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第1章 機械振動の基礎  

1.1 振動とは (pp.1-4) 

振 動 (vibration, oscillation) 

ある座標系（coordinate system）に関する物理量の大きさが平均値から交互に大きくなったり小さくな

ったりするような変動をいう．通常は時間的変動である．例えば，電力会社が送電する交流電圧の変動，

地盤の変動，音圧の変動など． 

 

励振力（exciting force: [N]）  (表1.1参照) 

 系に作用して振動を発生させる外力をいう．加振力ともいう．励振力の時間的変化の形から，周期的

励振力，無周期励振力（ステップ力，インパルス力，ランプ力など），不規則励振力に分類される．例え

ば，周期的励振力としては，回転機械の不釣り合いによって発生する励振力など． 

 

強制振動 (forced vibration)   (表1.1参照) 

 外力励振または変位励振の作用によって系に発生する振動を，広義における強制振動（2.8節参照）と

いう．また減衰強制振動においては，減衰自由振動が消滅後の定常振動を意味することもある． 

 

固有振動数 (natural frequency: [1/s] ) 

 系の剛性と質量（慣性）との比で決定される固有の物理量（振動数）をいう．単位はヘルツ(Hz=1/s)

で表される．例えば，普通乗用車体の最低次の固有振動数は，通常 fn ＝1～2 Hz 程度である． 

 

共振現象 (resonance phenomenon)  (図2.24参照) 

外力励振または変位励振の励振振動数が系の固有角振動数nに一致すると，系に減衰がないときに

は，振幅は時間と共に∞に増大する現象をいう．系に減衰があれば振幅が時間と共に一定値（減衰比で

決まる）をもつ定常振動となる．例えば，地震による高層ビルの振動など(2.5節参照)． 

 

不規則振動（random vibration）   (図1.2参照) 

 振動の振幅（変位，速度，加速度など）が時間と共に変化し，しかもその変化に規則性がない振動を

いう．このような振動の解析には統計的な取扱いが必要となる．例えば，風や地震が作用する構造物の

振動，波浪を受ける船体の振動など． 

 

自由振動 (free vibration)      (表1.1参照) 

 系に励振力（加振力）が作用せずに，初期条件（2.1節参照）のみによって発生する振動をいう．非減

衰自由振動では系の固有振動数で永久に持続するが，現実には多少なりとも減衰要因が存在するため，

ほとんどが減衰自由振動となる．例えば，単振り子の自由振動（例題2.1参照）．  

 

過渡振動（transient vibration）   (表1.1参照) 

 強制振動の一般解（完全解）は，自由振動の一般解＋強制振動の特殊解の和として求まる．初期の自

由振動が無視できない期間の振動を，とくに過渡振動（2.8節参照）という． 
 

自励振動 (self-excited vibration)   (表1.1参照) 

 外力励振や変位励振が作用しない状態で，自然に揺れ出す振動をいう．自励振動では，振動体の運動

に伴って励振力が発生するため，振動体が静止すれば励振力もなくなる．例えば，翼の曲げ捩りフラッ

タ，車両の蛇行（meandering），回転軸のふれ回り(whirling)，切削加工時の工具や被削材のびびり振動

(chatter vibration)などの現象に伴って発生する． 

 

国際単位系 (international system of units)  (表1.2参照) 

 SI 単位を意味し，MKS単位ともいわれる．力学系での基本SI単位は，長さ（m），質量（kg），時間（s）
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である．従来から使用されてきた工学単位は，重力単位系またはCGS単位といわれる． 

 

重力加速度 (gravitational acceleration: [m/s2] )   

 重力によって生じる地球表面での加速度をいう．重力加速度は地球の自転により発生する遠心力によ

り，観測点の緯度および高さに依存してわずかに変化する． 

 

1.2 調和振動 (pp.5-12) 

調和振動（単振動) (simple harmonic oscillation)  (図1.3参照) 

単一の固有振動数で変動する正弦波状の振動（振幅，角振動数，初期位相角が時間に依存しない振動）．

正弦関数または余弦関数によって表される振動． 

 

角速度（angular velocity: [rad/s]）  (図1.3参照) 

角度θの時間変化率 ＝𝑑𝜃/𝑑𝑡．角速度 の時間変化率が角加速度（ベクトル量）となる．例えば，

地球の地軸周りの角速度は，24時間で１回転するため，＝2( ×× )≒×− rad/s 

 

振 幅 (amplitude: [m])       (図1.3参照) 

平衡点（基準点）から振動が最大に振れる幅の大きさをいう．振幅の最大値から最小値までの幅（最

大値と最小値の差）は，全振幅 (total amplitude)という．通常は並進運動系の調和振動の変位振幅 

(displacement amplitude)を意味するが，回転運動系では調和振動の角度振幅 (angular amplitude, [rad])と

いう．例えば，電力会社の送電する正弦波交流電圧の振幅は，141V（実効値が100V）である．  

 

振動数 (frequency: [1/s])   

 単位時間（１秒間）に繰り返される回数 f（＝サイクル/秒）をいう． f =1/T (T：周期)で与えられ

る．SI単位では，ヘルツ (Hz =1/s)で表示される．サイクル/秒はSI単位ではないので，現在ではあまり

使用されない．例えば，電力会社の送電する正弦波交流電圧の振動数f は，50 Hz(東日本)と 60 Hz(西

日本)である． 

 

角振動数 (angular frequency:[rad/s])＝円振動数 (circular frequency: [rad/s])ともいう (図1.3参照) 

原点Oを中心とする回転ベクトルの回転速度（角速度）の大きさ（スカラ量） をいう．角振動数＝

2 f（2秒間の振動数）の関係がある．例えば，電力会社の送電する正弦波交流電圧の角振動数 は，東

日本では =2f =2× =314 rad/sであり，西日本では =2f =2× =377 rad/sとなる． 

  

位相角 (phase angle: [rad])    (図1.3参照) 

波動などの周期的現象における原点からのずれ（特定の位置）を示す無次元量．三角関数の引数

(argument) の部分．例えば，sin (ωt + α)と表示したときの (ωt + α)の値．ここで時刻t=0 における位相

角 を初期位相角といい，＋ のときを位相進み(phase lead) ，－ のときを位相遅れ(phase delay)とい

う．１自由度減衰系の調和外力（または調和変位）による強制振動では，質点の運動には必ず位相遅

れが生じる． 

 

角 度（angle: [rad]） 

通常は平面角を表し，弧度法による角度の単位（ラジアン）で表す．（円弧の長さl ）＝（半径 r）×

（角度 ）の関係が成立するため，2 =360°すなわち１ラジアン＝180/π°≒57.3°となる． 

 

周 期（period: [s])     (図1.3参照) 

振動の１回の繰り返しに要する時間 T．すなわち T = 2/ = fで与えられる時間．例えば，電力会

社の送電する交流電圧波形の周期は，東日本ではT =  f =1/50 =0.020 sであり，西日本ではT = f=1/60 

= 0.0167 sとなる． 

 

速 度（velocity: [m/s]） 
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位置(変位) x の時間変化率 v＝𝑑𝑥/𝑑𝑡．速度v の時間変化率が加速度（ベクトル量）[m/s2]となる．

例えば，物体に作用する重力加速度g＝9.8 m/s2 である． 

 

変 位 (displacement: [m]) 

平衡点（基準点）からの質量の位置の変化量で，ベクトル量（方向と大きさを持つ）である．変形

(deformation)は大きさだけを表すスカラ量であり，変位とは厳密には異なる. 

 

うなり (beat)   (図1.5参照) 

振動数がわずかに異なる2つの調和振動が干渉して，振幅が周期的に大きくなったり小さくなったり

する振動が繰り返される現象をいう．例えば，1自由度非減衰系の強制振動において，外力の励振振動

数と系の固有角振動数nが近くなる( ≈ n)と，うなり現象が発生する．両者が完全に一致( = n)

すると，共振（2.5節参照）が発生する．（注：振動数がわずかに異なる２つの音波が干渉するときに

もうなりは発生し，周期的に音の強弱を繰り返す現象が生じる．音波の共振現象はとくに音響共鳴

(acoustic resonance)という） 

 

振幅変調（amplitude modulation） 

 ２つの調和振動の合成振動の振幅Aが時間の周期関数であれば，振幅変調を受けているという．もし，

合成振動の周波数(振動数) f が時間の周期関数になっているときは，周波数変調(frequency modulation)を

受けているという．例えば，ラジオの中波によるAM（振幅変調）放送と超短波によるFM（周波数変調）

放送．振幅変調や周波数変調を受けた振動は，調和振動ではなくなる．  

 

複素ベクトル（complex vector）  （図1.9参照） 

 複素数表示したベクトルをいう. 例えば，r = x+ j y（x，y は実数, j を虚数単位）．厳密にはベクトル

と複素数は同じではないが，両者は加法，減法，定数倍の演算が同様に行えるので，このような表示法

が便宜的になされる． 

 

オイラーの公式（Euler’s formula） 

 複素指数関数と三角関数の間に成り立つ次の恒等式を，オイラーの公式という． 

   𝑒±𝑗𝜃 = cos𝜃 ± 𝑗sin𝜃   ここで e =自然対数の底（ネイピア数）, ｊ＝√−1  

この恒等式はθ が実数である場合がよく使われるが，複素数𝜃(例：𝑗𝛼𝑥)に対しても成り立つ（𝑒±𝛼𝑥 =

cosh𝛼𝑥 ± sinh𝛼𝑥：付録A2参照）．𝑒𝑗𝜃は絶対値１で，偏角（ラジアン）の複素数を表す．オイラーの公

式と呼ばれる公式は，他にもいくつかあるので注意． 

 

複素振幅（complex amplitude） 

 原点Oを中心とする回転ベクトルを極形式の複素ベクトル表示したときの振幅部をさし，初期位相角

を含む振幅として表現される．複素振幅を用いて複素数表示した解 𝒓(𝑡) = 𝑟𝑒𝑗(𝜔𝑡+𝜙)を仮定すると，減

衰強制振動の定常振動解を簡単に求めることができる．ここで，𝒓(𝑡) = 𝑟𝑒𝑗𝜙𝑒𝑗𝜔𝑡と変形すると，�̃� = 𝑟𝑒𝑗𝜙

が複素振幅（振幅と位相位相角）を表す． 

 

実部（real part）と虚部 (imaginary part) （図1.9参照） 

複素数をz = x+ jy（x，yは実数, j は虚数単位）と表すとき，xを実部，yを虚部という． 

 

1.3 フーリエ級数と調和解析 (pp.13-16) 

フーリエ級数 (Fourier series )  （図1.13参照） 

 任意の周期関数 f(t) の基本周期をT＝2 / とすると，２つの三角関数の和の無限級数和として次の

ように展開することができる． 

  𝑓(𝑡) =
𝑎0

2
+ ∑ (𝑎𝑛 cos 𝑛 𝜔𝑡 + 𝑏𝑛 sin 𝑛 𝜔𝑡)∞

𝑛=1  



基礎 振動工学第 2 版（共立出版）  専門用語集（英訳付き）  Ⓒ横山 隆 2023 

 

4 

 

このような級数をフーリエ級数という．またこのときの係数a0, an, bn (n =1, 2, … ∞)をフーリエ係数

(Fourier coefficient)という． 

 

フーリエ解析 (Fourier analysis) 

 任意の周期関数 f(t)をフーリエ級数展開して，上式の係数a0, an, bn (n =1, 2, … ∞)を求めることを

フーリエ解析という．また調和解析(harmonic analysis)ともいう． 
 

関数の直交性 (orthogonality of function) 

関数列において，同一関数のある区間の2乗の積分値が一定値をとり，相異なる2つの関数の積の積分

値がその区間で0となる性質をいう． 

直交関数列の例：（sinx, sin2x, sin3x, …）,( 1,cosx, cos2x, cos3x,…) 

 

1.4 振動系の基本要素 (pp.16-20) 

力学モデル (mechanical model)  （図1.4参照） 

複雑な振動系を集中定数系の質量要素，ばね要素，減衰要素（ダッシュポット）の組み合わせとして

置き換えたモデルをいう．また材料力学の分野では，材料の力学的特性を数式的に表示するために，ば

ね要素，粘性要素，摩擦要素などの組み合わせとして表したレオロジー・モデル（rheology model）を指

すことがある． 

 

慣性要素 (inertia element) （表1.3参照） 

集中定数系における質量，または慣性モーメントを与える要素を表す．例えば，後者の代表例として

は，はずみ車(flywheel)がある． 

 

復元要素 (restoring element )＝復原要素とも書く（表1.3参照） 

集中定数系におけるばね要素のように外力を受けて変形したときに，元の状態に戻ろうとする力（復

元力）が作用する要素．通常はばね要素や回転ばね要素を表す． 

 

減衰要素 (damping element)  （表1.3参照） 

集中定数系におけるダンパやダッシュポットのように，系の運動エネルギを非可逆的な熱ネルギに変

換して消散させて，振動を減衰させる要素をいう．例えば，減衰にはクーロン摩擦力 (Coulomb friction 

force)による減衰，液体の粘性による減衰，固体の内部減衰，構造減衰などがある． 

 
ダッシュポット(dashpot)     (図1.14参照) 

粘性減衰要素または単に減衰器とも呼ばれ，系に減衰力を発生させる要素をいう．ばね要素と同様

に直線（並進）系ダッシュポットと回転系ダッシュポットの2種類に分類される．ダンパー（damper）

の一形態である. 

