6. 動的解析の例
6.1 ２質点のバネ-マスモデル
restart;

バネでつながれた２つの質点からなるシステムについて説明します。
このシステムは、自明でない（ non-trivial ）、４次のシステムで表されます。
この問題をそのまま解くと、計算が大変複雑になるため、他のアプローチが必要で
す。
Maple は、このような工学問題を解決するのに必要なすべての機能を、エンジニアに提
供します。
例として、ラプラス変換を使い、この２質点のバネ-問題を解きます。
なお、この例では、評価関数の解析は行っていません。
with(inttrans):
システム方程式
eqn1 := alpha*m*diff(x[1](t),t$2) = k*(x[2](t) - x[1](t)) + u(t)
;
eqn2 := m*diff(x[2](t),t$2) = k*(x[1](t) - x[2](t));
ラプラス変換を使った方法
e1l := laplace(eqn1,t,s);
バネの長さ = 1
Ics := {x[1](0) = 0, D(x[1])(0) = 0, x[2](0) = 1, D(x[2])(0) =
0};
E1l := subs(Ics,e1l);
e2l := laplace(eqn2,t,s);
E2l := subs(Ics,e2l);
x1(t) と x2(t) について解きます。
ans := solve({E1l,E2l},map(laplace,{x[1](t),x[2](t)},t,s));
Ans := subs(m=1,k=1,u(t) =Dirac(t),ans) ;
インパルス応答
impulse̲response :=invlaplace(Ans,s,t);
plot(subs(impulse̲response,alpha=10,{x[1](t),x[2](t)}),t=0..10);
ステップ応答
map(x -> lhs(x) = int(rhs(x),t),impulse̲response);
step̲response:=%:
plot(subs(step̲response,alpha=10,{x[1](t),x[2](t)}),t=0..10);

6.2 機械振動の解析
機械振動の解析で Maple がどのように利用できるかを説明します。
restart: with(plots):
理論

２階の線形微分方程式を、古典的な形で表します。
gen1:=M*Diff(x(t),x,x)+C*Diff(x(t),x)+K*x(t)=f;
この微分方程式は、使いやすい、微分演算子を使った形で表すこともできます。
gen2:=M*(D@@2)(x)(t)+C*(D)(x)(t)+K*x(t)=f;
代数的に数式を操作することにより、エンジニアが伝統的に使っている形が得られま
す。
t1:=subs(f/M=F,expand(gen2/M));
t1:=algsubs(C/M=2*zeta*omega,t1):t1:=algsubs(K/M=omega^2,t1);
この数式は、減衰比
、固有振動数
、外力の項 F を持ちます。
F = 0 に設定し、自由振動だけを考えます。
gen3:=subs(F=0,t1);
解
sol1:=dsolve({gen3,x(0)=P,D(x)(0)=V},x(t));
後処理
= 0 減衰のない応答
trial[1]:=rhs(subs(zeta=0,omega=5,P=5,V=0,sol1));
plot1:=plot(trial[1], t=0..5, color=blue): display({plot1});
0<
< 1 不足減衰応答
trial[2]:=rhs(subs(zeta=.2,omega=5,P=5,V=0,sol1));
plot2:=plot(trial[2], t=0..5, color=green): display(plot2);
= 1 臨界減衰応答
trial[3]:=rhs(dsolve({subs(zeta=1,omega=5,gen3),x(0)=P,D(x)(0)=
V},x(t)));
pl3:=subs(P=5,V=0,trial[3]);
plot3:=plot(pl3, t=0..2, color=cyan): display(plot3);
1<
過減衰応答
trial[4]:=rhs(subs(zeta=1.3, omega=5,P=5,V=0,sol1));
plot4:=plot(trial[4],t=0..2, color=red): display(plot4);
プロットによる比較
tex1:=textplot([.9,-3.1,̀Undamped̀],align={ABOVE}):
tex2:=textplot([1.2,-4.2,̀Damped̀],align={ABOVE}):
tex3:=textplot([1.3,.5,̀Critically Damped̀],align={ABOVE}):
tex4:=textplot([1,2,̀Over-Damped̀],align={ABOVE}):
display({plot1,plot2,plot3,plot4,tex1,tex2,tex3,tex4},title =
̀Response Comparisoǹ);

