
Update: December 1, 2017

機械ダイナミクス

防衛大学校 大学院 理工学研究科
Graduate School of Science and Engineering, National Defense Academy

機械工学専攻
Mechanical Engineering

動力学システム大講座
Dynamics System

教官 教授 吉田秀久
Professor Dr. Hidehisa Yoshida

http://www.nda.ac.jp/~yoshida/

助教 本城豊之
Assistant Prof. Dr. Toyoyuki Honjo

Mechanical Dynamics

教育研究分野
Educational research fields

機械が目的とするように動き，高性能を発揮するためには，運動特性を理解し，
振動問題に対処することや，操作性や安定性，安全性の確保が不可欠です．
本研究室では，力学(運動学・狭義の動力学），振動，メカトロニクスを中心とす

る動的問題の基礎から，機構設計，制御系設計，人間工学にいたる応用まで教
育・研究の対象としています．特に人間－機械(車両)系や関連分野を対象にして
います．

http://www.nda.ac.jp/cc/mechsys/staff_lab/mech_motion/
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代表的な教育研究用器材

 前方視界，走行音，ハンドル反力トルクを再現した定置型DS
 同一条件下の試験を再現性高く実施可能

（１） 研究用ドライビング・シミュレータ (DS: Driving Simulator)

（２）搭乗型移動支援ロボット

• 慣性を力学計算から再現，路面変化・
空気力などの外乱影響を考慮

• 車両の周囲の道路環境を任意に設定
• 運転者の運転中の操作量や操作タイミ

ングを計測・評価
• ハンドル反力トルクを任意に設計可能

2015年から公道での実験走行を認可され，日常生活における近距離

移動をサポートする小型軽量で小回りが利く，歩道を走行する新しい
移動手段

 座位での搭乗
 スティックまたは外部指令による操縦
 内界・外界センサの搭載
 前輪駆動・後輪オムニホイルの３輪車
 インホイールモータによる電動駆動

• 前輪左右独立制駆動制御
• 機械式ブレーキ／アウトリガによる安全担保
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代表的な教育研究用器材

（３） 生体計測･人体計測機器

（４）２軸大型振動台

 電動サーボモータ駆動による加振
 水平方向・鉛直方向を独立に加振

• 大型振動テーブル(1500× 1500mm)上に座席・腰掛，手すり等を配置可能
• 鉄道車体の振動乗り心地研究に使用可能

近赤外分光計(NIRS) 6軸慣性センサ 表面筋電位計測

 正弦波加振に加え，任意の振動波形を再現
 車両振動を対象とした加振実験

• 水平方向(±200mm) ・鉛直方向(±50mm)の加振振幅

任意の振動環境下での機械，人間の正確な機能実現と安全
確保を検証する

安全で正確な機械システムを開発するため，操作する人間の運動動作や知覚・認識能力を知
るための様々なセンサによる計測
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研究紹介

操舵系では，車線追従，自動回避など
の操舵支援の効果が期待される．これ
らでは，支援とﾄﾞﾗｲﾊﾞ操作との間に干
渉が生じることは避けなければならな
い．そこで操舵支援系の提案，支援制
御の効果評価と，悪影響が生じないこ
とを確認する実験による評価を検討し
ている．特に生理指標による客観的な
評価指標の実現を目指している．

ドライバへの運転支援に関する研究

吉田秀久，小嶺長芳, 山口秀谷：操舵トルクによるドライバモデルの基礎的検討（進路変更と車線維持の動作遷移モデル），日本機械学会論文集，
81巻826号(2015-6)，doi:10.1299/transjsme.15-00116 他

車線逸脱防止支援の例 望ましくない操舵協調の例
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安全・安心の向上を目指す運転支援に関する研究

小型車両の安全性向上のためには，そ
の構造上の制約条件から，予防安全技
術の搭載が不可欠である．そこで新し
い操舵機構を有する車両による操舵制
御系，制動制御系を提案し，その実現
可能性について検討している．