 

自由度 (degree of freedom)  

考えている系の運動を記述するのに必要な座標の数をいう.例えば，座標系として変位x，回転角度 を

採用すれば，質量m が１個でも2自由度となる．質量mの数と自由度数は必ずしも一致しない． 

 

ばね定数（spring constant: [N/m]）＝ばね剛性（spring stiffness: [N/m]） 

並進系では，線形ばねは作用する力F に比例して長さx だけ伸縮する．すなわちF = k x が成立する

とき，その比例定数k をいう．回転系では，軸に作用するトルクT に比例して横断面にねじり角 が

生じる（T= kt )．そのとき，その比例定数kt をねじりばね定数（torsional spring constant: [Nm/rad])また

はねじり剛性（torsional rigidity: [Nm/rad])という． 

 

フックの法則（Hooke’s law） 

線形ばねは，作用する外力F に比例して長さxだけ伸縮する．すなわちF = k x が成立する法則をいう．
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また１次元弾性体において，作用する単軸応力と生じるひずみ の間にも比例関係  ＝E  （ 縦弾性

率）が成立し，この関係もフックの法則という． 

 

等価ばね定数 (equivalent spring coefficient: [N/m])   (図1.15参照) 

複数のばねが並列にまた直列に結合している場合に，１つのばねとして等価的に表わしたときのばね

定数をいう（並列ばねの合成式と直列バネばねの合成式を組み合わせて使用すると，複数のばねを組

み合わせた系の等価ばね定数が計算できる）． 

 

粘性減衰係数（viscous damping coefficient: [Ns/m]) 

並進系において，質量の速度v に比例して抵抗力F が発生する場合，このときの比例定数c (=F/v)を

いう．回転系においても，角速度�̇�に比例して抵抗トルクTが発生する場合，このときの比例定数ct 

(=T/�̇�)をねじり粘性減衰係数（torsional viscous damping coefficient: [Nms/rad])という． 

 

等価減衰係数 (equivalent damping coefficient: [Ns/m] )  (図1.16参照) 

複数の減衰要素が並列にまた直列に結合している場合に，１つの減衰要素として等価的に表わした

ときの減衰係数をいう（並列減衰要素の合成式と直列減衰要素の合成式を組み合わせて使用すると，

複数の減衰要素を組み合わせた系の等価減衰係数が計算できる）． 

 

1.5 モデル化と運動方程式 (p.20) 

集中定数系（lumped parameter system） 

有限個の集中した質量，剛性，減衰特性からなる系をいう．離散系(discrete system)とも呼ばれ，一般

には有限個の自由度をもつ系として，力学モデルによって表現される（5.1節参照）． 

  

解析解（analytical solution） 

一般には理論的・代数的に算出された方程式の解をいう．振動問題では，運動方程式（2階微分方程式

の初期値問題）の一般解や特殊解を表す． 

 

数値解（numerical solution） 

運動方程式（2階微分方程式）の解析解が導出できないとき，コンピュータによる数値解法（numerical 

technique）を利用して求める解をいう．多自由度系（n≧3）の振動問題では解析解を求めることが一般

には困難であるので，数値解法（7章参照）を使用する必要がある． 

 

1.6 回転運動と慣性モーメント(pp.21-24) 

剛 体（rigid body） 

剛体とは微小な質量要素の集合体で，大きさと質量をもち，外力を受けても変形しない特性をもつ仮

想的な物体をいう．現実には完全な剛体は存在しないが，作用する外力が小さく物体の変形が無視でき

るほど小さい場合には，その物体は近似的に剛体と見なすことができる． 

 

慣性モーメント（moment of inertia: [kgm2]） （図1.18参照） 

 剛体(体積V)に対して，次式で定義される物理量をいう（具体例，付録A1参照）． 

    𝐽𝑜 = ∫ 𝑟2
𝑉

𝑑𝑚 （rは軸心Oから微小質量dmまでの距離） 

慣性モーメントは「回転運動における質量」に相当する概念であって，その値が大きいほど剛体は回転

運動しにくい．慣性モーメントを直接的に測定することは困難であって，2点吊り法等によって系の固

有周期(または固有振動数)を測定することによって，間接的に決定することができる． 

  

極慣性モーメント（polar moment of inertia: [kg m2]） 

 特に軸対称体の回転軸周りの慣性モーメントをいう．軸の回転運動に対する抵抗の大きさを表す．こ

の値が大きい程，回転運動を生じにくい．断面2次極モーメント：[m4] (2.1節参照)とは物理的意味も，
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その単位も異なることに注意． 

 

角運動量（angular momentum: [kg m2/s]） 

 一般的には，剛体の運動量のモーメント，すなわち L＝r×mv （ここで，r は位置ベクトル，mは剛

体の質量，v は速度ベクトル）で表される．剛体が回転軸O周りに回転運動をしているとき，この軸周

りの剛体の慣性モーメントJoと角速度 の積で表わされる物理量 L＝Jo を角運動量という．このとき，

トルクT = dL/dt の関係を角運動量の法則（law of angular momentum）という．角運動量の時間的変化が

トルクに等しいことを意味する．角運動量の法則は，剛体の回転の運動方程式と等価である． 

 

回転半径 (radius of gyration: [m]) 

  剛体の任意の点O周りの慣性モーメントJ0と全質量mの間には次式が成立する． 

       J0 = m2 

上式の 𝜅 = √𝐽𝑜 𝑚⁄  を回転半径1と呼び，この値が大きいほど慣性モーメントは大きくなるため，剛体の

回転運動に対する抵抗が大きくなる． 

 

直交軸の定理 (theorem of perpendicular axis)    (図1.20参照) 

 薄い平板において，平板に垂直なz 軸周りの慣性モ-メントJz は，面内の直交する2つの軸（x，y）周

りの慣性モーメントの和と等しいという定理． 

       Jz  = Jx + Jy 

 

平行軸の定理 (theorem of parallel axis)＝スタイナ―の定理 (Steiner’s theorem)ともいう (図1.21参照) 

重心Gを通るz 軸周りの剛体（質量m）の慣性モ-メントをJz とすると，z 軸と平行で距離d だけ離れ

たz’ 軸まわりの慣性モーメントJz’ は，次式で表わされるという定理． 

        Jz’ = Jz + d2 m 

    

重 心 (center of gravity) 

物体あるいは質点系において，その各部分・各質点に作用する重力の合力の作用点．質量中心(center 

of mass)ともいう． 

 
第2章 1自由度系の振動  

2.1 非減衰自由振動 (pp.27-32) 

基本解（fundamental solution） 
 2階同次微分方程式（例えば，１自由度の自由振動の運動方程式）において，この微分方程式を満足す

る独立した解（通常は2個ある）をいう．この2つの解（基本解）の線形結合によって与えられる解を，

一般解(general solution)という． 

 

初期条件(initial condition) 

振動を表す運動方程式は，質量の変位の時間に関する2階微分方程式で表現される．例えば１自由度

ばね-質量系では，時刻t = 0 における初期変位 x(0)= xoと初期速度�̇�(0) = 𝑣0を与えると，解析解(1.5節

参照)が求まる．この時刻t = 0で与えられる変位と速度に関する条件を，初期条件という．  
 
自由振動 (free vibration) 

外力(励振力)が作用せずに，初期条件（時刻t = 0での変位と速度が与えられる）によってのみ生じ，

 
1 材料力学分野におけるはり断面の回転半径（断面2次半径）𝑟 = √𝐼 𝐴⁄ （ I : 断面2次モーメント，A：断面積）と名称も

単位(m) も同じであるが，物理的意味は全く異なり，はり（柱）の細長比L/r（L：長さ）を表すために使用される． 
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系の固有の（角）振動数で振動する現象をいう．例えば，単振り子の振動（例題2.1参照）． 
  
固有角振動数 (natural angular frequency: [rad/s]) ＝ 固有円振動数(natural circular frequency: [rad/s])  

  集中定数系では初期条件（本節前出）に依存せず，ばね定数と質量のみによって決まる系に固有な物

理量（角振動数）をいう．一般には自由度数と同じ個数の固有角振動数i (i =1,2,・・n)が存在する． 

 

固有周期 (natural period: [s])   （図2.2参照） 

 系の最小の周期をいい，基本周期とも呼ばれる．固有振動数の逆数(T=1/f ）で表される．1自由度系で

は周期と固有周期は同じである． 

 

固有振動数(natural frequency: [Hz=1/s]) 

 固有角振動数を2で除した振動数(f ＝/2)をいい，固有角振動数とは異なる．略して単に振動数と

いう場合があるので，とくに数値計算では両者の違いに注意が必要である． 

 

角度振幅 (angular amplitude: [rad]) 

回転運動系における調和振動の角度の振幅 （ラジアン）を表す（1.2節参照）． 

 

等時性 (isochronism)   (図2.3参照)  

 単振り子（長さl）の単振動において微小回転運動するとき，固有周期T (＝2𝜋√𝑙 𝑔⁄ )が糸の先端の質

量m や角度振幅  (前出）に依存せずに常に一定となる性質をいう．しかし，角度振幅 0 が大きくなる

と，運動方程式が非線形となって等時性は成立しなくなり，実際の固有周期はTよりわずかに大きくな

る．このTの近似式としては, 第1種完全楕円積分（complete elliptic integral of the first kind）を角度振幅

 0について級数展開することによって，次のように与えられる． 

  𝑇 = 2π√
𝑙

𝑔
 {1 +

1

4
sin2 𝜃0

2
+

9

64
sin4 𝜃0

2
}   (0 ≤ 𝜃0 ≤

𝜋

2
)  

 

自由物体線図 (free body diagram)    （図2.1参照） 

 多自由度系の各質量に作用する外力に対して発生する内力（復元力や減衰力）の大きさと方向を，仮

想的に分離した各質量に記入した線図をいう．このような線図を描くと，多自由度系の複雑な運動方程

式を容易に導出することができる． 

 

ねじり剛性 (torsional rigidity: [Nm/rad])  （例題2.3参照） 

円断面軸がトルクTを受けたときの横断面のねじり角 との関係は，断面2次極モーメントIp（本節後

出），横弾性率G, 長さl によって，弾性域内では次式で表示される． 

  𝑇 =
𝐺𝐼𝑝

𝑙
𝜃  ここで 𝐼𝑝 = ∫ 𝑟2 d𝐴  ( r:軸心OからのdAまでの距離) 

上式の比例定数 GIp/l が軸のねじりばね定数 kt（1.4節参照）に相当し，これをねじり剛性という．トル

クを受ける棒のねじれ変形に対する抵抗の大きさを表す．GIp をねじり剛性という場合もある． 

 

横弾性率 (modulus of transverse elasticity: [N/m2]) ＝横弾性係数 

 円断面軸 (半径r，長さl，横断面のねじり角)がねじりトルクを受けたときに横断面に生じるせん断

応力とせん断ひずみ（＝r l）は，弾性域では比例する（フックの法則）．そのときの比例定数Gをい

う．剛性率(modulus of rigidity), せん断弾性係数(shear modulus)ともいう．トルクを受ける軸のねじれ変

形に対する抵抗の大きさを表す弾性定数(elastic constant)をいう． 

 

断面2次極モーメント（polar second moment of area: [m4]）＝極断面2次モーメントともいう 

 断面2次モーメントは，次式で定義される軸心周りの横断面の形状寸法のみで決まる特性をいう． 

 𝐼𝑝 = ∫ 𝑟2 𝑑𝐴   ( r:軸心OからのdAまでの距離) 

トルクを受ける軸のねじれ変形に対する抵抗の大きさを表す断面特性を意味する．極慣性モーメント
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[kgm2]（1.6節参照）とは物理的意味も単位も異なることに注意．  

 

2.2 エネルギ法 (pp.32-37) 

エネルギ保存の法則 (law of conservation of energy) 

粘性減衰力や摩擦力などによるエネルギの散逸がない場合，系の運動エネルギTとポテンシャル・エ

ネルギUの和は常に一定となり，その力学的エネルギの和が保存されるという法則.すなわち，次式のよ

うに書ける． 

          T + U = 一定     
𝑑

𝑑𝑡
(𝑈 + 𝑇) = 0 

1自由度非減衰系において一般解を調和振動で仮定すると，上式から次の関係 
     Tmax  = Umax 

を得る．上式に基づいて運動方程式を導出する方法を，レイリーのエネルギ法（Rayleigh’s energy method）

という．この方法はラグランジュの方程式（4.3節参照）と同様に，エネルギ量（スカラ量）を取り扱う

ので，ニュートンの運動の第2法則よりも簡単に運動方程式を導出できる利点がある． 

 
運動エネルギ (kinetic energy: [J])        （表5.5参照） 

運動する質点がもつエネルギ（並進運動エネルギ＋回転運動エネルギ）をいう．例えば，空中を飛ん

でいる野球ボールやゴルフボールは，並進と回転の運動エネルギを有する． 

 

ポテンシャル・エネルギ (potential energy: [J] )  （表5.5参照） 

一般的には保存力（4.3節参照）がなす仕事量(work)をいう.例えば，重力場における剛体の位置エネ

ルギ，ばねに蓄えられるひずみエネルギなどをいう． 

 

ひずみエネルギ（strain energy: [J]） 

 外力の仕事によって弾性体に蓄えられるエネルギで，ポテンシャル・エネルギの１つ（平衡位置での

ポテンシャル・エネルギ値＝0と定義）．例えば，ばねに蓄えられるひずみエネルギなど.  