6.3 慣性モーメントの計算
restart;
慣性モーメントの概念は機械工学や土木工学 エンジニアリングで直面する多くの設計
・解析問題において重要です。
また、 機械や橋、 その他の工学システムの設計でも必要とされます。
慣性モーメントの計算はたいてい厄介なものです。
一般的には積分を解析的に行う必要がありますし、いくつかの形状を組み合わせ
たような特殊な場合には、多くの式や数を繰り返し扱う必要があります。
Maple はこれらのどちらも実行できる理想的なツールです。
積分の方法
この例では三角形領域に対する慣性モーメントの一般的な式を導きます。

微分慣性モーメントを定義します。
dIx := y^2*dA:
微分領域の要素を定義します。
dA := L*dy:
幾何学的拘束条件(三角形の相似)を使って L についての式を導きます。
solve(L/b = (h-y)/h,L):
L にこの値を代入します。
L := %;
Maple は自動的にこれらのすべての式を保持します。
例えば微分領域 dA は、次の様になります。
dA;
慣性の微分モーメントに対応する式は、次の様になります。
dIx;
積分を行い、一般的な三角形の慣性モーメントの公式を導きます。
dy には値１を代入するので、Maple の積分器は dy を数学的変数と間違って扱うこと
はありません。
dy := 1:
Ix:=int(dIx,y=0..h);
複合オブジェクト (平行軸定理)
Maple でパラメトリックな設計を行うことにより、良く知られた平行軸定理を活用する
ことができます。
Maple の数式処理エンジンは、重要なパラメータと未知数を保持することができるた
め、完全に一般的な式を作成できます。また、式を操作することで最適化などの設計
を行うことができ、 便利です。
断面の形状を次のように与え、パラメータ t（厚さ） に関して Z-Z軸についての慣性モ
ーメントに対する一般的な式を導きます。

もし上のオブジェクトが梁の断面であるなら、 様々な負荷条件下で、最適な平板の厚
さ( t ) を簡単に決定できます。Maple を使った数式処理によるアプローチで、 この問題
を直接解くことができます。
平行軸定理は比較的小さい、単純なモデルの数列を考えることにより、全体の問題を
解きます。
オブジェクト全体の重心位置の一般的な公式は以下の通りです。
ybar:=sum(y[i]*A[i],i=1..3)/A[total];
オブジェクトの部分領域の面積と全体の面積を定義します。
A[1] := 10*t:
A[2] := (3-t)*t:
A[3] := (3-t)*t:
A[total] := A[1] + A[2] + A[3];
オブジェクトの部分領域の重心の高さを定義します。
y[1] := 3-t/2:
y[2] := (3-t)/2:
y[3] := (3-t)/2:
変数 ybar（重心位置）は、各項の定義によって決まった式を保持しています。
現在の ybar の内容をプリント出力します。
ybar;
式を簡単化します。
ybar := simplify(ybar);
慣性モーメントの式を表示します。(平行軸定理)
Izz := sum(I0[i]+A[i]*(y[i]-ybar)^2,i=1..3);
個々の慣性モーメント

を定義します。

I0[1] := (1/12)*10*t^3:
I0[2] := (1/12)*(t)*(3-t)^3:
I0[3] := (1/12)*(t)*(3-t)^3:
慣性モーメントに関する最終的な式を表示します。
Maple は、すべての変数の変化を保持しています。
Izz;
結果を単純化します。
Izz := simplify(Izz);
一般的な式を「オペレータ」形式 あるいは関数形式(すなわち Izz(t) )に変換します。
この結果は式の形を取っており、 値 t に対する Izz の計算を素早く求めることができま
す。
変換は unapply 関数で実行されます。
Izz̲value := unapply(Izz,t);
任意の t に対する慣性モーメントを計算します。
Izz̲value(.25);
Izz̲value(1.5);

オペレータ形式も数値的でない情報を扱うことができます。
例えば、厚さ t は他のパラメータの関数、 例えば t = (a-1) であっても構いません。
Izz̲value(a-1);
simplify(%);
プロットを使って、慣性モーメントと厚さのパラメータ t の間の一般的な関係をまとめ
ることができます。
plot(Izz̲value(x),x=0..5,title=̀Moment of Inertia as a Function
of Thickness̀,labels = [̀Thickness̀,̀Moment̀]);

