付録 L
図学って知ってますか?

L.1

それってなぁに?

うぅーむ。図学って何だ。 3 次元の図化ソフトウェアも充実している現代に，果たしてそういう科目を提供
している大学があるのだろうか。調査していない。第 1 著者が最初に職を得たときに割り当てられた科目が「橋
梁力学1 （ま，有限要素法等）」「振動解析」「図学」だった。なぜ僕が? とは思ったが，学部（教養課程）の
成績証明書を見ると履修したことがわかってしまう。確か，期末試験は満点に近かったと自慢したい。図学で
は， 45 度と 30 度 /60 度の目盛の無い直角三角定規一組とコンパス 1 本を使って，図面上で線分の長さや二つ
の曲面の交線等を描くのである。多分橋梁の設計図面の読解等が念頭にあって， 2 次元に表現された 3 次元の
状況を容易に想像できるようになって欲しかったから，この科目が新設2 されたのだと思う。
文献 [149] が学生のときの教科書3 だった。当時は，硯で墨を磨り，烏口の隙間にフィルムで墨を移し入れて
線を描く。線の太さは烏口の隙間で設定する。綺麗な線にするためには，先端を砥石で研いでおかなければな
らない。また消しゴムは使えないため，一旦描いた線を消すにはケント紙ごと両刃の剃刀で薄くそぎ落とすの
である。不器用な友人は血まみれだった。呵呵。と，この数行が理解できる読者は皆無だろう。ただ，雲形定
規よりも合理的で便利だと紹介された曲線定規4 は博士論文の図面作成以降もしばらく役立った。
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図 L.1 線分 AB の平面図と立面図

L.2 3 次元的な線分と平面を 2 次元で表す方法
まず，どういう図面なのかを説明しよう。図 L.1 の左のように線分 AB が空間に存在していたとき，基線 GL
のところで折り曲げた平面図と立面図に投影した影が，線分 ab と線分 a′ b′ になる。これを押し広げて平面に
1
2
3
4

「工学」と「力学」は違う学問だったのでこういう科目名になる。今でも異なる学問分野なのかもしれないが。
何と! 1983 年に新設だったのだ。暴挙としか思えなかったが。
同じ教科書を使ったのだが，そのお陰で文献 [146, 147, 148] を読むことができ，須藤靖先生の楽しい随筆に出会えたわけなので，この
科目を担当させられたことは感謝しなければならない。
商標かもしれないが「ユニカーブ」という名称だ。
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図 L.2 平面 T の平面図と立面図
したのが右図である。この右の図面上だけで，例えば線分 AB の実際の長さ（実長）を図面に落とす学問（作
業）が図学である。では，平面 T の場合はどうなるかというと，それはその平面と平面図・立面図との交線を
描くことによって表現する。つまり図 L.2 のようになる。

L.3

代表的な例
b′

おわかりになっただろうか。いくつか簡単な例を列挙しておく。まず図 L.3 に示

a′

した線分 AB の実長を図面上で求めて欲しい。方法は主に二通りある。一つはコン
パスを使わない方法。ある線分に直角な線分を立ててその平行線およびある線分

G

の平行線を引き，ある長さを二つコピーして二つの点を結べば完了だ。もう一つ

L
a

はコンパスを使う方法だ。ある線分の端点周りにコンパスで円を描き，ある直線
と平行線を引き，ある点から垂線を出し，ある平行線との交点を求め，二つの点を

b

結べば完了だ。おわかりになっただろうか。次の図 L.4 の場合も同様であり，三角

図 L.3 線分 AB

形 ABC の実形を図面上に描いて欲しい。どうだろう。 3 次元空間で視点を変更す

c′
b′

る，あるいは図形を移動するという作業を，この 2 次元の平面上で，目盛の無い直

a′

角三角定規 2 枚とコンパスだけを使って実現するのである。
では，もう少し面倒な例を示しておこう。図 L.5 では，線分 AB に点 P から下ろ

G

した垂線を求める問題だ。次の図 L.6 では，平面 T に点 P から下ろした垂線を求

L
a

める問題になる。最後の図 L.7 では，平面 T が円錐 V を切断しているわけだが，
その円錐の切断面の形を求める問題である。最後の問題は片方が平面なのでそれほ

b

ど難しくはない。一番難しいのは相貫の問題で，例えば空中に浮かんだ円柱と円錐

c

がお互いを貫いている場合の，その貫いた交線の形を求める5 問題である。ちょっ

図 L.4 三角形 ABC

と楽しいと思った人は是非独学してみてください。いい頭の体操になると思います。
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図 L.5 線分に垂線
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図 L.6 平面に垂線

図 L.7 円錐の切断

写真 J.2 の円管同士の接合部は立体的にクレーンで支えて空中で溶接したのだが，その孔の位置をコンパスと定規で求められるのだ。
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M.1

コマンドライン上のコンピュータとの対話

本題に入る前に，なぜ Linux （リナックス1 と読む）で情報関連の演習をするのだろうか，ということを考
えておこう。それは， Windows でワードプロセサや表計算ソフトウェアが使えるだけではコンピュータの仕組
みを知っているとは言えないからであり，社会基盤工学や環境工学・都市工学・建設工学・建築学の分野で仕
事をして何らかの情報を扱う者として十分なコンピュータの知識を持っているとは言えないからである・・・
と，どこかに書いてあるかもしれない。つまりそれは「お茶の作法（にじり口から入ってお茶をいただき，主
人や同席の客にお礼を言うまで）の基本動作をたった一度だけ通して経験しておく」のと全く同じ目的だと考
えている。全然知らないと恥をかくかもしれない。一部分を忘れてしまってもそれほど問題にはならないかも
しれない。逆に，完全に知っていても何の役にも立たないかもしれない。しかし，知っていることが何か他の
ことに影響を及ぼすことだけは間違い無い。つまり，お仕着せのソフトウェアを使うだけの単なるユーザーに
なるのではなく，機械にできるだけ「近い場所」でコンピュータに直接命令をすると機械は何をするのか，機
械に間違いをさせることはできないのか，間違いが生じたときは何が原因なのか，という経験を一度だけして
おいたらどうだろうということである。だからこの講義でコンピュータの使い方を習うとは考えないで2 欲し
い。終わったらすべて忘れても（多分忘れるだろうから）構わない。さて，お茶を習うと美味しいお茶が飲め
るメリットがあるが，それと同じように，演習を楽しんでもらえるだろうか。
ファイル:

ワードプロセサ（ワープロ）というソフトウェア3 の存在と，その機能を知らない人はほとんどい

ないと思う。それは，情報を整理して表現し，それを伝達するための文書を作成する手伝いをしてくれるソフ
トウェアであるが，その文書は，ソフトウェア毎に決められた規則に沿って作られた「ファイル」という形で，
コンピュータの中の記憶装置に保存されている。この「ファイル」というイメージを理解できるだろうか。元々
は写真 M.1 の左手前の「刈田岳.jpg」の矢印の先にあるような「紙をたばねて綴じたもの」がファイルであ
る。そこで，それに似た電子的なものも「ファイル」と呼ぶようになった。例えば携帯で写真を撮った場合，
「保存」という操作をするだろう。これは，カメラのレンズを通して得た画像情報を，ある形式の規則で「ファ
イル」にして，それを携帯の記憶装置の上に書き込んでおくという操作である。
1

2

3

かつてはパーソナルコンピュータ（パソコン）より高性能だったサーバ等の OS の UNIX （ユニックス）を模擬した，原則無料配布の
OS。 Linus Torvalds という人が学生だったときに作り始め，その最も基本的なプログラム【教科書にカーネルと書いてある命令群】の
ソース【コンピュータへの命令書で人が読めるもの】を公開して，世界中のボランティアで作り上げた OS と考えていい。ちなみに OS
とは，人からの命令に対するコンピュータの基本的な応答プログラム全体を総称して呼んだもの。
と第 1 回目に伝えているのに「この教員は教え方が下手だから宿題はコピーせざるを得ない。」と鬼仏ページに書き込むような学生が
いるのが現状だ。そもそも教室で何かを覚えさせようとはしていないと宣言してあって，大学は習うのではなく学ぶ場であって，それ
は自らの能動的な行為でしかないのにわかってもらえない。
コンピュータへの命令書のうち，機械が読める（実行できる）もの。プログラムと呼んでもいい。近年はアプリとも呼ぶ。
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写真 M.1 ファイルとフォルダのイメージ

一般に，単純なテキストファイルと呼ばれるもの以外4 は，ファイルの中身の最初の部分にそのファイルがど
のような形式なのかという情報が書き込まれている。例えば MacOS の場合はこの情報を読んだ上で適切なソフ
トウェアを検索し，それを実行し（立ち上げ5 ）てファイルに書かれた情報にアクセスしている。一方 Windows
の場合には，ファイルの名前に付けた「拡張子」というものでファイル形式を判断するといった，やや泥臭い
方法を用いている。ただ，ほとんどの Windows ユーザーがファイル閲覧ソフトウェアの「フォルダオプション」
で拡張子を表示しない設定にしているので，知らない人も多いと思う。演習ではファイル閲覧ソフトウェアの
ようなものをあまり使わないので，まずその拡張子について説明しておく。例えば前述のテキストファイルの
拡張子は ‘txt’ であり，写真画像は ‘jpg’ や ‘bmp’ といった拡張子を持ち，ファイル名が ‘roses.jpg’ のよう
になる。また某社のワードプロセサの場合は ‘textbook.doc’ あるいは ‘textbook.docx’ 等になり，インター
ネットを通して見ることができるページの場合は ‘homepage.html’ あるいは ‘homepage.htm’ のようなものに
なる。この拡張子に応じて中身の形式が異なり，ファイル閲覧ソフトウェア（以下「イクスプローラ」と書く）
に表示される各ファイルのアイコンも異なる。
ファイルの中身は，テキストファイルだけはその「文字」の電子コード6 のみでできていて，比較的「軽い」
ソフトウェアで直接読むことができる。それ以外のファイルの場合には「文字」だけとは限らず，意味のある
文字ではない制御コード7 のようなものが多く含まれているのが普通であり，それぞれの形式のファイルに対し
てその中身を読む専用のソフトウェアが用意されている。演習では，同じ中身のテキストファイルやワードプ
4
5
6

7

テキスト形式のファイルにも，その最初の行にファイルの属性をコメントとして書いておくソフトウェアも多い。
ソフトウェアを実行することを，「立ち上げる」「起動する」等と種々の言い方があるが，この文書では「実行する (execute)」か「立
ち上げる」を用いる。英語で ‘run’ も用いるため，「走らせる」と言う人もいるが，第 1 著者はあまり使わない。
例えば半角の英数字の場合，文字 ‘1’ は ‘31h ’ （下添え字 ‘h ’ は 16 進数であることを示している）という 1-byte のコードであり， ‘A’
は ‘41h ’ という 1-byte コードである。また漢字コードはいくつかの異なる表現があって，メイルの文字化けの原因になったりしている
が，基本的には 2-byte のコード（行頭と行末に制御文字が入るものもある）である。
「文字」に割り当てられたコード以外のもので，意味のある「文字」としては画面には表示されないもの。
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ロセサファイル等を一緒に配ったりするので，そのサイズ等を比較してみて8 欲しい。
ディレクトリ:

では次に，コンピュータ内の記憶装置（「ハードウェア9 」の一部を指す）に，いろいろな情

報がどのように（「ソフトウェア的には」という意味で）整理されて置いてあるのか眺めてみよう。多分，多
くの人が Windows という OS のコンピュータを持っているか，あるいは見たことがあると思う。例えばワード
プロセサのようなもので文書を作って保存しようとすると，「マイ ドキュメント」という「フォルダ」にファ
イルを置こうとするだろう。この「フォルダ」のことを，より広いコンピュータ環境で用いる言葉に直したの
が「ディレクトリ」で，両方共同じものである。例えば写真 M.1 の左手前の引き出しには「挟み物」（引き出
しの中とその上で開いてあるもので，日本語では「紙挟み」と呼ばれる文房具）が写っている。これが「フォ
ルダ」と呼ばれるもので，その中にいろいろな書類や写真を「束ねて保管するための道具」なのである。
例えば，写真 M.1 の部屋も一つの「すごく大きなフォ
ルダ」と解釈して，そこが「マイ ドキュメント」とい
う名前のフォルダだとしよう。その中の棚の上には，
「山登り記録.doc」や「情報基礎教科書.doc」といっ

階層:

部屋 ↘

↗ 引き出し ↘

キャビネット
マイ ドキュメント

た書類つまり「ファイル」が直に置いてある。また部屋

マイ ミュージック

にはキャビネットが三つあり，左のが音楽情報を整理

・・・

して入れる「マイ ミュージック」という名前の「大き

マイ ピクチャ

いフォルダ」で，中央のが写真のフォルダ「マイ ピク

松島

チャ」，右のが電子ブックのフォルダである。次に，こ

蔵王

2006-11-23

の「マイ ピクチャ」のキャビネットの中にはいくつか

2007-12-10

の引き出しがついている。上の引き出しは「松島」とい

お釜.jpg

う名前の「中くらいのフォルダ」であり， 2 段目が「蔵

刈田岳.jpg
・・・

王」というフォルダになっている。この「蔵王」フォ
・・・

ルダの中には，さらに日付毎に別々の「小さいフォル
ダ」が整理されている。その一つの「小さいフォルダ」

・・・

My eBook

‘2007-12-10’ の中には「お釜.jpg」や「刈田岳.jpg」

山登り記録.doc

といったファイルが保管されている，という風にこの写

情報基礎教科書.doc

真を眺めて欲しいのだ。このような，部屋からキャビ
ネット・引き出し・フォルダという構造をツリー構造で
示したのが図 M.1 である。図中，四角で囲んだのがディ

左が上流

フォルダ

・・・

図 M.1 ディレクトリ構造とファイル（一部分の
み）

レクトリであり，それ以外はファイルである。
実行可能なファイル:

さて，最後に少し特殊な「ファイル」のことを述べておこう。それは，「コンピュータ

が実行することができる」「ファイル」である。それを「ソフトウェア」あるいは「プログラム」と呼んでい
る。例えば Windows の ‘c:=
YWINDOWS=
Ysystem32’ というディレクトリにある ‘notepad.exe’ というファイル
が「メモ帳」というエディタのプログラムであり，拡張子が ‘exe’ の「実行可能なファイル」の一例である。
このアイコンをマウスボタンでクリックするとメモ帳そのものが実行される。このように，見た目には，デー
タであろうと文書であろうと，あるいはそれを処理するプログラムであろうと，コンピュータ内の記憶装置の
上では，すべてファイルとして保存されているのである。
8
9

もうこのあたりでわかり難くなってきただろう。つまりこの文書そもそもが，興味を持って積極的になれる人だけを対象にした内容に
なっているわけだ。しかし必修科目なのでなんとかついて来て欲しい。
回路とか部品やディスク操作装置等の，手で触れることができる機器類のこと。
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図 M.2 GUI とコマンドラインのコマンドの対比
以下，まず第 M.2 節では「文書ファイル」を作成して『情報を正しく論理的に表現して正確に伝達』する方
法について，次に第 M.3 節では『情報を正しく処理』するための「実行可能なファイル」つまり「プログラム」
を作る方法の一例について，主に概説する。しかしその前に，できるだけ機械に近い場所で機械に命令をする
方法を説明し，マウスボタンのクリックという単純な操作を通さない機械との直接対話に慣れて欲しい。

コンピュータへの命令 — GUI とコマンドライン入力:

Windows では普段はファイルのアイコンをマウスボタ

ンでクリックすることによってプログラムが実行されたり，そのファイルにアクセスするためのプログラムが
実行される。これは「クリック」という操作がコンピュータへの命令になっているからである。このようなイ
クスプローラを用いたクリックという操作は Graphical User Interface （略して GUI）という方式による命令で
ある。一方，例えば Windows で「スタート」→「ファイル名を指定して実行」とすることによって，プログラ
ム名をキーボードから入力して立ち上げることもできる。あるいは，「スタート」→「すべてのプログラム」
→「アクセサリ」→「コマンドプロンプト」と操作すれば，キーボードからの命令入力でファイル処理等がで
きる窓が開く。この方法をこの文書では「コマンドライン」からの命令10 とか入力と呼ぶことにする。演習室
でコマンドラインからの命令を行うためには「KDE コンソール」を立ち上げる。そのやり方は教科書を参照の
こと。
その GUI による命令とコマンドラインからの命令との Windows における対比例11 を写真 M.2 に示したので，
これを用いて説明しよう。一般に，コマンドラインの入力を待つ画面には，何かしらのプロンプトが

% _
10

11

あるいは

$ _

あるいは

c:=
YBear=
YWork=
YBasicIt> _

教科書には， OS （という表現は正確ではないが）とのインターフェースの「シェル」のことが書いてある。「命令」といっても， OS
のそれとシェルのそれがあるが，この文書では区別しない。もしかしたら，カーネル（核）と人の間のインターフェースだからシェル
（殻）と呼ぶのかもしれない。
この例では， UNIX の主な機能を Windows 用に模擬した Cygwin （シグウィン）と呼ばれるパッケージがインストールしてあるので，
コマンドラインに Linux とほぼ同じ命令を用いることができている。
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のように表示されている。% や $ がプロンプト12 であり，_ はカーソルがそこにあってキーボードからの入力を
待っていることを意味する。このプロンプトはシステムによって異なるので，以下では表示せず，入力する命
令のみを Enter キー ( ) と一緒に示すことにする。これ以降の命令については目の前の端末に実際に入力して
コンピュータの応答を確認しながら読み進むこと。さて，写真 M.2 の左下方に表示されている，イクスプロー
ラの「アドレス」欄が ‘Present Working Directory,’ つまり「現在仕事をしている場所」であり，コマンドライ
ンの命令

pwd 
で表示したものと同じになる。例ではここが ‘/cygdrive/c/Bear/Work/BasicIt’ （これは Cygwin 上の表示
で， Windows の表記では ‘c:=
YBear=
YWork=
YBasicIT’ に相当する）になっている。また同じ写真のそのすぐ上
の，「上へ」のボタンをクリックすることがコマンドライン入力の

cd .. 
と同じ操作であり，図 M.1 のツリー構造で一つ上（上流・上位）のディレクトリに移動することを示す。この

‘..’ は一つ上のディレクトリのことで， ‘.’ が現在仕事をしているディレクトリである。また，イクスプロー
ラ上では，フォルダは「文房具の紙挟み」をモチーフにしたアイコンで表示されている。そのアイコン（例え
ば ‘WorkX’ を）をダブルクリックするとそこに移動できるが，コマンドラインでは ‘Change Directory’ の

cd WrokX 
と命令することになる。また，イクスプローラ上のファイル等のアイコンの無いところで，右クリック→「新
規作成」→「フォルダ」の操作によって ‘NewDirec’ という新しいディレクトリを作る命令は，コマンドライ
ンでは ‘Make Directory’ の

mkdir NewDirec 
である。
一方ファイルは，それぞれが関連付けられている「実行プログラムのアイコン」でイクスプローラ上には表
示される。これに対し，単純に

ls -F 

もしかしたら単純に

ls 

あるいは

ls -l 

という ‘List’ 命令で表示した現在のディレクトリの情報のうち，後ろにスラッシュ ‘/’ が付いたものがディレク
トリであり，何も付いてないのがファイルである。実行可能なファイルの後ろには ‘∗’13 が付く。ファイル名に
あるピリオド以下が，上で説明した拡張子である。この例には写真ファイルの ‘Photo-G.jpg’ やインターネッ
トのページファイルの ‘Page-X.html’ が見えている。ディレクトリにはたいていの場合拡張子は付けない。ま
た，現在のディレクトリより「下の（ツリー構造を思い描いて）」ディレクトリの情報の場合は，例えば

ls ./DirecA 

あるいは単純に

ls DirecA 

とすれば表示できる。ここのスラッシュ ‘/’ は階層構造の層の区別を表しており，ピリオド ‘.’ は現在いるディ
レクトリであるから省略してもいい。もしこの ‘DirecA’ のディレクトリの下に，さらに ‘direc1’ というディ
レクトリがある場合には，そこの情報は
12

13

演劇等で台詞を忘れた役者にきっかけ等を教える役をプロンプタと呼ぶ。そういうきっかけを与える役と同じだからプロンプトと呼ぶ
c
のだろう。ちなみに，舞台でプロンプタが隠れる場所の一つが映画 Charade (⃝1963
Universal Pictures, Inc. & Stanley Donen Films,
Inc.) で使われている。
Cygwin だと若干異なるようである。
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表 M.1 Windows と Linux のコマンド比較
機能

Windows コマンドプロンプト

Linux, Cygwin

ファイルのコピー

copy FileA FileB

cp FileA FileB

ファイルの削除

del FileA

rm FileA

ファイルの名前変更

ren FileA FileB

mv FileA FileB

ファイルの移動

copy FileA DirecX のあと del FileA

mv FileA DirecX

ファイルの中身一括表示

type File.txt

cat File.txt

ファイルの中身ページ表示

more File.txt

同左あるいは less File.txt

ディレクトリ表示

dir DirecX あるいは dir /w DirecX

ls DirecX

ディレクトリの作成

md DirecX

mkdir DirecX

ディレクトリの削除

rd DirecX

rmdir DirecX

ls DirecA/direc1 
で表示される。ということは，現在いるディレクトリと同じ階層にある隣のディレクトリ ‘SameLevelX’ とい
うディレクトリの情報は，そこの上流側の階層に一度上がって

ls ../SameLevelX 
で表示することができる。お互いのディレクトリの位置関係と，各命令の指定の仕方が理解できるだろうか。
図 M.1 のツリー構造で，「蔵王」のディレクトリから「松島」のディレクトリの中の情報を見たい場合には

ls ../松島 
とすればいいのである。
またファイルそのものの「プロパティ」は， ‘ls -l ’ のようなオプションを使って表示することができる。
例えば，日付が最後に更新した日であり，そのすぐ左にある数値がファイルの大きさ（byte）である。このよ
うなファイル操作の比較は表 M.1 に示した。ちなみに ‘ls’ は list の略であり， ‘cd’ = change directory, ‘rm’ =

remove, ‘mv’ = move, ‘cp’ = copy, ‘cat’ = concatenate, ‘mk’ = make, ‘dir’ = directory, ‘ren’ = rename であ
る。また，異なるディレクトリ間のコピー等は

cp Photo-G.jpg DirecA  あるいは

cp Photo-G.jpg DirecA/Another.jpg 

のようにすれば ‘Photo-G.jpg’ が同じ名前か，あるいは ‘Another.jpg’ に名前を変えて， ‘DirecA’ の中にコ
ピーされるのだ。後者をイクスプローラでするには，一旦コピーして名前の変更をしなければならないが，コ
マンドラインではそれが同時にできている。このように，イクスプローラよりもコマンドラインの方が簡単で
便利なこともたくさんある。
少し注意して欲しいのは， Linux の場合，あるユーザー自身のホームディレクトリ14 （‘˜’ の記号で表す）
より上流の階層にあるディレクトリには，ユーザーのファイルを書き込んだりできないことである。例えば

cp FileA ˜/.. 
14

ログインした時点の最初の作業ディレクトリを，そのユーザーのホームディレクトリと呼ぶ。よくインターネットイクスプローラ等で
ページを探しているときに， http://www.abc.defghi.jp/˜johndoe/ のように，これと同じ ‘˜’ の記号を使う場合があるが，それ
は，このマシン www.abc.defghi.jp のユーザー johndoe さんのホームページであることを意味する。
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に対してエラーが発生する。これは，各ユーザーのホームディレクトリより上流が管理者 (super user) しか維持
管理できない階層に当たるため，通常のユーザーには書き込みの許可が与えられていないからである。
この書き込み許可については，次のような試行をすれば理解できるかもしれない。例えば，自分のホームディ
レクトリに ‘Protected.txt’ というテキストファイルを

ls -la > Protected.txt 
で作ってみよう。このファイルには，ホームディレクトリ内のファイル等のプロパティが書き込まれる。この

‘>’ という記号は，その左の命令の結果を，画面ではなく右に示したファイルに「出力する」という意味（リダ
イレクション操作 — 出力の向きの変更）である。そこで

ls -l Protected.txt 
とすると，その 1 行は多分

-rw-r--r--

1 user

group

620 Apr 27

2008 Protected.txt

のようになると思う。この一番左にある変な記号の並び ‘-rw-r--r--’ を見て欲しい。そこで

chmod -w Protected.txt 
と属性変更 (change mode) をして再度 ‘ls -l ’ をしてみると

-r--r--r--

1 user

group

620 Apr 27

2008 Protected.txt

のように，左から三つ目の ‘w’ が ‘-’ に変化しているはずだ。ここで，このファイルの削除

rm Protected.txt
を試みて欲しい。きっと

rm: remove write-protected file ‘Protected.txt’?
という警告が出るだろう。つまり，この変な記号の左から三番目の ‘w (write-permission)’ がはずれて不許可 ‘-

(write-protected)’ になったために削除確認が表示されたのである。この ‘-rw-r--r--’ は ‘-rwxrwxrwx’ が元々
の形で，最初の ‘-’ は単なるファイルであることを示し，次の三組の ‘rwx’ のそれぞれが読み・書き・実行の
許可状況で，各組はそれぞれ左から「自分 (user)」「同じグループ (group) の他人」「全くの他人 (others)」に
対する許可状況になっている。不許可の項目は ‘-’ になっている。次に，そのファイルを

chmod -r Protected.txt 
とすると自分も読めなくなる15 と思う。これは

chmod +r Protected.txt 
で元に戻すことができる。あるいは，自分以外の人が読めないようにするには

chmod go-r Protected.txt 
15

Cygwin ではそうならない。
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とすればいい。 ‘g’ と ‘o’ がそれぞれ「グループ内の他人」と「全くの他人」の設定変更の指定を表す。課題レ
ポート等は他の人がコピーしないように是非ともこのようにしてくださいな。
さて， GUI と同じことができるなら GUI でいいではないか・・・と，なぜ演習でコマンドライン命令を使
うのか，という疑問に戻ってくる。しかし，コマンドラインで命令すると結果がそのすぐ下に表示される。何
をするとどうなるかという関係が極めて明快なのである。そして間違うこともできる（呵呵）。これに対して

GUI の場合命令は楽であるが，敢えて間違った命令を下すということができないし，結果がどこに現れたのか
わからないこともある。また，すべての命令がマウスボタンのクリックという「一つの同じ動作」でできてし
まうため，一体何を命令したのか16 が明らかではない。だから同じことができるなら，命令に対するコンピュー
タの応答がすぐにわかる方法で勉強した方が，コンピュータが実際に行っている処理を明確かつ身近に感じる
のではないか，というのが，その疑問に対する回答ではないかと考えている。
最後に，それぞれの命令のマニュアル（Windows の「ヘルプ」に当たる）について書いておく。 Linux およ
び Cygwin にはマニュアルコマンドがある。例えば ‘ls’ の使い方を知りたければ

man ls 
とするといい。もちろん， ‘man’ = manual である。マニュアルはページ表示される。ページ表示の場合には
ファイルの中身が 1 画面分毎に止まって表示される。次のページを表示するにはスペースキーを押し，前のペー
ジに戻るには p のキー (previous) を押す。 1 行下なら Enter キー，半分下は d (down)，半分上は u (up) であ
る。 q (quit) で中止だ。わからなくなったら h (help) でキーの使い方が表示される。あるいは

ls --help 
でも簡単な使い方は表示できるが，長いヘルプの場合には最後の部分しか見えないから，ファイルのページ表
示命令を「パイプ」で結んで

ls --help | more  あるいは

ls --help | less 

とするといい。この ‘|’ は，その左の命令の結果をパイプの中に一旦入れて，それをその右の命令に渡すとい
う意味の記号である。なお， ‘less’ は上下にページを移動できるが， ‘more’ は下にしか移動できない。
さて，パーソナルコンピュータを家族で使うときの Windows 上でも，それぞれのメンバーがログインして使
うようになっているが，それは複数のメンバーが「同時にログイン17 して」使っているわけではない。それに
対し Linux では，複数のユーザーが同じサーバを同時に利用していることに注意して欲しい。研究室の数値解
析用のコンピュータ環境のほとんどで同様の使い方をしている。演習室で ‘who ’ とすると，同時に使ってい
るユーザー ID が表示されるはずだ。
演習問題 M-1

1. ‘cat’ コマンドを使って新しいテキストファイルを作ってみよう。まず，英語かローマ字で適当な文字列
（半角で 10 文字程度の行を 2 行くらいに留め，ここでは漢字は使わない）を次の例のようにタイプし

cat > mymemo.txt 
My name is Bond. 
James Bond. 
最後に Ctrl のキー（コントロールキー）を押し下げたまま d のキー18 を押す。これで，キーボードから
入力した文字列がファイル ‘mymemo.txt’ の中に記録される。こうやってできたファイルの中身を
16
17
18

つまり，決まりきったことしかしないのなら GUI の方が多くの人にとって易しくて便利だというだけのことである。
ネットワークを使った Windows のリモートデスクトップでは，複数ユーザーの同時ログインが可能である。
まちがって Ctrl と s を押すと何もできなくなる。そのときは Ctrl と s か q を押せば元に戻る。
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cat mymemo.txt 
で表示して，入力したのと全く同じものが表示されることを確認する。

2. さらに
cat >> mymemo.txt 
とした上で， 1 行だけの適当な半角の文字列（まだ漢字は駄目）を入力してみよう。 1 行書いて Enter
キーを押したあとに Ctrl キーを押し下げたまま d を忘れないこと。中身を確認すれば明らかであるが，その

1 行が前のファイルの最後に書き加えられているはずだ。この ‘>>’ という記号は，「加筆する」という
意味で，記号 ‘>’ 等と一緒に入出力のリダイレクション操作の一つである。

3. このファイルのサイズ（byte 数）を，例えば
ls -l mymemo.txt 
で表示して（日付のすぐ左の数値）確かめよ。半角 1 文字は 1-byte であるから，例えば数行で合計 40 文
字（空白も含む）を入力したとすると，このサイズが ‘40 + α’ になっていると思う。このサイズと文字数
の差の ‘α’ というのは，一体何か考え，今度は漢字でその根拠を

cat > memo1.txt 
この差はファイルの・・・・である。 
というのも・・・・だからである。 
Ctrl キーを押し下げたまま d

のように 2 行以上にして ‘memo1.txt’ に書き込め。さらに，この漢字が含まれたファイル ‘memo1.txt’
のサイズを同様にして調べ，入力した文字数との関係についても何か考え，それも

cat >> memo1.txt 
漢字の場合は，漢字が・・・・だからである。 
Ctrl キーを押し下げたまま d

のように加筆せよ。加筆は ‘>>’ であることに注意すること。ところで，ファイルの文字数や語数は

wc memo1.txt 
でも数える (word count) ことができる。 ‘wc --help ’ によって使い方を読み，いろいろ試してみよ
う。実は， ‘wc’ が表示する数値の一つが ‘α’ に関係がある。最後に，この二つのファイルを

cat mymemo.txt memo1.txt > memo2.txt 
で合体して，このファイル ‘memo2.txt’ を提出せよ。なお，上の根拠等は間違っていても成績には反映
されないので，初心者としての答を自由に書いて欲しい。

4. また別に，自分の学籍番号と氏名（漢字でも英語でも可）および生まれた月のカレンダー（嘘でいい；
下の例は 1990 年 7 月）を

echo 学籍番号 氏名 > memo3.txt 
cal 7 1990 >> memo3.txt 
としてファイル ‘memo3.txt’ に書き込め。 ‘cat’ ではなく ‘cal’ = calendar であることに注意すること。

‘echo’ は，次の文字列を単純に画面に表示する命令である。試しに ‘echo How are you? ’ とやって
みよう。正しく氏名やカレンダー等が書き込まれているかどうかは， ‘cat memo3.txt ’ で確かめら
れる。このファイル ‘memo3.txt’ を提出せよ。誕生日の曜日はあとの略歴書で使う。

5. 次に，演習室の端末から自分の携帯に適当なメイル19 を送り，それに携帯から返信せよ。ただその返信に
は，携帯のカメラで撮影した自分の顔写真（が望ましい。あとで略歴書を作るので）を添付すること。
そして，端末で受信したメイルに添付された顔写真を，例えば ‘myface.jpg’ という名前のファイルとし
19

建築・社会環境工学科では 2, 3 年生のときに，講義や就職等についての情報を学生さんにメイリングリストで流すことがある。毎年
ほとんどの学生さんが携帯でメイルを受け取っているようだ。したがって， tohoku.ac.jp というドメイン（ちょうど携帯メイルの
docomo.ne.jp 等に相当するもの）からのメイルを携帯が受け取ることができるように設定しておいて欲しいので，その確認と設定変
更を兼ねた課題でもある。
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て，自分のホームディレクトリに保存せよ。なお携帯を持っていない人やカメラが［付いていない｜壊
れている］人は， TA に手伝ってもらえる。

6. その写真ファイル ‘myface.jpg’ のサイズを確かめ，それがとても大きいことを確認せよ。また，中身を
cat myface.jpg 
によって表示を試み，意味の無い文字列が出るだけなのを確認せよ。また，なぜそうなるのか想像せよ。

M.2

HTML と LATEX による文書作成の基礎 — 情報の表現と伝達

M.2.1 文書の記述法
(1)

文章そのものについて

表現と中身:

我々が書く文書は，大学では宿題レポートや卒業論文・修士論文・博士論文および原著論文であ

り，社会では顧客への提案書とか上司や他者への技術報告書等である。他人に自分の意思を文字で伝えるとき
に大事なことは何かということを考えたとき，それは

• レイアウト構成なのか?
– 単なる見え方である。例えば中央揃えや細かいフォント指定。
– 論理の流れを示す補助にはなるが本質ではない。プレゼンテーション用のスライドがこれに当たる。
– 伝えたい内容や説得力とは直接の関係は無い。
– 極端化したものはポスター。
• 論理構成なのか?
– 章建てや箇条書きで，内容の意味や段落間の意味的な相互関係を指定。
– 文書を正確にわかり易く・誤解無くするための最も重要で本質的な点。
– 見え方が伝えたい内容を左右しない。文章そのものの説得力のために必要。
– 一種の極端は詩や短歌。
という分類ができそうだ。さて技術的科学的報告書の場合，最も重要なのは後者の「文書構成」「内容の論理」
であって，レイアウトはたいていは定型である。
論理的な文章:

このように，我々が書く文書は論理的な文章であればよく，明確に記述され誤解が生じない限

り，美的である必要も無いし，感情に訴えるものである必要も無い。
文節: 一つの句点を持つ文章基本単位で，一つの事柄を，複数の読点で論理を明確にして記述する
構造。一つのことを述べる度に文節を改める方が誤解を生まない。
段落: 二つ以上の文節ででき，ある一つの論理を示す最小単位。一つの段落では一つのことだけに
ついて書く。なお段落の最初には前の段落との関係を明確にするために，適切な接続詞を置
く必要がある場合が多い。同様に，文節の間にも適切な接続詞を用いる方がいい場合もある。
節と章: 複数の段落を論理的に並べ，ある論理的帰結なり，あるまとまった考えを主張する構造。
またその節が何のためにあるのかが明確になるようにするために，節にはその始まりに見出
しを置く。本や長い報告等の場合は，複数の節をある目的毎に章としてまとめることがあり，
その始まりには章見出しを置く。
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文書: 複数の章や節が論理的に並べられ，その章・節の流れに導かれて，一つ以上の最終的な結論・
主張を示すもの。
と考えるといい。特に論文・報告のように科学的・工学的主張を述べる文書の場合，節毎に一つの閉じた論理
を構成させ，節の並べ方と内容によって，一つの文書で閉じた論理を構成するようにする。
よくある間違い等:

ところで残念なことに，今の初等中等教育制度の中の「国語」の科目では細かい書き方も

含めた文章の書き方については習っていないため，大学在学中に独学する必要がある。最もわかり易いのは文
献 [187] の特に p.28 以降を勉強するといい。特に表記について，論文の審査等でときどき見つけた気になる・
気に入らない点を列挙しておく。ただし横書きを前提としている。

• 横書きの句読点は，全角のコンマとピリオド（いくつかの工学系学会），あるいは全角のコンマと句点
（文部科学省）を用いる。ただし表示ソフトウェアのフォント指定に「P」付きの邪悪な「明朝 P」等が
設定してあると正しくならない。

• 中黒「・」等も原則全角ドリである。
• 括弧始めと終わりがあるように，引用マークもきちんと このようなもの や ‘this type of mark’ あるい
は “a double quotation mark” を用いる。これも表示ソフトウェアに邪悪な「明朝 P」等を設定してあると
正しくは表示されない。 ‘"’ というマークは『インチ記号』であり，それを引用に使うのはインチキであ
る。ただし Java プログラミングの節で示すように，いくつかのプログラム言語では，文字列を定義する
場合にこのインチ記号を用いることがある。

• 英数字は半角とする。括弧は，半角を囲むときは半角の括弧記号 (parentheses) を，全角を囲むときは（全
角の括弧記号）を用いることを原則とする。第 M.2.4 節には全角数字による不具合の例を示した。

• 句読点やコロン ‘:’・セミコロン ‘;’ 等の区切り文字は文頭には決して置かない。
• 区切り文字はすぐ前の文字との間に空白を入れず，全角半角共に必ず密着させる。また半角の区切り文
字の場合は，区切り文字のすぐあとには半角の空白を必ず置く。

• 区切り文字と引用記号の順番は，英語の場合「this is “a quoted sentence,” and」のようになる。
• 全角文字中にある半角文字の前後には，この文書にあるような適切な空白（二分・四分アキ）が入るよ
うに設定されているはずなので，それを解除しない。

• 単位はローマンの（立った）フォントである。数学記号が斜めのフォントなので，つい単位をイタリッ
クにして ‘q = 1.23 MN/m2 ’ とする人がいるが，間違い。正しくは ‘q = 1.23 MN/m2 ’ である。またでき
れば数値と単位の間に四分の一角（四分アキ）か半角スペースを入れて欲しい。

(2)

ソフトウェアによる文書作成

ソフトウェアと記述言語:

代表的なものを挙げると，それぞれ次のような特徴がある。

(a) ワードプロセサ: WYSIWYG (What you see is what you get.) 方式の文書整形ソフトウェア。保存ファイ
ル中にはマークアップ（後述）方式情報が含まれる。利用者が組版の知識を持っていないと，とても醜
い結果になる場合がある。特に推敲をしている段階で，内容を変更することによって文書のレイアウト
も一緒に変化してしまうため，慣れない間はそれが気になり，文書本来の内容そのものに精神を集中で
きなくなることがある。

付録 M. 情報の表現と伝達，そして処理と倫理

882

(b) スライドやお絵描き: 単なる整形でポスター作成とほぼ同じ。論理より直感（視覚）的に情報を示すも
の。これは視覚に訴えて，必要最小限の情報を伝達することが目的。プレゼンテーションのスライドの
各ページもほぼこれに当たる。顧客への提案書概要等もこの方式の方が望ましい場合もある。まずは読
み手・顧客の心をつかんで概要を理解してもらうのが目的。

(c) マークアップ言語: 身近な代表例が Hyper Text Markup Language (HTML) である。これは Standard Generalized Markup Language (SGML) の一種。 HTML はインターネット上の使用が前提のようだが，論理
的記述もできる。
くみはん

(d) TEX あるいは LATEX: 組版ソフトウェア。内容の論理構成を指定する言語。 LATEX は定型文書用。論文等
の定形文書の場合，ワードプロセサと違ってレイアウト等の余計なことを考える必要が全く無いので，
文書の内容と論理構成だけに精神を集中できる。そういう意味で論理的記述・科学的文書に向いている。

(e) プリンタ記述言語: PostScript や LIPS 等で，通常はページ記述言語と呼ばれ，出力の頁毎のレイアウト
のみを記述する。プリンタ制御用の言語等が該当する。
ワードプロセサよりも LATEX の方が，多くの試行錯誤の中で，論理的な構造を持った文書までに推敲し易いと
いう例を，この節の最後（2 段組の p.927）に示しておいた。
ワードプロセサによる文書作成と出力:

ワードプロセサは画面で見たままのものが出力される。不思議なこと

に，某社のワードプロセサの場合，同じファイルを異なる機種で印刷すると結果が同じにならないことがあっ
たらしい。不思議だ。今はそういうことは無いのかもしれないが。

HTML と LATEX の文書作成と出力: HTML と LATEX の文書の場合には，エディタ20 で文書の「ソースファイ
ル」を作成しなければならない。エディタというのは Windows の「メモ帳」と同じもので，単純な文字列のファ
イルを作るプログラムである。演習室には ‘kwrite’ というソフトウェアがある。作るファイルの名前は内容
を反映した方があとでわかり易いので，例えば略歴書を作るなら， HTML の場合は ‘vita.html’ とし， LATEX
の場合には ‘vita.tex’ としておこう。これ以降も， Linux あるいは Cygwin におけるコマンドラインからの
入力を示すことによって，何をしているのか明らかにしておきたい。まずエディタを

kwrite vita.html 

あるいは

kwrite vita.tex 

で立ち上げ21 ，次の節以降にある約束に従って，文書ファイルを作成すればいい。作成後の，文書の表示と印
刷については以下のようになっている。

HTML: ブラウザ22 と呼ばれるソフトウェアが HTML の記述を解釈できるから，そのファイル ‘vita.html’
をそのままブラウザで読めば，表示・印刷できる。そのため， HTML のタグをレイアウト命令と思う人
がいるが，本来は論理構成を定義するのがタグである。したがって，ブラウザのサイズやフォント設定
を変更してレイアウトがどんなに変化しても，表示される文書の論理と内容が変わらないような HTML
文書を作成するのが望ましい。なお，演習室における HTML ファイルの作り方やブラウザの具体的な使
い方については演習問題 M-2 の 7 番のところで説明する。
20
21
22

エディタには通常スペルチェック機能が無いため LATEX 文書作成を嫌う人もいるが，ソースファイルはテキストなので，ワードプロセ
サに一度読み込ませればそのチェック機能が使える。
実際にどのように実行するかについては，教科書等を自分で調べること。
Windows であればインターネットイクスプローラがそれに当たる。
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LATEX: 残念なことに， LATEX で書いたファイルをそのまま読んで最終的な組版された文書を表示するソフト
ウェアはなく，それを一旦「コンパイル」して， DVI ファイルと呼ばれるファイルに変換する必要があ
る。多くのコンピュータ環境23 では

platex vita.tex 
とする。 LATEX の書き方に間違いが無ければ ‘vita.dvi’ というファイルができる。この DVI とは DeVice

Independent という意味で，作成した機種や OS に依存しないファイルになるため，他の種類のコンピュー
タでも読むことができるという portability を持った，一種のページ記述言語（バイナリ）である。これ
を表示・印刷するには dviware と呼ばれるソフトウェアが必要で，ある種のコンピュータ環境では

xdvi vita.dvi 

あるいは

pxdvi vita.dvi 

とすると組版された文書が表示できる。また PostScript や pdf にも変換できる。演習室で推奨している

PostScript ファイルへの変換等については教科書を参照すること。ただし，演習課題はファイルでのみの
提出とするので印刷の必要は無い。具体的な使い方は演習問題 M-2 の 10 番のところで説明する。とり
あえず簡単な例（これは LATEX ではなく plain-TEX ではあるが）として

This is a pen.
$\int_0ˆa f(x) dx$
←［この行には何も書かない］

Hello.
That is a pencil.
\end
といった内容のファイル ‘uhodai.tex’ を ‘kwrite uhodai.tex ’ で作成してみよう。第 2 行の \int
と最終行の \end の記号 \ は，キーボード上では =
Y キーで入力できる。そしてファイル保存したあと

tex uhodai.tex 
xdvi uhodai.dvi 

あるいは
あるいは

ptex uhodai.tex 
pxdvi uhodai.dvi 

としてみる（今は ‘platex uhodai.tex ’ とするとエラーになるので注意して欲しい）と

∫a
This is a pen. 0 f (x)dx
Hello. That is a pencil.
という文が表示されると思う。一体何が起こったかちょっと想像してみて欲しい。

TEX と LATEX に関するトリビア: ところで， TEX は Knuth 先生 [55] が作った組版ソフトウェアであるが，そ
れは先生が，当時の出版社による論文の組版の出来を不満に思ったためとされている。そのためフォントを作
るソフトウェア METAFONT も作った。したがって数学記号組版の出来はとても美しく，アメリカ数学会の登
録商標になっているのもうなずける。元々のローマンのフォントは ‘A quick brown fox jumps over the lazy

dog.’ のようなものだが，この文書では ‘txfonts’ という代替フォントを用いているので，同じ文は ‘A quick
brown fox jumps over the lazy dog.’ となる。微妙な差でしかないが，後者の方がいわゆる Times Roman に近
いことから好まれている。またワードプロセサでは ‘To’ となるものが， ‘To’ のように ‘o’ が ‘T’ 側に若干潜り
23

実は第 1 著者は，最初に使ったコンピュータ環境が原因で NTT JLATEX の方を使っている。一度それを好きになってしまうと，なかな
か乗り換えられないのがソフトウェアである。
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込むことを許している。さらに合字と呼ばれる ‘Oﬃce’ のようなフォント利用24 はワードプロセサでは実現でき
ず ‘Office’ のようになる。結局，ワードプロセサはタイプライタを組版に近づけたものと捉えればいい。また
日本語 TEX の場合は， pTEX と JTEX で若干違うが，英数字のフォントと日本語のフォントが美しく整合する
ように日本語のサイズを調整してある。これも，ワードプロセサに対して日本語 TEX が優れている点の一つで
ある。某社のワードプロセサを初期設定のまま用いると，いわゆる 10 ポイントと呼ばれる大きさ25 の英数字を
用いる文書に同じ 10 ポイント角の漢字フォントを用いているため，前者が後者よりも文字の高さが小さくな
り，埋もれた印象を与えてしまうことがある。組版技術は長い歴史の中で作られた芸術でもあり，某社のコン
ピュータ上のフォント等に頼らないで済む場合には，美しいものを用いるように（特に建築分野の方々には）
心掛けて26 欲しい。
第 1 著者が使っている 2005 年上半期版では， TEX は Version 3.141592， METAFONT は Version 2.71828 で
ある。もちろん，完成したときには前者は Version π，後者は Version e になる。ちなみに LATEX は Lamport 氏

[57] が TEX のマクロを組んで定型文書を作り易くしたものである。公開以来長い間 Version 2.09 が使われてい
たが，それを Version 3 にするプロジェクトが発足し，その準備に LATEX 2ε が 1994 年に公開され，現在，年 2
回改訂され続けている。 TEX 類はすべて無料で入手できる。 Linux だけでなく Windows でも使うことができ
るパッケージをインターネットからダウンロードしてインストールすることができる（から，著者はこの文書
をパーソナルコンピュータ上の LATEX で作ることができている）。
なお， Windows で LATEX のソースファイルを単純なテキストファイルにすることは比較的容易である。 LATEX
を使わない友人に LATEX で書いてしまった文章をメイルしたいような場合，例えば第 1 著者の

http://www.civil.tohoku.ac.jp/bear/node14.html#sec003006

が参考になるかもしれない。この方法では，マークアップ言語と同じような命令によって整形する ‘xtrnt’ （前
述の ‘xtr’ の Windows 版）という文書整形ソフトウェアと ‘tbl’ という表整形ソフトウェアを利用している。
こういった文書整形ソフトウェアは，かつてワードプロセサが異常に高価だった頃パソコン通信の社会で開発
利用されていたものである。実は UNIX27 にも同様の文書整形ソフトウェア ‘nroff’, ‘troff’ があり，初期の
マークアップ言語と考えられている。このソフトウェアは数式も組版（写植）できたが， TEX の出現で今は使
われていないと思う。
また， LATEX 文書を HTML 文書に変換するソフトウェア ‘latex2html’ がある。図表や数式もすべて HTML
文書中に配置される。 Perl や種々の画像処理ソフトウェアも一緒にインストールしておく必要があるが，日
本語の文書も処理できるようになっている。例を p.900 の図 M.5 に示した。さらに，もし写真を並べるだけの

HTML 文書でいいなら，画像処理ソフトウェア ‘IrfanView’ のサムネイル機能で簡単な表示 HTML 文書を作
ることができる。ここで紹介しているソフトウェア類もインターネットからパッケージをダウンロードしてイ
ンストールすることができる。自宅で使ってみようと思った人は，それぞれのソフトウェアの名称で検索して
みて欲しい。

24
25
26
27

‘ﬃ’ が一つの文字フォントになっており，自動的にそれを使うようになっている。
約 3 mm くらいで，この文書がその 10 ポイントの設定である。ただし，これはアスキー pLATEX ではなく NTT JLATEX。
実は LATEX も使うことができる理学部のある先生がワードプロセサで作った文章は非常に完成度が高いものであった。ワードプロセサ
の出力結果には使う人の技量が現れるようだ。
実は Cygwin にも ‘troff’ がある。また ‘tbl’ も元々は UNIX の作表ソフトウェアである。パーソナルコンピュータ用の ‘fin’ や
‘xtr[nt]’ も含めて，ピリオド ‘.’ で始まるタグで書式指定がなされている。なぜならピリオドで始まる文章はあり得ないからであ
る。

M.2. HTML と LATEX による文書作成の基礎 — 情報の表現と伝達

885

M.2.2 HTML と LATEX の基本
(1)

ソースコードの入力支援について

なおこれ以降のソースコードは，各自がそれぞれのファイルにすべてを入力する必要は無く，その代わりに，
各端末からアクセスできるサーバからサンプルをダウンロードして作成できる。そのサーバにはこの文書その
ものの pdf ファイルと，演習問題等で使える未完成ソースコードのテンプレートとが置いてある。端末でブラ
ウザ ‘mozilla’ を立ち上げてそのサーバにアクセスし，ダウンロードしたこの文書の pdf ファイルの中からか，
あるいは部分的なソースコードを画面に表示させておいて，そこからエディタ ‘kwrite’ で開いたファイルにコ
ピー & ペーストしてソースコードを作り始めれば，入力ミスを減らすことができる。講義中にやり方を何度か
説明をするので早めに慣れて欲しい。

(2)

書き出しと最終行

まず，それぞれのソースファイルの書き出しと終わりには次のような「おまじない」が必要で

<html>
<head>
<title> ページのタイトル</title>
</head>
<body>
文書本体
<address>
金毘悠太，日付<br> うほ大学
</address>
</body>
</html>

\documentclass[a4j]{jarticle}
\usepackage{graphicx}
%
\title{題目}
\author{著者名}
\date{日付} % 略すとコンパイルした日付
\begin{document}
文書本体

\end{document}

とする。左側が HTML で右側が LATEX であるが，わけはわからなくていい。 TEX 命令の頭の記号 \ は =
Y のキー
入力で，画面上もそのように表示される［ことがある｜のが普通である］。 HTML の場合，ヘッダ部のタイト
ルがブラウザの上のバーに表示されるので略さないこと。 LATEX の場合，\begin{document} より前の部分を
プリアンブルと呼ぶが，ここはタイトル等の定義の他に，オプションとして利用するスタイルファイル等の指
定にも用いる。例えばこの例では， PostScript の図や写真を読み込むために

\usepackage{graphicx}
の行がある。 HTML の場合の最終行には，その文書の責任上，署名と作成日を明確にしておくことが望まし
い。ただし，メイルアドレスを表示してしまうと SPAM メイルが来るようになるので避けよう。
以上で明らかなように， HTML では原則として <tag> で始まったものが </tag> で終わっている。この組
み合わせが順番通り並んでいないと，期待した出力は得られない。ただし <br> は改行を意味し，単体で用い
られる。また LATEX では，ある \begin{abc} で始まる部分を「abc 環境」と呼び，その abc 環境は \end{abc}
で終わることになる。したがって，コンパイル時のエラーで

! LaTeX Error: \begin{center} on input line 16 ended by \end{flushright}.
のようなメッセージは， center 環境が終わる前に flushright 環境が終わっていることを示している。つま
り下に示したように，最終的には右側に示したどちらかのようにしようとしたところを，間違って，左側のよ
うにしたために発生したエラーである。
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こっちは間違い

\begin{flushright}
This is a pen.
\begin{center}
That is a book.
\end{flushright}
The pen is mine.
\end{center}

(3)

%
%
%
%
%
%
%

->+ flushright
|
--|-->+
|
|
<-+
|
| center
<-----+

\begin{flushright}
This is a pen.
\end{flushright}
\begin{center}
That is a book.
The pen is mine.
\end{center}

%
%
%
%
%
%
%

->+
| flushright
<-+
---->+
| center
|
<----+

\begin{flushright}
This is a pen.
\begin{center}
That is a book.
\end{center}
The pen is mine.
\end{flushright}

%
%
%
%
%
%
%

------------>+
flushright |
->+
|
| center
|
<-+
|
|
<------------+

本文本体の記述法

文書の題目周辺:

すべての文書に題目のようなものが必要であるとは限らないが，例えば上司に命令された技

術調査報告書のことを念頭に置いて，まずは題目部分について書いておく。それは例えば

<h1> タイトル</h1>
<big> だれそれ</big><br>
<strong> いつの記述</strong><br>

\maketitle
［空行］

のようにする。 HTML の場合，上の「おまじない」の <title> 部分は本文中には反映されないので，例えば，
このようにヘッダタグ <h1> で再度記述する必要がある。<strong> は強調文字を意味し，<big> は少し大き
めのフォント指定であり，ここは好きに設定すればいい。なお［空行］とは何も入力しないまま Enter キーを
押したことを意味する。
節建て:

節は次のようにして階層を設ける。 HTML でもそうするのが望ましい。

<h2> まず節タイトル</h2>
<h3> 小節タイトル</h3>
<h4> 項タイトル</h4>

\section{まず節タイトル}
\subsection{小節タイトル}
\subsubsection{項タイトル}

この例の HTML の場合には前述のように，ページのタイトルに <h1> を使ったので，<h2> よりも下の範疇の
ヘッダを用いた。 LATEX では自動的に節番号が振られるが， HTML では付かない。 HTML の場合，見る側の
個々のブラウザの設定で表示は異なるが，例えば次のようになる。また， LATEX でどのようになるかについて
は， p.927 の右段上下に示した例のソースと出力を参照すればわかるが，例えば次のようになる。

まず節タイトル
小節タイトル
項タイトル

2 まず節タイトル

2.1 小節タイトル
2.1.1 項タイトル

ここから本文が始まるが，節建てをして始める

<h2> 第 1 節のタイトル</h2>
［空行］
<p> さて，ここでは・・・
と，いくつかの段落がくるだろう。</p>
［空行］
<h2> 第 2 節のタイトル</h2>
［空行］
<h3> 第 2 節の小節タイトル</h3>
［空行］
<p> ところで・・・
と，さらに続くのだろう。

\section{第 1 節のタイトル}
［空行］
さて，ここでは・・・
と，いくつかの段落がくるだろう。
［空行］
\section{第 2 節のタイトル}
［空行］
\subsection{第 2 節の小節タイトル}
［空行］
ところで・・・
と，さらに続くのだろう。

とでもすればいい。なおここも［空行］とは，何も入力しないまま Enter キーを押したことを意味する。
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段落は， HTML ではタグ <p> で指定し， LATEX では二つの空行の間の文節のまとまりである。
［空行］
さて，・・・いくつかの文節を並べて・・・
・・・というのが一つの段落である。
［空行］
ところで， \LaTeX では・・・
・・・が次の段落になる。
［空行］

<p>
さて，・・・いくつかの文節を並べて・・・
・・・というのが一つの段落である。
</p>
<p>
ところで， HTML では・・・
・・・が次の段落になる。
</p>

HTML の </p> は省略できるが，できるだけ用いた方がわかり易い。 LATEX の場合には，段落始めの字下げを
自動的に挿入してくれる。これに対し HTML の場合は，段落間に 1 行間隔程度の空行が入るだけで，字下げは
自動化されないので，段落の最初に全角の空白を入れておく必要がある。そうしてあっても，読む側のブラウ
ザのフォント設定によっては明確ではないことがある。ここは空白記号 ‘&nbsp;’ を 2∼3 個用いて

&nbsp;&nbsp;&nbsp; さて，
・・・となる。

⇒

さて，ここでは・・
駅周辺の様子が・・・・となる。

のようにするといいかもしれない。最近の学生さんのレポートで段落始まりの字下げが無いのは，インターネッ
トの見過ぎが原因なのかもしれない。
そして，一つ一つの段落内の文章は
さて HTML の場合，仙台駅周辺には［改行］
［空行］
商業施設と宿泊施設がいくつもある。［改行］
ところで・・・

さて \LaTeX の場合，仙台駅周辺には［改行］
商業施設と宿泊施設がいくつもある。［改行］
ところで，［改行］
パチンコ屋さんは・・・

のように，一つの文章を長々と続ける必要は無く，適当なところで（1 節 1 節毎に）改行しても構わない。い
やそうではなくて，敢えて短い文章を並べた方が，論理の流れを作文中に把握し易いし，加筆修正も楽になる。
これについては p.927 に示した推敲の例を見て欲しい。なお［改行］とは Enter キーを押したことを意味する。
最終的な表示では，このような［改行］はすべて無視される。また HTML の場合には［空行］も無視されるの
で注意すること。つまりこの例の結果表示は
さて HTML の場合，仙台駅周辺には商業施設と宿
泊施設がいくつもある。ところで・・・

さて LATEX の場合，仙台駅周辺には商業施設と宿
泊施設がいくつもある。ところで・・・

のようになる。 LATEX の場合は段落始めの字下げも自動的に入っている。
表題付きのパラグラフ:

LATEX の場合は，\paragraph{...} や \subparagraph{...} で段落に題目を付ける

こともできる。まさにこの段落の表題「表題付きのパラグラフ:」が前者の例である。

HTML の場合には <h5> や <h6> でいいが，例えば
<p><strong> 見出し</strong><br>
ここに一つの段落を・・
・・・続ける。</p>
<p><strong> 次の見出し</strong><br>
ところで・・・</p>

見出し
ここに一つの段落を・・・続ける

⇒

次の見出し
ところで・・・

とするのも効果的かもしれない。見出しには <big>...</big> も考えらる。

引用:

他の人の文章等を引用する場合には

<blockquote>
...
</blockquote>

\begin{quote}
...
\end{quote}
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とする。左右のマージンが本文より少し大きくなる。第 1 著者はこれを HTML 文書のレイアウトに使うことが
あるが，本当はよくない（論理とは関係無い）のかもしれない。

LATEX の脚注: LATEX の場合は \footnote{...} を用いて脚注を入れることは可能であるが，論文・報告では
原則として用いない方がいい。 HTML には脚注そのものは無い。ただし，前述のソフトウェア ‘latex2html’
で LATEX 文書を HTML 文書に変換すると，脚注だけを別ファイルにまとめて次に説明するアンカータグを付け
る等，ちょっと面白いことをしてくれる。

HTML の参照（アンカー）: HTML の場合には，引用する側とされる側にアンカータグを付せば単純な参照
ができる。例えば
例えば<a name="xref"> ここを引用する</a> として
文章がつらつら続いていて
・・・・
ある所で<a href="#xref"> 上で示したように</a> という
引用をする
のようにする。ブラウザで表示したとき，この href で示した「上で示したように」の部分をクリックすれば，
その上の name で定義した箇所にブラウザの表示が移動する。前述のソフトウェア ‘latex2html’ で LATEX 文書
を HTML 文書に変換すると，例えば目次から各節題目には自動的にアンカーが付されるので便利である。もち
ろん HTML で最もよく用いられるのは，他のリソースへのアンカーである。例えば

<a href="http://www.uhodai.ac.jp/uhodai.html"> うほ大学のページ</a> では・・
という風に使うと，他のリソースとのリンクができる。

LATEX の相互参照:

「相互参照」は，式や図表の番号等を他の場所で引用する機能のことである。ワードプロ

セサにもこの「相互参照」の機能はついているらしいが，それを使いこなせる人はあまりいない。この機能は

LATEX のメリットの一つであるが， HTML のアンカーと同様，ある文章や式に「名前（ラベル）」を付けてお
けば，それを引用するときにその「名前」を「参照」することができるというものである。したがって，論文
を書いているうちに，例えば式の順番を何度変更しても，その式の式番号とそれを引用している部分の式番号
は，常に自動的に変更されるのである。例えば

\subsection{ある節題目}\label{sec:xref}

3.8 ある節題目

・・・・・

・・・・・

\subsection{次の節題目}
第 \ref{sec:xref} 節の展開とは・・・

\begin{equation}
f(x)=\sin x \label{eq:example}
\end{equation}
とし，・・・
この式 (\ref{eq:example}) において

⇒

3.9 次の節題目
第 3.8 節の展開とは異なり・・・

f (x) = sin x

(6)

とし，・・・この式 (6) において

という風にできる。ラベルは，節見出しには sec: を，式には eq: を使うようにすると，区別し易くなる。つ
まり，節番号や式の番号を引用される側には \label{name} でラベルを付け，引用する側では \ref{name} で
ラベルを引用することによって相互参照ができるのである。この場合には 2 回（場合によっては数回）コンパ
イルしないと，きちんとした相互参照はできないので注意すること。例えば上の例の \subsection{ある節題
目} の行の前に，次の左側に示したような節と一つの式を挿入すると， 2 回のコンパイル後には節と式の番号
が右側に示したように変更される。
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\subsection{別の節を挿入しよう}

3.8 別の節を挿入しよう
・・・［ここに文章と一つの式が挿入された］

・・・・・ついでに式も挿入して

\begin{equation}
f(x)=\log x
\end{equation}
とした。

% ここまでを挿入

⇒

3.9 ある節題目
・・・
3.10 次の節題目
第 3.9 節の展開とは異なり・・・

\subsection{ある節題目}\label{sec:xref}
・・・・・
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f (x) = sin x

(7)

とし，・・・この式 (7) において

もし \label で指定していない名前を \ref で引用すると，コンパイルは一見エラー無く終わるものの，ログ
ファイル（ソースファイルと同じファイル名で拡張子が ‘log’ のファイル）には，その引用の箇所に次のよう
な警告メッセージ

LaTeX Warning: Reference ‘sec:introduction’ on page 2 undefined on input line 65.
が書き込まれる。さらに，そのログファイルの最後にも警告

LaTeX Warning: There were undefined references.
が書き込まれる。結局，本文中の \ref のところは ‘?’ マークになったままになるので注意すること。
箇条書き:

まずは単純な箇条書き，すなわち

• 一つ目の箇条書きの行
• これが二つ目
• 最後の箇条になります
の場合には

<ul>
<li> 一つ目の箇条書きの行
<li> これが二つ目
<li> 最後の箇条になります
</ul>

\begin{itemize}
\item 一つ目の箇条書きの行
\item これが二つ目
\item 最後の箇条になります
\end{itemize}

とする。この箇条の頭の記号は変えられる。なお LATEX では，\item のようなコマンドの次には「半角のスペー
ス」が必要であることに注意する必要がある。ここが「全角スペース」だと

! Undefined control sequence.
l.123 \item 一つ目の箇条書きの行
［↑ここが全角スペース］
のようなエラーが生じる。つまりこれが，定義されていない「\item

一つ目の箇条書きの行」というコマン

ドとみなされるからである。心配なら

<li> ［改行］
一つ目の箇条書きの行
のようにすると安全かもしれない。
また，順番の数字付きの箇条書き，すなわち

1. 一つ目の箇条書きの行
2. これが二つ目

\item ［改行］
一つ目の箇条書きの行
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3. 最後の箇条になります
の場合には