 

線密度 (line density: [kg/m])    （例題2.4参照） 

 長さに比較して断面積の小さい線，紐，糸などは，質量密度( [kg/m3])の代わりに単位長さ当たりの質

量が使用される．これを線密度という．また膜のような薄い平板は，質量密度の代わりに単位面積あた

りの質量が使用されることがあり，これを面密度(area density: [kg/m2])という． 

 

等価質量 (equivalent mass: [kg])  （図2.6参照） 

系の運動エネルギ式に基づいて，質量が連続的に分布する部材に対して１つの等価的な集中質量とし

て表現される量をいう．全有効質量(total effective mass)といわれることもある.慣性モーメントについて

いうときは，等価慣性(equivalent inertia: [kg m2])という．  

 

2.3 減衰自由振動 (pp.37-47) 

減衰力 (damping force: [N])  (図2.25参照) 

一般的には運動する物体（質量）に作用する摩擦や粘性による抵抗力を表す．通常は速度に比例して

発生する粘性減衰力を取り扱うことが多い．振動系においては，一般的にはダッシュポット（ダンパー）

によって発生する粘性抵抗力をいう． 
 
減衰比 (damping ratio: [–])＝減衰係数比ともいう 

１自由度減衰系における（粘性）減衰係数cと臨界（粘性）減衰係数ccとの比 = c/ccをいう．この減衰

比が0< <1 の範囲では大きい程，振幅の減少が時間と共に大きくなる．  

 

特性方程式（characteristic equation）= 補助方程式（auxiliary equation）ともいう 
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微分方程式の基本解を導出するための代数方程式をいう．特性方程式は振動数方程式（3.1節参照）を

意味することもある．それ以外にも別の意味で使用されることが多々あるので注意．  

 
無周期運動 (aperiodic motion)             (図2.11参照) 

 １自由度減衰系において，減衰比 >1 のときに生じる運動をいう．初期条件 x(0) = x0, �̇�(0) =0 によっ

て初期変位を与えられた側からその符号と反対側へ振動せずに，振幅が急激に減衰して停止する運動． 
 
臨界減衰係数（critical damping coefficient: [Ns/m])  (図2.12参照) 

１自由度減衰系における減衰係数が𝑐𝑐 = 2√𝑚𝑘となるとき，これを臨界減衰係数という．この減衰係数

c＝cc のとき，減衰比  =1となり系が自由振動する場合には無周期運動を生じ最短時間で減衰する． 

 

減衰自由振動 (damped free vibration)      (図2.13参照) 

 自由振動において減衰比≠0のとき，時間と共に振幅が減少していく振動をいう． 

 

減衰固有角振動数 (damping natural angular frequency: [rad/s]) 

１自由度減衰系の固有角振動数をいい，𝜔𝑑 = 𝜔𝑛√1 − 𝜁2（0< <1）で与えられる． 𝜔𝑑は非減衰固有角

振動数𝜔𝑛より常に小さくなる（𝜔𝑑 < 𝜔𝑛）． 

 

減衰固有周期 (damping natural period: [s]) 

１自由度減衰系の固有周期をいい，𝑇𝑑 = 2𝜋/𝜔𝑑 = 2𝜋/𝜔𝑛√1 − 𝜁2で与えられる．ただし，0< <1. 減衰

固有周期𝑇𝑑 = 𝑇/√1 − 𝜁2は，非減衰固有周期 T = 2𝜋/𝜔𝑛より常に大きく（長く）なる（𝑇𝑑 > 𝑇）． 

 

対数減衰率 (logarithmic decrement: [–])  (図2.13参照) 

１自由度減衰系の自由振動波形において，隣り合う振幅の同符号の極大値の比の自然対数を取った値

δを意味する．この値δから減衰比  を算出することができるが，0<  < 0.7の範囲でしか適用できない．

この対数減衰率から減衰比を決定する方法を，対数減衰法（logarithmic decrement method）という． 

 

クーロン摩擦 (Coulomb friction)= 乾性摩擦 (dry friction)  (図2.16参照) 

質量の運動方向と反対で接触面積に無関係に，垂直抗力に比例して生じる摩擦をいう．固体摩擦（solid 

friction），乾性摩擦ともいう．この場合に発生する摩擦力をクーロン摩擦力といい，エネルギ散逸（energy 

dissipation）を伴うので，非保存力(4.3 節参照)となる． 

 

2.4 自由振動の位相平面トラジェクトリ (pp.47-49) 

位相平面 (phase plane)＝相平面ともいう 

１自由度系の振動を表す時に，横軸に変位x，縦軸に速度v をとって質量の運動状態を表現すると便利

である．このx－v 平面を位相平面という．また位相平面上の点(x, v)を状態点(state point)または位相点

（phase point）という．  
 
位相平面トラジェクトリ(phase plane trajectory) （図2.19参照） 

１自由度系の振動は，状態点の移動によって位相平面上にはある曲線として描かれる．この軌跡の曲

線を位相平面トラジェクトリという．例えば，１自由度非減衰系は横軸（x），縦軸（v）に対して対称な

形状の変化しない楕円の軌跡となるが，１自由度減衰系は渦巻線(spiral line)を描きながら原点(平衡点)

に収束していく軌跡となる．  

 

等傾斜線法 (method of isocline)        （図2.20参照） 

１自由度系の振動を位相平面上の連続曲線として，位相平面トラジェクトリを描く方法をいう．すな

わち，状態点の軌跡の傾斜dv/dx ＝ (一定値)と置けば，v/x は原点を通る直線となるため，その値を変

えて多数の直線を引き，各直線を通過するときその傾斜値となるように線分を描き，位相平面トラジ

ェクトリを決定する方法をいう． 
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2.5 非減衰強制振動 (pp.49-53) 

調和励振力 (harmonic exciting force: [N]) 

 系に作用する正弦関数または余弦関数で表示される外力（励振力）．例えば,𝑓(𝑡) = 𝐹0 sin𝜔𝑡. 

 

完全解 (complete solution) 

非同次微分方程式（例えば，１自由度系の強制振動の運動方程式）の一般解＝同次微分方程式(自由振

動)の一般解＋非同次微分方程式（強制振動）の特殊解として求められる．この強制振動の一般解を，完

全解という．同次微分方程式の一般解は，余関数(complementary function)ともいう． 

 

一般解 (general solution) 

微分方程式を満足する解をいう．非同次微分方程式においては，同次微分方程式の一般解＋非同次微

分方程式の特殊解の和として得られる解をいう．この解を，完全解ともいう． 

 

特殊解 (particular solution) 

 非同次微分方程式（例えば，１自由度系の強制振動の運動方程式）の任意定数を含む一般解に，特殊

な値を代入して得られる解をいう．特解，特殊積分(particular integral)ともいう． 

 

振幅倍率 (amplitude ratio: [–]) 

 １自由度系の調和外力による強制振動において，質量の変位振幅Xと質量だけによって生じるばねの静

的変位Xstとの比(＝X/ Xst)をいう． 

 

位相遅れ角 (phase lag angle: [rad]) 

 １自由度減衰系の調和外力による強制振動において，質量の変位の位相角と外力の位相角とのずれを

いう．位相遅れ角 の定義域は，一般には −≤  ≤とされることが多い． 

 

振動数比 (frequency ratio: [–] )＝角振動数比(angular frequency ratio: [–] )ともいう 

１自由度系に作用する調和外力または調和変位の励振（角）振動数 を，その系の固有角振動数nで

無次元化した値（= n）をいう．無次元振動数ともいう．１自由度減衰系の振幅倍率曲線（共振曲線）

や位相曲線（位相遅れ曲線）の横軸の座標として使用される． 

 

共 振 (resonance)   （図2.26と図2.29参照） 

１自由度系に作用する調和外力や調和変位の励振振動数 が系の固有角振動数n と一致すると，減衰

比 = のときは，振幅は時間と共に∞に近づく現象をいう（減衰比 ≠ のときは．振幅が時間と共に一

定振幅値（減衰比で決まる）となる定常振動になる）．この減衰比 をパラメータとする振幅倍率—振動

数比nの関係を表す曲線を，振幅倍率曲線（共振曲線）という．一方，減衰比 をパラメータとする

位相遅れ — 振動数比nの関係を表す曲線を，位相曲線（位相遅れ曲線）という．  
 

2.6 減衰強制振動 (pp.53-60) 

定常振動 (steady state vibration) 

 １自由度減衰系の強制振動においては，自由振動成分は時間の経過ともに消滅し強制振動成分だけが

残る．このような振動を定常振動と呼び，強制振動の特殊解と同意義として使用されることが多い． 

 

共振振動数(resonance frequency: [Hz])＝共振角振動数（[rad/s]） 

 共振（2.5節参照）現象を生じるときの系の振動数(または角振動数)をいう．多自由度系では自由度数

と同数の共振振動数が存在する． 

 

ボード線図 (Bode diagram)  （図2.31参照） 
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１自由度減衰系の調和外力または調和変位による強制振動の特殊解から決定される振幅倍率曲線（共

振曲線）と位相遅れ曲線を，横軸にlog10(n)，縦軸に20 log10Mと位相遅れφとして表示した２つの図

をいう．制御工学においては，系のゲイン特性と位相特性を表すためによく使用される． 

 
半値幅法 (half-power method, half-power bandwidth method )＝ハーフパワー法 ともいう（図2.27参照） 

１自由度減衰系の調和外力による強制振動の特殊解から決定される振幅倍率曲線（共振曲線）におい

て，測定した振幅倍率のピーク値の１/√2となる2つの点の振動数比nの差＝1/Q を求めて，系の減衰

比 を決定する方法をいう．この方法で測定できる減衰比の範囲は，0<  < 0.05 に限定される. 
 

Q 値 (quality factor: [–] )＝Q 係数, 尖（せん）鋭度 ともいう  （図2.27参照） 

１自由度減衰系の調和外力による強制振動から決定される振幅倍率曲線（共振曲線）から，半値幅法

（本節前出）によって減衰比を決定するとき，バンド幅（本節前出）の逆数から求まる値をいう．減衰

比 が小さい（  ) ときには，このQ値から減衰比 = Q が導出される．Q値が大きいほど，振幅

倍率曲線のピーク値（極大値）の尖鋭度が大きくなり，減衰比 は小さくなる． 

 

変位励振 (displacement excitation)  

系の質量に作用する外力励振とは異なり，系の基礎（または支持部）からの強制変位による励振をい

う．例えば，路面から自動車が受ける励振や地震によるビルが受ける励振など． 

 

2.7 力の伝達率と振動の絶縁 (pp.60-62) 

振動の絶縁装置 (vibration isolation)    （図2.30参照） 

１自由度減衰系の調和外力励振や調和変位励振における振幅倍率曲線に基づいて，振動装置から基礎

への力の伝達を絶縁する装置（図2.30a）や逆に基礎からの機械装置への変位の伝達を絶縁する装置（図

2.30b）をいう．振動の防振装置とほぼ同様な意味で使用され，代表的な受動振動制御の１つである．例

えば，防振バネや防振ゴムなど． 

 
変位振幅倍率＝変位伝達率 (displacement amplitude ratio: [–]) （図2.29参照） 

１自由度減衰系における調和変位励振において，強制変位振幅Y に対する質量の変位振幅Xとの比（＝

X/ Y）をいう．基礎からの強制変位が，並列配置のばねーダッシュポットを介して質量へ伝達される変

位の割合を表す． 

 

基礎励振（base excitation）      （図2.30b参照） 

基礎(基盤)から発生する変位励振を一般的に意味するが，とくに調和変位励振でなくてもよい．例え

ば，地震によって発生する不規則な変位励振など．変位励振と同じ意味で使用される． 

 

力の伝達率 (force transmissibility: [–])   （図2.30a参照） 

機械装置が発生する調和外力の振幅F0 に対する基礎への伝達力の振幅FTの比（＝FT / F0）を表す．こ

の力の伝達率は，基礎からの調和変位励振による機械装置への変位の伝達率と等しい． 

 

振動伝達率 (vibration transmissibility: [–])  （図2.31参照） 

振動の絶縁装置において，基礎からの変位励振による機械装置への変位伝達率と逆に，機械装置が発

生する調和外力による基礎への力の伝達率を含めて，広く振動伝達率という．例えば，防振ゴムによる

設計目標とする振動伝達率は，一般的にはTr ≒0.2 程度である．また R＝1–Tr を力の低減率(force 

reduction)という． 

 

2.8 過渡振動 (過渡応答) (pp.63-72) 

過渡振動 (transient vibration)＝過渡応答（transient response） 
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強制振動の一般解（完全解）は，「自由振動の一般解」＋「強制振動の特殊解」の和として求まる．

初期の自由振動の影響が無視できない期間の振動を，過渡振動という．系に減衰があれば自由振動は時

間と共に消滅するため，最終的には強制振動だけが残る．このような状態の振動を，定常振動（2.6節参

照）という．また強制振動の一般解を，広く過渡振動（過渡応答）の意味で使用されることも多い．  
 
力 積 (impulse: [Ns]) 

質量mの剛体が外力f を受けて初期速度voから速度v へ変化したとき，次式が成立する． 

        Ft ＝m v－m vo   ここで，t は作用時間 

上式の左辺の積を，力積という．上式は，力積は運動量の変化に等しいことを表している. 
 
