /π1+1ω| 

ここで、 X=0.45は台車の走行可能限界距離、 U=1.5Vは

入力電圧の最大値。台車移動許容範囲を超える場合 (!xl>

X)ペナルティを課し +looQxl・0.45)を加算することとし、 F

の最小化を考える。

サーボモータベルト

振子角度fJ(ο 

角速度 ω(t)

レール

ただし、

一一~台車位置 x(t)

速度 v(t)

制御対象の倒立振子の概要

2.6進化型計算処理とその手願

(1)生成した個体(i=1~ 100)に対して2秒間追跡し、評

価関数値目を記録する、運動シミュレーション [Motion]計

算は、時間刻み 0.5ms回でノレンゲ・クッタ法で実行した。

( 2)評価関数値の最大値 Fmaxで割って適応度

Wi=トFilFmaxに規格化する [Fitness]。

(3)適応度 Wiの低い腰に並べ替える[白deringJ。

(4)上位 0.01%をエリートとして保存し、残りをル)レット選

択で決定する [Roule伽]。

(5)遺伝子列の部分交換は、全個体を乱雑に並べ替え

[Random]、連続する2つの個体について取り出し交叉するか

どうかを交叉確率 (0.9以下)と乱数の比較で判定する。交

叉する場合その遺伝子順位を求め一点交文する

[ExchangeJ。

(6)突然変異は各個体について突然変異確率 (0.1以下)

と乱数の比較により突然変異の有無を決定する。その遺伝

子順位を乱数で決定し新しい遺伝子 (t=0.6X RND)を決

定する [Mutation]。

(7)新しくなった個体群に対して運動シミュレーションにより

評価値を計算し新世代に入る。 世代交代の終了判定は平

均適応度の変化が小さくなるかまたは世代数の上限値(100)

により終了を判定する。

2.2制約条件

前報で示したように本装置には次のような制約がある。開

(I)台車の可動範囲はレールの中心から x=::t 0.45[mJ 

(2)モータ入力電圧 u=1~3V であるが最大値 u= 1.5V以

下とする (3)サンプリング時間は 1仇nsecとし、制御入力系

列もこの時聞を基本とする (4)ステップ応答より得られてい

る振子振動周期の半分は 0.5~ 0.6秒である。

図1

2.3切り替え時間の探索

最短時間問題などに対する効率のいい制御方法としてパ

ンパン制御が知られている。間 半周期毎に入力の篠性を変

え、振り子(ブランコ)の振動に共鳴するカを加えると振り上

げ続けることができるという経験則に一致する。入力継続時

間 t=0.6X陪ゆで計算する。 ここで RND=[O，IJは一様乱

数で決定する事を示し、振子と台車の運動は2秒程度観測し

その間に倒立させるものとし、図2~こ示すように切り替え回数

は3回以上その時刻をTl，T2，T3，T4とする。

tT4 

r時刻 t

t4 -1切り替え時間

戸圃圃圃圃『

ιt2-tt3-l 
パンパン制御の切り替え時刻

)
 

6
E
-

J

，‘、u
 

田園園田園田園圃圃『

入力系列

-u 

図2

+u 

O 



山崎:運動制御問題への遺伝アルゴリズムの適用 33 

~ 3.結果左その考察

3.1振り上げシミュレーション結果の一例

個体数 100、世代数 100、運動シミュレーション終了時の

偏差の重み付き和で表した評価関数

F=20・IxlXl+lO・Ivl+1O・1e /π1+1ω| の場合、切り替え時刻

Tl=0.32587 T2=0.919935 T3=1.31745 T4=1.34174 の後

T5=1.46169秒から u=Oとして倒立条件に接近した。また、切

り替え時刻，Tl=0.326，T2=0.920ラ T3=1.3175，T4=1.7455 の

後、倒立条件Iこ達しデ、モンストレーション用の倒立安定化制

御器に切り替えると安定化できた。ここで倒立安定化制御器

デモ用の状態フィードパック制御のゲインは

u=16.701x+15.7478v+55.705 e +6.96ω で表される。明

この時の台車と振子の運動の時間経過を図3に示す。
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図3 振り上げ制御の時間経過とその位相商表示