<ol>
<li> 一つ目の箇条書きの行
<li> これが二つ目
<li> 最後の箇条になります
</ol>

\begin{enumerate}
\item 一つ目の箇条書きの行
\item これが二つ目 \label{en:2nd}
\item 最後の箇条になります
\end{enumerate}

とする。開始番号や表示は，例えば p.881 のようなアルファベット順の記号にも設定できる。 LATEX の場合に
は，箇条の数字（上例の二つ目の箇条の \label で使ってみた）が相互参照の対象になる。
最後に，語句の意味を説明するような見出し付きの箇条書きの場合，あるいは演習問題の略歴の列挙を例と
して示した（左側が HTML，右側が LATEX）

2000/4/1:
△○高等学校入学

2000/4/1: △○高等学校入学
2005/3/31: △○高等学校卒業

2005/3/31:
△○高等学校卒業

2006/4/1:

2006/4/1: 東北大学工学部建築・社会環境工学科
入学

東北大学工学部建築・・・・・
の場合には

<dl>
<dt> 2000/4/1:
<dd> △○高等学校入学
<dt> 2005/3/31:
<dd> △○高等学校卒業
<dt> 2006/4/1:
<dd> 東北大学工学部建築・・・・・
</dl>

\begin{description}
\item[2000/4/1:] △○高等学校入学
\item[2005/3/31:] △○高等学校卒業
\item[2006/4/1:] 東北大学
工学部建築・社会環境工学科入学
\end{description}

とする。空白に見えるのはすべて半角のスペースであることに注意して欲しい。 HTML の場合は見出しと箇条
の間は改行されてしまうが，見出しにするものが 2 文字程度の場合には，<dl compact> を用いると改行され
ない。

(4)

レイアウトやフォント指定

レイアウトやフォント指定は，特に論文や報告では可能な限り使わない。論文や報告は内容を論理的に記述
して伝えるためのものであり，見た目で情報を伝えるものではないからである。ただ，基本的なものだけを以
下に列挙する。
位置決め:

まず，中央揃え（文字列を中央に配置する）の場合には

<center>
最初の行<br>
次の行
</center>

\begin{center}
最初の行 \\
次の行
\end{center}

とする。<br> と \\ は改行である。これに対し，左揃えの場合には

<p align="left">
最初の行<br>
次の行
</p>

\begin{flushleft}
最初の行 \\
次の行
\end{flushleft}
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とする。右揃えの場合には上記の left が right になる。 HTML でこの位置決めをする場合には，</p> は省
略できない。
コメント:

表示されないコメントをソースファイルに入れておくことができる。

<!-- の記号から右の記号まで -->

% ％マークで始まる行

という行が表示されない，あるいはコンパイルされないコメント行になる。ただし，これを多用すると見通し
の悪いソースになる。可能な限りコンパクトに，かつ必要な部分にのみ用いる。
文字指定（強調のため）:

通常は 2 種類のフォント（日本語は明朝とゴシック，英語の場合はローマンとゴ

シック）で十分である。普通の報告書等の本文中でそれ以上の種類が必要になったときは，実は論理的に異様
なことをしている可能性があると考えよう。ポスターではなく，論文・報告を作成していることを忘れないこ
と。それを踏まえた上で，もしかしたら必要かもしれないものを列挙しておく。
まず，参考文献欄でちょっとだけ使うかもしれないイタリック (Italic) の場合には

<em>...</em>
<i>....</i>

\textit{...}
{\it ...}

あるいは

とする。 <em> の方は「強調」という意味である。あるいは，ゴシック (Gothic) の場合には

<strong>....</strong>
<b>.........</b>

\textbf{...}
{\bf ...}

あるいは

とする。<strong> の方が論理的な指定。また，あまり使わない方がいいと思うが，下線を引く場合には

<u>....</u>

\underline{....}

とすればいい。 LATEX の場合， 2 行以上にわたる下線は普通はできず，オプションのパッケージ（後述のスタ
イルファイル）が必要になる。最後に，等間隔文字（タイプライタ様の）を用いる場合には

<tt>....</tt>

\texttt{...}

あるいは

{\tt ...}

とする。普通が ‘Typewriter’ で，これが ‘Typewriter’ のような等間隔文字列になる。
文字サイズ:

LATEX で作る論文・報告で文字サイズをどうこうする必要は滅多に無い。ただ HTML の場合は，

メリハリを付けるのに多少の工夫は必要だろう。基本的には

<big>....</big> や <small>....</small>
で十分であり，<font size=.....>....</font> 等を多用するのはあまり好ましくない。

Java 等のプログラムソース等を表示する: 改行を入れた文をそのままのイメージで出力する場合には
<pre>
ここに書く（ただし，タグは有効）
</pre>

\begin{verbatim}
ここに書く（LATEX の命令は無効）
\end{verbatim}

とすればいい。例えば， Java のプログラムソース等をそのまま表示させたいときに使う。

<pre>
import java.io.*;
class algebra
{
public static void main....
{
double a, b, c, d, x, y;
.....
</pre>

\begin{verbatim}
import java.io.*;
class algebra
{
public static void main....
{
double a, b, c, d, x, y;
.....
\end{verbatim}
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(5)

LATEX による数式表現

LATEX による基本的な部分を列挙しておく。まず，数学で用いる記号は若干傾いた，イタリックに似たフォン
ト28 を用いるのが正しい。例えば， 2 次方程式を普通のフォントで書くと ‘ax2 +bx+c=0’ となるが，きちんと $
で囲むことによって数学フォントを指定し， ‘$axˆ2+bx+c=0$’ と書くと，文章中でも ‘ax2 + bx + c = 0’ のよ
うに表示される。英数字フォントと違って斜めのフォントになっている。独立した式は次のように書く。
式番号付き: 基本的なもので， 1 行の式は

\begin{equation}
f(x)=\sin x \label{eq:eq1}
\end{equation}

⇒

f (x) = sin x

(M.1)

√
f (x) = ± ax + b
∫ ∞
g(x) =
h(x) dx

(M.2)

という風にする。式番号は自動的に振られる。複数行になる場合には

\begin{eqnarray}
f(x) & = & \pm \sqrt{ax+b}
\label{eq:eqn1} \\
g(x) & = & \int_0ˆ\infty h(x)
\,\mbox{d} x \label{eq:eqn2}
\end{eqnarray}

⇒

(M.3)

0

という風にする。記号 & が式 1 行毎に二つずつ入って，ここが縦に揃う「タブ」の位置になる。数式中
の \\ も改行である。ちょっと気にして欲しいのは，積分変数前の微分 ‘d’ が，数学斜体の ‘d’ ではない
ことである。つまり，変数として使うかもしれない ‘d’ と区別するために，積分変数前の微分記号には

\,\mbox{d} を用いてある。ここの \, は小さい空白である。もしコンパイル時に
! Extra alignment tab has been changed to \cr.
<template> \egroup \endtemplate
l.129
g(x) & = &
\int_0ˆ\infty h(x) \,\mbox{d} x
?
というエラーが出たら，多分，式を複数並べるときの行末の \\ を忘れた可能性を示している。さらに

! LaTeX Error: Too many columns in eqnarray environment.
...
l.210 \end{eqnarray}
も，タブ & が足りないか多いかのいずれかであろう。
式番号無し: 引用しないため，式番号が要らない場合にはそれぞれ， displaymath, eqnarray* 環境で同様の
式を書けばいい。つまり

\begin{displaymath}
f(x)=\sin x
\end{displaymath}

\begin{eqnarray*}
f(x) & = & \pm \sqrt{ax+b} \\
......
\end{eqnarray*}

という風にする。
複数行の場合の注意: 式が複数になった場合の第 2 行が「引き算」記号で始まるような場合，\mbox{} を必ず
入れるようにする。これは演算子であることを区別するためである。
28

文字間隔がほぼ一定なので普通のイタリックと同じではないし，フォントデザインも異なる場合もある。
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\begin{eqnarray}
f(x) & = & axˆ3+b + \frac{bx+a}{c} \\
& & -bxˆ2 + \log(x) \nonumber \\ ⇒
& & \mbox{} -cx \nonumber
\end{eqnarray}
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bx + a
c
−bx2 + log(x)
− cx

f (x) = ax3 + b +

(M.4)

という風になり， ‘-cx’ の行が正しい。マイナス記号前後の空白の幅を，すぐ上の ‘-bxˆ2’ の部分と比
較して欲しい。\nonumber はその行の式には式番号が不要であるという意味である。
記号で式を参照したい: 式を番号ではなく記号で区別したい場合には， plain-TEX の命令 $$ を用いて

$$
f(x) = a \left\{ xˆ3 + b \left(
⇒
cxˆ2 + d \right) \right\} \eqno{(*)}
$$

{
(
)}
f (x) = a x3 + b cx2 + d

(∗)

とするといい。ただし，この式記号 (∗) は相互参照できない。この例では括弧の使い方も示した。括弧始
めと終わりに付ける \left や \right を省くと

$$
f(x)=a \{xˆ3+b(cxˆ2+d)\} \eqno{(*)}
$$

⇒

f (x) = a{x3 + b(cx2 + d)}

(∗)

となってしまうので，とても読み難くなる。また \left と \right は必ず対で使わないとエラーになる。

(6)

図表と写真

HTML の場合: 図と画像等のデータは，そのファイルを文中に <img> タグで指定することによって配置でき
る。例えば

<img align="bottom" width=250 height=300 alt="愛犬 " src="./photos/dog.jpg">
といったようなタグを使う。 alt は目の不自由な人等にとって重要なので省略しないようにする。 width 等は
写真のサイズ指定である。図や写真のファイル形式はブラウザに依存しないようにすべきであり， jpg 形式か

gif 形式（滅多に使わないだろうが xbm 形式）が標準であろう。 HTML でも次に示す LATEX のフロートのよう
な利用法は可能である。窓（複数）システムを使っているんだったら，フレームを使ったり単にリンクするの
はもったいない。例えば

<a target="photoswindow" alt="愛犬 " href="./photos/dog.jpg"> この写真では</a>
とすると， photoswindow という名前付きの窓が別に開いて，そこに画像が出力される（ブラウザの設定によっ
てはそうならない）。もちろん直接画像ファイルではなく，他の HTML ファイルでもいい。
表は HTML にタグが用意されている。非常に面倒だが <table> の中に，<tr>, <th>, <td> 等を使って書く。
使い方は各種文献を参照して欲しい。

LATEX のフロート: LATEX の場合は，図表は figure か table 環境の中に配置する。この二つの環境はフロー
ト（浮き）という分類に属しており，ソースファイル中の位置とページのレイアウトの状態とを勘案して，複
数のページ内をあちこち「漂う箱」と考えなければならない。つまり，どこに配置するのか決めるのは TEX そ
のものであり，利用者は DVI ファイルを見ながら，欲しい位置に来るように調整する必要がある。これはたい
ていの出版物（辞典のようなものではなく）の場合，図表は上や下にまとめてあることを思い出せば納得がい
くのではないだろうか。面倒ではあるが，文章の読み易さを損ねないための工夫と考えて欲しい。
次の具体例では，左側が図で右側が表の例であるが
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140

120

σ11 (MN/m2 )
本提案式
σ̇ を与えた場合
ε̇ を与えた場合
従来の方法

100
Doe の解析結果
Bear の解析結果
80
実験値

写真 M.2 現 場 視 察 用 （ん な わ け は な い が， 呵 呵）

UH-60A Blackhawk (Hasegawa D3 1:72):
PostScript の写真の例

\begin{figure}
\begin{center}
\includegraphics*{uho1.ps}\\
\includegraphics*[width=4cm]{uho2.ps}
\end{center}
\caption{キャプション}\lable{fig:hoge}
\end{figure}

0

0.01

p
ε11

図 M.3 図化ソフトウェアからのインポート

\begin{table}
\caption{実験値}\label{tab:hogege}
\begin{center}
\begin{tabular}{|l||r|r|} \hline
..... 表そのもの
\end{tabular}
\end{center}
\end{table}

のようにする。「キャプション」というのは図表の見出しのことで，例えば写真 M.2 の「PostScript の写真の
例」という文字列のことを意味する。キャプションにも順番に図表番号を付けるのが慣わしである。また，図
のキャプションは図の下に，表のキャプションは表の上に配置する決まりがある。また，キャプションのとこ
ろまで中央揃えの指定をする人が多いが，不要である。 PostScript ファイルを読み込むには，プリアンブルで

\usepackage{graphicx}
のように，スタイルファイルというパッケージの利用を宣言する必要がある。なお，例の最初の図（第 3 行）
はその図の幅指定をしないで読み込んでいるが，それは元々の図の幅がページからはみ出さないように作られ
ているからである。一般には美しい仕上げになるように，図は大きめに描くことが多いので，その PostScript
ファイルの横幅がページ幅くらいまで大きいことがある。そのため，例の二つ目の図（第 4 行）では，その幅
を width=4cm で指定して読み込み，縮小している。原則として後者が望ましく，例えば論文集に投稿する図の
ような場合で版下を提出する必要が無い場合（レイアウトを出版社がしてくれるような場合）には， 1 ページ
いっぱいに描けるくらいの大きさの図のファイルを提出する方がいい。

LATEX で直接図を描くことも可能ではあるが，別パッケージ29 を利用したとしても限界がある。したがって，
図 M.3 のようなグラフそのものは，某社の表計算ソフトウェア等いろいろな図化ソフトウェア30 で描くことに
なる。 LATEX では，いくつかの方法で図のデータをインポートすることができるが，出版のことを考えて汎用
性を持たせるためには，最終的には PostScript ファイルに変換して上述の方法を用いるのがいい。なお， LATEX
の初期設定では「写真環境」は用意されていない。この文書ではそれを新しく定義しているので，写真 M.1 の
キャプションが「写真 M.1」になっている。
表そのものを LATEX で作成する場合には， tabular 環境を使うといい。
29
30

例えば図 M.1 のツリー図では後述のスタイルファイルを用い，図 M.8 は C 言語で書かれた ‘flow’ というソフトウェアを利用した。
教科書には ‘gnuplot’ が紹介されている。第 M.3.3 節で例を一つ紹介する。
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\begin{table}
\caption{2 次方程式 $axˆ2+bx+c=0$ の根}
\begin{center}
\begin{tabular}{|c|c|c||c|c|}\hline
$a$ & $b$ & $c$ & $x_1$ & $x_2$ \\\hline\hline
1 &
2 &
1 & $-1$ & $-1$ \\\hline
1 & $-2$ & $-3$ & $3$ & $-1$ \\\hline
\end{tabular}
\end{center}
\end{table}
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表 1. 2 次方程式 ax2 + bx + c = 0
の根

⇒

a

b

c

x1

x2

1

2

1

−1

−1

1

−2

−3

3

−1

& が縦にそろえる位置を指定している。負の数だけを $ で囲んでいるのは，正しいマイナス記号にするためで
ある。もしこうしないとハイフンになってしまう。例えば， ‘-2’ は ‘-2’ に， ‘$-2$’ が ‘−2’ となる。当然後者
が正しい。ワードプロセサや某社のプレゼンテーションのソフトウェアを用いる人達が，よく間違ってハイフ
ン記号をマイナス記号として使ってしまうことがあるので注意すること。

演習問題 M-2

7. ファイルを ‘vita.html’ とし，「略歴と趣味」をヘッダ <h1> で本文最初の行に表示する HTML 文書を
作成せよ。第 M.2.2 (1) 節に書いたように，ソースの未完成テンプレートはサーバーからダウンロードで
きる。また文末には適当な <address> も付けよ。ブラウザでそのファイルを読んでみて，確かに期待し
たページが表示されることを確認せよ。作成している最中は次のようにすると便利（GUI の場合にどう
なっているのか理解するために）である。まずエディタは

kwrite vita.html & 
として立ち上げる。最後に ‘&’ がある命令は，いわゆるバックグラウンドで実行される31 ので，コマンド
プロンプトへの別の命令の入力が続けて可能になる。この状態で文書を作りながらある程度できたとこ
ろで一時的にファイルを保存し，ブラウザをコマンドラインから

mozilla & 
で立ち上げ，先に保存した文書を表示することができる。文書が思ったような出来になっていない場合
には，エディタで加筆修正をした上で再度一時保存し，ブラウザでも読み直すという操作を繰り返せば
いい。ただし，後述の LATEX 文書や Java プログラムのコンパイルとは異なり，エラーメッセージは出な
いので，画面の表示が設定した通りになっているかどうかを目で確認する必要がある。その間は常にこ
の二つのプログラムは実行したままにすればいい。つまり， GUI で二つのプログラムを実行しているの
と全く同じ状況である。

8. 同じファイル ‘vita.html’ に，さらに次のような追加をせよ。
• ヘッダ <h2> を用いて「略歴」という節題目を宣言し，その次の行に，事前にメイルから取り出し
た自分の顔写真 ‘myface.jpg’ を右詰めで配置せよ。ただし，写真のサイズについては <img> タグ
のオプションの中で，例えば width=250 あるいは height=300 くらいにしておけばいい。

• 次に，小学校卒業以来の略歴を箇条書きにして並べよ。もちろん事実でなくていい，呵呵。
31

第 1 著者が学生だった頃のメインフレームでは Time Sharing System (TSS) と呼んで，複数のジョブが同時に（ちょっとずつ順番に）
実行されていたが，その命令と考えればいい。この方法は覚えておいて欲しい。卒業研修等で数値シミュレーションをする場合には，
多分，計算は数時間以上かかるのは当たり前である。研究室の計算用のサーバでは，一人一人の計算はバックグラウンドでやらせるの
が普通である。例えば，ファイルからデータ入力し，結果を別ファイルに書き込むシミュレーションプログラム ‘mysimulation’ を

mysimulation &



のようにして実行し，システムからはログアウトするのである。コンピュータが計算をしている間は，学生さんは自分の頭を使った別
のもっとクリエイティブな仕事ができるのである。ちなみに ‘&’ はアンパサンドと呼ぶが，ラテン語の ‘et’ の合字が元だと思われてい
て，手書きの場合は ‘ ’ のようにも書く。
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• その次には，別の節題目「趣味」をヘッダ <h2> で立てて，さらに <h3> で小節題目「趣味一覧」と
して，まず自分の趣味（敢えて複数にせよ。呵呵）を，一番好きなものから順に，番号付きの箇条
書きで並べよ。そのあとには <h3> で小節題目「一番熱心な趣味について」として，一番好きな趣
味について，それに興味を持った経緯や，どういうことをしているのか，面白おかしく「起承転結」
で，少なくとも三つの段落を用いて説明せよ。ここも事実ではなくていい。説明では写真を使って
もいいが，必ず自分が撮影したものだけにすること。インターネット上の写真であれば，それにア
ンカーするだけ（<a href=http://...> ○さんの作品</a>）にせよ。どうしても他人が撮った写
真（インターネットからダウンロードした画像等も含む）を使いたい場合には，必ずメイルや電話・
手紙で事前にその許諾を得ておくことと，その出典（誰がどこで公開していた写真なのか）と許可
を得たことを，写真のキャプションに書くこと【情報倫理の遵守 !】。
最終的に，図 M.4 の左側のようなページができることをブラウザで確認したあと，本文 ‘vita.html’ と，
顔写真の ‘myface.jpg’ の二つのファイルを提出せよ。もし趣味の説明に写真を使った場合には，その
ファイルも提出せよ。

9. 自分の顔写真のファイル ‘myface.jpg’ を，適切なソフトウェア（‘Gimp’ がインストールされていると
思う）で PostScript ファイル ‘myface.ps’ に変換せよ。もし趣味の説明で写真を使っている場合には，
それもすべて変換せよ。 ‘Gimp’ もインターネットからダウンロードして自宅のコンピュータにインストー
ルすることができる。

10. 上の 8 番で作った HTML ファイルの中身とほぼ同様の ‘vita.tex’ という LATEX のファイルを，図 M.4
の右を参考にして作れ。ただしそのときに使う写真は PostScript ファイルの方を用いること。また， HTML
ファイルでインターネット上の写真等へのアンカー『<a href=http://...> ○さんの作品</a>』を使っ
ている場合には， LATEX ファイルでは『○さんの作品 ({\tt http://...})』とするだけでいい。完成
したら，下に書いた方法で pdf ファイルを作成し ‘vita.pdf’ を提出せよ。
まず最初の数行については

\documentclass[a4j]{jarticle}
\usepackage{graphicx}
\title{略歴と趣味}
\author{情報基礎 B}
\begin{document}
\maketitle
\begin{flushright}
\includegraphics*[height=3cm]{myface.ps}
\end{flushright}
\section{略歴}
.....
として始めればいい。ヘッダには節見出し \section, \subsection を用いよ。最終的には pdf ファイル
に変換したファイル ‘vita.pdf’ の方を提出せよ。このときも HTML ファイルを作ったときと同様に

kwrite vita.tex & 
でエディタをバックグラウンドで実行して文書を作成し，一時保存をした上で，コマンドラインから

platex vita.tex 

［これには & はつけないよ］

でコンパイルする。このとき，エラーの検出で中断されることがある。例えば

Runaway argument?
{itemize \end {itemize}
! Paragraph ended before \end was complete.
<to be read again>
\par
l.29
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略歴と趣味

略歴と趣味
情報基礎 B
2009 年 6 月 10 日
顔写真

略歴
顔写真

氏名:
金毘雄太
生年月日:
1990 年 5 月 10 日（◎曜日）
学歴:
小学校以降

1 略歴

1997/3/31:
○△小学校卒業
・・・・・略・・・右の LATEX 例を参照のこと
2006/4/1:
東北大学工学部 建築・社会環境工学科入学

趣味
趣味一覧
自分の好きな趣味には，好きな順番に，次のようなものが
ある。

1
2
3

氏名: 金毘雄太
生年月日: 1990 年 5 月 10 日（◎曜日）
学歴: 小学校以降
1997/3/31: ○△小学校卒業
1997/4/1: ○△中学校入学
2000/3/31: ○△中学校卒業
2000/4/1: △○高等学校入学
2005/3/31: △○高等学校卒業
2006/4/1: 東北大学工学部 建築・社会環境工学科入学

2 趣味
2.1 趣味一覧

鉄道模型と鉄道写真
トライアスロン
超 B 級映画鑑賞

自分の好きな趣味には，好きな順番に，次のようなもの
がある。

一番熱心な趣味について

1. 鉄道模型と鉄道写真
2. トライアスロン
3. 超 B 級映画鑑賞

鉄道模型は，おやじが・・・・どういうきっかけで趣味に
なり，いまはどうなっているのか・・・
少なくとも三つの段落を用いて，読んで面白い「起承転
結」になるように，少し長めの説明を書く。もちろん嘘で
いいが，下品なことは書かないこと。
鉄道写真は，おふくろが・・・・どういうきっかけで趣味
になり，カメラは・・・ ということ。
情報基礎 B
金毘雄太 2009 年 6 月 10 日

2.2 一番熱心な趣味について
鉄道模型は，おやじが・・・・どういうきっかけで趣味
になり，いまはどうなっているのか・・・
少なくとも三つの段落を用いて，読んで面白い「起承転
結」になるように，少し長めの説明を書く。もちろん嘘で
いいが，下品なことは書かないこと。
鉄道写真は，おふくろが・・・・どういうきっかけで趣
味になり，カメラは・・・ ということ。

図 M.4 略歴と趣味というページと文書 — 左側が HTML で右側が LATEX による結果・・・に似せたもの

?
のように表示されたままになる。第 29 行で変なこと（itemize 環境の設定か何かの間違いかスペルミス
や，{と } の括弧の不整合）が発生したことを示している。あるいは

! Undefined control sequence.
l.53 f=\sqr
{x}
?
のようになる。第 53 行で，定義されていない命令 \sqr （正しい平方根は \sqrt である）を使ったこと
を示している。このように， LATEX の使い方を間違っているためにエラーが発生している。このときに
はエラーメッセージを読み， ‘?’ マークのプロンプトに対して ‘x ’ と入力32 して一旦コンパイルを中止
し，ソースファイルを修正する必要がある。このような修正作業を「虫取り」と呼んでいる。よくある
エラーについては pp.885-892 にもいくつか例示した。
何もエラーが無くなったら，バックグラウンドで表示ソフトウェアを実行し

xdvi vita.dvi & 

あるいは

pxdvi vita.dvi & 

で表示し，できあがりを確認する。不適切な箇所があれば，再度エディタで修正し，一時保存とコンパイ
ル・再表示を繰り返せばいい。最終的な文書が完成したら

dvipdfmx vita.dvi 
を実行して pdf ファイルを作成する。
32

慣れてきたら ‘r
効率的である。

’ と入力して全部のエラーをログファイル（この例では ‘vita.log’）に書き出させ，そのあとで虫取りをするのも
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演習問題に関連したトリビア:

pdf 形式のファイルは，無料で配布されている Adobe Reader をインストール

したコンピュータではもちろん，最近では携帯端末でも表示できる。大学でレポートを電子的に提出する場合
も， pdf ファイルにすることによって自分と異なるコンピュータ環境にいる友人や教員でも全く同じ文書を読
むことができるようになる。また，文書中の文字列の検索もできるし，文書内の相互参照（HTML のアンカー
タグの利用や LATEX の相互参照とほぼ同じ機能）も可能である。さらに，某社のワードプロセサ等と同様，表
示される URL33 部分をクリックすればブラウザが立ち上がり，そのページに直接アクセスできる。
ところで，バックグラウンドで何かを実行しているときには，コマンドプロンプトに対し

jobs 
とすれば，多分

[1]+
[2]+

Running
Running

kwrite vita.html &
mozilla &

のように表示される。もしブラウザをコマンドラインから中断する（そんな人いないって）には

kill %2 
とすればいい。%2 の ‘2’ は，上の ‘[2]+ Running’ の括弧の中の数字である。

M.2.3 プログラムやパッケージを使う
(1) JavaScript の利用 (HTML)
HTML のページの場合， JavaScript というプログラミング言語を用いて，少し面白いことができる。文法や
例については，いろいろなページ（次の例の中にも URL がある）で探して，そして見て欲しい。「あなたは○
人目の訪問者」といったアクセスカウンタもそうだが，例えばヘッダ部に

<script language="Javascript">
<!-// please keep these lines on when you copy the source
// made by: Nicolas - http://www.javascript-page.com
var image = "http://www.uho.tohoku.ac.jp/images/new.gif"
// ある期日までは，指定した画像（上の行で指定）を表示
function expnew(when) {
when = new Date(when)
date = new Date()
if (when.getTime() > date.getTime()) {
document.write("<img src="+image+">")
}}
//-->
</script>
のように，関数 ‘expnew’ の定義をしておいて，本文では

<li><a href="#new-item"> 新しい箇条 (1/1/2009)</a>
<script language="Javascript">
<!-expnew("2/10/2009")
//-->
</script>
のようにすると，この「新しい箇条」の右には，ある期日までは指定した画像 ‘new.gif’ が表示される。
また，例えば
33

インターネット上の情報のある場所を表す方法。例えば p.884 の http://www.civil.tohoku.ac.jp/bear/... のような表示。
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この文書は

<script language="Javascript">
<!-// please keep these lines on when you copy the source
// made by: Nicolas - http://www.javascript-page.com
document.write(" "+document.lastModified+"")
//-->
</script>
に改訂されています。
のように，この HTML ファイルの更新日を表示するプログラムを本文中に置くこともできる。

(2)

スタイルファイルの利用 (LATEX)

PostScript ファイルを読み込むのに ‘graphicx.sty’ というスタイルファイルを利用していた。これを使う
!’ とか鏡像 ‘rorrim’ のようなこともできる。同じように， LATEX の機能を拡張した各種スタイ

wrong

と，回転 ‘

ルファイルを使うといろいろなことができる。例えば，この文書中の罫線で囲んだ例等は

\usepackage{boxedminipage}
と指定して，新しい boxedminipage 環境を使っている。また，表 M.1 の二重罫線と，前節の p.895 の例にあ
る標準的な二重罫線とは若干違っているが，これも

\usepackage{hhline}
として水平罫線を拡張している。さらに図 M.1 のツリー図も

\usepackage{eclclass}
というスタイルファイルを使って描いている。いろいろなスタイルファイルについては，例えば

http://mechanics.civil.tohoku.ac.jp/bear/bear-collections/index-j.html
のガイドが参考になるかもしれない。

(3)

LATEX 文書を HTML 文書に変換する

先に紹介した ‘latex2html’ の例を図 M.5 に示した。この例では，変換のときに節番号も表示するようにし
てあり，式番号については LATEX の相互参照機能が HTML のアンカー機能に自動的に変換されている。他にも
ページのナビゲーション等多種多様な設定ができるようになっている。

M.2.4 悲しいワードプロセサ
残念なことに，テンプレート（定型下敷き）の無い場合で，ワードプロセサで作られた美しい（内容ではな
く）文書に出会ったことは数回しか無い。「これは LATEX で書いたのかな」と思うようなワードプロセサによ
る文書を見たこともあるが，単なる偶然か，その作成者は LATEX の使い手でもあった。その悲しい出力を少し
例示しておきたい。ただし一部分は LATEX ユーザーも注意すべき点でもある。最近は経済的な理由から，多く
の論文集で版下原稿（そのまま印刷してしまう元版）の提出を要求することが増えている。できれば組版の規
則に従った版下に近づけたい。
組版では英数字は半角指定である。表 M.2 の左側の例は，主にその英数字の間違いである。節見出しの番号
が全角数字である。全角数字の西暦は途中で改行されてしまう。最初の「2008」は英数字用のきちんとしたフォ
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\documentclass{jarticle}
\title{{\tt LaTeX2Html} の例}
\author{筆 者}
\date{2008 年 5 月 11 日}
\begin{document}
\maketitle
\section{最初の節}
{\tt LaTeX2Html} の例を示す。例えば式は
\begin{equation}
\int_{-\infty}ˆ\infty \phi(x)\,\delta(x-a)\,\mbox{d}x=\phi(a)
\label{eq:1}
\end{equation}
となる。この式 (\ref{eq:1}) を引用してみた。表は
\begin{center}
\begin{tabular}{|c|c|c|}\hline
a & b & c \\ \hline\hline
0.1 & 0.5 & 1.2 \\ \hline
\end{tabular}
\end{center}
となる。
\end{document}
<HTML>
<HEAD><TITLE>LaTeX2Html の例</TITLE></HEAD>
<BODY>
<H1 ALIGN="CENTER"><TT>LaTeX2Html</TT> の例</H1>
<P ALIGN="CENTER"><STRONG> 筆 者</STRONG></P>
<P ALIGN="CENTER"><STRONG>2008 年 5 月 11 日</STRONG></P>
<H1><A NAME="SECTION00010000000000000000">
1 最初の節</A></H1>
<TT>LaTeX2Html</TT> の例を示す。例えば式は<BR>
<DIV ALIGN="RIGHT"><TABLE WIDTH="100%" ALIGN="CENTER">
<TR VALIGN="MIDDLE"><TD ALIGN="CENTER" NOWRAP><A NAME="eq:1"></A>
<IMG WIDTH="195" HEIGHT="45" BORDER="0"
SRC="img1.gif" ALT="EQ"></TD>
<TD WIDTH=10 ALIGN="RIGHT">
(1)</TD></TR></TABLE>
<BR CLEAR="ALL"></DIV><P></P>
となる。この式 (<A HREF="l2t.html#eq:1">1</A>) を引用してみた。表は
<DIV ALIGN="CENTER"><TABLE CELLPADDING=3 BORDER="1">
<TR VALIGN="BASELINE"><TD ALIGN="CENTER">a</TD>
<TD ALIGN="CENTER">b</TD><TD ALIGN="CENTER">c</TD></TR>
<TR VALIGN="BASELINE"><TD ALIGN="CENTER">0.1</TD>
<TD ALIGN="CENTER">0.5</TD><TD ALIGN="CENTER">1.2</TD></TR>
</TABLE></DIV>
となる。<BR> <HR>
<ADDRESS>
<I>John Doe <BR> Sun May 11 15:15:56 JST 2008</I>
</ADDRESS>
</BODY>
</HTML>

図 M.5 ‘latex2html’ の例 — 式は gif 画像に変換される（ただし左下の HTML 文書は若干整理してある）

ントを用いているが，第 2 行のそれは，漢字フォントの明朝の半角（全角のデザインを半分にしただけの醜い
もの）を用いているため，あまり美しくない。また二つの「5 種類」の数字の一つが全角数字になっているが，
どちらかわかるだろうか。さらに，「ところで」には段落始めの字下げが無い。前の行末処理を間違ったのか，
字下げを忘れたのかが不明なため，文章の論理を正しく伝えることができていない。ただし，英数字に半角を
用いることについては， LATEX を使う場合にも十分な注意が必要である。
表 M.2 の右側の例は，学協会の文章等でも見たことがある曖昧な表現である。この例を好意的に解釈すれば，
最初の二つの箇条がある一つの目的で列挙され，その後ろの「その次に・・・」のところでは一旦本文に戻っ
ていて，そのあとに別の目的の二つの箇条が並んでいると考えられる。しかし，これはもしかしたら四つの箇
条書きなのかもしれない，という曖昧な結果になっている。この部分は，各箇条の第 2 行以降が，記号「 • 」
と小空白の幅分だけ確実に字下げされてさえいれば，こんな曖昧な文章構成にはならない（p.881 の箇条書きを
参照のこと）のである。さらに，下の二つの箇条の記号には醜いフォント（明朝 P）を使っているため，明確
な箇条書きには見えない。某社のプレゼンテーションソフトウェアを使った，卒業研修等の発表スライドによ
く見られる悪い例である。 LATEX を使えば，このあたりはほとんど何も考えないでいい。
さて，なぜ演習では，こんな面倒な HTML や LATEX を使うのか。ウェブページはもっと簡単に，しかも美し
いものを作るソフトウェアがあるじゃないか。数式エディタを使えばワードプロセサに含むことができる綺麗
な数式を書くことができるし，ワードプロセサでも多くの人が論理的な科学的文章を書いているじゃないか。
確かにそうである。しかし，実はそのワードプロセサの文書ファイルの中には， HTML のタグや LATEX の命令
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表 M.2 何度か見たことのある，ワードプロセサ等による出力例で悪い点
３ 歴史的背景
この構造物は 2008 年に竣工予定で・・・２０
０４年には・・・
年には・・・
さらに，・・・と新しい段落の文章が続き，い
くつかの文節が終わったとしよう。
ところで，・・・となっている。そこで， 5 種類
のプランを・・・さらに５種類の色を・・・

• 箇条書きがここから始まる。それが 1 行を超え
ているとしよう。
• 次の箇条書き。ここに節がある。いくつかの文
節が並ぶ。
その次に，字下げが無いまま，また何らかの文章
が続いている。それが 2 行続いたあとに
•このような箇条が，ちょっとばかり長く長く続い
ていたり
•このような箇条があったとしよう。

に相当する制御コードがたくさん入っている。違いは，ソフトウェアにタグを付けさせるのか，作文する本人
が付けるのかの差でしかないのである。そして HTML や LATEX では，そのタグを自らが指定することによっ
て，文章の論理構造を自分自身で明確に認識・指定できる点が，ワードプロセサには無い強みなのである。文
書作成の段階毎の推敲の進行例を p.927 に示したが，できあがりのレイアウトを全く意識せずに，文節の移動
や変更が容易にできていることを示したつもりである。また LATEX の場合には相互参照機能があるため，この
文書のように，目次や参考文献リスト・索引をとても簡単に間違い無く作ることができること等も実務的なメ
リットである。
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M.3.1 数値の表現とコンピュータへの命令
(1)

なぜ 2 進法

10 進法の例えば「2314.6d 」という数値34 は，具体的には [2×103 +3×102 +1×101 +4×100 +6×10−1 ]d である。
では同じ表現「2314.6h 」が 16 進法である場合には，その数値は [2×163 +3×162 +1×161 +4×160 +6×16−1 =

8980.375]d という値になることは簡単に予想できる35 と思う。ただこの 16 進法の場合には， 0 から 15d までを
一桁の数字（文字）で表す必要があるので， 10 以上の数字をそれぞれ A から F で表す。したがって，「29d 」
という数値は [1 × 161 + 13 × 160 ]d となるから，「1Dh 」と表現される。では 2 進法の場合はどうだろう。最後
の「29d 」は [1 × 24 + 1 × 23 + 1 × 22 + 1 × 20 ]d であるから「11101b 」と表現されることになる。これも簡単に
わかるように， 2 進法では数字は 0 と 1 しか使えない。
では，コンピュータの仕組みを考えるときに，どう
して 2 進法を使うのか。それは，最も基本的な回路
である論理回路36 の働きに依存している。例えば端子

A と B にそれぞれ，ほぼ 0 V の電圧と，例えば 2 V 程

A
B

Y
Y

度37 の電圧をかけると，端子 Y にはほぼ 2 V 程度の電
圧が発生するといった論理回路がある。こういう動き

A

0

0

1

1

B

0

1

0

1

AND
OR
XOR

0
0
0

0
1
1

0
1
1

1
1
0

図 M.6 論理回路の働き

をするのは「OR 回路」か「EXCLUSIVE OR 回路」
である。これに対し「AND 回路」の場合には三つ目の端子はほぼ 0 V のままになる。この「ほぼ 0 V」という
のを「0」で表し，「ほぼ 2 V」を「1」で表して，電気回路にいろいろな働きをさせたものがコンピュータで
34
35
36
37

数字の最後に ‘d’ がある場合は 10 進法。 ‘h’ と ‘b’ はそれぞれ 16 進法と 2 進法であることを示す。
第 1 著者は大学 3 年生のときに友人に初めて教えられてとても驚いた。
論理回路毎に記号は異なるため，図 M.6 中の記号は，敢えて，実際には用いないもので表した。
実際の電圧がいくつだったか忘れた。
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商品 x · · ·

商品 x · · ·

price · · ·

値段は · · ·

芽森店長
値 =price · · ·

実習生

Clare P.
Ursa

金毘悠太

翻訳者

図 M.7 スーパーのレジ係の実習風景
ある。したがって，コンピュータにやらせる命令はこの「0」と「1」の並びで表現することになる。この命令
の「言葉」あるいは「言語」を「機械語」と呼ぶ。
では，「1+1 は?」という仕事をコンピュータにやらせるときには，どんな命令を下せばいいだろう。多分，
「1」という数値を教えることはできそうだ。しかし「+」とは何。もし機械語に足し算という言葉があればそ
の命令を下せばいい。しかし「sin 1」はどうだろう。 sin という論理回路があるのだろうか。多分，無い。そ
こで，この「正弦」の計算をコンピュータにやらせるための「命令書」が必要になる。そのような命令書を「ソ
フトウェア」あるいは「プログラム」と呼んでいる。このソフトウェアをどうやって機械に実行させるのか概
説する前に， 2 進法の面白い例を一つだけ挙げておこう。それは「0.1d 」を 2 進法で表すことだ。各自でやっ
てみれば明らかだが，この数値は [1 × 2−4 + 1 × 2−5 + 1 × 2−8 + 1 × 2−9 + 1 × 2−12 + 1 × 2−13 + · · ·]d となる。つ
まり，小数点以下が [.0001100110011 · · ·]b のような循環小数になるのだ。面白いでしょ。

(2)

人の言葉と機械の言葉

例えば，図 M.7 に示したように，スーパーのレジのアルバイトの金毘君の実習を芽森店長が実施している場

∨ポッ

合は二人とも日本語で話すことができるから，店長「商品 x」，金毘「（バーコードから ） 153 円」，これで
レジ表示が

∨ポッ
94 円っと」でレジ表示が

1 5 3 になる。店長「商品 y」，金毘「

∨ピッ
金毘「計 っと」でレジ表示は

9 4 。店長「合計は」，

2 4 7 となる。ところが，外国人の Ursa さんが実習するときは，最初は翻

訳者が必要になるだろう。つまり，命令する店長と実行する実習生との間で使える言語が異なるため，その間
の翻訳をする「人」が必要になる。
人がコンピュータに命令するときも，これと同じようなことが起こる。人はコンピュータに対して，例えば
「x = 153, y = 94, x + y を表示」という people-readable な（人が読める）命令をしたいだろう。しかし，コ
ンピュータは ‘0’ と ‘1’ だけの並びでできた機械語，つまり machine-readable な（機械しか読めない）命令で
ないと理解できないから，人が作ったままの命令文は実行できない。したがって，この「人の言葉（高レベル
プログラム言語）」を「機械の言葉」に翻訳する「ソフトウェア」が必要になるのである。この状況を，かな
り低レベルな言語であるニーモニック（アセンブリ言語）による表現例で示そう。
コンピュータの CPU38 の中には， A や B という名前のついた「レジスタ」と呼ばれるものがいくつか並んだ
そろばん

計算用紙のようなものがある。その一つ一つのレジスタはそれぞれが，ちょうど 1 本の「一つ珠の算盤」と考
えればいい。珠が下なら ‘0’，上なら ‘1’ というわけである。機械語には，このレジスタに置いてある値同士の
足し算くらいの命令は存在するものとしよう。それを利用して，この計算用紙の上で例えば，人の言葉で表し
たときの「x + y を計算して， x の値をその答に変更する」という操作，あるいはもう少し機械の言葉に近い
表現では「x の値を記憶しているメモリから値を取り出しレジスタ A に置く。同様に y の値をレジスタ B に置
く。レジスタ B の値をレジスタ A の値に足すと，その答がレジスタ A に入るので，それを x の値を記憶する
38

中央処理装置のことで，機械語の命令を実際に実行する回路群のこと。
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表 M.3 ニーモニックとそれを翻訳した機械語との対比
ステップ

ニーモニック

［

その実際の働き

］

機械語

レジスタの値

1

MOV A, D123

［ x の値をレジスタ A に置く ］

B0h 23h D1h

A: 1 0 0 1 1 0 0 1

2

MOV B, D265

［ y の値をレジスタ B に置く ］

B2h 65h D2h

B: 0 1 0 1 1 1 1 0

3

ADD B

［レジスタ B の値を A に足す］

85h

A: 1 1 1 1 0 1 1 1

4

MOV D123, A

［レジスタ A の値を x に格納］

C0h 23h D1h

B: 0 1 0 1 1 1 1 0

メモリに書き込む」という操作をやらせたのが，表 M.3 の命令39 である。ここでは， x の値 153 (10011001b )
がメモリの ‘D123h ’ 番地に， y の値 94 (01011110b ) がメモリの ‘D265h ’ 番地に記憶されているとした。左か
ら二番目の欄が people-readable なニーモニックと呼ばれる表現言語で表した命令で，次の欄にその働きを説明
した。このニーモニックを機械語に翻訳するソフトウェアを「アセンブラ」と呼んでいる。右から二番目の欄
が，ニーモニックを翻訳した機械語である。アセンブルされた数字の羅列『B0h 23h D1h B2h 65h D2h 85h C0h

23h D1h 』（1011 0000 0010 0011 1101 · · ·: 2 V 0 V 2 V 2 V 0 V, · · ·）が， CPU が理解できる命令文40 なので
ある。各命令の実行後にレジスタに置かれている値の変化を一番右の欄に示したが， 3 行目のレジスタ A に答
の 247 (11110111b ) が現れている。「プログラム」とは「実行可能なファイル」として記憶装置に保存されて
いると第 M.1 節で述べたが，そのファイルの中身が，順番に並んだこのような機械語の ‘0’ と ‘1’ の数字の列
（CPU のある端子に順番に与える電圧の大きさの列）なのである。
我々がよく使う高レベルのプログラム言語の FORTRAN 言語 (FORmula TRANslation) や C 言語の場合には，
ニーモニックよりもっと人にわかり易い表現で命令を書くことができる。例えば上の例の，メモリのどの番地
に x を保存するか等を考える必要は無い。その命令文を機械語の命令文に翻訳するソフトウェアを「コンパイ
ラ」と呼び，翻訳することを「コンパイルする」と称する。これに対し， BASIC 言語 (Beginner’s All-purpose

Symbolic Instruction Code) のような場合には，極端な言い方をすると，人が読める命令文の 1 行 1 行を順番
に機械語で「解釈」しながら実行するという方式をとる場合が多い。こういう「解釈ソフトウェア」を「イン
タープリタ」と呼んでいる。次の節で例として用いる Java 言語の場合は，ある中間的な実行支援プログラムを
作ることを「コンパイル」と呼び，その中間的な支援プログラムを用いて「インタープリタ」が命令を実行す
るという方法をとっているようだ（正確ではないが・・・）。
演習問題 M-3

11. 10 進法では，例えば「0.0105d 」を ‘10’ 倍すると「0.105d 」になる。では 2 進法で「0.25d 」は「0.01b 」
と表すことができるが，その ‘2’ 倍を計算せずに求めて 2 進法で表示せよ。

M.3.2 Java 言語を例としたプログラミング
(1)

人が読める例として

FORTRAN や C は Cygwin のパッケージにも含まれているので，自宅のパーソナルコンピュータにインストー
ルすることができる。同じように Java の処理パッケージもインターネットからダウンロードできる。ところで，
39

40

ある種の CPU に対応したニーモニックには， ‘MOV (move)’ や ‘ADD (add)’ という命令が実際に存在するが，ここのニーモニックも機械
語の数値も，イメージを示したもので，いずれも似て非なるものである。また足し算等も実際にはエラー処理等が必要になるが，それ
は省略した。
確か，昔のマイクロコンピュータ（マイコン）のキーボードには， ‘0’ から ‘F’ までのキーと Enter キーくらいしか付いてなかったよ
うな気がする。
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なぜ演習では Java を使うのか。実は，この Java を使えるようになって欲しいとは考えていない。比較的使い
易い一例として用いていると考えて欲しい。計算のフロー制御や判断を正確にコンピュータにやらせるプログ
ラムを作る経験を（失敗を）することが，この演習の目的である。だから宿題が解けなかったり間違ってもめ
げる必要は無い。単に「今は」わからなかっただけだから。この言語に接して経験さえしておけば， FORTRAN
も C もすぐに使えるようになるはず41 だ。お互いの言語には，例えばインドヨーロッパ語系とラテン語系の間
の違いのような差異は無く，どれもほぼ同じ系列の言葉だからである。後述のアルゴリズムについても，もう
少し学科の専門の知識を得たあとで勉強した方がいいので，ここでは簡単な例を示すに留める。また「オブジェ
クト指向」というキーワードがあるが，それについても残念ながら第 1 著者は理解していないのと，その説明
文にあることがあまり役に立つとは思えないので，敢えて解説はしないことにした。例えば FORTRAN なら，
「フィールド」は「配列」に置き換えればいいし，「メソッド」は「サブルーチン」と「関数」でいい（専門
家は違うと言うが）。
まず， HTML や LATEX と同様，人が読めるプログラムそのもののソースファイルをエディタで作成する必要
がある。代表的なプログラムで，どんな本にも載っている例に

// 文字列の表示
class Hello {
public static void main(String[] args) {
System.out.print("Hi, I am OK!");
}
}
// <--- 処理系によっては空行必要
というのがあるので，ファイル名を ‘Hello.java’ として作って42 みよう。そこでエディタ ‘kwrite’ を，ここ
もバックグラウンドで

kwrite Hello.java & 
とコマンドラインから立ち上げ，上のプログラムの 7 行を入力する。ファイル名と class の名前は同じにする
必要がある（この例の Hello のこと）ようだし，大文字小文字の区別には十分注意すること。これをコンパイ
ルするには，エディタ側でファイルに一旦保存したあと，コマンドラインで

javac Hello.java 
とすればいい。ただし，文法の間違い等があるとコンパイラはエラーメッセージを表示する。そのメッセージ
を読んで間違いを探し出して修正しなければ実行できない。例えば， ‘Other.java’ というある別のプログラ
ムのソースファイルのコンパイル中の

Other.java:22: ’;’ がありません。
stra = br.readLine();
ˆ
は， 21 行末にセミコロン ‘;’ を忘れているエラーであり，あるいは変数が初期化されていないような場合には

Other.java:34: 変数 x は初期化されていない可能性があります。
if (x == y) {
ˆ
のようなメッセージが表示される。また
41
42

少しだけ嘘。第 1 著者は C には強い拒否反応を示す。いまだに理解できないし，使えない。ただ，この文書の演習問題程度であれば，
どれも C に変換するのは比較的容易だった。ほぼ，文字列の入出力を scanf と printf で置き換えるだけで済んだ。
演習室における作業の場合，ファイルの最終行に空行が必要らしい。多分 EOF (end-of-file) の認識に関連しているのだろう。
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Other.java:4: \12288 は不正な文字です。
System.out.print("Guess what!");
ˆ
のようなエラーは，全角のスペース「 」をプログラムの演算部分（行頭の空白の部分も含む）に使った可能
性を示している。このような修正作業もやはり「虫取り」と呼んでいる。
すべてのエラーが無くなったら， ‘Hello.class’ という中間的な実行支援プログラムができるので

java Hello 
で，このプログラムが実行できて，端末画面には

Hi, I am OK!
という文字列が表示されるはずだ。二つの " で挟まれたものは単なる文字列である。ただし，コンパイル時に
はエラーが無くても実行時にエラーが生じることもある。その場合も，そのメッセージを読んでソースファイ
ルの修正をしなければならない。実行時のエラーの原因は初心者にはなかなかわからないと思うが，演習でよ
く起きるのはファイル名と class 名が違っていることが原因になったもの等である。最悪なエラーは，実行時
にもエラーが発生しない代わりに，得られた結果がどう考えても変だという間違いである。卒業研修等のプロ
グラムで頻繁に起こるエラーであるが，この虫はナナフシやコノハチョウのように，なかなか見つからないよ。
演習問題 M-4

12. 自分のホームディレクトリ ‘˜’ に， ‘Java’ というディレクトリを作り，そこに移動せよ。
13. そこに，上の例 ‘Hello.java’ を作り，コンパイルして実行せよ。試しに
cat Hello.class 
を実行し，クラスファイルが単純なテキストファイルではないことを確認せよ。

(2)

文法の基本

始まりと終わり:

例えば ‘Program.java’ というファイルのプログラム ‘Program’ は， HTML や LATEX と同

じようなおまじないとして

import java.io.*;
import java.math.*; // これはしばらくは不要かもしれないが入れておこう
class Program
{
public static void main(String[] args) throws IOException
{
int a, b = 0;
String stra, strb;
【プログラム本体】

}
}
のようにする。public static ... の行までのわけはわからなくていいが，{で始まったものは必ず } で終わ
る。これも HTML のタグや LATEX の環境と同じと考えればいい。プログラム本体の最初には，そこで使う変数
を宣言（定義）する必要がある。上の例では， a と b という二つの整数 (integer) と， stra と strb という二
つの文字列 (string) を定義している。実数については後述する。また，変数 b はプログラム中で明示的には数
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字が代入されていない可能性43 があり，ここでは零を初期値として代入してある。もしコンパイラが「初期化
されていない」と警告してきた場合には，このように初期値を設定すればいい。もちろんプログラム本体で値
を代入してもいい。以下，原則として変数の定義と【プログラム本体】の部分だけについて説明し，始まりと
終わりのおまじないは省略する。
演算:

四則演算では，掛け算が ∗ であり，割り算が /，余りの計算が % でできる。各文の最後にセミコロン ‘;’

が必要な点が，なかなか煩わしい。また，前の例でも使ったが， ‘//’ という記号は，その行のそれより右が単
なるコメントであることを示している。ところで，前の節の説明例で，「x = 153, y = 94, x + y → x」という
のを使ったが，この最後の式をプログラムにすると，実は

x = x + y;
となる。これはもちろん，方程式と考えると ‘y = 0’ となってしまうが，そういうことではない。このような
式は「代入文」と呼ばれるもので，「x と y の値が格納されているメモリから値を取り出し，右辺の計算をし
たあと，その値を左辺の x に代入する（x の値を記憶しているメモリに書き込む）」ということであることに
注意すること。かつて BASIC 等では，この等号の部分を

x := x + y
と書いて区別していたこともある。等号というより，左向きの矢印 ‘⇐’ と考えて欲しい。だから， ‘x+y=z-a;’
といったように左辺に演算が来ることは決して無い。プログラミングの勉強でほぼ全員が悩む最初の難関であ
るから，たった今は理解できなくても心配する必要は無い。後述の源吾君のお小遣いプログラムで再度解説す
るが，結局は慣れるより他には道は無い。
キーボートからの入力と画面への出力:

文字の入力と画面表示については，一時的記憶場所（バッファ）を設

けたりして，たいへん面倒である。例えば

int a, b, add, sub, mul, div, rem;
String strx;
BufferedReader br =
// 何かキーボードから入力した文字のバッファ
new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
System.out.println("Solution of a linear equation: a*x + b = 0");
System.out.print("Enter a: ");
strx = br.readLine();
a = Integer.parseInt(strx);
System.out.print("Enter b: ");
strx = br.readLine();
b = Integer.parseInt(strx);
add
sub
mul
div
rem

=
=
=
=
=

a
a
a
a
a

+
*
/
%

b;
b;
b;
b;
b;

とすれば，キーボードから入力した数字（どうやら Java はそれを文字列と認識するらしい）が，二つの整数 a
と b の値として代入される。わけはわからなくてもいいからこの通りにする。実数の場合は次の第 M.3.2 (3) 節
43

言語やシステムにも依存して，プログラムが実行された直後に変数領域をすべて零で初期化してくれるかどうかは曖昧である。ある変
数を記憶するメモリに偶々保存されていた数値が，その変数の初期値として設定される場合もあるので，必ず自らのプログラム中で適
切な値で初期化すべきだろう。
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の例を参照のこと。 System.out.println は 1 行の表示で改行される。一方， System.out.print の方は改
行無しの表示なので，この例のように，入力する値のプロンプトに使うときには便利である。最後の 5 行は，
それを用いた四則演算と余りの計算である。
さらに，上のようにして演算した変数の数値を画面に出力するためには

System.out.println("a = " + a + ": b = " + b);
System.out.println(" addition
= " + add);
System.out.println(" multiplication = " + mul);
System.out.println(" remainder
= " + rem);
のようにすると，例えば

a = 5: b = 3
addition
= 8
multiplication = 15
remainder
= 2
のように画面には出力される。 System.out.println の括弧の中の + の記号は， 1 行に並べる個々のものを
一つの文字列（数値のときはその数字でできた文字列）と考え，+ の左にある文字列にその右の文字列を「くっ
つける」という命令を表している。数字の本当の足し算ではないので注意すること。つまり

System.out.println("a = " + a + ": b = " + b);
System.out.println(" addition
= " + a + b);
のようにすると，例えば

a = 5: b = 3
addition

= 53

にしかならない。よぉーく見て何がおかしか理解して欲しい。いろいろ試してみて，この機能を理解して欲し
い。他にも，「タブ」のような「コントロール文字」\t 等も定義されているが，特に使う必要は無い。その一
例は次の第 M.3.2 (3) 節に示した。
フロー制御:

さてシミュレーション系プログラミングの場合には，計算の流れ（フ
前のプロセス

ロー）は大局的には上から下への直線的な流れが主であるが，部分部分では小規模

?

なフローの制御が必要ではある。そのフロー制御のうち，まず繰り返しというのは

for (初期値; 継続条件; 値更新)
{
プロセス
}
というコーディング44 で行い，それは図 M.8 のような処理のフローになる。例えば

for (i=1; i<=50; i++)
というのは，「i の初期値を 1 にして，それを 1 ずつ増やし (i++)45 ながら， i が

50 以下の間は繰り返す」という意味になる。 i<=50 は実際には i ≤ 50 と書きた
いのだが， ≤ という文字がキーボードには無いため，不等号と等号を横に並べてあ
る。左向きの矢印ではないよ。
44
45

ソースプログラムを書くことを指す。
i=i+1 と同じこと。これで「代入文」の意味を理解してもらえるだろうか。

初期値

?
-

継続条件

No

Yes

?

プロセス

?

値更新

?

次のプロセス

図 M.8 繰り返し
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簡単な例として，足し算ができるようになった蛇馬家の小学生の源吾君のお小遣いについて，お父さんが「源
吾の月々の小遣いは，前の月の 1 日に 1 円， 2 日に 2 円というように日付の額ずつお父さんが貯金して，それ
をその月にあげよう。さて 5 月の小遣いはいくらか。」と訊ねたとして，そのまま計算するには

int i, total;
total = 0;
for(i=1; i<=30; i++)
{
total = total + i;
System.out.println(i + "日までの貯金は " + total + "円 ");
}
とすればいい。答は 465 円である。 30 日分の繰り返しと，代入文の意味が理解できるだろうか。代入文では例
えば total を「貯金箱」と考えてみるといい。まず月初めには空（‘total = 0’）にする。そして式は「前の
日の貯金箱の中身（右辺の total）に，その日付のお金（右辺の i）を加えると，それがその日の貯金箱の中
身（左辺の total）になる」という風に読むのである。
この代入文は左辺と同じ変数が右辺にもあるので初
心者がまず戸惑う箇所である。その代入文の理解のため
に，是非次のような作業をして欲しい。まず紙の一番上
の行に total=0 と書く。次の行に， i=1 と書いて，その
ときの計算 total=total+i を自分でやって，その段階
の total の値をその右に書く。次に i=2 と書いて・・・
という風に，コンピュータがやることと全く同じことを
自分の手で実行するのである。こういった練習を数回すると，そのあとは疑問無く代入文が書けるようにな
る。
次に，フロー制御のうちの判断と分岐というのは

if (分岐条件) {
プロセス A
}else{
プロセス B
}

前のプロセス

?
Yes

分岐条件

?

No

?

プロセス A

プロセス B

というコーディングで行い，それは図 M.9 のような処理のフローにな
る。もしプロセス B が不要な場合には

?

