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学位論文全文の要約 

博士の専攻分野の名称 博士（工学）  氏名  米沢 平成 

学位論文題目 

自動車駆動系における非線形性と制御周期制約を考慮した振動制御手法に関する研究 

A Study on Vibration Control Considering Nonlinearity and Control Period Constraint in Automotive Drive 

System 

 

自動車駆動系（ドライブトレイン）はエンジンからタイヤまでトルクを伝達するパワートレインであ

り，特にトルク急変時に発生するねじり振動が快適性やdrivabilityを著しく劣化させる．この振動に対し

て，制御理論に基づきアクチュエータからパワーを付与することで低減を図るアクティブ制御は，今や

必須の基盤技術である．これは車両重量の増加を伴わずに，高性能の振動低減を可能にするため，燃費

改善を補助しつつ生産車に重要な付加価値を与えるものである．今後ますます熾烈になるグローバル競

争の中で，日本経済の牽引役である自動車産業が覇権を握れるか否かは，アクティブ制御等を含む基盤

技術の継続的強化が鍵となる．以上より，自動車駆動系の制御は近年盛んに研究されているが，性能向

上を阻む2つの課題がある．1つは非線形特性を持つギヤのバックラッシである．バックラッシは機械系

全般に渡る課題でもあるため，これに対処する様々な制御系が提案されているが，設計が煩雑でかつ計

算負荷の大きいものが大半である．2つ目の課題は，アクチュエータとして用いるエンジンの制御周期制

約である．エンジンが発生トルク値を更新する機械的メカニズムについて，その動作速度は遅い．よっ

てデジタル制御器と同期したタイミング，つまり短く一定の周期で制御入力を更新できないという問題

がある．しかし，先行研究の制御周期制約に対する補償は不十分であり，特に長い制御周期で実行され

る離散化の影響が陽に考慮されていない．また著者の知る限り，バックラッシと制御周期制約を全て同

時に補償する制御系は未だ存在しない． 

以上より，本研究はバックラッシによる影響を陽に補償しつつ，アクチュエータの制御周期制約も考

慮した自動車駆動系のアクティブ振動制御系を提案する．本論文の目的は，提案手法の有効性を基礎実

験装置によって示すことである．本研究の主な貢献は，より簡便かつ実装に適したバックラッシの補償

や，サンプル値制御器を用いた予測処理による制御周期制約の補償，およびこれらを組み合わせること

で上記課題全てに対処した点にある． 

本研究は最初に，制御系を検証するために用いる基礎実験装置を開発した．本研究の自動車駆動系の

振動制御系では，一貫してバックラッシの非線形性による悪影響が重要な課題となる．また，実車の制

御で使用されるエンジンの制御周期制約にも対処しなければならない．以上より，上記の課題を重点的

に検討するためには，この目的に見合った適切な制御対象が必要である．提案手法の実装を考慮して，

高い実用性と信頼性を検証するためには，数値解析のみならず，実験検証が必要不可欠であることは言

うまでもない．すなわち，バックラッシと制御周期制約を明示的に評価できる実験装置が求められる．



ドライブトレインの振動抑制を含むパワートレインに関する研究は，多くの場合，詳細なモデルと実車

を用いた走行実験を通して検討がなされてきた．先行研究のように，フルスペックの実車を使用するこ

とは，実用化までの距離を考慮すると非常に有用である．しかし一方で，制御ロジックを一から構想す

る開発の初期段階においては，実車は必ずしも適切な制御対象ではない．なぜなら，実車は多数の構成

要素と非線形特性を有しており，これらが互いに干渉し合う複雑なシステムだからである．上記のバッ

クラッシおよび制御周期制約をターゲットとしているにも関わらず，本質ではない要素の影響まで全て，

車体の振動・応答に寄与する．よって，検証段階において，各影響の識別・評価が困難となる恐れがあ

る．以上より，ある特定の影響を重点的に補償する制御ロジックを検証するためには，実車を抽象化し

て余計な要素を除外し，ターゲットとなる現象に焦点を当てたモデルがより適切である． 

本研究はバックラッシと制御周期制約による影響に焦点を当てるために，ドライブトレインの基本構