台車はレーノレ中央部から主に引かれ移動し、振子は反時計

方向に振られる。最初の入力極性切り替え後、少し遅れて台

車は右方向に移動し始め振子は時計方向に回転する。二回

の切り替え後制御開始時と同様に運動し振子は大きく回転し

水平より上側に到達し、次の極性切り替えで振子は倒立状

態に達した。一方台車はこれまでに得た速度が大きく目標位

置を通り過ぎ位置偏差が残った。その解消にレギュレータが

働き、振子倒立のままで台車はレール中央部にしだいに移

動していったoこの時入力の大きさは最大値を維持し、振り

上げの切り替え回数は5固と見ることもできる。 なお図の時

間軸は 0.15(sec/divJである。位相面図の枠一刻みは、台車

に対し横軸位置 0.45(m]と縦軸速度1.2[mls]、振子に対し横

軸角度 π[rad]と縦軸角速度 4π[rad/s]で‘ある。位相面図中

心部の原点から台車の軌跡が始まり時計回りに1周し、 2周

回は速度・位置ともに小さくなった。そして振子の倒立後、減

速した後位置偏差の減少により原点付近に達している。振子

はe=πの垂下状態から振動を始め、倒立安定化器の制御

範囲に入ると一気に目標の原点に達している。

評価関数 F=1O・IxlXl+lvl+10・1e /π1+1ω| の場合、切り

替え時刻Tl=0.3365T2=0.8965 T3=1.3995 T4=1.7265の後

倒立条件に達した。探索過程では開始から 50世代あたりで

平均値と最大値がほぼ一定で一致し最小値は20世代程度

から不変。得られた制御入力時系列は1.7695秒からレギュ

レータ制御(デモ用)に移行。

次に振り上げ評価関数の振子角度に対する重みを大きく

10→ 100 、ある時刻での評価値の最小化は同じとする。

F=1O・IxlXl+lvl+1 00'1θ/π1+1ω/π1+lu/U1 

Tl=0.336584， T2=0.896614， T3=1.4000， T4=1.795781が得=ら

れた。前回に試行錯誤法で得た切り替え時刻Tl=0.33，

T2=0.98， T3=L46の後， T4=1.4635秒以降レギュレーダ制御

に移行し、整定時刻1.975(5%)の結果と比較すると次の事が

わかる。付) 制御器のサンプリング時間 6(mse]または 10

(msec]を考慮すると1回目、 2回目の切り替え時刻はほぼ等

しい。 3回目の時刻は多少異なるが倒立安定化制御に移っ

た後の最大値入力の継続により調整された。以上では評価

の重みの影響は表1のように小さい。

表1 評価の重みの影響

Tl=0.3366， T2=0.8966， T3=1.400， T4=1.796 

20，10，10， 1 I積分型 これは非積分型とほぼ同じ結果

積分形評価関数 F=J {20・Ixl+lO・Ivl+10・1e /π1+1ωIldtの

場合、切り替え時刻Tl=0.32587 T2=0.919935 B=1.31745 

T4=1.34174 の後 T5=1.46 169秒以降零入力が得られた。探

索過程では開始から 50世代あたりで平均値と最大値がほぼ

一定で一致し最小値は20世代程度から不変。得られた制御

時系列は1.92秒からレギュレータ制御(デモ用Hこ移行。

3.2倒立安定化制御のゲインの計算

倒立安定化制御は4つの状態フィードパックゲ、インより決ま

り、その制御入力を次式で表す。

u=Kx'x+Kv'v+Ko・。+Kw'ω

その4つのゲ、インを遺伝子として持つ個体 {Kx，Kv，Ko，Kwl 

を100個、一様乱数 RNDによりゲイン Ki=2000x (0.5-RND) 
i=x，v，o，w により初期状態として生成する。各個体について

制御性能の評価関数

F= J {1O・IxlXl+IVI+10・1e / n: 1+1ω1+lulUlldtを2秒間求める。

倒立振子の運動方程式はルンゲ、クッタ法で数値解析し評

価関数を計算、初期値は X=O，V=O，e =0.05・π(または 0.1・

π)，ω=0。この値 Fが小さい方が評価が高いとする。シミュレ

ーション手順は前述と同じ、計算プログラムは適応度計算

[Fi伯ess]遺伝操作は [OrderingJ一[Roulet凶一[RandomJ選

択、 [ExchangeJ交叉、 [Mu旬tion}突然変異であり、終了

判定は世代数 (stage)く200 または Faverageがほぼ一定と

した。その結果 {Kx，Kv，Ko，Kw}={680ラ764，678，3191が得られ

た。

または正値のゲイン Ki=1000 X RNDのみを考えて同様

に探索した結果 {Kx，Kv，Ko，Kwl={555，342，857，1711 が得ら
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れ、前述の場合に比べ評価値の平均値02.87→ 7.36)最も