高度運転支援型・超小型車両に関する研究
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(a) 操舵系

(b) 制駆動系

高度運転支援型
ﾏｲｸﾛUV（左）と制
御系の構成（右）

吉田秀久，荒井貞勝，山口秀谷：左右制駆動力
差とキングピンオフセットにより前輪を操舵する超
小型電気自動車の自動操舵性能に関する一考察，
自動車技術会論文集 , Vol.44, No.5, 2013,
pp.1241-1248 他
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研究紹介

快適性を確保するために，安全性を確
保した上で，不快に感じる加速度レベ
ルを下げることで，人間に違和感を低
減することを実現する．そこで新しい車
体傾斜機構として可変リンクを用いる
手法により，乗客が感じる左右加速度
と，車両の安定性の指標である輪重変
動を同時に低減する車体傾斜制御を
提案し，模型実験により検証した．

可変リンク式車体傾斜機構 可変リンク機構による重心移動の例
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快適性・安全性向上のための運動と振動の制御

吉田秀久，永井正夫，潮見俊輔，末木健之：可変リンク機構による鉄道車両の車体傾斜制御に関する基礎的研究（第2報, 完全車体
傾斜条件に基づく車体傾斜制御系の設計），日本機械学会論文集（Ｃ編），75巻753号(2009-5)，pp.1775-1782 他

著作紹介
 鉄道車両のダイナミクスとモデリング出版分科会，鉄道車両のダイナミクスとモデリング，一般

社団法人日本機械学会，(2017.12)，ISBN:978-4-88898-282-5 C 3053
 東日本大震災合同調査報告書編集委員会，東日本大震災合同調査報告書機械編，一般社

団法人日本機械学会，(2013.8)，ISBN:978-4-88898-232-0
 綱島均，中代重幸，吉田秀久，丸茂喜高，クルマとヒコーキで学ぶ 制御工学の基礎，コロナ社，

(2011)，ISBN:978-4-339-03200-0
 (社)日本機械学会編，おもしろメカワールド，オーム社，(2006)，ISBN4-274-20266-6

可変リンク式車体傾斜車両の提案
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研究科博士前期課程修了生（研究指導教官：山口名誉教授／吉田教授）

修了年度 研究科(期)

S62(1987) 25期 松本強二 ステップモーターで駆動されるはりの制振に関する研究

H3(1991) 29期 小林一三 剛性パラメータ制御による制振に関する研究

H4(1992) 30期 纐纈親典 剛性制御による振動抑制の研究

H5(1993) 31期 小田益男 VSS理論による振動絶縁及び制振の研究

H6(1994) 32期 中島浩司 剛性制御による柔軟構造物の制振

H7(1995) 33期 平山恵教 ばね支持部の把持力のON-OFF制御による振動抑制の研究

H8(1996) 34期 久保浩 ロボットハンドのリンク内接触による操りに関する研究

H9(1997) 35期 吉川隆雄 摩擦力を利用した可変剛性制御による振動抑制・絶縁の研究

H10(1998) 36期 平野祐治 ロボットハンドによる包み込み把握の運動解析に関する研究

H15(2003) 41期 佐藤義仁 比例摩擦ダンパを用いた振動絶縁・抑制システムの研究

H19(2007) 45期 川崎誠一
(陸)

段付きはりの軸力加振を利用したMEMS光スキャナに関する研究

H23(2011) 49期 荒井貞勝
(陸)

左右独立制駆動力及びスクラブ半径を有する操舵車両の障害物自動
操舵回避

H24(2012) 50期 古川雄基
(陸)

傾斜レバーと円柱ブロックで構成された比例摩擦ダンパを用いた振
動絶縁装置に関する研究

H25(2013) 51期 小嶺長芳
(空)

前方視界と反力トルクがドライバ操舵に及ぼす影響に関する研究