単位インパルス応答関数 (unit impulse response function)   （図2.34参照） 

１自由度減衰系に外力（励振力）が単位インパスル関数（デルタ関数）として作用したときの応答を

表す関数．この関数を使用すると，任意の励振力f(t)に対する強制振動応答をたたみ込み積分(convolution 

integral)の形で表現できる． 

 

たたみ込み積分(convolution integral)    （図2.33参照） 

任意の励振力 f(t) に対する1自由度減衰系の強制振動応答を，単位インパルス応答関数h(t-)とf(t)との

積の重ね合わせによって求める積分をいう．励振力f(t)をインパルス関数の集合と考える積分．このたた

み込み積分は，デュアメル積分（Duhamel integral）とも呼ばれる． 

 

単位ステップ応答関数 (unit step response function)  （図2.35参照） 

１自由度減衰系に外力（励振力）が単位ステップ関数として作用したときの応答を表す関数．この関

数を使用すると，任意の励振力 f(t) に対する強制振動応答をデュアメル積分の形で表現できる．   

 

重ね合わせ積分（superposition integral）   （図2.36参照）  

任意の励振力 f(t) に対する1自由度減衰系の強制振動応答を，単位ステップ応答関数A(t-)とdf()/dと

の積の重ね合わせによって求める積分をいう．励振力f(t)をステップ関数の“積層（層の積み重ね）”と

考える積分．この重ね合わせ積分もデュアメル積分と呼ばれる． 
 

ラプラス変換法 (Laplace transform technique) 

 初期値問題における2階微分方程式(運動方程式)を，時間領域t から複素数領域s へラプラス変換して

未知関数X(s) に関する代数方程式(本節後出)を導出して, 代数演算によって未知関数X(s) を求める．

その後，この未知関数X(s)を逆ラプラス変換して元の時間領域t における解 x(t)を求める解法をいう．微

分方程式の初期値問題の解法に適している． 

 

補助方程式 (subsidiary equation) 

2階微分方程式(運動方程式)を，時間領域t から複素数領域s へラプラス変換して未知関数X(s) に関

する代数方程式を導出して, 代数演算によって未知関数X(s)について整理した式をいう． 
 
代数方程式 (algebraic equation) 

1変数x の代数方程式とは，以下のn 次多項式＝0とおいた式，すなわち  

𝒇(𝒙) = 𝒂𝒏𝒙𝒏 + 𝒂𝒏−𝟏𝒙𝒏−𝟏 + 𝒂𝒏−𝟐𝒙𝒏−𝟐 + ⋯  + 𝒂𝟏𝒙 + 𝒂𝟎＝０       (𝒂𝒏 ≠ 𝟎)  

をいう．ここで，ai (i＝ 0,1 …n)は変数 x に依存しない定数である．n自由度振動系の振動数方程式は，

2 に関するn 次代数方程式なる．例えば，n = 2の代数方程式は，単に2次方程式と呼ぶ. 

 

動特性 (dynamic characteristics) 

振動工学分野では，機械装置の動的な特性を表す固有振動数，固有振動モード，減衰特性，モード質

量，モード剛性，伝達関数などを動特性という．他の工学分野では，別の意味で使用されるので注意が

必要． 
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伝達関数 (transfer function) 

振動を表す運動方程式（時間に関する2階微分方程式）をラプラス変換したとき，出力応答X(s)と入力

外力F(s)の比として表現される関数G(s)＝X(s)/ F(s)をいう．制御工学においては，この伝達関数を利用し

て入出力システムの挙動や安定性を評価する． 

 

周波数応答関数 (frequency response function ) 

上記の伝達関数G(s)の変数をs = j (j虚数単位， 周波数）と書き換えたときの関数G(j)をいう．周

波数伝達関数(frequency transfer function )ともいう．この関数（複素数）の絶対値|𝐺(𝑗𝜔)|がゲイン特性（振

幅特性）を，偏角 が位相特性を表す．周波数応答特性は，この2つの特性値のボード線図(2.6節参照)に

よって表示される．伝達関数からゲイン特性と位相特性を求めることを，周波数応答解析という． 

 

第3章 ２自由度系の振動 

３.1 非減衰自由振動 (pp.77-87) 

固有値問題 (eigenvalue problem) 

正方行列[A]に対して[A]{X}= {X}が成立するときの固有値i (i=1,2 …n)と固有ベクトル{X(i)}を求める

問題のことをいう．係数行列式（coefficient determinant）[A]- [I] = 0を特性方程式または固有方程式

(eigen equation)という．この行列式を展開して導出したn 次多項式を解くと，固有値とそれに対応する

固有べクトルが求まる．固有値問題の解析法は，7.1節に詳細な記載がある． 

  

非自明解 (non-trivial solution) 

同次連立方程式(homogeneous simultaneous equation)の未知数が，すべて0でない解をいう． 

 
行列式 (determinant)  

正方行列を展開したときに得られる値をいう．固有値問題では，導出される同次連立方程式の係数行

列式（係数を成分とする正方行列の行列式）の値＝0となる場合のみ，非自明解をもつ．行列式と行列

(matrix)の違いに注意． 

 

振動数方程式 (frequency equation)＝特性方程式（characteristic equation）ともいう 

 多自由度系の自由振動の運動方程式から導かれる係数行列式[K] −[M] = 0を，展開したときに得

られる固有値 i=i
2 (i=1,2 …n)に関する多項式(代数方程式)をいう．このn 次多項式を解いて求めた固

有値i から固有角振動数iが得られる． 

 

変位振幅比 (displacement amplitude ratio: [–] )  （図3.3参照） 

 多自由度系の並進系の振動モードにおける各質点の相対的な変位振幅の比を表す．ねじり振動系での

振動モードにおける各質点のねじれ角の振幅の比は，角度振幅比（図3.5参照）という． 

 

固有振動モード(natural mode of vibration)＝規準振動モード(normal mode of vibration)（図3.3参照） 

 多自由度系の各固有振動数i (i=1,2 …n) に応じて決まる各質点の相対的な振幅比によって表示され

る振動の波形（モード形状）をいう．自由度数と同数の固有振動モードが存在する.  

 

振動モードの節
ふし

 (node of vibration mode)  （図3.3参照） 

多自由度系の定常振動において常に振幅が0となる質点の位置をいう．一方，振幅が最大になる質点

の位置を，振動モードの腹
はら

(vibration antinode)という．モード次数によって，節と腹の点の位置や数は

変化する． 
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非連成 (uncoupled or uncoupling) 

 多自由度系の各質点の運動方程式を表す座標系が各１つのみで記述され，他の質点の運動方程式を表

す座標（変数）が入らない（各運動方程式が独立している）状態をいう．通常は，多自由度系の運動方

程式は静的（弾性）連成（4.1節参照）を生じるが，質量行列が対角行列となるため動的（慣性）連成（4.1

節参照）は生じない． 

 

３.２ 強制振動 (pp.87-94) 

クラメルの公式 (Cramer’s rule)  

 n 元連立方程式 [A]{x}={b} の解 x i (i=1, 2, … n) を，係数行列式|𝐴|のi列に{ｂ}を代入した行列式を，

係数行列式|𝐴|で除して求める公式をいう．元数 n が大きくなると，手計算が困難となる(付録A3参照).  
 

動吸振器 (dynamic vibration absorber)  （図3.9参照） 

 振動体に補助的なばね要素と質量要素を取り付けて，共振現象を抑制する装置．減衰要素を持たない

非減衰動吸振器では，励振力の振動数と振動体の固有振動数が一致，または近い範囲内でないと吸振効

果は期待できない．例えば，高層ビル用の「床スラブ制振装置」など． 

 

反共振振動数（anti-resonance frequency: [rad/s] ） 

２自由度ばね－質量系からなる動吸振器においては，励振振動数  の調和励振力を受ける振動体(主

系)の振動は，付加系（副系）の質量m2とばねのばね定数k2で決定される固有角振動数𝜔22 = √𝑘2/𝑚2 と

一致したときに主系の振幅は0（停止）となり，付加系の振幅は極小となる．このときの振動数をいう．

例えば，図3.10(a)における横座標の= となる励振振動数をいう． 

 

偶関数 (even function) 

f(x) = f(–x)が成立する関数，y 軸(x=0)に対して対象になる. 例えば y = f(x) = cosx． 

 

奇関数 (odd function) 

f(x) = – f(–x)が成立する関数, 原点(0, 0)に対して反対称になる. 例えば y = f(x) = sinx． 

 

３.３ 粘性動吸振器の最適設計 (pp.95-96) 

粘性動吸振器 (viscous vibration absorber)   （図3.12参照） 

 2自由度系の減衰強制振動理論を適用して導出した最適同調条件と最適減衰条件に基づいて，決定し

た質量，ばね，ダッシュポットを振動体に付加して，広い範囲の励振力の振動数に対して振動体の振幅

を軽減する装置．回転（ねじり）振動系の粘性動吸振器も存在する． 

 

最適設計 (optimum design) 

2自由度系の減衰強制振動理論を適用した粘性動吸収器の設計において，最適同調条件と最適減衰条

件に基づいて，付加する質量，ばね定数，減衰係数の値を決定すること． 
 

最適同調条件 (optimum tuning condition) 

2自由度系の減衰強制振動理論を適用して導出した粘性動吸収器に対する振幅倍率曲線において，2定

点の高さ（振幅倍率）を等しくする条件をいう． 

 

最適減衰条件 (optimum damping condition) 

 2自由度系の減衰強制振動理論を適用して導出した粘性動吸収器に対する振幅倍率曲線において，2定

点の高さ（振幅倍率）が極大となる減衰比を決定する条件をいう． 

 

第4章 多自由度系の振動 
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4.１ 運動方程式 (pp.99-101) 

多自由度系 (multi-degree of freedom)   （図4.1参照） 

2自由度以上の集中定数系をいう．自由度の数は系の運動方程式を表すための座標数と等しくなるが，

質量の数とは必ずしも一致しない．質量が1個の場合でも，並進運動と回転運度を考慮すると，2自由度

系となる． 

 

質量行列 (mass matrix)＝慣性行列 (inertia matrix)ともいう.  

多自由度系の各質点の質量要素からなるmii (i, j = 1,2…n)を成分とする正方対角行列[M]であり，常に

正定値行列となる．有限要素法（7.3節参照）による棒やはりの（分布）質量行列では，対角行列にはな

らない. 

 

減衰行列 (damping matrix) 

多自由度系の各減衰要素の減衰係数からなるcij (i, j = 1,2…n)を成分とする正方対称行列[C]であり，一

般的には正定値行列（本節前出）となる． 

 

剛性行列 (stiffness matrix) 

多自由度系の各ばね要素のばね定数からなる剛性係数kij 
(i, j=1,2…n)を成分とする正方対称行列[K]で

あり，一般的には半正定値行列（本節前出）となる． 

 

外力ベクトル(force vector) 

多自由度系の各質点に作用する外力(励振力)の成分からなるベクトル｛f｝をいう． 

 

変位ベクトル(displacement vector) 

多自由度系の各質点の変位成分からなるベクトル｛x｝をいう．この変位ベクトルが運動方程式の解ベ

クトルとなる．その時間に関する１回微分が速度ベクトル｛�̇�｝，２回微分が加速度ベクトル｛�̈�｝とな

る． 

 

動的連成 (dynamic coupling)＝慣性連成 (inertial coupling）ともいう 

多自由度系の運動方程式の質量行列[M]において非対角成分mij（i≠j）に≠0 があるとき，その系は動

的(慣性)連成しているという．有限要素法（7.3節参照）による棒やはりの分布質量行列(consistent mass 

matrix)では，非対角項成分≠0となり，運動方程式は動的連成を示す． 

 

減衰連成(damping coupling) 

多自由度系の運動方程式の減衰行列[C]において，非対角成分cij（i≠j）に≠0 成分があるとき，その系

は減衰連成しているという． 

 

静的連成 (static coupling) ＝弾性連成 (elastic coupling)ともいう 

 多自由度系の運動方程式の剛性行列[K]において，非対角成分kij（i≠j）に≠0 成分があるとき，その系

は静的(弾性)連成しているという． 

 

4.２ 影響係数とたわみ行列 (pp.101-104) 

単位力 (unit force:[N]) 

 大きさが1の力（1 N，1 kN，1 MN）をさし，多自由度系のたわみ行列[A]の成分，すなわち影響係数

aij を求めるときに使用する． 

 

影響係数 (flexibility influence coefficient:[m/N])  （図4.3参照） 
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 点jに単位力(=1)が作用したとき，点i に生じる変位の大きさをaijで表し，これを多自由度系のたわみ

影響係数という．マクスウェルの相反定理(本節後出)から，たわみ影響係数は常に対称,すなわちaij＝aij

（i, j = 1,2  n）となる． 

 

たわみ行列 (flexibility matrix)＝影響係数行列 (flexibility influence coefficient matrix) 

 多自由度系において影響係数aij (i, j =1,2…n)を成分とする正方対称行列[A]で，剛性行列[K]の逆行列と

等しい． 

 

単位変位 (unit displacement: [m]) 

 大きさが1の変位(1 mm,1 cm,1 m)をさし，多自由度系の剛性行列[K]の成分，すなわち剛性係数kij (i, j 

=1,2…n) を求めるときに使用する． 

 
単位荷重 (unit load: [N])＝単位力 (unit force: [N]) 