6.4 ダイナミックシステムの解析と設計
システムの定義

restart:
with(plots):
with(inttrans):
線形システム解析
フォワードパス伝達関数を定義します。
G := K/(s*(M*s+C));
基準信号(ステップ関数）
R := 3/s;
閉ループ伝達関数で計算し、式を整理します。
X := R*(G/(1+G));
X := simplify(X);
逆ラプラス変換を計算し、過渡応答を求めます。
xt := simplify(invlaplace(X,s,t));
値を代入します。 M = 1, C = 1.2, K = 3.
x1 := subs(M=1,C=1.2,K=3,xt);
応答をプロットします。
linresp := plot(x1, t=0..10, axes=boxed, color=black): display
(linresp);
値を代入します（ M = 1, K = 3 ）。今度は x(t, C) です。サーフェイスをプロットしま
す。
x2 := subs(M=1, K=3, xt);
plot3d(x2, C=.1..3, t=0..10, axes=boxed);
値を代入します（ M = 1, C = 1.2 ）。今度は x(t, K) です。サーフェイスをプロットしま
す。
x3 := subs(M=1, C=1.2, xt);
plot3d(x3, K=.5..3, t=0..10, axes=boxed);
非線形バネモデル
非線形バネの解析モデル
を考えます。
支配微分方程式

gov := M*diff(x(t),t,t) + C*diff(x(t),t) + stiff = ref;
非線形のバネを定義します。
nlstiff := K1*w - K2*w^3;
初期条件を定義します。
inits:= x(0)=0,D(x)(0)=0 ;
非線形部分、基準信号( r(t) = 3 H(t) )、パラメータ値を代入します。
de1:=subs(stiff=subs(w=x(t),nlstiff), ref=subs(w=xref(t),
nlstiff),gov):
de2:=subs(xref(t)=mag*Heaviside(t),de1):
de3:=subs(M=1,C=1.2,K1=3,K2=0.05,mag=3,de2);
物理的に t は常に 0 または 正なので、Heavisede ステップ関数は 1 で置き換えることが
できます。
de4 := subs(Heaviside(t)=1, de3):
数値的に非線形微分方程式を解きます。
sol2:=dsolve({de4,inits}, x(t), type=numeric, method=classical
[rk4], stepsize=.05);
nlresp:=plots[odeplot](sol2, [t, x(t)], 0..10, color=blue, axes=
boxed):
plots[display](nlresp);
実験データに基づく非線形モデル
実験データを定義します。
datax:=[0,.5,1.1,1.88,2.08,2.65,3.9,5.1];
datay:=[0,2.1,4.3,6.8,7.1,8.29,9.7,10.3];
pldata := zip((x,y)->[x,y], datax, datay):
dataplot := pointplot(pldata, symbol=BOX):
キュービックスプラインを計算し、プロットします。
stiff3:=spline(datax, datay, w, cubic);
stplot3:=plot(stiff3, w=0..5, color=red):
display(dataplot, stplot3, axes=boxed);
スプライン、基準信号、パラメータ値を 支配方程式に代入します。
dex1:=subs(stiff=subs(w=x(t), stiff3), ref=subs(w=xref(t),
stiff3),gov):
dex2:=subs(xref(t)=mag*Heaviside(t), dex1):
dex3:=subs(M=1, C=1.2, K1=3, K2=0.05, mag=3, dex2);
数値的に解を求め、線形モデルと非線形解析モデルとともにプロットします。
上と同様に、 t は 0 または 正の値なので、Heaviside 関数を 1 に置き換えます。
dex4:=subs(Heaviside(t)=1, %):
sol3:=dsolve({dex4,inits}, x(t), type=numeric, method=classical
[rk4], stepsize=.05);
nldatresp :=plots[odeplot](sol3, [t,x(t)], 0..10, color=red):
display({linresp, nlresp, nldatresp});
剛性関数を比較します。
stplot1:=plot(subs(K1=3,K2=.05,nlstiff), w=0..5, color=blue):
stplot2:=plot(3*w, w=0..5, color=black):
display(stplot1, stplot2, stplot3, axes=boxed);
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