次のプロセス

if (分岐条件) {
プロセス A
}

図 M.9 判断と分岐

だけでいい。具体的には，例えば

if (index == 100) {
というのは， index という変数が 100 のとき（条件の等値を表すためには等号が二つ必要であることに注意）
に分岐しろという制御になっている。前述の源吾君のお小遣いの例で「5 と 0 の日だけは 50 円入れてやろう」
という変更を加えると

for(i=1; i<=30; i++)
{
if (i % 5 == 0) {
// 5 で割り切れた日だけ
total = total + 50;
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} else {
total = total + i;
}
}
のようにすればいい。答は 660 円である。
ところで，繰り返し制御の場合に，途中で分岐条件を設けて中断させたい場合もあるだろう。そのときには，
例えば

for (初期値; 終了条件; 値更新)
{
プロセス C
if( 中断条件 ) {
break; // loop を中断しプロセス E にジャンプ
}
プロセス D
}
プロセス E
のような中断をすることが可能である。以下のいくつかの演習問題では，この方法が便利かもしれない。
配列等:

実は配列と呼ばれるものの利用や， class を複数用いたプログラミングをすると，複雑な処理を効率

的にやらせることができるようになる。しかしここではまず，代入文やフロー制御といった基本的なことの理
解を深めるために main のみを用い，単純な変数を用いた例と演習に限定してある。もし Java を積極的に使い
たい人は，別途独学して欲しい。ただし，多分今後は FORTRAN を用いることの方が多くなると思うので，それ
を学ぶ際にサブルーチンと関数の副プログラムや配列について勉強すればいい。
実数計算:

さて，実数計算について少し補足しておく。実数を使うときは例えば

double trial, target, x, f;
のように宣言しておく必要がある。 Java の実数は原則として倍精度になっている。この倍精度の意味について
は後述するが，通常は，一つの数値を 64 ビット（8-byte）に記憶している。一方，その半分の 32 ビット（4-

byte）で記憶するものを単精度の実数と呼んでいる。 Java プログラム中に，例えば ‘4.5’ という数値を使うと，
それは倍精度の数値である。これを強制的に単精度にするためには ‘4.5f’ のようにしなければならない。ま
た，正弦や余弦・対数等の関数は倍精度を前提として定義されているため，単精度計算をしようとすると結構
たいへんになるようだ。特に必要が無い限り倍精度の実数計算をすればいい。
また倍精度であったとしても，後述するように，任意の実数を正確に記憶することは不可能なので注意する
必要がある。例えば分岐条件で，実数の変数 trial に対して

if (trial == 1.2345) {
といった判断をさせてはいけない。それは， ‘1.2345’ という実数を正確に記憶することは不可能だからである。
前に示したように， 0.1 が 2 進法では循環小数になることを思い出して欲しい。ここは，例えば絶対誤差を用
いて

if (Math.abs( trial - 1.2345 ) < 0.0000001) {
のようにするべきであろう。 Math.abs(a) は実数 a の絶対値を求める関数である。もっと一般的に，零では
ない任意の実数 target との一致性を判断させたい場合には

if (Math.abs(( trial - target ) / target ) < 0.0000001) {
のように相対誤差を用いた方が望ましい。
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演習問題 M-5

14. 1 から 10 までの整数の階乗を求めるプログラムのソースファイル ‘Factorial.java’ を， ‘Java’ のディ
レクトリに作って，それ46 を提出せよ。源吾君のお小遣いプログラムと n! = n × (n − 1)! がヒント。結果
は

1! = 1
2! = 2
3! = 6
....
10! = 3628800
のように画面に表示すること。もし 20 までの整数の階乗を求めようとすると結果がおかしくなることを
確認し，その理由を考えてみよ。わからなくてもいいが。

15. 1 から 50 までの整数に対して，その数値と，各数値毎に決められた言葉を発するゲーム (‘NA beats U!’)
を模擬し，各数値に対応した文字列を 1 行に出力するプログラムのソースファイル ‘Nabeatsu.java’ を，

‘Java’ のディレクトリに作って，それを提出せよ。
• その数値が 3 および 5 の倍数のときには ‘[gee]’
• それ以外のときで，その数値が
– 3 の倍数のときには ‘[bowwow]’ という文字列
– 5 の倍数のときには ‘[mew]’ という文字列
– それ以外なら空白（数値のみ）
つまり，結果は次のように表示されることになる。表示する文字列は変更しても構わない。

i = 1
i = 2
i = 3 [bowwow]
i = 4
i = 5 [mew]
....
i = 15 [gee]
....
16. 乱数で 100 未満の整数 target （0 を含む）を発生させるには
target = (int) (100. * Math.random());
とすればいい。では，コンピュータが設定した 100 未満の一つの整数を 10 回以内に人が当てるゲームを
作って，そのファイル ‘Hilo.java’ を提出せよ。ただし，間違った予想値の入力に対しては，それが設
定された数より「大きい（Your guess is high!）」か「小さい（Your guess is low!）」かの情報（日本語
英語や表現は自由）だけは，コンピュータが表示して教えてくれるものとする。 10 回以内に当たったら
「ビンゴ ! （Bingo!）」と表示してプログラムを終了させる。また 10 回以内に当てられなかった場合に
は「君の負け ! （You lose!）」と画面表示して終了すること。情報理論の情報量を知っていれば負けるは
ずはないが，プログラムが正しいことを確かめるために一度はわざと負けて確認すること。

17. 3 以上で 50 以下の素数を取り出して出力するプログラムのファイル ‘Primenumber.java’ を作って，そ
れを提出せよ。ある整数 n が， 2 から n − 1 の数による割り算において一つでも余りが零になるなら，そ
の数 n は素数ではないと考えてみたらどうだろう。もっと洗練されたアルゴリズムもあるが，ここは泥
臭い方法でいい。

18. 正弦関数は，倍精度の変数 x, y に対して
y = Math.sin(x);
46

ソースの未完成テンプレートはサーバーからダウンロードできる。
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f (x)
答

O
n:
n + 1:
n + 2:
n + 3:

xl(n)
xl(n+1)

x

xh(n)

x(n)
xh(n+1)
xh(n+2)

x(n+1)
xl(n+2) x(n+2)
xl(n+3) xh(n+3)
x(n+3)
(n)
(n)
図 M.10 2 分法の考え方 — 各ステップ毎に大きい予想 xh と小さい予想 xl の中央値 x(n) を新予想とし，次の
ステップの予想の上下限値のどちらかを改善していく方法で，非効率的ではあるが精度を容易に上げ
ることができる方法
で計算できる。では， 3 ≤ x ≤ 4 の間で f (x) ≡ sin(x) = 0 になる x （つまり x = π）を， 2 分法（図

M.10 参照；上の 16 番の問題のゲームと同じく，情報量に基づく方法）で，有効数字五桁の精度で求め
るプログラムを作れ。ファイル名は ‘Bisection.java’ とする。
(1)

図 M.10 を用いて，答の探索の仕方を説明しよう。まず， 1 回目の計算を， xl

= 3, xh(1) = 4 と置い

て始めるのだが，一般性のある記述をするために，繰り返しのある場面 (n ステップ目) の考え方を以下
(n)

(n)

に説明する。第 1 回目の計算の場合は，以下の説明で n = 1 と考えればいい。さて， xl , xh がわかっ
(n)

ているとする。これを零にしたい関数 f (x) にそれぞれの x を代入して関数の値， fl

( )
f xh(n) を求めておく。そして，第 n 回目のループは次のようになる。まず
x(n) =
(n)

として，もし fl
(n)

もし fl

)
1 ( (n)
xl + xh(n) ,
2

( )
= f xl(n) , fh(n) =

( )
f (n) = f x(n)

(M.5a, b)

× f (n) > 0 なら解は x(n) より右にあり，そうでないなら左にあるはずだから

× f (n) > 0 なら小さい方の x を改善: xl(n+1) = x(n) , fl(n+1) = f (n) , xh(n+1) = xh(n) , fh(n+1) = fh(n)
(n+1)

そうでないなら大きい方の x を改善: xh

= x(n) , fh(n+1) = f (n) , xl(n+1) = xl(n) , fl(n+1) = fl(n)

(M.6)

のようにする。この計算が終わったら， n = n + 1 とした上で式 (M.5) に戻るという繰り返しが，第 n 回
目のループになる。これを，ある精度で x(n) が得られるまで続ける。精度は例えば相対誤差を用いて

x(n) − xl(n)
xl(n)

< ϵ,

例えば ϵ = 0.000001

(M.7)

のような判断を，ループの中のどこかですればいい。
(n)

(n)

(n)

(n)

具体的には，変数対応を xl := xl , xh := xh , fl := fl , fh := fh , x := x(n) , f := f (n) のように47 して
おいて

double xl = 3., xh = 4., fl, fh, x = 0., f, eps = 0.000001;
int n;
といった変数宣言でプログラミングできる。また簡単のために， 2 分試行のループ回数は 1000 回くらい
の大きい値にしておき，目的の精度が得られたときにそのループを break で終えるようにすればいい。
ヒントを書いておくと

fl = Math.sin(xl);
fh = Math.sin(xh);
47

記号 ‘:=’ は置き換えを定義しているものとする。
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for(n=1; n<=1000; n++)
{
x = ( xl + xh ) / 2.; // ..... 中間の値
if (( x - xl ) / xl < eps) {
break;
// 式 (M.7) の判定で所定の精度が得られたので探索を中断 !
}
f = Math.sin(x);
// ..... 式 (M.5)
//
次の (n+1) ループ用の xl, xh, fl, fh を式 (M.6) で求めて次の探索 !
if (fl * f > 0.) {
// 小さい方の x を変更
xl = x;
.....
} else {
// 大きい方の x を変更
...
}
}
System.out.println("Answer: x = " + x);
// ..... 答が出たよ
のようにすれば，ループの外に出たところで所定の精度の答が得られる。ループの中の試行の度に，例
えば試行回数 n と x(n) 等を表示するようにすると，答が次第に π に近づくのを

......
11: 3.14111328125
12: 3.141357421875
13: 3.1414794921875
14: 3.14154052734375
15: 3.141571044921875
.....
のように画面で確認できる。正しい答が出るようになったら

java Bisection > Results.txt 
のようにして実行すると，ファイル ‘Results.txt’ に結果が保存される。最終的に，ソースファイルと
結果のテキストファイルを提出せよ。ちなみに，骨組構造の設計で重要なある種の強度を求めるときに

f (x) ≡ tan(x) − x = 0 を解く必要が生じる場合がある。この解も π と 3π/2 の間にあることはわかるので，
2 分法で求めてみよ。正接は Math.tan(x) で計算でき，答は x = 4.4934 である。
(3)

正しい公式は正しい答を出すか

さて，コンピュータはいつも正しい答を出してくれるのだろうか。簡単な例として， 2 次方程式

ax2 + bx + c = 0
の根を，その公式の

x=

−b ±

(M.8)

√

b2 − 4ac
2a

から求めてみよう。これを正しくそのままプログラム ‘Quad.java’ にしても何も問題は無いだろう。

// 2 次方程式の根を，根の公式で求めることができるか
import java.io.*;
class Quad
{
public static void main(String[] args) throws IOException
{
//
int i;
// big loop 1
double a, b, c, d, x, y; // 倍精度にしよう
String strx;
BufferedReader br =
new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));

(M.9)
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表 M.4 FORTRAN 倍精度による 2 次方程式 x2 − bx + 1 = 0 の根
根の公式による x1

b

根の公式による x2

工夫して得た x2 （後述）

101

9.89897948556635576267E+00

1.01020514433644237329E−01

1.01020514433643807117E−01

2

9.99899989997999512070E+01

1.00010002000487929763E−02

1.00010002000500142216E−02

3

9.99998999999000034222E+02

1.00000100002262115595E−03

1.00000100000200006431E−03

4

9.99999989999999888823E+03

1.00000001111766323447E−04

1.00000001000000014349E−04

5

9.99999999899999966146E+04

1.00000033853575587273E−05 (△)

1.00000000010000011393E−05

6

9.99999999998999992386E+05

1.00000761449337005615E−06 (△)

1.00000000000100008890E−06

7

9.99999999999989941716E+06

9.96515154838562011719E−08 (×)

1.00000000000001001326E−07

8

1.00000000000000000000E+08 (△)

7.45058059692382812500E−09 (×)

1.00000000000000002092E−08 (△)

9

1.00000000000000000000E+09 (△)

0.00000000000000000000E+00 (×)

1.00000000000000006228E−09 (△)

10
10
10
10
10
10
10
10

System.out.println("Solutions of a quadratic equation: a*x*x + b*x + c = 0");
//
//

for(i=1; i<=1000; i++) // big loop 2
{
// big loop 2
System.out.print("Enter a: "); // x-loop
strx = br.readLine();
a = Double.parseDouble(strx);
System.out.print("Enter b: "); // x-loop
strx = br.readLine();
b = Double.parseDouble(strx);
System.out.print("Enter c: "); // x-loop
strx = br.readLine();
c = Double.parseDouble(strx);

//
//
//
//
//

if (a == 0) // big loop
{
// big loop
break;
// big loop
}
// big loop
System.out.println("a =
d
d
x
y

=
=
=
=

3
3
3
3
" + a + ": b = " + b + ": c = " + c); // big loop3

b * b - 4.0 * a * c; // 実は 4.0 は倍精度
Math.sqrt(d);
( -b + d ) / 2.0 / a;
( -b - d ) / 2.0 / a;

System.out.println("Solutions by the formula:" + "\t" + x + "\t" + y);
//

} // big loop 4
}

}
この例では簡単のために，判別式が負であることの判定は行っていないから，根が複素数になるような問題は
解けず， ‘nan’ あるいは ‘NaN’つまり ‘Not a Number’ という解しか表示されない。では，簡単な例を実行して
みよう。例えば a = 1, b = −2, c = −3 のような場合には，そのまま正解の x = 3 と y = −1 が出てくる。
では次に， a = 1, c = 1 のまま， b の絶対値を次第に大きくしてみよう。表 M.4 は

x2 − bx + 1 = 0

(M.10)

の場合の根である。表中の数値の ‘E−02’ は ‘×10−2 ’ のことを示す。表 M.4 に示したように， b の値が大きく
なるにつれて根の公式による小さい方の根 x2 の値は 0 に近づいていくが，特に b = 105 あたりからは精度が悪
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x2
1
= x − > 0 でなければならない
b
b
1
（グラフを描けば明らかだ）から，根は b > x > を満たすはずだ。しかしこの条件と比較すると， b = 107
b
くらいでは小さい方の根 x2 はもはや間違いである。さらに b = 109 になると小さい方の根 x2 は零そのものに
くなっている。また元の方程式からは， x (x − b) = −1 < 0 であり，また

なってしまっていて，もうどうしようもない大間違いである。正しい公式で命令しても，コンピュータが間違
うのである。だからコンピュータと活字（新聞雑誌等；最近はインターネット上の情報も）は信じてはいけな
いのだ。
なぜこのようなことが発生するのだろう。それは，公

表 M.5 b と判別式の値の比較

式を使ったときの分子の引き算に現れる b とその後ろの

√
判別式

√
b2 − 4ac の値との両方が非常に大きい上にお互いに近接し

b

ていることが原因なのである。表 M.5 に示したように， b

106

9.99999999997999984771E+05

が大きくなると，この二つの数値の差は有効数字の 16 桁目

7

9.99999999999980069697E+06

8

10

9.99999999999999850988E+07

109

1.00000000000000000000E+09

以降に初めて現れるくらいに小さい。この差をコンピュー
タが単純に計算すると， 16 桁目以降が計算誤差と区別でき

10

なくなって，値そのものがいい加減なものになってしまっ
ているのだ。このような現象を「桁落ち」と呼んでいる。
つまり，正しい式を正しくプログラムにしても，その正しいプログラムが間違った答を出す可能性があるとい
うことには，十分注意しなければいけない。ただこれは，コンピュータが間違ったということではなく，コン
ピュータの働きを十分理解していないプログラマ（人間）が間違った答に誘導したということに他ならない。
コンピュータが出す答がおかしいとき，ほぼ 100% の学生がまずコンピュータを疑うが，それは 120% 意味が
無い。コンピュータは人が命じたことをそのまま実行するだけだからである。プログラムが間違っているか，
（滅多に無いが）コンパイラに間違いがある48 かのいずれかである。
実数の表現:

なぜ桁落ちが生じるのかについて知るためには，実数がコンピュータの中でどのように記憶され

ているのかを知っておく必要がある。一つの実数値を格納するメモリの 1 個分のビット構成は
···

= 指数部

仮数部

のようになっている。仮数部は小数点以下の有効数字に相当し，その値が a で，指数部が b である場合には，

10 進法で簡単に言うと，その記憶している実数値が a × 10b であることを意味する。もちろん本当は 2 進法で
記憶されている。大事なのは，このメモリの桁数が有限であるということである。前に示したように 0.1 は 2
進法では循環小数になり，有限な桁数では決して正確には表すことができないことはすぐ理解できると思う。
処理系にも依存するが，原則として通常の 4-byte の単精度の実数は，指数部が 8 ビットで仮数部が 24 ビット
の合計 32 ビット表現になっている。仮数部の 1 ビットを符号 (±) に使うものとすれば，数値は 23 ビットの桁
数でしか記憶されない。一番大きいビットが 2−1 = 5 × 10−1 だったとして，一番小さい最後のビットの値は

2−23 ≃ 1.19 × 10−7 となる。したがって， 10 進法上の有効数字の桁数では七桁目の精度は怪しいことになる。
一方 8-byte の倍精度実数は，指数部は単精度と同じなのが普通で，仮数部が符号 1 ビットと数値 55 ビットに
なる。これを 10 進法の有効数字桁数に換算すると， 2−55 ≃ 2.78 × 10−17 であるから， 17 桁目の精度は既に怪
しいということになる。したがって， 16 桁目くらいの数値はゴミであるのが普通なのである。
大規模な計算をするシミュレーション系のプログラムの場合，とても複雑な計算をしていることから，単純
な実数の精度の半分の桁程度，つまり単精度では三桁程度が，倍精度でも六〜七桁程度が有効数字の精度の限
48

第 1 著者は大学の計算機センター（俗称）のコンパイラのミスを見つけたことがある。へそ曲がりだから，普通の人がやらないような
コーディングをしたことが幸いしたわけであるが。
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界と考えた方がいい。また指数部のメモリの桁数も有限であるため，記憶できる数値の大きさにも限界がある。
例えば Java や Cygwin の FORTRAN では，単精度で 1038 程度，倍精度で 10308 程度のようだ。それ以上の場合
は ‘Infinity’ あるいは ‘inf’ か ‘INF’ と表示される。また小さい数値も，単精度で 10−39 程度，倍精度で 10−317
程度より小さいと精度が悪いか零になる。

(4)

アルゴリズムの変更

さて，前節の 2 次方程式の根の求め方で絶対値が大きい方の根 x1 は公式で求めてもよさそうだ。一方，絶対
値が小さい方の根 x2 で桁落ちさせないためには，別の方法（アルゴリズム）を考えなければいけない。例えば
大きい方の x1 はほぼ正しいと考えて，小さい方の根 x2 は根と係数の関係から

x2 =

c
a x1

(M.11)

で求めればいいかもしれない。このような工夫を，アルゴリズムの変更と呼ぶ。

// 桁落ちをさせないための工夫
if (b > 0.0) {
x = ( -b - d ) / 2.0;
}else{
x = ( -b + d ) / 2.0;
}
y = x / a;
x = c / x;
表 M.4 の一番右の列がその工夫した根である。この表中の (△) マークを付した答も，精度はそれほどよくはな

1
の条
b
件は満足していることと，零になったりしていない以上，近似的には答が出ていると考えるのである。他に，
い。それは上述のように，コンピュータの中の有効数字の桁数が有限だからである。しかし， b > x >

演算効率を上げるためにもアルゴリズムを検討する必要がある，ということは各種文書に書いてあるので，省
略する。

演習問題 M-6

19. 2 次方程式の根を，公式で解くプログラム ‘Quad.java’ と，桁落ちが起きないようなアルゴリズムで解
くプログラム ‘Betterquad.java’ とを， ‘Java’ のディレクトリに作り， b が大きいときに桁落ちする
か，あるいは正しく答が出るかどうかを確認した上で，そのソースファイル ‘Betterquad.java’ を提出
せよ。

20. 2 次方程式の根を公式で解くプログラム ‘Quad.java’ を ‘Quadx.java’ にコピーし，その新しいプログ
ラムの class 名を ‘Quadx’ に変更せよ。そうした上で，判別式が負になるときも根（実部と虚部）を求め
て表示できるように修正し，そのソースファイル ‘Quadx.java’ を提出せよ。

M.3.3 計算結果を可視化して文書にする
計算しただけでは情報を効果的に伝達することはできないことが多い。そのため，その結果を表にしたり図
にする。ここでは演習室にあるソフトウェアの ‘gnuplot’49 を使って図を含む文書を作る例を示しておく。ま
49

Windows で使える ‘gnuplot’ は， http://www.gnuplot.info/download.html から， ‘gp423win32.zip’ のような名称のファイ
ルをダウンロードできる。
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ず，一例として





−1,



y=




 +1,

if 0 < x <
if

1
2

1
<x<1
2

という関数を Fourier-sine 級数に展開すれば
∞
( nπ )
}
∑
2 {
y=
2 cos
− 1 − cos (nπ) sin (nπx)
nπ
2
n=1

となるので，その 30 項で近似計算した結果を求める。特に工夫をしないプログラムは

import java.io.*;
class Fsine
{
public static void main(String[] args) throws IOException
{
int i, n;
double x, y, np, cn;
for(i=0; i <= 300; i++)
{
x = i / 300.;
y = 0.;
for(n=1; n <= 30; n++)
{
np = n * Math.PI;
cn = 2. / np * ( 2. * Math.cos(np / 2.) - 1. - Math.cos(np) );
y = y + cn * Math.sin(np * x);
}
System.out.println(x + " " + y);
}
}
}
といったものになるので，これを ‘Fsine.java’ というファイルに保存する。これをコンパイルして実行し，
結果を ‘sample.dat’ というファイルに保存しよう。つまり

javac Fsine.java 
java Fsine > sample.dat 
を実行する。これで Fourier-sine 級数の近似結果の x と y の値がファイル ‘sample.dat’ に書き込まれる。もし
表計算ソフトウェアで描画するのが得意な人の場合は，プログラムの出力部分を

System.out.println(x + ",

" + y);

のようにコンマを加え，実行した結果を

java Fsine > sample.csv 
のようにして CSV (Comma-Separated Volume) ファイル ‘sample.csv’ に保存すれば，表計算ソフトウェアに
直接読み込ませることができて，さらに図化もできる。んっ，スペースのままでもいいか。
もう一つの例として表計算ソフトウェア等で作ってみてもいいが，例えば y = exp (−x) sin (6πx) を

import java.io.*;
class Esine
{
public static void main(String[] args) throws IOException
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{
int i;
double x, y;
for(i=0; i <= 100; i++)
{
x = i / 100.;
y = Math.sin(6.*Math.PI*x) * Math.exp(-x);
System.out.println(x + " " + y);
}
}
}
というプログラムファイル ‘Esine.java’ に保存して，コンパイル・実行し

javac Esine.java 
java Esine > sample2.dat 
とすると，結果が ‘sample2.dat’ に保存される。練習として，計算する関数等は各自適当に変更するといい。
あるいは表計算ソフトウェアで作成してテキスト (CSV) ファイルで保存したあと，コンマをスペースで置き換
えればいい。
ここではまず LATEX 文書について述べるが，ワードプロセサに対する設定は後述する。さてデータから図化
するプログラム ‘gnuplot’50 を立ち上げる。

gnuplot 
とすると，プロンプトが ‘gnuplot> ’ になるので，これに対し次のようなコマンド51 を 1 行ずつ入力する。た
だし，日本語の部分はコメントであり，それは入力しないこと。なお ‘gnuplot’ を使いたい人以外は，中身は
わからなくていいのでこのままコピー % ペーストする。

gnuplot> set terminal postscript eps enhanced "Times-Roman" 18 
ここで何か設定が表示される
これは出力形式を eps (Enhanced PostScript) にする設定
gnuplot> set output "sample.eps" 
gnuplot> set size square 
gnuplot> set grid 
gnuplot> set xrange [0:1] 
gnuplot> set yrange [-1.3:1.3] 
この上の 2 行を省いてもいいが余白が無くなる
一度はこの設定無しで描いてから範囲を決めるのが楽だろう
gnuplot> set xlabel "X" 
gnuplot> set ylabel "Functions" 
gnuplot> set key 1, -0.5 
判例の右上角の座標（グラフ目盛上の）
gnuplot> plot "sample.dat" with lines lt 1 lw 4,\ 
> "sample2.dat" title "f(x)" with lines lt 2 lw 4,\ 
> exp(-x) title "exp fn" with lines lt 4 lw 4,\ 
> sin(x) title "sine fn" with lines lt 5 lw 4 
gnuplot> quit 
この例では，上の二つの結果ファイルのデータと exp(−x) と sin(x) も同時にプロットしている。 ‘plot’ コマン
ドにあるマーク ‘\’ （バックスラッシュあるいは円マーク ‘=
Y’）は，命令の行が長くなるのを避けるために入れ
てあって，そこで改行できる。次の行には自動的にプロンプト ‘> ’ が現れる。この例では，線の属性を ‘lt’
の数値で具体的に指定したが，省略してもいい。ただし， 1, 2, 4, 5, 7, 8 の 6 種類の中から指定した方が区別
し易いかもしれない。また線の太さをせいぜいこのくらい（‘lw 4’）にしておくのが望ましい。判例の位置は
指定しないとグラフの右上角になる。これで，画像の PostScript ファイル ‘sample.eps’ ができあがる。
最後に，次のような LATEX ファイル ‘sample.tex’ を作ってコンパイルして表示する。
50
51

Windows 上では ‘wgnuplot.exe’ というファイルを実行する。
使い方については http://t16web.lanl.gov/Kawano/gnuplot/index.html 等が参考になる。
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\documentclass{jarticle}
% これは gnuplot で作ったグラフのファイルを読み込んだ文書 sample.tex
\usepackage{graphicx}
\begin{document}
ある関数
\begin{displaymath}
y=-1, \mbox{ if } 0 < x < \frac12, \quad\mbox{and}\quad
+1, \mbox{ if } \frac12 \leq x < 1
\end{displaymath}
の Fourier-sine 級数の近似を計算し， gnuplot を使って
グラフにし，それを PostScript ファイルにしたのが次の図。
\begin{center}
\includegraphics*{sample.eps}
\end{center}
\end{document}
これでコンパイルして

platex sample.tex 
pxdvi sample.dvi 
のように画面表示をすれば，図 M.11 に示したグラフが文中に入った文書ができているはずだ。
もちろん ‘gnuplot’ の命令で，最初の出力指定を
省いて

plot "sample.dat" with lines 
だけにすると，図をファイルには出力せずに，結果
が画面に表示されるので，それを見ながら種々の細
かい設定をするといい。
もしワードプロセサや HTML 文書中でこのグラフ
を使いたい場合には， ‘gnuplot’ の命令の最初の部
分にある出力指定を

set terminal jpeg 
set output "sample.jpg" 
とすれば， jpeg 画像ファイル ‘sample.jpg’ （カラー）
ができる。例えば HTML 文書なら

図 M.11 ‘gnuplot’ で描いたグラフ

<html>
<head>
<title>gnuplot と Jpeg</title>
</head>
<body>
gnuplot で描画したグラフ<br>
<img src="./sample.jpg">
</body>
</html>
で表示できる。カラーの場合は線の太さを指定する必要は無いだろう。
もちろん，いろいろなワードプロセサの文書中にも，この jpeg ファイルを用いてグラフとして貼り付けるこ
とができる。ただし，ワードプロセサで作る論文等でカラーの図を多用するのは好ましくないので

set terminal jpeg giant
xffffff x000000 x000000
x000000 x000000 x000000
set output "sample.jpg"

font arial \ 
\ 
<- 背景を白，枠と軸を黒
x000000  <- この例では四つの line type を黒
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図 M.12 ‘gnuplot’ で描いた 3D グラフと等高線
として黒線にすることができる。このままでは 4 本のデータ線がすべて黒の実線になって区別できないので，
描画のコマンドでは二つ目以降のデータは記号付きの線にして

plot "sample.dat" with lines lw 4, \ 
"sample2.dat" with linespoints, \ 
x with linespoints, \ 
sin(x) with linespoints 
とすればいい。これで jpeg ファイル（モノクロ）ができあがる。
また，図 M.12 は， (x, y, z) の組のデータ (x : y = 32 : 32) を記憶するファイル ‘sample3d.dat’ （単なるテ
キストファイルで，プログラムや表計算ソフトウェアで作ればいい）を ‘gnuplot’ で

set hidden3d 
set contour 
set cntrparam levels 10 
set view 64, 16 
splot "sample3d.dat" title "surface" with lines lw 4 
のようにして描いた 3 次元グラフと等高線である。なお，出力設定以外の ‘gnuplot’ の描画コマンドは

save "sample.plt" 
で保存できるので，設定を微調整しながら何度も描き直したい場合や，途中で作業を中止する場合には便利で
ある。保存した設定は

load "sample.plt" 
set terminal jpeg 
set output "sample.jpg" 
replot 
で読み込むことができて，再プロットとファイル保存ができる。ただし， quit しないと出力ファイルにはア
クセスできないことには注意すること。
演習問題 M-7

21. [Optional]52 上の 19 番で作った二つのプログラム ‘Quad.java’ と ‘Betterquad.java’ のソースを表示
する LATEX 文書ファイル ‘quad.tex’ を，自分のホームディレクトリ ‘˜’ に作成せよ。つまり， ‘quad.tex’
52

この [Optional] 表示付きの演習問題は興味のある人だけが提出すればいい。最終的な成績に努力賞として若干の加点をする。
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というファイルを作成した上で，第 (2) 節で説明した LATEX の文頭と最後のおまじないを入力し，二つの
ソースファイルの中身を verbatim 環境の中に（p.891 参照）コピー & ペーストすればいい。

\documentclass[a4j]{jarticle}
\title{2 次方程式の根を求める}
\author{金毘悠太}
\begin{document}
\maketitle
\section{二つのプログラム}
2 次方程式の根 $x_1$ と $x_2$ を，根の公式で求めるプログラムは次のようになる。
\begin{verbatim}
... %
ここに Quad.java のソースファイルの中身を挿入する。
\end{verbatim}
次に，桁落ちしないようにしたプログラムは次のようになる。
\begin{verbatim}
... %
ここに Betterquad.java のソースファイルの中身を挿入する。
\end{verbatim}
% 次の問題に対する回答はここに挿入する
\end{document}
ただし，ソースの各行頭の字下げに「タブ」を使っている場合には，一つの「タブ」を例えば「半角ス
ペース 2 個」くらいに置き換えてから，コピー & ペーストした方が見易いものになる。もちろんそのま
まで，字下げが無くなっても構わない。

22. [Optional] そうした上で，桁落ちする例題を自分で計算した結果や，それが生じる理由とその解決方法
等についてのレポートを，同じ ‘quad.tex’ のファイル中に加筆して作成し，その文書をコンパイルして
エラーが無くなって完成した DVI ファイルを pdf ファイルに変換して提出せよ。やり方は演習問題 M-2
の 10 番のところで説明した。すなわち

\section{上の二つのプログラムによる計算結果}
..... ここに，結果を表にしたりして，結果の事実を報告する。
\section{桁落ちする理由と解決方法}
..... ここには，なぜ桁落ちするか，回避する方法は何か，式を使ったりして報告する。
といった文章を，前問の例の最後にある \end{verbatim} と \end{document} の間に挿入せよ。ただし
本文中には，式番号の付いた数式を二つ以上，キャプションの付いた表を一つ以上含むレポートにせよ。

LATEX で式や表を作るための命令については，第 M.2 節の例の中にすべてヒントを示してあるので，教
科書や文献の命令等を探す必要は無いはずだ。もちろん，第 M.3.2 (3) と (4) 節で説明されている内容を
自分のプログラムで確認しさえすれば，レポートする内容の要旨はこの二つの節のものと同じで構わな
いが，その文章をコピーするのではなく，表現には自分自身の言葉を使うこと【情報倫理の遵守 !】。
多分計算結果をレポートに含めたいと思うが，次の方法をお薦めしよう。 p.912 にあるソースプログラ
ムの中にある 4 箇所のコメント， big loop 1 から big loop 4 の行頭のコメント設定をはずす。全部
で 9 行ある。これで，最大 1000 組の係数 a, b, c の数値の入力に対して，プログラムが終わることなく
計算が続くようになる。途中でやめるためには，係数 a に零を代入（もはや 2 次方程式ではなくなる）
すればいい。さらに，計算したい係数の組を順に並べたデータファイルを作成する。例えば， (a, b, c) =

(1, 2, 1), (1, −2, −3), (1, −1000, 1), (1, −1000000, 1), (1, −1000000000, 1) に対する計算をする場合には，
‘Quadata.txt’ というファイルを
1
2
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1
1
-2
-3
1
-1000
1
1
-1000000
1
1
-1000000000
1
0
1
1
のように作っておく。最後の (a, b, c) = (0, 1, 1) でプログラムは終了する。必ず 3 の倍数行のデータが必
要である。そこで，このプログラム ‘Quad.java’ をコンパイルしたあと

java Quad < Quadata.txt 
で，きちんとした結果が画面に表示されることを確認したあと

java Quad > Results.txt < Quadata.txt 
と実行すれば，このデータファイル ‘Quadata.txt’ から係数の値を入力し，結果を ‘Results.txt’ とい
うファイルに出力してくれる。記号 ‘<’ は， p.877 で説明した ‘>’ とは逆に，左にある命令に対する入力
ファイルを指定するリダイレクション操作である。この方法を用いるときには， p.912 にあるソースプロ
グラムの中の x-loop というコメントを付けた出力 3 行をコメントアウトしておく方が， ‘Results.txt’
の中身がわかり易くなる。同じようなループを自分のプログラム ‘Betterquad.java’ でも設定すれば，
同じデータファイルを使って

java Betterquad > BetterResults.txt < Quadata.txt 
によって，改善された結果がファイル ‘BetterResults.txt’ に出力される。

M.3.4 C と FORTRAN77 や BASIC の例
2 次方程式を根の公式で解く C のプログラム ‘quad.c’ は
/* C Program */
#include <stdio.h>
#include <math.h>
main()
{
double a, b, c, d, x, y;
printf("Solutions of a quadratic equation: a*x*x + b*x + c = 0\n");
printf("Enter a: ");
scanf("%lg", &a);
printf("Enter b: ");
scanf("%lg", &b);
printf("Enter c: ");
scanf("%lg", &c);
printf("a = %g, b = %g, c = %g\n", a, b, c);
d
d
x
y

=
=
=
=

b * b - 4.0 * a * c;
sqrt(d);
( -b + d ) / 2.0 / a;
( -b - d ) / 2.0 / a;

printf("Solutions by the formula:\n %.20e : %.20e\n", x, y);
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}
のようになるだろう。入出力命令部分以外は Java にそっくりである53 ことがわかると思う。 Linux では

gcc -o quad quad.c 
でコンパイルされ，実行可能なファイル ‘quad’ （Cygwin の場合は ‘quad.exe’ というファイル）を実行して
係数の値を入力すれば，答が表示される。
さて実際に，コマンドラインで

quad 
と命令したとき，もしかしたら

-bash: quad: command not found
のように「‘quad’ というコマンドが見つからない」と表示され，実行できないかもしれない。今そこにあるプ
ログラムなのに，それが実行できないなんておかしいと思うかもしれない。では

set | grep PATH 
としてみて欲しい。すると

PATH=/usr/kerberos/bin:/usr/local/bin:/bin:/usr/bin
のようになっていないだろうか。この ‘PATH’ という環境変数は，実行可能なファイルが置いてある場所を指定
しているのであるが，このリストに「現在仕事をしているディレクトリ」つまり ‘.’ が入ってないのである。

Windows のコマンドプロンプトをよく使う人は変に思うかもしれないが， Linux の初期設定ではそうなってい
る。したがって，「現在仕事をしているディレクトリ」にあるプログラムを実行するためには，明示的に

./quad 
とする必要がある。ちなみに， ‘ls’ というコマンドがどこにあるのか（どのファイルを実行しているか）を見
るには

which ls 
とやればいい。これに対して

/bin/ls
等と表示され，それが PATH のうちの ‘/bin’ にあることがわかる。したがって， ‘PATH’ に指定されていない
現在仕事をしているディレクトリに置いたプログラムを

which quad 
で探しても

/usr/bin/which: no quad in (/usr/kerberos/bin:/usr/local/bin:/bin:/usr/bin)
となり，見つからないというメッセージが表示されることになる。
同様に FORTRAN77 で 2 次方程式を解くプログラム ‘quad.f’ は，例えば次のようにできる。
53

Java が C を真似たのかな。
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c FORTRAN Program
program quad
implicit real*8(a-h,o-z)
c
write(*,*) "Solutions of a quadratic equation: a*x*x+b*x+c=0"
write(*,*) "Enter a:"
read(*,*) a
write(*,*) "Enter b:"
read(*,*) b
write(*,*) "Enter c:"
read(*,*) c
write(*,200) a,b,c
200 format(’ ’,’a = ’,1pd15.7,’, b = ’,d15.7,’, c = ’,d15.7)
c
d=b*b-4.0d0*a*c
c
if (d.ge.0.d0) then
b=-(b+sign(1,sign(1,b)+.5d0)*sqrt(d))/2.d0
a=b/a
if (b.ne.0.d0) then
b=c/b
else
b=a
endif
write(*,100) a,b
else
d=sqrt(-d)/2.d0/a
a=-b/2.d0/a
write(*,300) a,d
endif
c
stop
100 format(’ ’,’Solutions by the formula:’/’ ’,1p2d30.20)
300 format(’ ’,’Solutions by the formula:’/
*
’ ’,1pd30.20,’ +/- i * ’,d30.20)
end
ここでは判別式が負の場合も解けるようにしてみた。 Linux では

g77 -o quad quad.f 
でコンパイルされ，実行可能なファイル ‘quad’ （Cygwin の場合は ‘quad.exe’ というファイル）を実行して
係数の値を入力すれば，答が表示される。 Java や C とは少し違って見えるが， i++ といったような省略が無
く，わかり易いとは思う。卒業研修等では多分この FORTRAN の方がよく使われると思う。
さらに Visual BASIC の場合には，例えばあるコマンドボタンの Click イベントを次のようにすればいい。

Private Sub cmdSolve_Click()
’ Visual BASIC Program
Dim a As Double, b As Double, c As Double, d As Double
a = Val(txtA.Text)
b = Val(txtB.Text)
c = Val(txtC.Text)
d = b * b - 4# * a * c
b = -(b + Sgn(b) * Sqr(d)) / 2#
a = b / a
If b <> 0# Then
b = c / b
Else
b = a
End If
lblX1.Caption = a
lblX2.Caption = b
End Sub
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係数の入力を三つのテキストボックス ‘txtA’, ‘txtB’, ‘txtC’ から得，このコマンドボタン ‘cmdSolve’ をク
リックしたら計算し，二つのラベル ‘lblX1’, ‘lblX2’ に答が表示される。この Visual BASIC は FORTRAN とよ
く似て54 いる。
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M.4

倫理は道徳であろう。まずいかなとちょっとでも思ったことはしない。法律で禁止されていることは，詭弁
でそれに挑むことなく実行しない。そうじゃないのだろうか。とはいえ，たいていのことは倫理というよりマ
ナーじゃないだろうか。最近，倫理という言葉を間違って拡大解釈して使用しているんじゃないだろうか。じゃ，
マナーとは何か。他人が不愉快になるかもしれないことをしない，とされている。ともかく大原則は

1. 他人が不愉快に思うであろう行為，他人が困りそうな行為はしない。
2. 公共のものと自分のものを区別する。そして，公共のものの方が自分のものよりも大事であるというこ
とを自覚し行動する。
であろう。しかし，二番目はいいとして，一番目については困ったことに個人個人で価値観が違うことから，
やはり解は唯一ではないのではないか。
インターネット上の場:

いろいろな人がいる社会だからねぇー

• 触らぬ神に祟り無し。
• 昔から活字もそのまま信じてはいけないのは常識であったが，インターネットの情報はもっと信頼性が
無いものと考えるのは当たり前だろう。
メイル:

某大学の事務は，文書サーバがあるのに，しょっちゅう添付ファイルを送ってきて困るのだが

• 不特定多数にメイルを送らない。全く興味の無い情報を受け取った相手が一人でもいる場合のことを予
想しよう。ただし，職務上敢えてそうする必要がある場合もあることは認めよう。

• 嘘の差出人，あるいは特定できない差出人のメイルを送らない。誰か知らない人から受け取った相手の
行動を想像してみよう。

• 件名には必ず意味のある言葉を書こう。件名の無い受信メイルを自動的に削除している人もいる。
• 知人からのメイルには，可能な限り一言「受領した。ありがとう。」でいいから返信しよう。
• 知らない人からのメイルは読まないで捨てよう。暇なら読んでもいいが，添付ファイルは開かない。
• 相手のコンピュータ環境を確かめずに添付ファイルを送らない。読めないファイルを受け取った相手の
ことを考えよう。

• メイルのソフトウェアが自動的に変換した HTML のメイルを送るのは絶対にやめよう。図や写真・罫線
付きの表がある文書をどうしてもメイルで送りたい場合には， pdf ファイルを添付しよう。
自分の使っているワードプロセサで作る文書を pdf ファイルに変換できない人で，お金が無い人は，そんなワー
ドプロセサは捨ててしまって，後述の ‘LibreOffice’ パッケージをダウンロードして使おう。
54

BASIC が FORTRAN を真似たのかな。
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これは難しい。まず自分が知られたくない情報を把握する。自分の友人や家族等，できるだけたく

さんの人に訊ねて，どんな情報は知られたくないのか把握する。その和集合を「僕／私の個人情報（以下，略
して『私情報』）」の定義とする。それ以外の情報項目が，もし他の人にとっての「私情報」に含まれていた
としても，それはもう仕方がないだろう。

• 自分の『私情報』を極力公開しない。相手がその公開を強要し，それに従わなければ自分が不利益を被
る場合には，その相手とは決別しよう。それに従ったとしても，そんな相手から得るかもしれない利益
は，自分にとっては取るに足らないものである。たとえその相手が指導教員であっても。

• 自分の『私情報』にはアクセスできないようにする。
• 他人の『私情報』については見ても／見えても／聞いても／聞こえても，すぐに忘れよう。
• 他人の『私情報』にアクセスしない，教えてくれとは言わない，手をつけない。
• ただし，自分の価値観を他人には押し付けないこと。つまり，ここに書いてあることも，認めたくない
人は認めなくていい。
著作権:

プログラムも写真も図も表も音楽も，すべて八百屋で売っている野菜と同じと考えてはどうか。作っ

た人への称賛や感謝をお金で表すことは恥ずべきことではない。もちろん作った人がタダでくださるのであれ
ば，農家が野菜をくださるときと同様，お礼を述べてありがたくいただけばいい。

• 自分が好きなアーティストの曲を友人も好きだからといって，その CD をコピーして友人に渡したとす
ると，そのアーティストが受け取るはずだった何らかの権利が損なわれる。つまり君はその大好きなアー
ティストを不愉快にしてさしあげたことになるのではないか。

• 他人が一所懸命考え抜いて作った図表は，多分，説得力のあるものになっている可能性がある。それを，
そのままコピーして用いるのは，その作成者の努力に敬意を表さなかったことにならないか。野菜を作っ
た農家の努力を無視して，畑でそれを盗むのと同じではないのか。

• プログラムも，作成者の能力と努力の賜物であることは置いておいたとしても，その開発にはコンピュー
タや OS・開発ソフトウェア等の経費がかかっている。それを無断でコピーして他人に渡すのは，やはり
野菜を盗むのと同じではないのか。

• 有料のソフトウェアは通常「1 CPU 1 ライセンス」が原則で，バックアップも含めた自宅の 2 台あるい
は，自宅と職場の個人的な利用の場合に「2 CPU 1 ライセンス」に緩和されることがある程度である。こ
れを守らない行為は絶対にしてはならない。また， shareware55 を試行期間が過ぎても支払い無しで使う
ことも絶対にしてはならない。
ちなみに，パーソナルコンピュータを使う場合で Linux の OS を使うのは嫌だと思った場合には， OS だけは
きちんと購入しなければならない。しかし，第 1 著者のようにワードプロセサが嫌いな場合には，適切なエディ
タが freeware にもあるし，あるいは shareware 等の中から購入しさえすれば，他のツールはほとんど freeware
だけで仕事はできる。またワードプロセサも，某社のワードプロセサ等との完全な互換性を保持しなくてもい
いのなら， ‘LibreOffice’ というパッケージが無料で使える。某役所や某大学の事務のように，某社のソフト
ウェア使用を強要するような環境にいる場合には，このパッケージがある程度は使える。
55

継続して利用したいと判断したユーザーが，作成者に比較的少額の使用料を払って使うソフトウェア。
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ついでに，宿題やレポート:

レポートは自分の能力を教員に確認してもらうためのものである。したがって他

人のそれを写すことは，マナーのレベルではなく，カンニングと同じ違法行為である。どのような詭弁も，こ
れを許すことにはつながらない。しかし，持込禁止の試験ではないレポート類は，ある程度，他人からの情報
入手を容認していると解釈しても構わないとは思う。実際，第 1 著者が留学していたとき，同じオフィスにい
た米国人学生と宿題について次のようなやりとりをしたことがある。その学生曰く「自分はこう思うが，その
方向で解いていって答が出ると思うか。」と。それに対し「それでもできるけど，別の・・・」と言いかけた
ところで，その学生は制止し「それ以上は言わなくてもよろし。」と。

• 写すことは違法行為である。
• 他人に意見を求めることは許容されるが，答を教えてもらってはならない。
• 答ではなく，ヒントをもらったときは，できればそのことをレポートには明記するのが望ましい。例え
ば「友人の金毘君からこのヒントをもらった」と。
・・・と，これ自体が，第 1 著者のみの価値観か。こんな文章はほとんど意味が無いよなぁー。あぁーあ。

Chicago Art Institute, Illinois 州56

m

‘Say when!’ これに ‘When!’ と答えるのは違反だが，冗談ではよく使う。ど
ういう状況の問いかけかわかるだろうか。

56

シカゴの美術館では写真撮影は許されていた。
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【LATEX は楽し】エディタを用いて文書を作ることの有利な点
報告書・提案書をどうやって作ると便利か。ワードプロセサを使
わない強みとは何か。 LATEX を例にして示してみる。報告書を作る
ときは，まず，気付いた点の列挙から始めるだろう。

\documantclass[a4j]{jarticle}
\title{仙台駅前再開発}
\author{宮城桃太郎}
\date{\today}
\begin{document}
\maketitle
問題はありや
仙台ホテルはどうする
ロフトは大丈夫か

\end{document}
次に，それぞれの内容を，思い付いただけまず列挙。さらに，そ
の後ろに思い付いた問題を加筆。文書の整形は LATEX にやらせるの
で，入力は短い文章を改行を多用してぶった切り，ビシバシと並べ
るだけでいい。ここではまだ順番は考えない。
問題はありや
歴史的に，継ぎ足しをやっただけで，人の動線を
考えていない。
古いものと新しいものの混在。
仙台ホテルはどうする
一度倒産 \mbox{}?
ロフトは大丈夫か
パルコとどう共存
長距離バス停はどうする
そもそも今のバス停は大丈夫か
あのパチンコ屋さんはどうよ。
ある程度，アイデアや現状が出た段階で，論理的な説得の項目を
順に並べてみる。ここでも整形は不要である。

\section{仙台駅前再開発に対する問題}
ここは区画整理をしないまま，存在するものを接ぎ足し・・
\section{動線を考えたゾーニング}
JR および地下鉄の仙台駅から出発する人・・・
\begin{itemize}
\item 長距離バス停は東口にまとめる。
\item 仙台ホテルは・・・
\end{itemize}
のようにして区画整理をしたらどうか。
\section{個々の機能の改善と充実}
\subsection{商業機能}
サクラノとロフトおよび・・・・
\subsection{宿泊機能}
三つのホテルが近接することにより，・・・
\subsection{交通機能}
今のバス停配置を，・・・
\subsection{景観対策}
パチンコ屋さんを・・・
というように修正されていって，できあがりが次のようになる。

1. 仙台駅前再開発に対する問題
ここは区画整理をしないまま，存在するものを接ぎ足し・・
そのため古いものと新しいものの混在が見られ，景観的に
も・・・といった問題が・・・また，目的別に，利用者の動線
を考えているとは・・・

2. 動線を考えたゾーニング
JR および地下鉄の仙台駅から出発する人の目的・・・・・・
と考えてくると
• 長距離バス停は東口にまとめる。
• 仙台ホテルはメトロポリタン H の西側向かいへ。
• パチンコ屋さんは，その仙台 H のさらに西へ。

まず仙台駅前再開発についての問題を抽出
ここは区画整理をしてないまま
古いものと新しいものの混在
景観的な問題や利用者の動線の問題
次に，機能の再配分を考えるか
長距離バス停の位置は
パチンコ屋さんは
ホテルはどうする，商業機能はどうする。
個々の機能はどうなる

• 現仙台 H の場所は・・・・
のようにして区画整理をしたらどうか。

3. 個々の機能の改善と充実
3.1 商業機能
サクラノとロフトおよびパルコが・・・・といった観点から
共存しつつ・・・

3.2 宿泊機能
三つのホテルが近接することにより，競争というより共生に
よって，より良いサービスを・・・

★交通機能
今のバス停配置と，長距離バス停

3.3 交通機能

★商業機能
デパートの競合あるいは共生

今のバス停配置を，目的地別にさらに合理化し，かつ長距離
バス停を東口に移動することにより・・・

★宿泊機能
三つのホテルの共生によって，より良いサービス

3.4 景観対策

★景観対策
パチンコ屋さんを隠せるか
この説得力のある，論理的な文章にするための推敲を何回もやっ
たあと，どこを箇条書きにするか，どの順番が説得力があるのか考
えて，その最終原稿にしていく。こうすると，ワードプロセサのよ
うにレイアウト込みで加筆修正していくよりも，エディタを用い
て，純粋に中身の言葉や表現に精神を集中できる。そして最終的に

パチンコ屋さんを 1 区画裏に移動し，県外からの観光客が最
初に目にする風景を・・・・
結局，できあがりの映像的なイメージ（レイアウト）を一切考え
ること無しに，中身の論理的な流れを考え，どこを「節」にして，
どれを「その下の小さい節」にするのか，どこを「箇条書き」にす
ると効果的なのかについて精神を集中して文書を作り上げること
ができるメリットがある。もちろん，ワードプロセサに慣れてくれ
ば，同じようなことはできるが。
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キーボード［に慣れる｜を覚える］
今後，配置が変わるかもしれないが，今覚えておくと将来が楽です。休み時間等マシンが使えるときは，エ
ディタかワードプロセサを立ち上げて練習する。キーボードが無い場所では，次ページの拡大コピー（110%
で B5 ノートサイズコンピュータに相当。 120% で標準的なサイズ）を使って練習しよう。

• まず，左の人差し指を「F」に，右を「J」に（ここをホームポジションと呼ぶ）置いて，残りを，その
横並びの列に軽く置く。このホームポジションのキーそのものには，突起が付いていたり，若干深くなっ
ていたりして，触るだけでわかるようになっている。これが「基本の『き』」である。

• 各指の守備範囲を覚える必要があるが，それは次ページの写真のようになっている。
左小指:

Q, A, Z

右人差し指:

左薬指:

W, S, X

右中指:

I, K, コンマ ‘,’

左中指:

E, D, C

右薬指:

O, L, ピリオド ‘.’

R, F, V, T, G, B

右小指:

P, セミコロン ‘;’, ‘?’

左人差し指指:

左右の親指:
左小指:

Y, H, N, U, J, M

スペースキー

右手担当文字のシフトキー

右小指:

左手担当文字のシフトキー

一番上の数字のキーの守備範囲は多分「1」が左小指で「0」が右小指だと思う。 Enter キー ( ) は右小
指。これが「基本の『ほ』」。『ん?』な表現は無いか・・・

• 大事なのは「指に文字の配置を覚えさせる」こと。練習は次のようにする。ここが『ん !』とがんばると
ころ。

1. まず人差し指。頭の中で文字を呼びながら（最初は声に出してもいいかもしれない） FGHJ, FGHJ,
· · · を順に押し下げるという単調な仕事を数分繰り返す。次に RTYU，そして VBNM も同様。もし
かしたら RFV のような縦もやるといい。

2. 次は中指。文字を呼びながら EDC, EDC, · · · を順に押し下げる・・・を数分繰り返す。次に，右手
の IK コンマの列。

3. 同様に薬指と小指もやる。薬指と小指は辛いよぉ。
4. ときどき，スペースキーを親指で押す。
5. 慣れてきたら，例えばアルファベット順に押してみる。できなければ，また FGHJ からの練習を繰
り返す !

• 頭でちょっと考えながらだけど， 80% 程度の確率で指が文字を当てることができるようになったら，英
語の教科書か何かの段落一つを入力してみる。

• あとは， FGHJ から任意文章の入力の練習の繰り返しあるのみ !
• もちろん，最初はキーボードを見ながらでいいが，最終的には画面だけを見，そこに出てくる文字と自
分が頭の中で指に命令した文字が一致するようにならないと駄目。

• 守備範囲を覚えずに，ゲームのようなソフトウェアでいくら練習してもあまり意味が無い。
がんばりましょう。今苦労すれば，あとが楽です。
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付録 N
独断と偏見に満ちた FORTRAN 入門

N.1 はじめに
一般にプログラムはこの章の例題のように人が読める形で書かれる。これを計算機が実行するためには，機
械が読める形に書き直さなければならない。この作業を「コンパイル」と呼ぶが，これはもっぱら機械（毎に
専門家が作ってくれたソフトウェア「コンパイラ」）が自動的にやってくれるので，ここでは「人が読める」
プログラムの書き方を示す。このようなプログラムを書く規則（言語）には種々あるが，その中で科学・技術
計算に適用し易い FORTRAN (FORmula TRANslation) 言語について説明する。よく使われる BASIC (Beginner’s

All-purpose Symbolic Instruction Code) 言語に似ているところがあるが，重要な部分で違っているので注意が
必要である。ここでは第 1 著者自身の失敗経験と独断および偏見に基づき，間違いの無いプログラミングがで
きるような鉄則（のようなもの）を示す。もちろん文法的には，必ずしもここに書かれたことを遵守する必要
は無いが，計算機が一体何をしているのか正確に理解できるまでは，ここに書かれた制限を守った方が間違い
が少ないと思う。文献や土木工学関連の例題を含んだ書籍1 も多数ある。
さて，そのコンパイラであるが， Cygwin のインストール時にちょっとだけ気を付ければ freeware として使
うことができるようになる。デフォルトままだと使えない場合があるので，インストールパッケージを設定す
る段階で，ソフトウェア開発カテゴリ ‘Devel’ の一覧を表示させてその中から ‘gcc-core’ と ‘gcc-fortran’
の行を探し出し，図 N.1 に示したように，楕円で囲った辺りに表示される ‘Skip’ をクリックして ‘Keep’ 表示
に変更した上でバージョンを選べばインストールされる。インストール後に環境変数 PATH を適切に設定する
と， C と FORTRAN が使えるようになる。

N.2 文法の基本
N.2.1 プログラムの書き方と変数および算術代入文
ともかく実際にプログラムを作って実行してみよう。次の例題 1 は四角形の縦と横の長さを入力して，その
面積を求める簡単なものである。プログラムは，まずエディタでこのような「ソースファイル」を作成しなけ
ればならない。どんなエディタが使い易いのか等については回りの人に尋ねること。ここでは簡単のために，
名称が edit というエディタがあるものとする。
ファイルの名前は内容を反映させた方があとでわかり易いので，例題 1 の第 1 行の program 文の名前に使う

area1 を選んでおこう。まず，このファイルが FORTRAN プログラムのソースであることを明示するために，拡
1

例えば「『土木情報処理の基礎』土木学会， 1988.」等。
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図 N.1 Cygwin で C と FORTRAN を使えるようにするときの注意
張子を付けて ‘area1.f’ というファイル名2 にする。以下， Linux あるいは Cygwin におけるコマンドライン
の入力を示すことによって，何をしているのか明らかにしておきたい。 Windows では，「スタート」→「すべ
てのプログラム」→「アクセサリ」→「コマンドプロンプト」とし，まず，エディタを

edit area1.f 

(  は Enter キーの押し下げ)

で立ち上げ，下の例の program 行から end 行までの全部を入力する（コメント行3 は省いていい）。これを機
械語に変換するには，例えば

gfortran -o area1 area1.f 
とすればいい。 OS によっては ‘g77’ や ‘f77’ かもしれないが，いずれもコンパイラである。オプション等に
ついては， Cygwin の場合は通常のマニュアルコマンド

man gfortran  あるいは
2
3

g77 --help | less 

今の世の中，大学生なら英語を使おう。ローマ字 ‘menseki.f’ とか間違ったスペルの ‘eria.f’ は見苦しい。漢字を使うのは論外。
行頭に ‘C’ あるいは ‘*’ のある行はコメントとみなされプログラムとは関係が無い。
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で確認することができる。さて，この文書の pdf ファイルから以下の例のプログラムをエディタにコピー & ペー
ストしてソースファイルを作成しよう。ただし，コメント行以外には行頭に適切な数4 のスペースを入れて，例
題に表示されているような形式にしてからコンパイルすること。
【例題 1】
program area1
c
ex1: 四角形の面積を求める
c
縦と横の長さを入力し，面積を出力
c ← １桁目が ‘c’ の行はコメント行（プログラムとは無関係な文）
c
| ← 1 〜 5 桁が行番号の桁
c
| ← 7 桁目から 72 桁目までがプログラム本体（73 桁以降は無視）
→|
read(5,100) a,b
write(6,200) a,b
a=a*b
write(6,300) a
stop
c
100 format(2f10.0)
200 format(’ ’,’a =’,1pe15.7,’ b =’,e15.7)
300 format(’ ’,’A =’,1pe15.7)
c
5, 6 は標準入出力装置番号
c
キーボードと画面が 5 と 6，あるいは
c
area1 <inarea.dat
>outarea.txt
c
ファイル‘inarea.dat’ の例
c
----+----1----+----2 <- これは位置決め用スケール
c
1.2
2.7 <- この 1 行のみを‘inarea.dat’ に書き込む
c
----+----1----+----2 <- これは位置決め用スケール
end

ソースに間違いが無ければ，コンパイル後には ‘area1’ というファイル5 ができる。これが実行形式のプログ
ラムであり，機械には読めるが人間は読めないプログラムである。実行するには

area1 

あるいは

./area1 

と6 すればよく，キーボードから縦横の長さを例えば

␣␣␣␣␣␣␣3.4␣␣␣␣␣␣␣␣2. 
と入力すれば（f 形の 10 が桁数なので空白を入れてある。␣ は空白を示す。小数点を忘れずに），答が端末画
面上に 6.8 と出るはずである。面積を計算している行の a=a*b は「算術代入文」と呼ばれ，右辺を計算したあ
と左辺の a に値が代入される。この代入文が理解できない読者は第 M.3 節の Java プログラミングの例を勉強
して欲しい。
鉄則 1: プログラムの内容がわかるような名前（6 文字以内）を program 文（本質的には不要な文）
には必ず付け，ファイルの名前もわかり易いものにする。
データ入力は read 文で行なっている。この例の read(5,100) は， 5 番の入力装置（標準ではキーボード）
から 100 で示した「形式」で入力する，という意味である。そこでこの 100 という数字のついた format 文 100

format を見ると 2f10.0 となっている。つまり「1 行当たり十桁で示した実数を二つ入力する」ということな
ので，入力する時の数字の位置をきちんとしないとエラー7 が出る。したがって，上の入力例のように適当な数
の空白が必要になるわけである。ただし read(5,*) とすると，二つの値を空白一つ以上離して入力すればよく
なる場合もあり，簡単にはなる。
一方出力は write 文で 6 番の出力装置（標準では端末画面）に対して行う。その形式は例えば 300 format
を見ると 1pe15.7 となっている。これは「実数を 15 文字表示とし，小数点以下七桁，小数点上一桁で指数表
4
5
6
7

この文書の pdf ファイルが置いてあるウェブページから例題のソースコードのファイル ‘f3ple.txt’ がダウンロードできる。
あるいは a.out というファイルかもしれない。 Windows (Cygwin) の場合には a.exe や area1.exe かもしれない。
OS の環境変数 ‘PATH’ にカレントディレクトリ ‘.’ が含まれていないときには後者。
OS によっては，スペースやコンマで二つの数値が離れていれば，エラーにならない場合もある。
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示する」ことである。つまり，例えば 123.45678 は 1.2345678E+02 と表示される。他に f 形や g 形があるが，
慣れれば e 形の方が間違いの無い表示法である。またあとで出てくる整数は，入出力共に i 形（i5 や i10 等）
を使う。注意： 100 format の二つ目の b の出力の e15.7 の頭に 1p を付けるととんでもないことになる。小
数点より上の桁数を指定する p は最初の 1 箇所のみに付ける。
あるいは予め別のファイルを作成し，そこに入力するデータを書き込んでおいて実行させることもできる。
それには，例えば ‘inarea.dat’ というファイルに数値が 1 行で 3.4 と 2. が上の例の通りに書き込まれてい
れば

area1 < inarea.dat 
で， 5 番の入力はこのファイルからということになり，結果はやはり画面に出る。出力の 6 番を画面ではなく
ファイルにする場合には

area1 < inarea.dat > outarea.txt 
として実行すると，結果が，つまり 6.8 という文字がファイル ‘outarea.txt’ に出力される。この <や> は情
報の入出力の向きを指定するのに用いられ，「リダイレクション」と呼ばれる操作である。
鉄則 2: 精度が必要無い実数入力は， f10.0 形にする。整数は i5 か i10。
鉄則 3: 実数の出力は，普通は e15.7 形にする。あるいは en.m (n = m + 8) くらいにする。感覚的
には 1p を付けた方が読み易いだろう。ただし p の有効範囲はその format 文の文末の括弧)
までであり， (1pe15.7, ’ b=’, f12.3) のように 1p が有効な部分で f 変換や別の e 変換を
用いると，一桁ずれて表示されるので注意すること。
鉄則 4: 入力（read 文）は 5 番のファイル識別番号から format 付きで行なう。
鉄則 5: 出力（write 文）は 6 番のファイル識別番号へ format 付きで行なう。
入力を format 付きで行なうとキーボードからの入力は煩雑になって間違い易い。だから format 無しで読み
込む read(5,*) の方が好ましい場合がある。しかしあとで述べるように，通常のプログラムではファイル入出
力を標準としており，その場合には format 付きのほうが便利であると同時に，内容の理解が容易になる。し
たがって，ここでも format 付きを推奨している。
もう一つ，面積と断面 2 次モーメントを計算する例題 2 を考えてみよう。
【例題 2】
program area11
ex1_1: 四角形の面積と
断面 2 次モーメントを求める
縦と横の長さを入力

c
c
c
read(5,100) a,b
write(6,200) a,b
c
c

A= a*b
I= a*a*a*b/12.
b=a*b
a=a*a*b/12.
write(6,300) b,a
stop

c
100 format(2f10.0)
200 format(’ ’,’a =’,1pe15.7,’
300 format(’ ’,’A =’,1pe15.7,’
end

b =’,e15.7)
I =’,e15.7)
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例題 2 ではまず，面積を b で計算したあとの a*a*b/12. で断面 2 次モーメントが求められるのは理解できる
だろうか。プログラムの内容を 1 週後に理解し直す観点からはよくない方法だが，代入文の意味を考えてもら
うためにわざとやってみた。こういう文に抵抗が無くなるのが望ましい。さて通常 I で表示する断面 2 次モー
メントを a として計算している。しかし変数の記号は，あとで読んだ時にすぐ内容が解るようにした方がいい
ので，慣例の記号を用いた方がよさそうだ。そこで，次の例題 3 のように書き直してみよう。
【例題 3】
program area12
ex1_2: 四角形の面積と
断面 2 次モーメントを求める
縦と横の長さを入力

c
c
c
read(5,100) a,b
write(6,200) a,b
c
c

A= a*b
I= a*a*a*b/12.= a**3*b/12. べきには ** を使う
area=a*b
I=a**3*b/12.
↓実行するとエラー
write(6,300) area,I
stop

c
c

100 format(2f10.0)
200 format(’ ’,’a =’,1pe15.7,’
300 format(’ ’,’A =’,1pe15.7,’

b =’,e15.7)
I =’,e15.7)
↑頭文字が‘i’ から‘n’ までの変数は
通常は整数として解釈される
一つの解決策: program 文の次に‘real i’ の１行を入れる

c
c
c
end

ところが，これは実行するとマークのある箇所でエラーが起こる。これは次に説明するように，変数名が一般
に「暗黙の型宣言」に従っているからである。
変数の頭文字が i から n までの変数以外は暗黙のうちに実数変数として解釈されるが， i から n までの頭文
字を持つ変数は整数として解釈されてしまう。したがって，上の例題 3 の中の I=b*a**3/12. の計算では，右
辺が例えば 12.345 という値を持っていても整数化されてしまい， 12 という値を変数 I は持ってしまう。しか
も整数を実数の形式 e 形で出力しようとする箇所でエラーが発生してしまう。それを避けるために，上の例の
ような場合には変数を I の代わりに aI 等として使わないといけないのだ。
ところで，算術代入文や format 文は 1 行（72 列まで）に書ききれないこともある。この場合は例題 4 のよ
うに & を用いて継続した複数行にできる。
【例題 4】
program area13
ex1_3: 長い計算

c
read(5,100) a,b
write(6,200) a,b
c

c
c

x = a * b**3 + b * sin(a)
y = x * ( a * cos(b) - exp(a) / 2.4 ) / ( 120.9 * tan( a/b ) &
23.03 ) - x
↑
6 桁目に ‘&’ を入れると，継続行とみなされる。
write(6,300) x,y
stop

c
100 format(2f10.0)
200 format(’ ’,’a =’,1pe15.7,’
300 format(’ ’,’x =’,1pe15.7,’
end

b =’,e15.7)
y =’,e15.7)

この例の sin や cos 等は数学のそれと同じ関数で，コンパイラは既にこういった基本的な関数（組み込み関
数）を知っているので，普通に使えばいい。
鉄則 6: i から n までの頭文字を持つ実数を使用しない。
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鉄則 7: タイピングに慣れてきたら，意味のある変数名（6 文字以内8 ）を使用する。
さて多くのケーススタディーをしようとしているときには，データをプログラム中の代入文として入れてしま
うと，データを変更する度にコンパイルし直さなければなければならなくなる。これは不便であり無駄である。
したがって，問題や設定によって値の変わる変数の入力は代入文ではなく， read 文で行なうべきである。
鉄則 8: 定数ではないデータは必ず read 文で入力する。
鉄則 9: read したデータはすぐに write して確認する。

N.2.2 ファイル入出力と do ループ・ if 文
ファイルから入力して結果をファイルに書き込むのに前節ではリダイレクションを用いたが，ここではプロ
グラムの中でその入出力ファイルを指定する方法を説明する。こうすれば，例えば図化ソフトウェアにデータ
を渡すためのファイルを標準の結果の出力ファイル（6 番の装置）とは別に作る等，複数の出力ファイルを簡
単に指定することができるようになる。そのためには例題 5 のように単に open 文を加えるだけでよく，他に
は何も書き直す必要は無い。ただし，終了前にファイルを close する必要がある。この二つ目の出力ファイル
の指定例は第 N.3.1 節に示した。
【例題 5】
program area2
open(5,file=’inarea.dat’)
open(6,file=’outarea.txt’)
c
read(5,100) a,b
write(6,200) a,b
a=a*b
write(6,300) a
c
close (5)
close (6)
stop
c

c
c
c
c
c
c

100 format(2f10.0)
200 format(’ ’,’a =’,1pe15.7,’ b =’,e15.7)
300 format(’ ’,’A =’,1pe15.7)
5, 6 を明確にファイルに割り当てる
入力: inarea.dat
出力: outarea.txt
ファイル‘inarea.dat’ の例
----+----1----+----2
1.2
2.7
----+----1----+----2
end

さてそれができるなら，複数のデータの組に対する計算を次々にやらせることができてさらに便利になるか
もしれない。つまり， 1 ケース毎に入力ファイルのデータをいちいち変更して実行し直すのではなく，計算し
たい全部のデータを一つのファイルに書き込んでおいて，一度に全部を実行した方が便利である。これには，
入力と出力を大きなループで囲んでおけばいいことがすぐわかるが，どこが最後の入力なのか教えてやらない
と，エラーで終了するという醜いプログラムになってしまう。最も簡便に行なう方法は，データの特徴で判断
する方法（例題 6）である。
【例題 6】
program area3
open(5,file=’inarea.dat’)
open(6,file=’outarea.txt’)
read(5,100) a,b
c ----------------- ここから
c
連続入力を，あり得ない入力値で制御する
8

これは今は緩和されているかもしれない。
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do while(a.gt.0.)
write(6,200) a,b
a=a*b
write(6,300) a
次の入力をして
read(5,100) a,b
end do
c ----------------- ここまでがループ
close (5)
close (6)
stop
c
100 format(2f10.0)
200 format(’ ’,’a =’,1pe15.7,’ b =’,e15.7)
300 format(’ ’,15x,’A =’,1pe15.7)
c
5, 6 を明確にファイルに割り当てる
c
入力: inarea.dat
出力: outarea.txt
c
ファイル‘inarea.dat’ の例
c
----+----1----+----2
c
1.2
2.7
c
2.3
8.1
c
-1.
8.1
c
----+----1----+----2
end

c

つまり縦の長さ a が零か負なら計算を終わらせようというのだ。この do から end do までが複数のケースに対
処するためのループで， while の後ろの括弧内がループの継続条件である。条件中の演算子.gt. は > の代わ
りで，次の対照表のように定義されていて，これはあとで出てくる if 文でも使う。

.gt.

