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C)sc沼aTTor L瓜 ceの鳴鳩 象

基新 京天理 確太鼓+,坂口賓姓,蔵太由紀

白怒振動敬k:ぱちつ亨0)議3 リミッ トサイワ JL花勤与の凄包外 .振動与闇 の相互作用に

よ,て･Llきa;･こす壬ほ こ訣頚象も研究す3.生体姐亀 V_a+与れ3 I)ミ ッ トサイ7IL急に

仔,lu壷のJ:うy= ■軌乃釣を固執盲電設丁舵ち毒で ,晦の甘 ん毛畳動のように 合体 的T3

局期 せ あこち〝亨では香 し一基の&3こと鮮知られ7日3. これ 弓の協7]･鹿olちか )堤, そ

07選好雷薫で窃盲兎勤与の闇の箱旦作間の形亀o)ち介t)盲Ti晩 Lて()言と考 えられ 冨o

'海亀作間の竹箆にl言及マな草葉か考えられ3 , 伺えば'桑与筒の屯互頼嗣の和 や我Tr-7m

完了 空値 距森 .五首到達度褒 朴有配 晶3喝金 仁は圃 与盲配亀 LてL)ヲ堂闇の鬼瓦を

ごてあ 盲 ｡ 本研究では畢鈍化L昆モデルを恥 )マ 蒔tcそo)偶17頚象と史観怒気とn喝尽

す探ってゆく.

α.モデIL

を珪T31ミ､ソトTイ71L一盲モつ在勤与の題動 1才,虹領 を適 切 に盈毒す3ごとV:よ,て

虹元の3TZ潤 Llt巧鬼才?碑3ここかZv亨TSW.櫛i,'訂単一ol撮軒与o'･盈部首 与射正確

¢o)題町方定式として弛/jt=C｡とあられで -i. この応遍車か唱和放 てn振動子の司し･

荘産盲若頭す3なら甘■む昏々 07凝乳31の尭部数Zlあ3.;飯 2つ0,振動与TE蒐え.{の

凝動与o)闇に,仕過ち考てi.ようとす3刀卿働いてし13として
d拍 t=O.-KietLnL車.-屯十α)-9(∩(ヌ 上

也/dt=02-KiSln(塗.一年.+射 一 部yt叫 ノ
lc()く誓 ,叫 >0 く 1)

o)ような嘱金を若えて3rよう｡鹿亘相同Kを太字<すか C後 ,て 名振動310)平句砥動教

範-舎監(屯仕卜 如 ))/t なか 町血 づし-7ゆき,つく,仁あ3値 (触 wLVcos頼

以上 0)Kでは2つの蒐部数な一驚 して しきう｡〔1湖 7Vαは福邑座間の反対‡封生砂弓のす牝

苫aらわす｡a-0の鳴名店2つの平均振動教の〔屯qj1平和 言倶覆し ,-771の振動数■o)平均

に写 しvlのV:布 し′剰えばd>0の島名,銭o)乎跡 言的 01平均よっ太子 くT13｡後者J3

生体盟蝕の'1ミットサイワIL誌卸与V_み られ3鬼象で､&了｡

敦 J2の輿動3 号教 の施雪か与ol集団 にあらの耽る協力頚象V-あ 1,瓦匂エフT3体系をと

ち ここ7･.何 ら砕o)巷盛 性 舟atら此3ど考え3｡本研異で す以下のようTa.モヂ1Lを考 えTS｡

凝 娼 ちd:b元温与上 ヒ配 置し ,i巷 邑o)鹿部与73号o)患者一札7し)盲互の最環確名 号点Li)
上の振動与こ(11のSうな狙引 t岡召す3 ′ 矧ち

d屯/dt- 帆 -k'宗 恒 (屯一重 ･q)-Qtn叫 (2)
ここで cOt･甘 <wt･>-0 ′ <Cultuゴヽ- 3{j 主計12号731ウス令布 引反皇方 言 (くT,131

サンプIL平均であ 3 )｡尭勤3rの鑑 教 官 Li=N個とし′烏 W Jk=1言 灯-a'の趨歴につ

Llて竜諭す弓｡
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b.解析とンミュL-ション

このモデtLでd=0と吉日モ鳴 金 ′題 互相同 L397m純 一も)という号旬計 rStO)こな ,て

n盲｡ ここTtT 喜す●この碍金の平均 馬 ,d=i.2,3,の散 瞳 5/三l L- ン? J の糸 貫ーと.