 大きさが１の荷重(1 N, 1 kN, 1 MN)を意味し，多自由度系のたわみ行列[A]の成分，すなわちたわみ影

響係数aij（i, j = 1,2  n）を求めるときに使用する．例えば，マックスウェルの相反定理(本節後出)を証

明するときに使用される． 

 

ひずみエネルギ(strain energy: [J])  （表5.5参照） 

 外力が弾性体に仕事をしたときに内部に貯えられるエネルギをいう．ひずみエネルギはポテンシャル

エネルギの一つであり，同意語としても使用される．  

  

マックスウェルの相反定理 (Maxwell's reciprocal theorem)  (例題4.1参照) 

 弾性体において，点j に単位力を加えたとき点i に生ずる変位は，点i に単位力を加えたときに点j に

生ずる変位に等しいことを述べた定理をいう．この定理によって多自由度系の影響係数aij または剛性

係数kijについて対称性（aij＝aji，kij＝kji）が常に成立する．ひずみエネルギに関する重要な定理の１つで，

Maxwell-Betti の相反定理とよばれることがある． 

 

4.３ ラグランジュの方程式 (pp.104-108) 

ラグランジュの方程式 (Lagrange’s equation)＝ラグランジュの運動方程式ともいう 

 仮想仕事の原理とダランベールの原理に基づいて運動方程式を導出できる一般的な公式であり，多自

由度系の運動方程式の導出に適している．この公式（式（4.25）と式（4.29）の2つの表現がある）では，

エネルギ量（スカラ量）を取り扱うので，ベクトル量を取り扱うニュートンの運動の第２法則からも，

容易に運動方程式を導出できる利点があり，自由度数と同じ数の連立した常微分方程式の形で導出され

る．ラグランジュ関数（本節後出）を使用して表した式（4.30）もラグランジュの方程式いう． 

 

ダランベールの原理 (d'Alembert’s principle) 

 静止座標系において，慣性力を導入して運動方程式を静的なつり合い式で表現できることを表す原理．

この原理はラグランジュの方程式（本節前出）を導出するのに利用される． 

 

仮想変位 (virtual displacement)     （補遺参照：7.5節の後に図式説明） 

 質点が静的な外力の作用下で平衡状態にある場合，その平衡位置から微小な変化 rをしたと仮定して

もW＝F・ r = F1 r + F2 r +・・・+ Fn r = 0（動的外力が作用する場合も成立する）となる．このと

きに平衡位置から r だけ変位したと想像したので，この変位を仮想変位という．  

 

仮想仕事の原理 (principle of virtual work) （補遺参照：7.5節の後に図式説明） 

 質点がつり合い状態にあるための必要十分条件は，仮想変位に対して質点に作用するすべての力のな

す仮想仕事の総和が0となることである．この原理を「仮想仕事の原理」といい，動力学の問題にも適用
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できる．この仮想仕事の原理は，力学におけるエネルギ原理（energy principle）の１つであり，この原理

から「最小ポテンシャル・エネルギの原理」（7.3節参照）が導出される．  

 

一般化座標 (generalized coordinate)＝一般座標ともいう 

 質点の位置を一意的に表すのに使用する独立した座標系をいう．一般化座標において使用する座標

（変位[m]，回転角度[rad]，ねじれ角[rad]など）を一般化変位という．  

 

一般化力 (generalized force) ＝一般力ともいう  

 運動方程式を記述するとき，外力[N]だけでなく，トルク[Nm]，曲げモーメント[Nm]などを含めて

拡張された力の概念をいい，一般化変位と一般化力の積は常に仕事（エネルギ）を表す．この一般化力

は，保存力と非保存力に分類することができる． 

 

保存力 (conservative force: [N]) 

 経路に依存せず最初と最後の位置で仕事量の決まる力をいう．そのなす仕事量を，一般的にポテンシ

ャル・エネルギという．例えば，ばね力，重力，電磁力など． 

 

非保存力 (non-conservative force: [N]) 

 エネルギの損失（熱の発生によってエネルギが散逸する）を伴う力．例えば：クーロン摩擦力，粘性

減衰力，構造減衰力など．  

 

散 逸（dissipation）＝消 散ともいう 

散逸とは，運動などによるエネルギが不可逆的に熱エネルギに変化する過程をいい，熱力学において

は自由エネルギの減少に相当する．例えば，摩擦力や粘性力によって生じる現象． 

 

散逸関数 (dissipation function: [J/s] ) 

 粘性力などの非保存力による運動エネルギが，時間当たりの散逸エネルギ量を表す関数をいう． 

 

ラグランジュ関数 (Lagrangian: [J]) 

 運動エネルギTとポテンシャル・エネルギU の差として表されるエネルギ関数L = T ―U をいう．ラグ

ランジュの方程式（式（4.30））やハミルトンの原理（Hamilton’s principle）において使用される． 

 

4.4 多自由度系の自由振動 (pp.108-115) 

一般化固有値問題 (generalized eigenvalue problem)＝一般固有値問題ともいう 

 n次正方行列[K], [M] に対して[K]{X}= [M]{X}が成立するとき，固有値i＝i
2  (i=1,2 …n)とこれに

対応して求まる未知ベクトル{X(i)}を決定する問題をいう．振動問題ではiが固有角振動数に，対応する

固有ベクトル{ X(i)}が振動モードに対応する．このような固有値問題を解くことを，固有値解析という． 

 

振動数方程式(frequency equation)＝固有方程式 (eigen equation) ともいう 

 係数行列式｜[K]― [M]｜＝0 を展開すると，（＝
2）(i=1,2 …n)に関するn次多項式(代数方程

式)を得る．この多項式を振動数方程式または固有方程式といい，この式を解くと通常はn 個の正根を

得る（n ≥3で振動数方程式が解析的に解けない場合には，数値解法を使用する必要がある）．この根 が

固有振動数の2乗(＝i
)に相当する． 

 

正定値行列 (positive definite matrix)   

n 次正方行列の固有値i (i =1,2 …n)がすべて正である行列をいう．例えば，多自由度系における質量

行列[M]． 
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半正定値行列 (semi-positive definite matrix)  

n 次正方行列の固有値i (i =1,2 …n)がすべてi≥0 である行列をいう．例えば，多自由度系における剛

性行列[K]． 

 

標準形固有値問題 (standard eigenvalue problem) ＝標準固有値問題ともいう 

n次正方行列[A]に対して[A]{X}={X}が成立するとき，未知数のスカラ量i (i =1,2 …n)と未知ベクトル

{X(i)}を求める問題をいう．ここでi を[A]の固有値，i を代入して求まるベクトル{X(i)}を固有ベクトル

という． 

 

基本固有角振動数 (fundamental natural angular frequency:[rad/s]) ＝基本固有円振動数ともいう 

n自由度系はn個の固有角振動数を持ち，そのうちの最低次の固有角振動数𝜔1をいう．過渡応答解析に

おいては，最も重要な役割を果たす固有角振動数である． 

 

固有値 (eigenvalue) 

 n次正方行列[A]に対して[A]{X}={X}が成立するときの未知スカラ量を表す．振動問題においては，

固有値i（i =1,2 …n) は固有角振動数の2乗(＝i
)に相当する． 

 

固有ベクトル(eigenvector)＝モードベクトル (modal vector)ともいう 

 振動問題では，各固有角振動数に対応して決まるベクトル{X(i)} (i =1,2 …n)をいい，物理的にはそのベ

クトル成分比が振動モード（モード形状）を表す．系の自由度数と同じ個数の固有ベクトルが存在する．  

 

正規化 (normalized, normalization) 

 固有ベクトル{x}に一定値（スカラ）を乗じてベクトルの大きさ(絶対値)を一定値にしたり，質量行列

[M]に関して{X}T[M] {X}を一定値(=1)にするような操作をいう． 

 

正規固有ベクトル(normalized eigenvector, normalized modal vector) 

多自由度系において，正規化された固有ベクトル{�̄� (i)} (i=1,2 …n)を表し，物理的には各質点の正規

化された振動モード（振動波形）を表す．系の自由度数と同じ個数の振動モードが存在する． 

 

固有ベクトルの直交性 (orthogonality of eigenvector) 

多自由度系の質量行列[M]と剛性行列[K]に関して，2つの固有ベクトル{X(i)}, {X(j)} (i, j =1,2 …n)が次の

ような関係にあるとき，直交性を有するという．以下の𝜔𝑖は，i 次の固有角振動数を示す． 

{𝑋(𝑖)}𝑇[𝑀]{𝑋(𝑗)} = 0 (𝑖 ≠ 𝑗),   {𝑋(𝑖)}𝑇[𝑀]{𝑋(𝑖)} = 1 (𝑖 = 𝑗) 

{𝑋(𝑖)}𝑇[𝐾]{𝑋(𝑗)} = 0 (𝑖 ≠ 𝑗),   {𝑋(𝑖)}𝑇[𝐾]{𝑋(𝑖)} = 𝜔𝑖
2  (𝑖 = 𝑗) 

 

モード質量 (modal mass) 

多自由度系において，固有値問題から得られた固有ベクトル{X(i)}の直交性を利用して，質量行例{X(i)}T 

[M] X(i)}を計算したときに得られる質量値Mii をいう．各モード（i =1, 2, … n）に対してこのモード質量

が求まる． 

 

モード剛性 (modal stiffness) 

多自由度系において，固有値問題から得られた固有ベクトル{X(i)}の直交性を利用して，剛性行例{X(i)}T 

[K] {X(i)}を計算したときに得られる剛性値Kii をいう．各モード（i=1, 2, … n）に対してこのモード剛性

が求まる． 
 

正規モード行列 (normalized modal matrix)  
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 固有値問題から得られる一次からn次固有ベクトルを列方向に並べた正方行列をモード行列という．

この行列の列成分について，さらに質量行列[M]について正規化された固有ベクトル{�̅�(𝑖)}を求めて，列

方向に並べた正方行列 [

 

X ]をいう．モード解析に使用される重要な正方行例である． 

 

モード座標 (modal coordinate) 

モード座標とは物理座標系{x}で表示された多自由度系の連成した運動方程式を，非連成化した（独立

な）運動方程式に変換するときに使用する一般化座標{q(t)}を意味する．モード座標は正規座標，規準座

標(normal coordinate)または主座標(principal coordinate)ともいう．正規モード行列[�̄�] によって物理座標

{x(t)}と次のように関係づけられる．すなわち，{x(t)}＝[�̄�] {q (t) }． 

 

展開定理 (expansion theorem) 

 多自由度系の自由(強制)振動の運動方程式のモーダル解析において，解ベクトル{x(t)}は，正規固有ベ

クトル{�̄�
 (i)

} (i=1, 2, … n)の線形結合として表現されるという定理2を指す． 

  {x(t)}＝q
1
(t) {�̄�

 (1)
}+ q

2
(t) {�̄�

 (2)
}+     + q

n
(t) {�̄�

 (n)
} 

ここで，q
1
(t)，q

2
(t) …は一般化座標（4.3 節参照）を表す． 

 

モード方程式 (modal equation) 

物理座標系{x}で表示された多自由度系の連成した運動方程式を正規モード行列（本節前出）によって

モード座系{q}に変換して，非連成化した（独立な）運動方程式をいう． 

 

物理座標 (physical coordinate) 

質点の運動を表現するために使用する一般的な直交座標（または極座標）をいう 

 

4.5 多自由度系の強制振動 (pp.115-120) 

線形結合 (linear combination) 

いくつかのベクトルあるいは関数があるとき，それぞれを定数倍して和をとった式をいう．一次結合

ともいう．例えば，{x(t)} = c1{X(1)} +c2{X(2)} + c3{X(3)}+ …… 

 

モード変位 (modal displacement) 

モード座標系で表示された一般化変位q(t)をいう． 

 

モード外力ベクトル（modal force vector） 

 外力ベクトル{f}を正規モード行列[�̄� ]によって物理座標系からモード座標系へ変換した外力ベクトル

[�̄�]
T
{f}をいう． 

 

モード解析 (modal analysis)＝モーダル解析ともいう 

本書では多自由度の連成した運動方程式の解xi(t) (i=1, 2, … n) を，正規モード行列[�̄�]を利用してモー

ド座標系の連成のない(独立した) n個の運動方程式に変換して解qi(t)を求めてから，再度正規モード行

列[�̄�]を利用して元の物理座標系（4. 4節参照）に変換して解xi(t)を求める解析法をいう．広義では，系の

質量，剛性，減衰などの各特性が分かっているときに，外力に対する系の動的応答を固有モード展開に

よって求める解析法全般をいう． 

 

比例減衰 (proportional damping) 

 多自由度系の質量行列[M]と剛性行列[K]の線形和([C] =  [M]+ [K]，， ：係数)で表示される型の

 
2
 ヘビサイドの展開定理（ラプラス変換で得られる分数関数の部分分数への展開法）とは，全く意味が異なることに注意． 
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減衰を，比例減衰またはレイリー減衰（Rayleigh’s damping）という．このような減衰行列[C]を正規モー

ド行列[�̄�]を使用して対角化することによって，多自由度系の減衰連成した運動方程式を，完全に非連成

化することが可能となる．  は質量(比例)減衰係数， は剛性(比例)減衰係数と呼ばれる．実際には，

 のどちらか一つだけを採用して，その値を実験的に決めることが多い． 

 

連 成（coupling） 

多自由度非減衰系の運動方程式において，剛性行列[K]の非対角成分kij(i ≠ j) ≠0 のときは静的(弾性)