良い評価値(3.69→ 2.68)ともに減少した。その安定化性能は

等しく次の範囲で安定化可能である。 x(O)=O，v(O)=Oとして

初期角または初期角速度を与えたとき、レールの範囲内凶

く0.45mで倒立を続けることが可能な領域を求めたところ

1 e (0)/0.1011π+ω(0)/1.9041くl

が求まった。安定限界付近では制御入力の大きさは上限値

にあり、パンパン制御になっていた。 例えば、振子の傾き

角の初期値 e=0.097・πを立て直すため、初めの 0.42秒ま

で u=+U、一回目の極性切り替え後、1.08秒までの入力の

大きさは一定値 u=-U 、その後は制御入力の計算値も lul>

U の範囲となり、短時間で、極性が切り替わるパンパン制御と

なった。(図5参照) この原因はゲインが大きくわずかの偏差

に対しても上下限を越えてしまったためと考えられる。その進

化型最適化計算の世代経過を図4に示す。

2214Ja町.

各世代(stage) 

の最大評価値法
士:: t.，・.

斗h

QVf'T姥1ft

~叫地LL這出ム
。4Q Mぷ:刷 200

は 40%，70%， 

90%辺りに多く

分布し、最小

評価値はほと

んど一定で平

均値に比べ改

善されていな

図4 進化型計算による最適ゲインの計算過程

30世代辺りから適合度の平均値はほぼ一定で、最も最適な

ゲ、インを表す最小値はもっと早い世代から変化がほとんどな

くなった。一方最も良いくない評価値は大きく変動し収束の

兆しは全く見られない。この原因はゲインの範囲が広く変動

したためと考えられる。

正値のゲイン Ki=lOOX 町サDiのみを考えて、初期値は

X=O，V=O， e =0.1・1ω=0として同様に探索する。その結果

{Kx，Kv，Ko，Kw}={55.0，60.6タ6.6，38.1} が得られた。ゲインが

大きいことから前記の場合と閉じ性能で、安定化可能であ

る。

表2 ゲイン最大値により得られたゲインの違い。

ゲイン {Kx，Kv，Ko，Kw}= 世代 初期角度

::!:: 1000 {680，764，678，319} 199 stages e (0)=0.05π 

1000 {555，342，857，171} 196 stages e (0)=0.05π 

100 {55.0，60.6，96.6，38.1} 164 stages e (O)=O.lOπ 

LJ!竺空空ρ7叩7叩01，竺15.7河47吟8，5臼5.70白5，6.9何矧6ω) demo佃ns蜘 tion例叩n最適制御

3.3振り上げから倒立安定化に切替時系列の探索

次に、振り上げから倒立安定化に切り替え時系列を探索

する。制御性能の評価関数は各時刻の偏差の絶対値に重

みをつけ、次式のように安定化制御に移行した後は 1u!U1を

加算した。

F=10・IxIX什IVI+10・1e 17t 1+1ω1 + lulUl 

振り上げの途中でレール端に達した場合には大きなペナ

ルティlOOの加算を課した。1l'J立安定化のための各ゲインは

次のようにf.lJ明しているとし、例えlま {Kx，Kv，Ko，Kw}=

{555，342，857，17I}、 4つの切り替え時間をGAにより探索し最

終切り替え時刻以降は状態フィードパック系に任せるとする。

また状態フィードバック系の出力の大きさは最大出力 U以下

に制限されることとする。運動シミュレーション時間を4秒に延

長した o その結果 20世代あたりで、切り替え時刻

Tl=0.3365， T2=0.8965， T3=1.3995， T4=L6485秒時刻

1.7695 秒以降は制御信号の大きさは時間とともに小さくなり

振子は倒立安定化された。倒立安定化制御器のゲインが大

きいため強力に安定化されている。しかし100世代あたりで

は、切り替え時刻T1=0.349，T2=0.927， T3=1.3375， T4=L519 

秒が高い評価を得るが、その後の入力はパンパン制御を継

続していた。この原因はフィード、パック入力の感度が高すぎ

計算された入力値が上下限を越えその大きさが最大値で制

限された結果である。この様子を図5に示す。位相面軌跡よ

り、大きな入力で短時間に原点付近に移動し、倒立安定化

器のパンパン制御により細かく変動しているのが分かる。
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園5 制御の時間経過と位相面表示(ゲイン KくlOOO)

このような時系列が現れた原因は評価関数に入力に関す

る項がないためと考えられるまた、ゲインが大きいと運動が

激しくなりその変化に対応する制御にも大きな力を必要とす

る。ゲインがー桁小さい場合、倒立安定化の各ゲインが

{55，61，97，38}、同じ条件の下4つの切り替え時聞をGAにより

探索した結果、 5世代あたりで切り替え時刻Tl=0.3365，

T2=0.8965， T3=1.3995， T4=L7265秒が得られた。これは時

刻1.7695 秒以降は制御信号の大きさが時間とともに小さく

なり振子は倒立安定化に成功した。その後 200世代まで計

算を進めたが、この切り替え時間より良い入力系列は発見さ

れなかった。

最初の切り替え時刻がT1=0.492秒より遅い場合、台車は

レールの端に達し制御終了となる場合が多く見られ、その評
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価関数値は約 120である。内訳は位置と角度の評価がそれ