蒔新和y:謁L弓島名o)鬼鼻毛斉し,泡にd朝 O,偽名の平均碍′a-i,の東泉盲窓 篭耳3｡

(i) α=0.平現場o)義

〇〇で平均鳴 こぼ寮略ynngeOl謁互脂取を意味しノ⊂め式 71.号へてO,花動与kつ (-て
io,丑 を と 1 , K→K/Nとあ<｡この桑 o)佐賀 r; 蔵本野 付7号転yc熟 し･てあって), 為電

荷互元首こと好明らかy=丁れ てL-3｡々 o)兼序芝教 とL7教 LTI3二つの畳て喜入首TS ,

T =N;/Nr ,

o=rJ'1.∑仝XP〔坤うつJ
(?)

ここ7' NTsは同一o)振動敬yc喝和して混動与O,教 7qa 1.T は(仙 )g蒲郡町 塊 の栽序言

あ らわ す.第二の量Oは位箱 o)そう目方 をaSち爪耳鼻7･ヱピン毒の拝序更取 L{軌 して
い 言 . こ0)平均塊の素 Y1 号の竃取Ta堀割七吊の敢k:解析的古狐 ∽かす鮭rあ1∫a-を吸

盤有言 亡 IL7 コンシ7テントj5名立か放 す盲.施勤叡功布併aZl･仮免 丁れTl-よ う葛 草

食T3廿とLLの41看官と言と亨 この点 は鬼合定数K粁あ31直にを塞 i ,3℃2也砲受箱も希

し.J と丁か同番に出発寸言 (固1)｡CCZ.えっ娼 乾碑 とt壬 a7.計ら邑つ0,並 勤与の

言lきこatヒ由卦 }してL)了今のの ,孝 二でみ IL,机を乃哲的Ts慮転籍 こ ぼ喜泳 符･ちかう｡何
政吉弓に(kTeでrSこの希 の菰勤与信各マ元 に与え与れモ据 動教7咽 乾 して a;Lフ′に>kTcr･

任L-あ て 愉11幻聴勤も生し了の7n晶3(属官).
(ii) αこれ 秦下Rlb-7L暴

右裾 TYln8e0)題互仲田盲可盲高取臨 為7･店(1')T計られたよう7i鶴亀にQ:期待で?T3リ｡

ここZnrgます 抜糸のンミュし-:/三ンの東泉の一都 1風介し.Jb に ノ 8;3観 vCつH て

a)止板的な帝新を元す｡嵩fR海面系o)卑金,臼)郎 トの締序章敬 にJ,て貴重丁れ3蒐乾簿

a)を置o)可鮭桂 riを3'を し1針 , 混在は上瀧 耗序隻数 の出現のみV_急召す言ごとはしよう.

こ01毒昏曝露福豆作問の長d),となり同fhJが鵡動教長与TSえて ゆこうこす 言.先払色数

をtテくす3こ其LC.諏凱歌の晒 し首ワラ77-か7Zr仰,てゆく7あ了う｡回3k:a-i

o)島名の確執毅分布を示しT_.U～tの令布 だあ らわれ3台増W晩期 プラス9-で訣盲｡i

J白丸嘉では サイでか海鴨であ3確り′可 ･̂70)強靭与か周期可了コとl才あり省73" こZ:

首尾葛に元甘言｡Blヰy:ほd:20)同期つヲ77-oHtBg-ン互元し長.LE鞍的丈亨を ワラ

7L7-が 一列0)有 ンド盲確k-Lて英を して い盲点升璃街的rtd3.包ちy=13d-301固執

ワラス9-0,断面凪で亮 し7し13.2庖禿葛こ箱亀的な点は ひ とつのEj=古7うえ7-

比外t才′t､TT}ワラZ7-しか直走tl71)Tgl)Y t),モ傾向かみち甘LSまで&3.