連成（4. 1節参照）とよび，質量行列[M]の非対角成分mij(i ≠ j) ≠0 のときは動的(慣性)連成という．

多自由度非減衰系の運動方程式では通常は，質量行列[M]は対角行列となり動的連成は存在せず，静的

(弾性)連成（4. 1節参照）だけが存在する． 

 

モード減衰比 (modal damping ratio) 

モード座標{q}によって非連成化された比例減衰行列[C]＝[  2ii   ](対角行列)の主対角項の第i 番

目の減衰比i （= /2i+ i /2）を，モード減衰比という．，  は比例減衰における係数． 

 
5章 連続体の振動 

5.1 無限自由度の振動 (p.123) 

連続体 (continuum) 

質量，剛性，減衰特性が連続的に分布する物体をいう．有限個の集中した質量（慣性)，剛性，減衰特

性だけをもつ要素からなる集中定数系に対して，連続体は質量，剛性，減衰特性が連続的に分布してい

るので分布定数系（本節後出）と呼ばれ，無限個の自由度をもつ．例えば，弦，棒，はり，板, 殻（シ

ェル）などが振動学における代表的な連続体である． 

 

振動解析（vibration analysis） 

運動方程式から系の固有振動数や固有振動モードを求めたり，与えられた初期条件や境界条件を満た

す一般解（解析解または数値解）を求めることをいう．多自由度系や連続体については固有振動数や固

有振動モードを計算するのが複雑になるため，通常はコンピュータを使用して数値解を求める． 

 

常微分方程式 (ordinary differential equation) 

未知関数とその導関数からなる等式で定義された微分方程式の一種で，未知関数が本質的にただ１つ

の変数をもつ場合をいう．例えば，1変数xの未知関数y(x)に対しては 

𝐹(𝑥, 𝑦,
𝑑𝑦

𝑑𝑥
,
𝑑2𝑦

𝑑𝑥2
, . . . . . . . ,

𝑑𝑛𝑦

𝑑𝑥𝑛
) = 0 

 

のような形の関数方程式(functional equation)をいう．例えば，１自由度系の運動方程式では時間 tに関す

る2階常微分方程式，多自由度系の運動方程式では，n 元の時間tに関する連立常微分方程式系となる． 

 

偏微分方程式 (partial differential equation) 

未知関数が2個以上の変数の関数であって，未知関数のこれらに関する偏微分係数を含んでいる微分

方程式をいう．例えば，u (x, y,…z) を未知関数とすれば 

𝐹(𝑥, 𝑦, . . . 𝑧,
𝜕𝑢

𝜕𝑥
,
𝜕𝑢

𝜕𝑦
, . . .

𝜕𝑢

𝜕𝑧
,
𝜕2𝑢

𝜕𝑥2
,

𝜕2𝑢

𝜕𝑥𝜕𝑦
, . . . . . ) = 0 

のような関数方程式をいう．例えば，１次元部材(one-dimensional member)における波動方程式など． 

 

集中定数系 (lumped parameter system) 

有限個の集中した質量（慣性)，剛性，減衰特性だけをもつ要素(表1.3参照)から構成される仮想的な
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系をいう．例えば，振動学では1自由度系，2自由度系，多自由度系などが代表的な例であり，運動方程

式は常微分方程式になる．質量要素に重点をおいて，集中質量系(lumped mass system)と呼ぶことがある.  

 

分布定数系 (distributed parameter system) 

 無限個の質量，剛性，減衰特性などが連続的に分布する連続体を分布定数系といい，無限の自由度を

もつ．例えば，弦，棒，はり，板，殻などが代表的な例であり，運動方程式は偏微分方程式になる． 

 

5.2 弦の横振動，棒の縦振動，軸のねじり振動 (pp.123-136) 

弦(string)     （図5.1参照） 

 張力を受ける曲げ剛性が無視できる1次元部材をいう．例えば，ギターやピアノの線，電柱間に貼られ

た送電線，ロープウェイを吊り上げるワイヤーロープなど． 

 

曲げ剛性(flexural rigidity: [Nm2]) 

曲げ荷重を受けるはりの曲げ変形に対する抵抗の大きさを表す指標であり，はり材料の縦弾性率E(本

節後出)と断面2次モーメントI（5.3節参照）の積(EI)で表される．弦においては，その断面積(直径)が

小さいので断面2次モーメントI が非常に小さくなり，曲げ剛性が無視できる． 

 

棒(bar, rod)   （図5.2参照） 

 軸荷重を受ける1次元部材をいい，断面形状（円，正方形など）には関係しない．例えば，ピストンと

クランク軸を接続する棒（連接棒）など．構造力学(Structural Mechanics)では，圧縮軸力だけを受ける1

次元部材を，とくに柱(column)と称する． 

 

軸（shaft）   （図5.3参照） 

ねじり荷重（トルク）を受ける1次元部材をいい，断面形状（円，正方形など）には関係しない．例え

ば，歯車列の軸やプロペラ軸など． 

 

横振動 (transverse vibration)＝曲げ振動(bending vibration, flexural vibration)ともいう 

 弦やはりの横断面の中心軸に垂直な横方向のたわみ振動．横波の定常波（定在波）が横振動の自由振

動の一般解となる．例えば，はりや板などの横（曲げ）振動がある． 

 

縦振動 (longitudinal vibration)   （図5.2参照） 

 棒の軸線に垂直な断面の粗密波による振動．縦波の定常波（定在波）が縦振動の自由振動の解となる．

例えば，軸力が作用するばねや棒の縦（軸）方向の振動など．  

 

縦弾性率 (modulus of longitudinal elasticity: [N/m2])＝縦弾性係数 

材料の単軸応力下での軸応力と軸ひずみ は，弾性域では比例する（フックの法則）．そのときの比例

定数E をいう．弾性定数の１つであってヤング率(Young’s modulus)ともいう．  

 

ねじり振動 (torsional vibration)  （図5.3参照） 

軸要素の軸線と垂直な断面内の回転運動に伴って生じる振動．ねじり波の定常波（定在波）がねじり

振動の自由振動の一般解となる．例えば，車軸やプロぺラ軸のねじり振動など． 

 

初等ねじり理論 (elementary torsion theory) 

円断面軸がねじり負荷（トルク）を受けたとき，トルクと横断面の軸心周りのねじれ角との関係を与

える理論をいう．円断面以外では，横断面にゆがみ（warping）を生じて平面でなくなるため，初等ねじ

り理論は成立しなくなる． 



基礎 振動工学第 2 版（共立出版）  専門用語集（英訳付き）  Ⓒ横山 隆 2023 

 

22 

 

 

波動方程式 (wave equation) 

次のような定数係数2 階線形偏微分方程式 
𝜕2∅

𝜕𝑡2 = 𝑐2 𝜕2∅

𝜕𝑥2  (: 波動現象における物理量を表す変数, t : 時間，x：空間座標) 

で表される波動現象を記述する方程式をいう．ここで, c は媒質内の波動の伝ぱ（位相）速度(propagation 

velocity, phase velocity)を表す．例えば，弦，棒，軸などの1次元部材（連続体）における運動方程式は，

上記の偏微分方程式の形で表示される波動方程式となる． 

 

ダランベールの解 (d’Alembert’s solution)  （図5.4参照） 

前述の波動方程式の解 𝜙(𝑥, 𝑡)は, (𝑥 − 𝑐𝑡), ( 𝑥 + 𝑐𝑡) を引数とする2つの任意関数F1, F2の和として次

のように表現できる．  
    𝜙(𝑥, 𝑡) = 𝐹1(𝑥 − 𝑐𝑡) + 𝐹2(𝑥 + 𝑐𝑡) 

この形の解をダランベールの解という．この2つの任意関数F1, F2 は，初期条件と境界条件から決定さ

れる．上式の右辺の第1項が速度cでx 軸の右（＋）方向へ進行する波（前進波）を表し，第2項が速度c

でx 軸の左（−）方向へ進行する波（後退波）を表す． 

 

慣性力（inertia force: [N] または [Nm]） 

並進運動系では（— m�̈�）で表現される見かけの力であり，回転運動系では (－𝐽�̈�)で表現される見か

けのトルクとなる.ダランベールの原理によれば，静止座標系において運動方程式は慣性力＋作用する

外力＝0 のつり合い式の形で表現できる． 

 

定常波（stationary wave, standing wave）＝定在波ともいう 

１次元波動方程式において2つの関数解 𝐹1(𝑥 − 𝑐𝑡) (前進波)，𝐹2(𝑥 + 𝑐𝑡) (後退波)の和から求まる進

行しない波をいう．いまF1, F2の任意関数としてsin (x/c)を採用すると，式（5.14）からxだけの関数

とt だけの関数の積としてつぎのように書ける．各点はその場で単振動するだけで，波は進行しない． 

 𝐹1 + 𝐹2 = 2𝐴 sin( 𝜔𝑥/𝑐) cos(ω𝑡)＝2𝐴 sin( 2𝜋𝑥/𝜆) cos(2𝜋𝑓𝑡)  

ここで，𝜔＝2𝜋𝑓 :角振動数，c:波の伝ぱ速度， :波長 ． 

 

波 長（wavelength: [m]） 

  波動方程式の1つの解 𝐹1(𝑥 − 𝑐𝑡) (前進波)を正弦波形として，速度cでxの正（右）方向に伝ぱすると

時刻t で，次のように書ける．以下の式は，式（5.14）の右辺の第一式である. 

𝐹1(𝑥, 𝑡) = 𝐴 sin
ω

𝑐
( 𝑥 − 𝑐𝑡) = 𝐴 sin(

𝜔𝑥

𝑐
− ω 𝑡) = 𝐴 sin(

2𝜋𝑓

𝑐
𝑥 − 𝜔𝑡) 

               = 𝐴 sin(
2𝜋

𝜆
𝑥 − ω 𝑡) = 𝐴 sin(𝑘𝑥 − ω 𝑡)  = 𝐴 sin 𝑘(𝑥 − 𝑐 𝑡) 

 上式における 𝜆＝ 𝑐/𝑓 が波長[m]を表し,時間座標系における周期に相当する． 𝜆＝ 𝑐/𝑓 の関係は,振

動と波動を関連づける重要な式である．また𝑘 = 2𝜋/𝜆 = 𝜔/𝑐 を波数[1/m]といい，長さ2内にある波

の個数を示す.上式のF1(x, t) = y(x, t)とおいて，t = 0, t1, t2, t3 と固定したときの正弦波形の正（右）方

向への伝ぱ状況を，以下に図示する． 
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変数分離法 (method of separation of variables) 

  偏微分方程式の解法の１つであり，未知関数を空間座標のみの関数と時間だけの関数の積として仮

定して解く方法をいう．1次元波動方程式では，変数分離法によって2つの独立した2階常微分方程式

（初期値問題と境界値問題）が導出される． 

    

モード関数 (mode function)  (表5.1と表5.3参照) 

振動モードの形状（モード形状）を表す関数をいい，正規関数，規準関数(normal function)や固有関

数(eigenfunction) ということもある． 

 

超越方程式 (transcendental equation) 

 代数方程式（2.8節参照）でない指数関数，対数関数，三角関数などを含む方程式をいい，一般的に

は解析解（1.5節参照）は求まらない．この方程式の解を求めるためには，2分法，挟み撃ち法やニュ

ートン法などの数値解法を必要とする．例えば，はりの曲げ振動の振動数方程式（表5.3参照）の大部

分が超越方程式となる． 

 

剛体モード (rigid–body mode)  （表5.1と表5.3の 0 次モード参照） 

多自由度の振動モードの中で0次モードに対応し，物体全体が並進運動する剛体モードと重心回りに

回転運動をする剛体モードの2種類がある．固有値問題においては，固有値(固有角振動数)＝0 の場合

に相当する．例えば，全く拘束条件がない自由―自由の棒（またははり）の場合などに生じる． 
 

軸剛性 (axial rigidity:[N/m]) 

1次元部材の棒（断面積A,縦弾性率E, 長さl）が軸力F を受けたときの軸方向の変位xとの関係は，弾

性域内では次式で表示される． 

  𝐹 =
𝐸𝐴

𝑙
𝑥 

上式の比例定数 EA/l が棒のばね定数k（1.4節参照）に相当する量であり，これを軸剛性という．軸力を

受けた棒の軸変形に対する抵抗の大きさを表す． 

 

5.3 はりの曲げ振動 (pp.136-148) 

は り(beam)   （図5.8参照） 

横(曲げ)荷重を受ける1次元部材をいい，断面形状（円，正方形など）には関係しない．例えば，屋根

や床などの横荷重を受ける部材．（参考）横(曲げ)荷重を受ける2次元部材を，板（plate）という．  

 

断面２次モーメント（second moment of area: [m4]） 

曲げ荷重に対するはりの曲げ変形に対する抵抗の大きさを表す断面特性である．例えば，Iz をz 軸に

関するはりの断面２次モーメントとすると，次式で表される． 

 𝐼𝑧 = ∫ 𝑦2
𝐴

𝑑𝐴 （y は横断面の中立軸から微小面要素 dA までの距離) 

（注）上式は慣性モーメント（1.6節参照）と定義式が似ているので，しばしば「慣性モーメント」と称

されることがあるが，この「慣性モーメント」とは全く異なる概念なので区別する必要がある．慣性モ

ーメントの定義式（式（1.30）のJo）において，積分変数 dm =  dx dy dz =  dA (dz=1すなわち面密度＝

1)と置けば，上式と全く同形となるが，Jo の単位[kg m2]とは全く異なる． 

 