>

.ge.

≥

.eq.

=

.le.

≤

.lt.

<

.ne.

,

.and.

AND

.or.

AND と OR は例えば ((i.gt.10.and.j.le.5).or.k.ne.4) のように複数の条件を並べるときに使う。
また，円の面積の場合も同様 (例題 7) に
【例題 7】
program area4
ex4: 円の面積を求める
半径を入力し，面積を出力

c
c
data pi / 3.14159265 /
c

open(5,file=’inarea.dat’)
open(6,file=’outarea.txt’)
read(5,100) r
c ----------------- ここから
do while(r.gt.0.)
write(6,200) r
a=pi*r*r
write(6,300) a
c
次の入力をして
read(5,100) r
end do
c ----------------- ここまで
close (5)
close (6)
stop
c
100 format(f10.0)
200 format(’ ’,’radius =’,1pe15.7)
300 format(’ ’,15x,’A =’,1pe15.7)
c
ファイル‘inarea.dat’ の例
c
----+----1----+----2
c
1.2
c
2.3
c
-1.
c
----+----1----+----2
end

のようにすればいい。この場合は半径 r が零か負なら計算を終わらせるのだ。

OR
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あり得ないデータで入力を制御できることになれば，例題 6, 例題 7 の二つのプログラムも合体させることが
できそう（例題 8）だ。つまり，横の長さ b が零の場合には円の計算だと判断するのだ。同じような内容の計
算をするプログラムを種々の対象に対して使えるようにすると非常に便利なことが多い。そのようなプログラ
ムを「汎用性を持った」プログラムと呼ぶ。例えば，片持ち梁は解けるが単純支持梁は解けないプログラムよ
りは，両方共解ける方が便利だろう。
【例題 8】
program area5
data pi / 3.14159265 /
c
open(5,file=’inarea.dat’)
open(6,file=’outarea.txt’)
c
read(5,100) a,b
c
do while(a.gt.0.)
入力の数で円か四角か判断

c
if(b.gt.0.)then

四角
write(6,400) a,b
a=a*b
write(6,300) a

c

else
円

c
write(6,200) a
a=pi*a*a
write(6,300) a
c
end if
read(5,100) a,b
end do
c
close (5)
close (6)
stop
c
100
200
300
400
c
c
c
c
c
c
c
c

format(2f10.0)
format(’ ’,’radius =’,1pe15.7)
format(’ ’,15x,’A =’,1pe15.7)
format(’ ’,’a =’,1pe15.7,’ b =’,e15.7)
ファイル‘inarea.dat’ の例
----+----1----+----2
1.2
0.
2.3
4.5
3.6
.45
.2
0.
-1.
.45
----+----1----+----2
end

処理系に寄るかもしれないが三つ目の入力データ表示では桁落ちが生じている。これは後述する倍精度指定に
よって改善できる。
さらにプログラムを読み易くするためには，異なる場合の計算は別の場所でやらせるようにしたい。これに
は subroutine と呼ばれる副プログラムを使用すればいい（例題 9）。そうすると将来，例えば台形の計算も
したいといった場合にもとても簡単にプログラムの加筆・修正ができる。
【例題 9】
program area6
common / const / pi
pi=4.*atan(1.)
c
open(5,file=’inarea.dat’)
open(6,file=’outarea.txt’)
c
read(5,100) a,b
do while(a.gt.0.)
if(b.gt.0.)then

N.2. 文法の基本

939

call rect(a,b)
write(6,200) a
ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ rect を call したあとには a の値が変更されている !!!

c
else

call circle(a)
end if
c
read(5,100) a,b
end do
c
close (5)
close (6)
stop
c
100 format(2f10.0)
200 format(’ ’,’> call されたあとのメインプログラムの a の値は’,
&
1pe15.7,’ になっている <’)
end
c ------------------------------------------------------------------subroutine circle(r)
c
円
common / const / pi
write(6,100) r
a=pi*r*r
write(6,200) a
return
c
100 format(’ ’,’radius =’,1pe15.7)
200 format(’ ’,15x,’A(circle) =’,1pe15.7)
end
c ------------------------------------------------------------------subroutine rect(a,b)
c
四角
write(6,100) a,b
a=a*b
write(6,200) a
return
c
100 format(’ ’,’a =’,1pe15.7,’ b =’,e15.7)
200 format(’ ’,15x,’A(rectangle) =’,1pe15.7)
end

subroutine を呼ぶプログラム側では call 文で呼び出すが，このときメインプログラムと subroutine の
ひきすう

間で適切に変数の値の受渡しをしなければならない。上の例では「引数」と呼ばれるもの（括弧書きの中の並
び）と， common 文によるものとを用いた。落ち着いてよく見ると， common で渡しているのは π つまり値を
変えない変数9 であり，引数では変化する変数を受渡している。特にこうしなければならないことは無いが，最
初のうちはこのような区別をしておくと間違いが少ない。
各 subroutine およびメインプログラムはそれぞれ独立した「プログラム単位」であり，引数と common で
受け渡される変数の値以外は，それぞれのプログラム単位内のローカル変数であり，同じ記号であっても個々
に独立した変数である。したがって，上の circle という subroutine 中の変数 a はメインの a とは全く関係
が無い。しかしながら， rect という subroutine の中の変数 a は，メインの a と引数を通して授受されてし
まうことには注意すること。したがってこの例では，メインプログラムでこの rect を call したあとの write
文で出力される a の値は，その subroutine の中で計算された a の方，つまり面積 (a*b) の値に置き換わっ
てしまっていることに注意すること。上の例ではその a の値も出力されているので確認しておいて欲しい。
鉄則 10: 入出力はファイル使用を標準とし，プログラムは多くの場合の計算を連続して行えるよう
なフローにする。入力の終了を制御する適切な方法を考える。
鉄則 11: 必要ならば可能な限り汎用性を持ったプログラムを作る。
9

円周率 π は定数だが FORTRAN には「定数」という別の定義があるので，ここでは「変数」と書いた。その「定数」については第 N.2.5
節で説明する。
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鉄則 12: 種々の場合を計算する汎用プログラムでは，場合の異なる計算を subroutine で行なっ
ておくと，あとで追加・削除が容易である。
鉄則 13: subroutine へは引数で変数を引き渡す。円周率等のように値が変化しない変数だけを

common 文で引き渡すようにすると最初は間違いが少ない。
鉄則 14: common 文は，できるだけ明確な名前付き（上の例では const）で用いる。また同じ名前
を持った common 文に実数と整数を並べない方がいいが，もし並べたい場合には，実数を先
に並べる（倍精度実数を用いる場合の機械依存性の問題点）。

N.2.3 文字変数と倍精度実数
通常の実数計算は 4 バイト 32 ビットで計算しているため，機械の中は七桁くらいの表現になる。したがっ
て，複雑な演算を行なうと，有効数字でせいぜい三桁くらいの精度しか得ることができない。これを 8 バイト

64 ビットでやらせれば，精度が倍になり，約六桁程度の有効数字精度を得ることができる。現在，単精度・倍
精度計算で実行速度の差は無く， C 言語がそうであるように科学・技術計算はすべて倍精度で行なうのが普通
である。これを簡単に行なうためには，単に各プログラム単位で暗黙の型宣言文 implicit 文を挿入するだけ
でいい。
また，多くの場合を連続して計算する場合の制御に，文字変数を使用したタイトルを利用すると，出力結果
の整理にも役に立ち便利だ。例題 10 では 76 文字のタイトルを使って入力の制御を行なっている。つまり宣言
文の character*4 title(19) は， 4 バイト（4 英数字）ずつの文字変数を 19 個連続して並べて（後述の「配
列」）あるという意味なので，合計 4 × 19 = 76 文字に相当する。その最初の 4 文字を title(1) という変数と
して扱い，この最初の 4 文字で入力を制御するのである。つまりプログラムを終了させるには end␣ の 4 文字
（最後の ␣ は半角スペース）を用いるのだ。
【例題 10】
c

program area7
implicit real*8(a-h,o-z)
倍精度（8 バイト実数）
character*4 title(19),aend
common / const / pi
data aend / ’end ’ /
pi=4.d0*atan(1.d0)

c
c

open(5,file=’inarea.dat’)
open(6,file=’outarea.txt’)
タイトルで終了制御
read(5,100) title
do while(title(1).ne.aend)
write(6,200) title
read(5,300) a,b
if(b.gt.0.)then
call rect(a,b)
else
call circle(a)
end if
read(5,100) title
end do

c
close (5)
close (6)
stop
c
100 format(19a4)
200 format(//’ ’,19a4)
300 format(2f10.0)
c
c
c

ファイル‘inarea.dat’ の例
----+----1----+----2
Problem No.1 --> title は全部 76 文字より長くする
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c
c
c
c
c
c
c

1.2
0.
Next Problem
3.6
.45
Last Problem
.2
0.
end_
<-- 4 文字目はスペース !
----+----1----+----2

end
c ------------------------------------------------------------------subroutine circle(r)
c
円
implicit real*8(a-h,o-z)
common / const / pi
write(6,100) r
a=pi*r*r
write(6,200) a
return
c
100 format(’ ’,’radius =’,1pd15.7)
200 format(’ ’,15x,’A(circle) =’,1pd15.7)
end
c ------------------------------------------------------------------subroutine rect(a,b)
implicit real*8(a-h,o-z)
c
四角
write(6,100) a,b
a=a*b
write(6,200) a
return
c
100 format(’ ’,’a =’,1pd15.7,’ b =’,d15.7)
200 format(’ ’,15x,’A(rectangle) =’,1pd15.7)
end

ここでは倍精度にしたので，例題 8 とは異なり二つ目の入力データ表示には桁落ちが生じていない。
鉄則 15: 入力制御はタイトル（文字変数）を利用する。
鉄則 16: 実数計算はすべて倍精度で行なう。 implicit real*8(a-h,o-z) を，必要なメインプロ
グラムと subroutine や後述の function 等に忘れずに付ける。
鉄則 17: 倍精度変数の出力には， d15.7 あるいは dn.m (n = m + 8) を使用する。

N.2.4 1 次元配列
上の title(19) という変数は実は「配列」と呼ばれるもので， 19 個の変数を同じ変数名で定義する代わり
に，その何番目の変数かでそれぞれを区別している。これを使うと，ベクトルや行列の計算が非常に簡単にで
きることがわかると思う。まず，ベクトルの内積の計算を例にして 1 次元配列を使ってみよう。
【例題 11】
program inprod
c

ex8: ２つのベクトルの内積を求める
character*4 title(19),aend
dimension a(3),b(3)
data aend / ’end ’ /

c
open(5,file=’invec.dat’)
open(6,file=’outvec.txt’)
read(5,100) title
do while(title(1).ne.aend)
write(6,200) title
c

c

read(5,300) (a(i), i=1,3)
read(5,300) (b(i), i=1,3)
write(6,400) (a(i), i=1,3)
write(6,400) (b(i), i=1,3)
内積の計算
prod=0.
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do i=1,3
prod=prod + a(i)*b(i)
end do
write(6,500) prod
c
read(5,100) title
end do
c
close (5)
close (6)
stop
c
100
200
300
400
500
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

format(19a4)
format(//’ ’,19a4)
format(3f10.0)
format(’ ’,’1:’,1pe15.7,’ 2:’,e15.7,’ 3:’,e15.7)
format(’ ’,15x,’Inner product =’,1pe15.7)
ファイル‘invec.dat’ の例
----+----1----+----2----+----3
Problem No.1 (3-D) --> title は全部 76 文字より長くする
1.2
2.2
1.1
-.3
3.9
-4.5
Next Problem (2-D)
2.3
-4.5
0.
8.1
.34
0.
Last Problem (3-D)
.2
2.1
-.2
-1.1
-3.2
9.1
end_
<-- 4 文字目はスペース !
----+----1----+----2----+----3
end

内積を求めている do 文の中の代入文は理解できるだろうか。

N.2.5 common 文と parameter 文・ data 文
subroutine 間のデータのやりとりには common 文や引数を用いたが，このときやりとりする変数 (?) をどの
ように定義するかについて少し検討してみる。まず， data 文の特性について追求してみる。次の例題 12 を実
行してみる。
【例題 12】
program param1
ex9: データのやりとりと宣言について

c
data n / 5 /
write(6,100) n
n = 2
write(6,100) n
data n / 8 /
write(6,100) n
stop
c
100 format(’ ’,i5)

このプログラムの出力結果は

c
c
c
c
c

8
2
2
です。なぜでしょう?
end

この場合なぜ出力がそうなるのかわかりますか? 実は data 文はどこにあってもいい代わりにプログラムが実行
される直前に一度だけしか実行されないのである。つまり data 文は，その変数の「初期値」を与えるに過ぎな
いのだ。したがって上の例題の n の初期値は，まずプログラムが実行される前に一旦 5 になったあとすぐに 8
になるから，実際にこのプログラムが実行され始めた時点の初期値は二つ目の data 文の 8 になっている。一
旦実行が始まったらすべての data 文は無視されるから， n=2 の行の上では n=8 のままであり， n=2 の行より
下では常に n=2 のままとなる。
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鉄則 18: 変化させない変数か，初期値を適切に設定したい変数だけを data 文で定義する。
鉄則 19: data 文はメインプログラムの最初だけで定義する。
さて FORTRAN では変数の他に「定数」も定義できる。これは parameter 文で行なうのだが，この性質につ
いて見てみよう。
【例題 13】
program param2
ex10: データのやりとりと宣言について

c
parameter (n=5)
write(6,100) n
n = 2
write(6,100) n
stop
c
100 format(’ ’,i5)

このプログラムは
第 5 行の‘n=2’ が文法違反です。
なぜでしょう?

c
c
c
end

ここもなぜエラーになるのかわかるだろうか? それは， parameter 文で定義される「定数」（本質的には「文
字」に過ぎない!）というのが，数字の代わりにプログラムを書く時点だけで用いられるものだからである。
つまりプログラムの実行とは全く無関係にコンパイルの段階で処理されてしまう。したがって，上の例題のエ
ラーが生じる行 n = 2 は，本質的には

5 = 2
という文を書いたことに相当するから，文法違反となるわけである。
これが理解できたのなら，次の例題 14 もおかしいことがわかると思う。というのも， n は変数ではなく 5
だからである。「変数」と「定数」が違うことを理解しておく必要がある。
【例題 14】
program param3
ex11: データのやりとりと宣言について

c
parameter (n=5)
common n
write(6,100) n
call suba
stop
c
100 format(’ ’,i5)

このプログラムは
第 4 行の‘common n’ が文法違反です。
なぜでしょう?

c
c
c

end
c ------------------------------------------------------------------subroutine suba
common n
return
end

あるいは，前述の data 文の使い方にも注意が必要である。
【例題 15】
program param4
ex12: データのやりとりと宣言について

c
common n
data n / 5 /
write(6,100) n
call suba
stop
c
100 format(’ ’,i5)
c

このプログラムも
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第 3 行の‘common n’ が文法違反です。
なぜでしょう?

c
c

end
c ------------------------------------------------------------------subroutine suba
common k
write(6,100) k
return
c
100 format(’ ’,i5)
end

これも，前述したように data 文は初期化する働きを持った非実行文であるため， common 領域で定義された
変数を実行前に初期化しようとするのが困難だからであろう? このようなことをどうしてもしたい場合は，他
の手段 (block data) の使用が考えられる。
鉄則 20: parameter 文は（「定数」の意味が理解できない間は）使用しない。百害あって一利無
し。
鉄則 21: common 文に含める変数の初期化を data 文では行なわない。
さて subroutine との変数の引渡しに用いた引数と common 文は，もちろん同時に用いても構わないが，次
のような重複の仕方は間違いとなる。
【例題 16】
program param5
ex13: データのやりとりと宣言について

c
data n / 5 /
write(6,100) n
call suba(n)
write(6,100) n
stop
c
100 format(’ ’,i5)

このプログラムも subroutine suba の
第 2 行の‘common k’ が文法違反です。
なぜでしょう?

c
c
c

end
c ------------------------------------------------------------------subroutine suba(k)
common k
k=2*k
call subb
return
end
c ------------------------------------------------------------------subroutine subb
common j
j=j/2
return
end

つまり，引数で受渡しているから common は必要無いわけだが，これは， common 領域の概念と引数の概念と
が全く異なることによるエラーである。 common 文というのは，その common （共通）メモリ領域の最初の番
地から順番に値が記憶されているものを，参照するだけのものである。だから，上の例の subb のように，異
なるプログラム単位毎に違う変数名で参照しても構わない（あとでわからなくなるのでできるだけそろえた方
がいいが）。これに対して引数は， call する側の変数の記憶されているメモリの番地を， subroutine 側に
教えるだけの機能しか持っていない。したがって，これも違う変数名で参照しても構わない。
ただし，上の例題 16 で
【例題 17】
program param5
c

ex13_1: データのやりとりと宣言について
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common n
n=5
write(6,100) n
call suba(n)
write(6,100) n
stop
c
100 format(’ ’,i5)
end
c ------------------------------------------------------------------subroutine suba(k)
k=2*k
call subb
return
end
c ------------------------------------------------------------------subroutine subb
common j
j=j/2
write(6,100) j
return
100 format(’ ’,i5)
end

とすることは可能である。つまり call する側の引数が common にあってもいい（例題 17 のメインプログラム）
が， call された側の重複（例題 16 の suba）は不可なのである。またこのプログラムを実行すると，すべて
の write 文は 5 を出力するが，その理由も理解できるだろうか。このように，同じ変数を異なった方法で授受
するのは不節操であり，将来の修正が困難になるので避けるべきである。
鉄則 22: 鉄則 13 を再度強調したいが，変数のうちのどれを common で引き渡すのかの自分なりの
思想を持つ。
鉄則 23: 内容を間違わないためにも common 中の変数名はすべての箇所で同じものに統一してお
く。つまりエディタの機能を用いてコピー & ペーストするのがベストである。

2 次元配列

N.2.6

次に， 2 次元の配列を用いて行列計算をしてみる。簡単のために， 2 × 2 の逆行列を求める。
【例題 18】
program inv22
c

ex14: 2x2 の逆行列
character*4 title(19),aend
dimension a(2,2),b(2,2),c(2,2)
data aend / ’end ’ /

c
open(5,file=’inmat.dat’)
open(6,file=’outmat.txt’)
c
read(5,100) title
do while(title(1).ne.aend)
write(6,200) title
c
do i=1,2
read(5,300) (a(i,j), j=1,2)
write(6,400) (a(i,j), j=1,2)
end do
c
det=a(1,1)*a(2,2)-a(1,2)*a(2,1)
write(6,500) det
c
b(1,1)=a(2,2)/det
b(1,2)=-a(1,2)/det
b(2,1)=-a(2,1)/det
b(2,2)=a(1,1)/det
c
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do i=1,2
write(6,400) (b(i,j), j=1,2)
end do
チェック
do i=1,2
do j=1,2
c(i,j)=0.
do k=1,2
c(i,j)=c(i,j)+a(i,k)*b(k,j)
end do
end do
end do
きちんと単位行列になるか?
write(6,600)
do i=1,2
write(6,400) (c(i,j), j=1,2)
end do

c

c

c
read(5,100) title
end do
c
close (5)
close (6)
stop
c
100
200
300
400
500
600
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

format(19a4)
format(//’ ’,19a4/’ ’,’Given matrix:’)
format(2f10.0)
format(’ ’,’ |’,1pe15.7,’ |’,e15.7,’ |’)
format(’ ’,15x,’Determinant =’,1pe15.7/’ ’,’Inverse matrix:’)
format(’ ’,’Check.....’)
ファイル‘inmat.dat’ の例
----+----1----+----2
Problem No.1 --> title は全部 76 文字より長くする
1.2
2.2
-.3
3.9
Next Problem
2.3
-4.5
8.1
.34
Last Problem
.2
2.1
-1.1
-3.2
end_
<-- 4 文字目はスペース !
----+----1----+----2
end

チェックのところでは，元の行列と逆行列を掛けたときに単位行列になるかどうか検討しているが，まずこう
して行列の掛け算ができることを理解して欲しい。さて実際実行してみるとどうでしょう? 単位行列になって
いるだろうか。試しに倍精度でも実行して比較してみるといい。前述したように計算機は厳密解は出してくれ
ない。限られた精度の中の計算であることを忘れないようにして欲しい。

鉄則 24: 計算機は馬鹿である。言われた通りにしか動かないので，その結果を鵜呑みにしてはなら
ない。
鉄則 25: プログラマーはもっと間が抜けていると考えよう。計算結果が変な時やエラーが出る時の
ゆめゆめ

原因は 120% プログラマーにある。努々計算機やコンパイラを疑ってはならない。

コンパイル時にも実行時にもエラーが無く答だけがおかしい（それに気付けばいいが）例を後述するが，コー
ドの間違いを探す行為を「デバッグ」と呼ぶ。「バグ」は虫で「デバッグ」をよく「虫取り」と称する。最も
単純な方法は，おかしいなぁと思う箇所（初心者はわからないから随所）に write 文を挿入して，確かめるべ
き変数の値を確認することだ。コードをじぃっと眺めていても害虫はなかなか見つからない。
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2 次元配列の受渡しと上手なメモリの使い方（整合配列）

N.2.7

次に，行列の積を計算してみよう。次の例題 19 では，せいぜい 8 × 8 の行列までしか計算しないものと規定
している。行なう計算は， d = At B A c である。
【例題 19】
program matprd
c

ex15: 行列の積 {d} = [A(T)] [B] [A] {c}
implicit real*8 (a-h,o-z)
character*4 title(19),aend
dimension a(8,8),b(8,8),c(8),d(8),e(8,8)
data aend / ’end ’ /

c
open(5,file=’inmatp.dat’)
open(6,file=’outmatp.txt’)
c
read(5,100) title
do while(title(1).ne.aend)
write(6,200) title
c
read(5,600) mat
if(mat.le.8.and.mat.gt.0)then
c
write(6,500) mat
do i=1,mat
read(5,300) (a(i,j), j=1,mat)
write(6,400) (a(i,j), j=1,mat)
end do
write(6,350)
do i=1,mat
read(5,300) (b(i,j), j=1,mat)
write(6,400) (b(i,j), j=1,mat)
end do
write(6,450)
read(5,300) (c(i), i=1,mat)
write(6,400) (c(i), i=1,mat)
c
do i=1,mat
d(i)=0.d0
do j=1,mat
d(i)=d(i)+a(i,j)*c(j)
e(i,j)=0.d0
do k=1,mat
e(i,j)=e(i,j)+a(k,i)*b(k,j)
end do
end do
end do
c
do i=1,mat
c(i)=0.d0
do j=1,mat
c(i)=c(i)+e(i,j)*d(j)
end do
end do
c
write(6,550)
write(6,400) (c(i), i=1,mat)
c
else
write(6,700)
close (5)
close (6)
stop
end if
c
read(5,100) title
end do
c
close (5)
close (6)
stop
c

付録 N. 独断と偏見に満ちた FORTRAN 入門

948

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

100 format(19a4)
200 format(//’ ’,19a4)
300 format(8f10.0)
350 format(’ ’,’ [B]’)
400 format(’ ’,8(’ |’,1pd15.7),’ |’)
450 format(’ ’,’ {c}’)
500 format(’ ’,’Size of matrices =’,i5/’ ’,’Given matrices:’/
&
’ ’,’ [A]’)
550 format(’ ’,’Obtained vector:’/’ ’,’ {d}’)
600 format(i5)
700 format(’ ’,’***** Data error : 0<mat<9 *****’)
ファイル‘inmatp.dat’ の例
----+----1----+----2----+----3
Problem No.1 --> title は全部 76 文字より長くする
2
1.2
2.2
-.3
3.9
2.3
-4.5
8.1
.34
.55
-.2
Next Problem
3
.2
2.1
-.4
-1.1
-3.2
2.7
1.2
2.2
-.9
-.3
3.9
5.7
7.1
8.8
-.8
3.2
-1.2
1.
1.
-.5
2.
end_
<-- 4 文字目はスペース !
----+----1----+----2----+----3
end

転置行列との掛け算もちゃんと理解できただろうか。試しに subroutine を使ってみると
【例題 20】
program matprd
implicit real*8 (a-h,o-z)
character*4 title(19),aend
dimension a(8,8),b(8,8),c(8),d(8),e(8,8)
data aend / ’end ’ /
c
open(5,file=’inmatp.dat’)
open(6,file=’outmatp.txt’)
c
read(5,100) title
do while(title(1).ne.aend)
write(6,200) title
c
read(5,600) mat
if(mat.le.8.and.mat.gt.0)then
write(6,500) mat
do i=1,mat
read(5,300) (a(i,j), j=1,mat)
write(6,400) (a(i,j), j=1,mat)
end do
write(6,350)
do i=1,mat
read(5,300) (b(i,j), j=1,mat)
write(6,400) (b(i,j), j=1,mat)
end do
write(6,450)
read(5,300) (c(i), i=1,mat)
write(6,400) (c(i), i=1,mat)
c
call prod(a,b,c,d,e,mat)
c
write(6,550)
write(6,400) (c(i), i=1,mat)
else
write(6,700)
close (5)
close (6)
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stop
end if
c
read(5,100) title
end do
c
close (5)
close (6)
stop
c
100 format(19a4)
200 format(//’ ’,19a4)
300 format(8f10.0)
350 format(’ ’,’ [B]’)
400 format(’ ’,8(’ |’,1pd15.7),’ |’)
450 format(’ ’,’ {c}’)
500 format(’ ’,’Size of matrices =’,i5/’ ’,’Given matrices:’/
&
’ ’,’ [A]’)
550 format(’ ’,’Obtained vector:’/’ ’,’ {d}’)
600 format(i5)
700 format(’ ’,’***** Data error : 0<mat<9 *****’)
end
c ------------------------------------------------------------------subroutine prod(a,b,c,d,e,mat)
implicit real*8 (a-h,o-z)
dimension a(8,1),b(8,1),c(1),d(1),e(8,1)
c
do i=1,mat
d(i)=0.d0
do j=1,mat
d(i)=d(i)+a(i,j)*c(j)
e(i,j)=0.d0
do k=1,mat
e(i,j)=e(i,j)+a(k,i)*b(k,j)
end do
end do
end do
do i=1,mat
c(i)=0.d0
do j=1,mat
c(i)=c(i)+e(i,j)*d(j)
end do
end do
return
end

のようになる。ここで一つ重要なのは， subroutine で

dimension a(8,1),b(8,1),c(1),d(1),e(8,1)
と宣言したことである。これは，当然

dimension a(8,8),b(8,8),c(8),d(8),e(8,8)
でもいいが，大事なのは多次元の配列の最後の添え字以外の正確な宣言のことだ。つまりその値（この例の ‘8’）
は，呼んでいるルーチン側と同じ数値で宣言しなければならないことである。この例では， a(i,j) の i 側の
上限値はきちんと呼ぶ側の宣言と同じサイズで宣言しなければならないのである。 1 次元の場合と右端のサイ
ズが 1 でいいのは，引数がその変数の最初の番地だけを受け渡すからであり，その先頭の番地が呼ぶ側の変数
の先頭の番地に等しいことを示すだけでいいからである。なぜ，右端のサイズ以外をきちんと宣言しなければ
ならないかというと，実は多次元の配列はメモリの中では，例えばこの 2 次元の場合

a(1,1),a(2,1),a(3,1),,,,a(8,1),a(1,2),a(2,2),a(3,2),,,,
の順番に記憶されているからなのだ。これは C 言語の順番と逆だ。 3 次元の例えば c(2,3,4) の場合は

c(1,1,1),c(2,1,1),c(1,2,1),c(2,2,1),c(1,3,1),c(2,3,1),c(1,1,2),,,
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の順になっている。
さて，上の例題ではサイズ mat 分の配列だけを subroutine に渡せばいいはずだから

dimension a(mat,mat),b(mat,mat),c(mat),d(mat),e(mat,mat)
あるいは

dimension a(mat,1),b(mat,1),c(1),d(1),e(mat,1)
としたいというのは，多くの人間が考えることであろうが，実はとんでもないことが起こる。これをコンパイ
ルしても全くエラーは検出されず，実行してもエラーが起こらない。しかし結果が目茶苦茶になる。それに気
付けばいいが，大ポカをすると人身事故にもつながりかねない。つまり，例えば mat=2 だったとすると，メモ
リ内の変数の配置は呼ぶ側と呼ばれる側とで，次のような対応になってしまうからである。
呼 ぶ 側:
呼ばれる側:

a(1,1) a(2,1) a(3,1) a(4,1) a(5,1) a(6,1) .....
Ok
Ok
?
?
a(1,1) a(2,1) a(1,2) a(2,2)

ところが，これを次のように subroutine にして書き換えてしまうと，当たり前だが正解が求められるから
（初学者には）不思議なのだ。理由は後述するが，まずじっくり腰を下ろして考えてみるといい。
【例題 21】
program matprd
implicit real*8 (a-h,o-z)
character*4 title(19),aend
dimension a(8,8),b(8,8),c(8),d(8),e(8,8)
data aend / ’end ’ /
c
open(5,file=’inmatp.dat’)
open(6,file=’outmatp.txt’)
c
read(5,100) title
do while(title(1).ne.aend)
write(6,200) title
c
read(5,600) mat
if(mat.le.8.and.mat.gt.0)then
write(6,500) mat
c
call matin(a,b,c,mat)
c
call prod(a,b,c,d,e,mat)
c
call matout(c,mat)
else
write(6,700)
close (5)
close (6)
stop
end if
c
read(5,100) title
end do
c
close (5)
close (6)
stop
c
100 format(19a4)
200 format(//’ ’,19a4)
500 format(’ ’,’Size of matrices =’,i5/’ ’,’Given matrices:’/
&
’ ’,’ [A]’)
600 format(i5)
700 format(’ ’,’***** Data error : 0<mat<9 *****’)
end
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c ------------------------------------------------------------------subroutine matin(a,b,c,mat)
implicit real*8 (a-h,o-z)
dimension a(mat,1),b(mat,1),c(1)
c
do i=1,mat
read(5,300) (a(i,j), j=1,mat)
write(6,400) (a(i,j), j=1,mat)
end do
write(6,350)
do i=1,mat
read(5,300) (b(i,j), j=1,mat)
write(6,400) (b(i,j), j=1,mat)
end do
write(6,450)
read(5,300) (c(i), i=1,mat)
write(6,400) (c(i), i=1,mat)
return
300 format(8f10.0)
350 format(’ ’,’ [B]’)
400 format(’ ’,8(’ |’,1pd15.7),’ |’)
450 format(’ ’,’ {c}’)
end
c ------------------------------------------------------------------subroutine prod(a,b,c,d,e,mat)
implicit real*8 (a-h,o-z)
dimension a(mat,mat),b(mat,mat),c(mat),d(mat),e(mat,mat)
c
do i=1,mat
d(i)=0.d0
do j=1,mat
d(i)=d(i)+a(i,j)*c(j)
e(i,j)=0.d0
do k=1,mat
e(i,j)=e(i,j)+a(k,i)*b(k,j)
end do
end do
end do
do i=1,mat
c(i)=0.d0
do j=1,mat
c(i)=c(i)+e(i,j)*d(j)
end do
end do
return
end
c ------------------------------------------------------------------subroutine matout(c,mat)
implicit real*8 (a-h,o-z)
dimension c(mat)
write(6,550)
write(6,400) (c(i), i=1,mat)
return
400 format(’ ’,8(’ |’,1pd15.7),’ |’)
550 format(’ ’,’Obtained vector:’/’ ’,’ {d}’)
end

変更したのは，入力から計算・出力までをすべて subroutine でやるようにしたところだけである。この理由
が明確に把握できるまでは・・・
鉄則 26: 呼ぶ側と呼ばれる側とで配列の宣言は完全に一致させる。

BASIC では配列の宣言を変数で行える。しかし上の例でサイズが 8 を越える行列を扱うためには，すべての
dimension 文を書き改める以外には手が無い。これでは汎用性が無くなる。そこで次の例題 22 のように，メ
インプログラムでは実際の計算を一切行わず，大きくとった配列 a(8000) （これを各機械に合わせて最大限
とっておけばいい）を切り刻んで，実質的なメインプログラム matcal で使用する各配列のメモリ上の格納場
所を決めるだけにしてみる。こうすれば配列のサイズを変数で宣言できる。このように配列名とサイズの両方
が引数に含まれていれば変数サイズの配列宣言ができ，これを「整合配列」と呼んでいる。
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【例題 22】
program matprd
implicit real*8 (a-h,o-z)
character*4 title(19),aend
common / dtarea / a(8000)
data aend / ’end ’ /
データ用メモリの最大 = 8000 とした
lasta=8000
open(5,file=’inmatp.dat’)
open(6,file=’outmatp.txt’)

c

c
read(5,100) title
do while(title(1).ne.aend)
write(6,200) title
c
read(5,300) mat
mmat=mat*mat
c

c

c
&

各配列の番地を設定する
addrs1=1
addrs2=addrs1+mmat
addrs3=addrs2+mmat
addrs4=addrs3+mat
addrs5=addrs4+mat
lastad=addrs5+mmat-1
最後の番地が許容できるか?
if(lastad.gt.lasta)then
write(6,400)
close (5)
close (6)
stop
end if
本当のメインへ
call matcal(a(addrs1),a(addrs2),a(addrs3),
a(addrs4),a(addrs5),mat)

c
read(5,100) title
end do
c
close (5)
close (6)
stop
c
100
200
300
400

format(19a4)
format(//’ ’,19a4)
format(i5)
format(’ ’,’***** Data error : mat is too large! *****’)

c
end
c ------------------------------------------------------------------subroutine matcal(a,b,c,d,e,mat)
implicit real*8 (a-h,o-z)
dimension a(mat,mat),b(mat,mat),c(mat),d(mat),e(mat,mat)
c
write(6,100) mat
do i=1,mat
read(5,200) (a(i,j), j=1,mat)
write(6,300) (a(i,j), j=1,mat)
end do
write(6,400)
do i=1,mat
read(5,200) (b(i,j), j=1,mat)
write(6,300) (b(i,j), j=1,mat)
end do
write(6,500)
read(5,200) (c(i), i=1,mat)
write(6,300) (c(i), i=1,mat)
c
do i=1,mat
d(i)=0.d0
do j=1,mat
d(i)=d(i)+a(i,j)*c(j)
e(i,j)=0.d0
do k=1,mat
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e(i,j)=e(i,j)+a(k,i)*b(k,j)
end do
end do
end do
c
do i=1,mat
c(i)=0.d0
do j=1,mat
c(i)=c(i)+e(i,j)*d(j)
end do
end do
c
write(6,600)
write(6,300) (c(i), i=1,mat)
c
return
c
100 format(’ ’,’Size of matrices =’,i5/’ ’,’Given matrices:’/
&
’ ’,’ [A]’)
200 format(8f10.0)
300 format(’ ’,8(’ |’,1pd15.7),’ |’)
400 format(’ ’,’ [B]’)
500 format(’ ’,’ {c}’)
600 format(’ ’,’Obtained vector:’/’ ’,’ {d}’)
end

この整合配列はさらに，効率的にメモリを利用するためにも便利10 だ。例えば計算が三つの大きなステップ
で構成されていて，それぞれのステップを subroutine にしたとき，そこで必要な配列が
ステップ 1: sub1
要保存: a(n,n), b(n), c(m,n)
作業用: e(n), f(n,m)
ステップ 2: sub2
要保存: a(n,n), c(m,n), d(m)
作業用: e(m,m), f(m)
ステップ 3: sub3
要保存: b(n), d(m)
作業用: e(m,m,n)
だったとする。要保存の配列は
ステップ 3 まで: b(n), d(m)
ステップ 2 まで: a(n,n), c(m,n)
であり，残りは作業用だから各ステップで捨ててしまっても構わない。この場合は次のようなプログラムを書
くことができる。ただし，作業用のエリアは各ルーチンできちんと初期化しないといけない。
【例題 23】
program c_arry
c

ex16_1: 整合配列
implicit real*8 (a-h,o-z)
parameter (dtmaxa=8000)
common / dtarea / a(dtmaxa)

c
read(5,100) n,m
c
n1=1
n2=n1+n
n3=n2+m
n4=n3+n*n
n5=n4+m*n
n6=n5+n
nlast=n6+n*m-1
10

open source の汎用構造解析プログラム ‘SAP (Structural Analysis Program)’ および ‘NonSAP (Nonlinear 版)’ で使われていた。
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if(nlast.gt.dtmaxa) stop
c
call sub1(a(n3),a(n1),a(n4),a(n5),a(n6),n,m)
c
n6=n5+m*m
nlast=n6+m-1
if(nlast.gt.dtmaxa) stop
c
call sub2(a(n3),a(n4),a(n2),a(n5),a(n6),n,m)
c
nlast=n3+m*m*n-1
if(nlast.gt.dgmaxa) stop
c
call sub3(a(n1),a(n2),a(n3),n,m)
c
stop
100 format(2i5)
end
c ------------------------------------------------------------------subroutine sub1(a,b,c,e,f,n,m)
implicit real*8 (a-h,o-z)
dimension a(n,n),b(n),c(m,n),e(n),f(n,m)
c
return
end
c ------------------------------------------------------------------subroutine sub2(a,c,d,e,f,n,m)
implicit real*8 (a-h,o-z)
dimension a(n,n),c(m,n),d(m),e(m,m),f(m)
c
return
end
c ------------------------------------------------------------------subroutine sub3(b,d,e,n,m)
implicit real*8 (a-h,o-z)
dimension b(n),d(m),e(m,m,n)
c
return
end

メインプログラムでは番地の処理以外のいかなる作業もしてはならないことに注意すべきである。
鉄則 27: 大人になったら整合配列。

N.3 いくつかの応用例
N.3.1 ソーティングと最小 2 乗法
まず最初に，実験データ等の整理で (x, y) の組を x の小さ
い順に並べ変えたり， x と y の関係を最小 2 乗法で求める

y

データ

80

場合を想定する。ソーティングは最も簡単な，一つ一つ比
較して並べ代える最も時間のかかる方法を示した。最小 2

60

乗法にも種々あるが，ここでは最も簡単な， x を真値とし
た線形回帰を行なう。例えば， N 組のデータ (x, y) に対し

40

て， y = a x + b で回帰するためには
誤差n ≡ yn − (a xn + b),

n=1∼N

(N.1)

で定義された誤差を最小にすればいいから
N
N
∑
∑
(誤差n )2 =
{yn − (a xn + b)}2
n=1

n=1

→

線形回帰

20
20

最小

(N.2)

40

60

x 80
図 N.2 データの並べ替えと線形回帰
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とすればいい。したがって

∂ ∑
{yn − (a xn + b)}2 = 0,
∂a n
から a と b が


  ∑







a
xn2

 
=



 ∑



 b 
 
xn

∂ ∑
{yn − (a xn + b)}2 = 0
∂b n
−1  ∑


xn  
xn yn



∑  
∑



1
yn

∑











のように求められる。
【例題 24】
program l_regr
ex17: ソートと最小 2 乗法
implicit real*8 (a-h,o-z)
character*4 title(19),aend
common / dtarea / a(8000)
data aend / ’end ’ /

c

c
lasta=8000
open(5,file=’regrin.dat’)
open(6,file=’regrout.txt’)
グラフィックス用ファイル

c
open(1,file=’regrph.dat’)
c
read(5,100) title
do while(title(1).ne.aend)
write(6,200) title

タイトルもグラフィックス用ファイルに

c
write(1,500) title
read(5,300) nn
addrs1=1
addrs2=addrs1+nn
lastad=addrs2+nn-1
if(lastad.gt.lasta)then
write(6,400)
close (1)
close (5)
close (6)
stop
end if
c

call regr(a(addrs1),a(addrs2),nn)
read(5,100) title
end do
c
close (1)
close (5)
close (6)
stop
c
100
200
300
400
500

format(19a4)
format(//’ ’,19a4)
format(i5)
format(’ ’,’***** Data error : nn is too large! *****’)
format(’ ’,19a4)

c
end
c
subroutine regr(x,y,nn)
implicit real*8 (a-h,o-z)
dimension x(nn),y(nn)
c

c

write(6,100) nn
do i=1,nn
read(5,200) x(i),y(i)
end do
小さい順に並べる
do i=1,nn-1
do j=i+1,nn
if(x(i).gt.x(j))then

(N.3a, b)

(N.4)
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xy=x(i)
x(i)=x(j)
x(j)=xy
xy=y(i)
y(i)=y(j)
y(j)=xy
end if
end do
end do
c

c

グラフィックスデータ用出力も
do i=1,nn
write(6,300) x(i),y(i)
write(1,600) x(i),y(i)
end do
最小 2 乗法の係数計算
sumxx=0.d0
sumxy=0.d0
sumx =0.d0
sumy =0.d0
do i=1,nn
sumxx=sumxx+x(i)*x(i)
sumxy=sumxy+x(i)*y(i)
sumx =sumx +x(i)
sumy =sumy +y(i)
end do

c
a=sumxy/sumxx
write(6,400) a
c
det=sumxx*float(nn)-sumx*sumx
a=(float(nn)*sumxy-sumx*sumy)/det
b=(-sumx*sumxy+sumxx*sumy)/det
write(6,500) a,b
c
return
c
100 format(’ ’,’Number of data =’,i5/’ ’,’Sorted data (x,y):’)
200 format(2f10.0)
300 format(’ ’,5x,’x=’,1pd15.7,’: y=’,d15.7)
400 format(’ ’,2x,’Linear regression : y = (’,1pd15.7,’ ) * x’)
500 format(’ ’,2x,’Linear regression : y = (’,1pd15.7,’ ) * x + (’,
&
d15.7,’ )’)
c
グラフィックス用は例えば E 形式出力
600 format(’ ’,1p2e15.7)
c
c
data example
c
----+----1----+----2
c
Data No.1 --> title は全部 76 文字より長くする
c
11
c
23.186
23.754
c
81.354
81.192
c
73.363
74.974
c
44.265
45.186
c
61.761
61.290
c
33.535
34.550
c
16.067
16.713
c
60.598
59.715
c
79.709
80.166
c
90.358
92.894
c
53.447
54.974
c
end_
<-- 4 文字目はスペース !
c
----+----1----+----2
end

N.3.2

2 分法による求解

片端固定・片端ローラー単純支持柱の弾性圧縮座屈荷重 Pcr は

f (x) ≡ tan(x) − x = 0

(N.5)
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f (x)
答

O
n:
n + 1:
n + 2:
n + 3:

xl(n)
xl(n+1)

x(n)
xh(n+1)
xh(n+2)

xh(n)

x

x(n+1)
xl(n+2) x(n+2)
xl(n+3) xh(n+3)
x(n+3)
(i)
(i)
図 N.3 2 分法の考え方 — 各ステップ毎に大きい予想 xh と小さい予想 xl の中央値 x(i) を新予想とし，次のス
テップの予想の上下限値のどちらかを改善していく方法で，非効率的ではあるが精度を容易に上げるこ
とができる方法

ℓ2 Pcr
であり，最小の 1 次モードの値は x = 4.493 で 2 次モードの値は 7.725 であ
EI
る。この特性方程式の解を 2 分法で求める。 2 分法は解を挟む領域を探し，最も情報量の大きい中間点を領域
で求められる。ここに x2 ≡

の修正点として用い，その領域を小さくしていく方法（図 N.3 参照）である。簡単な計算である上に，会話型
で行なった方が便利であるため，入出力は標準入出力のキーボードと画面とする。この場合，ほとんどの計算
機ではファイル番号を指定せずに read(*,*), write(*,*) 等とすればいい。
【例題 25】
program bisect
c
c

ex18: f(x)=tan(x)-x=0 の解は?
implicit real*8 (a-h,o-z)
キーボード入力・画面出力
do

c
write(*,510)
read(*,*) eps
if(eps.le.0.d0.or.eps.ge.1.d0) stop
write(*,520) eps
c
diff=1.0d1*eps
do while(diff.gt.eps)
write(*,530)
read(*,*) xl
write(*,540) xl
write(*,550)
read(*,*) xh
write(*,560) xh
dx=(xh-xl)/1.d1
c
do i=0,10
x=xl+float(i)*dx
write(*,600) x,f(x)
end do
c
fl=f(xl)
fh=f(xh)
if(fl*fh.le.0.d0)then
do while(diff.gt.eps)
x=(xl+xh)/2.d0
fc=f(x)
diff=abs((xh-xl)/x)
if(fc*fl.le.0.d0)then
xh=x
else
xl=x
fl=fc
end if
end do
else
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write(*,570)
end if
c
end do
write(*,590) x,fc
c
end do
c
510 format(//’ ’,’*** Bisection method to solve f(x)=0 ***’/
&
’ ’,’ Tolerance (Enter 0.0 to stop) ?’)
520 format(’ ’,5x,’Tolerance =’,1pd15.7)
530 format(’ ’,’ Lower trial value ?’)
540 format(’ ’,5x,’Lower trial value =’,1pd15.7)
550 format(’ ’,’ Higher trial value ?’)
560 format(’ ’,5x,’Higher trial value =’,1pd15.7)
570 format(/’ ’,’Both of f(xh) and f(xl) have the same sign.’,
&
’Try again !!!’/)
590 format(’ ’,’ >>> Possible solution =’,1pd15.7,’ <<<’,
&
5x,’(f(x)=’,d15.7,’)’)
600 format(’ ’,10x,’x=’,1pd15.7,’: f(x)=’,d15.7)
end
c ------------------------------------------------------------------real*8 function f(x)
implicit real*8 (a-h,o-z)
f=tan(x)-x
return
end

ただし，挟みこむ値によっては答が求められないので，例では挟んだ領域を 10 分割して零点があるかどうかを
確認している。この real*8 function f(x) が「関数副プログラム」と呼ばれるものである。ただこの例の
ように簡単な関数の場合には代わりに「文関数」を利用してもいい。つまり，メインプログラムの先頭の暗黙
の型宣言のすぐ次の行で関数を定義する方法で，この例の場合は
【例題 26】
program bisect
implicit real*8 (a-h,o-z)
f(z)=tan(z)-z
これ以下がメインプログラム
do
.....

c

となる。各自実行してみよう。

Newton-Raphson 法

N.3.3

同じ問題を Newton-Raphson 法で解いてみよう。まず答の推定値を xn としたとき，それは正解ではないから

f (xn ) , 0 である。これを ∆xn だけ修正して答を求めたい場合に， x = xn の近傍で Taylor 展開した 1 次項まで
だけを取り出して

{
f (xn + ∆xn ) = f (xn ) +

}
df
(xn ) ∆xn = 0
dx

(N.6)

によって求めようというものである。したがって，次の漸化式

xn+1 = xn + ∆xn = xn −

f (xn )
df
(xn )
dx

(N.7)

を繰り返すことによって，最終的に ∆xn が必要な精度（プログラム中では eps の大きさで規定した値）以内に
なったところで，答を求める方法である。
【例題 27】
program nwrphs
c
c

ex19: f(x)=tan(x)-x=0 の解は?
by Newton-Raphson method
implicit real*8 (a-h,o-z)
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nmax=20
c
do
c
write(*,510)
read(*,*) eps
if(eps.le.0.d0.or.eps.ge.1.d0) stop
write(*,520) eps
error=1.d1*eps
c
do while(error.gt.eps)
iter=0
write(*,530)
read(*,*) x
write(*,540) x
c
do while(error.gt.eps.and.iter.le.nmax)
iter=iter+1
dx=-f(x)/df(x)
x =x+dx
error=abs(dx/x)
write(*,570) iter,x,f(x),error
end do
c
if(error.le.eps)then
write(*,550) x,f(x)
else
write(*,560) nmax
end if
end do
c
end do
c
510 format(//’ ’,’*** Newton-Raphson method to solve f(x)=0 ***’/
&
’ ’,’ Tolerance (Enter 0.0 to stop) ?’)
520 format(’ ’,’Tolerance =’,1pd15.7)
530 format(’ ’,’ First trial value for x ?’)
540 format(’ ’,’First trial value =’,1pd15.7)
550 format(’ ’,’ >>> Possible solution =’,1pd15.7,’ <<<’,
&
5x,’(f(x)=’,d15.7,’)’)
560 format(’ ’,’No convergence within iteration ’,i5,
&
’ !!! Try again !!!’/)
570 format(’ ’,’ iter=’,i5,’: x=’,1pd15.7,’: f(x)=’,d15.7,
&
’: error=’,d15.7)
end
c ------------------------------------------------------------------real*8 function f(x)
implicit real*8 (a-h,o-z)
f=tan(x)-x
return
end
c ------------------------------------------------------------------real*8 function df(x)
implicit real*8 (a-h,o-z)
df=1.d0/cos(x)/cos(x)-1.d0
return
end

(
これも初期値の与え方によっては答が求められない場合がある。特に接線

)
df
が零に近づくととても困った
dx

ことが起こる。

N.3.4 連立方程式の Newton-Raphson 法
次に連立方程式に Newton-Raphson 法を用いてみよう。例えば

f1 (x, y) = x2 − 3 x y + 8.1 = 0,

f2 (x, y) = y3 − 2 x2 y − 5 x − 15.8 = 0

(N.8a, b)
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を対象としてみた。これも同様に Taylor 展開して

fk (xn+1 , yn+1 ) = fk (xn , yn ) +

(
) ∂ fk
(
)
∂ fk
(xn , yn ) xn+1 − xn +
(xn , yn ) yn+1 − yn = 0,
∂x
∂y

k = 1, 2

(N.9)

を解けばいいので
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(N.10)

を繰り返せばいい。
一般に Newton-Raphson 法は，繰り返す度に次の
捜索のための接線係数つまり上式の関数の微係数で

log(誤差)
0

できた行列を更新する。そのため，いわゆる 2 次の
収束となって比較的速く正解に近づいていく。これ

−4

に対し，何らかの理由で接線係数を更新したくない

−8

qNR
NR
ϵ = 10−7

場合には，例えば，繰り返しの 1 回目の接線係数だ
けを用いて（プログラム中の call tangnt を 1 回

−12

だけしか計算しないで）漸化式を近似的に解くこ
ともできる。この場合は一度だけ逆行列を計算すれ

0

5

10

繰り返し回数
図 N.4 Newton-Raphson 法の収束

ば済むというメリットもあるが，収束は遅くなる上
に，収束半径が小さいことから収束するような初期値を選ぶのが比較的難しくなる。図 N.4 は連立方程式の場
合の一例で，繰り返す度の誤差（前回の近似解との差）の変化が示してある。図中の ‘NR’ で示した線が正し
い Newton-Raphson 法の場合の収束の様子で，精度（プログラム中の eps）を 10−7 としたときに 5 回で近似解
が得られていることを示している。これに対し，接線係数を更新しない場合の結果が ‘qNR’ で示した線である
が，かなり収束は遅くなり， 13 回でようやく所定の精度が得られている。
【例題 28】
program nwrph2
c
c

ex20: 連立 f(x)=0 の解は?
by Newton-Raphson method
implicit real*8 (a-h,o-z)
dimension a(2,2),x(2),f(2),dx(2)

c
nmax=20
c
do
c
write(*,510)
read(*,*) eps
if(eps.le.0.d0.or.eps.ge.1.d0) stop
write(*,520) eps
error=1.d1*eps
c
do while(error.gt.eps)
iter=0
write(*,530)
read(*,*) x(1),x(2)
write(*,540) x(1),x(2)
c
do while(error.gt.eps.and.iter.le.nmax)
iter=iter+1
f(1)=f1(x)
f(2)=f2(x)
call tangnt(a,x)
do i=1,2
dx(i)=0.d0
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do j=1,2
dx(i)=dx(i)-a(i,j)*f(j)
end do
end do
do i=1,2
x(i)=x(i)+dx(i)
end do
error=sqrt((dx(1)**2+dx(2)**2)/(x(1)**2+x(2)**2))
write(*,570) iter,x(1),x(2),error
end do
c
if(error.le.eps)then
write(*,550) x(1),x(2)
write(*,580) f1(x),f2(x)
else
write(*,560) nmax
end if
end do
c
end do
c
510 format(//’ ’,’*** Newton-Raphson method to solve f(x,y)=0 ***’/
&
’ ’,’ Tolerance (Enter 0.0 to stop) ?’)
520 format(’ ’,’Tolerance =’,1pd15.7)
530 format(’ ’,’ First trial value for x & y ?’)
540 format(’ ’,’First trial value (x,y) =’,1p2d15.7)
550 format(’ ’,’ >>> Possible solution (x,y) =’,1p2d15.7,’ <<<’)
580 format(’ ’,’ >>> f1(x) and f2(x) @(x,y) =’,1p2d15.7,’ <<<’)
560 format(’ ’,’No convergence within iteration ’,i5,
&
’ !!! Try again !!!’/)
570 format(’ ’,’ iter=’,i5,’: x=’,1pd15.7,’: y=’,d15.7,
&
’: error=’,d15.7)
end
c ------------------------------------------------------------------subroutine tangnt(a,x)
implicit real*8 (a-h,o-z)
dimension a(2,2),x(2)
a(1,1)=2.d0*x(1)-3.d0*x(2)
a(1,2)=-3.d0*x(1)
a(2,1)=-4.d0*x(1)*x(2)-5.d0
a(2,2)=3.d0*x(2)*x(2)-2.d0*x(1)*x(1)
c
det=a(1,1)*a(2,2)-a(1,2)*a(2,1)
b=a(2,2)/det
a(2,2)=a(1,1)/det
a(1,1)=b
a(1,2)=-a(1,2)/det
a(2,1)=-a(2,1)/det
return
end
c ------------------------------------------------------------------real*8 function f1(x)
implicit real*8 (a-h,o-z)
dimension x(2)
f1=x(1)*x(1)-3.d0*x(1)*x(2)+8.1d0
return
end
c ------------------------------------------------------------------real*8 function f2(x)
implicit real*8 (a-h,o-z)
dimension x(2)
f2=x(2)*x(2)*x(2)-2.d0*x(1)*x(1)*x(2)-5.d0*x(1)-1.58d1
return
end

ちなみに答は (x, y) = (1.01372, 3.00137), (−1.90603, −2.05190) である。

N.3.5 計算を途中でやめたり継続したりするには
構造物の非線形挙動を追跡するような長時間のシミュレーションの場合，せっかくある荷重レベルまで計算
したのに，計算がなんらかの原因（停電等）で止まってしまった場合，また最初からやり直しになる。このよ
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うな場合には，各荷重ステップのデータを一時ファイルに保存しておけば，止まったところからまた計算を始
めることができ，効率的11 である。例えば， 2 番のファイルをそのように使う例を書くと
【例題 29】
dimension what(1000),is(1000),neces(1000),sary(1000)
c
c
c
c
c
c

c
c
c
c
c
c

データ入力や最初の荷重ステップの直前までの準備をしておく
そして，初めての計算か，中断したところからの継続か
read(5,100) icont
open(2,file=’temp.dat’,form=’unformatted’)
icont=0: 初めて
=1: 中断継続
if(icont.eq.1)then
継続の場合，前回の最終結果の必要なデータを読んで巻戻し
read(2) what,is,neces,sary
rewind 2
else
初めての計算ならここでデータ what, is, neces, sary を初期化する
end if
実際各荷重ステップの計算はここから開始
ここで各荷重ステップの長い計算をする
そして，結果が出たとする
必要なデータだけとりあえず記憶する

write(2) what,is,neces,sary
rewind 2
c
c
c

まだ続けるなら・・・次のステップの計算をする

close(2)
stop
end

のようにできる。各ステップの最後の結果だけを覚えておけばいいから，書き込む度に rewind で巻戻して12 あ
る。人間が読めなくてもいいので， unformatted 形式にしてファイルの大きさを小さくしてある。

N.3.6 繰り返し計算と増分計算
(1)

弾性体モデルの場合

第 1 著者が東北大学に赴任した頃，増分表現しかできない（積分できない増分方程式で与えられる）弾塑性
問題の数値解析に Newton-Raphson 法が用いられている研究を多数見て，実はかなり動揺した。そしてそれ以
来，種々の論文や発表を通して，少しずつわかってきたような気がするので，それをまとめておこう。
まず，著者がきちんとした Newton-Raphson 法と呼ぶものの例を示しておこう。力学とは全く関係は無いが，
ある多項式の関数で数値解析をしてみる。対象とする関数（内力）が

f (x, y) ≡ 10x + x2 y + 2xy2 ,

g(x, y) ≡ 20y + xy2 + 2x2 y,

h(x, y) ≡

)
1( 3
xy + x3 y
6

(N.11a, b, c)

と定義されて，問題（つり合い式）は，与えられた p, q （外力）に対し

p = f (x, y) + h(x, y),

q = g(x, y)

(N.12a, b)

で与えられるものとする。 Newton-Raphson 法で第 n 回目の解の改善に用いる接線係数（接線剛性）は

 ∂( f + h) (
)

x(n) , y(n)
(
) 
∂x
K(n) ≡ 
)
∂g (

x(n) , y(n)
∂x
11
12

)
∂( f + h) (
x(n) , y(n)
∂y
)
∂g (
x(n) , y(n)
∂y








これも open source の汎用構造解析プログラム ‘SAP’ および ‘NonSAP’ で使われていた方法だったと思う。しかし，ハードウェアの構成
によってはファイル IO にかなり時間がかかる場合もあるので注意する必要がある。
停電のときに 2 番のファイルが閉じるかどうかはシステムに依るかもしれない。
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で定義され，改善は





 x(n+1)



 y(n+1)

 





 
 x(n)
=





 
 y(n)






)−1 


 (
 p − f (x(n) , y(n) ) − h(x(n) , y(n) )
+
K


(n)





 q − g(x(n) , y(n) )











(N.13)

で行われ，なんらかの誤差が許容範囲に入るまで繰り返すというものだ。この右辺のベクトルは，第 n 回目の
解が持つ不整合な量（不つり合い力）で


)
(
) 1(

3
3
2
2


 p − 10x(n) + x(n) y(n) + 2x(n) y(n) − 6 x(n) y(n) + x(n) y(n)

)
(


 q − 20y(n) + x(n) y2 + 2x2 y(n)
(n)
(n)











(N.14)

と陽に表現できる。これは式 (N.11) で陽に関数が定義されているからである。第 B.6.2 節において極分解の定
理を応用して定式化した弾性梁の面内有限変位解析法では，増分関係は必要無いことから，不つり合い力を陽
に定式化でき，きちんとした Newton-Raphson 法を適用できている。ただし，接線剛性は非対称行列になる。
これに対し，例えば増分関係でしか表現できない塑性モデルがこの関数 h に含まれている場合をあとで検討
しよう。そのため，ここではまだ元の関数 h のままで，増分を用いた Newton-Raphson 法を説明しよう。多分，
こういう方法を多くの研究者が用いているのではないかと想像している。まず h の増分は式 (N.11) の増分をと
ることにより

∆h = ∆x

)
)
1 ( 3
1 ( 2
y + 3x2 y + ∆y
3xy + x3
6
6

(N.15)

と求められる。そこで，式 (N.14) の代わりに，その不つり合い力を


n
(
) ∑



2
2

p
−
10x
+
x
y
+
2x
y
−
∆h(i)

(n)
(n)
(n)

(n)
(n)

i=1


(
)


 q − 20y(n) + x(n) y2 + 2x2 y(n)
(n)
(n)















(N.16)

のような増分で近似計算をすることにしよう。ここに ∆h(i) は式 (N.15) から

∆h(i) ≡ ∆x(i−1)

)
)
1( 3
1(
3
2
y(i−1) + ∆y(i−1) 3x(i−1) y2(i−1) + x(i−1)
y(i−1) + 3x(i−1)
6
6

のようにしてみる。ただし初期値は

x0 = 0,

y0 = 0,

∆x0 = 0,

∆y0 = 0

とする。この方法をこの文書では，厳密な（きちんとした） Newton-Raphson 法と区別するために増分 Newton-

Raphson 法と呼ぶことにしよう。この近似のために，繰り返しの収束半径は小さくなって，与えられた (p, q)
に対して，必ずしも 1 回で解を得ることができるとは限らなくなる。そのため，与える量も何回かに分割して
増分 (∆p, ∆q) を与えながら，各増分ステップ毎に繰り返し収束計算をすることになる。
上の式を用いて解析した例を示してみよう。与える量の (p, q) の組は (250, 200) としておくが，特に意味は
無い。収束判定をする誤差は

v
t

2
∆x(n)
+ ∆y2(n)
2
x(n)
+ y2(n)

< 10−9

とした。まず，厳密な Newton-Raphson 法の式 (N.13) を用いた場合には， (p, q) = (250, 200) をステップ分割
せず直接与えても 20 回以内の繰り返しで解に収束した。これを p と q の比は一定にしたまま（比例載荷）で

50 ステップに分割して得た解を図 N.5 に一点鎖線（太い実線と重なってしまっている）で示した。これに対し，
増分 Newton-Raphson 法の式 (N.16) で 500 ステップで求めたのが実線である。破線はステップ数を少なくした
場合の結果であるが， 100 ステップで十分な精度が得られている。
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p, q

p, q

100 step

p-x

p-x

q-y
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50 step
q-y

q が先

q-y
20 step

100

100
p-x
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0

0
0
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4

x, y

6

0

図 N.5 増分 Newton-Raphson 法の精度

p, q
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図 N.6 弾性体は履歴に非依存

p, q

式 (N.15)

q が先
200

200
50 step
p が先

100

100
式 (N.17)

p→q→p

0

0
0

2

4

x, y

6

図 N.7 増分関係しか定義できないモデル

0

10

20

x, y

図 N.8 弾塑性体は履歴依存

一方図 N.6 には，載荷の順序を変えた場合の結果を実線と破線で示した。一点鎖線が図 N.5 の比例載荷の場
合の結果である。実線は p を先に，破線は q を先に作用させた場合であるが，式 (N.11) からも明らかなよう
に， p を先にしたときは x が， q を先にしたときは y が線形解として求められている。しかし，いずれにして
も，最終的な (p, q) = (250, 200) における解はすべて一致している。これは，式 (N.11) には履歴依存が無いか
ら，つまり p と q の与え方に依存することが無いからである。

(2)