造のみは反映させつつ，実車を簡略化して開発された基礎実験装置を使用する．つまり，この装置は上

記の課題をより一般化していると言える．具体的にこれは，リニアモーターをアクチュエータとして使

用した並進駆動位置決め系であり，力学的に 3 自由度振動系としてモデル化される．バックラッシは不

感帯として取り扱い，モデルの中間地点においてモーターが空走する可変空隙を設定する．実車のドラ

イブトレインにおける詳細なクラッチ機構やトランスミッション，走行抵抗等は，基礎実験装置には陽

に反映させない．これはターゲットとなる影響に焦点を当てるために，モデルの複雑化を回避する意図

による．また，元々回転系であるドライブトレインを並進系に等価変換した目的は，同じく構造の簡略

化に加えて，不感帯における空走・ショック現象を直接的に評価できるという利点による．次に，この

実験装置は物理機能モデルの手法に従ってモデル化される．物理機能モデルは，非線形システムのモデ

ルを時変線形状態方程式として与える．すなわち，線形状態方程式の各係数行列中に存在するパラメー

タを機構モデルに基づいて切り換えることで，対象の非線形特性を表現する．後に制御系の設計に活用

するために時変線形状態方程式が導出され，非線形パラメータの更新を担う機構モデルについても記述

する．その後，実車のドライブトレインの物理機能モデルを示しながら，プラントの構造を考察する．

さらに，実車の詳細なエンジンメカニズムを製作することは困難であるため，制御周期制約はDigital signal 

processor (DSP)内のプログラムによって再現される．上記の基礎実験装置のアクチュエータはリニアモー

ターであり，これとDSP内の制御器の間に，エンジンと等価な制御周期制約のみをプログラム処理とし

て設定する．具体的にこのプログラムは，エンジン機構から制御入力指令値に与える悪影響を同等にす

るものであり，本研究では，モーター推力値を更新する間隔を長くかつ時変動させる．このソフトウェ

アで再現する方針は簡便であり，かつ課題となる特性に焦点を絞った制御系の検討を可能にする．本研

究は制御周期制約に焦点を当てているが，エンジンの吸排気系の遅れ特性やトルクの上下限など，他の

アクチュエータ制約も同様に設定可能であり，応用性に富む．制約をハードウェアではなく，ソフトウ

ェアで設定するため，制御周期の長さや変動率など，制約に関する条件・パラメータを容易に変更でき

るという利点も挙げられる． 

次に，バックラッシの非線形特性を補償する制御系を検討した．自動車は様々な運転条件で走行する

が，ドライバーのアクセル操作などでエンジントルクが急変すると，自動車駆動系のねじり振動が発生



する．この振動による乗り心地の悪化や走行性能の劣化が問題となっている．特にディファレンシャル

ギヤのバックラッシが振動を悪化させ，制御性能の劣化につながっている．具体的には，バックラッシ

をギヤが空走し衝突することで発生するショックトルクが，振動振幅の増大を招いている．閉ループ制

御を適用する場合，バックラッシの不連続特性は，制御偏差の蓄積を伴う不可制御の状態を作り出す．

この不可制御状態が，過大な制御入力の算出につながり，衝突による大きなショックが発生する． 

以上から，バックラッシの悪影響を抑制する振動制御手法の開発が重要である．さらに，実装や開発

現場における設計および量産化を考慮すると，簡便かつ直観的に理解が容易な制御手法が求められる．

ギヤのバックラッシ，ひいては不感帯特性は機械システム全般にわたる共通の課題でもあり，これを考

慮した制御系については多数報告されている．またバックラッシを含むパワートレインの制御について

も，多数の検討がなされている．これらの主な成果物として，主流のアプローチはモデル予測制御(Model 

predictive control: MPC)や，制御系を切換える適応制御系である．しかし，MPCの場合，リアルタイムで

最適化問題を解く際にかかる計算負荷が大きく，実装上の問題となる．オフラインで最適化問題を解く

Explicit MPCはこれを改善しているが，複数の制御器を用意する必要があり，設計の負担が大きくなる．

また，制御周期制約のような複雑なアクチュエータダイナミクスを考慮する場合，常にオフラインで最

適化問題を解けるとは限らない．また，バックラッシは不連続特性であり，駆動側と被駆動側間におけ