初等はり理論 (elementary beam theory) ＝ベルヌーイ・オイラーはり理論ともいう 

ベルヌーイ・オイラーの仮定（１．はりの中心軸に垂直な横断面は変形後も平面を保つ，２．はりの

たわみは横断面の高さに比べて十分に小さい）に基づくはり理論をいう．ベルヌーイ・オイラーはり理

論ともいう．断面に作用するせん断変形と回転慣性が無視できるような形状のはり，すなわち薄くて細

長いはりに適用されるが，太くて短いはりには不適である．  
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たわみ (deflection: [m]) 

  横荷重を受けて生じる弦やはりの横方向の変形をいう． 

 

たわみ角（slope, angle of deflection: [rad]） 

 横荷重を受けて変形したはりの横断面の回転角度をいう．単に勾配(傾き)ということもある． 

 

曲げ振動 (bending vibration, flexural vibration)  （図5.8参照） 

はりの横断面の中心軸に垂直な方向のたわみ振動をいう．横振動ともいう． 

 

境界条件 (boundary condition)         （図5.9参照） 

微分方程式において，未知関数の定義域の両端で与えられる条件をいう．はりの曲げ振動理論では，

はりの両端における外力（力学的）境界条件と変位（幾何学的）境界条件に分類される．特殊な場合と

して，弾性ばね支持や集中質量を持つ境界条件などもある．はりの曲げ振動数を与える振動数方程式は，

この境界条件によって決定される．またこの境界条件は，端末条件(end condition)ともいう．  

 

境界値問題 (boundary–value problem) 

微分方程式において，与えられた境界条件を満足する未知関数を解く問題をいう．例えば，弦の自由

振動の運動方程式から，変数分離法によって次のような 2階線形微分方程式が導出される．  

0)(
d

)(d
2

2

2

=







+ xX

cx

xX    

ここで，未知関数 X は弦のたわみ，c は弦のたわみ波の伝ぱ速度，ωは固有角振動数である．境界条件

は弦の両端（x = 0, x = l）で与えられる．このような境界条件下で，解 X(x)を求める問題を境界値問題と

いう．この問題が解析的に解けない場合には，差分法，境界要素法，有限要素法などが使用される． 

 

固定端 (fixed end, clamped end) （図5.9参照） 

たわみとたわみ角が共に時間と無関係に0であるはりの端末をいう．例えば，片持ちはりの両端は，固

定端と自由端からなる． 

 

支持端 (pinned end, hinged end) （図5.9参照） 

常にたわみと曲げモーメントが共に時間と無関係に0であるはりの端末をいう．例えば，両端単純支

持はり． 

 

自由端 (free end)       （図5.9参照） 

常に曲げモーメントとせん断力が共に時間と無関係に0であるはりの端末をいう．例えば，片持ちは

りの両端は，固定端と自由端からなる． 

 

初期値問題 (initial–value problem) 

 微分方程式において，与えられた初期条件を満足する未知関数を解く問題をいう．例えば，１自由度

減衰系の自由振動では，運動方程式は次のような 2階線形微分方程式で表示される． 

        𝑚�̈� + 𝑐�̇� + 𝑘𝑥 = 0    

ここで，初期条件は𝑥(0) = 𝑥𝑜,     �̇�(0) = 𝑣0で与えられる．このような初期条件下で，解 x(t)を求める問題

を初期値問題という．ラプラス変換法はこのような初期値問題の解析に適している．初期値問題が解析

的に解くことができない場合には，7.2 節に示す各種の時間積分法が使用できる． 

 

5.4 固有角振動数の近似解法 (pp.148-151) 
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厳密解 (exact solution) 

一般的には数値計算に頼ることなく，代数的または解析的に得られた(微分)方程式の誤差のない解を

表す．振動問題では，運動方程式の解析解 (analytical solution)（1.5節参照）を意味する． 

 

近似関数（approximate function） 

 方程式の厳密解（解析解）が求められないとき，規定された境界条件を満足する関数を適当に仮定し

て解を求めることがよく行なわれる．このために使用される関数を，近似関数または試行関数(trial 

function)という．例えば，レイリーの方法で使用されるはりのモード関数は，近似関数である． 

 

レイリーの方法 (Rayleigh's method)＝レイリー法ともいう 

エネルギ保存の法則に基づいて，非減衰系の基本固有角振動数を近似的に計算する方法をいう．レイ

リーの方法は，基本固有角振動数の厳密解に対して常に上界(upper bound)を与える．集中定数系(ばね-

質量系)だけでなく，分布定数系(連続体)にも適用できる．  

 

レイリー商 (Rayleigh's quotient: [ (rad/s)2] ) 

エネルギ保存の法則に基づいて，レイリーの方法によって非減衰系の基本固有角振動数1を近似的に

計算するとき，次式が得られる． 

    𝜔1
2(approx) =

�̄�(𝑋1)

�̄�(𝑋1)
≥ 𝜔1

2(exact) 

上式をレイリー商とよぶ.ここで，𝑋1は1次のモード関数（未知関数），�̄�， �̄�はそれぞれ系のポテンシャ

ル・エネルギと運動エネルギを表す．レイリーの方法は，基本固有角振動数の厳密解1（exact）に対し

て常に高めの近似値を与える．𝑋1が真のモード関数であるときのみ，厳密解と一致する． 

 

第6章 振動の計測と制御 

6.1 振動の計測 (p.155) 

振動ピックアップ (vibration pickup) 

振動体（測定対象物）に接触させて振動の変位,速度,加速度の振幅を検知して，電気信号に変換する

機器(変換器）全般をいう．通常は，増幅器や振動計の本体と接続して使用される．例えば，加速度ピッ

クアップは，振動ピックアップの一種である． 

 

6.2 サイズモ系の原理 (pp.156-160) 

絶対固定面系（absolutely fixed reference frame） 

振動測定において振動体（測定対象物）の近くに固定されて絶対に移動しない仮想的な面をいう．通

常はこのような面を実現するのは困難なため，相対変位を測定するサイズモ系を採用する． 

 

サイズモ系 (seismic system) 

筐体（機器を収める箱）に質量要素，ばね要素，ダッシュポット（減衰要素）が取り付けられた１自

由度減衰系をいう．振動計測に使用される変位振動計や加速度計の基本原理として使用される． 
 

サイズモ振動計 (seismic instrument) （図6.1参照） 

 振動体（測定対象物）にばね，ダッシュポット（減衰要素），質量から成る計器を取り付けて，その計

器内の質量と測定対象物との相対変位を測定することによって，振動体の変位振幅や加速度振幅を測定

する計器をいう． 

 

相対変位 (relative displacement)  （図6.1参照） 

サイズモ系において，振動体（測定対象物）の振動変位yと質量m の絶対変位xとの差（z = x - y）を，
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相対変位という. 変位振動計や加速度計の測定原理は，この相対変位に基づいている． 

 

相対変位振幅倍率＝相対変位伝達率 (relative displacement amplitude ratio: [–]) （図6.2参照） 

１自由度減衰系における調和変位励振において，基礎からの強制変位の振幅Y に対する質量の変位振

幅Zとの比（＝Z/Y）をいう．一方，強制変位の振幅Y に対する質量の絶対変位振幅Xとの比（＝X/Y）で

ある絶対変位振幅倍率（図2.29参照）とは，大きく異なることに注意されたい. 

 

変位振動計 (vibrometer, displacement vibrometer) 

 1自由度減衰系の強制変位振動理論に基づいて，振動体（測定対象物）に取り付けて変位振幅Y を測定

する計器をいう(通常，計器の固有角振動数n は，振動体の励振振動数 に比較して非常に低く設定さ

れている)．広義では時系列の変位を電気信号に変換するセンサまたは変換器（例えば，地震計）をいう. 

振動体に直接に取り付けない（非接触式）で振動変位を測定する変位センサとしては，静電容量式と

渦電流方式の2種類の変位センサがあり，いずれも振動体が導体に限定される. 

 

加速度計 (accelerometer)  （図6.4～図6.7参照） 

 1自由度減衰系の強制変位振動理論に基づいて，振動体（測定対象物）に取り付けて加速度振幅�̈� を

測定する計器(通常，計器の固有角振動数nは，振動体の励振振動数 に比較して非常に高く設定されて

いる) ．時系列の加速度を電気信号に変換するセンサまたは変換器．例えば，加速度センサとして，種々

の機器（ロボット，車体，カメラ，携帯電話，地震検知器など）に組み込まれている. 

 

相対加速度振幅倍率 (relative acceleration amplitude ratio: [–]) （図6.3参照） 

１自由度減衰系における調和変位励振において，質量の相対加速度振幅−𝜔𝑛
2𝑍（n：計器の固有角振動

数）と基礎の加速度振幅�̈�との比（＝−𝜔𝑛
2𝑍/�̈�）をいう．加速度計は，この測定原理に基づいている． 

  

6.3 振動ピックアップ(pp.160-162) 

圧電素子 (piezoelectric element)   (図6.4参照) 

 圧力を加えると起電力を生じるピエゾ素子をいい，圧電形加速度計において使用される．例えば，チ

タン酸バリウム，酸化亜鉛，水晶などがある． 

 

電荷増幅器 (charge amplifier) 

 加速度センサである圧電素子は力に比例した電荷が発生する．この電荷Q(t)を時間積分して電圧に変

換して出力する増幅器（アンプ）をいう． 

 

ダイナミックレンジ (dynamic range: [–]) 

 正しく処理できる（電気）信号の最大値と最小値の比（大きいほどよい）．信号の情報量を表すアナロ

グ指標の一つであって，通常は常用対数を取って20dB（信号の最大値/信号の最小値）で表示される．

例えば，人間の聴覚が持つダインミックレンジは個人差があるが，約120 dBと言われている．これは知

覚できる最小の音圧pminと苦痛を感じる最大音圧pmaxの比が，pmax/pmin =10120/20=106であることを示す． 

 

ひずみゲージ(strain gauge)  (図6.6参照) 

 測定物に生じた変位を電圧信号に変換して，高精度にひずみが測定できる検出器（センサ）の一種を

いう．一般にひずみゲージは材料や構造物の表面に接着剤で貼付して，ひずみを精密に測定するために

使用される．一般的な箔ひずみゲージで測定できる最大ひずみは，2～4％に制限される． 

 

6.4 データ処理 (pp.163-168) 

変換器 (transducer) 
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時系列の機械量（変位，加速度，荷重など）を電気量（電圧，電流，容量など）に変換する装置全般

をいう.例えば，変位変換器，加速度変換器，圧力変換機，荷重変換器（ロードセル）など．これらの変

換器は記録器（計測器）に接続して使用する． 

 

サンプリング (sampling) ＝標本抽出 

振動変位や加速度などの時系列信号は電気量として連続的に観察されるが，信号記録器を用いて記録

したアナログ信号波形をA/D変換器によって一定時間間隔でデジタル化（離散化）する．この作業をサ

ンプリングという（注：A/D変換機能は，通常は信号記録器に内臓されていることが多い）  

 

サンプリング周期 (sampling period: [s])＝サンプリング間隔 (sampling interval: [s]) 

 時間的に連続なアナログ信号波形を，A/D変換器によってデジタル信号波形として記録器で記録する

ときの一定の時間間隔（時間刻み）tをいう．サンプリング周波数(sampling frequency: [1/s])の逆数とな

る． 

 

サンプリング定理 (sampling theorem)＝標本化定理ともいう 

 サンプリング周期  t は，処理する時系列の信号（振動波形）が含む最高周波数 fmaxから決定される

周期の1/2以下にしなければ，信号が正しく再現できないことを述べた定理である． 

∆𝑡 ≤
1

2𝑓𝑚𝑎𝑥
  

上記の等号成立時のサンプリング周期tを，ナイキスト周期（Nyquist period:[s]）という．上式のサンプ

リング周期から決定されるサンプリング周波数fN （＝1/2 t）をナイキスト周波数（Nyquist frequency:[1/s]）

または折り返し周波数という． 

 

エイリアシング (aliasing)    （図6.8参照） 

記録器による振動波形記録において，サンプリング周期t をナイキスト周期（＝1/2fmax）以下に小さ

くしないと，折り返し雑音という現象を生じて架空の成分をもつ低周波成分が記録される．この「折り

返し雑音」のことを，エイリアシングという．エイリアス（alias）は，「別名」あるいは「偽名」などを

意味する． 

 

周波数分析 (frequency analysis)＝周波数解析ともいう 

 時系列の信号波形をフーリエ変換するよって各振動成分の周波数分布を求めること．すなわち，信号

波形の周波数スぺクトル(frequency spectrum)を求めることをいう．実際には高速フーリエ変換が採用さ

れることが多い． 

 

ローパスフィルタ(low-pass filter) ＝低域通過フィルタともいう 

時系列の信号波形記録において，ある遮断周波数(cut-off frequency)3よりも高い周波数成分を逓減させ

るフィルタをいう．電気電子回路においては，フィルタ回路の一種である． 

 

信号処理 (signal processing) 

 機械量，電気量，音響量などの時系列の信号波形を数学的に処理するための技術全般をいう．アナロ

グ信号処理とデジタル信号処理に大別される． 

 

フーリエ変換 (Fourier transform)と逆フーリエ変換 (inverse Fourier transform) 