弾塑性体モデルの場合

では次に， h が増分関係でしか与えられず， h そのものを x と y の関数として定義することができない場合
を対象としてみよう。第 11.2.3 節で説明したように，一般には流れ則は積分可能ではないから，その簡便な例
をここで示そうとしている。特に意味は無いが，式 (N.15) を大胆にも・・・呵呵

∆h = ∆x

)
)
1 ( 2
1 ( 3
y + 4x2 y + ∆y
2xy + x3
6
6

(N.17)

と変更してみた。下線を引いた部分の数値は両方共元々は ‘3’ だったから，これを積分して h(x, y) を求めるこ
とはできず，これがちょうど流れ則に相当する。つまり， ∆h の代数和でしか h を計算できない点が，積分不
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可能な塑性ひずみ増分を代数和で求めることに相当している。したがって増分 Newton-Raphson 法でしか解析
できない。
図 N.7 がその結果であるが， (p, q) = (250, 200) をその比で 500 ステップで載荷した結果が実線である。一
点鎖線が前節の式 (N.15) のモデルの結果である。破線が 50 ステップで載荷した場合の結果であるが，このく
らいでも精度はさほど悪くない。増分関係は大胆に変更したが，最終状態にはあまり違いが出ていないように
も見える。そこで，載荷の順番を変えた場合の解析をしてその結果を図 N.8 に示した。細い実線が図 N.7 の比
例載荷の結果である。最終状態は塗りつぶした丸（●）で示してある。これに対し，破線は q を先にしたもの
で最終状態は白抜き丸（○）。一点鎖線は p を先に載荷して最終状態が四角（□）。実線は p を半分載荷した
あと q を最後まで載せて，そのあと残りの p を載せたもので最終状態は罰点（×）である。このように載荷履
歴に影響を受けて最終状態が異なり，塑性の特性をよく現していることがわかる。実例は第 11.3.3 節に示した。

(3)

接線剛性は何でもいい

第 1 著者が東北大学に赴任した頃に動揺したことがもう一つある。それは「接線剛性は何でもいい」という
表現だった。元をたどると「修正 Newton-Raphson 法」という名称で知られている方法に原因があると想像す
るが，これは収束繰り返し計算時の最初の接線剛性を更新せずに用いる方法である。しかし，弾塑性増分理論
においては物理的に意味のある接線剛性を定義できるため，それを正しく用いるのが望ましい。それを曖昧に
定義すると，繰り返し計算の収束半径が小さくなるだけではなく，場合によっては収束すらしない可能性も高
くなるからだ。上記の「修正 Newton-Raphson 法」は，接線剛性を更新はしないものの，用いる剛性は物理的
に正しいものを用いているために問題が生じない。

(4)

単純な増分計算

このように，履歴依存の弾塑性モデルの場合はも
ちろん，そうでないとしても，式 (12.134) のように

p, q

応力の更新のためにはある程度小さい増分の範囲で
ステップ毎の計算をしなければならないことを考え

10 step

200

ると，わざわざ繰り返し計算をしなくてもいいので
はないかと，誰もが考えるだろう。つまり荷重増分

(∆p, ∆q) に対して単純に
 








 
 x(n)
 x(n+1) 
=







 
 y
 y
(n+1)

(n)

10 step

100

200








)−1 




 ∆p 
 (
+ K(n)









 ∆q 


のようにして，増分つり合い式を時々刻々累積し
て計算したときに生じる誤差は，増分 Newton-Raphson
法と同程度ではないかと予想される。そこで，前節

100
0

0

0
0

10

2

4
20

x, y

図 N.9 単純な増分計算

の弾塑性体モデルを，繰り返し無しに，単純に接線
剛性を用いて累積計算してみたのが図 N.9 である。いずれも 50 ステップで最終状態までを求めてみた。繰り返
し計算の結果を細い線で，単純な増分計算の累積結果を太い線で描いたのだが，ほとんど重なって見分けがつ
かない。また細い破線は，比例載荷の場合を 10 ステップで計算したものだが，この程度の誤差しか無い。イン
セットの図は比例載荷の結果だけを抽出したものである。このような高い精度の結果が，すべての有限変形理
論の枠組の弾塑性解析で成立するとは考えていないが，所詮流れ則のような関係と増分による更新を余儀なく
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される解析で，増分つり合い式に基づく解析には間違いは無く物理的にも十分に意味が有る。実例は第 11.3.3,

12.7 節に示した。

N.4 その他の一般的なこと
プログラム単位中の文の順序:

一応は次のようにすると間違いが無い。

program 文や subroutine 文・ function 文
implicit 文
dimension 文や common 文
data 文
文関数定義文
この後ろに算術代入文等の実行文
end 文
注釈行は end 文の前ならどこでもいい。 format 文も program 文等の後ろで end 文の前ならどこでもいいが，

end 文のすぐ前か，各宣言文の直後にまとめた方が見易い。
間違いの無いプログラムを書く順序と手続き:

第 1 著者が常々やるべきだなぁと思いながら実行していない手

順である。

1. プログラムする式をすべて紙にきれいに書く。紙に書けない式はプログラムもできない!
2. 紙に書いた式を用いてフローチャートを大まかに書く。短いプログラムなら頭の中に描いてもいい。
3. 書いた式に現われるすべての定数・変数を表にする。そして，それに対応するプログラム中の変数名を
書く（変数表の作成）。

4. 各変数の初期化をどうするかについて変数表に書き込む。どれが data 文でどれが代入文，どれが read
文による入力か等も含む。

5. read 文による入力変数の順番と format を決める（input フォーマットの作成）。これはそのまま他人
へのユーザーズマニュアルに流用できるくらい詳細でなければならない。

6. どの変数を出力するのかについて変数表に書き込む。これで，ユーザーズマニュアルの出力書式説明の
資料ができる。

7. プログラムを作成開始する。
8. たいていの場合は，幸運を祈ってがんばる。
9. 一度もエラーが無く答が出たときは，まず答を疑うこと。たいていの場合，間違っている。たった一回
で正しいプログラミングができるはずはないと謙虚になる。

10. 1 週間以上前に作ったプログラムを変更する場合は，絶対に元のファイルを直接変更することはせず，必
ず別のファイル（プログラム名も違うものにする）にコピーして，そちらの方を使って作業すること。
後悔先に立たずである。 Murphy の法則は常に正しい。

付録 O
支援ソフトウェア

O.1 数学に関する自作ではないソフトウェア
特に昨今の留学生が自分の能力を示すときに Matlab を使えるといったことを書いてくる。電卓を使えるこ
とと同じだと思うのだが，それが研究能力なんだろうか。ということで，お金も無いので freeware の Scilab
をインストールしてみた。これは実はプログラミングツールなんだなぁ。そこで数式処理システムも freeware
の Maxima をインストールしてみた。なんと Bessel 関数 J− 1 (x) を積分できて
3

([ ] [
]
)
1
2 4
x2
2
3 · hypergeometric
, , ,−
· x /3
∫
3
3 3
4
( )
J− 13 (x) dx =
2
2/3
2 ·Γ
3
と教えてくれる。うぅーむ。確かに研究には役立つけど・・・ただそれだけではないか。

O.2 力学に関する自作のソフトウェア
平面トラスの解析:

Truss.for が FORTRAN77 の

連続梁の解析:

Cbeam.exe が Visual BASIC 2010

ソースであり，Truss-P.exe は Visual BASIC 2010

によるプログラム。 32 個の有限要素限定だが，各

に1 よるプログラム。後者の場合は，荷重を大きめに

種荷重やバネ支持も可。各節点断面の応力分布も表

設定しておけば，座屈する可能性のある部材も表示

示。 CSV データファイル出力有り。 LATEX の出力を

される。例えば図 2.13 (p.23) のような図示が可能。

使って図 2.42 (p.37) のような図も描ける。

1

OS の版によっては，無料オプションのランタイム・ライブラリをダウンロードしてインストールする必要がある。
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平 面 骨 組 有 限 要 素 解 析:

Frame.for が FOR-

のモデルの解析ができる。

TRAN77 の ソー ス。 著 名 な プ ロ グ ラ ム の ‘SAP’ 方
式を真似てメモリ獲得をしているので，使用可能

1 自由度系の正弦波強制振動解析: Vibration.exe

要 素 数 増 は 一 つ の 配列の サ イズ 変 更 で 対 応でき

が Visual BASIC 2010 によるプログラム。外力周波

る。Frame-P.exe が Visual BASIC 2010 のプログ

数と減衰係数を入力して，ボール運動のような模擬

ラム。

動画表示ができる。 CSV データファイルと LATEX の
出力有り。

平面骨組有限変位弾性有限要素解析:

Pframe.f が

FORTRAN のソース。例えば図 B.4 (p.705) のよう

平面ひずみ有限要素解析:

Fem2d.for と Fem2dSky.f

な解析ができる。図化には別途工夫が必要。伸びの

が FORTRAN77 のソース。後者はスカイライン法で

影響をより厳密に考えるか否かという選択と，せん

メモリ節約したもの。例えば図 5.40 (p.260) のよう

断力の構成則の選択ができ，表 B.5 (p.706) の 6 種類

な解析ができる。図化には別途工夫が必要。

O.3 文書作成に関するソフトウェア
O.3.1

自作のソフトウェア

描画:

絵あるいは図を描くための draw 系プログラ

外字作成:

スタイルファイル ‘xbmkanji.sty’ を利

ムが Qfig.exe で， Visual BASIC 2010 で作られて

用して外字を表示するときの，字そのもの（例え

いる。出力は LAT

ば「 」）を作成するプログラムが Xbmgaiji.exe

EX 用と PostScript 記述のみ。正確
な図はマウスではなくキーボードを使う。あるいは

で， Visual BASIC 2010 で作成してある。 X-bitmap

データファイルの直接編集という手もある。

形式のドットイメージの外字である。

O.4. 学位論文審査に関する LATEX ファイル

図化:
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データを正確にグラフにするためのプログ

Ngraph のスペーシングは PostScript のそれをデ

ラ ム は 各 種 あ る が， 第 1 著 者 は 石 坂 氏 の Ngraph

フォルトにしてあるので， LATEX 化するに当たって

v.5.45, 5.46 を長年利用し続けてきた。そのあと Win-

は若干の位置の調整と，文字列とその位置の微修正

dows 版も公開され，それも freeware になったので今

が必要となる。その代わり，数式等を文書本文と同

はこちらを使っている。なお DOS 版の場合は，等高

じ TEX の数式フォントに置き換えること等ができ

線と透視図を描く外部プログラム LePont, LPNG.EXE

る。この例はそのような調整をせずに直接変換した

がある。図 8.12 (p.367) のような図を作成できる。

ものである。

このプログラムの出力を LATEX 用に変換するド

Demo #2: LEAST SQUARE FIT

ライバが自作の Gra2eepic.exe で， Visual BASIC

Double Gaussian Fit

40

2010 で作成してある。右の図が変換例である。

# 40
peak−1: −1.324
peak−2: +1.424

33.99

Double Gaussian Fit
(masked)
# 37 (3 masked)
peak−1: −1.324
peak−2: +1.465

20

0

−2

2

masked data

O.3.2

自作ではないソフトウェア

図化:

前述の Ngraph が，データ加工も含む種々の

機能が搭載されていてとても便利だ。

ができるが，命令は簡単なテキストデータとして与
えるようになっている。 p.970 にそのソース例を示
したので，図 5.27 と比較すれば仕組みがわかる。

フローチャート作成:

flow.c が LATEX 用にフロー

チャートを作成するプログラム。 C で書かれてい

宇宙暦生成:

stardate[s].c が宇宙連邦で制定さ

て，例えば Cygwin 等のコンパイラで実行形式にで

れ た 暦 を 生 成 す る。 2162 年 1 月 4 日 が 0000 な の

きる。図 5.27 (p.238) のようなチャートを作ること

で，今は負（制定前）である。

O.4 学位論文審査に関する LATEX ファイル
LATEX による学位論文のスタイルファイルとテンプレート ‘tu-civil’ は
http://mechanics.civil.tohoku.ac.jp/bear/soft/index-j.html#StyleFiles
にあり，関連する情報（付録 P の内容に論文体裁例等を加えたもの）が

http://mechanics.civil.tohoku.ac.jp/bear/presentation/
に置いてある。また，スライド作成のヒント ‘hw2slide.zip’ を
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http://mechanics.civil.tohoku.ac.jp/bear/bear-collections/index-j.html
の「スタイルファイルの記述とリンク一覧（日本語）」の見出しに続く文の「使い方の例」に置いた。

Oval 4 1
start
Box 9 2
節点・要素の
幾何・材料情報入力
Box 9 2
要素毎に剛性行列 $\fat{k}$ と
座標変換行列 $\fat{T}$ を算定
Box 9 2
直接剛性法で
全体剛性行列 $\overline{\fat{k}}_o$ を算定
Box 9 3.5
集中外力条件を $\overline{\fat{f}}ˆc$ に代入し
要素分布外力 $\fat{f}ˆd$ を座標変換
した $\overline{\fat{f}}ˆd$ と共に $\overline{\fat{f}}$ を算定
Box 9 2
変位境界条件で $\overline{\fat{f}}$, $\overline{\fat{k}}_o$ を修正
式 (\ref{eq:5-stiffeq}): $\overline{\fat{f}}_m=\overline{\fat{k}}_m\,\overline{\fat{u}}$
Choice . . \raisebox{0mm}[0pt][0pt]{Yes} ˜No 6 3
$\det\overline{\fat{k}}_m\neq 0$?
Tag
Tilt 7 1
境界条件の設定間違い
Right 4
Oval 4 1
error stop
ToTag
Right 2
Box 9 4
式 (\ref{eq:5-stiffeq}) を解き
$\overline{\fat{u}}=(\overline{\fat{k}}_m)ˆ{-1}\,\overline{\fat{f}}_m$
全体座標系で変位を求める
Up
Tilt 7 1
これで 8 合目到達
Box 9 2.5
$\overline{\fat{f}}ˆc=\overline{\fat{k}}_o\,\overline{\fat{u}}-\overline{\fat{f}}ˆd$
全体座標系で反力を求める
Box 9 2
要素毎に $\fat{u}=\fat{T}\,\overline{\fat{u}}$
要素座標系で変位を求める
Box 9 2.5
要素毎に $\fat{f}=\fat{k}\,\fat{u}-\fat{f}ˆd$
から節点の内力を求める
Choice ˜No \raisebox{0mm}[0pt][0pt]{Yes} . . 6 3
他の問題を解く?
Tag
Oval 4 1
end
ToTag
Left 2
Tag
Left 1 *
ToTag
Down 1 *
Tag
Down 8.25
Left 1 *
ToTag
SetTrack none
Left 1
Right
TxtPos [l] [l]
Text 4 2
{\footnotesize ˜ 境界条件}
{\footnotesize ˜ のみの変更}

フローチャート図 5.27 (p.238) のソース; なお \def\fat#1{\mbox{\boldmath{$#1$}}}
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P.1 論文とは
P.1.1

論文の目的

対象とした問題に対して自分で得た結論までの過程を，説得力があり誤解が生じないように論理的に組み直
した上で記述して，その問題の分野を専門とする読者（卒業論文の場合は教室の教員）に報告する形式で表現
することが，論文執筆の目的である。それはレイアウトするという意味ではなく，内容を論理的にかつ誤解が
生じないように記述することである。この章では主に文献 [173] を参考にした。とても役立つ良書である。と
ころで，嘘を書いたり他人の業績をコピーすることが許されないのは倫理に関する必須条件である。ただ，論
文表現についての興味深い記述 (p.997) は何かの参考になるかもしれない。呵呵。
著者が関係する学会論文集等への投稿原稿（査読時）でも見られる悪い例として

• 1 段落に 1 文（か 2 文）しかなく，それが数段落続いて並ぶ。つまりは，単なる箇条書きをそのまま論文
にしただけの文章で，全く論理が見えない。

• 一つの段落の中の論理が明確ではなく，異なるトピックスについて順不同で書かれている。「まえがき」
は教員が見てくれたのか，よくまとまっているのに，次の章になった途端に箇条書き様の文が並ぶ。教
員の怠慢か。

• ソフトウェアのデフォルトのままの出力の図で，線の太さも 1 種類しか使われておらず，どれに一番着
目すべきであるか等が一見してはわからない図が並ぶ。

• 他人の仕事と自分のやったことの区別が明確ではない。また，適切な文献（もちろん査読者の仕事とい
う意味ではない）が引用されないまま，不十分で中途半端な数式や記述が並ぶ。

• 使用した装置やソフトウェアのマニュアル中の図や，他人の論文の図表等を，そのままスキャンして用
いる等，知的財産権のことに全く留意せずに使っている。
等が挙げられる。こういったことが生じないように，まずこの章の前半では，論文執筆の目的に関連した必要
最小限のアドバイス1 を与える。
1

中田亨氏による「やればできる 卒業論文の書き方 (http://www015.upp.so-net.ne.jp/notgeld/sotsuron.html)」というものが
あり，特に「ダメな論文を書く 14 の方法」は優れものだ。例えば『途中で印刷して紙の上で推敲しない。グラフは Excel 様のなすがま
まに、いいかげんに作る。テーマの平凡さを、［道具｜数式］のすごさで誤魔化す。やりそこなったことを寄せ集めて「これらは将来
課題である」とする。』である。肝に銘じておくべきだろう。
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また一般に投稿先の論文集毎に詳細な執筆要領が決められており，論文を投稿する際にはそれを守った原稿
だけが受け付けられる。ここでは一例として土木学会論文集を基本とし，それを若干拡張し，審査対象になる
論文が備えるべき最低限の執筆要領も記した。また卒業論文等を念頭に置いて，最終審査会におけるプレゼン
テーションの注意事項とマナーも列挙しておく。なお文献 [178] は，英語による執筆についてだけではなく論
文の書き方についても役立つ。最近出版された秋田大学の後藤文彦先生の著書 [136] ではこの章が引用されて
いるが，実はここの内容は，第 1 著者が学生のとき所属した研究室の西野文雄・長谷川彰夫両先生による論文
の執筆と発表の手引きを下敷きにしたものである。

P.1.2

論理的構成を持った論文

一つの論文はいくつかの「章2 」で構成され，それぞれの章の内容と目的等はお互いに少しずつ異なってい
る。そして，各章の中身（題目）と章の順番は，報告が容易に理解できるようになっていなければならない。
この中身（題目）と順番を最適にすることが，論文執筆の最も重要な第 1 ステップである。よく自分の卒業研
究の経緯のままの草稿を書いてくる学生がいる（第 1 著者がまさにそうだった）が，自分が試行錯誤した順番
が他人の理解を容易にする論理構成順になるとは限らないことには十分注意すべきである。
そして，原則としてまえがきと結語の章を除き一つの章には複数の「節」が存在する。それぞれの節も，そ
の内容と目的等はお互いに少しずつ異なる。この節を章の中で，どのような題目でどのような順序で並べるべ
きかという点も，論文を他人に理解してもらうために考慮すべき重要な点の一つである。一つの節には複数の
「段落」で構成された文章が，論理的に並ぶ。段落は複数の「文節」で一つのことを述べるように構成される。
こういった章・節の並びは，ワードプロセサを使った版下執筆を念頭に置いた人にとっては書式構成あるいは
レイアウト構成と思われがちだが，これは論理構成に沿って配されるべきものである。
そういう意味で，文節と文節は必要に応じて適切な接続詞で関係付けられていなければならない。同様に，
段落と段落の間にも必要に応じて適切な接続詞を付すべきであろう。しばしば段落の始めか前の段落の最後に，
次に説明することについて予告編のような 1 文，例えば
次に，前述の○○の定義と△△モデルへの導入について説明する。
といった文を付ける者がいるが，それは論理的に文章が書けていないことを意味する。そうするよりも，適切
な接続詞を使って，前の段落を受けて次にする説明そのものをすぐに始める方が読み易いし，理解され易い。
また，そうなるように，お互いの段落の中身と表現が選ばれていなければならない。わかり易い文章を書くヒ
ントについては文献 [187] （読むのは前半のみでいい）がたいへん役に立つので，是非読んで欲しい。また，
接続詞等の論理的な記述については，元々は英語の文章記述法ではあるが文献 [144] （英作文については今は
読み飛ばしていい）がとても参考になる。つまり，目次をきちんと作る（設計する）ことが最初の最重要な作
業なのだ。
また過去に読ませてもらった修士論文等で時折見られたことであるが，例えば
靭性 (toughness) を確保するために・・
のように英訳を括弧書きで記す学生がいる。これは教科書中の説明のように，初学者への情報提供の場合に用
いる教育的手段であって，学位論文や一般の投稿論文あるいは技術報告書のような専門知識のある教員や上司
に提出する文書では使ってはいけない。実際に学会等の学術論文集の中を眺めれば，そういった記述が全く無
いことがわかるはずだ。さらに原則として脚注は用いないこととする。これは，審査員や読者の読み方によっ
2

卒業論文等の学位論文では「章」であるが，通常の論文集の 1 編の場合は「節」であり，この節の中に現れる「節」は「項」と読み直
して欲しい。
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ては，論文の論理の理解を一時的に中断させる役割を持ってしまう可能性があるからだ。もし本当に重要な内
容なら本文にきちんと書くべきであり，それほどでもない内容ならそもそも書く必要は無いか，あるいは付録
（補遺）に並べればいい。
また卒業論文等にとても多くの図表を並べる者がいるが，それが審査員の理解を深めるとは限らない。むし
ろその逆であり，例えば
・・・の場合の結果を示した図 12∼31 を比較すると， A が B であることが明らかである。次に，
図 32∼50 には・・・ A が B ではない場合があり得ることも予測できる。そこで・・・
といった表現を何度も読まされたことがあるが，このような場合には，自分が審査員になって一度に 20 枚もの
図を眺めさせられて，しかもそのどこをどう比較すればいいのかといった記述も無いのに，たった一つの結論
の「A が B である」ことを理解せよと言われていることを想像してみて欲しい。そうすれば，このような文は
無いに等しいことがわかるはずだ。結局，通常の出版されている論文 1 編に含まれている程度の図表の数の範
囲で，論理的に成果を報告すべきである。したがって上の例は，例えば
・・・のパラメータを 0.1 として表 4 に示した 20 通りの α の値を用いた場合の結果をまとめて比
較した図 7 からは， a であることや， b であることが明らかなことから， c でありさえすれば A が

B であることになる。一方， α を 0.5 に固定して・・・比較した図 8 からは C が D である・・・
また図 9 と図 10 に示したのは，典型的な 2 種類の β を用いた場合の結果であるが，その比較から
は，上述の「A が B である」結論は，限定された条件のときにしか・・・
のようになるべきなのだ。
卒業論文等は実施して得た成果に基づいて審査をしてもらうためのものなので，今後の課題等のやっていな
いことは書かない。審査会に出席している他の先生にわざわざ新しいテーマを教えてあげる必要は全く無いの
だ。また卒業論文等は自分の研究の自分用の勉強メモではない。すなわちそれは，やったことや学んだことを
すべて，その過程の順番に沿って記しておくような備忘録ではなく，専門家に提出する専門的な報告書である
ことに注意すべきである。もし自分用あるいは研究室用の備忘録を作りたかったら，論文とは別に作成し，そ
ちらには証拠となるすべての図や情報・プログラムをファイルするのが望ましい。卒業論文や修士論文そのも
のは，そのできあがりがそのまま土木学会の各種論文集への投稿原稿 1 編ないし 2 編程度になるように，情報
の適切な取捨選択と文章構成と表現がなされるべきである。

P.1.3

自分自身の成果と他人の成果

卒業論文で時折見られることであるが，単にページ数を増やすだけの目的で引用もしない情報を羅列する学
生がいる。例えば自分が研修をするのに必要だった勉強で得た知識や既往の研究の結果を誘導する過程，つま
り教科書や既発表論文に載っているような理論や式・説明を並べた節を設ける学生がいる。あるいは，自分が
引用したい他人の式とその誘導過程をすべてコピーして論文に含める者もいる。これは全く意味が無い。とい
うのも，前述のように論文は専門知識のある教員に提出する報告書だからである。研修をするに当たって自分
が勉強して理解した新しい知識の大半は個人の備忘録に含めるべきであり，論文には載せるべきではない。つ
まり本文中で引用しない情報は論文には含めてはいけないし，引用すれば済む式や説明は書き込まずに文献を
引用してその文献番号を付すだけで十分だ。
これに対し，自分の論文の位置付け等を述べるために，どうしても教科書や他人の論文にある文章や式を論
文中で用いなければならない場合には，必要なものだけ代表的なものだけを書く。つまりこの場合も，誘導過
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程等の他人の成果をそのままコピーして論文に載せることはしない。さらに，引用文や式の箇所には必ず引用
した文献を記しておく。また他人の文章を引用する場合には，原文をそのまま引用符の中に入れて
誰某5) によれば「何野の○△理論を用いたモデル化からは・・・という結論にはな」り得ないこと
が定説となっている。
のように表現する。ただし，その際にも必ず引用した論文の出典をこの例の「誰某5) 」のように明記する必要
があり，その文献を文献リストに載せなければならない。また引用した括弧の中の文字列は元の文章と寸分違
わないように3 しなければならない。上の例の場合の原文は「何野の○△理論を・・・結論にはならない。」に
なっているので「何野の・・・」から「・・・にはな」までしか引用できないのである。
逆に自分自身が得た成果は，そうであることを読者が誤解無く理解できるように記述されなければならない。
つまり他人のこれまでの成果との関係を明記した上で，この研究によって明らかにされたことが何なのか，そ
のうちどこが既存の結果と同じなのか異なるのか等について，明確に判別できるような表現になっていないと
いけない。実はこの自分の成果と他人の成果を区別していないのではないかという注意は，他専攻の（著者の
研究分野ではないが応用力学に含まれる分野の研究を遂行しておられる）先生からも電話で苦情を頂いたこと
がある。土木学会の論文集への投稿論文（著者のではない!）の査読を依頼されたその先生から「土木の分野で
は他人の成果も自分のもののように記述していいのか。あるいは，どこが自分の成果なのか明示的にはしない
のが慣習か」と問われたことがある。十分に気を付けなければならない点である。

P.2 論文の執筆要領
P.2.1

文章のスタイルと章建て

卒業論文・修士論文執筆では版下原稿を作ることを目的とはしていないため，上下左右に十分なマージンを
とった上で A4 サイズの用紙に，英文で言うところのダブルスペース程度で，例えば 2 バイト（全角）文字 40
字が 24 行程度で用紙片面に書くこととする。ページ番号は，表紙から目次の最後までの前文ではローマ数字で

i から振る。本文は第 1 章から最後までをアラビア数字で振る。前文のページ番号の配置は，表紙を i とするが
表示しないものとし，それ以降は下マージン中央あるいは上マージン右に置く。本文のページ番号は，章タイ
トルのあるページは必ず下マージンの中央とし，それ以外のページは下マージン中央あるいは上マージン右と
する。
前文には，表紙の次に，修士論文の場合でもし必要なら審査員のリストを置くことができ，その次には論文
概要を書く。論文概要はまえがきではなく，章構成の説明文4 でもない。そこには論文の目的から結論に至るま
での論理的な流れが容易に理解できるように書く。つまり，何が問題で，その対象をどうモデル化し，どうい
う観点からその問題解決を図ろうとしたか，そして得られた成果から主張できることは何か，について簡潔に
述べ，審査員が概要のみを眺めて中身を容易に理解できるようにすべきである。もし謝辞を前文に置くならそ
の次に挿入し，その後ろに目次を書く。目次の最後には表・図・写真の目次を置くこともできる。
本文の第 1 章は，例えば「まえがき」あるいは「序論」等で始める。章は見出し番号を付して「1. まえが
き」「2. モデル化」のようにする。あるいは「第 1 章 まえがき」のようにしてもいい。章の中の大きな節は
両括弧の見出し番号を付して「(1) 解析対象」「(2) その数値モデル」のような土木学会方式を使うか，あるい
3
4

句読点種や縦書き横書きの差異くらいは許されるとは思うが。
学位論文にこれが書いてあることが多い。全く面白くもないし，何の情報にもなっていないのにである。これは，我が国の博士論文の
多くが各章毎に既発表論文を並べるからだろう。審査員が審査する前に学外の査読者が審査したものを大学で再審査して学位を与える
意味があるのだろうか。審査員を馬鹿にしていることにならないのだろうか。ところが最近，修士論文のまえがきに章構成の説明文を
書く学生さんが増えてきた。学位論文はそのまま（これから）投稿（する予定の未発表）原稿になるような内容になっていて欲しいと
思うのは著者だけだろうか。
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表 P.1 ページの構成
前文: 論文の付随的な情報のページ群

i 表紙: ページ番号は表示しない。
ii 【オプション】修士論文の場合には審査
員リストを置いてもいい。
ii+p 論文概要を少なくとも 2 ページ。 (p ≥ 0)
ii+q 【原則】謝辞
ii+r 目次: オプションとして，表・図・写真目
次を付けることも可。
本文: 論文の本体

1 第1章
1+s 【章末選択オプション】参考文献リスト
1+t 【章末選択オプション】表・図・写真

n 第2章
n+u 【章末選択オプション】参考文献リスト
n+v 【章末選択オプション】表・図・写真
· · · 第 3 章・・・と順に続ける。
M 終章
M+x 【章末選択オプション】参考文献リスト
N 補遺
N+y 【原則】全参考文献リスト
N+z 【原則】全表・図・写真
- 【巻末選択オプション】謝辞: ページ番号
は振らない。

は，「2.1 解析対象」「2.2 その数値モデル」のように章番号を付して使うかのいずれかとする。節の中には，
もう 1 段小さい節（「項」）を設けることができる。土木学会方式を使う場合には「a) 構成モデル」「b) パラ
メータの定義」のようになるが，章番号を使った節見出し番号を用いる場合には「2.1.1 パラメータの定義」
「2.1.2 その数値モデル」のようにする。それより小さい節を使ってはいけない。いずれの場合も統一をとる必
要があり，上述の 2 種類を混在させてはならない。
最終章は「おわりに」あるいは「結論」「結語」等とする。なおその後ろに，必要なら「補遺」あるいは「付
録」を付けてもいい。巻末に「参考文献リスト」を置く場合には「補遺」の後ろとする。また巻末に図表を並
べる場合には，「参考文献リスト」の後ろに，表・図・写真の順にそれぞれを引用される順に通しで並べる。
謝辞を前文に置く代わりに，本文冊子の最終ページにページ番号を振らずに置いてもいい。国際誌への版下に
しない場合の投稿時の原稿のほとんどは，「前文」「本文」「付録」「参考文献」「表・図・写真のキャプショ
ン一覧」「表」「図」「写真」の順番であり，上述の各オプションのうち，「参考文献」「表・図・写真」は
巻末にまとめる方式が多いので，これを原則としたい。前文から本文の最後までのページ構成の例を表 P.1 に5 示
した。

P.2.2 フォント等
文章は横組とし，「です」「ます」調ではなく，この文書のような「だ」「である」調で結ぶ。句読点に相
当する区切り記号は，土木学会方式なら「，」「．」を用いるが，文部科学省の横組規則の「，」「。」を用
いてもいい。ただしいずれも全角を用いる。もちろん，この 2 種類のうちの片方に統一しなければならない。
横組には読点「、」は用いない。全角のフォントは，組版の伝統を破る「MS 明朝 P」等は使わず「MS 明朝」
等を用いる。それは，区切り文字に「MS 明朝 P」や半角を使った場合には「横組の句読点の全角ドリ」の規則
が守られず，詰まってしまって読み難くなるからである。
英数字は章番号や年号等も含めてすべて 1 バイト（半角）文字で書く。そのフォントも「MS 明朝」のよう
な醜いものではなく ‘Times’ 等の適切な英数字フォントを用いる。半角のコンマとピリオドは，英数字間およ
び英数字の末尾にのみ許容される。その際，コンマとピリオドは前の英数字に密着させ，コンマ・ピリオドの
次には半角のスペースを必ず置く。この「密着」と「スペース配置」のルールは，他の半角区切り文字のコロ
ンやセミコロン等でも同様である。中等教育で習っているはずなのに，最近守らない学生が多い。
5

この章の内容と著者が作成したサンプルをまとめた pdf ファイルは http://mechanics.civil.tohoku.ac.jp/bear/presentation/
の一番上のアンカーからダウンロードできる。
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［すべて間違い］ ‘pen ,pencil,knife , eraser’

［正しくは］ ‘pen, pencil, knife, eraser’

［すべて間違い］「鉛筆と,紙を ,箱に ,一緒に」 ［正しくは］「鉛筆と，紙を，箱に，」
ところで，コロンを箇条書きの見出し記号として使う者もいるが，行頭には区切り文字（いわゆる約物と呼ば
れる文字類）は持ってこないことになっているから，あまり好ましくない。
間違った例

: このように行頭にコロンが来ることは無い。
正しい例:
その代わり，コロンは前行の最後に位置する。
また，英語の場合の引用符は区切り文字までを囲むことになっており，例えば “stimulus and response,” のよう
になる。区切り文字と同様，引用符始めは次の文字列と，引用符終わりは前の文字列と密着させ，スペースを
入れない。なお「"」の記号は引用符ではなく「インチ記号」なので使わない。また引用記号は，必ず引用始め
と終わりを区別した上で対にして
間違った例: 半角: ’abc’, ”def”,
正しい例: ‘abc’, “def”,

全角:

ほげ ， ほげ ， うほ大 ， うほ大

ほげ ， うほ大

のように用いる。
数式の記号は通常は斜体を使うのが普通なので，それに相応しいフォントで書き，文章中や図表中でその記
号を用いる場合にも，誤解が生じないように式中で用いたフォントと全く同じか，あるいはとてもよく似たフォ
ントを用いる必要がある。ただし単位にはローマンを使う。つまり p = 50 N/mm2 のようになる。また単位の
接頭語の MN, GN 等の ‘M’ や ‘G’ は大文字であるが，キロ (103 は ‘k’) より小さい倍数の接頭語は小文字であ
ることに注意すること。可能なら数値と単位の間には四分アキ程度を入れると良い。
間違った例: p = 40 N/mm2 , q = 5 gN （これは「グラムニュートン?」になる）, r = 7 Kg, s = 9 KG
章や節見出しをゴシック（太字6 ）で書くのは構わないが，本文中に明朝とローマンおよび数式フォント以外の
フォントを用いるのは原則禁止とする。また下線等の使用も禁止する。半角のカタカナ「

」や全角 1 文字

の「 」「 」等は元々は機種依存の特殊文字で醜いフォントなので，図表中やスライドの中であっても使用
すべきではない。

P.2.3

式番号や図表の番号と配置

式は出現順に，図表は引用する順に，次のいずれかの方法で通し番号を振る。これも混在させてはいけない。

• 論文全体を通して定義し，式は (1) (2) とし，例えば図の場合は図-1，図-2 のようにする。
• 章毎に通しで定義し， 2 章の式なら (2.1) (2.2) とし，例えば図の場合は図-2.1，図-2.2 のようにする。
番号に章番号を用いる場合，中のピリオドはハイフンでもいい。また「図」の次をハイフンにするかどうかも
任意とする。図表や写真には，上記の引用番号と一緒に中身を適切に示すキャプションを付さなければならな
い。表のキャプションは表の上に，図と写真のキャプションは図・写真の下に配置する。
図表の配置は
6

フォントを持たない古いプリンタの時代によく用いられた「強調文字」，例えば「明朝の強調文字」や「明朝の太字」も醜いので使用
しない。
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• 原則として，論文巻末に順に並べて置くのが望ましいが，
• 章毎に通しで番号を振る場合には，章末に順に並べてもいい
こととし，引用しているページ付近にレイアウトすることはしない。土木学会関係の論文集のようにレイアウ
トして版下を作る場合には， A4 サイズのできあがりサイズで文章そのものを組むことが求められているため
に，図表をレイアウトしても見通しが悪くならないが，卒業論文のような場合には，論文草稿のスタイルをと
り行間隔を広くして執筆しているため，図表を文章途中に挿入すると読む側の見通しが悪く7 なる。そのため文
章途中ではなく，巻末あるいは章末にまとめることとする。第 1 著者は修士論文だけでなく海外から依頼され
る査読論文を読むときも，とじた図表のページだけを本文から取り外して机の上に置き，文章と図表を同時に
眺められるようにして読んでいる。下手にレイアウトされた原稿よりはるかに読み易い。
図表や写真が A4 横長向きになる場合には，「左綴じ上綴じ」の原則を守るようにする。すなわち，図表や
写真を正しい向きに見えるように置いた場合に，その綴じ代が左か上に来るように綴じるのが必須である。こ
れは用紙サイズが A3 になって折り込む場合等も同様である。

P.2.4
(1)

参考文献の引用とリスト
原則

論文で最も重要なものの一つが「参考文献リスト」である。その論文の位置付けを示す情報でもあるからだ。
参考文献リストは巻末にまとめるか，あるいは章末に置いてもいい。図表を章末に置く場合には，その章の最
後の節の次に参考文献リストを置き，その後ろに図表を並べる。そうでない場合は，参考文献リストは巻末に
まとめるのが望ましい。ところで，出版されていない（国会図書館に無い）卒業論文や修士論文8 を参考文献に
してはいけない。
本文中で著者名を用いて引用する場合には，著者が 2 名以下の場合にはすべての著者名（苗字）を書いた上
で引用する必要があるが， 3 名以上の場合には「第 1 著者名ら」 ‘First-Author et al.’ として引用してもいい。
また，文献リストにある「4) 鈴木・山田」の論文と「7) 鈴木・熊谷・佐藤」の論文で，たとえ両方の鈴木が同
一人物（で大物!）だったとしても「鈴木ら4),7) 」と本文中で引用することは許されない。この場合は別々に引
用するか，「文献4),7) 」のようにする。
文献リストには，著者名・論文名・論文集名・巻・開始ページと最終ページ・発行年をすべて含め，審査員
や読者がその文献を間違い無く探し出すことができるようにする。文献リストの方では著者名の省略は許され
ないので，どんなに多くても全員をその掲載順に並べる。地盤工学会の ‘Soils and Foundations’ のように，同
じ巻の異なる号が常に第 1 ページから始まるような場合には，巻の次に号を書く必要があるが，同じ巻では通
しでページが振られている多くの論文集の場合は号を原則書かない。また発行月も原則不要とし，付ける場合
にはリストにあるすべての文献に付ける。著書の場合は，著者名・著書題目・必要なら引用部分のページ番号・
出版社名・発行年を書く。欧米語の論文集名と著書題目はイタリックにすることを原則とする。また，欧米語
の論文題目は最初の単語の 1 文字目だけを大文字とし，固有名詞以外の最初の文字は小文字とする。もちろん
ドイツ語やフランス語等の大文字の使い方の規則の方が優先する。一方，欧米語の著書名の主な単語の最初の
文字は大文字にする。また論文集名を略称にする場合には，リストに並べたすべての文献のそれを略称にしなけ
ればならない。同様に，略さない場合にはすべての文献で略さない。引用の仕方と各文献リスト内の項目の順番
7
8

よく経験したのは，ある文章のページの次に 10 枚くらいの図が挿入され，続く文章がその次に 1 枚入ったあと，またさらに 20 枚くら
いの図が配置されるという状況が続くもの。審査員は，続きの文がどこにあるのか探すのに手間がかかり，内容を理解し難い。
博士論文は国会図書館に収蔵されているので引用しても構わない。
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は，次の二つの節で示す方式のいずれか片方に統一する。その例では論文集名の略称を用いた場合を示してい
る。

(2)

国際論文集の代表的な方式

例えば Harvard スタイル等（LATEX の場合の ‘natbib.sty’ の利用）の場合を参考にして，論文リストには著者
のアルファベット順に並べる。引用する場合には
これこれの手法については Foo et al.(2002) が詳しく述べているが，ここで用いているパラメータ
は実験（Chen and Dvorak, 1992; 山田，鈴木, 1999b）で得られたものである
のようにする。この場合の文献リストは，例えば
参考文献

Chen, T. and Dvorak, G.J., 1992. MT estimates of the overall elastic moduli. J. Appl. Mech. Trans.
ASME 59, 539-546.
Foo, J., Boo, K. and Woo, M., 2002. Structural prediction of our future, Soils Foundations 123 (3),
51-60.
Nemat-Nasser, S. and Hori, M., 1993. Micromechanics: Overall Properties of Heterogeneous Materials. North-Holland.
山田太郎，鈴木次郎， 1999a．題目はこれこれ．○○国際シンポジウム，佐藤三郎編，シンポジ
ウム題目あるいはその出版物題目， 101-120.
山田太郎，鈴木次郎， 1999b．違う題目．○△論文集， 51, 1215-1230.
のようになる。同一著者による同一出版年の文献が複数ある場合の表示の区別には注意する必要がある。また
巻号の号が必要な場合は，この例では括弧書きにしてある。著者欄の ‘and’ を省略することもあるようだが，
ここでは残した。上の順番は言語によらず著者のローマ字表示のアルファベット順にしたが，例えば，非日本
語の論文をアルファベット順にまず並べたあとに，日本語論文を五十音順に並べてもいい。また著者名が名・
姓の順番になる論文集もあるので注意すること。他にも代表的な記述の仕方が数種あるので，自分の研究分野
で最も権威のある論文集の執筆要領を真似てもいい。

(3)

土木学会方式

参考文献には，本文で引用した順に 1 から番号を付ける。引用する場合には
これこれの手法については文献1) に詳しいが，南野2) は〇〇の手法を用いて・・・
のようにする。この場合，文献リストは
参考文献

1) 山田太郎，鈴木次郎: 題目はこれこれ．○○国際シンポジウム，佐藤三郎編，シンポジウム題
目あるいはその出版物題目, pp.101-120, 1999.

2) 南野何某: 題目はこれこれ．土木学会論文集, No.123/I-50, pp.51-60, 2005.
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3) Chen, T., Dvorak, G.J. and Doe, J.: MT estimates of the overall elastic moduli, J. Appl. Mech.
Trans. ASME, Vol.59, pp.539-546, 1992.
4) Foo, J., Boo, K. and Woo, M.: Structural prediction of our future, Soils Foundations, Vol.123,
No.3, pp.51-60, 2002.
5) Nemat-Nasser, S. and Hori, M.: Micromechanics: Overall Properties of Heterogeneous Materials, North-Holland, 1993.
のようになる。最近の国際誌の著書リストでは出版社所在地は略すようなので，ここでも略した。章末に文献
リストを置く場合，番号に章番号を付ける必要は無いが，他の章の文献を引用してはならない。つまり，章末
に文献リストを置く場合，同じ文献を複数の章で引用していたとしても，それはそのいずれの章のリストにも
重複して並べられていなければならない（から，やはり巻末に置いた方が便利だ）。

P.2.5

図の描き方と著作権

最近は論文の公開 pdf ファイルから直接，あるいはスキャナですぐに他人の図表をファイルに取り込めるた
め，その図表の作成者に断りもせず論文にそのままを使う人がいて困っている。プレゼンテーションで使う程
度ならまだ許容される（望ましくはない）だろうが，印刷物に他人の作成した図を許諾なく用いるのは許容さ
れない。必ず論文提出の前日までに，指導教員を通したメイル連絡でいいから，著者の許諾を受けておき，図

P.2 のキャプションに例示したように許諾のことを明記する。実験装置のマニュアル等にある図も同様である。
もし許諾が得られない場合には自ら描きなおす必要がある。そのときも，複製したい図とできるだけ似ないよ
うにする必要がある。ほとんどすべての図と写真は，作成者・撮影者がその著作権を持っていると考えて欲し
い。ただし，公開されている地震波等はこれには当たらないようだ。
きちんとした出版社によって発行されている雑誌では，投稿された図表を出版社自身が加工して，より鮮明
になるような作業をすることがある。そのため，図表はできるだけ大きめの（解像度の高い）図になっている
こと9 が望ましい。したがって，できるだけ太い線を用いて， A4 サイズの用紙に図が 1 枚ないし 4 枚程度まで
になるような作図をして欲しい。つまり図は，ソフトウェアの出力に工夫を加えずにデフォルトのまま使うこ
とはしないようにして欲しい。常に，以下に示すような留意点を考えながら作図する必要がある。また上下左
右のマージンは本文のそれと同等にし，すべてのページにページ番号を振る。
まず，図の枠線あるいは座標線を 0.2 mm 程度の細い線で描くこととする。そして，この図を引用している
文章の説明中で最も重要な研究結果を示す線を，最も太い実線で描く。太さは 0.8 mm 程度が望ましい。これ
と比較する重要な情報は，同じ太さの破線や点線・一点鎖線等で描く。それよりも重要度の低いものは，中間
の太さ 0.4 mm 程度の線で描く。参考程度の情報は 0.2 mm 程度の細い線で描けばいい（図 P.1 参照）。このよ
うに，最低でも 3 種類の太さの線を使い分ける必要がある。これでモノクロであっても 12 種類のデータを一
つの図に区別して描くことができる。それ以上の種類のデータを，たとえカラーにして同じ図に並べたとして
も，それで中身の理解が深まるとはとうてい思えない。 10 種類以上の情報を比較する場合には，着目する観点
毎に選択されたデータのみを複数の図に分けて説明する方が説得力はあるだろう。プレゼンテーションではカ
ラー化することは効果的であるが，カラーにするのは，上記の実線・破線・点線等の区別に相当するものと考
えて欲しい。カラーの線でも太さを使い分ける等，注意して欲しい。太さを設定できないソフトウェアは捨て
ましょう。図そのものの作成については文献 [178] もとても参考になる。
最後に図中の言語のことに触れておきたい。図 P.1 は，図中の文字は英語になっているが，これは一つの例
として示したものである。土木学会論文集では，英語の論文は英語で，日本語の論文は日本語で図表（表も）
9

昨今は，出版されるときのサイズの投稿で構わないようだが，線の太さ等はきちんとしておくべきである。

付録 P. 卒業論文等の書き方とプレゼンテーション，そして大学とは

980

Least Square Fit （いい図）

Least Square Fit （悪い図）
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図 P.1 左が適切な太さのバランスを使ったいい図で右はすべて同じ太さの悪い図
を作成することになっている。昔製図機器で描画していたときは，日本語を清書する器具が無かったことや，
墨入れの手間とあとで国際論文集に投稿することを考えて，英語の文字プレートを使って浄書していたため，
図中の文字列にはほとんど英語を用いていた。今はどんなソフトウェアでも日本語で入力できるだろうから，
手間を惜しまず，日本語の論文には日本語の図表を入れるようにして欲しい。指導教員がどうしても英語でと
いう指示があったときには英語でも構わないが，一言「先生，そんな横着しなくても，国際誌に出すときはま
た書き直してあげますよ。」と言ってみたら10 どうだろう。

P.3 審査会におけるプレゼンテーション
P.3.1

スライド作成についての技術的なヒント

近年プレゼンテーション用のソフトウェアが充実し，見易いスライドが増えてきてはいるが，それでも自己
満足で独りよがりのスライドも散見される。発表する本人は中身を十分に理解しているから，小さい字でたく
さんの情報が書かれていても，また論文中で用いた記号で各種設定を区別してあっても，何も問題を感じない
だろう。しかし，指導教員以外の先生や分野が少しだけ違う教員にとっては，全く理解の足しになるスライド
にはなっていないことが多い。スライド作成に当たっては，最終審査会に参加すると予想される教員の中の最
も専門分野が異なる先生に説明する状況を念頭に置くのが望ましい。

• スライドの内容は骨子であり，文章ではなく必要なキーワードがすべて表示されていなければならない。
発表は，その表示されているキーワードを用いて行う。書かれていないことはしゃべらない。説明すべ
きことのキーワードはすべて書いておく。

• 話し言葉で話す。普段使いもしない漢語や丁寧語も使わない。説明することを暗記しない。自然と話し
たいことを思い出せるようなキーワードを選んでスライドに示しておく。
10

心の中では「そのくらい先生自分でできるでしょ。」と思いながら，描画用のデータファイルをそっと渡せばいいんです。
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図 P.2 左を論文中の図としたとき，右が発表の場合に表示する図；自分の図ではない場合は「左図は文献2) の
著者から使用許諾を得た (2005/7/7 メイル)」等と記すべき。

• すべての発表スライドには順にページ番号 m を振る。できれば全ページ数 n を含めて m/n の形で表示す
る11 と，聞いている側が論理の流れとその文量を推測できることから，理解が深まる可能性がある。また
質問の際にページ番号を指定できるので便利だ。

• 一つのスライドには，文章だけでその量を表現するなら 10 行を超えないくらいに留める。あるいは発表
時間で表すと 1 分程度の量が適切である。それ以上の量になると早口にならざるを得なくなったり，ス
クリーン上の文字サイズが必然的に小さくなり，これも審査員の理解を妨げる。フォントは 18 ポイント
相当以上12 のように，大きめのサイズを選ぶ必要がある。多分すべてゴシック（太字）が望ましい。

• したがって総ページ数は，発表時間（分）と同じ程度にするのが望ましい。 1 ページに 1 分くらいは使
わないと真意は正しくは伝わらない。 9 分の卒業論文発表なら 8 ページ程度（まだ素人だから）， 15 分
の修士論文発表なら 15∼18 ページ程度が適切と考えて欲しい。

• そうなると，特に発表時間が短い卒業論文の場合には，人によっては得られた結果全部を発表すること
は不可能かもしれない。その場合には，一番大事な結果につながる部分だけを中心にして，時間内に審
査員が理解できるような内容だけに限定してスライドを構成し，それ以外の結果等はスライドの付録に
載せておけばいい。もしかすると質問時間に使えるかもしれないからである。ただし，発表スライドが

20 ページ程度なのに付録が 50 ページもあるような発表はどこかがおかしいと思うべきである。また想定
していた質問が出て尊大な態度で付録を見せるのも印象がよくない。

• また講演会ではなく審査会なので，今後の課題等は発表しない。審査会では君がやったことを聞くので
あって，やらなかったことや後輩がやるだろうことは聞きたくない。審査会では君自身の研究レベルを
11

12

例えば同じ資料をたくさんの封筒に入れるだけのような単調作業をするとき，残りが見えない場合よりもあとどのくらいで終わるかが
わかる場合の方が作業効率は上がるとされている。それと同じで，あと何枚スライドがあるのかがわかっていると，例えばだらだらし
た発表の場合はどうにか我慢ができるし，面白い発表の場合にはこのあとどんな論理展開があるのかが楽しみになって聞き易くなる。
また思いがけない突然の終了で驚かされることも無くなる。是非全ページ数も付けて欲しい。
英数字のポイントの数値は括弧の記号 ‘(’ の高さを規定しているため，実際の文字の高さはその数値のサイズより小さい。したがって，
それとバランスする漢字のサイズは，英数字のサイズ指定値とは若干異なってくる。正確ではないが，例えば 12 ポイントで英数字を表
現する場合には，英数字そのものの高さは 11 ポイント程度になるため，漢字のサイズは 11 ポイントに設定しないと，英数字よりも漢
字が大きく見えたり，基底がずれたりしてバランスが悪くなる。漢字の活字サイズは元々「級」で定義されていた。
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表 P.2 左を論文中の表としたとき，右が発表の場合に表示する表
ケース

α

β

剛度 (λ)

○○量 (α)

△■指標 (β)

A

1.23

20.3

剛 (5)

1.23

20.3 （不経済）

B

2.34

12.3

柔 (1)

2.34 （危険性大）

12.3

審査するのであって，君の指導教員等が考えている研究内容の審査をしているわけではないからだ。こ
のような発表は，結局は自分が十分な研究を遂行できなかったことを明言・告白しているに過ぎず，恥
ずかしいと思うべきである。これは博士論文でも同じなのだが・・・

• 図や表に論文に含めたものと全く同じものを用いると審査員の理解が浅くなる可能性があるので注意す
ること。例えば図の場合のヒントを図 P.2 に示したが，略語等を使わずに，意図することが文字で表示
されているのが望ましい。凡例も理解を遅らせるので避けるべきである。審査員は結局 1 分たらずで図
の中身を理解しなければならないため，理想的には「一つの図で一つの結論を」という『暮しの手帖方
式』が望ましいので，極力そのように努力する。また表の場合も表 P.2 にヒントを示した。

• ポスターや漫画ではないので，内容と関係の無い模様や動画・挿絵を用いる必要は無い。それは最初の
注目を引くだけで，内容の理解には何ら助けにはならない。また原則として黒い文字を使い，背景を暗
くし過ぎないようにする等，文字の色とのコントラストに注意してページをデザインする。特に背景に
色を付けたい場合には，文字の色の選択には注意する必要がある。白地に黒がベスト。

• 1 ページの中を区分けして段階的に表示することはせず，説明すべき全ページを表示しておく。審査員の
読む速度・理解する速度は個々に異なるので，発表者の時間配分を聴衆には強制しない方がいいからで
ある。よく遭遇するとんでもない状況は次のようなものである。 1 ページを 3 段階で説明しながら，最
後に開けて見せる重要な結論が示されて審査員が読み始めた途端に次のページに表示が切り替わるので
ある。理解の妨げにしかなっていない。また，タイマーを使って表示をコントロールすることは絶対に
やめるべきで，発表本番中の説明の速度に合わせてその場でページをめくる。

• 直接論文発表とは関係は無いが，最近のプレゼンテーション文化に変なところがあるので注意しておき
たい。上述のようにスライドの中身は骨子とキーワードに過ぎない。口頭で説明を加えることによって
はじめて完結する情報発信がプレゼンテーションの目的である。したがって，口頭の説明を聞かずにス
ライドのコピーだけを読んだ場合には，実はその内容は正しくは伝わらないのが当然であって，それで
もそのスライドの価値は下がらないのである。逆にスライドのコピーが発表資料として配付された場合
には，そのスライドの各ページには情報量がとても多過ぎる等不適切な設定になっている可能性がある。
資料を配付するなら，それにはスライドとは別に，もっと詳細がきちんとした文章で書かれていなけれ
ば意味が無い。そのため第 1 著者が所属している教室では，卒業論文と修士論文の発表の理解に役立つ
ように 2 ページないし 4 ページの概要を事前に提出することになっている。

P.3.2
(1)

発表と質疑応答におけるマナー
発表する側のマナー

ここに記載するマナーは，プレゼンテーションの目的が卒業・修了研修の最終審査であることを念頭に置い
て設けたものであり，短い時間で効果的に学生の能力を判定するために設けられている。したがって学生は，
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尊大な態度で臨むことの無いようにして欲しい。前の人の発表が終わってからゆっくりと椅子から立ち上がり，
スクリーンの前で準備を始め，タイマーが動き始めて司会が「どうぞ」と言ったにもかかわらず，まだ発表を
始めない学生がときどきいるが，とても困った人，つまり卒業・修了の対象にはならない学生だと判断される。

• 前の発表者への質疑が始まったら，発表演台の横で待機する。
• 前の発表者の質疑応答がすべて終わったら，すぐにスクリーンにスライドの最初のページを映写する準
備を始め，表示されたら発表を始める。司会が制止しない限り，これで発表は始まる。

• 発表は「させてもらう」のではなく，審査のためにしなければならないことなので，所属研究室名と氏
名・題目を述べて「発表します」と宣言する。

• 前節にも書いたが，普段使いもしない漢語のようなわかり難い言葉を使わない。逆に「微妙」等のよう
に，教員と学生でその定義が異なる話し言葉はもちろん，指導教員および同じ専門分野の中でしか通じ
ないような略語，例えば材料力学分野の一部の人だけに通じる「RVE」や，一般に知られている略語で
あっても敢えて略す必要の無い「B [by|over] C」等は使わないで，誰もが耳で聞いて理解できる言葉で話
す。また丁寧語も使う必要は無い。

• すべての図は，縦軸と横軸が何であるのかまず簡潔に説明する。ただし，後続する同様の図の場合には
省略できる。

• 可能な限り指し棒を（レーザーポインタ13 は駄目 [136]）使い，先端をスクリーン上の指示箇所に当てる
か，横棒にして式を指定する等する。次のスライドに変えるときには，スクリーンとコンピュータの間
を歩きながら次のスライドにつながる適切な説明を述べるのが望ましい。ちょうど論文中に適切な接続
詞が必要だったのと同じ理由である。

• 所定の時間が来て発表の終了ベルが鳴った段階で，いかなる状況に（あと 1 行読めばいいだけで）あっ
ても発表をすぐにやめ，結論を示したページをスクリーンにフルサイズで表示した状態で「発表を終わり
ます」と宣言する。ベルを無視して発表を続けることは許されない。決められた時間内に充分な説明が
できないのは，そもそも発表が失敗してしまっているわけだし，ベルを無視するとさらに最も悪い印象
を与える。また，心にも無い言葉「ご清聴有難うございます」等の発言は必要ではないし，最後のスラ
イドに ‘Thank you’ 等と書かない。いずれも，一般社会人不特定多数を対象とした講演14 で使うもので
あって，審査会には不要の文言である。

• 質問者がスライドのページを指定した場合には，すぐに対応して（たいていは矢印キーでページ移動が
できるし，ソフトウェアによっては ‘p[revious]’ や ‘n[ext]’ を押せばフルサイズのまま戻ったり次のペー
ジに移動できる），これもフルサイズで画面表示をしたまま質問に答える。いわゆる「スライドショー」
の状態つまり画面全体に 1 ページが表示されたままですべての質疑に答えるべきである。
13

14

これを開発している人は指し棒の機能がわかっているのだろうか。どうして「点」あるいは「○」なのだろう。第 1 著者は文献 [136]
の著者と同様，使いたくない。指し棒は先端のみならず，そこにつながる棒の存在が視線の誘導をしている。その棒の部分が無いので
あるから機能としては指し棒に劣るわけだ。また注意を引くには点対称ではない方がいいと思うので楕円の映像はやや優れていると
感じるが，視線をもっと誘導するような大きさで点対称ではない映像を投射するアイデアは無いのだろうか。例えば，スクリーン上の
サイズで 5 cm 以上の長さで太さが 1 cm 程度の水平線あるいは波線の方が優れていると予想するがどうだろう。 dviout for Windows
のスライドモードでは箱や線が引けるので，とてもいいと思う。と思っていたら，スクリーン上に線を描けるシステムが市販されてい
た。とても便利だが高価だ。
学会全国大会等の研究発表会でも使う必要は無いのだが，最近民間会社の方々が多用するので困っている。自らの研究結果についての
科学的な主張でへりくだる必要は全く無い。
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• 質問された言葉を復唱するのは，頭が整理されていないことを誤魔化すための時間稼ぎをしているとし
か受け取られないのでやめる。またとりあえずの「そうですね」等といった意味の無い言葉は一切発せ
ずに，直感的に思い付いた答をすぐに言う。そういう答に君の実力が現れるからだ。また「わかりませ
ん」「知りません」は禁句である。何か答える。質問には質問しない。ただし，本当に知らない「知識」
を聞かれたときは「それは知りません」と即答すること。

• また質問事項を「今後の課題にします」という答は，思考を停止してしまったのか，あるいは自分の考
察が不十分だったことを誤魔化しているような悪い印象を与える。「それは検討しませんでした」と正
直に言えばいい。実際ちょっとでも検討したのであれば，「その段階に行くには○○が必要だと思った
から私は深くは検討しませんでした。」といった内容のあるコメントを述べるべきである。いずれにし
ても『「今後の課題」 = 「怠慢してやらなかった課題」』という等式が成立すると考えておくべきであ
る。研究で新たな課題が明らかになることもあるが，卒業論文等の審査会ではそれに触れる必要は無い
のだ。研究室内の秘密事項にしておいた方がいい。

• 答は質問の要点に対してだけ簡潔に述べ，ダラダラと関連事項や周辺事情を説明しない。要点がまとめ
られないということは，理解が浅いということを宣言しているだけである。

• 質問の意味がわからない時は「質問の意味がわかりません」と言う。声が聞こえない時は「聞こえませ
ん」と言う。

• 答えている最中に質問者が制止した場合は，質問と異なることに答え始めているのだから，すぐに発言
をやめ，再度質問者の言葉に耳を傾ける。

• 先入観を持たないようにすることが重要だ。特に想定質問の抽出等に無駄な時間を費やし過ぎたときに，
この先入観で大失敗をすることがある。先生に引っ掛けられたんじゃなくて自業自得! さ，呵呵。

(2)

質問する側のマナー

これは論文の審査会であって，研究打ち合わせや中間発表ではないから，教員からのコメントは原則として
禁止する。もし興味を持った論文の発表者にコメントを与えたい場合には，休み時間にすればいい。時間が限
られているので，次のような質問の仕方とする。

• 司会は開始のベルと発表終了のベルだけは厳守させ，発表終了ベルでは必ず発表を制止する。質疑応答
も含めた最終のベルが鳴った場合には，そのベルが鳴る前に出された最後の質疑に対する満足な回答を
もって終了とする。

• 質問者は挙手をし，司会者が指名した教員が質問をする。前の質問と関連する場合は「○○先生の質問
に関連した質問」等と発言して始める。

• 複数の教員からの質問に答えさせるために，質問は一人 1 回 1 問で，卒業論文に対しては 1 回のみ，修
士論文の場合には 2 回以下とし，連続質問は禁止する。

• 質問はその要点を簡潔な言葉でし，意味の無い「たいへん興味深い研究だ」といった言葉や，背景ある
いは自分の考えは述べない。スライドにはページ番号が振られているので発表中にメモをとり，適切な
スライドを迅速に表示するように指示した上で質問するのが望ましい。
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• 学生の答が質問の意図とずれている場合にはすぐに学生の発言を制止し，別の表現で問い直す。言い直
した質問に対する答もずれている場合には，再度学生の発言を制止し，別の質問者に時間を譲る。

• 知識を問わない。「知らない」と答えられたら質問自体の意味が無くなる。時間の無駄。
• 論文主張の根本的な前提そのものを否定するような質問は避ける。博士論文ではない場合，それは時間
外に教員同士でやればいいからだ。その前提に基づいて得た成果の是非について質問して発表者の能力
を審査すべきである。

• 前の人の質問への回答が終わったと思ったら，次の質問者はすぐに挙手する。司会は，回答が終わって
いるかどうかを判断して適切な対処をする。

• 司会が 2 回促しても質問が出ない場合にのみ，同一教員による制限回数より多い質問ができる。
• 司会が何回促しても質問が出ない場合にのみ，教員からの短いコメントを促してもいい。
なお，意味のある最終審査会にするためには，日本人の場合は日本語によるプレゼンテーション15 と質疑応答
にするべきである。

卒論生のとんでもない勘違い

先生は答・結果を知っている:

まさか。宿題じゃ

ないんだから決してそういうことはない。もち
ろん先生の経験から，こんな内容の結論が出た
らいいなぁと思いながらテーマが決められてい
る場合が多いとは思うが，そうなるかどうかは
やってみないとわからない。卒論生が手を動か
さない限り答に近づく道は無いのである。
最初に指示された計算・実験の結果が出たらほぼ終
わりだ: これもまさかである。その逆で，最
初の結果が出たところが本当の「始まり」であ
る。最初の結果はその研修の方向を決めるため
の第一歩に過ぎない。それを見た上で次の計算

15
16
17

いと勘違いしている学生が増えてきたような印
象がある。
得た結果（実験ですら）は六桁で正しい: 高性能の
計算機ですら，それは当てはまらない。世の中
には「倍半分16 の世界」というものも存在する
ことを知るべきである。
変な結果を出す計算機は壊れている: 計算機ではな
く，それに命令したプログラムやデータ，つま
りはプログラムとデータを作った人間が間違っ
ている。
論文は 1 週もあれば書くことができる:

結果が

や実験をどのようにすべきか考えるというプロ

すべて揃っており，図表化も終わっている状

セスが入る。最悪の場合は，テーマそのものの

態から論文を書き始めたとして，普通の教員

変更もある。これは教員のミスの場合もあるか

なら論文の草稿ができるまでに約一ヶ月はか

もしれないが，新しいことをやるときには避け

かるだろう。最初の 1 週間で粗っぽい草稿が

られないプロセスでもある。したがって，でき

できて数日休ま17 せる。次の 1 週間で 60∼70%

るだけ早めに最初の結果を出すべきである。特

の出来の草稿を書き上げ，また数日休ませる。

に最近，最初の指示を 2 月までに済ませればい

再度推敲をしてうまくいけば，ほぼ満足でき

大学周辺で，「プレゼンテーション能力」という言葉が英語による発表能力と誤解されているように感じてならない。母国語で説得力
のあるわかり易い発表ができることこそがその能力である。
インターネット上で紹介されている意味とは異なる使い方を我々はしているようだ。結果が 2 倍や半分でも誤差の範囲ってこともある
ということを指している。
書いた内容を一旦忘れると推敲がし易い。
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る草稿になると考えて欲しい。このような論文
執筆を生まれて初めて卒論生がやるのだから，
二ヶ月はかかってもおかしくないと考えるべき
である。

夏休み!!! があったのか。
先生・先輩は常に正しいことを言っている: さて，
場合によりけりである。推測を述べている場合
もあるし，希望を述べている場合もある。また

すべて二ヶ月もあれば終わる: 上述のようにそれは
不可能である。教員でも無理。
最後は先生や先輩が助けてくれる: 十分な結果があ
ればそれもあるかもしれないが，自分の手を動
かさずして援助の手が差し延べられることはあ
り得ない。
ワードプロセサや描画・発表ソフトウェアは論文を
書く段階・発表する段階で使い始めれば十分
だ: 1 月に卒論を書いている段階で，最近よく
ある例を挙げておく。教員が「この図のここは
網掛けにして，ここにこういった挿画をしなさ

卒論生の質問の真意が通じていない状態での助
言である可能性もある。本当に知りたいことが
得られるまで，しつこく情報交換と意思の疎通
をすべきである。とにかく大学に来ること，週
に 1 回は教員に進捗状況を報告すること，疑問
点を質問することが大事。
卒論を提出したら卒業できる: 極力卒業させてあげ
たいが，それに値しない研修生活（大学に滅多
に来ない，最初の指示の結果だけしか出ていな
い）しかできなかった学生を卒業させたいとは
思わないのも正直なところである。

い」と指示したとしても，網掛けの機能を先輩

卒論発表なんてちょろい: まさかなのである。最

から聞きだして描けるようになるのに半日，挿

初の練習で，卒論生が発表していることが理解

画に至ってはその方法を教わるのは半日だが，

できる先生・先輩はほぼ零であると思って欲し

描くのに 1 週かかる。締め切り日までにどう

い。ただし，これは全員が経験すること。何を

やって卒論を書き上げるつもりなんだろう。ま

目的にしているのか，どういうアプローチなの

た本番の発表を始めた途端，違うスライドが表

か，何をしたいのか，何を言っているのかすら

示されてそれを正しくできない，所定のスライ

わからないというのが，最初の発表練習でもう

18

ドを表示するまでモタモタ する。何のために

何十年も続いている状況である。

橋梁下部工の工事現場の安全標語（多分 S 工業）がとても面白
かったので，それを右の写真でアレンジしてみた。教員は自分自
身の研究・研修の経験と，これまでに出会った卒論生のパフォー
マンスとに基づいて，テーマを示している。それを締め切りまで
に完了できるかどうかは，実際にはわからない。まして卒論生は
研修なんて初体験である。いつまでに何ができるかわからなくて
当然だ。だからこそ早め早めの行動が重要である。とにかくまず
は大学に毎日来てくれぇー !