る結合・切断状態が変化する．そのため，制御系の切換えや適応制御系は合理的アプローチであるが，

これらも，複数のプラントモデリングと制御器の設計を必要とする場合が多い．よって，設計にかかる

負担・時間の増大が避けられない．その他の手法についても，制御系の構造の複雑さや設計の煩雑さな

ど，実装には困難な点が多い．これらの理由から，シミュレーションのみで有効性を示した検討も多く，

簡便さを追求したバックラッシ補償はほとんどない． 

以上より，自動車駆動系のバックラッシ対策として，計算負荷が軽く，簡便な制御ロジックを構築し，

この有効性を実験で示さなければならない．本研究では，簡便さと良好な制御性能を両立した制御系を

提案し，基礎実験装置を用いて有効性を検証した．具体的には，バックラッシによる制御入力の過大化(制

御偏差の蓄積)回避とギヤ衝突時のショック力低減を実現できるよう，線形モデルベース制御器を運用す

る方法に着目する．これは，単一の制御器を用いた 4 つの制御モードを切り換えるアルゴリズムとして

構築された．バックラッシで結合時は線形モデルベース制御器による振動制御を行い，切断時は制御器

に対するアンチワインドアップと目標値の切換えによるショック低減制御を適用する．提案手法は，複

数の制御器を用意する必要がない点，MPCのような最適化問題を解く形式では無い点から，計算負荷が

軽く，設計が容易な手法であると言える．さらに，バックラッシ内の結合状態を同定するために，不連

続特性で増大するジャークを活用した．これにより，より簡便な形式で制御モード切換えアルゴリズム

を構築できた．最初にオフラインで動的フィードバック形式の線形モデルベース制御器を設計すれば，

本手法は，そのシンプルなアルゴリズムから，状態空間表現された制御器全般に適用できる．これは，

周波数成形を伴うロバスト制御理論など，様々な制御仕様とバックラッシへの対処が併用可能であるこ

とを意味しており，極めて実用的である．本研究は最初に，バックラッシ補償単体の有効性を検証する

ために，制振性能とロバスト安定性の両立が可能な混合𝐻2/𝐻∞制御理論を設計した．これは目標値追従



を行うために，積分器を含ませたサーボ系として取り扱う．その後，上記のバックラッシ補償を適用し，

シミュレーションおよび実験によって有効性を検証した．具体的には提案手法を，制御モード切換えア

ルゴリズムが併用されていない場合と比較し，その改善効果を観察した．その結果，提案手法を適用し

たモデルベース制御器はオーバーシュートおよび残留振動を抑制し，バックラッシによる悪影響を補償

した結果が確認できた．これは，バックラッシで蓄積する制御偏差とそれによる制御入力の過大化，衝

突によるショックという一連の現象を防ぐような制御動作に起因する． 

上記までの検討においては，アクチュエータは，上位のデジタル制御系からのどのような入力指令値

も実際に発生できるという仮定に基づいていた．しかし，実車のドライブトレイン制御でアクチュエー

タとして用いられるエンジンは，発生できる制御入力に制約が課される．つまり，アクチュエータは機

械的メカニズムに由来する制約を有するため，これを考慮した制御系を検討しなければならない．具体

的に，エンジンは複数のアクチュエータ制約を有する．これらは，自動車駆動系の振動制御性能を劣化

させ，時には安定性さえも損なわせる．本研究では，特にトルク発生メカニズムに由来する制御周期制

約を検討する．通常のデジタル制御系が可能な制御周期と比較して，エンジンの制御入力更新間隔は非

常に長い．またこの制御周期自体は，回転数に依存して時変動する．以上より，エンジンは上位のデジ

タル制御系と同期したタイミングで制御入力を更新できない．制御性能に与える悪影響の観点から，こ

の制約による本質的な問題点の 1 つは，制御対象の固有振動数と比較して，トルク値の更新間隔，すな

わち制御周期が非常に長い点である．この延長した制御周期で従来のデジタル制御器を実装すると，離

散近似誤差やサンプル周期間の応答が考慮されていない影響が無視できなくなり，特性が劣化する．し

かし，著者の知る限り，このような制御周期制約，特に周期の延長による離散化の影響を陽に考慮した

ドライブトレインの振動制御は未だ検討されていない． 

本研究の特色は，自動車駆動系の振動制御について，上記の制御周期制約における離散化の影響を陽