任意の非周期関数 x(t) を，時間t 領域から角周波数 領域に変換する次式をフーリエ変換という． 

𝑋(𝜔) = ∫ 𝑥(𝑡) 𝑒–𝑗𝜔𝑡∞

−∞
𝑑𝑡 (𝜔 = 2𝜋𝑓, 𝑗 = √−1)  

このフーリエ変換によって，任意の関数x(t)にどの周波数成分がどの程度の大きさで連続的に含まれて

いるか（周波数スペクトル）を知ることができる．フーリエ変換の逆変換は，次式で定義(1)される． 

 
3 周波数応答（正弦波入力に対する定常応答）において，出力振幅が入力振幅の 1/√2  に低下する限界周波数をいう． 

https://www.weblio.jp/content/%E4%BD%8E%E5%9F%9F%E9%80%9A%E9%81%8E%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%82%BF
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定義２の逆フーリエ変換の右辺の被積分項X (f)の前に，係数 1/(2) が付かないことに注意されたい． 

 

自己相関関数 (autocorrelation function)  （図6.12参照） 

信号処理において， 1つの信号波形 x(t)について時間間隔 だけ移動させたときの信号波形x(t+)との

相関の大きさを表わす関数Rx()をいう．自己相関関数は波形の周期を調べるのに有効であり，常に偶関

数で， =  とき最大値をとる． 
 

相互相関関数 (cross correlation function)  

2つの信号波形 x(t)，y(t)について，後者を時間間隔 だけ移動させたときの2つの信号波形の関連性を

表わす関数Rxy()をいう． 2つの信号波形の類似性や時間遅れの測定のために使用する． 

 

パワー・スペクトル密度 (power spectral density) （表6.2参照） 

1つの信号波形 x(t)の自己相関関数 Rx()のフーリエ変換で表される関数Sx(f)をいう．エネルギ（パワ

ー）のスぺクトル密度を表し，常に偶関数である． 

 

クロス・スペクトル密度 (cross spectral density)  （図6.11参照） 

2つの信号波形 x(t)，y(t) の相互相関関数Rxy()のフーリエ変換で表される関数Sxy (f)をいう． 

 

ウィーナ・ヒンチンの関係 (Wiener-Khintchine relation)  (図6.10参照) 

パワースペクトル密度Sx(f)と自己相関関数Rx()は互いに，フーリエ変換の対となっている．この関係

をいう．ウィーナ・ヒンチンの定理ということもある．以下の表を参照． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白色雑音 (white noise) 

電気または音響などの信号に混入する雑音の中で，すべての周波数領域においてパワー・スペクトル

密度(本節前出)が均一に混入した雑音をいう．不規則振動応答の基本的特性を把握するためによく使用

される．「白色」とは可視領域の広い範囲を一様に含んだ光が白色であることから来ている形容である． 

 

6.5 振動の受動制御 (pp.169-172) 
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危険速度 (critical velocity: [m/s])  （図6.13参照） 

  正弦波状の路面を走行する自動車の速度が,路面から受ける強制変位励振の振動数と自動車の固有

角振動数n とが一致（＝n）したとき,自動車の変位振幅が非常に大きくなる走行速度をいう．自動

車の懸架装置(サスペンション)4には通常は減衰装置（ダンパ）が付いているので,変位振幅が∞に増大

することはない．（注：この用語はまた回転体（弾性ロータ）の振れ回り運動において,回転軸系の固有

角振動数nと軸の回転速度 が一致したとき,軸のたわみが∞に増大する回転速度c [rad/s]を表すとき

にも使用される） 

 

乗り心地 (ride quality, ride comfort)  

車両や自動車に対する人間の感覚の良さを表す用語である．乗り心地は走行中に生じる振動の変位振

幅ではなく，加速度振幅の大小によって支配される．乗り心地をよくするためには，振動制御によって

加速度振幅をできるだけ下げる必要がある． 

 

加速度振幅倍率 (acceleration amplitude ratio: [–])  （図6.15参照） 

1自由度減衰系における調和変位励振において，基礎からの強制変位の振幅Y から導出される加速度

振幅（−𝜔𝑛
2𝑌）に対する質量の加速度振幅比�̈�との比（＝−�̈�/𝜔𝑛

2𝑌）を表す．  

 

振動制御（vibration control） 

自由振動を短時間に減衰させたり，強制振動の共振を軽減したり，自励振動を抑制したりすること．

振動制御法には，一般に大きく分けて能動制御と受動制御の2方式がある． 

 
受動制御 (passive control) ＝受動振動制御 （表6.1参照） 

外部からの制御エネルギの供給なしに，系のばね定数や減衰係数を変更することのみによって，振動

を制御する方式．費用は安いが制御効果は限定的である．例えば，電子顕微鏡，精密計測機器を支持す

る除振・免振台や高層ビルの免震装置などに使用される． 

 

6.6 振動の能動制御 (pp.172-176) 

能動制御 (active control)＝能動振動制御 （図6.16＋表6.1参照） 

外部（例えばアクチュエータ）から制御エネルギを供給して，振動を制御する方式をいう．例えば，

自動車のスカイフックダンパ制御装置や高層ビルの制振装置などに使用される． 

 

センサ(sensor)＝変換器 (transducer) 

感知器，検出器を総称する用語をいう．変換器と同意語である．例えば，変位計（変位変換器），加速

度計（加速度変換器），温度計（温度変換器），圧力計（圧力変換器），荷重計（荷重変換器）など． 

 

コントロ−ラ(controller)  （図6.17参照） 

制御装置，制御器などを意味し，他の要素の動作を制御する機能をもった装置全般をいう．また人間

が操作や指示を伝えるための装置． 

 

アクチュエータ(actuator) （図6.17参照） 

エネルギを与えて運動を発生させる装置全般をいう．例えば，振動の制御力を与える油圧装置や電気

サーボモータなどを意味する． 

 

スカイフックダンパ (sky-hook damper)  （図6.17参照）  
空中を走る架空の線に宙づり（スカイフック）の状態になったダンパ（減衰器）をいう．通常のダン

 
4
 主に車両において，路面の凸凹を車体に伝えない緩衝装置としての機能と，車輪，車軸の位置決め，車輪を路面に対

して押さえ付ける機能を持つ装置であり，乗り心地や操縦安定性などの改善を目的とする機構． 
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パとばねによる懸架装置（サスペンション）では，車体はダンパとばねを経て地面と接触するが，スカ

イフック理論によって達成させたい状態は，地面とはばねで，架空の線とダンパ（スカイフックダンパ）

で接続された状態である．理論上，スカイフックダンパの減衰係数が∞となった場合，架空の線に固定

された状態となり，全く揺れなくなる． 

 

第7章 振動のコンピュータ解法 

7.1 固有値問題の解析法 (pp.179-187) 

上
うえ

三角行列 (upper triangular matrix) 

正方行列で主対角項から左下側にある成分がすべてゼロである行列をいう（付録A3参照）．例えば，3

ｘ3行列の場合は，次のようになる. 

[𝑼] = [

𝒂𝟏𝟏 𝒂𝟏𝟐 𝒂𝟏𝟑

𝟎 𝒂𝟐𝟐 𝒂𝟐𝟑

𝟎 𝟎 𝒂𝟑𝟑

] 

一般化固有値問題（4.4節参照）を解くときに，対称な質量行列[M]=[U]T[U]は上三角行列とその転置行

列の積として表現でき，係数行列（[M]-1[K]）を対称行列に変換することができる．  

 

ヤコビ法 (Jacob’s method)   

実対称行列[A]からなる標準形固有値問題[A]{X}= {X}を，行列演算の繰り返しによってすべての固有

値 および対応する固有べクトル{X(i)} (i =1,2 …n) を計算する一般的な数値解法をいう．非対称行列に

は適用できないことに注意．（注：べき乗法は，[A]が非対称行列であっても適用可能） 

 

正則行列 (regular matrix) 

逆行列(inverse matrix)が存在する正方行列をいう．すなわち，その行列式≠0である行列をいう．一方，

行列式＝0となる行列は，特異行列（singular matrix）という． 

 

7.2 直接積分法 (pp.187-192) 

直接積分法 (direct integration method)  

 多自由度系の運動方程式や有限要素表示された連続体の運動方程式を直接に時間積分して，外力を受

ける系の過渡応答(transient response)を求める積分法をいい，陽解法と陰解法に大きく分類される．直接

時間積分法または逐次積分法（step-by-step integration method）とも呼ばれ，外力を受ける構造物の過渡

応答解析（時刻歴応答解析）によく使用される． 

 

時間刻み(time increment)＝時間ステップ(time step)ともいう 

運動方程式を時間について逐次数値積分するときに使用する時間増分tをいう．この時間増分tを適

切に選択しないと，解の精度が低下するだけでなく，解が発散（divergence）してしまう場合があるので

十分な検討が必要である． 

 

陽解法 (explicit integration method)   （図7.1参照） 

時刻tでの運動方程式の平衡(つり合い)状態をもとに，時刻t+tでの状態を求める積分法をいう．陽解

法は一般的には使用する時間刻みtを小さくしないと，解が発散しやすい．例えば，（前進）オイラー法，

ルンゲクッタ法，中心差分法（central difference method）などがある． 

 

陰解法 (implicit integration method)   （図7.2参照） 

時刻t+tでの運動方程式の平衡(つり合い)状態を仮定して，時刻t から時刻t+tの間の変化量を求める

積分法をいう．陰解法は，陽解法に比較して一般的に解の安定性(stability of solution)がよい．例えば，

線形加速度法，ニューマーク 法，ウイルソン 法などがある． 
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7.3 有限要素法 (pp.192-200) 

有限要素法(finite element method)  

 解析的に解くことが難しい微分方程式，偏微分方程式の近似解を数値的に得る方法の一つであり，単

に構造解析だけでなく流体解析，熱伝導解析，電磁場解析など理工学分野の問題に広く適用できる強力

な数値解法である.現在使用されている汎用解析コードの大部分は，この手法に基づいている． 

 
最小ポテンシャル・エネルギの原理 (principle of minimum potential energy)  

物体が静的外力を受けてつり合い状態にあるとき，ポテンシャル・エネルギが最小となるような変位

場が存在するとする原理であり，変位法（displacement method）による有限要素法の基本原理になってい

る．動的外力が作用する場合にも拡張されて成立する． 

 

7.4 伝達マトリックス法 (pp.200-203) 

伝達マトリックス法 (transfer matrix method)＝還元法 (reduction method)ともいう 

伝達マトリックス法とは，多自由度系だけでなく,鎖状に部材（連続体）が連結して構成されている構

造物（例えば，弦，棒，はり，平面トラスなど）の振動問題に適した解析法である．構造工学や機械工

学の分野で広く使用されている．静的問題にも適用できる． 

 

状態量ベクトル(state vector)  

伝達マトリックス法において，格点での変数(変位と内力)からなるベクトルを示す．系を構成する基

本要素（棒要素，軸要素，はり要素）に応じて，変位と内力が決まる． 

 

格間
こうかん

伝達マトリックス(field transfer matrix)   (図7.9参照) 

伝達マトリックス法において，任意の格点と隣り合う格点の状態量ベクトルを関連づける行列をいう．

この行列は，格点間の内力一定の関係から導出される．  

 

格点
こうてん

伝達マトリックス(point transfer matrix)   (図7.9参照) 

 伝達マトリックス法において，格点の両側の状態量ベクトルを関連づける行列をいう． 

 

7.5 コンピュータプログラム (pp.204-212) 

モード重ね合わせ法 (mode superposition method)  

  固有振動モードの重ね合わせによって任意の多自由度系の強制振動応答（過渡応答，時刻歴応答）を

求める方法をいう（第4章参照）． 
 

MATLAB 

MATLAB（マトラボ）は，アメリカ合衆国のMathWorks社が開発した数値解析ソフトウェアであり，

その中で使うプログラミング言語の名称でもある．数値計算，統計解析，信号処理などに広く活用され

ている． 
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補 遺 
仮想仕事の原理の図式説明 

 
いま質点m に多数の静的外力Fi (i =1,・・n) が作用する以下に示す場合を考える．このとき質点m が

静的なつり合い状態にあると仮定すると，式(1)が成立する．質点m が任意の仮想変位 r を行なったと

すると，式(1)から仮想仕事に対して式(2)が成立する．これを仮想仕事の原理といい，質点m が拘束さ

れている場合にも成立する． 

 
 

                    参考用語 
 

原 理 (principle) 

事物・事象が依拠する根本法則．数学では公理(axiom)という． 

 例：仮想仕事の原理，ダランベールの原理，最小ポテンシャル・エネルギの原理など 

 

定 理 (theorem) 

数学や論理学において公理や定義を基にして証明された命題(proposition)で，それ以降の推論の前提

となるもの 

 例：マクスウェルの相反定理，展開定理，サンプリング定理, 直交軸の定理，平行軸の定理など 

 

法 則 (law) 

一定の条件下で事物の間に成立する普遍的，必然的関係をいう． 

 例：ニュートンの運動の 3 法則，フックの法則，エネルギ保存の法則，角運動量の法則など 

 
                     

注）本用語集での物理量はすべて SI 単位で，また無次元量は記号 [–]で表記． 

m 
F1 

F２ 
r 

F３ 

つり合い条件 

F= F1+F2+F3+ ---- +Fn = 0   (1) 

 
仮想仕事 

W＝F r  

   = F1 r + F2 r+ F3 r +   +Fn r 

= (F1+F2+F3+ ----- +Fn )r 

= 0                      (2) 