大学 1 年生のとんでもない勘違い
大学は大きく変わってきているのは事実だが，いい方向にとい
うわけではなさそうだ。例えば，今全学教育と呼んでいる教養教
育が事実上無くなったことが挙げられる。また，ますます大衆化
したことによる学生の気質もかなり変わってきている。そのよう
18

•

•

•

写真 P.1 安全な卒業論文と修士論文

コンピュータの電源設定をいい加減にしたことから，スクリーンに表示されるのがログイン画面だったりする。
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な変化に伴い，大学 1 年生の生活はパラダイスになっているようだ。よって「早く専門科目を・・・」という
言葉も出てくるのではないか。わけのわからない人文科学の授業や，難しい文系の本を読まないといけない授
業は取らないでいいようになった。いや，授業内容とは必ずしも関係無いたくさんの面白い本を紹介してくれ
る先生がいなくなった，あるいは，そういう魅力的な講義が無いと聞く。教養を教える教員を差別し，またそ
ういった教員には教育の意欲も無くなっているように見える。必要単位数だけを好きな科目で取ることができ
る今の大学は，もはや最高学府と呼ばれるような場所ではなくなっているように感じる。学生だけではなく教
員も駄目になってきている。そんな中，とても気になる点を列挙してみた。
授業中に理解できないのは先生が悪い: 大学の特に

る指導要領のようなものは存在しない。それぞ

専門科目は復習無しには理解できないのが普通

れの先生が，それぞれの考え方で一番いいと思

だ。定理や理論・数式等をすべて「自分の言葉

う方法で教える。教科書の検定も無い。ほとん

に翻訳し直して頭の中に整理する」という『復

ど同じ題目の教科書がたくさん（ひょっとする

習』が必要になる。よくない言い方だが第 1 著

と大学の数ほど）存在することからも，このこ

者の親族の言葉を借りると，高校までの教諭

とは明らかだ。したがって，先生と波長が合う

は教え「諭す」のが仕事だが，大学［准］教授

人にはわかり易いが，そうでない人には難しく

は教え「授け」ればいいと言うこともできそう

なってしまう。

だ。呵呵。

やはり復習をして，自分の言葉に翻訳するこ

実は，ゆとり教育以前から初等教育のレベル

とが重要だ。あるいは他大学の別の先生によ

が低く（易しく）なる一方で，大学を卒業する

る同種の教科書を読むといいかもしれない。

時に求められるレベル（例えば，卒業論文の内

難しい授業内容については，演習室等でより多

容や就職先が求める能力等）は下げるわけには

くの友人と語り合おう。教えることは理解度を

いかない状況，というよりも，どんどん上がっ

高める。教えてもらって自分の手を動かせば，

ているのが現状だ。したがって，専門科目に進

もしかしたら理解できるかもしれない。宿題の

むにつれて急に内容が難しくなることが避けら

ヒントを友人に教えてもらうときも，単に写し

れない状況にある。それでもなお，卒業論文等

ただけだと身には付かない。必ず自分の手（と

で行う研修の内容を理解するには，学生さん自

頭!）を動かす必要がある。

身の独学が必要不可欠になってしまった。大学
を卒業するということはたいへんなことだとい
う覚悟で勉強をして欲しい。
板書が多過ぎるから要約プリントを配って欲しい:
概要・要約をプリントで配っても，特に最近の
学生さんは授業中の口頭説明をメモしないの
で，プリントをあとで見ても何が書いてある
かすら理解できないだろう。やはり板書を写し
て，その写したノートの行の間に復習で自分の
言葉にしたメモを書き込む等して補足して初め
て理解につながると思う。

また，すべての先生がオフィスアワーを設定
しているから，積極的に質問に行こう。予約し
て時間を確保してもらえれば，たいていの先生
が親切にいろいろ助言をくれるはずだ。授業以
外のことも話してくれる先生も多いと思う。
難しい必修科目の成績が悪くなるのは嫌だ: 誰でも
得意不得意がある。そして大学教育における理
解度は，まさにその学生さんの実力だ。試験の
成績がよくても本質を理解しているとは限らな
いし，その内容は一生その人には何の影響も与
えない場合もあるだろう。否，ほとんどの科目

先生（クラス）によって難易度が違うのはおかし

でそうかもしれない。逆に何も理解できなかっ

い: 全学教育19 も含めて大学教育には，いわゆ

たし成績も最低だったが，就職して問題点を見

19

1, 2 年生のための昔の教養教育を全学教育と呼んでいる。
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つけてもう一度勉強してみると，その科目の内

（クイズや試験も含む）の答を未だに出せない

容が大きな成果につながる場合もあるかもしれ

人がたくさんいるのではないかと想像する。社

ない。

会に出ると正解があるかどうかもわからない問

高校までの成績等つまらないプライドは捨て
て，復習によって理解度と知識を増やそう。奨
学生の選抜等に必要悪として成績を使いはする
が，研究室配属決定等にまで成績を使う必要は
無いと思うし，社会に出たら小学校以来の成績

題はたくさんある。それにどう対処しようとす
るのか大学時代に経験しておこう。クラスメイ
トはそのためにいる。どうしても助けが必要な
ら先生に聞きに行けばいい。もちろん答を教え
てもらえるとは限らないが。

なんて何の役にも立ちはしない。あるいは成績

専門科目は 1 年生から教えるべきだ: 確かにモー

成績と言っている人はまともな人間にはなれな

チベーションを高めるためにはいいやり方かも

いだろうと感じる。少なくとも第 1 著者はそう

しれないが，基礎的な数学・物理・化学の知識

いう人が嫌いだ。

の無い学生さんに，いきなり専門科目を教えて

力学数学は暗記科目だ: 全学教育科目の半分くらい
までは基礎の基礎だからそうかもしれない。し
かし専門科目はそうではない。理屈の裏にある
仕組みや考え方を身に付ける必要がある。公式
の使い方を覚えるよりも，どうしてその公式が
使えるのか，使わないと解けないのか理解する
必要がある。

も消化不良になるだけだろう。現に，その基礎
科目を全学教育で学んできているにもかかわら
ず， 3 セメスタで教える力学に完璧についてく
ることができる学生さんは半分くらいではない
だろうか。 5 セメスタで教える数学で微分方程
式の解を間違いなく求めることができる学生さ
んも半分くらいか。
それを，もし基礎無しで 1 セメスタから始め

クイズや宿題・試験の正解を教えてくれないのはよ

たらどうなるか。例えば Fourier 級数と級数の

くない: 大学で出される課題の答は友人に聞

収束条件について， 1 年生は十分な知識を持っ

けば教えてもらえる。ただし，その友人の答も

ているだろうか。高校の物理や化学は暗記科

満点とは限らない。しかし，その中から問題の

目ではなかったか。微分方程式は解くものだと

本質とそれを解こうとする方法を自分の言葉

知っているか。物理現象を微分方程式で表現で

で模索するのが，大学での勉強だ。特に最近は

きるか。少し我慢して基礎をまず学ぼう。その

答を教えるとそれを覚えようとする学生さんが

習った時点では理解できなくても構わない。専

多くて困っている。覚えたものには本質が含ま

門科目を勉強しているうちに基礎知識を使わざ

れていないから応用できない。手を動かして自

るを得なくなったときに，なぁーんだそういう

分の言葉で頭の引き出しに入れたものは応用が

ことだったのかと理解できれば十分だ。

可能だ。たとえそれが間違っていたとしてもで
ある。第 1 著者が留学していたとき同室のアメ
リカ人の後輩が宿題について質問してきた。し
かし彼は自分の考え方を述べたあと，それが間
違っていないかどうかを訊ねただけだった。ア
メリカ人の倫理観を垣間見たとても印象的な
経験だった。そうでなければ， 1 週間の take-

home exam （ある期間何を見てもいい試験で
たいへん難しい）なんて成立しない。
先生達の中にも，大学以来直面した各種問題

もし専門に興味を持ちたいなら，例えば街中
の橋等の構造物の形とその材料がどうしてそれ
でいいのか，どうして広瀬川の堤防はこうなっ
ているのか，中州はどうしてあぁなっているの
か，青葉通りの信号はどうして青が続かない
のか等，常に疑問を持って思索（休むに似たる
堂々巡り [191] でも構わない）するだけでも将
来の足しになる。小さい子供だったときのよう
に，解決しないのに常に「なぜ」「どうして」
と想像することが一番大事である。

P.3. 審査会におけるプレゼンテーション

全学教育科目の，特に文科系科目は無駄だ: そうだ
ろうか。将来我々は社会をよくする事業に携わ
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の二つを克服しないと英語での会話はできない
だろう。

ることになる。社会は人間が構成していて，そ

また大学の英語や第 2 外国語の教育を中学・

の社会にはある共通した価値観がある。その価

高校の語学と同じように考えてはいけない。こ

値には，数式や数字では決して表すことすらで

れは，その言葉を話す人や国の文化に触れるた

きないものもたくさんある。そういうものを科

めのきっかけを与える科目だ。教科書や読本の

学的に分析したり理解したりすること無しに，

全部を理解できなくてもいいとしよう。その

社会をよくすることはできない。文科系科目

読本の著者が書いた別の文章を日本語訳で読

はいわゆる人文科学・社会科学に分類される思

むことの方が大事かもしれない。トーマス マ

想と方法論の教授が目的だ。理科系科目の自然

ンでドイツ語を習っていて，小説家北杜夫の名

科学と同様『科学』である。本をたくさん読も

前の由来を知る。どうして北ドイツ人と南ド

う。どうして 1930 年代のドイツの異常はその

イツ人は違うのか等などを教えてもらう。ア

当時正常だったのか等など，物理や数学よりも

メリカ南部の文化や気候と人となりについて

面白いことを社会科学の授業ではたくさん学べ

教えてもらう。物理や数学よりも面白いこと

るかもしれない。先生に恵まれれば・・・それ

を語学の授業ではたくさん学べるかもしれな

から，勉強に「無駄」ってことはあり得ない。

い。先生に恵まれれば・・・でも， 1 から 100

そんなところに利益・効率といった概念を持ち

までと，こんにちは・さようなら・それいく

込んでも何にもならない。この「文系科目無用

ら・有難うくらいは第 2 外国語で言えるように

論」は実際に授業評価アンケートに書かれたこ

なっておきましょうよ。

とがある。この学生さんは社会に出てからきっ
と駄目になるだろうなぁ。

文科系科目もそうであるが，広い知識を持つ
ことは，人の「中身」を豊かにしてくれる。そ
の知識を得るための時間は決して無駄にはなら

第 2 外国語は無駄だ，英会話を教えるべきだ: 4 年
生になって研究室で読まなければならない英
語の文章がまともに理解できる学生さんは非
常に稀だ。「読み」すらできていないし，「書

ない。サークル等で同じような価値観を持った
人間同士だけで情報交換をするのもいいが，異
なる価値を大事にする人達にも広く会っておく
のはもっといい。

き」はもっと駄目だろう。確かに「書き」より
も「聞く」「話す」を重視してもいいかもしれ

配付プリントが英語じゃ困る: 学生さんによる授

ないが，ともかくも論理的な構成でできた英

業評価の自由記述欄にこう書かれた。付録 I が

文を「読む」ことすらできないのが今の学生

そのプリントである。 4 年生になって研究室で

さんのほとんど全員の実力である。朝日新聞

読む論文は全部英語だ。英会話を教えろとか

(2010/10/20) に立教大学の鳥飼玖美子女史によ

第 2 外国語は無駄だと言っている学生さんも，

る英語教育へのコメントがあった。一部しか引

ひょっとすると英語の配付プリントはお嫌いか

用しないのは誤解を招くかもしれないが「これ

もしれないなぁ。一体，どうして欲しいの。あ

まで企業人が外国に放り出されて何とか英語で

くまでも受動的なのか。

やってこられたのは、読み書きの基礎力があっ

実はこの授業は数学で，式が並んでいるんだ

たから」。短い文節にして（論文でも関係代

から英語は拾い読みでもわかると思うのだが。

名詞は極力使わない!）文法通り話せば通じま

さらに教科書が英語だ。元々が留学生も対象と

す。一番の問題点は聞く力。正しい発音を覚え

した英語による授業だったからである。当時は

てない（聞いたことない）からということと，

教室で日本語は使わなかったため，日本人の学

頭の中では日本語で考えているということ。こ

生さんにはとても評判が悪かった。教科書は
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高かったので 10 冊準備して貸し出すことにし

い（くせにクレームする）そうだが，そういう

てあった。板書等は米国流にしたためか，教科

文化は大学と一般社会には存在しない。

書は留学生も借りに来ないが成績も高かった。
さて日本人学生で借りに来たのは，毎年 20∼40

オフィスアワー以外で面談予約したが， 10 分遅れ

名くらいの受講者の 10 年間で 5 名未満だ。英

たら先生はもういなかった。不誠実な態度だ:

語を読むことすら嫌う学生さんが会話を習いた

約束を守れない人，遅れるかもしれないとわ

いとおっしゃっているのが現状である。

かった時点で連絡をできない人，そちらの方が

締切後に宿題を受け取ってもらえない: 当たり前

不誠実ではないだろうか。それが常識だ。

だ。なぜ受け取ってもらえると思っているのだ

最近，学生さんは会釈すらしない。学生さ

ろう。わけがわからない。特別な事情が無い

んには悪いが，顔を覚えられない。しかし会

限り締切は締切だ。親切な先生は受け取って

釈してくれれば「よぉっ」くらいは声を掛けて

チェックしてくれるかもしれないが，成績には

いる。就職担当をやっていてリクルートに来た

反映されないだろう。

OB から聞いた話でも，挨拶とか礼儀・仁義を

いろいろな事情で間に合わない場合には，事

守れない人はちゃんとした仕事ができないとい

前にそのことを先生に伝える必要がある。それ

うことだ。なぜ論語で仁義礼が説かれたかにつ

が社会の常識だ。そもそも宿題は締切日に提出

いて，高校の担任だった漢文の徳永健生先生の

しなければならないわけではない。締切日より

還暦時の特別授業で一つの説を聞いたが，特に

も前に先生の部屋に行って提出するようにすれ

社会をよくする仕事をしてそこで生きていく技

ば，急な事情の変化に対処できる。聞くところ

術者になるのであれば，やはり礼儀・仁義は欠

によると，最近の小学校では親も締切を守れな

かせない。

授業聴講についてのヒント: ところで最近，板書を写すのに一々ノートに目を移す人が多い。目はほとんど黒
板20 を見たままでノートに書き込むことはそんなに難しいことではない。板書を写したノートは綺麗であ
る必要は無く，そこには復習時の加筆スペースがありさえすれば，なぐり書きでも十分な価値がある。
専門科目の場合は，綴じたノートではなく A4 サイズのルーズリーフ（レポート用紙）の表だけに書くと
いい。綴じたあと見開きの左（裏）は復習に使える。先生に質問したとき，先生もそこにヒント等を書
き込むことができる。また綴じるときに配付物（ほとんどすべて A4 だ）も一緒にできるので失くさない
で済む。また赤チョークに替えると赤ペンに持ち替えるといったこともあまり効率的ではない。そこに
下線を引くだけで十分。自分で赤は下線で黄色は下波線とか規則を決めておけばいい。
また，先生がしゃべっただけで板書していないことをメモできる人がいなくなった。社会に出たら，
何をメモすべきで何は聞くだけでいいかという指示は誰もしてくれない。自らの判断で必要事項を書き
写す必要がある。特に講演等のときにメモをとる人がほとんどいないのはおかしいと思っている。
面談等のヒント: 著者のように予約無しでも時間があれば面談する先生はたくさんいると思うが，先生と話を
したいときは，可能なら予約しよう。そして，予約した時刻の 5 分程前には玄関や廊下付近で待機し， 3
分程前になったら部屋に向かい入室すればいい。また予約しない場合も同じだが，入室の際にはドアを
ノックし，先生の応答があってから21 ドアを開けて入室する。ドアが開いていてもノックと声掛けは欠か
せない。また，先生が座ってもいいと言うまでは立ったままだ。ただしお土産は不要である。呵呵。
20

21

近頃スライドを使う教員が増えたこともあり，ホワイトボードにしろという要望が勝ってしまってそうなった。しかしこのボードは光
を反射することから，前方の左右の席からは反対側の左右端の板書が読めない。また第 1 著者の白い綿パンツには黒マーカーの点が複
数付いている。黒板を復活させて欲しいものだ。
先日，他の先生と丸秘の話をしていたところ，ドアノックの音が聞こえたが無視して話をしようとしたところ，ドアが開いて学生が
しゃべりかけてきた。「今打ち合わせ中 !」と制止して無視した。ちとイラッときた。

P.4. 大学で学ぶということ
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P.4 大学で学ぶということ
高校との違い:

高校までは，既にわかっていること

を学ぶ，というより覚える。大学以降に利用できる
道具を頭の中に組み込むことが目的の教育である。
もちろん，すべての人間がすべてを理解できるはず
はない。だから目標は高くしておいて最低限その目
標の 50%, 60% を会得することが義務教育の目的で

• 教員は自分がベストだと思う方法で知恵を与え
てくれるだけだ。

• 学生自らが，自らの理解できる言葉で解釈し模
索する必要があることから，復習が一番大事で
ある。

はなかったのか。その最低限にも達成できない，い

• いろいろなプロセス（調査・検討・開発・解

わゆる「落ちこぼれ」は昔からいたはずだが，そこ

決：アカデミック・スキルと呼ぶらしい）を身

は丁寧な指導で卒業はできていたと予想する。とこ

に付けるのも目的であるが，免許や資格を取得

ろが，落ちこぼれを落ちこぼれとしてしか扱えない

することは目的ではない。

低級な教諭が増えたことや，親のしつけが行き届か
ず社会生活ができない子供が増えたこと等から問題
が発生して，「ゆとり」といった言葉が出てきたの
ではないだろうか。実は大学においても落第ギリギ
リの人間をうまく卒業させてきたように感じる。第

1 著者はかつて，そういった学生に対して厳しい対応
を要求したことがあったが，先輩教官から丁寧な説
•

•

•

明を受けて，そういった「うまく卒業させ」ること
も容認できるようになった。学生本人が大人であり
さえすれば，いろいろな対処の仕方はある。
ある知識

学んで情報を身に付けるのは君たち自身であるか
ら，教員が教えた通りに，教えた言葉で身に付ける
必要は全く無い。自分がいつでも使える情報にした
いならば，自分の言葉に翻訳し直す必要がある。面
白い例を書いておこう。例えば大学入試の物理学の
力学の問題を理学部と工学部の先生に解いてもらお
う。ある先生は「多分，こういうプロセスを使えば
解ける」と述べて筆は動かない。ある先生は， 30 分
以上時間をかけて（受験生は 20 分くらいで解く）
「微分方程式を使ってもいいなら，これが答」と出
してくる。一方受験生の答案の採点現場では，答は
合っている答案に書いてある解き方を理解するまで
に，数人の先生が 30 分以上も悩むこともある。つま
り，高校までの教育と大学における教育・研究とに
おいて，頭（道具）の使い方にはほぼ全く共通点は

さて，高校までの教育の特徴を挙げてみよう。

• 既にわかっていることを習う。

無いと考えないといけない。以前は親が，大学のこ
ういった教育体制や，大学生は大人として扱われる
ことが，しつけとして家庭で教育されていたが，昨

• 丁寧なガイドがある。

今はそうではないらしく，大学における勉強に対す

• 教諭は背中を押してくれる。

る考え方が間違っている上に，子供じみた権利だけ

• ゴールを身に付けるのが目的。
• 記憶と反復学習に努める。

を主張する学生が増えてしまっていると感じる。
講義内容の変遷と難度:

さて，時代の変遷と大学

教育の難度の増加について，わかり易い模式図を元
となるのではないだろうか。
これに対し，大学・大学院における教育の特徴
は次のようになると思う。

• わかっていないこと【を解く・に対処する】方
法を学ぶ。

工学部長の四ッ柳隆夫先生が描いてくださったが，
それをかなり簡略化して，かつ少し誇張して描いた
のが次の図である。学部における専門科目の講義内
容そのものも昔に比べて増えたこともあるが， 3 年
生の夏学期までの勉強がとても重要で，かつ辛く
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なってきている。それに伴い，昔のいわゆる教養教

誤を続ける必要があるということである。最終的に

育が縮小され，またエリート・大先輩が学部で習っ

はその問題は解決できないかも [191] しれないが，

た専門科目の中にはもはや大学院でも開講されて

それも何らかの足しになるのだ。卒業論文の課題解

いない部分も生じている。これが望ましい形とは

決あたりから始まって就職して仕事をしている間

思えないが，必要なことを最小限教授するという

は，この「考え続ける」という行為が必要になるの

観点からの設定になってしまっているのが現実だ。

だ。また教員との関係についていい言葉「師を見る

知識や能力
高校

大学

研究のレベル
大学院・ OJT 現場問題の難易度

エリート・大先輩
受験戦争世代
大衆化
世代

センター入試世代

3 割減ゆとり教育世代

な、師が見ているものを見よ」を文献 [114] に見つ
けたが，出典は不明。
『基礎』を学ぶということ:

高校までの「基礎」と

は応用が利くものではなく，ものごとを科学的に考
察するための道具である。これに対し，大学で教育

考えるということ:

教員が教えた通りに身に付け

る必要は無いと書いた。それは，問題に対峙したと
きにすぐに取り出せる「活かせる知」にしておくた
めには，自分の言葉に翻訳して身に付ける必要があ
るからだ。では，その使える知を活かして考えて問
題を解決するということはどういうことだろう。京
谷孝史先生が卒業式の祝辞で使う論語の言葉22 は次
のような意味と捉えてもいい。「学んで身に付けて
も考【わ｜え】ずに使【わ｜え】ないなら意味が無
い。考えるだけで学ぼうとしなければ何も解決でき
ない。」考える・知識を使うとはどういう行為だろ
う。英語に ‘serendipity’ という単語がある。ある辞
典 [188] には，「思わぬ発見をする才能」「運よく
発見したもの」等とある23 が，そうじゃない。

• 寝ても覚めても考え続けること
• 試行錯誤24 をし続けること

している『基礎』とは，今すぐ使える技術を教える
代わりに25 ，将来の解決すべき難問にチャレンジす
るための応用可能な道具である。文献 [145] の著者
である鈴木基行先生は，構造設計に当たっては手間
やお金がそれほどは必要無いくらいの「ちょっとし
た工夫」を加えるだけで，設計荷重を超えるような
外乱に対する事故を避ける可能性を増やすことがで
きるとおっしゃっている。つまり，そういうことが
できるように大学では『基礎』を教えているのであ
る。そしてそれは時々刻々とアップデートされるた
め，講義中に板書すらされずに言葉で伝達されるこ
とも多い。教科書を読めば単位がもらえると思って
いる学生は，その考えを早く改めるべきだろう。
企業は君に何を求めているか:

朝日新聞 (2006/3/20)

の特集「大学」から適当（いい加減という意味；以
下あちこちに著者加筆有）に引用しておこう。企業
は即戦力は期待していない。「すぐに役立つ（だけ

で得るかもしれない発見とその能力が ‘serendipity’

の）人はすぐに役立たなくなる人である。」は戦前

であるとされている。無駄が多いが，それ無しには

の東京大学の谷村豊太郎先生の言葉である。それよ

絶対に現れない機会，現れるとも限らない機会のこ

りも，大学で得た知識を自分の言葉に翻訳したデー

とである。 Pasteur の ‘Chance favors the prepared

タベースとして持ち，それを用いていろいろ想像

mind.’ とほぼ同じだと思う。普段から身の回りの現

(simulation) して新しい提案ができる能力が期待され

象に関心を持ってそれを自分の知識で解釈する努力

ている。さてその特集では，企業が求めるものにつ

を続けておくことが望ましいし，一旦問題を抱えて

いて経団連教育問題委員会 宇佐美聡企画部会長（三

しまったら，頭の中の道具を駆使して延々と試行錯

菱電機常任顧問）は

22
23
24
25

「子曰 学而不思則罔 思而不学則殆」（例えば http://www.tanakakaikei.com/koten1508.htm）
英英辞典 [41] でも ‘... entirely by chance’ とあるが，著者が伝え聞いた話に基づけば，その ‘chance’ を引き寄せるための普段の心掛け
までを含めた能力と結果が ‘serendipity’ であるとされている。 p.350 参照。
間違って「トライ・アンド・エラー」と言う人が社会人の中にも多いので注意。
そんなものは就職してから先輩から教えてもらえばいいし，その仕組みは『基礎』があれば容易に理解できるはずだ。
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志と心: 倫理観と責任感。規範の中で使命感を持っ
て取り組む姿勢。
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2. 勉強を効率化しない。たいていは自己満足の手
抜き。これができるのは秀才だけ。

行動力: 実行力とコミュニケーション能力。情報収

3. 友人をたくさん作る。視野を拡げる。いろいろ

集とその利用によって目標を達成する。

な価値観が存在することを知る。本を読む。

知力: 基礎学力＋（結果的に）独創性。深く考え抜

4. 大人と会話をする。社会の常識27 を身に付け

く力。「使える知」。
だと述べている。加えて

1. 相手の意見を聞いた上で自分の意思を伝える
力。

2. 自分の言葉で自分の考えを伝えられる人材。
も重要だ。さらに，次のようなこと26 が読み取れる。

• ○○大卒だから・・・ということは全くあり得
ない。

• コミュニケーション能力とは英語ができること
だけじゃない ! （大学教員も勘違いしてません
かぁ）

る。

5. 自分の考えを持つ。自分の頭を使う。使える知
識にする。

6. 約束を守ること。決まり（暗黙のも含む）を守
ること。
残念ながら著者も実行できていないことだが。
最後の最後に工学倫理:

第 1 著者もとうとう「工学

倫理」を受け持たされた。伝えたかったことは，研
究では間違いをしてもいいが嘘は駄目ということ，
研究発表（論文）では著作権等を侵害しないこと，
社会に出たら土木界の一員として人々の信頼を裏切
らないこと，上司や後輩と正しい対話ができる仲間

• 就職してから「自分に合わない」は，どの職場

を作っておくことである。どういうことかは個々に

も駄目ってこと。最近ミシェラン・ガイドに掲

考えて欲しい。あの某細胞研究のゴタゴタの際，実

載された寿司店の小野二郎氏は「自分を仕事に

験ノートの作り方についてマスコミでも何度も発信

合わせる」べし（NHK 教育 TV 2008/1/8) と述

されたが，解析的であろうと数値的であろうと，あ

べている。

るモデルに基づく理論的研究（非実験的研究）の場

• 「工学系だから人文・社会系はまるで駄目」は
論外。

• 小さくまとまって面白みに欠ける学生は欲しく
ない。

合の研究ノートの作り方も同じである。

1. 最初のページ欄外に日付を書き順にページ
番号を振る。綴じてないレポート用紙28 でよ
おもて

く，表にしか記載をしない。裏は軽微な追加
事項等を日付入りで書き込むために使う。

• きれいな受け答えができるだけの馬鹿は要らな
い。

2. 途中（例えば p.5 と p.6 の間）に追加挿入する
場合にはその日付を記し，誤解を生まないよう

大学入学以降にやり続けること:

なページ番号（例えば p.5a, 5b...）を振る。

1. 自分の言葉に翻訳して勉強しデータベース化す

3. 鉛筆書きでいいが消しゴムは不可。間違い箇所

る。復習して基礎をしっかり身に付ける。折に

やページにはボールペンで赤 × 印をつけ，う

触れて勉強をする。学んだことを友人に教えて

まくいかなかった箇所も同様にした上で理由を

みてごらん・・・

朱書きする。

26
27
28

この段落の括弧書きは第 1 著者の加筆である。
江藤淳氏の随筆に「こもんせんす」と題したものがある。ある女性がこれを「小紋のお扇子」のことだと思ったという小話も江藤氏自
身が書いていた（あとがきだったかな?）ような記憶がある。
ページを超えるような長い式の展開をしているとき，綴じてあるノートではかえって間違いをするため，複数のページの式展開を同時
に眺められるバラバラの紙の方がいい。ここは実験ノートとは異なる。
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応用解析学

2009−2013
[90]

100

学生数

期末
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+JYPE
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再履修者

0
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宿題合計

100

0
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80

成績
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図 P.3 英語で実施した応用数学の講義の成績分布 — 留学生 (JYPE) および日本人学生

4. 指導教員の打ち合わせメモ等も日付を付した上
で，適所に挟んでおく。

5. ある程度の結果が出た段階毎に順番に表紙付き
のフォルダに左 2 穴で綴じる。

6. これでは計算間違いの振りをした捏造は避けら
れないが，式展開の途中が少しでも消されてい
たら信頼性は無いと判断すべきだ。ただし数値
計算結果の真偽の判断は非常に難しい。

さて，文献 [115] で内田樹先生がおっしゃっていることをつまみ食いしておきたい。ここも一部分の抽出な
ので誤解を生む可能性は高いが，インパクトを与えるためにも敢えて一部分を引用しておく。真意を知るには
文献を読んでいただきたい。それは文部科学省の杉野剛さんとの 2 回の対談の節（原文縦書き）である。

• 大学教育のアウトカムとは何ぞやについて 数値的には表示しにくいもの とした上で 資格や免状や、
TOEIC のスコアというのは、その副産物で あるとする。本来の大学の教育目的は 「成熟した市民を
育てるため」 であると断言する。

• 大学には 俗世間とは違う空間があって、そこは外とは違う時間が流れており、違う度量衡が機能して
いる とする。そして そういう非 – 社会的な空間、外の社会との温度差がある場所が若い人たちを健
全に育ててゆくためには絶対に必要だと 考えている。さらに 社会の価値観としっかり一線を画すと
いうことに大学の責務がある。 と断言している。

• 学ぶというところに 対価と商品の等価交換という発想で学校にやってくる人たち はそぐわない。学
ぶことはできないとする。 「学ぶ」というのは努力と成果の等価交換ではない と断言している。
どうだろう。どういう風に読者は感じますか。昨今の某大学教員29 もかなり勘違いして教育をしていないか，
というのも正直な感想である。

英語を使った講義と日本人学生
図 P.3 は「応用解析学（付録 I の内容）」の 5 年分の成績分布である。宿題を 20%，期末筆記試験を 80% で
成績にしている。左の図で斜めの [60] という線が合格ラインである。上方の斜めの [90] の線より上が 90 点以
29

その某大学の教育評価等を担当する部署の専門家からアンケートがあった。その中の設問に「あなたの講義をより効率化するには次の
どれが有効だと思いますか」というのがあった。講義というもののあり方を知らない専門家なんだろうね。あるいは今，教育の専門家
はこういった講義の効率化を研究しているのだろうか。くだらない。講義は異なる教員からの繰り返し学習の積み重ねが基本だ。
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上の成績取得者であるが，かなり多い。実は試験では A4 用紙裏と表の自筆カンニングペーパーの持込を許し
ている。付録 I を眺めればすぐにわかるように，ある標準的な方法によって初期値境界値問題の級数解を求め
る手順を学ぶだけなので，普通に勉強していれば 70 点以上は確実に取れる内容である。しかしこの有様だ。宿
題を半分以上提出しないことのリスクについては，講義の 1 回目にアナウンスしているが，効き目が無い。ま
た，右下に分布する学生は多分他人の宿題を写しただけで勉強しなかったため，期末試験で 50 点すら取れてい
ない。これも 1 回目に注意しているが，効き目が無い。その右の図は最終的な成績分布だ。 70 点あたりに谷間
がある。これより右は各自それなりに実力が付いて合格した学生，左はたまたま合格した学生ではないだろう
か。面白いことに，問題の設定が違うのにカンニングペーパーにある回答例をそのまま複写して出す学生が毎
年複数いる。何も勉強しなかったのだろう。
図中の ‘JYPE’ というのは ‘Junior Year Program in English’ の略で，海外の協定校 3 年生を半年間ないし 1 年
間教育するシステムで，教室では日本語を全く使わない。卒論が無い大学からの留学生にとっては，卒論の真
似事のような ‘individual research training’ の評判がいい。この図の 2011 年までのデータにはこの留学生が含
まれている。そして彼らは全員合格している。しかもどちらの図からもわかるように高得点側にほとんどが分
布している。逆に言うと， 2011 年までの日本人学生は英語の講義を聴かされていて，その授業評価には毎年の
ように「英語でやるな」「英語でやる意味が無い」と酷評をいただいた30 が，日本人の成績は比較的悪い。担
当した第 1 著者の英語の発音が良過ぎて聞き取れなかったからかもしれない（呵呵）が，それだけが原因だと
はとても思えない。だって数学だからだ。式を追えばその論理は明らかである。しかもこの講義，第 1 著者が
米国で受講したノートをほぼそのまま板書してある。これは著作権違反かも。 Mahar 先生ごめんなさい。その
米国における板書を書き写したノートだから，それを読めば何をやっているかがわかるだけの情報がほぼその
まま板書されている。何度も書くが内容は数学だ。式の展開を見れば論理は明らかである。上述のように学生
による授業評価では英語使用を非難され続けたが，実際にそう書いた人数は多くても年 3 名（約 5%）未満で
ある。また合格した日本人学生からは「カンニングペーパーもあるし，中身はパターン化していてとてもわか
り易い手法の説明だった（説明がわかり易いわけではない，呵呵）から，計算間違いさえしなければ 70 点は軽
く取れる」と言われたことがある。結局 2010 年度には日本人の受講生が激減。教えている方にとっても苦痛お
よび悲しみだったが，誰も代わってくれないので 2011 年度で JYPE への参加協力をやめた。
ちなみにこの講義，米国の講義で使われたのと同じ英語の教科書があって，貸し出すことになっている。借
りに来た日本人学生は 5 年間で 2 人くらいだっただろうか。米国で使われる数学の教科書はわかり易いが，そ
ういったものに接する意欲も好奇心も全く持っていないのだろう。教科書も借りずに，英語を使った授業を非
難する。講義に遅れてくるのは当たり前。講義の途中で教室から出て行くのも当たり前である。これは 2016 年
に書いているが，最近は代返・代筆も多発している大学である。我が国の工学は今後も発展するでしょうか。

30

実は大学の事務職員も英語が苦手だ。面白いエピソードがある。米国で PhD を取得した人（著者ではない）が採用されたとき，事務手
続きのために学位記のコピー提出を要求された。そのコピーを確認した本部事務職員が「日付が無いから無効」と言ってきた。偶々第
1 著者が学科の事務室で遊んでいてその電話のやり取りを聞いていたので，そのコピーを確認させてもらった。案の定文中に ‘... THAT

DEGREE DONE AT (place) THIS EIGHTEENTH DAY OF JUNE IN THE YEAR OF OUR LOAD ONE THOUSAND NINE HUNDRED...’ と日付が書いてあったのだ。さらに面白いのはここからだ。その事務からの連絡を受けた当該教員が「あ，本当だ。じゃぁこ
れから出身大学に連絡して別途証明書を送ってもらいます。」と答えたのだ。あぁーぁだねぇ。
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「限界ぃー ! 勝負はっ?」（工明会運動会）
2005 年青葉工業会写真コンテストスナップ部門入賞
向こう側が土木チームで，専攻長の北原道弘先生が応援している。こんな体勢なのに勝ってしまった。
このあと新堀雄一先生（中央）は，土木ごときに負けたことをとても悔しがった。
その右で腕を組んでおられる猪股宏先生は工明会運動会の主要メンバー。

m

‘What’s up?’

「どうよ?」かな。‘Ceiling!’ と答えるのは高校生レベルの

ギャグだとか。正しくは ‘Not much!’ 等となるらしい。日本では今後，こん
な英語を小学校から教えるのかな。国内であった国際会議に初めて出たと
きに，とても不快に思ったことがあった。日本人の若い研究者達が講演で

‘You know!’ を連発するのである。こういう言葉を口癖にしないような教育
が必要だと思うのであるが，いかがでしょう。多分ではあるが，国際会議等
の発表で ‘You know!’ ’I mean,’ は使ってはいけないと思う。著者も失敗し
た（質問が的外れだと感じて，ちょっとカチンときたとは言え）が ‘Really!’
もあまりよろしくない。
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表 P.3 論文中の表現とその本当の意味? 呵呵 第 1 著者留学時に隣の研究室の冷蔵庫に貼ってあった

A Glossary for Research Reports [29]; インターネットに全文公開されているようなので・・・
Introduction
It has long been known that. . .

⇒

I haven’t bothered to look up the original reference

. . . of great theoretical and practical importance

⇒

. . . interesting to me

Experimental Procedure
While it has not been possible to provide definite answers
to these questions . . .

⇒

The experiments didn’t work out, but I figured I could at
least get a publication out of it

The W-Pb system was chosen as especially suitable to
show the predicted behaviour . . .

⇒

The fellow in the next lab had some already made up

High-purity . . . / Very high purity . . . / Extremely high
purity . . . / Super-purity . . . / Spectroscopically pure . .

⇒

Composition unknown except for the exaggerated claims
of the supplier

A fiducial reference line . . .

⇒

A scratch

Three of the samples were chosen for detailed study . . .

⇒

The results on the others didn’t make sense and were ignored

. . . accidentally strained during mounting

⇒

. . . dropped on the floor

. . . handled with extreme care throughout the experiments

⇒

. . . not dropped on the floor

Results
Typical results are shown . . .

⇒

The best results are shown

Although some detail has been lost in reproduction, it is
clear from the original micrograph that . . .

⇒

It is impossible to tell from the micrograph

Presumably at longer times . . .

⇒

I didn’t take time to find out

The agreement with the predicted curve is excellent/
good/ satisfactory/ fair/ as good as could be expected

⇒

. . . fair/ poor/ doubtful/ imaginary/ non-existent

These results will be reported at a later date

⇒

I might possibly get around to this sometime

The most reliable values are those of Jones

⇒

He was a student of mine

It is suggested that . . . / It is believed that . . . / It may be
that . . .

⇒

I think

Discussion
It is generally believed that . . .

⇒

A couple of other guys think so too

It might be argued that . . .

⇒

I have such a good answer to this objection that I shall
now raise it

It is clear that much additional work will be required before a complete understanding . . .

⇒

I don’t understand it

Unfortunately, a quantitative theory to account for these
eﬀects has not been formulated

⇒

Neither does anybody else

Correct within an order of magnitude

⇒

Wrong

It is to be hoped that this work will stimulate further work
in the field

⇒

This paper isn’t very good, but neither are any of the others in this miserable subject

Acknowledgements
Thanks are due to Joe Glotz for assistance with the experiments and to John Doe for valuable discussions

⇒

Glotz did the work and Doe explained what it meant
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「おいっ? 誰かに見られてないか?」（第 1 著者の実家 @ 鹿児島の正月前後）
2009 年青葉工業会写真コンテストスナップ部門スナップ大賞

付録 Q
演習問題の答

第 1 章の答
1. 解答は p.1026。

第 2 章の答
1. p.28 の式 (∗) に示してある。N12 = 0, N13 = −P, N14 =
√
√
2P, N24 = 0, N34 = −P, N35 = −2P, N36 =
2P,
N46 = P, N56 = −P。したがって部材 1-2, 2-4 は取り除い
てもよく，不静定次数も 0 なので静定で安定。斜材を付け替
√
えた場合は，N12 = P, N13 = 0, N23 = − 2P, N24 = P,
√
N34 = P, N35 = −P, N45 = − 2P, N46 = 2P, N56 = 0。部
材 1-3, 5-6 は不思議。部材 1-3 は取り除けそうだが，部材 56 は駄目。ただし，どちらの場合も不静定次数は負になる。
ただし，部材 1-3 を取り除いた場合に荷重がこの問題のよう
に鉛直下向きであれば実際は安定（有限要素法では解けない
場合があるが）。つまり，部材 1-3 を取り除けるのは，部材
1-2 も取り除ける場合にのみ安定になる。
2. 下弦材の場合は，q1 の載荷位置の左端は，トラスの左端から
25/2 m の位置で，最大軸力は
√
√
225 3
335 3
q1 +
q2
48
48
である。また斜材の引張に対する q1 の載荷位置の左端はト
ラス左端から 5/2 m の位置になり，最大軸力は
√
√
25 3
5 3
q1 +
q2
24
72
になる。一方，圧縮に対する q1 の載荷位置の左端位置はト
ラス左端から 35/2 m の位置で，最大軸力は
√
√
65 3
125 3
q1 +
q2
24
72
である。
3. それぞれ
V(x) =

q (ℓ − x)2
,
2ℓ

M(x) = −

q (ℓ − x)3
6ℓ

である。

4. それぞれ
V(x) =

q (ℓ − 2x)
,
2

M(x) = −

q x (ℓ − x)
2

である。

V(x)

M(x)

5. 各自確かめること。
6. 各自確かめること。
7. 反力は
H = 0,

C = −bP −

)
q( 2
a − c2
2

V = 0,

M = bP +

)
q( 2
a − c2
2

V = 0,

M=

F = P + q(a + c),

で，断面力は 0 < s < h までが

N = −P − q(a + c),
その上の h < s < ℓ で

N = −q(a + c),

)
q( 2
a − c2
2

さらに，梁の左部分 0 < x < a では

q
M = − x2
2
最語に梁の右部分 a < x < a + c では
q
N = 0, V = q(a + c − x), M = (a + c − x)2
2
となる。図は省略。
N = 0,

V = −qx,

8. 各自確かめること。
V(x)

9. 曲げモーメントの影響線（すべて単位は m）は
 x
35



, 0<x<


 2
2
MC = 


35 − x
35



,
< x < 35
2
2

M(x)

999
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で，せん断力の影響線は


x
35



− , 0<x<


 35
2
VC = 


35 − x
35



,
< x < 35
35
2
10. 曲げについては断面 C の影響線を用いて，中央に q1 を載荷
すればいいので
625
Mmax = q1 75 + q2
8
でいいが，せん断については断面 A の影響線で載荷した方が
不利になるので，式 (h) を用いて
45
40
+ q2
Vmax = q1
7
14
となる。
11. 境界条件は，先端 x = ℓ で M = 0, V = 0 である。答は演習
問題 3 の答を参照のこと。
12. 一般解は式 (k) と同じになる。境界条件は両端で曲げモーメ
ントが零
M(0) = 0, M(ℓ) = 0

13. どれも H1 = −H2 = −P arctan θ で，左のトラスは V1 = 0,
V2 = P となり，右のトラスは V1 = N3 = P である。真ん中
のトラスの解は本文中に書いた
14. 力のつり合いとモーメントのつり合いは
P = F1 + F2 + F3 + F4
bP = c(F1 + F4 )
aP = c(F3 + F4 )
であり，個々の足の縮み量を wi とすると，足の軸力は

Fi = k wi (i = 1, 2, 3, 4)
そして，4 本の足の中心位置の縮み量が整合する条件から

w2 + w4 = w1 + w3
これより，足の軸力が

で，スパン中央の連続条件が

V(ℓ/2 − ϵ) − V(ℓ/2 + ϵ) = 0,

F1 = P{(b−a)/2c + 1/4}

M(ℓ/2 − ϵ) − M(ℓ/2 + ϵ) = Q
Q/ℓ,

F2 = P{−(b+a)/2c + 3/4}

c4 = −Q となり，曲げモーメントは
 Qx
ℓ



, 0<x<


 ℓ
2
M(x) = 


Q (ℓ − x)
ℓ


 −
,
<x<ℓ
ℓ
2
と求められる。これからせん断力を求めて両端の境界条件に
代入すれば，支点反力は S0 = −Q/ℓ, Sℓ = Q/ℓ と求められる。

F3 = P{−(b−a)/2c + 1/4}

となるから，この 4 式で積分定数を決定すれば，c1 =

c2 = 0, c3 =

Q/ℓ,

F4 = P{(b+a)/2c − 1/4}
となる。転倒しない条件は 4 本の足で囲まれた正方形の範囲
に荷重がある場合だが，1 本が浮いている状態で残りのうち
の 2 本の軸力が負になる条件でない領域。

第 3 章の答
1. 最初のひずみ成分は，式 (3.17) を満足しない。次のひずみ成
分は満足する。まず ϵ11 , ϵ22 と変位の関係式 (3.6) から

となり，対応する主方向ベクトルが

{

}

e
ni

u1 = x12 x22 + f (x2 ) + c1

⌊
= 01

(

{

{

}
e
nii

,

⌊
= 01

= ⌊1 0 0⌋t ,

−3/(1+ √10)

⌋t

となる。単位ベクトルにはしてないが，お互いに直交してい

となるから，ϵ12 に代入すると

d f (x2 )
dg(x1 )
= 4x13 −
= const. = ω
dx2
dx1

る。

4. 座標変換行列が

でなければいけないことがわかり

(

)
T

u1 = x12 x22 + ω x2 + c1
u2 = x14 − 2x1 x23 − ω x1 + c2
を得る。c1 , c2 が剛体並進変位成分で，ω の項が剛体回転成
分である。

2. 多分?
kt {u − n (n · u)} + [n σ − n {n · (n σ)}] = 0
成分表示すると



  3
3
3 ∑
3

∑
∑

 ∑
kt ui − ni
nk uk  +  n j σ ji − ni
n j σ jk nk  = 0
j=1

}
e
niii

u2 = −2x1 x23 + g(x1 ) + c2

k=1

√ ) ⌋t
1+ 10 /3

j=1 k=1

3. 主応力の一つが 1 であるのはすぐわかるから，残りの 2×2
の行列部分の固有値問題を解けば
√
√
σI = 3 + 10, σII = 1, σIII = 3 − 10


 1/√2

=  −1/√2

0

1/√2
1/√2

0

0
0
1







なので σ̄11 = σ̄22 = 1/2σ0 , σ̄12 = −1/2σ0 となる。

5. 式 (3.81) の演算をする。µ > 0 だろうから，左上 3×3 の部分
行列の三つの小行列の行列式を計算。
6. 式 (3.120) でまず，i と j を同じにして 1 から 3 まで足すと
∑
1 ∑
ϵ̇kk =
σ̇kk
3K
k
k
となるので

∑

σ̇kk = 3K

k

∑

ϵ̇kk

k

(a)

である。また式 (3.120) に σ′i j を乗じて i と j を 1 から 3 ま
で足すと

∑∑
i

j

σ′i j ϵ̇i j =

µ + H ∑∑ ′
σ σ̇i j
2µH i j i j
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となることから，逆関係が

∑∑
i

j

12. 簡単。

2µH ∑ ∑ ′
σ′i j σ̇i j =
σ ϵ̇i j
µ + H i j ij

(b)

13. 簡単。
14. 簡単。

となる。以上の 2 式 (a) (b) を上式 (3.120) の右辺第 2 第 3 項
に代入して左辺に移項して整理すると，式 (3.121) を誘導で

15. 簡単。
16. 簡単。

きる。

7. やってみよう。

17. とても面倒。文献 [96] 参照。

8. 本文に沿って代入すれば明白。

18. やってみよう。

9. 本文に沿って代入すれば明白。

19. やってみよう。

10. 本文に沿って代入すれば明白。

20. やってみよう。

11. 簡単。

21. やってみよう。

第 4 章の答
1. 定義に従って計算すると，中立軸は下端から (3+
にある。これを用いると
I=

11πr4
4

,

Wu =

2. 定義通り

∫

√
3) r/3

の位置

ることを示すことができる。支点反力も同様の微係数から求
められる。

33πr3

33πr3

√ , Wl =
√
4(3 + 2 3)
4(3 + 3)
h/2

7. M = C0 x/ℓ であり，両端でたわみが零であることから簡単に
求めることができる。

bh3
12
−h/2
になり，2 軸対称の断面なので断面係数は
I=

8. かなり面倒な計算の末

z2 b dz =

W=

これを 2 回微分すると正しいモーメント分布が求められてい

q0 x2
(32x2 − 57ℓx + 27ℓ2 ), 0 < x < ℓ/2
768EI
q0 ℓ
=
(x − ℓ)(7x2 − 14ℓx + 2ℓ2 ), ℓ/2 < x < ℓ
768EI

w(x) =

bh2
.
6

3. 定義通り
bh2
bh3
, Jx =
12
6
で面積が bh/2 なので zc = J x /A = h/3。この図心を通る軸回
りの断面 2 次モーメントと断面係数は
I=

I=

bh3
,
36

Wu =

w

9. 中央の不連続条件が

bh2
bh2
, Wl =
12
24

V(a+) − V(a−) = kw(a)

4. 定義通り計算すると I = 2IF + IW で，フランジは
( )2 bt3
h
f
IF = (bt f )
+
2
12

であることがわかれば，面倒な計算の末

w(x) =

と，第 2 項がそれ自体の図心回りの値で，第 1 項が全断面の

=

図心から離れていることの補正項。ウェブは単純に

)3
t (
h − tf
12
さらに，薄肉になるとそれぞれの項の第 2 項は非常に小さく
なり，結局
( )2
h
th3
I ≃ 2(bt f )
+
2
12
(
)
と近似できる。断面係数は I を h/2 + t f で除せばいいが，
薄肉の場合は h/2 で除すだけでいい。
IW =

5. M = −Q(ℓ − x) であり，境界条件が左端で w(0) = 0, w′ (0) =
0 だから
w(x) = Q/6EI (−x3 + 3ℓx2 )
6. 一般解が
w=

(
)
q0 x4 ax3 bx2
+
+
+ cx + d
EI 24
6
2
w′ (0)

w′′ (ℓ)

であり，境界条件が w(0) = 0,
= 0,
0 だから
q0 x 2 2
w=
(x − 4ℓx + 6ℓ2 )
24EI

= 0,

Qx2
{2(α s − 16)x + (96 − α s )ℓ}, 0 < x < ℓ/2
8EI(α s + 24)
Qx2
5α s Qℓ2
(3ℓ − x) +
(ℓ − 6x), ℓ/2 < x < ℓ
6EI
96EI(α s + 24)

となる。α s は式 (4.42) で定義した。モーメント図は上式を 2
回微分すれば求められる。

w

V

M

10. これも中央の連続条件を考慮すれば
w′′′ (ℓ)

=

C0
(ℓx2 − 3x3 ), 0 < x < ℓ/2
16EIℓ
C0
=
(x − ℓ)(−3x2 + 6ℓx − 2ℓ2 ), ℓ/2 < x < ℓ
16EIℓ
モーメント図はそれぞれの 2 階の微係数から。
w(x) =
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k = ρgA である。この上向きの浮力で生じる片持ち梁先端の
w

変位は式 (4.39a) から

∆=

Qℓ3
ℓ3
=
k (H − ∆)
3EI
3EI

であることから

V

∆=

αs
H,
3 + αs

αs =

kℓ3
ρgAℓ3
=
EI
EI

と求められる。ここに α s は式 (4.42) で定義したパラメータ

M

である。一方，等分布外力 q0 による梁先端のたわみは式

(4.41) で与えられ，これが ∆ に等しくなるため
11. これは左スパンだけの左端固定・右端単純支持梁のたわみを
求め，右端のたわみ角が零になる条件から x = 2/3 ℓ になる。
ちょっと面白いでしょ。
12. 分布外力が作用したときの先端のたわみは式 (4.43) から求め
ることができ，先端の Q0 によるたわみは式 (4.39a) から求
められるので，等置して Q0 = 3q0 ℓ/8。
13. 長さ ℓ の片持ち梁の先端に Q が作用したたわみは式 (4.38)
から
Q x2
(3ℓ − x)
e(x) =
w
6EI
であり，x = ℓ/2 に下から X が作用したときのたわみは，例
えば 0 < x < ℓ/2 では上と同様
(
)
−X x2 3ℓ
w(x) =
−x
6EI
2
となる。中央のバネ支持条件は

( )
X = k w ℓ/2 ,

q0 =

8α s EI
H
3ℓ4

と求められる。

18. 図 4.36 に正解があるが，任意点に集中せん断力が作用した
ときのわたみが，例えば左側だけなら
{
) }
( 2
a
aℓ
(a − ℓ) x3
x
+
−
w(x) = Pw̄(x; a) = P
EIℓ
6
6
3
であることから，集中モーメントが作用したときの左側のた
わみは

w(x) = lim (ϵP)
ϵ→0

w̄(x; a) − w̄(x; a + ϵ)
∂w̄(x; a)
= −C0
ϵ
∂a

で求めることができるから，上の答を代入すると

w=−

C0
EIℓ

{

x3 x 2
+ (3a − 6aℓ + 2ℓ2 )
6
6

}

右側は省略。

5 αs Q
2 (α s + 24)

と求められる。これを上の式に代入し直せば答を得る。な
お，ℓ/2 < x < ℓ の w は式 (4.39a) の結果を使えば

w(x) = −

3q0 ℓ4
=∆
8EI(3 + α s )

となることから，最終的に上の ∆ を代入して

e+w
w=w

となるから，これから X が

X=

w(ℓ) =

X ℓ3
X ℓ2
−
x
24EI 8EI

19. 相反定理から，点 A のたわみの影響線は wQ (x)/Q である。
よって分布外力による点 A のたわみは
∫ b+ℓ
wQ (x)
q(x)
∆1 =
dx
Q
b
バネの反力を上方向正で X とすると，これによる点 A のた
わみは上方に ∆2 = XwQ (a)/Q である。よって，たわみの合
計がバネで抵抗されるから

である。

X = k(∆1 − ∆2 )

14. やってみよう。
15. 片持ち梁で重ね合わせるのと，単純梁とが考えられる。解は
演習問題の 10 番にある。
16. バネの縮みによるバネ力を X とすると，上の梁は
∆1 =

q0 ℓ4 Xℓ3
−
8EI
3EI

が右端のたわみであり，下の梁の左端は

∆2 =

Xℓ3
3EI

だけたわむ。バネの抵抗係数を k とすると

X = k (∆2 − ∆1 )
の関係がある。この 3 式から X を算定でき

∆1 =

q0 ℓ4 (α s − 3)
,
8EI(2α s − 3)

∆2 =

α s q0 ℓ4
8EI(2α s − 3)

17. 梁の下の浮きは (H − ∆) だけ沈んでいるので，上向きの浮力
Q は ρgA (H − ∆) になる。つまり図 4.22 のような右端がバ
ネで支持された片持ち梁の状態にあって，このバネ定数が

である。以上から X を求めれば解は X/k として求められ
る。

b(ℓ − c)
20. 最大曲げモーメントは，左端から
の位置から幅 c に
ℓ
わたって載せた場合。最大せん断力は，b < ℓ/2 なら x = b
から右に幅 c。
21. 観測点の左右の領域で 3 次の多項式が一般解になり，両端の
境界条件四つと，観測点のたわみ角以外の三つの量の連続条
件。それに，たわみ角の不連続条件の合計 8 条件式で，一般
解の係数 8 個が決定できる。
22. 三つの領域にわけて境界条件と連続条件を満足させると
x
M = 2 (x2 + 3ℓ2 ), 0 < x < ℓ/2
8ℓ
1
= 2 (x − ℓ)(x2 + ℓx − 4ℓ2 ), ℓ/2 < x < ℓ
8ℓ
1
= − 2 (x − ℓ)(x − 2ℓ)(x − 3ℓ), ℓ < x < 2ℓ
8ℓ
がその表現。
23. (1) 左右対称から vd (x) = vb (4a − x)。
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(2) a) 点 B の支点反力を F とすると
∫ a
F = k wb ,
wb =
q vb (x) dx − F vb (a),
0
∫ a
wd =
q vd (x) dx − F vd (a)

24. 問題のすぐ次に説明してある。
25. 半径を a とすると
z = a sin θ, t = 2a cos θ

0

(−π/2 < θ < π/2) といった変数変換をすると

となるから

∫ a
q
wb =
vb (x) dx
1 + k vb (a) 0
[∫ a
q
wd =
vd (x) dx
1 + k vb (a) 0
{
∫ a
∫
+k vb (a)
vd (x) dx − vd (a)
0

∫
Gz =

a
0

0

{1 + k vb (a)} ∆d
{
}
∫a
∫a
vd (x) dx + k vb (a) 0 vd (x) dx − vd (a) 0 vb (x) dx

(2) c) (1) と同様にして F = k wb と
∫ a
wb =
q vb (x) dx − F vb (a) − Rd vb (3a)
0
∫ a
wd =
q vd (x) dx − F vd (a) − Rd vd (3a) = ∆d
0

となるので

∆ ≡ {1 + k vb (a)} vd (3a) − k vd (a) vb (3a)
と定義すると

Rd =

( [∫ a
{
∫ a
1
q
vd (x) dx + k vb (a)
vd (x) dx
∆
0
0
}]
)
∫ a
−vd (a)
vb (x) dx − {1 + k vb (a)} ∆d
0

あるいは， ∆d を q1 で表して代入すれば

Rd =

{
∫ a
vd (x) dx
vd (x) dx + k vb (a)
0
0
}]
∫ a
−vd (a)
vb (x) dx

q − q1
∆

[∫

a

0

と求められる。ちなみに，相反定理から vb (3a)

2a3 sin θ′ cos2 θ′ dθ′

であるから

τ=

(2) b) 上の wd = ∆d から
q1 = ∫ a

−π/2

= −2/3 (a cos θ)3

}]
vb (x) dx

θ

a2 V(x)
(1 + cos 2θ)
6I

となり，断面 2 次モーメントが πa4 /4，面積が πa2 なので

τmax = τ(θ = 0) =

a2 V
4V
=
3I
3A

26. 図心が上面から 17h/40 の位置である。そこに y 軸を置くと

(
)2 



17h 
2

Gz = b 
z −
, 上フランジ




40 

( )2 


3bh2 b 
7h 
2

=−
z
−
+ 



20
2
40 
となり，フランジ下面で不連続になる。

27. 公式通りに演算をすれば誘導できる。
28. 半分の長さの片持ち梁の固定端の，断面回転の境界条件さえ
間違えなければ簡単に求められる。
29. 分母に (1 + 12αt ) のような項が現れて，曲げとせん断を分離
できないことを確かめて欲しい。
30. 文献 [131] を参照のこと。

=
vd (a) であり，対称条件から vd (3a) = vb (a) であるこ
とを使えば，上の ∆ は
[
]
∆ = vb (a) + k {vb (a)}2 − {vd (a)}2

31. 簡単だからやってみよう。

と表すこともできる。

33. 何度計算間違いしましたか?