〇舵 弓′鼠 4,号を諌 言 と,脚 つラス9-6･金毒Y=ひろ机 て L)盲か,N㍉心0砲把
ではと う7q訣ろう付 ? 暮す盤金星教t(舟惹句丈ヲ(′号 JTての庭箱 か適監 Jれを と し て

地 /dt-wt-K去E叫 (車t･4,I)-- 6,1･- K左薄一色)ニ 0 (4=)

を韓 <ここ蓄考 えよう｡砿毒針 Ld-灯の鵜3-7q3,ち t･す るこ,,日;lT離れt:宣 yd)柁砲

の差o)=委平均江
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II(毎一也11〉～ ｣ ′ dニ1
A.｣ ′ d尋

A , d二g

(ち)

とTalり ′2座元点 て Z一将 Nてい →のTT7号 û70)振動i乃 簡明了で3こて 甘 fITaVl=

とか予想丁机3. 通過o蘭島O'の出盛ol亀には <軒 〉 酢 石岡に7T33呼等骨.a;7Q が , これ

t34-ね竜比下で唐敵す弓｡凪e y: yミIL-ンまンr-よっ得 られtT_ JrこOtO,下1'7-枚

患 任官宗とd)有｡d亡90,Tのatm･tNl-,也.7嘲 引亀向で希して恭 り上 o)頭韻 とコンンスラ ン

トでく多言｡

(fi主) αiO,平均島の最

適互作取の奇問放任卦ちのすl拙言 砥部教 の平均 t_(つう量 盲モ倶落 しTaL1. 2つの撮珂

与につnてaで荒し有権簡13 : . 斉唱項の協 77:現象の中にⅦ何に長醸されrSで あろうか ?

号の一喝 は モQ:it'平 均蔦の重vZ放てar3こと骨 でぎ 3 . =の 乎向島 の亀 では･LC)と局後k

uolセIL7 コン:/スj=>ト育 麓宜 がもてられ3｡与o)萄 象 .d=Oo,竃 と旬盈 y:TとJの可

成k出頚す32海変移 か 古瓦す3 ことかわ Q ,石｡a-001桑 と0)巧横句T3差製 T3 , 尭転移

を訴こしモ徳のa･01也布 V_3'ら巾れ3｡箇7y:(>kTco,虜布の一例を元年か 五L?那,7,

なTIつて公布盲与えてモノ赦免言争ののち′40)私o)郎 柏 は破 れて.EZ70)各会′恥0レ亡

ど,7172dAilo)冶布きフモ為苑勤豹イ町 舟tiJフ屯 形 とな,て ()ち.

(Eu) cX幸0 ′ i鹿-7L急

垣間頃TS箱互施観官希え72とき,この毒捗こちt<新 Lレ1劇面ちaTTS.国富長打 3と正

巌して3+よう｡巳つの撮動与や平均亀 の桑7･計 られ長さ う k , ib仔 1a,0 と こ,石 衣の

高苑即重卿 へのすれ貯afられる｡マ弓tC書7=古ここは ノ画期 ワラZ7-の↑イス･･k: 特級

的古里-のZLT1-IL畑･左荘Lたtlよ う にaf丸ち ごとで.あ3. を･長 ,7ラス守一叡k つ t､て

射 -00,馬鹿 ′ 匠厚 kL2山工倒 して廠ケL妄oIYC江 ･̂7 3フ乏1触 感サの傾向を右耳こ

とモ巾勿っ72.