ぞれ 10、レール範囲外に達したことにより 100加算した結果

である。原因は、最初の振りはその周期が後の振りの半分で

よい。伸一様乱数では、突然変異で現れる短い周期が少な

くなった。また、振子が一回転した後に倒立状態に近づく場

合も見られたが、ここではその対策をとっていないため角度

は2π を越え倒立安定化制御はできない。 例えば突然変

異により最初の切り替え時間を決定するときt1=0.492x 

RNDを導入すると図6のような進化計算結果となる。この条

件をにより倒立の可能性は増したが、振子が1回以上回転し

制御が完了しない場合(100%付近)も増加した。最も評価の

高い制御系列はこの条件がない場合の方が良かった。

:.~ ..r .. :c...! t I 巴 ;.~:ιa 、沖 j:.lf

-1':""，， 1， "ι・ -h '.，つ (:'1 .:: i:a :.-.I!::主計

図6 振り上げから

倒立安定化全期間の

進化計算(t1=0.492x 

陪mの場合)
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表 3 評価関数

F=lO・1x/X1+lvl+1 0・IB

/π1+1ω|による振り上

げ安定化制御、倒立

後の評価追加項目

/g 
gl三二三 :工

'-{ミ
苧

{Kx，KvラKo，Kw}= {555，342，857，171} 

、...

20stage Tl=0.3365， T2=0.8965， T3=1.3995， T4=1.6485 

時刻1.7695秒からレギュレータに移行

l13stage Tl=0.349，T2=0.927，T3=1.3375ヲT4=1.519干少

パンパン制御を継続

{550，60.6，96.6，38.1} 

5stage Tl=0.3365， T2==0.8965， T3==1.3995， T4==1.7265秒

時刻1.7695秒からレギュレータに移行

¥ 16. 70 1， 15.7478，55.705，6. 96} 

13stage Tl=0.4245， T2==1.0115， T3=1.3545， T4=1.535 手少

時刻1.8175秒からレギュレータに移行

47stage Tl=0.375ラT2=0.919，13=1.388， T4=1.4545秒

時刻1.7995秒からレギュレータに移行

、・

最適制御理論に基ずく倒立安定化制御器の各ゲインが

{ 16.701，15.7478，55.705，6.96} の本機デモンストレーション用

で、同じ条件の下4つの切り替え時間をGAIこより探索した結

果、 20世代あたりで切り替え時刻Tl=0.375ラ T2=0.919ラ

T3== 1.388， T 4= 1. 4545秒、時刻1.7995秒以降は制御信号の

大きさは時間とともに小さくなり振子は倒立安定化に成功し

た。ただし、倒立安定化が可能な範囲は x(O)==0グ(0)=0として

1 B (0)/0.098π+ω (0)/1.841くIである。

得られた結果を表3で比較すると、倒立安定化制御器に

より振り上げの切り替え時刻は異なっている。シミュレーショ

ンでは全て倒立振子の振り上げ制御は可能であった、また

試行錯誤法で求めた最短時間に振り上げの入力系列に近

似しているがその性能はかなり広く分布しているようである。

実機ではシミュレーションで用いた装置定数との不一致の

影響により制御に失敗する可能性も考えられる。数回のオフ

ライン遺伝アルゴリズム計算で得た近似解から実機を用いて

最適解を探索する方法でも、予想外の入力による機械装置

へのダメージの可能性が懸念された。聞 各種保護対策を導

入するか、制約条件を初期の厳しい状態から進化とともに緩

和していくことが考えられる。

~ 4.ま左め

遺伝アルゴリズ、ムは近似解を得るには便利である事がわか

った。この計算は 20MHzクロックのパソコンの N88BASICで

プログラムにより実行した。計算時間は一世代全て計算して

平均 160分程度から世代が進むにつれ短縮し中盤以降 60

分程度となった。手11慎としては定常系(フィードパック制御)を

初めに求め、過渡部分を追加し全体を構成するのがよい。各

探索ともに目的を実現する近似的な制御則を見つけることが

できたが、最善とは言い難い。適切に目標を定量化し、経験

則の定量化が重要である。また、得られた入力系列は最適

値に近いものと考えられるが、シミュレーション結果の実機に

よる確認、が必要である。
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