⋆. p.207 にある脚注の正答は 8 あるいは 8.0/ らしい。

32. やってみよう。

第 5 章の答
1. つり合い式に重みを乗じ
∫ ℓ
EIw′′′′ v dx − Pv(a) = 0

で，本文例の 2 次多項式を用いたとき

w

0

2. w =

A sin πx/ℓ

と置くと

πa
2Pℓ3
A = 4 sin
ℓ
π EI
となるので，a = x = ℓ/2 の場合

( )
ℓ
2Pℓ3
= 0.988 × 正解
w
= 4
2
π EI

と，1.2% の誤差。

0

さらに式 (5.5) を用いたとき

w

( )
135Pℓ3
ℓ
=
= 0.904 × 正解
2
7168EI

あるいは分布荷重のときの厳密解式 (4.35) だと

w

( )
ℓ
125Pℓ3
=
= 0.977 × 正解
2
6144EI

となり，2.3% の誤差。

3. Galerkin 形式は
∫

( )
ℓ
Pℓ3
=
= 0.75 × 正解
2
64EI

ℓ

EIw′′ v′′ dx − Pv(a) = 0

4. 先端の境界条件を入れて
∫ ℓ
EIw′′ v′′ dx − Qv(ℓ) = 0
0
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5. 試行関数の未知係数 c は

18. プログラムでチェックを。
32ℓ3 Q
c= 4
π EI

となり，先端の解が

w(ℓ) =

32Pℓ3

π4 EI
6. いろいろ試して欲しい。

= 0.986 × 正解

7. 弱形式の誘導過程をたどって
∫ 1
∫ 1
(αu′ δu′ + βuδu) dx −
f δu dx − g1 δu1 − g2 δu2 = 0
0

19. プログラムでチェックを。
20. 要素 [1-2] の α = 0，要素 [2-3] の α = 2π/3，要素 [1-3]
の α = π/3 であることに注意して直接剛性法を用いる。節
点番号と行列の配置によっては，この向きも異なってくる。
種々試してみるといい。
21. プログラムでチェックを。
22. 是非やってみよう。

0

8. 未知係数を求める式が



 
 2ℓ 6ℓ2  



a1 
 q0 
 ℓ3 /12 


 
=




a2 
 EI 
5ℓ4 /16

6ℓ2 24ℓ3 
となる。これを解けばいい。

9. つり合い式から弱形式を求め，境界条件
EAu′ (ℓ) = P
を代入すれば求められる。

10. u に 1 次多項式。

23. 固有値計算のサブルーチンを探して是非やってみてくださ
い。
24. 式 (5.54) の第 2 項の q(x) に，式 (5.10a) の wa が w のときの
式を代入し，それを 2 回部分積分して整理し，幾何学的境界
条件と式 (5.10b) の wa が w のときの力学的境界条件を代入
することによって
∫
{
}
1 ℓ
Πmin = −
EI −w′′ (x) 2 dx
2 0
と求められる。ちょっと興味深い。

11. やってみよう。

25. 積分して

12. 左端が固定なので，境界条件を考慮して剛性方程式の右下
2×2 の部分だけを

   
12/ℓ3 6/ℓ2  




w 2 
 
 Q

=
EI 
 





2




0
6/ℓ 4/ℓ θ2

Π=

1
2

∫

1

{α(u′ )2 + βu2 } dx −

0

∫

1

f u dx − g1 u1 − g2 u2

0

26. 右端の境界条件の一つが

を解けばいい。右端のたわみとたわみ角は正解式 (4.39) に一

−EIw′′′ (ℓ) + kw(ℓ) = 0

致する。

13. 頑張って計算し，プログラムでチェックを。
14. 頑張って計算し，プログラムでチェックを。
15. 頑張って計算し，プログラムでチェックを。
16. 頑張って計算し，プログラムでチェックを。
17. 要素 [1-4] の α = −π/4，要素 [2-4] の α = −π/2，要素
[3-4] の α = −3π/4 であることに注意して直接剛性法を用い
る。もちろん，節点番号と行列の配置によっては，この向き
も異なってくる。種々試してみるといい。

であることに注意すれば

∫

EIw′′ δw′′ dx + kw(ℓ)δw(ℓ) −

∫
qδw dx = 0

が弱形式で，ポテンシャルは

1
2

∫

EI(w′′ )2 dx +

1
k{w(ℓ)}2 −
2

∫
qw dx

第 2 項がバネの持つひずみエネルギ。

27. 問題のすぐ次に説明してある。

第 6 章の答
1. 図示したように，まず θ だけ回転しているものとして，回転
した位置の棒の長さが ℓ であることに注意すれば，棒の基部
回りのモーメントのつり合いが
kℓ2 sin θ cos θ − Pℓ sin θ − Qℓ cos θ = 0
であることから種々考察できる。

2. また零分の零の極限だ。 l’Hôpital の定理を思い出そう。

となり，前者が kb = 4 の座屈係数を与える。後者は棒の中
央に対して反対称モードの座屈荷重を与える。前者が ℓ/2 の
単純支持棒の座屈であり，後者が同様に ℓ/2 の片端固定・片
端単純支持棒の座屈であることを知れば，モードも理解でき
るだろう。したがって，2 次の座屈係数は対称モードの kb =
4 × 22 = 16 ではなく，反対称モードの kb = 4 × 2.0457 ≃
8.1830 となる。

5. これも式 (6.41) が一般解で，境界条件が w(0) = 0, w′ (0) = 0
と

3. やってみよう。
4. 一般解は式 (6.41) で，境界条件が両端で
w = 0,

w′ = 0

であることから，特性方程式は

sin

µℓ
µℓ
µℓ
= 0, tan
=
2
2
2

w(ℓ) = 0, w′′ (ℓ) = 0
であることから求めることができる。

6. 計算の必要が無く，Euler 荷重 Pe が正解。なぜか考えてみ
よう。第 1 著者は何と数値計算をして求めた。その結果に対
し，東北大学の倉西茂先生が，計算するまでもなく当たり前

第 7 章の答
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とおっしゃった。さすが !

9. ローラー支持が無い場合の特性方程式は

7. やってみよう。

µℓ + α′s tan µℓ = 0

8. 例えば両端固定の場合に，棒の全長を L = 2ℓ としておく
と，剛性方程式の係数行列は




24/ℓ3 0  P 12/5ℓ 0 

 −


EI
0 8/ℓ
0 4ℓ/15
となり，1 次の座屈荷重は

であり，支持付きの場合は

µℓ (sin µℓ − µℓ cos µℓ) − α′s (µℓ sin µℓ + 2 cos µℓ − 2) = 0
である。それぞれ特殊な場合を検討してみよ。ただし， α′s
は式 (B.136) で定義された無次元化されたバネ支持係数であ

10EI
40EI
Pcr = 2 =
ℓ
L2
である。正解と比較すると 1.013 倍程度である。

る。

10. がんばって計算しよう。 [95]

第 7 章の答
1. 載荷点の不連続条件が

となり，薄肉 I 形の剛性は箱形に比べて肉厚高さ比の 2 乗に

GJφ′ (ℓ/2−) − GJφ′ (ℓ/2+)

比例して非常に低い値になる。

= T0

5. 境界条件は φ(0) = 0, φ′′ (0) = 0 と x = ℓ/2 で

で，境界条件が両端で φ = 0 だから

T0
x 0 < x < ℓ/2
2GJ
T0
=
(ℓ − x) ℓ/2 < x < ℓ
2GJ

φ(x) =

−φ′′′ + µ2 φ′ =

T0
, φ′′ = 0
2EIω

だから，一般解の四つの積分定数を決定すると，本文例の左
半分と同じ解を得る。

2. 公式通りで
2tb2 h2
b+h
3. 仕切りが真ん中の場合は単純な箱の場合と同じ値。
J=

2tb2 h2
J=
b+h
というのも，仕切りにはせん断流が流れないから。左右対称
でなくなった二つ目の場合は
8b2 h2 t (2b + 7h)
J=
27h2 + 36bh + 8b2
と，少しだけ大きくなる。また隔壁が左から d の位置にある
ときの J を求めて 0 < d < b/2 でグラフにして J の大きさを
比較する。

6. 境界条件が φ(0) = 0, φ′ (0) = 0 と
−φ′′′ (ℓ) + µ2 φ′ (ℓ) =

eP
, φ′ (ℓ) = 0
EIω

であることから，一般解の積分定数を決めることができ

φ=

eP
µ(ℓ − x)
2eP sinh µx/2
cosh
x−
GJ
µGJ cosh µℓ/2
2

となる。

7. お試しあれ。
8. お試しあれ。

4. I 形は
2t3 (b + 4h)
J=
3
となるから，箱形との比は
(
)(
)
I形
1
h
h ( t )2
=
1+
1+4
箱形
3
b
b h

9. お試しあれ。
10. お試しあれ。
11. お試しあれ。

第 8 章の答
1. やってみよう。

3. やってみよう。

2. 級数の係数は次のようになる。
)
)(3
mπ
1
4q0 (
nπ
−1
cos
− 1 − cos mπ
qmn =
cos
2
2
2
2
2
nmπ

第 9 章の答
ここは宿題に出していることから，部分的な答のみ。

1. 投石の速さ ≥

√

2. やってみよう。

g/2(木の高さ) ×(てっぺんまでの距離)

で木に届く。

3. やってみよう。
4. 例えば，次のようになる。すべて横軸は ωt で，縦軸は

付録 Q. 演習問題の答
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u(t)
。水平の一点鎖線は Md のレベルで，β = 0.02 は共通
ust
である。p/ω = 0.2 の場合は
1

10. やってみよう。
11. やってみよう。
12. やってみよう。
13. やってみよう。

O

100

14. 共振曲線は次のようになる。
10

k2/k

1

= 0.1

= 0.1

元の 1 自由度系

−1
p/ω

m2/m

1

|A1 |
w0

5

= 1.1 の場合は

制御 2 自由度系

5
O
O

1

2

p
ω0

100

3

15. 次のようになる。
−5

p/ω

u1
u0

= 1.5 の場合は
2

u2
u0

O

100

u3
u0

2
0
2
0
2

ω0 t
0

20

40

−2
16. やってみよう。

−2

17. やってみよう。

5. 求めてみよう。
6. やってみよう。

18. やってみよう。

7. 求めてみよう。

19. やってみよう。

8. やってみよう。
9. 図の横軸は ωt で，縦軸は

20. やってみよう。

u(t)
。
ust

21. やってみよう。

2
22. やってみよう。
23. 薦めないが，時間とガッツがあって，忍耐力と注意力が持続
するときにトライしてみたらいいかもしれない。

1

O

100

24. やってみよう。早いうちに FORTRAN 等によるプログラミ
ングにチャレンジして欲しい。
25. やってみよう。

−1

26. 是非やってみよう。

第 10 章の答
文献 [1] にある問題なので，部分的な答のみ。

1. 本文の例の特殊な場合なので，容易に解けると思う。また，
この材料は引張強度の方が圧縮強度より小さいので，左から

の反射波によって引張が初めて現れる断面が破断する。それ
は x = a/2 の場所で，t = · · · の時点である。

第 11 章の答
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2



A2
1 
 ρcl
2 
= − k0 
−
sin
θ
sin 2θ0

0

 T

A0
∆ 

2. 透過する応力波は x > ℓ, t > sb x において
σt = · · ·
となり，反射応力波は x < ℓ, t > 2sb ℓ − sb x において

ここに

σr = −F0/A exp [−2α {t − sb ℓ + sb (x − ℓ)}]
となる。ここに

α ≡ ρcb/M/A

sin θ2 =

4. 計算は簡単である。加速度の増幅率は
A4
= ···
A0
となり，物性値を代入すると，θ0 = 0 の場合で，第 1 層と基
盤で 1.50，次が 1.20，表層へが 1.23 なので，乗算して 2.21
倍。θ0 = 60 度の場合には，倍率が 1.23, 1.19, 1.23 なので乗
算して 1.79 倍くらい。角度は，順に 17.5 度，12.9 度，8.89
度と鉛直方向に近づく。
5. 膜に作用する q が何なのかについてじっくり考える必要があ
る。
A1
= ···
A0

κ≡

cl
ct

であり

∆ ≡ ···

と定義した。

3. やってみよう。

1
sin θ0 ,
κ

と置いた。

6. 方程式は
√
√

2

c2
c2
c2 
2 −  − 4 1 −
1− 2
2
2
cl
cl
ct
− ···
となる。ここに

c20 ≡

T
ρ

と置いた。果たして c が存在するかどうかは，「偏角の原
理」を理解していないので証明できていない。

第 11 章の答
1. やってみよう。

と求められる。この関係から，H → 0 の場合には ν∗ =

2. 弾性の場合

つまり非圧縮性であることになる。

ϵkk
1 − 2ν
=
ϵ11 − ϵ22
1+ν
という関係があることを念頭に置き，例えば，1 軸応力状態
を連続載荷したときの，これと同じひずみ増分の比を計算し
てみよう。つまり σ11 = σ0 , σ̇11 = ∆σ0 とし，他の応力と
応力増分を零にする。これを式 (11.49b) (11.50b) に代入する
と，上式と同じひずみ増分の比は
ϵ̇kk
1 − 2ν
H
=γ
, γ≡
ϵ̇11 − ϵ̇22
1+ν
µ+H
となる。この比で見かけ上の Poisson 比 ν∗ を
ϵ̇kk
1 − 2ν∗
=
ϵ̇11 − ϵ̇22
1 + ν∗
と定義してもいいだろうから，見かけ上の Poisson 比は
(1 + ν) − γ (1 + 2ν)
ν∗ =
2(1 + ν) + γ (1 − 2ν)

1
，
2

3. やってみよう。
4. やってみよう。
5. やってみよう。
6. やってみよう。
7. これはちょっと手ごわいが，やってみよう。
8. 軸力が零になる条件から応力が零になる位置を求めるだけ。
解は公式集にある。
9. やってみよう。

第 12 章の答
1. この文書の式と比較すれば勉強になると思う。
2. やってみよう。特に三つ目の例では，テンソルの 1 成分を計
算するのに A4 用紙 1 枚くらい必要になるが，最後の結果は
綺麗なので，是非トライして欲しい。

付録にある演習問題の答は面倒なので省略した。

3. やってみよう。手を動かすと物理的な意味が比較的容易に身
に付くから。
4. やってみよう。

付録 Q. 演習問題の答
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付番立見言方島児鹿
西
横
綱

前前前小関大横
頭頭頭結脇関綱

古
語
が
生
き
て
い
る

ぐわとさチあち
らやぜしェばん
しっんかスてが
か ねぶトんら
い行ねっ
け
かじ淋久突たこ
わょしし撃くっ
いういぶださぱ
そだ り んみ
じ
うん
ん
だ

豆
腐
を
オ
カ
ベ
給
え
を
タ
モ
ン
セ
申
し
た
を
モ
シ
タ

前
同同同同同同頭
さごていだふお
るいがみいゆぎ
くごましやしら
いしいめごふ
ろつ
歩たうい晩無ほ
くくるぢ酌精ら
ささわ 者ふ
んいる
き

同同同同同同同
はがせあうよお
らんからそかか
かたらいひにた
くれしよごせ
ろ

東

蒙
御
免
司行
コハジ
ララャ
言言言
葉葉葉
しハが
もラっ
つ
たしい
コもそ
ラたい
ジ
ャ

寄年
音
を
つ
め
る
てえで
のさこ
いっん
お
鯛あ大
のい根
魚さ
つ

おまやあう好奥
こずからそ男さ
るいま つ子ん
し き

前前前小関大横
頭頭頭結脇関綱
やずそやけぼが
じるがっなっっ
ょつらせぶけつ
ろ しんつもい
し
ん
う全ただけ大ぴ
る部くめい胆っ
さ さ べ者た
い ん つ り

前
同同同同同同頭
ンちずこしてご
ダんっしっした
け
モちねごち
ゃ ま
シんわろゆく
らし
タ ろ うわ
っん
ン
まだゆけ落手が
ぁんだちちがん
どだんんるつじ
うんのぼ けょ
し な
らう
ま ら
れな
な
し い
ぬ
ょ
う や
つ
同同同同同同同
つぼだすおおと
ぅっまっなまの
がけかぱごんじ
れなすいんさょ
た
○ぁ
っ
○
○
こらだす女あ夫
わんまべ々な
れぼすてした
いさ
たう
男ま
な

横
綱
ヒ
ッ
を
つ
け
て
誇
張
す
る
ヒ
ッ
ち
ぎ
る
ヒ
ッ
飛
ぶ
ヒ
ッ
か
ぶ
る
ヒ
ッ
た
ま
が
る
ヒ
ッ
ち
や
え
る

第 1 著者の実家から見える噴煙

左下から続く
同同同同同同同
はばぎごかそよ
めかもぶかいい
つふねれじどな
くと さるんこ
つも ぁ
つ
ん
精横義失かしよ
出着理礼くかう
す者知
しや
ら
く
ず

同同同同同同同
ままぢまむみわ
たんこかぜとっ
ぜ
っぼ ん
ぇ
ご
そ
か
あ
ん
そ
さ両器行可夫非
よ方用き愛婦常
まい に
な
しい
ら
ょ
う

締取
撥
音
を
使
う
接
尾いみは
にんんさ
ナ
ん
ァ
を
つ犬耳は
さ
け
み
る

元進勧

鹿
児
島
の
旅

薩
摩
国
か
ご
っ
ま

同同同同同同同
おおげさそてあ
やじんいいんっ
っゃねもぢがぜ
とん
ゃら
させ
っも
ぁ
で
さん
ごお恥ぜそ良た
く出かひれいい
ろでし で子へ
う下い こ ん
ささ
そ
まい
同同同同同同同
ごはき腹やえね
ぜいっがっくぎ
んとさきせろつ
け ねいんぼ
わぼ
く
婚始汚腹弱酔に
礼終いが虫漢ら
む
立
つ

右上に続く

第 1 著者が鹿児島の銘菓を老舗に注文して配送してもらったところ，梱包の中に入っていた手ぬぐいに書い
てあった番付である。ただし一部伏字にし，レイアウト等もかなり異なる。またオリジナルの文字は手書き風
なので，拗音や撥音を正しくはコピーされていない可能性はある。また「だいやめ」は確かにそう聞こえるが，
「だれやめ（だれる = 疲れる）」という説もある。ちなみに飲み会あるいは飲み会に行くことを「のんかた」
と言う。自分の家は「うちんげぇ」である。そうそう「わい」が他の地方と違う。「わい」は相手のことであ
る。自分のことは「おい」だ。仙台の友人に見せたところ，お年寄りが「とぜんね」を同じ意味で使うとのこ
と。多分「徒然ね」なんではないかと思ったのであるが。それから鹿児島弁で「蝿」「灰（桜島の）」「屁」
はすべて「へ」である。それぞれ「が飛ぶ」「が降る」「をひる」となる。

付録 R
数学記号等について

数学的正確さを保持しながらとは書いたものの，著者は JIS や ISO 等を厳守しているわけではなく，わかり
易いものや入力が簡単なもの（手抜きってわけ）を優先した。以下，種々の批判や非難をかわすために順不同
で簡単な説明（言い訳）を付けておく。なお n と m は n > 1, m > 1 の整数である。
記号等

u, A

0

( )
A
[ ]
D
行列式

{ }
v

説明
ベクトルやテンソルあるいは行列を太字で表すことがある。各章毎には統一した。
対角行列の零の非対角項をひとくくりにしたもの。

n × m 行列は丸括弧。鉤括弧は次の記号に使う。
n × n の対角行列に使うことがある。判別し易いようにした。
( )
( )
det A や det A ・ det Ai j 等と統一していないが， det という記号を常に用いた。
1 列縦行列（n × 1 行列）は中括弧。線形代数の記号としては，ベクトルも行列なので丸括
弧に統一すべきであるが，列ベクトルであることがすぐわかるようにした。次の行ベクト

⌊ ⌋
u
du(x)
dx
∂u(x, y)
∂x
f ′ (z)

ルも同じ考え方による。

1 行横行列（1 × n 行列）に使った。行ベクトルであることがすぐわかるようにした。
寸法等に d を用いるので，区別し易いように斜体にはしなかった。
パーシャルディーの ∂ は LATEX フォント (txfonts) の斜体のままとした。

d f (z) ′
dg(y)
, g (y) ≡
等。な
dz
dy
お，文脈から明らかな場合は引数も省略することがある。また f ′ (0) はもちろん，微係数
プライムは関数の独立変数による常微分を表す。 f ′ (z) ≡

を求めたあと変数に 0 を代入して得られる値，たいていは正の ϵ に対して lim f ′ (z) z=ϵ を
表す。右極限か左極限かは文脈で唯一に判断できる。

u̇
∫

上付きドットは，基本的には時間［常｜偏］微分を表すが，塑性論等では単なる増分を意
味する場合もある。

LATEX フォント (txfonts) の斜体のままとした。

∫
f (x) dx
∑

ϵ→0

これも寸法等の d と区別し易いように斜体にはしなかった。
総和における i の範囲が自明な場合には省略した。

i
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記号等

説明

∴

もちろん「したがって」のこと。

∵

もちろん「なぜならば」のこと。

π

txfonts の \piup (π) は使わず，斜体のままとした。
√
虚数単位 −1 は数学斜体ではなくローマンにした。

i
ln, log

自然対数と常用対数を区別した。 log2 も使っている。複素関数に対する自然対数は慣例に
より log を使うようだが，複素関数は苦手なのでこの文書には出てこない。

exp(z)
1/E
≡
≃, ∼
·, :, ⊗ 等
=
×
単位 (Pa)

もちろん ez のことだが， ‘z’ 部が長い・大きいとき等に用い，統一はしていない。
正確な表現ではないが，誤解が生じない箇所では分数 1/E の代わりに用いる。
定義の場合にも，恒等的に零になる等の場合にも用いた。
理由無くどちらも使ったが，同じ意味である。
テンソル同士の積については一般的なものより簡略化したので p.584 にまとめた。
等しくないという意味ではなく，この式そのものが存在してはいけないという意味。
単位の Pa は圧力の単位なので，応力にも用いてもよさそうだが，そうした場合，無次元
の単位ひずみ当たりの応力である材料定数にも Pa を用いる場合が多いようだ。しかしそ
れには抵抗を感じる。またせん断応力に用いることにもやや抵抗を感じるので，応力も
材料定数も N/m2 等を用いることにした。道路橋示方書 [176] では，応力にも Young 係数
（呵呵 p.75 参照）にも N/mm2 が用いられている。

単位 (N·m)

この文書では最初曲げモーメントの単位を ‘Nm’ と書いていたが， SI 単位の正確な表示で
は間に中黒を入れて ‘N·m’ となるらしいので修正した。ところで偶力を外積で定義する場
合には作用線までの距離 × 力の順番だ。だとすると単位も ‘m·N’ ではないかと思うのだ
が，何か別途規則があるのだろう。

◦

30

単位が「度」の場合の角度に ◦ の記号を用いることがある。温度の場合は「度」だったり
「◦C」だったりする。

全角

全角文字は明朝体とゴシック体のみを用いた。英数字は，基本が Times New Roman に近
い txfonts の roman と boldface および italic で，ごく一部に LATEX 標準の CM fonts と
いくつかの飾り文字フォント (freeware) とを用いている。そのため，例えば章節題目の英
数字がいわゆる「ゴシックぽくない」のは当たり前で何も問題は無い。学会論文集等では
章節題目のみを \sffamily (Sans serif) の太字で和文フォントのゴシックに似せたが，
それは本来の英数字のフォント指定とは整合しないのでこの文書では使っていない。

句読点

式や文献リストの末尾のピリオドと整合しないことから，横組では全角のコンマとピリオ
ドを原則としている [173]。しかし，式や文献リストは半角で終わることが文中とは異な
るため，また文科省のある時期の標準がコンマと句点だったらしいということもあって，
この文書ではこれに倣った。多くの教科書でもそうなっていたので。

式末尾

英文の式は文章の一部なので前後の文章を考慮して区切り文字が適切に付される場合が多
いが，和文では文章とは独立した情報のように式を扱い，式末尾に区切り文字は置かない
書籍が大多数のようなので，この文書でも原則として区切り文字は付さなかった。

図等の配置

図等は原則小口寄せらしいが，横組で図等の脇に本文が回りこむ場合，図等は右側に組む
こともあるとなっている [173] ので，この文書でもそうした。

標準的ではないもの等のまとめ
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先生・氏

長い間に所属や肩書きが変わるので，著者と関わりのあった頃の機関の「先生」「氏」
「さん」等という表現にした。

筆記体

ギリシャ文字 ‘ξ’ の書き順は上から下であるが，楽譜の「四分休符記号
は下から上である。ところで「ヘ音記号

1

」の書き順は実

」の ‘C’ の鏡像 ‘C’ の右にある「コロン」が何

なのかご存知だろうか。実はあれは ‘F’ の筆記体を 5 線譜の「へ=F=ファ」の位置から書
き始めたもの，つまり
記号

」が

が元なので「コロン」の正体が判明する。したがって「ト音

のように「ト=G=ソ」の位置から筆記体の ‘G’ を書き始めたものが元

だったこともわかる。筆記体は教えるべきでは? p.744 参照。
板書体

テンソル（例: σ = C : ϵ ）を手書きする場合は板書体で š = C : ě とするか，欧文校正記
号のボールド体指定の下波線を使って σ
=C
: :ϵ とすることが多い。ちなみに欧文校正記
:
:
号の下線はイタリック体指定だ。

平方根

√
5 = 2.236 を手計算で求める:

右に示したような演算を高校かどこかで習っていたので，電
卓持ち込み可にした定期試験時に電卓を忘れた学生のために
板書したことがある。圧縮許容応力を計算する問題を出した
からだ。各 2 行毎に，右列は左列の掛け算を二桁ずつずらし
た引き算で，その引き算の正符号が成立する最大の数字（板
書体）を探して左列に置き，左列は一桁ずつずらした足し
算。しかし，これで計算できる理由を答えられないので，あ

2. 2 3 6
) 5.000000
2
2
4
42
1 00
2
84
443
1600
3
1329
4466
27100
6
26796
4472
304

る時期からは電卓を貸すことにした。呵呵。次の桁は 0 だ。

‘Dark or white?’ 日本にもあるチェーン店ではない fried chicken 屋に，とき
どき行った。エチケットの本 [6] では，アウトドア以外では家庭においても
そうすべきではないと書いてあるが，一応このレストランでは手でつまんで
食べてもいい料理である。お腹がすいているときは half chicken dinner を注
文するのだが，普段は quarter chicken dinner。注文するとこう聞かれる。で
も half のときに ‘Left or right?’ とは聞かれない。念のため。

1

この項目で使っている譜面記号は MusiXTEX のフォントを画面上でキャプチャして作成した画像を利用している。
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写真 R.1 うほ大2 構内 某所

2011 年 3 月 11 日 3 階床位置で 9 階までの柱 4 本が破壊（p.576 の写真 11.2）

ギリシャ文字3
名前

2

3
4

小文字

大文字

名前

小文字

大文字

Alpha

アルファ

α

A

Nu

ニュー

ν

N

Beta

ベータ

β

B

Xi

クシー，グザイ

ξ

Ξ

Gamma

ガンマ

γ

Γ

Omicron

オミクロン

o

O

Delta

デルタ

δ

∆

Pi

パイ

π, ϖ

Π

Epsilon

イプシロン

ϵ, ε

E

Rho

ロー

ρ, ϱ

P

σ, ς

Σ

Zeta

ツェータ

ζ

Z

Sigma

シグマ

Eta

イータ

η

H

Tau

タウ

τ

T

Theta

セータ，シータ

θ, ϑ

Θ

Upsilon

ユプシロン

υ

Υ

Iota

イォタ

ι

I

Phi

ファイ

ϕ, φ

Φ

Kappa

カッパ

κ

K

Chi

カイ

χ

X

Lambda

ラムダ

λ

Λ

Psi

プサイ，プシー

ψ

Ψ

Mu

ミュー

µ

M

Omega

オメガ

ω

Ω

4

東北大学に学内電子ネットワークが初めてできた頃，若手教職員と学生が参加する TAINSbbms という電子掲示板・メイルシステムが
医学部の当時の助手さんのボランティアで作られ，その頃のパソコン通信文化と比較してたいへんユニークな文化が生まれ育った。そ
この話題の一つに 7 （元帝国）大学の 4 音節略称があった。北大・東大・名大・京大・阪大・九大。どうも東北大学だけは平仮名を使
わざるを得ないという結論だったと思う。トンペェというのもあるがパターンが異なる。
‘That is all Greek to me.’ というのは「さっぱりわからない」という意味だ。図書館でギリシャの新聞を初めて見たときは感動した。
Northwestern 大学の Dundurs 先生は ‘σ’ を右上から書き始めておられた。 ‘ς’ の方はそう見えなくもないが。
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[53] T. von Kármán: Über die Formänderung dünnwandiger Rohre, insbesondere federnder Ausgleichrohre, Zeit.
des Vereines deutscher Ingenieure, Vol.55, pp.1889-1895, 1911 （もちろん原著は読んでおりません）.
[54] T. Kawai: New element models in discrete structural analysis, J. SNAJ, No.141, pp.174-180, 1977.
[55] D. E. Knuth: The TEXbook, Addison-Wesley Publ. Co., 1986; 斎藤信雄 監修, 鷺谷好輝 訳: ［改訂新版］
TEX ブック, アスキー, 1992.
[56] S. Koyama, S. Katano, I. Saiki and T. Iwakuma: A modification of the Mori-Tanaka estimate of average
elastoplastic behavior of composites and polycrystals with interfacial debonding, Mech. Mater., Vol.43,
pp.538-555, 2011.
[57] L. Lamport: LATEX, A Document Preparation System, User’s Guide and Reference Manual, Addison Wesley
Publ. Co., 1986. Second Edition, 1994.
[58] E. H. Lee, R. L. Mallett and T. B. Wertheimer: Stress analysis for anisotropic hardening in finite-deformation
plasticity, J. Appl. Mech., Trans. ASME, Vol.50, pp.554-560, 1983.
[59] R. Lin: Hypoelasticity-based analytical stress solutions in the simple shearing process, ZAMM, Vol.83,
pp.163-171, 2003.
[60] R. C. Lin, U. Shomburg and T. Kletschkowski: Analytical stress solutions of a closed deformation path with
stretching and shearing using the hypoelastic formulations, Europ. J. Mech. Vol.22, pp.443-461, 2003.
[61] S. C. Lin, C. C. Yang, T. Mura and T. Iwakuma: Average elastic-plastic behavior of composite materials,
Int. J. Solids Structures, Vol.29, pp.1859-1872, 1992.
[62] L. E. Malvern: Introduction to the Mechanics of a Continuous Medium† , Prentice-Hall Inc., 1969.
[63] M. M. Mehrabadi and S. C. Cowin: Initial planar deformation of dilatant granular materials, J. Mech. Phys.
Solids, Vol.26, pp.269-284, 1978.
†

この本の文献リストのタイトルは ‘Bibliography of Twentieth-Century Authors’ だ。面白い。

1016

参考文献

[64] M. M. Mehrabadi and S. C. Cowin: Prefailure and post-failure soil plasticity models, J. Eng. Mech., Proc.
ASCE, Vol.106, pp.991-1003, 1980.
[65] M. M. Mehrabadi and S. C. Cowin: On the double-sliding free-rotating model for the deformation of
granular materials, J. Mech. Phys. Solids, Vol.29, pp.269-282, 1981.
[66] M. M. Mehrabadi and S. C. Cowin: Eigentensors of linear anisotropic elastic materials, Q. J. Mech. Appl.
Math., Vol.43, pp.15-41, 1990.
[67] A. Meyers, H. Xiao and O. T. Bruhns: Choice of objective rate in single parameter hypoelastic deformation
cycles, Comput. Struct., Vol.84, pp.1134-1140, 2006.
[68] T. Mori and K. Tanaka: Average stress in matrix and average energy of materials with misfitting inclusions,
Acta Metall., Vol.21, pp.571-574, 1973.
[69] P. Morrison, P. Morrison and The Oﬃce of C. and R. Eames: Powers of Ten, About the Relative Size of Things
in the Universe, Scientific American Books, 1982; 村上陽一郎・公子 訳: パワーズ オブ テン POWERS OF
TEN 宇宙・人間・素粒子をめぐる大きさの旅, 日経サイエンス, 1983.
[70] T. Mura: Micromechanics of Defects in Solids, Martinus Nijhoﬀ Publ., 1982; Micromechanics of Defects
in Solids, Second, Revised Edition, Kluwer Academic Publ., 1998; 部分訳: (T.M.)2 : マイクロメカニック
ス = 転位と介在物, 培風館, 1975.
[71] G. C. Nayak and O. C. Zienkiewicz: Elaso-plastic stress analysis. A generalization for various constitutive
relations including strain softening, Int. J. Numer. Meth. Eng., Vol.5, pp.113-135, 1972.
[72] S. Nemat-Nasser: On finite deformation elasto-plasticity, Int. J. Solids Structures, Vol.18, pp.857-872,
1982.
[73] S. Nemat-Nasser: Plasticity, A Treatise on Finite Deformation of Heterogeneous Inelastic Materials, Cambridge Monographs on Mechanics, Cambridge Univ. Press, 2005.
[74] S. Nemat-Nasser and M. Hori: Micromechanics: Overall Properties of Heterogeneous Materials, NorthHolland, Elsevier Science Publ., 1993.
[75] S. Nemat-Nasser and A. Shokooh: On finite plastic flows of compressible materials with internal friction,
Int. J. Solids Structures, Vol.16, pp.495-514, 1980.
[76] M. Oda and K. Iwashita (eds.): Mechanics of Granular Materials, An Introduction, A. A. Balkema, 1999.
[77] M. Okuda and D. Okuda: The Star Trek Encyclopedia, A Reference Guide to the Future, Updated and
Expanded Edition, Pocket Books, 1999.
[78] D. L. Powers: Boundary Value Problems and Partial Diﬀerential Equations, Fifth Edition, Elsevier Academic Press, 2006.
[79] E. Reissner: On finite bending of pressurized tubes, J. Appl. Mech., Trans. ASME, Vol.26, pp.386-392,
1959.
[80] T. G. Richard: The mechanical behavior of a solid microsphere filled composite, J. Comp. Mat., Vol.9,
pp.108-113, 1975.
[81] S. M. Roberts and J. S. Shipman: Two-Point Boundary Value Problems: Shooting Methods, Elsevier, 1972.
[82] J. W. Rudnicki and J. R. Rice: Conditions for the localization of deformation in pressure-sensitive dilatant
materials, J. Mech. Phys. Solids, Vol.23, pp.371-394, 1975.
[83] S. L. Salas, E. Hille and J. T. Anderson: Calculus, One and Several Variables, Fifth Edition, John Wiley &
Sons, Inc., 1986.
[84] F. R. Shanley: Inelastic column theory, J. Aeronaut. Sci., Vol.14, pp.261-267, 1947.
[85] J. C. Simo and T. J. R. Hughes: Computational Inelasticity, Springer Verlag, 1998.
[86] J. C. Smith: Experimental values for the elastic constants of a particulate-filled glassy polymer, J. Res. NBS
— A. Phys. Chem., Vol.80A, pp.45-49, 1976.

参考文献

1017

[87] A. J. M. Spencer: Deformation of ideal granular materials, Mechanics of Solids; the Rodney Hill 60th
Anniversary Volume, ed. by H. G. Hopkins and M. J. Sewell, Pergamon Press, pp.607-652, 1982.
[88] I. Stakgold: Green’s Functions and Boundary Value Problems, a volume in Pure and Applied Mathematics: A Wiley-Interscience Series of Texts, Monographs, and Tracts, found. by R. Courant, ed. by L. Bers,
P. Hilton and H. Hochstadt, John Wiley & Sons, Inc., 1979.
[89] E. Sternberg and R. A. Eubanks: On the singularity at a concentrated load applied to a curved surface, Proc.
2nd US Nat’l Congress Appl. Mech., pp.237-246, 1954.
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I. van Keulen and M. Maisky: Philips 416 841-2, 1988] 1971.

q R. E. Leighton: the BEST of Banderooge♢ , The Daily Northwestern, Students Publishing Co., Inc., 1982.
q A. E. H. Love†† : A Treatise on the Mathematical Theory of Elasticity, Dover Publ. Inc., 1944.
q R. E. O’Malley Jr.: Introduction to Singular Perturbations, Applied Mathematics and Mechanics, An International Series of Monographs, ed. by F. N. Frenkiel and G. Temple, Academic Press, Inc., 1974.

q C. Orﬀ: Carmina Burana♡ , [e.g. E. Jochum, G. Janowitz, G. Stolze, D. Fischer-Dieskau, Chor und Orchester
der Deutschen Oper Berlin and Schöneberger Sängerknaben, MG 2047, 1995] 1936.

q Á. Piazzolla: Maria de Buenos Aires‡‡ , G. Kremer and Kremerata Musica (J. Zenko, Jairo, H. Ferrer,
P. A. Glorvigen, G. Kremer, V. Sakharov, M. Fedotova, M. Sudraba, U. Zebriunaite, A. Posch and P. Sadlo),
arranged by L. Desyatnikov and G. Kremer, TELDEC/ 3984 20632 2 (WPCS 6380/1), 1998.

q M. Taya and R. J. Arsenault (ed.): Micromechanic Modeling of Industrial Materials, The Professor T. Mori
65th Birthday Volume, Elsevier, 2000.

q K. Washizu: Variational Methods in Elasticity and Plasticity, Second Edition, Pergamon Press, 1974.
q G. J. Weng, M. Taya and H. Abé (ed.): Micromechanics and Inhomogeneity, The Toshio Mura Anniversary
Volume, Springer-Verlag, 1990.
渡辺洋一,
リチャード B. マート 監訳: アメリカ大衆文化を知るための雑学情報百科 スーパートリビア事典, 研究社,

q F. L. Worth: The Complete Unabridged Super Trivia Encyclopedia, Warner Books Inc., 1977;
1988.

q
♢

††
♡
‡‡

池波正太郎: 男の作法, 新潮文庫, 新潮社, 1984.

第 1 著者留学中に学生新聞 ‘The Daily Northwestern’ に掲載された当時の学生による四コマ漫画の傑作選。米国大学の特にこの大学の
4 年間を面白く表現した漫画の傑作選。今すべてをインターネット上で読むことができる。興味がある方は ‘Banderooge’ で検索を。例
えば ‘b096’ や ‘b266’ とか ‘b270’ あたりがユニークだ。
ペーパーバック版には発行年が無い。ひずみ成分には添え字が二つ付いているが，応力成分は例えば X x , Yz 等で表記され，分布外力が
X や Y になっている。古典中の古典である。
第 1 著者が学生時代に聴いて驚いた曲だが，これについて西野文雄先生からは「人の声を打楽器みたいに使ってて面白い」ということ
でした。
村外志夫先生がよくお話しになったエピソードだが，ダンスの先生に「タンゴ」を教えて欲しいとおっしゃったところ，「それはアフ
•
リカの踊りか?」と言われたので説明すると，「おぉー，タンゴか !」と返ってきたそうだ。確かに「バーボン」を注文してビールが出
•
•
てきたり「コーヒー」が「コーク」になる。 Northwestern 大学がある街は「エバンストン」ではなく「エバンストン」でないと通じな
い。英語で重要なのはアクセントなのだろう。
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リラクゼーション（応力緩和） / J. S. Bach: The Complete Suites for Unaccompanied Cello/ S. Barber: Adagio for Strings/ B. Bartók: Divertimento; Music for Strings, Percussion and Celesta/ J. Brahms:
Symphony No.1/ B. Britten: Variations on a Theme of Frank Bridge♯ / M. Bruch: Violin Concerto No.1/
A. Bruckner: Symphony No.7/ C. Debussy: La Mer/ F. Delius: Small pieces such as Sleigh Ride etc./
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Prince Charles/ 芥川也寸志: Triptyque for String Orchestras / 武満徹: Garden Rain∥ ; November Steps∗∗ /

♣
♯
♠
♭
p
♮
s
∥
∗∗

第 1 著者らが企画させられた。ワードプロセサ等が貧弱だったこと等から，落丁やページの配置間違い等がある懐かしい非売品。
この曲にはバイオリン（かビオラ）を膝に抱いてギターのように演奏する変奏曲があり，初めて聴い（観）たときにはとても驚いた。
東北大学の柳沢栄司先生曰く「天国に最も近い鎮魂曲」。
最近準（矮）惑星に区分された冥王星は作曲当時まだ発見されていなかったため含まれていない。
よしかず

第 1 著者が学生時代，私的にたいへんお世話になったご家族の長の榊原烋一先生に教えていただいた名曲。
第 2 楽章は珍しい 5 拍子だが，それは実は「1·2, 1·2·3」で構成されている。このことや Satie・武満とか，付録 R で説明したヘ音記号
の由来等についても確か榊原先生に教えていただいたと思う。
第 1 著者が学部 1 年生のとき， N 響定期会員だったクラスメイトからチケットを譲ってもらったときに遭遇した名曲。
ブラス・アンサンブルのためのピアニッシモの曲。例によって静寂と緊張と解放。
琵琶を奏する鶴田錦史氏が女流演奏家だということを長い間知らなかった。
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bifurcation phenomenon (分岐現象), 275
bifurcation point (分岐点), 268, 276
biharmonic function (重調和関数), 119, 355, 365
Biot’s strain (ビオのひずみ), 593
Biot stress (ビオ応力), 614, 615
Blind Side, The (しあわせの隠れ場所), 1021
body-centered cubic crystal (体心立方晶), 798
body force (体積力), 66
boundary condition (境界条件)
— of beam-columns (梁-柱の), 280
— of beams (梁の), 147
Dirichlet — (ディリクレ), 67, 147, 738
— of displacements (変位の), 67, 147
essential — (本質的), 67, 147, 218
— of flexural torsion (曲げねじりの), 328
— of forces (力の), 67, 147
geometric — (幾何学的), 67, 147
natural — (自然), 67, 147, 218
Neumann — (ノイマン), 67, 147, 738
— of plates (板の), 357
Robin — (ロビン), 68, 148, 738
— of Saint-Venant’s torsion (サン-ブナンのねじりの),
313
static — (力学的), 67, 147
— of the third kind (第 3 種の), 68, 148
— of Timoshenko beam-columns on elastic foundation
(弾性床上のティモシェンコ梁-柱の), 304
— of Timoshenko beams (ティモシェンコ梁の), 677
boundary element method, BEM (境界要素法), 176, 730
boundary value problem (境界値問題), 45, 149
Boussinesq problem (ブシネスク問題), 128, 135
braced-rib (ブレーストリブ), 8
Brazilian test (割裂試験), 128
brittle fracture (脆性破壊), 502, 803
brittleness (脆性), 502, 803
buckling (座屈), 276, 811
bifurcation — (分岐), 276
Euler — (オイラー), 283, 813
extremum — (極値), 277
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flexural — (曲げ), 284
inelastic — (非弾性), 296
lateral-torsional — (横倒れ, 横ねじれ), 348, 817
torsional — (ねじれ), 348
buckling coeﬃcient (座屈係数)
— of columns (柱の), 285, 816
— of plates (板の), 366, 821
buckling load (座屈荷重), 268
buckling mode (座屈モード), 283, 286, 813, 816
buckling point (座屈点), 277
buﬀeting (バフェティング), 824
bulk modulus (体積弾性係数), 75
Bullock, Sandra (サンドラ ブロック), 1021
buoyancy (浮力), 112
Burgers vector (バーガース ベクトル), 131, 543
C
cabbage (キャベツ)† , 12
cable-stayed bridge (斜張橋), 12, 14, 138
cantilever beam (片持ち梁), 30
carbon equivalent (炭素当量), 796
carbon-fiber-reinforced polymer (炭素繊維補強ポリマー), 81,
117
Castigliano’s second theorem (カスティリアノの第 2 定理),
250
cast iron (鋳物, 鋳鉄), 796
catenary (懸垂曲線), 308
catwalk (キャットウォーク), 310
Cauchy-Green deformation tensor (コーシー・グリーン変形
テンソル)
left — (左), 589
right — (右), 586
Cauchy integral theorem (コーシーの積分定理), 443
Cauchy-Riemann equations (コーシー・リーマンの関係式),
113
Cauchy’s theorem (コーシーの定理), 65
Cauchy stress (コーシー応力), 608, 614
central diﬀerence (中央差分), 391, 419
centrifugal force (遠心力), 377
centrifugal moment (断面相乗モーメント), 342
centripetal force (向心力)
Eulerian (オイラー的), 110
Lagrangian (ラグランジュ的), 377
centroid (図心), 144
chain rule (連鎖律), 600
channel (溝形鋼), 796
channel section (溝形断面), 194, 333
characteristic length (特性長さ), 558, 581, 728
Charpy impact test (シャルピー衝撃試験), 803
Christoﬀel symbol (クリストッフェルの記号), 720
circular motion with constant speed (等速円運動), 377
clamshell mark (貝殻模様), 503, 804
classical Galerkin form (古典的なガラーキン形式), 213
closed section (閉断面), 315, 788
coaxiality (共軸性), 516, 517, 524
†

索 引

coeﬃcient (係数)
— of eﬀective length (有効座屈長係数), 286, 816
— of kinematic friction (動摩擦), 381
linear — of thermal expansion (線膨張係数), 85, 124,
606, 739
— of static friction (静止摩擦), 87, 382, 505
cofactor matrix (余因子行列), 50, 587, 751
cohesion (粘着力), 553, 563
collapse (崩壊), 567
collocation method (選点法), 212
column (柱), 34, 139, 149
compact section (コンパクト断面), 577, 821
compatibility condition (適合条件)
strain — (ひずみの), 62, 365
compatible strain (適合ひずみ), 62
complementary potential energy (補ポテンシャルエネルギ),
see ‘total complementary potential energy’
complementary strain energy (補ひずみエネルギ), 249, 251
complex Fourier series (複素フーリエ級数), 397
complex stress function (複素応力関数), 728
complex velocity potential (複素速度ポテンシャル), 113
compliance (コンプライアンス), 78
composite material (複合材料), 83
composite structures (合成構造), 786
compressional wave (体積波, 疎密波), 107
compressive strength (圧縮強度), 27, 298, 814, 833
condensation (縮約), 520
condition (条件)
Dirichlet — (ディリクレ), 67, 147, 738
Neumann — (ノイマン), 67, 147, 738
Robin — (ロビン), 68, 148, 738
— of the first kind (第 1 種), 67, 147, 738
— of the second kind (第 2 種), 67, 147, 738
— of the third kind (第 3 種), 68, 148, 738
configuration (配置)
current — (現), 584
initial — (初期), 584
reference — (基準), 585
conformal transformation (等角写像), 113
Confucius (孔子), 990
conjugate beam (共役梁), 254
conjugateness (共役性), 614
conservation law (保存則), [see also ‘law of conservation’],
376, 387, 587
conservative (保存的), 79
conservative force (保存力), 287
consistency condition (整合条件), 92, 508, 518, 526
consistent mass matrix (整合質量行列), 240, 449
constant strain triangle element (定ひずみ三角形要素), 257
constitutive equation (構成方程式), [see also ‘Hooke’s law’],
75
— of generalized Prandtl-Reuss’s plasticity (一般化され
たプラントル・ロイスの), 528

中島らも氏の著作（文献は失念）に次の話が紹介されていた。「野菜（先攻）と果物の野球の試合。 5 回に人参のソロホームランで 1
対 0 のまま 9 回裏 2 アウト・ランナーなし。ピッチャーキャベツにバッターリンゴ。しかしリンゴのさよならホームランで果物チーム
逆転勝利。」といった内容だ。配役は正確ではないが，だいたいこんなものだったか。面白いねぇ?

索 引

— of Prandtl-Reuss’s plasticity (プラントル・ロイス
の), 520
constitutive law (構成則), 75
contact problems (接触問題), 690
continuous beam (連続梁), 49, 160, 165
continuum (連続体), 53
contradiction (矛盾), 144, 321, 353
contravariant base vector (反変基底ベクトル), 718
contravariant component (反変成分), 683, 717
convected coordinate (埋め込み座標), 584
convergence (収束), 221
convolution [integral] (たたみ込み積分), 398, 734
corner force (隅角力), 357
corotational stress rate (共回転応力速度), 620
couple (偶力), 16
couple stress (偶応力), 66, 67
covariant base vector (共変基底ベクトル), 718
covariant component (共変成分), 683, 718
covariant derivative (共変微係数), 720
crack (亀裂, ひび割れ), 189, 724, 802
creep (クリープ), 93, 733
creep compliance (クリープコンプライアンス), 734
critical damping (臨界減衰), 379
cross beam (横桁), 5, 20, 36, 793
cross-sectional area (断面積), 143
crosstie (枕木), 5
cubic crystal (立方晶), 80
body-centered — (体心), 798
face-centered — (面心), 514, 798
current configuration (現配置), 584
curvature (曲率), 142, 686
curved beam (曲がり梁), 139
D
d’Alembert solution (ダランベールの解), 480
damage theory (損傷理論), 579
damping (減衰), 378
damping coeﬃcient (減衰係数), 378
damping constant (減衰定数), 378
damping factor (減衰定数), 378
damping matrix (減衰行列), 402
damping rate (減衰率), 380
damping ratio (減衰比), 380
deflection (たわみ), 141
deflection theory of suspension bridge (たわみ理論, 撓度理論
（吊橋）), 846
deformation (変形), 54
deformation gradient (変形勾配), 585
deformation rate (変形速度), 598
deformation tensor (変形テンソル)
left Cauchy-Green — (左コーシー・グリーン), 589
right Cauchy-Green — (右コーシー・グリーン), 586
deformation theory (全ひずみ理論), 90, 508, 520, 555
degree of statical indeterminacy (外的不静定次数), 47
de Lancie, John (ジョン デランシー), 167
delayed fracture (遅れ破壊), 805
delta function (デルタ関数), 100, 168, 387, 752
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depth-thickness ratio (幅厚比), 367, 821
deviatoric strain (偏差ひずみ), 60, 805
deviatoric stress (偏差応力), 74, 805
deviator stress (軸差応力), 77, 515
diﬀusion (拡散), 262
dilatancy (ダイレタンシー), 91, 516, 549, 564
dilatancy angle (ダイレタンシー角), 553
dilithium (ダイリチウム), 324
Dirac’s delta function (ディラックのデルタ関数), 100, 168,
387, 752
direct problem (順問題), 730
direct stiﬀness method (直接剛性法), 227
Dirichlet condition (ディリクレ条件), 67, 147, 738
dislocation (転位), 90, 514
edge — (刃状), 502, 800
mathematical — (数学的), 131, 543
screw — (らせん), 502, 753
dislocation line (転位線), 502, 543, 800
dispersive (分散的), 496
displacement (変位), 54, 585
displacement function (変位関数), 223
displacement gradient (変位勾配), 58, 587
displacement method (変位法), 236
distortion (歪み), 57
distribution (超関数), 167
distributional equality (超関数的等号), 483
divergence theorem (発散定理, ガウスの定理), 68, 477
double-deck structure (ダブルデッキ構造), 785
double Fourier series (2 重フーリエ級数), 361
drain (排水装置), 36, 794
Drucker-Prager’s model (ドラッカー・プラーガーのモデル),
549, 552
Drucker’s postulate (ドラッカーの公準), 523
ductile fracture (延性破壊), 503, 802
ductility (延性), 802
Duﬃng oscillator (ダッフィング振動子), 473
Dugdale-Barenblatt model (ダグデル・バーレンブラットモ
デル), 728
Duhamel’s integral (デュアメル積分), 389, 441
dwarf planet (準惑星, 矮惑星), 1022
dynamic instability (動的不安定), 289, 410
dynamic magnification factor (動的増幅率), 384
E
earth pressure (土圧), 196
edge dislocation (刃状転位), [see also ‘dislocation’], 502
eﬀective length of buckling (有効座屈長), 286, 816
eﬀective stress (相当応力), 89, 513, 514, 806
eﬀective width (有効幅), 194, 837
eigenfunction (固有関数), 423, 769
eigenstrain (アイゲンひずみ), 750
eigenvalue problem (固有値問題)
— for boundary value problems (境界値問題の), 285,
769
— of matrices (行列の), 299, 765
Einstein, Albert (アルバート アインシュタイン), 629
elastica (エラスティカ), 306, 689
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elastic compliance (弾性コンプライアンス), 78
elastic foundation (弾性床), 196
elasticity (弾性), 75
elastic limit (弾性限界), 800
elastic load method (弾性荷重法), 254
elastic modulus (弾性係数), 76
elastic perfectly-plastic body (弾・完全塑性体), 295, 507
elastic potential (弾性ポテンシャル), 79
elastic strain (弾性ひずみ), 85, 87
elastic tensor (弾性テンソル), 76
elastic theory of suspension bridge (弾性理論（吊橋）), 845
electron microscope (電子顕微鏡)
scanning — (走査型), 801
transmission — (透過型), 800
elementary beam theory (初等梁理論), 140
element stiﬀness equation (要素剛性方程式)
— of beam-columns (梁-柱の), 298, 695
— of beams (梁の), 224
— of beams in motion (梁の動的), 240
— of beams on elastic foundation (弾性床上の梁の), 239
— of columns (柱の), 223
— of planar frames (平面骨組の), 235
— of planar frames in finite displacements (有限変位平
面骨組の), 703
— of planar trusses (平面トラスの), 232
— for plane strain problems (平面ひずみ問題の), 258
— of space frames (立体骨組の), 343
— of Timoshenko beams (ティモシェンコ梁の), 681
— of Timoshenko beams in finite displacements (有限変
位ティモシェンコ梁の), 703
— of torsion (ねじりの), 339
elliptic integral (楕円積分), 307
elongation (変形の尺度としては不適切な伸び), 587
embedded coordinate (埋め込み座標), 584
empirical formula (経験式), 581
energy norm (エネルギノルム), 247
Engesser’s buckling formula (エンゲッサーの公式), 303, 693
engineering strain (工学ひずみ), 80, 513
engineering stress (公称応力), 618, 801
envelope (包絡線), 807
equation of continuity (連続の式), 108, 599
equation of motion (運動方程式)
— of beams (梁の), 198, 432
— of frame elements (骨組要素の), 454
— of membranes (膜の), 368, 426
— of multi-degree-of-freedom systems (多自由度系の),
409
— of single-degree-of-freedom systems (1 自由度系の),
374
— of strings (弦の), 309, 420
— of two-degree-of-freedom systems (2 自由度系の),
402
equilibrium equation (つり合い式)
— of axial forces in beams (軸力の), 145
— of beam-columns (梁-柱の), 280, 694

索 引

— of beam-columns on elastic foundation (弾性床上の
梁-柱の), 302
— of beams on elastic foundation (弾性床上の梁の), 196
— of bending of beams (曲げの), 145
— of bending of plates (板曲げの), 355
— of Cauchy stress (コーシー応力の), 610
— of flexural torsion (曲げねじりの), 328
— of forces (力の), 67
— of in-plane forces of plates (板の面内の), 354
— of membranes (膜の), 368
— of moments (モーメントの), 67
— of nominal stress (ノミナル応力の), 611
— of rubber (ゴムの), 690
— of Saint-Venant’s torsion (サン-ブナンのねじりの),
313
— of second Piola-Kirchhoﬀ stress stress (第 2 ピオラ・
キルヒホッフ応力の), 613
— of strings (弦の), 309
— of Timoshenko beam-columns on elastic foundation
(弾性床上のティモシェンコ梁-柱の), 304
— of Timoshenko beams (ティモシェンコ梁の), 677
equivalent inclusion method (等価介在物法), 754
equivalent nodal force (等価節点外力)
— of beams (梁の), 224
— of columns (柱の), 223
equivalent plastic strain (相当塑性ひずみ), 513, 514
equivalent stress (相当応力), 89, 513, 514, 806
equivoluminal wave (等体積波), 485
error (誤差), 212, 247
Erutarepmet (どんお), 739
Eshelby tensor (エシェルビー テンソル), 753
essential boundary condition (本質的境界条件), 67, 147, 218
Euclidean geometry (ユークリッド幾何学), 351
Euler buckling (オイラー座屈), 283, 813
Euler curve (オイラー曲線), 284, 813
Euler equation (オイラー方程式), 97, 209, 244, 309
Eulerian formulation (オイラー的定式化), 108, 590
Euler load (オイラー荷重), 283, 813
Euler’s formula (オイラーの公式), 396
even permutation (偶置換), 69
evolution rule (発展則), 90, 515
explicit integration method (陽解法), 392
extension (伸び), 55, 142, 799
extensional stiﬀness (伸び剛性), 144
extensional strain (伸びひずみ), 55, 593
exterior girder (耳桁), 830
external force (外力), 17
extremum buckling (極値座屈), 277
F
face-centered cubic crystal (面心立方晶), 514, 798
factor of safety (安全率), 10, 298, 349, 808
fatigue (疲労), 804
fatigue fracture (疲労破壊), 503, 804
fcc (面心立方晶), 798
FEM (有限要素法), [see also ‘finite element method’], 222
fiber-reinforced concrete (繊維補強コンクリート), 137, 786

索 引

fiber-reinforced material (繊維補強材), 117, 788
fiber-reinforced polymer (繊維補強ポリマー)
carbon- — (炭素 (CFRP)), 81, 117
glass- — (ガラス (GFRP)), 117
finite deformation (有限変形), 583
finite diﬀerence (差分), 391, 419
finite displacement theory (有限変位理論), 266
linearized — (線形化された), 273
finite element (有限要素), 222
— for diﬀusion (拡散の), 262
— for seepage flow (浸透流の), 262
finite element method, FEM (有限要素法), 222
adaptive — (アダプティブ), 261
X- — (拡張), 261
finite rotation (有限回転), 588
finite strip method (有限帯板法), 220
first Piola-Kirchhoﬀ stress (第 1 ピオラ・キルヒホッフ応力),
67, 612, 614
first sectional moment (断面 1 次モーメント), 143
first sectional moment function (断面 1 次関数), 188
first variation (第 1 変分), 96, 244
Flamant solution (フラマンの解), 128
flange (フランジ), 6
flexural compressive strength (曲げ圧縮強度), 41, 179, 349,
817, 835
flexural rigidity (曲げ剛性)
— of beams (梁の), 9, 144
— of plates (板の), 354
flexural tensile strength (曲げ引張強度), 41, 180, 349, 817,
835
flexural-torsional moment (曲げねじりモーメント), 327
flexural-torsional stiﬀness (曲げねじり剛性), 327
floor slab (床版), 5
Floquet theorem (フロケの定理), 472
flow rule (流れ則), 90, 507, 515, 524, 526
flow theory (流れ理論), 90, 515
flutter (フラッター), 824
follower force (追随力), 287
Forbes, Michelle (ミシェル フォーブス), 311
formulation (定式化)
Eulerian — (オイラー的), 108, 590
Lagrangian — (ラグランジュ的), 108, 586
updated Lagrangian — (更新ラグランジュ的), 615, 621
Fourier series (フーリエ級数), 247
complex — (複素), 397
double — (2 重), 361
Fourier’s law (フーリエの法則), 737
Fourier spectrum (フーリエスペクトル), 398
Fourier transform (フーリエ変換), 397
fracture mechanics (破壊力学), 724, 804
fracture process zone (破壊進行領域), 728
fracture toughness (破壊靭性), 133, 726, 727, 803
frame (骨組), 34, 149, 198, 790
Fredholm alternative (フレドホルムの定理), 782
free fall (自由落下), 376
free vibration (自由振動), 374