に考慮し，現代サンプル値制御理論をこれに応用した点である．現代サンプル値制理論(Modern 

sampled-data control theory)は，従来の連続時間ベース等で設計されたデジタル制御器とは異なり，サンプ

ル点間応答を設計仕様として完全に考慮したものである．すなわち，連続時間制御対象からデジタル制

御器が直接的に得られ，その実装プロセス中に離散化を一切必要としない．従って，サンプル点上のみ

ならず，サンプル点間の系の特性も陽に考慮したデジタル制御器が実装できる．このような優位性から，

サンプル値制御について，ハードディスク装置のヘッド位置決めや空気圧シリンダ系等の適用事例が存

在する．しかし，先行している理論面と比較して，サンプル値制御の機械系に対する応用は十分進んで

いるとは言えず，その研究も少ない． 

著者の知る限り，これまでの先行研究において，エンジンをアクチュエータとした自動車駆動系の振

動制御にサンプル値制御理論を応用した例は存在しない．よって本研究は，サンプル値制御理論の新た

な応用領域を開拓したとも言える．本研究は，サンプル値制御が離散化を必要とせず，サンプリング周

期が長くとれる優位性を活用する．この本質は，制御器の動作時間点の間隔が離れていても特性が崩れ

ない点にある．すなわち，サンプリング周期が延長できる利点は，エンジンが制御入力を更新する周期

の延長にも，同様に有効活用できる可能性に着目した．エンジン周期制約は機械的なハード面の問題で



あるため，単純な計算機性能の向上や信号処理の改善では解決できない．よって，これにサンプル値制

御を導入する動機は，強制的に長いサンプリング周期を取らざるを得ないという観点から，必然的であ

ると言える．また，アクチュエータの制御周期が長い条件下では，当然制御入力を更新する回数が減少

するため，振動抑制と目標値追従の性能の両立が困難となる．これは，従来よく用いられる近似積分器

の導入では，制御出力に関する重み関数の振動制御帯域におけるゲインが低下するためである．制御周

期制約下においては，このゲイン低下による影響がより顕著となるが，著者の知る限り，有効な対策は

検討されていない．本研究はこれを考慮し，制御周期延長下においても，振動制御と目標値追従を両立

できるサーボ型サンプル値𝐻2制御器の設計手法を提案する．具体的には，連続時間一般化プラント中に，

近似積分器によるゲイン低下を防ぐ周波数重み関数を導入する．そして，制御系の有効性を実験により

検証した．ここで，離散近似を伴う従来のデジタル制御と比較・評価を行い，制御周期制約に対するサ

ンプル値制御の有効性を示した．実験結果からは，制御入力更新周波数が固有振動数の 5 倍程度の粗さ

になっても，サンプル値制御器は高い振動・追従性能を維持できることが確認された． 

最後に，制御周期制約による 2 つ目の課題である時変周期への対処を検討した．制御系を検討する前

に，エンジンの制御周期制約をDSPのプログラムで等価的に再現した．これは，制御器からの指令に関

わらず，強制的にモーターの推力更新周期を長くかつ時変動させるものである．制御系について，上記

までの検討においては，エンジンの制御周期制約の内，周期の延長による離散化の影響のみに焦点を当

てていた．すなわち，制御周期は一定であるという仮定を置いていた．しかし，実際のエンジンによる

トルク更新間隔は，回転数に依存して時変動する．本研究で最終的に提案する制御系の特色は，従来の

自動車駆動系の制御では不十分であったバックラッシへの対処，および制御周期制約による 2 つの課題

を全て同時に考慮した点である． 

エンジンの制御周期制約について，一部上記と重複するが，改めてここで課題を整理する．エンジン

はアクティブ制御に利用される有力なアクチュエータの 1 つであるが，デジタル制御系と同期した高速

かつ一定の周期で制御入力を更新できない．なぜならば，発生トルク値を更新するために，排気，吸気，

圧縮，燃焼爆発という一連の機械的プロセスを必要とするためである．すなわち，燃焼爆発が発生し，

クランクシャフトが一定角回転する瞬間しか制御入力を更新できない．この爆発の発生間隔が，エンジ

ンの実質的な制御周期であり，これは明らかにエンジン回転数に依存する．本研究で焦点を当てる，本

質的な悪影響は以下の2つである． 

 

