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調査研究実績 

の概要○○○ 

同期とは、 弱い相互作用により自律振動子がある共通リズムに収束することである。同
期は最近になって複雑システム現象を解明するための最も重要な概念のひとつとして広範

な分野で注目を集めるようになってきた。蔵本モデルは、結合振動子系の同期現象を記述

する最も代表的なモデルとして、物理学、生物学、工学などの様々な現象の解明に重要な

役割を果している。蔵本モデルは結合した振動子系の位相に関する 1 次連立微分方程式で

あり、各振動子の慣性の影響を考慮していないため、個体の慣性の影響が無視できない回
転機械振子系などにおける同期現象の解明への応用が困難である。慣性を持つ振動子群に

よる同期現象に関する研究は、理論の重要性と応用のニーズがあるにもかかわらず、国内

外においてその進展が遅い。 

そこで、本研究では、複雑動的ネットワーク系における同期現象の解明を目指し、回転
機械振子系を対象とし、その同期現象や安定性問題を解析し、挑戦的な未解決課題として

の慣性を持つ複雑な振動子ネットワークの同期問題に挑戦することを目的とする。 

本研究では、調査研究目的を実現するため、共通の構造体に設置された複数のメトロノ

ームの同期現象に関する解析を行った。メトロノームは回転機械振子系の代表例として、

複数のメトロノームの同期現象に関して、実験あるいは数値シミュレーションによる考察

がなされている。しかし、メトロノームを駆動する衝撃トルクは角度と角速度の複雑な非

線形関数であるため、その同期現象に関する解析は困難である。 本研究では、共通の構造

体である台車に設置されたｎ 台のメトロノームを対象とし、 メトロノームの角度からト

ルクまでの記述関数を用いてリミットサイクルの解析を行う。 角度からトルクまでの非線

形関数である衝撃トルクに対して、 その記述関数を導出し、同期後に出現しうる基本調波

の振動周波数と振幅を示すとともに、 数値計算により解析結果の妥当性を検証した。 
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