C.まと8)

混勤額 k:ぱらつきcT)あ3 ､)ミッ ト下イ7 1L羅釣手急の荒す協71題象 の ,.tk-7L,崩各7]

Jl鞄<の境志度 も ンミl L- -> 3 ン′解析互且 して飼 ∧･･77_.

(llα:00'亀金O,舶 ′振動数凝塊 d)秩序 父の出頚 射 〉包 , 他題O,緒序oJの此漫射 74

で鞄番できちCと舟 われ も ｡ 線形帝都ドけしかし,旬月的な同都つ-7ス7- のげ一つし

: -/3ン によ,? 満確のTar･出頚し櫓3とL)う可鮭 ･K互とV)入れて H T311. 号の728)

i:a7･olrの蔀萌約75出兎の可鮭牡は奄皇丁机も巾ITではな し)｡

(a) 的0の尾島の平均喝/a,ユo)毒の他項で領 ĥ右.仇の竃鬼 1 寿の中のあ3確 dl刃

蘇性言及3と束に斬 首囲恕kす 3 ｡ A-1の鳴金r一 喝親ワラZg-K単一o)スLT-1Lq･'

計られaL)点呼新 Lv,側面 と考えT,れ盲.a-9,3k:つ()て領有 しら "̂てl-ちか 了 ぢL<範

Ltl側面舟計 られつつ3;3 0 この ことは功の魂 V_敬呈し72L).

太研常Z-1才この非乎街の路亮にaf与れ了凋乾物も? tLK壕弥し屯.こd)播責の埼歓 rL
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急白体d'-確の77Jf.ッつを陀恩にな,7あり ′ ノイで夏色引生辞 しつつ与cD志せ7･て

らと兼序封せり誘げ吉良で&てう｡この報芸でat与れ72,uyT膵 盈弟的石畳比恥に′亘イ

ナミj]ILを劉面.櫛えぼ17& 醜 下庄巻T3=て･･,五節雫雪盲Cとキ音義孟Tと考えろ｡

E]i･.秩序号数のk灰色 性 凪己.ata,/j布 ;由仁 K<K ,Lbl;K>l<C

ひ01⊂ ∈ ] .

どo'[二 【 ]

固9.dこ0,d--l o)

据釦取巻布

8.0064.00 100.○○Lt4.04 ～00.以l ZSO.00 湖 .00 1S4.00●80.00 1Sl).00 ■80.00
POSIrlON/■

図4-.園 ,d=2 0)同-据軌敬7ラス7- (蕗つあう碁 与L星間 の菟勤教の貴 賓即を L̂ と

aLTa･?れ3鳴谷に属す旦簡 r=,Tシ ド号藷 .っモ)

COUPLING I.10 COUPLING I.20
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包5'.d=0 ,d=Sol閥 ワラ77-の番頭阻

CO〕PLING 0.60 COUPLING 0.d5

l

l
]
■

鼠6.a;0′dこ2.3 01耗序章敏のTイ7凍走性

2･O K

COUPL【NG 0.70

l

B.1 0.I 舶 k'

0･1 dA Qも k'
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glY.d幸0 ,dニ1 の馬食o)晦軒数/b布 〔d--ぜ >Q巧且 んT2')

0.00 tQ.～ LOl.00 110.00 糾 .○○ ZSO.叫 IOO.恥 一別I.00 110.00 161).00 804.00
POSlTJON

毒草文献

il A.T.帖f,ee, 今kBeeAru叫 otB'oLoがcJT.･77u , B.･｡-†h･uoL･曾 (S'p- qer -

Vcyレ急.NT-Yノ円88)

2l Y.k"ramotD′Ck 山 ｡誹 Ck tk oyIS, 仏 Ueg.ノ抑dTuふ hn也 〔Spy..竹 R r,

HA{んt蛎 ,U:Y.T･kyolq督午)
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