A) 制御対象の固有振動数と比較して，アクチュエータの制御周期は非常に長い．そしてデジタル制御

器をこの長い周期で実装せざるを得ないため，その際の離散化(離散近似誤差の増大)が特性を劣化

させる． 

B) 実際の制御周期は時変動する．この影響は，制御器からの指令値に対して，実際の制御入力の位相

を遅らせる． 

 

この制御周期制約を陽に考慮したドライブトレインの制御は少ないものの，パデ近似によるモデル化



や連続時間ベースで設計された𝐻∞補償器，予測制御に基づくアプローチなど，注目に値する検討がなさ

れている．これらの検討には，実車を使用した実験検証も含まれる．しかし，先行研究では，A)に関す

るアクチュエータの制御周期が長い点が十分に考慮されていない．具体的には，制御周期の延長による

離散化の影響が補償されていない．また，バックラッシの補償についても，衝突後のオーバーシュート

やショック低減などが陽に対処されておらず，振動制御性能が不十分である．より完全にバックラッシ

の影響を抑制するためには，不感帯で切断中の補償が必要である． 

以上より，著者の知る限りでは，バックラッシの悪影響，および制御周期制約による課題A) B)の全て

に同時に対処した制御系は検討されていない．先行研究と比較して，本研究はそのようなアクティブ制

御手法を提案する．すなわち，本研究の貢献は，下記の 3 つの課題に対する補償を組み合わせた制御系

である． 

 

C1) Tip-in/tip-outの条件下で生じるオーバーシュートなど，バックラッシが引き起こす振動・応答の劣化． 

C2) 制御対象の固有振動数に対して，制御周期が非常に長い．これは，課題A)に対応する． 

C3) 制御周期が時変動する．これは，課題B)に対応する． 

 

上記で得られた知見から，制約の1つである制御周期の延長C2)に対しては，サンプル値制御理論が有

効である．これをベースとして使用し，時変制御周期C3)への対策を検討した．時変制御周期はアクチュ

エータから発生する制御入力の位相を遅らせるため，これを補償するためにサンプル値制御器を用いた

予測処理を提案した．これは，制御器からの過去・未来の指令値を用いた制御入力に関する最近傍補間

とも見なせる．具体的には，1ステップ未来の制御入力を予測しておき，実際の制御入力の更新時刻が周

期後半にある場合，予測値を近似的に指令する．この予測処理は，指令値に対する最大位相遅れの補償

に焦点を当てている．予測に必要となる状態ベクトルは，物理機能モデルを活用した時変線形カルマン

フィルタに基づき推定できることを示した． 

さらに，バックラッシC1)を補償するために，すでに提案した制御モード切換えアルゴリズムを，サン

プル値制御器を用いた予測処理と組み合わせる．これは，線形モデルベース制御器全般に対する汎用性

を有するため，離散時間状態空間に実現されたサンプル値制御器に対しても容易に適用できる．そして

この制御モード切換えアルゴリズムを，C3)対策である予測シミュレーション中に含めることで，3 つの

課題C1-3)に同時に対処する．以上より，制御周期制約を考慮しつつ，バックラッシ切断時の補償によっ

て衝突時のショックを軽減し，オーバーシュートと過渡振動の両者を抑制することが可能になる．最後

に，基礎実験装置を使用した実験を通じて，提案するアクティブ振動制御系の有効性を検証した．これ

は，C1), C2), C3)に対する対策の効果を確認するために，いくつかの比較実験を含む．実験結果から，上

記の課題による悪影響を全て抑制した良好な振動制御性能を確認できた． 

以上より，提案した制御系は先行研究に対する新規性および独創性を有しており，上記の課題に有用

であることが示された．制御系の検証には一貫して，自動車駆動系をより一般化した基礎実験装置が使

用された．機械システムの中には同様の課題，すなわち不感帯や，制御系とハードウェア間に生じる遅



れを有するプラントも多数存在する．よって，本手法はエンジン・自動車駆動系に限らず，より幅広い

別の機械系にも応用が期待される．本研究で得られた成果物は，制御理論の応用という観点から学術的

意義を有するとともに，日本の基幹産業である自動車産業の発展に貢献し，燃費改善から環境問題の解

決にもつながるものである． 

 

 

 


