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1. 緒言
機械系の動力学問題とりわけ「振動問題」の学習において，
固有振動数や固有振動モードといったこと等，問題の本質を
知ることが重要であるが，実際にはなかなか理解しにくい．
そこで，著者の一人は学習用教材として教育用運動シミュ
レーションシステム（DSS と呼称）を開発し(1)-(3)，機械力学
の授業や実験実習で活用し効果を上げている(4)．本システム
は運動方程式を数値計算により解き，解析結果をグラフィッ
ク出力するという一連の作業を支援するためのソフトウェ
アであり，比較的簡単な運動や振動問題は本システムだけで
十分理解が可能であるが，少し複雑な運動問題や多自由度系
の振動問題となると，実際の動きがイメージできず理解に苦
しむ学生が多い．
こうしたことから，著者らは振動現象学習用教材として各
種実験装置の開発を手掛けている(5), (6)．また，実験装置の開
発と同時に小型で低コストな水平方向用及び垂直方向用加
振台の開発も試みた(7)．
今回，これらの教材を広く教育機関で使用していただくこ
とを目的に，汎用性のある加振装置とパッケージ型加振体
（水平方向用 5 個，垂直方向用 5 個）の開発を行ったので報
告する．
2. 加振装置
図 1 に，加振装置の外観
を示す．本装置は，加振部と
コントローラからなり，パッ
ケージ型加振体をクランプ
して使用する．クランプ部は
取外し可能である．加振は，
ブラシレスモーター（30W）
と偏心カムを利用して行っ
ている．加振部寸法は 285×
Fig. 1 Shaking device.
190×335mm（W×D×H），
重量は 7.1kg（加振部 6.1kg，コントローラ 1.0kg）である．
本装置の特徴は，次のような点である．
(1) 汎用性：一台で水平方向用と垂直方向用のパッケージ型
加振体の加振ができる．また，パッケージクランプ部を
取外すことによって，一般の構造物の加振もできる。
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(2) 操作性：パッケージ型加振体を，クランプ部による締付
けだけで簡単に固定できる．
(3) 発生周波数：周波数表示付きのコントローラを用いて，
0.5～20Hz の範囲で調整できる．
(4) 加振量（振幅）：加振体に合わせて，カム偏心量を 1，2，
3，4，5mm（5 段階）に調整できる．
(5) 保管・運搬性：いずれも容易である．
(6) 安全性：本加振装置は，置くだけで使用できるように設
計されているが，縦置きで使用する際は転倒防止のため
踏ん張り脚を使用する．不要時は本体横向きに固定して
おく．加振体と加振状態によっては（とりわけ発生周波
数と加振量のいずれもが大きい場合），加振部が動くこ
とが想定される．この場合は，加振部を固定して使用す
る必要がある．
図 2 に加振装置の典型的な使用例を示す．(a)は水平方向用
パッケージ型加振体使用時，(b)は垂直方向用パッケージ型加
振体使用時を示す．

(a)

For horizontal direction
Fig. 2

(b)

For vertical direction

Typical use example.

3. パッケージ型加振体
図 3 に開発したパッケージ型加振体（水平方向用 5 個，垂
直方向用 5 個）を示す．
本教材の特徴は，次のような点である．
(1) 教材内容：1 自由度から 3 自由度までの問題を扱った．
比較的簡単な問題から，少し複雑な問題までバラエティ
に富んだ教材となっている．

(a) For horizontal direction

(b) For vertical direction
Fig. 3 Vibration objects of package type.
(2) 保管・運搬性：加振体をパッケージ化（A4 サイズ，薄
型（厚さ 43mm）・軽量）したことにより，保管・持ち
運びが容易である．
(3) 安全性：共振が発生する固有振動数（1～3 次，加振体に
よって異なる）をできるだけ低く抑えるよう設計してあ
るので，危険性がない．
表 1 に，水平方向用加振体の共振時の実験結果と解析結果
の比較を示す．表 2 に，垂直方向用加振体の共振時の実験結
果と解析結果の比較を示す．いずれも，実験結果と解析結果
はよく一致していることがわかる．また，加振装置の振動数
範囲内（0.5～20Hz）で，目的とする 1～3 次の共振が発生し
ていることもわかる．
4. 結言
本研究により得られた主な結論は，以下のとおりである．
(1) 振動現象の観察（とりわけ共振と振動モードに注目）を
目的とした，加振装置とパッケージ型加振体（水平方向
用 5 個，垂直方向用 5 個）の開発を行った．
(2) 開発した加振体の固有振動数は，いずれも解析結果とよ
く一致した．加振体開発のポイントは，加振装置の使用
範囲の中で（しかも，できるだけ低い振動数で）全ての
次数の共振が発生するように設計したことである
(3) 加振装置とパッケージ型加振体は，保管・持運びが便利
な物になった．今後，振動問題に関する教室での授業を
大きくサポートし，将来的には多くの教育機関での使用
が期待できる．

Table 1 Comparisons between experimental and simulated results
at resonance in case of vibration objects for horizontal direction.

Table 2 Comparisons between experimental and simulated results
at resonance in case of vibration objects for vertical direction.
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