1029

frequency response function (周波数応答関数), 394
friction grip connection (摩擦接合), 841
FRP (繊維補強ポリマー), 81, 117
FRP bridge (繊維補強ポリマー橋梁), 764
functional (汎関数), 96, 244
fundamental solution (基本解), 176, 729
G
Galerkin form (ガラーキン形式), 215
Galerkin method (ガラーキン法), 216
galloping (ギャロッピング), 824
garter (靴下留め), 3, 788
Gauss’s theorem (ガウスの定理, 発散定理), 68, 477
Geiringer’s equations (ガイリンガーの式), 563
generalized (一般化された)
— coordinate (座標), 413, 438
— damping constant (減衰定数), 416, 439
— displacement (変位), 413, 438
— force (外力), 414, 440
— Hooke’s law (フックの法則), 79, 87
— mass (質量), 411, 437
— Poisson’s ratio (ポアソン比), 81
— Young’s modulus (ヤング率), 81
geometrical nonlinearity (幾何学的非線形性), 278
geometric boundary condition (幾何学的境界条件), 67, 147
geometric stiﬀness matrix (幾何剛性行列), 298, 696
— of Timoshenko beam (ティモシェンコ梁の), 697, 705
Gerber beam (ゲルバー梁), 3, 36
girder (桁), 3
girder bridge (桁橋), 3
glass-fiber-reinforced polymer (ガラス繊維補強ポリマー),
117
glassy compliance (ガラス的コンプライアンス), 734
glassy modulus (ガラス的弾性率), 735
Gold Star Families Park & Memorial (ゴールド スター ファ
ミリーズ パーク & メモリアル), 53
Gomtuu (里芋), 65
governing equation (支配方程式), 83
Grand Unification Theory (大統一理論), 11
grating (グレーチング), 792
grazing incidence (かすめ入射), 489
Green-Naghdi stress rate (グリーン・ナガディ応力速度), 622
Green’s function (グリーン関数), 106, 128, 176, 389, 752
Green strain (グリーンのひずみ), 586, 683
Gurson damage model (ガーソン モデル), 580
gusset plate (ガセットプレート), 20
H
Hagen-Poiseuille flow (ハーゲン・ポアゾィユ流れ), 109
hair clip (髪クリップ), 278
Hamilton’s principle (ハミルトンの原理), 245
handrail (高欄), 5, 795
Hankel functions (ハンケル関数), 728
hardening (硬化), 93, 507, 801
isotropic — (等方), 544, 807
kinematic — (移動), 544, 648, 807
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hardening coeﬃcient (硬化係数), 92, 508, 518, 525–527, 546,
550, 644
hardening rule (硬化則), 92
hardness (硬さ, 硬度), 801
heat aﬀected zone (熱影響部), 838
heat capacity (熱容量), 737
heat conductivity (熱伝導率), 737
heat diﬀusivity (熱拡散率), 738
heat treated steel (調質鋼), 798
Heaviside function (ヘビサイド関数), 388, 483
helical spring (つるまきバネ), 693
Helmholtz decomposition theorem (ヘルムホルツ分解定理),
106
Hencky’s theorem (ヘンキーの定理), 561
Hepburn, Audrey (オードリー ヘップバーン), 875
Hertz solution (ヘルツの解), 128
hexagonal crystal (六方晶), 80
high seas (公海), 133
highway (公道), 807
history-dependency (履歴依存性), 519, 535
homogenization method (均質化法), 465
Hooke’s law (フックの法則), 75, 805
generalized — (一般化された), 79, 87
incremental — (増分型), 519
— in one dimension (1 次元の), 115
— in plane strain (平面ひずみの), 114, 256
— in plane stress (平面応力の), 115, 353
horizontal stiﬀener (水平補剛材), 40, 834
hybrid structures (複合構造), 786
hydrogen embrittlement (水素脆化), 805
hydrostatic pressure (静水圧), 74, 83, 805
hyperelasticity (超弾性), 628, 634, 642
hypergeometic function (超幾何関数), 290
hypoelasticity (亜弾性), 629, 634
I
ideal fracture (tensile) strength (理想的へき開強度), 723
identity tensor (単位テンソル), 586
imaginary unit (虚数単位), 197
imo-ni-kai (芋煮会), 5
impact energy absorption (吸収エネルギ), 803
impulse response (単位衝撃応答), 388
incident wave (入射波), 482
inclusion (介在物), 85
incompatible strain (非適合ひずみ), 512
incompressibility (非圧縮性), 83, 108, 518, 599
incremental equilibrium equation (増分つり合い式)
— of Cauchy stress (コーシー応力の), 624
Lagrangian — (ラグランジュ的), 623
— of nominal stress rate (ノミナル応力速度の), 624
incremental Hooke’s law (増分型フックの法則), 519
incremental theory (増分理論), 90, 515
inelastic buckling (非弾性座屈), 296
inelasticity (非弾性), 87, 501
inelastic strain (非弾性ひずみ), 85, 87
infinitesimal displacement theory (微小変位理論), 266
infinitesimal rotation (微小回転), 58
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influence line (影響線)
— of axial force (軸力の), 24, 832
— of bending moment (曲げモーメントの), 9, 39, 178,
181, 834
— of displacements (たわみの), 176
— of shear force (せん断力の), 39, 182, 834
inhomogeneity (非均質体), 85
initial condition (初期条件), 198
initial configuration (初期配置), 584
initial imperfection (初期不整), 274, 297
initial-value/boundary-value problem (初期値境界値問題),
198
inner product (内積)
— in polar coordinate system (極座標の), 429
weighted — (重みつき), 247, 411, 424, 437
in-plane wave (面内波), 486
inside girder (中桁), 830
integral equation (積分方程式), 132, 730, 731, 782
interior girder (中桁), 830
internal force (内力), 18, 63
interpolation function (内挿関数), 223
invariant (不変量), 72
first — of strain (ひずみの第 1), 73
first — of stress (応力の第 1), 74
second — of deviatoric strain (偏差ひずみの第 2), 77
second — of deviatoric stress (偏差応力の第 2), 77, 512
— of stress (応力の), 72
third — of deviatoric stress (偏差応力の第 3), 512
inverse Fourier transform (フーリエ逆変換), 397
inverse matrix (逆行列), 50, 242
inverse problem (逆問題), 731
iron manufacture (製鉄), 796
irrotational flow (非回転流), 110
irrotational wave (非回転波), 485
isoparametric element (アイソパラメトリック要素), 262
isotropic elasticity (等方弾性), 75
isotropic hardening (等方硬化), 544, 807
isotropic tensor (等方テンソル), 78
isotropy (等方性), 75
Iwakuma’s buckling formula (岩熊の座屈公式), 693
J
Jacobian (ヤコビアン), 587
Jaumann rate (ヤウマン速度)
— of Cauchy stress (コーシー応力の), 620
— of Kirchhoﬀ stress (キルヒホッフ応力の), 620
Jaumann stress rate (ヤウマン応力速度), 620
joint equation (節点方程式), 248
joint of Gerber beam (掛け違い部), 36
Joukowski transformation (ジューコフスキー変換), 113
J2 flow theory (J2 流れ理論), 528
K
Kármán (カルマン), see ‘von Kármán’
Kármán’s plate theory (カルマンの板理論), see ‘von Kármán’s
plate theory’
Kelvin model (ケルビン モデル), 734
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Kelvin-Voigt model (ケルビン・フォークト モデル), 378
kernel (核), 132
kinematically admissible field (運動学的許容場), 94, 568
— of beams (梁の), 249, 573
kinematic friction (動摩擦), 381
kinematic hardening (移動硬化), 544, 648, 807
kinematics (運動), 585
kinematics (運動場), 208, 675, 684
kinetic energy (運動エネルギ), 376
Kirchhoﬀ-Love assumption (キルヒホッフ・ラブの仮定), 352
Kirchhoﬀ stress (キルヒホッフ応力), 612
Kötter’s equation (ケッターの式), 564
Kronecker delta (クロネッカーのデルタ), 59
L
Lagrange equation (ラグランジュ方程式), 245
Lagrange function (ラグランジュ関数), 245
Lagrange multiplier (ラグランジュの未定乗数), 98, 215, 307,
309, 689
Lagrangian formulation (ラグランジュ的定式化), 108, 586
Lamé constants (ラメ定数), 75
lamella tear (ラメラテア), 839
laminar flow (層流), 109
Landau’s symbol (ランダウの記号), 292
large deformation theory (大変形理論), 266, 583
large displacement theory (大変位理論), 266
large earthquake (大地震), 385, 824
lateral buckling (横倒れ座屈, 横ねじれ座屈), 348, 817
lateral force (横荷重), 30
lateral-torsional buckling (横倒れ座屈, 横ねじれ座屈), 348,
817
law of conservation (保存則)
— of energy (エネルギ), 376
— of mass (質量), 587
— of momentum (運動量), 387
layered plate (積層板), 117
least square method (最小 2 乗法), 212, 221, 229, 247, 954
Lee, Bernard (バーナード リー), 143
left Cauchy-Green deformation tensor (左コーシー・グリーン
変形テンソル), 589
left limit (左極限), 1009
left stretch tensor (左ストレッチ テンソル), 589
Legendre polynomials (ルジャンドル多項式), 431
l’Hôpital’s rule (ロピタルの定理), 1004
limit analysis (極限解析), 566
limit cycle (リミットサイクル), 466
limit state design method (限界状態設計法), 10, 809
linear coeﬃcient of thermal expansion (線膨張係数), 85, 124,
606, 739
linear distribution of bending strain (ひずみの三角形分布),
142
linear elasticity (線形弾性), 75
linearized finite displacement theory (線形化された有限変位
理論), 273
Llewelyn, Desmond (デズモンド ルーリエン), 327
L-load (L 荷重), 24, 828
load factor (荷重係数), 10, 809
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loading (載荷), 91, 506, 518, 525
local buckling (局部座屈), 351, 363, 820
localized deformation (局所変形), 565, 618
Lode angle (ロード角), 523
logarithmic decrement (対数減衰率), 380
logarithmic strain (対数ひずみ), 593
logarithmic strain rate (対数ひずみ速度), 603
longitudinal vibration (縦振動), 197
longitudinal wave (縦波), 107, 485
Love wave (ラブ波), 495
lower bound theorem (下界定理), 569
lower yield point (下降伏点), 800
low-temperature transformation weld material (低温変態溶接
材料), 838
Lüders band (リューダース帯), 618, 648, 669
lumped mass matrix (集中質量行列), 409
M
main girder (主桁), 5, 20
masonry bridge (石橋), 682, 787
mass (質量), 15
mass density (密度), 587
mass matrix (質量行列), 240, 402
consistent — (整合), 240, 449
lumped — (集中), 409
material derivative (物質導関数), 108, 600
material nonlinearity (材料非線形性), 278
material point (物質点), 54, 585
material time derivative (物質導関数), 108, 600
mathematical crack (数学的亀裂), 724
mathematical dislocation (数学的転位), 131, 543
Mathieu equation (マシュー方程式), 468
matrix analysis of structures (マトリックス構造解析), 229,
681
maximum axial force (最大軸力), 27, 832
maximum bending moment (最大曲げモーメント), 40, 179,
835
maximum friction force (最大摩擦力), 381, 382
maximum shear force (最大せん断力), 41, 179, 835
Maxwell model (マクスウェル モデル), 736
Maxwell’s reciprocal theorem (マクスウェルの相反定理),
101, 177
member (部材), 17
membrane (膜), 368
membrane analogy (薄膜類似), 338
method of multiple scales (多重スケール法), 476
method of strained coordinates (伸張座標法), 465
metric tensor (計量テンソル), 718
Micromechanics (マイクロメカニックス), 1020
microtremor (常時微動), 399
mild steel (軟鋼), 796
Miller index (ミラー指数), 514
Mindlin-Reissner plate (ミンドリン・ライスナー板), 352
Mises’ yield condition (ミーゼスの降伏条件), see ‘von Mises’
yield condition’
Miura-ori (ミウラ折り), 859
mixed condition (混合条件), 68, 148, 738
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mixed structures (混合構造), 786
modal analysis (モード解析法)
— of beam (梁の), 436
— of multi-degree-of-freedom system (多自由度系の),
413
mode (モード)
buckling — (座屈), 283, 286, 813, 816
natural vibration — (固有振動), 404
orthogonal — (直交), 411
vibration — (振動), 404, 410, 423, 427, 434
mode conversion (モード変換), 489
model (モデル)
Drucker-Prager’s — (ドラッカー・プラーガーの), 549,
552
Dugdale-Barenblatt — (ダグデル・バーレンブラット),
728
Gurson damage — (ガーソン), 580
Kelvin — (ケルビン), 734
Kelvin-Voigt — (ケルビン・フォークト), 378
Maxwell — (マスクウェル), 736
Mooney-Rivlin — (ムーニー・リブリン), 632
phenomenological — (現象論的), 558
Prager’s — (プラーガーの), 545
Reuss — (ロイス), 580, 748
seismic source — (震源), 169
Shanley — (シャンレイ), 297
Voigt — (フォークト), 579, 748
Ziegler’s — (ツィーグラーの), 546
modified Engesser’s formula (改訂エンゲッサー公式), 304,
693
modulated pendulum (変調振り子), 468
Mohr-Coulomb’s failure criterion (モール・クーロンの破壊
規準), 552, 563
Mohr’s strain circle (モールのひずみ円), 116
Mohr’s stress circle (モールの応力円), 560
Mohr’s theorem (モールの定理), 254
moment diagram (曲げモーメント図), 30
moment distribution method (モーメント分配法), 248
moment of inertia (慣性モーメント), 16
Mooney-Rivlin model (ムーニー・リブリン モデル), 632
movable bridge (可動橋), 52
Müller-Breslau’s theorem (ミューラ・ブレスローの定理),
180
multiply connected (多重連結), 338
Murphy’s law (マーフィーの法則), 12, 210
N
natural angular frequency (固有角振動数), 375
natural boundary condition (自然境界条件), 67, 147, 218
natural circular frequency (固有円振動数), 375
natural coordinate (自然座標), 261
natural frequency (固有振動数), 375
natural period (固有周期), 375
natural science (自然科学), 11
natural vibration mode (固有振動モード), 404
Navier’s solution (ナヴィエの解法), 361
Navier-Stokes equation (ナヴィエ・ストークスの式), 108
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necking (絞り), 565, 663, 802
Neumann condition (ノイマン条件), 67, 147, 738
neutral (中立), 275
neutral axis (中立軸), 144
neutral loading (中立載荷), 518, 526
neutral plane (中立面), 144
Newton’s law of cooling (ニュートンの冷却法則), 738
nodal point (節点), 20
node (節点), 222
nominal stress (ノミナル応力), 609, 614
nominal stress (公称応力), 618, 801
nominal stress rate (ノミナル応力速度), 623
nonassociated flow rule (非関連流れ則), 528, 549, 643
noncoaxiality (非共軸性), 554
noncompact section (ノンコンパクト断面), 578
nonconforming element (非適合要素), 362
nonconservative force (非保存力), 287
non-destructive evaluation (非破壊評価), 731, 839
nonlinear elasticity (非線形弾性), 295
non-local theory (非局所理論), 53, 558
norm (ノルム), 247, 806
normality rule (法線則), 524
normalizing (焼きならし), 798
normal stress (直応力), 65
Northeastern University (うほ大), 1012
Northwestern University (北西大学), 745
numerical study (数値的研究), 263
O
objective stress rate (客観性を持つ応力速度), 618
objectivity (客観性), 89, 512
octahedral stress (八面体応力), 89
odd permutation (奇置換), 69
Oldroyd stress rate (オールドロイド応力速度), 620
open section (開断面), 315, 320, 788
orthogonal function (直交関数), 247, 361
orthogonality (直交性)
— of Bessel functions (ベッセル関数の), 780
— of eigenfunction (固有関数の), 770
— of eigenvector (固有ベクトルの), 766
— of natural vibration mode (固有振動モードの), 411
— of vibration mode of beams (梁の固有振動モードの),
437
— of vibration mode of membranes (膜の振動モードの),
429
— of vibration mode of strings (弦の振動モードの), 424
orthogonal mode (直交モード), 411
orthotropy (直交異方性), 80
outside girder (耳桁), 830
over damping (過減衰), 379
P
panel point (格点), 7, 17
Papkovich-Neuber potentials (パプコヴィッチ・ノイバーの
ポテンシャル), 133
Paramecium (ゾウリムシ), 316
parametric oscillation (係数励振・パラメトリック励振), 472
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parametric study (パラメトリック・スタディ), 264
parapet wall (パラペット), 793
passive damper (パッシブダンパー), 408
Pasteur, Louis (ルイ パスツール), 992
pavement (舗装), 5
peak strength (ピーク強度), 578
pedestrian bridge (歩道橋), 372
penalty method (ペナルティ法), 690
perfect fluid (完全流体), 110
perfect plasticity (完全塑性), 93
perfect system (完全系), 272
perforated plate (孔開き板), 6
performance (性能), 11, 808
permutation (置換)
even — (偶), 69
odd — (奇), 69
permutation symbol (交代記号), 69, 719
permutation tensor (交代テンソル, 置換テンソル), 719
personal computer (パーソナルコンピュータ), 37, 230
perturbation (摂動), 306, 688, 693
perturbation method (摂動法), 306, 461
phase (位相), 484
phase diagram (状態図), 798
phase plane (位相平面), 381, 460
phase velocity (位相速度), 107, 420, 479
phenomenological model (現象論的モデル), 558
Picasso, Pablo (パブロ ピカソ), 797
piecewise polynomial (区分的多項式), 222
Piola-Kirchhoﬀ stress (ピオラ・キルヒホッフ応力)
first — (第 1), 67, 612, 614
second — (第 2), 612, 615, 684
π-plane (π 平面), 522, 806
plane strain (平面ひずみ), 114
plastically — (塑性的), 551, 559, 566, 650
plane stress (平面応力), 115
plastically plane strain (塑性的平面ひずみ), 551, 559, 566,
650
plastic collapse (塑性崩壊), 567
plastic deformation (塑性変形), 87, 501, 801
plastic hinge (塑性ヒンジ), 511, 571
plasticity (塑性), 87, 296, 501
plastic moment (全塑性モーメント), 510, 571
plastic potential (塑性ポテンシャル), 90, 526
plastic section modulus (塑性断面係数), 572
plastic volumetric strain (塑性体積ひずみ), 549
plate girder (プレートガーダ, 鈑桁), 5, 788
Pluto (冥王星), 1022
Poincaré frequency shift (ポアンカレの周波数シフト), 465
Poiseuille flow (ポアゾィユ流れ), see ‘Hagen-Poiseuille flow’
Poisson’s ratio (ポアソン比), 75
generalized — (一般化された), 81
polar decomposition theorem (極分解の定理), 588, 703
pole (極), 443
polycrystalline metal model (多結晶金属モデル), 648
positive-definiteness (正定値), 82, 300
post-buckling (座屈後, 後座屈), 306
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potential energy (ポテンシャルエネルギ), see ‘total potential
energy’
potential energy (位置エネルギ), 376
potential energy of external forces (外力ポテンシャル), 97,
245
power law (べき乗則), 555
power spectrum density function (パワースペクトル密度関
数), 398
Prager’s model (プラーガーのモデル), 545
Prandtl-Reuss’s equation (プラントル・ロイスの式), 90, 516,
521, 525
pressure wave (圧力波), 107
primary wave (第 1 波), 107
principal axis of cross sections (断面の主軸), 342
principal deviatoric stress (主偏差応力), 512
principal direction of strain (ひずみの主方向), 58, 73
principal direction of stress (応力の主方向), 70
principal strain (主ひずみ), 58, 73
principal stress (主応力), 70
principle (原理)
— of action and reaction (作用反作用の), 17, 18, 20
— of complementary virtual work (補仮想仕事の), 95,
98, 249
Hamilton’s — (ハミルトンの), 245
— of maximum plastic work (最大塑性仕事の), 523
— of minimum strain energy (最小仕事の), 251
— of minimum total potential energy (全ポテンシャル
エネルギの最小), 97, 246
Saint-Venant’s — (サン-ブナンの), 120, 189
— of stationary total potential energy (全ポテンシャル
エネルギの停留), 97, 245
— of superposition (重ね合わせの), 163
— of the argument (偏角の), 494
variational — (変分), 244
— of virtual work (仮想仕事の), 94, 95, 217, 244, 245
prismatic bar (充実断面棒), 336
program (プログラム), 233, 237, 259
progressive failure (進行性破壊), 579
proportional damping (比例減衰), 417
proportional limit (比例限界), 800
P-wave (P 波), 107
Pythagorean theorem (ピタゴラスの定理), 59, 305
Q
quadratic form (2 次形式), 245
quench hardening (焼入れ), 798
R
radius of gyration (回転半径), 283, 813
radius thickness ratio (径厚比), 314, 324
rafel (ラーフル), 784
Rahmen (ラーメン), 34, 149, 198
rail (レール), 5
ramp (斜路, ランプ), 35
rank (階数), 243
rate of change of twist (ねじり率), 312
rate of deformation (変形速度), 598
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rate of equivolumetric deformation (等体積変形速度), 603
rate of irrotational deformation (非回転変形速度), 603
rate of plastic work (塑性仕事増分), 517
rate of stress-work (応力の仕事率), 610
Rayleigh damping (レイリー減衰), 417
Rayleigh-Ritz method (レイリー・リッツ法), 245
Rayleigh wave (レイリー波), 492
reaction force (反力), 17
reaction moment (反力モーメント), 29
reciprocal theorem (相反定理)
— of beam vibration (梁振動の), 445
Betti’s — (ベッティの), 101, 177
Maxwell’s — (マクスウェルの), 101, 177
— of one degree-of-freedom vibration (1 自由度振動の),
391
reciprocity (相反性), 104
reduced modulus theory (換算係数理論), 296
redundancy (冗長性), 47, 802
reference configuration (基準配置), 585
reflected wave (反射波), 482
relaxation function (緩和関数), 735
relaxation modulus (緩和弾性率), 735
relaxation time (緩和時間), 736
residual deformation (残留変形), 87
residual strength (残留強度), 577
residual stress (残留応力), 297, 798
residue (留数), 443
resonance (共振), 384
retardation time (遅延時間), 735
Reuss model (ロイス モデル), 580, 748
Reynolds number (レイノルズ数), 109
rib (リブ), 8
Riemannian geometry (リーマン幾何学), 351
right Cauchy-Green deformation tensor (右コーシー・グリー
ン変形テンソル), 586
right limit (右極限), 1009
right stretch tensor (右ストレッチ テンソル), 588
rigid body displacement (剛体変位), 57
rigid body rotation (剛体回転変位), 57
rigid body translation (剛体並進変位), 57
rigid perfectly-plastic body (剛・完全塑性体), 506
Ritz method (リッツ法), 245
Robin condition (ロビン条件), 68, 148, 738
rolling (圧延), 297, 796
rosette gauge (ロゼットゲージ), 115
rotation (回転)
finite — (有限), 588
infinitesimal — (微小), 58
rotational inertia (回転慣性), 456
rotation vector (回転ベクトル), 599
rubber bearing (ゴム支承), 793
rubbery modulus (ゴム的弾性率), 735
Ryan, Jeri (ジェリ ライアン), 50
‡

tm Paramount Pictures (MONOGRAM 3607)
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S
sacrificial protection (犠牲防食), 786
safety factor (安全率), 10, 298, 349, 808
Saint Venant-Kirchhoﬀ material (サン-ブナン・キルヒホッフ
材料), 628, 631
Saint-Venant’s principle (サン-ブナンの原理), 120, 189
Saint-Venant’s torsional constant (サン-ブナンのねじり定数),
[see also ‘torsional constant’], 312
Saint-Venant’s torsional moment (サン-ブナンのねじりモー
メント), 312
Saint-Venant’s torsional stiﬀness (サン-ブナンのねじり剛性),
312
Saldaña, Zoë (ゾーイ サルダナ), 402
scale eﬀect (寸法効果), 558, 581
scallop (スカラップ), 837
scanning electron microscope (走査型電子顕微鏡), 801
Schmid law (シュミット則), 646
school color (スクールカラー), 397
science (科学), 11
screw dislocation (らせん転位), [see also ‘dislocation’], 502
secant modulus (割線係数), 555
secondary stress (2 次応力), 789
secondary wave (第 2 波), 107
second invariant of deviatoric strain (偏差ひずみの第 2 不変
量), 77
second invariant of deviatoric stress (偏差応力の第 2 不変量),
77, 512
second Piola-Kirchhoﬀ stress (第 2 ピオラ・キルヒホッフ応
力), 612, 615, 684
second variation (第 2 変分), 246
sectional moment of inertia (断面 2 次モーメント), 4, 143
sectional polar moment (極 2 次モーメント), 312, 348
section modulus (断面係数), 4, 9, 39, 144, 293, 819
seepage flow (浸透流), 262
seismic coeﬃcient method (震度法), 385, 824
seismic source model (震源モデル), 169
seismograph (地震計), 386
self-adjoint system (自己随伴系), 101
self-consistent method (セルフコンシステント法), 758
self-deployable structure (自己展開型構造), 278
Selye, Hans (ハンス セリエ), 66
SEM (走査型電子顕微鏡), 801
serendipity ( ), 350, 992
Seurat, Georges (ジョルジュ スーラ), 926
74656‡ , NCC- (USS ヴォイジャー), 16
Shanley model (シャンレイ モデル), 297
shape function (形状関数), 262
shape-memory alloy, SMA (形状記憶合金), 797
shape steel (形鋼), 796
shear band (せん断帯), 555, 618, 648
shear center (せん断中心), 193, 335
shear diagram (せん断力図), 30
shear flow (せん断流), 192, 316
shear force (せん断力), 29, 30
shearing strain (せん断ひずみ), 56
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shearing yield stress (せん断降伏応力), 89, 513, 806
shear lag (せん断遅れ), 194, 837
shear modulus (せん断弾性係数), 75
shear strength (せん断強度), 41, 513, 818
shear stress (せん断応力), 65
shear wave (せん断波), 107
shell (殻, シェル), 351
shoe (支承), 31, 793
sifting property (ふるい特性), 168
simple beam (単純梁), 32
single crystal model (単結晶モデル), 645
singly connected (単連結), 338
singular matrix (特異行列), 242
singular perturbation method (特異摂動法), 463, 464
sink (吸い込み), 109
slab anchor (スラブ止め), 838
sleeper (枕木), 5
slenderness parameter (細長比パラメータ), 295, 814
— for lateral buckling (横倒れ座屈の), 349, 817
slenderness ratio (細長比), 252, 283, 813
— for flexural torsion (曲げねじりの), 332
— of Timoshenko beams (ティモシェンコ梁の), 677
slide rule (計算尺), 203
slip line theory (すべり線理論), 559
slope (たわみ角), 141
slope-deflection method (たわみ角法), 248
slowness (遅度), 480
snap-through (飛び移り), 277
Snell’s law (スネルの法則), 489
softening (軟化), 523, 529, 555
source (湧き出し), 109
Southwell method (サウスウェル法), 294
space structure (宇宙構造), 278
spandrel (スパンドレル), 8
specific body force (体積力), 66
spectral representation (スペクトル表示), 71, 588
Spielberg, Steven (スティーヴン スピルバーグ), 792
spin (スピン), 110, 598, 599
splice plate (添接板), 40, 834
spreadsheet (スプレッドシート), iv
stability criterion (安定規準), 270, 275
stability problem (安定問題), 266
standing wave (重複波), 487
stardate (宇宙暦), 969
statically admissible field (静力学的許容場), 94, 560, 568
— of beams (梁の), 249, 573
statically determinate (静定な), 18
statically determinate equivalent system (静定基本系), 163
statically indeterminate force (不静定反力), 163
statically indeterminate structure (不静定構造), 50
static boundary condition (力学的境界条件), 67, 147
static friction (静止摩擦), 87, 382, 505
steel manufacture (製鋼), 796
step function (階段関数), 388, 483
stiﬀener (補剛材)
horizontal — (水平), 40, 834
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vertical — (垂直), 36, 40, 834
stiﬀness (剛性), 800
stiﬀness equation (剛性方程式), [see also ‘element stiﬀness
equation’], 223
stiﬀness matrix (剛性行列), 402
— of beam-columns (梁-柱の), 298
— of beams (梁の), 225
— of beams on elastic foundation (弾性床上の梁の), 239
— of columns (柱の), 223
— of planar frames (平面骨組の), 235
— of planar frames in finite displacements (有限変位平
面骨組の), 705
— of planar trusses (平面トラスの), 232
— for plane strain problems (平面ひずみ問題の), 258
— of space frames (立体骨組の), 343
— of Timoshenko beams (ティモシェンコ梁の), 679,
681
— of Timoshenko beams in finite displacements (有限変
位ティモシェンコ梁の), 705
— of torsion (ねじりの), 339
story equation (層方程式), 248
strain (ひずみ), 56
Almansi — (アルマンシの), 590
Biot’s — (ビオの), 593
engineering — (工学), 80, 513
extensional — (伸び), 593
Green — (グリーンの), 586, 683
logarithmic — (対数), 593
strain compatibility condition (ひずみの適合条件), 62, 365
strain energy (ひずみエネルギ), 80, 96, 245
strain energy density function (ひずみエネルギ密度関数), 628
strain energy function (ひずみエネルギ関数), 79
strain-gauge rosette (ロゼットひずみゲージ), 115
strain gradient (ひずみ勾配), 558
stream function (流れ関数), 112
streamline (流線), 111, 112
strength (強度), 18, 801
compressive — (圧縮), 298, 814
flexural compressive — (曲げ圧縮), 349, 817, 835
flexural tensile — (曲げ引張), 349, 817, 835
shear — (せん断), 513, 818
tensile — (引張), 298, 811
strength correlation (強度相関式)
— of axial force and bending (軸力と曲げを受ける),
293, 819
stress (応力), 27, 38, 65
Biot — (ビオ), 614, 615
Cauchy — (コーシー), 608, 614
first Piola-Kirchhoﬀ — (第 1 ピオラ・キルヒホッフ),
67, 612, 614
Kirchhoﬀ — (キルヒホッフ), 612
nominal — (ノミナル), 609, 614
nominal — (公称), 618, 801
second Piola-Kirchhoﬀ — (第 2 ピオラ・キルヒホッフ),
612, 615, 684
true — (真), 608, 614
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stress concentration factor (応力集中係数), 122, 130, 135
stress corrosion cracking (応力腐食割れ), 805
stress function (応力関数), 119
stress intensity factor (応力拡大係数), 133, 727, 804
stress invariant (応力の不変量), 72
stress rate (応力速度)
corotational — (共回転), 620
Green-Naghdi — (グリーン・ナガディ), 622
Jaumann — (ヤウマン), 620
nominal — (ノミナル), 623
Oldroyd — (オールドロイド), 620
Truesdell — (トゥルーズデル), 622
stress relaxation (応力緩和), 93, 735
stress resultant (合応力), 65
stress-strain relation (応力ひずみ関係), [see also ‘Hooke’s
law’], 75
stress vector (応力ベクトル), 64
stretch (ストレッチ), 588
stretch (伸び), 55
stretch tensor (ストレッチ テンソル)
left — (左), 589
right — (右), 588
string (弦), 309
stringer (縦桁), 5, 20, 793
strong form (強形式), 213
structural mechanics (構造力学), iii
structure for falling prevention of bridge (落橋防止装置), 36,
794
Sturm-Liouville problem (ステュルム・リウヴィル問題), 218
subgrade reaction (地盤反力), 196
submission (屈服), 278
subparametric element (サブパラメトリック要素), 262
subspace (亜空間), 324, 515
summation convention (総和規約), 484, 718
super-convergence (超収束), 222
superparametric element (スーパーパラメトリック要素), 262
surface force (表面外力), 67
surface to the negative direction (負の面), 30, 66
surface to the positive direction (正の面), 30, 66
surface wave (表面波), 492
suspension bridge (吊橋), i, 2, 310, 732
suspension structure (吊構造), 790
S-wave (S 波), 107
sway bracing (対傾構), 793
swing (ブランコ), 472
T
tangent compliance (接線コンプライアンス)
— of generalized Prandtl-Reuss’s plasticity (一般化され
たプラントル・ロイスの), 527
— of Prandtl-Reuss’s plasticity (プラントル・ロイス
の), 520
tangent modulus (接線係数), 555
— of generalized Prandtl-Reuss’s plasticity (一般化され
たプラントル・ロイスの), 528
— of Prandtl-Reuss’s plasticity (プラントル・ロイス
の), 520
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tangent modulus theory (接線係数理論), 296
tangent stiﬀness (接線剛性), 273, 704
technology (技術), 11
TEM (透過型電子顕微鏡), 800
tempering (焼戻し), 798
tensile strength (引張強度), 27, 298, 801, 811, 833
tensile-type bolted connection (引張接合), 841
tensile yield stress (引張降伏応力), 89, 513, 806
tensor (テンソル), 56
tensor product (テンソル積), 72
test function (試験関数), 168, 223, 483
theorem (定理)
alternative — (交代, 択一), 243, 782
Castigliano’s second — (カスティリアノの第 2), 250
Cauchy integral — (コーシーの積分), 443
Cauchy’s — (コーシーの), 65
divergence — (発散), 68, 477
Floquet — (フロケの), 472
Gauss’s — (ガウスの), 68, 477
Helmholtz decomposition — (ヘルムホルツ分解), 106
Hencky’s — (ヘンキーの), 561
— of Kelvin and Tait (ケルビン・テイトの), 597
Mohr’s — (モールの), 254
Müller-Breslau’s — (ミューラ・ブレスローの), 180
polar decomposition — (極分解の), 588, 703
Pythagorean — (ピタゴラスの), 59, 305
reciprocal — (相反), 177, 445
three-moment — (三連モーメントの), 248
upper-lower bound — (上下界), 569
theory (理論)
beam-column — (梁-柱), 813
damage — (損傷), 579
deformation — (全ひずみ), 90, 508, 520, 555
elementary beam — (初等梁), 140
finite displacement — (有限変位), 266
flow — (流れ), 90, 515
Grand Unification — (大統一), 11
Gurson’s — (ガーソン), 580
incremental — (増分), 90, 515
infinitesimal displacement — (微小変位), 266
J2 flow — (J2 流れ), 528
large deformation — (大変形), 266, 583
large displacement — (大変位), 266
linearized finite displacement — (線形化された有限変
位), 273
non-local — (非局所), 53, 558
reduced modulus — (換算係数), 296
slip line — (すべり線), 559
tangent modulus — (接線係数), 296
von Kármán’s plate — (フォン カルマンの板), 363, 820
Thermo-Mechanical Control Process steel (TMCP 鋼), 728,
799
thickness parameter (厚さ（太さ）パラメータ), 693
thin-walled member (薄肉断面部材), 190, 311, 314
third invariant of deviatoric stress (偏差応力の第 3 不変量),
512
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three-moment theorem (三連モーメントの定理), 248
throat (のど厚), 190, 838
tie (タイ), 7
tied arch (タイドアーチ), 8, 790
timber bridge (木橋), 784
Timoshenko beam (ティモシェンコ梁), 194, 675
TMCP steel (TMCP 鋼), 728, 799
torsional buckling (ねじれ座屈), 348
torsional constant (ねじり定数)
— of circular columns (円柱の), 312
— of circular tubes (円管の), 314
— of thin-walled circular tubes (薄肉円管の), 314
— of thin-walled closed multicell sections (薄肉多室閉
断面の), 319
— of thin-walled closed sections (薄肉閉断面の), 317
— of thin-walled open sections (薄肉開断面の), 323
— of thin-walled rectangular sections (薄肉長方形断面
の), 323
torsional constants ratio (ねじり定数比), 332
total complementary potential energy (全補ポテンシャルエネ
ルギ), 98, 249
total potential energy (全ポテンシャルエネルギ), 96, 245
total-strain theory (全ひずみ理論), [see also ‘deformation theory’], 508
toughness (靭性), 502, 803
trace (跡), 60
traction (表面力), 64
trajectory (軌跡), 381, 460
trajectory (流跡線), 590
transformation (変態), 797
transient response (過渡応答), 383
transmission electron microscope (透過型電子顕微鏡), 800
transversely isotropic (横等方), 81
transverse wave (横波), 107, 485
traveling wave (進行波), 487
Tresca’s yield condition (トレスカの降伏条件), 89, 522
trial & error (試行錯誤), 992
trial function (試行関数), 223
triaxial compression test (3 軸圧縮試験), 77, 515
trivial solution (無意味な解, 自明な解), 283, 285, 299, 812
Truesdell stress rate (トゥルーズデル応力速度), 622
true stress (真応力), 608, 614, 802
truss (トラス), 6, 19, 198
truss bridge (トラス橋), 7, 350, 478, 746
U
ultimate lateral strength (保有水平耐力), 566
ultimate state design method (終局状態設計法), 10, 809
ultrasonic testing (超音波探傷検査), 731, 839
Uncle Torys (アンクルトリス), 370
United States (合州国), 63
unit impulse response (単位衝撃応答), 388
unit impulsive force (単位衝撃外力), 387
unit load method (単位荷重法), 170, 174, 200, 250
— of elastic media (弾性体の), 105
— of truss structures (トラスの), 200
unit tensor (単位テンソル), 586
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unit-warping function (単位そり関数), 330, 335
unloading (除荷), 91, 295, 506, 518, 526, 801
updated Lagrangian formulation (更新ラグランジュ的定式
化), 615, 621
upper bound theorem (上界定理), 569
upper-lower bound theorem (上下界定理), 569
upper yield point (上降伏点), 800
V
van der Pol oscillator (ファン デル ポール振動子), 466
variational principle (変分原理), 244
variational problem (変分問題), 244
velocity (速度), 597
velocity gradient (速度勾配), 598
velocity potential (速度ポテンシャル), 112
vertical stiﬀener (垂直補剛材), 36, 40, 834
vibration mode (振動モード), 404, 410, 423, 427, 434
Vickers hardness test (ビッカースの硬さ試験), 801
vidro (ビードロ, ちゃんぽん), 277
Vierendeel bridge (フィーレンデール橋), 10
vinyl-ester synthetic resin (ビニルエステル樹脂), 81
virtual displacement (仮想変位), 96, 217
virtual work equation (仮想仕事式), 217
— of beam-columns (梁-柱の), 298, 694
— of beams (梁の), 170, 209, 224
— of beams in motion (梁の動的), 245
— of beams on elastic foundation (弾性床上の梁の), 238
— of columns (柱の), 222
— in finite displacements (有限変位での), 684
— of flexural torsion of bars (棒の曲げねじりの), 338
— for plane strain problems (平面ひずみ問題の), 256
— of plates (板の), 362
— of Saint-Venant’s torsion of bars (サン-ブナンのねじ
りの), 340
— for three-dimensional problems (3 次元問題の), 256
— of Timoshenko beams (ティモシェンコ梁の), 677,
679
viscoelasticity (粘弾性), 198, 733
viscosity (粘性), 93, 501, 733
viscous damping coeﬃcient (粘性減衰係数), 378
vodka martini, shaken, not stirred (シェィクしたウォッカマ
ティーニ), 878
void formation, growth and coalescence (空隙発生・成長・合
体), 581
Voigt constants (フォークト定数), 76, 80
Voigt model (フォークト モデル), 579, 748
volcano (火山), 682, 1008
volumetric strain (体積ひずみ), 60, 805
von Kármán’s plate theory (フォン カルマンの板理論), 363,
820
von Mises’ yield condition (フォン ミーゼスの降伏条件), 89,
513, 522, 807
vortex-induced oscillation (渦励振), 824
vorticity (渦度), 599
W
warping (そり), 324
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warping constant (そり 2 次モーメント), 327
warping displacement (そり変位), 326
warping function (そり関数), 330
wave equation (波動方程式), 107, 197, 309, 368, 420
weak form (弱形式), 213
weathering steel (耐候性鋼材), 797
web (ウェブ, 腹板), 6
Web Page (ウェブページ), iv
weight (重み), 213, 247
weighted inner product (重みつき内積), 247, 411, 424, 437
weighted residual method (重みつき残差法), 213, 246
weight function (重み関数), 215
Weinberg, Steven (スティーヴン ワインバーグ), 11
welding (溶接), 190, 297
white noise (白色雑音), 398
Wiener-Hopf technique (ウィナー・ホッフ手法), 132
Wiener-Khintchine relation (ウィナー・ヒンチンの関係), 398
William’s toggle (ウィリアムのトグル), 277
Windy City, The (玉葱の臭い), 926
Winnie-the-Pooh (クマのプーさん), 372
wrought iron (錬鉄), 796
X
X-FEM (拡張有限要素法), 261
X-ray non-destructive testing (X 線非破壊試験), 839
xylophone (木琴), 198
Y
yield condition (降伏条件), 88, 506, 508, 513, 806
Tresca’s — (トレスカの), 522
von Mises’ — (フォン ミーゼスの), 89, 513, 522, 807
yield function (降伏関数), 91, 508, 513, 521
yield moment (降伏モーメント), 510, 571
yield point (降伏点), 800
yield ratio (降伏比), 802
yield stress (降伏応力), 89, 284, 295, 513, 800
shearing — (せん断), 89, 513, 806
tensile — (引張), 89, 506, 513, 806
yield surface (降伏曲面), 521, 806
yield-vertex (角点), 524
Young’s modulus (ヤング率), 75, 800
generalized — (一般化された), 81
yo-yo balloon (ヨーヨー風船), 386
Z
zero eigenvalue (零固有値), 300
0.2% oﬀset yield strength (0.2% オフセット耐力), 801
zero vector (零ベクトル), 299
Ziegler’s model (ツィーグラーのモデル), 546
Zimmermann eﬀect (ツィンマーマン効果), 447
あ
アーチ (arch), 8, 207
アーチ橋 (arch bridge), 8, 498, 582, 716
アイゲンひずみ (eigenstrain), 750
アイソパラメトリック要素 (isoparametric element), 262
秋田犬 (Akita-Inu, Akita dog), 783
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亜空間 (subspace), 515
アダプティブ有限要素法 (adaptive FEM), 261
亜弾性 (hypoelasticity), 629, 634
圧延 (rolling), 297, 796
厚さパラメータ (thickness parameter), 693
圧縮強度 (compressive strength), 27, 298, 814, 833
圧力波 (pressure wave), 107
後座屈 (post-buckling), 306
アトラース (Atlas), 351
孔開き板 (perforated plate), 6
アパッチ族 (Apache), 370
アラビア数字 (Arabic numerals), 498
アルファ鉄 (alpha iron), 797
アルマンシのひずみ (Almansi strain), 590
アンクルトリス (Uncle Torys), 370
安全率 (factor of safety, safety factor), 10, 298, 349, 808
安定規準 (stability criterion), 270, 275
安定問題 (stability problem), 266
い
イカロス (Ikaros), 865
イシガケチョウ (Cyrestis thyodamas), 860
石橋 (masonry bridge), 682, 787
位相 (phase), 484
位相速度 (phase velocity), 107, 420, 479
位相平面 (phase plane), 381, 460
イソップ寓話 (Aesop’s fables), 5
板厚不変の仮定 (assumption of no thickness change), 352
位置エネルギ (potential energy), 376
1 次元のフックの法則 (Hooke’s law in one dimension), 115
一般化された (generalized)
外力 (— force), 414, 440
減衰定数 (— damping constant), 416, 439
座標 (— coordinate), 413, 438
質量 (— mass), 411, 437
フックの法則 (— Hooke’s law), 79, 87
変位 (— displacement), 413, 438
ポアソン比 (— Poisson’s ratio), 81
ヤング率 (— Young’s modulus), 81
移動硬化 (kinematic hardening), 544, 648, 807
異方性 (anisotropy), 80
芋煮会 (imo-ni-kai), 5
鋳物 (cast iron), 796
移流項 (advection/advective term), 108, 600
岩熊の座屈公式 (Iwakuma’s buckling formula), 693
引張強度 「いんちょうきょうど」とは呼ばないので, 「ひっ
ぱりきょうど」を見よ!
う
ウィナー・ヒンチンの関係 (Wiener-Khintchine relation), 398
ウィナー・ホッフ手法 (Wiener-Hopf technique), 132
ウィリアムのトグル (William’s toggle), 277
ウェブ (web), 6
渦度 (vorticity), 599
薄肉断面部材 (thin-walled member), 190, 311, 314
薄膜類似 (membrane analogy), 338
渦励振 (vortex-induced oscillation), 824
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宇宙構造 (space structure), 278
宇宙暦 (stardate), 969
うほ大 (toUHOku University), 1012
埋め込み座標 (embedded coordinate, convected coordinate),

第 1 ピオラ・キルヒホッフ (first Piola-Kirchhoﬀ —),

584
運動 (kinematics), 585
運動エネルギ (kinetic energy), 376
運動会 (athletic meeting), 996
運動学的許容場 (kinematically admissible field), 94, 568
梁の (— of beams), 249, 573
運動場 (kinematics), 208, 675, 684
運動方程式 (equation of motion)
1 自由度系の (— of single-degree-of-freedom systems),
374
弦の (— of strings), 309, 420
多自由度系の (— of multi-degree-of-freedom systems),
409
2 自由度系の (— of two-degree-of-freedom systems),
402
梁の (— of beams), 198, 432
骨組要素の (— of frame elements), 454
膜の (— of membranes), 368, 426
運動量保存則 (law of conservation of momentum), 387

ノミナル (nominal —), 609, 614
ビオ (Biot —), 614, 615
応力拡大係数 (stress intensity factor), 133, 727, 804
応力関数 (stress function), 119
応力緩和 (stress relaxation), 93, 735
応力集中係数 (stress concentration factor), 122, 130, 135
応力速度 (stress rate)
オールドロイド (Oldroyd —), 620
共回転 (corotational —), 620
グリーン・ナガディ (Green-Naghdi —), 622
トゥルーズデル (Truesdell —), 622
ノミナル (nominal —), 623
ヤウマン (Jaumann —), 620
応力度 (stress), 65
応力の仕事率 (rate of stress-work), 610
応力の主方向 (principal direction of stress), 70
応力の不変量 (stress invariant), 72
応力ひずみ関係 (stress-strain relation), [‘フックの法則’ も参
照せよ], 75
応力腐食割れ (stress corrosion cracking), 805
応力ベクトル (stress vector), 64
大地震 (large earthquake), 385, 824
オーボェ (oboe), 422
オールドロイド応力速度 (Oldroyd stress rate), 620
遅れ破壊 (delayed fracture), 805
帯行列 (band matrix), 409
重み (weight), 213, 247
重み関数 (weight function), 215
重みつき残差法 (weighted residual method), 213, 246
重みつき内積 (weighted inner product), 247, 411, 424, 437
音標文字 (phonetic alphabet), 52

え
エアリーの応力関数 (Airy stress function), 119, 364
影響線 (influence line)
軸力の (— of axial force), 24, 832
せん断力の (— of shear force), 39, 182, 834
たわみの (— of displacements), 176
曲げモーメントの (— of bending moment), 9, 39, 178,

181, 834
エシェルビー テンソル (Eshelby tensor), 753
S 波 (S-wave), 107
X-FEM, 拡張有限要素法 (X-FEM), 261
X 線非破壊試験 (X-ray non-destructive testing), 839
エネルギノルム (energy norm), 247
エネルギ保存則 (law of conservation of energy), 376
エラスティカ (elastica), 306, 689
L 荷重 (L-load), 24, 828
エンゲッサーの公式 (Engesser’s buckling formula), 303, 693
遠心力 (centrifugal force), 377
延性 (ductility), 802
延性破壊 (ductile fracture), 503, 802
お
オイラー荷重 (Euler load), 283, 813
オイラー曲線 (Euler curve), 284, 813
オイラー座屈 (Euler buckling), 283, 813
オイラー的定式化 (Eulerian formulation), 108, 590
オイラーの公式 (Euler’s formula), 396
オイラー方程式 (Euler equation), 97, 209, 244, 309
応力 (stress), 27, 38, 65
キルヒホッフ (Kirchhoﬀ —), 612
公称 (nominal —), 618, 801
コーシー (Cauchy —), 608, 614
真 (true —), 608, 614

67, 612, 614
第 2 ピオラ・キルヒホッフ (second Piola-Kirchhoﬀ —),

612, 615, 684

か
ガーソン モデル (Gurson damage model), 580
貝殻模様 (clamshell mark), 503, 804
介在物 (inclusion), 85
階数 (rank), 243
解析的研究 (analytical study), 263
階段関数 (step function), 388, 483
開断面 (open section), 315, 320, 788
改訂エンゲッサー公式 (modified Engesser’s formula), 304,

693
回転 (rotation)
微小 (infinitesimal —), 58
有限 (finite —), 588
回転慣性 (rotational inertia), 456
回転半径 (radius of gyration), 283, 813
回転ベクトル (rotation vector), 599
外力 (external force), 17
外力ポテンシャル (potential energy of external forces), 97,

245
ガイリンガーの式 (Geiringer’s equations), 563
ガウスの定理 (Gauss’s theorem, divergence theorem), 68, 477
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下界定理 (lower bound theorem), 569
科学 (science), 11
核 (kernel), 132
殻 (shell), 351
拡散 (diﬀusion), 262
学習 (taught and learn), 991
角速度 (angular velocity), 599
拡張有限要素法 (X-FEM), 261
格点 (panel point), 7, 17
掛け違い部 (joint of Gerber beam), 36
過減衰 (over damping), 379
鹿児島弁 (Kagoshima dialect), 138, 1008
重ね合わせの原理 (principle of superposition), 163
荷重係数 (load factor), 10, 809
カスティリアノの第 2 定理 (Castigliano’s second theorem),

250
かすめ入射 (grazing incidence), 489
ガセットプレート (gusset plate), 20
仮想仕事式 (virtual work equation), 217
板の (— of plates), 362
3 次元問題の (— for three-dimensional problems), 256
サン-ブナンのねじりの (— of Saint-Venant’s torsion of

bars), 340
弾性床上の梁の (— of beams on elastic foundation), 238
ティモシェンコ梁の (— of Timoshenko beams), 677,

679
柱の (— of columns), 222
梁の (— of beams), 170, 209, 224
梁の動的 (— of beams in motion), 245
梁-柱の (— of beam-columns), 298, 694
平面ひずみ問題の (— for plane strain problems), 256
棒の曲げねじりの (— of flexural torsion of bars), 338
有限変位での (— in finite displacements), 684
仮想仕事の原理 (principle of virtual work), 94, 95, 217, 244,

245
仮想変位 (virtual displacement), 96, 217
加速度 (acceleration), 600
形鋼 (shape steel), 796
硬さ (hardness), 801
片持ち梁 (cantilever beam), 30
合州国 (United States), 63
割線係数 (secant modulus), 555
割裂試験 (Brazilian test), 128
仮定 (assumption)
板厚不変の (— of no thickness change), 352
キルヒホッフ・ラブの (Kirchhoﬀ-Love —), 352
断面形不変の (— of no cross-sectional deformation),
140
ベルヌーイ・オイラーの (Bernoulli-Euler —), 140
可動橋 (movable bridge), 52, 785
過渡応答 (transient response), 383
角点 (yield-vertex), 524
髪クリップ (hair clip), 278
上降伏点 (upper yield point), 800
ガラーキン形式 (Galerkin form), 215
ガラーキン法 (Galerkin method), 216

ガラス繊維補強ポリマー (glass-fiber-reinforced polymer),

117
ガラス的コンプライアンス (glassy compliance), 734
ガラス的弾性率 (glassy modulus), 735
カルマンの板理論 (Kármán’s plate theory), 「フォン カルマ
ンの板理論」を見よ
換算係数理論 (reduced modulus theory), 296
慣性モーメント (moment of inertia), 16
完全系 (perfect system), 272
完全塑性 (perfect plasticity), 93
完全流体 (perfect fluid), 110
関連流れ則 (associated flow rule), 528
緩和関数 (relaxation function), 735
緩和時間 (relaxation time), 736
緩和弾性率 (relaxation modulus), 735
き
幾何学的境界条件 (geometric boundary condition), 67, 147
幾何学的非線形性 (geometrical nonlinearity), 278
幾何剛性行列 (geometric stiﬀness matrix), 298, 696
ティモシェンコ梁の (— of Timoshenko beam), 697, 705
技術 (technology), 11
基準配置 (reference configuration), 585
犠牲防食 (sacrificial protection), 786
軌跡 (trajectory), 381, 460
北原道弘先生 (Kitahara Michihiro, Prof.), 3, 402, 996
奇置換 (odd permutation), 69
基本解 (fundamental solution), 176, 729
逆行列 (inverse matrix), 50, 242
逆問題 (inverse problem), 731
客観性 (objectivity), 89, 512
客観性を持つ応力速度 (objective stress rate), 618
キャットウォーク (catwalk), 310
ギャロッピング (galloping), 824
吸収エネルギ (impact energy absorption), 803
九州弁 (Kyushu dialect), 867
境界条件 (boundary condition)
板の (— of plates), 357
幾何学的 (geometric —), 67, 147
サン-ブナンのねじりの (— of Saint-Venant’s torsion),

313
自然 (natural —), 67, 147, 218
第 3 種の (— of the third kind), 68, 148
弾性床上のティモシェンコ梁-柱の (— of Timoshenko

beam-columns on elastic foundation), 304
力の (— of forces), 67, 147
ティモシェンコ梁の (— of Timoshenko beams), 677
ディリクレ (Dirichlet —), 67, 147, 738
ノイマン (Neumann —), 67, 147, 738
梁の (— of beams), 147
梁-柱の (— of beam-columns), 280
変位の (— of displacements), 67, 147
本質的 (essential —), 67, 147, 218
曲げねじりの (— of flexural torsion), 328
力学的 (static —), 67, 147
ロビン (Robin —), 68, 148, 738
境界値問題 (boundary value problem), 45, 149
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共回転応力速度 (corotational stress rate), 620
境界要素法 (boundary element method, BEM), 176, 730
強形式 (strong form), 213
共軸性 (coaxiality), 516, 517, 524
共振 (resonance), 384
強度 (strength), 18, 801
圧縮 (compressive —), 298, 814
せん断 (shear —), 513, 818
引張 (tensile —), 298, 811
曲げ圧縮 (flexural compressive —), 349, 817, 835
曲げ引張 (flexural tensile —), 349, 817, 835
強度相関式 (strength correlation)
軸力と曲げを受ける (— of axial force and bending),

293, 819
共変基底ベクトル (covariant base vector), 718
共変成分 (covariant component), 683, 718
共変微係数 (covariant derivative), 720
共役性 (conjugateness), 614
共役梁 (conjugate beam), 254
極 (pole), 443
極限解析 (limit analysis), 566
局所変形 (localized deformation), 565, 618
極値座屈 (extremum buckling), 277
極 2 次モーメント (sectional polar moment), 312, 348
局部座屈 (local buckling), 351, 363, 820
極分解の定理 (polar decomposition theorem), 588, 703
曲率 (curvature), 142, 686
虚数単位 (imaginary unit), 197
許容応力 (allowable stress), 808
許容応力（度）設計法 (allowable stress design method), 10,

808
ギリシャ文字 (Greek letters), 1012
キルヒホッフ応力 (Kirchhoﬀ stress), 612
キルヒホッフ・ラブの仮定 (Kirchhoﬀ-Love assumption), 352
亀裂 (crack), 189, 724, 802
近似誤差 (approximation error), 239, 247
均質化法 (homogenization method), 465
金属疲労，工学技術者は「金属」という形容詞は用いないの
で, 「疲労」を見よ!
金太郎飴 (Kintaro-brand wheat gluten), 114
く
偶応力 (couple stress), 66, 67
隅角力 (corner force), 357
空隙発生・成長・合体 (void formation, growth and coales-

cence), 581
偶置換 (even permutation), 69
空力弾性学 (aerodynamics), 824
偶力 (couple), 16
靴下留め (garter), 3, 788
屈服 (submission), 278
区分的多項式 (piecewise polynomial), 222
クマのプーさん (Winnie-the-Pooh), 372
クリープ (creep), 93, 733
クリープコンプライアンス (creep compliance), 734
グリーン関数 (Green’s function), 106, 128, 176, 389, 752
グリーン・ナガディ応力速度 (Green-Naghdi stress rate), 622

グリーンのひずみ (Green strain), 586, 683
クリストッフェルの記号 (Christoﬀel symbol), 720
グレーチング (grating), 792
クロネッカーのデルタ (Kronecker delta), 59
け
径厚比 (radius thickness ratio), 314, 324
経験式 (empirical formula), 581
計算尺 (slide rule), 203
形状関数 (shape function), 262
形状記憶合金 (shape-memory alloy, SMA), 797
係数励振 (parametric oscillation), 472
芸人 (entertainer), 910
計量テンソル (metric tensor), 718
下界定理 「げかいていり」とは呼ばないので, 「かかいてい
り」を見よ!
桁 (girder), 3
桁橋 (girder bridge), 3
ケッターの式 (Kötter’s equation), 564
ゲルバー梁 (Gerber beam), 3, 36
ケルビン・テイトの定理 (theorem of Kelvin and Tait), 597
ケルビン・フォークト モデル (Kelvin-Voigt model), 378
ケルビン モデル (Kelvin model), 734
弦 (string), 309
限界状態設計法 (limit state design method), 10, 809
研究ノート; 作り方 (research notebook; how to organize), 993
現象論的モデル (phenomenological model), 558
減衰 (damping), 378
減衰行列 (damping matrix), 402
懸垂曲線 (catenary), 308
減衰係数 (damping coeﬃcient), 378
減衰定数 (damping constant, damping factor), 378
減衰比 (damping ratio), 380
減衰率 (damping rate), 380
現配置 (current configuration), 584
原理 (principle)
重ね合わせの (— of superposition), 163
仮想仕事の (— of virtual work), 94, 95, 217, 244, 245
最小仕事の (— of minimum strain energy), 251
最大塑性仕事の (— of maximum plastic work), 523
作用反作用の (— of action and reaction), 17, 18, 20
サン-ブナンの (Saint-Venant’s —), 120, 189
全ポテンシャルエネルギの最小 (— of minimum total

potential energy), 97, 246
全ポテンシャルエネルギの停留 (— of stationary total

potential energy), 97, 245
ハミルトンの (Hamilton’s —), 245
偏角の (— of the argument), 494
変分 (variational —), 244
補仮想仕事の (— of complementary virtual work, 249
補仮想仕事の (— of complementary virtual work), 95,

98
こ
合応力 (stress resultant), 65
硬化 (hardening), 93, 507, 801
移動 (kinematic —), 544, 648, 807
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等方 (isotropic —), 544, 807
工学ひずみ (engineering strain), 80, 513
工学倫理 (engineering ethics), 993
硬化係数 (hardening coeﬃcient), 92, 508, 518, 525–527, 546,

550, 644
硬化則 (hardening rule), 92
剛・完全塑性体 (rigid perfectly-plastic body), 506
公称応力 (nominal stress, engineering stress), 618, 801
「公称応力」の有限変形理論の枠組の中の定義は, [‘ノミナ
ル応力’ も参照せよ], 618
更新ラグランジュ的定式化 (updated Lagrangian formula-

tion), 615, 621
向心力 (centripetal force)
オイラー的 (Eulerian), 110
ラグランジュ的 (Lagrangian), 377
剛性 (stiﬀness), 800
剛性行列 (stiﬀness matrix), 402
弾性床上の梁の (— of beams on elastic foundation), 239
ティモシェンコ梁の (— of Timoshenko beams), 679,

681
ねじりの (— of torsion), 339
柱の (— of columns), 223
梁の (— of beams), 225
梁-柱の (— of beam-columns), 298
平面トラスの (— of planar trusses), 232
平面ひずみ問題の (— for plane strain problems), 258
平面骨組の (— of planar frames), 235
有限変位ティモシェンコ梁の (— of Timoshenko beams

in finite displacements), 705
有限変位平面骨組の (— of planar frames in finite dis-

placements), 705
立体骨組の (— of space frames), 343
合成構造 (composite structures), 786
構成則 (constitutive law), 75
構成方程式 (constitutive equation), [‘フックの法則’ も参照せ
よ], 75
一般化されたプラントル・ロイスの (— of generalized

Prandtl-Reuss’s plasticity), 528
プラントル・ロイスの (— of Prandtl-Reuss’s plastic-

ity), 520
剛性方程式 (stiﬀness equation), [‘要素剛性方程式’ も参照せ
よ], 223
構造力学 (structural mechanics), iii
剛体回転変位 (rigid body rotation), 57
交代記号 (permutation symbol), 69, 719
交代定理 (alternative theorem), 243, 782
交代テンソル (permutation tensor), [‘置換テンソル’ も参照せ
よ], 719
剛体並進変位 (rigid body translation), 57
剛体変位 (rigid body displacement), 57
硬度 (hardness), 801
降伏応力 (yield stress), 89, 284, 295, 513, 800
せん断 (shearing —), 89, 513, 806
引張 (tensile —), 89, 506, 513, 806
降伏関数 (yield function), 91, 508, 513, 521
降伏曲面 (yield surface), 521, 806

降伏条件 (yield condition), 88, 506, 508, 513, 806
トレスカの (Tresca’s —), 522
フォン ミーゼスの (von Mises’ —), 89, 513, 522, 807
降伏点 (yield point), 800
降伏比 (yield ratio), 802
降伏モーメント (yield moment), 510, 571
高欄 (handrail), 5, 795
コーシー応力 (Cauchy stress), 608, 614
コーシー・グリーン変形テンソル (Cauchy-Green deforma-

tion tensor)
左 (left —), 589
右 (right —), 586
コーシーの積分定理 (Cauchy integral theorem), 443
コーシーの定理 (Cauchy’s theorem), 65
コーシー・リーマンの関係式 (Cauchy-Riemann equations),

113
ゴールド スター ファミリーズ パーク & メモリアル (Gold

Star Families Park & Memorial), 53
誤差 (error), 212, 247
古典的なガラーキン形式 (classical Galerkin form), 213
寿屋 (Torii-San), 370
小春日和 (Indian summer), 930
ゴム支承 (rubber bearing), 793
ゴム的弾性率 (rubbery modulus), 735
固有円振動数 (natural circular frequency), 375
固有角振動数 (natural angular frequency), 375
固有関数 (eigenfunction), 423, 769
固有周期 (natural period), 375
固有振動数 (natural frequency), 375
固有振動モード (natural vibration mode), 404
固有値問題 (eigenvalue problem)
境界値問題の (— for boundary value problems), 285,

769
行列の (— of matrices), 299, 765
混合構造 (mixed structures), 786
混合条件 (mixed condition), 68, 148, 738
コンパクト断面 (compact section), 577, 821
コンプライアンス (compliance), 78
さ
載荷 (loading), 91, 506, 518, 525
最小仕事の原理 (principle of minimum strain energy), 251
最小 2 乗法 (least square method), 212, 221, 229, 247, 954
最大軸力 (maximum axial force), 27, 832
最大せん断力 (maximum shear force), 41, 179, 835
最大塑性仕事の原理 (principle of maximum plastic work),

523
最大曲げモーメント (maximum bending moment), 40, 179,

835
最大摩擦力 (maximum friction force), 381, 382
細長比 「さいちょうひ」とは呼ばないので, 「ほそながひ」
を見よ!
材料非線形性 (material nonlinearity), 278
サウスウェル法 (Southwell method), 294
座屈 (buckling), 276, 811
オイラー (Euler —), 283, 813
極値 (extremum —), 277
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ねじれ (torsional —), 348
非弾性 (inelastic —), 296
分岐 (bifurcation —), 276
曲げ (flexural —), 284
横倒れ (lateral-torsional —), 348, 817
座屈荷重 (buckling load), 268
座屈係数 (buckling coeﬃcient)
板の (— of plates), 366, 821
柱の (— of columns), 285, 816
座屈後 (post-buckling), 306
座屈点 (buckling point), 277
座屈モード (buckling mode), 283, 286, 813, 816
桜島 (Sakurajima, volcano), 682, 1008
サブパラメトリック要素 (subparametric element), 262
差分 (finite diﬀerence), 391, 419
サム小父さん (Uncle Sam), 63
作用反作用の原理 (principle of action and reaction), 17, 18,

20
3 軸圧縮試験 (triaxial compression test), 77, 515
算数 (arithmetic), 207
せん断力図 (shear diagram), 30
サンドイッチ (typical fillings of sandwich), 320
サン-ブナン・キルヒホッフ材料 (Saint Venant-Kirchhoﬀ material), 628, 631
サン-ブナンの原理 (Saint-Venant’s principle), 120, 189
サン-ブナンのねじり剛性 (Saint-Venant’s torsional stiﬀness),
312
サン-ブナンのねじり定数 (Saint-Venant’s torsional constant),
[‘ねじり定数’ も参照せよ], 312
サン-ブナンのねじりモーメント (Saint-Venant’s torsional
moment), 312
残留応力 (residual stress), 297, 798
残留強度 (residual strength), 577
残留変形 (residual deformation), 87
三連モーメントの定理 (three-moment theorem), 248
し
支圧接合 (bearing connection), 841
しあわせの隠れ場所 (The Blind Side), 1021
J2 流れ理論 (J2 flow theory), 528
シェル (shell), 351
軸差応力 (deviator stress), 77, 515
軸線 (beam axis), 140
軸力 (axial force), 20, 143
軸力図 (axial force diagram), 34
自明な解 (trivial solution), 283, 285, 299, 812
試験関数 (test function), 168, 223, 483
試行関数 (trial function), 223
自己随伴系 (self-adjoint system), 101
自己相関関数 (autocorrelation function), 398
自己展開型構造 (self-deployable structure), 278
支承 (shoe), 31, 793
地震計 (seismograph), 386
自然科学 (natural science), 11
自然境界条件 (natural boundary condition), 67, 147, 218
自然座標 (natural coordinate), 261
質量 (mass), 15
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質量行列 (mass matrix), 240, 402
集中 (lumped —), 409
整合 (consistent —), 240, 449
質量保存則 (law of conservation of mass), 587
支配方程式 (governing equation), 83
地盤反力 (subgrade reaction), 196
絞り (necking), 565, 663, 802
下降伏点 (lower yield point), 800
弱形式 (weak form), 213
斜張橋 (cable-stayed bridge), 12, 14, 138
三味線 (shamisen), 422
シャルピー衝撃試験 (Charpy impact test), 803
斜路 (ramp), 35
シャンレイ モデル (Shanley model), 297
縦横比 (aspect ratio), 367, 821
終局状態設計法 (ultimate state design method), 10, 809
ジューコフスキー変換 (Joukowski transformation), 113
充実断面棒 (prismatic bar), 336
自由振動 (free vibration), 374
収束 (convergence), 221
集中質量行列 (lumped mass matrix), 409
重調和関数 (biharmonic function), 119, 355, 365
周波数応答関数 (frequency response function), 394
自由落下 (free fall), 376
主応力 (principal stress), 70
縮約 (condensation), 520
主桁 (main girder), 5, 20
主ひずみ (principal strain), 58, 73
主偏差応力 (principal deviatoric stress), 512
主方向 (principal direction)
応力の (— of stress), 70
ひずみの (— of strain), 58, 73
シュミット則 (Schmid law), 646
順問題 (direct problem), 730
準惑星 (dwarf planet), 1022
上界定理 (upper bound theorem), 569
上下界定理 (upper-lower bound theorem), 569
常時微動 (microtremor), 399
状態図 (phase diagram), 798
冗長性 (redundancy), 47, 802
床版 (floor slab), 5
情報技術 (information technology), 188
除荷 (unloading), 91, 295, 506, 518, 526, 801
初期条件 (initial condition), 198
初期値境界値問題 (initial-value/boundary-value problem),

198
初期配置 (initial configuration), 584
初期不整 (initial imperfection), 274, 297
初等梁理論 (elementary beam theory), 140
真応力 (true stress), 608, 614, 802
震源モデル (seismic source model), 169
進行性破壊 (progressive failure), 579
進行波 (traveling wave), 487
靭性 (toughness), 502, 803
伸張座標法 (method of strained coordinates), 465
振動数応答関数 (frequency response function), 394
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振動モード (vibration mode), 404, 410, 423, 427, 434
浸透流 (seepage flow), 262
震度法 (seismic coeﬃcient method), 385, 824
振幅 (amplitude), 375
す
吸い込み (sink), 109
水素脆化 (hydrogen embrittlement), 805
垂直 / 短距離離着陸機 (V/STOL aircraft), 861
垂直補剛材 (vertical stiﬀener), 36, 40, 834
随伴系 (adjoint system), 101, 177, 730
随伴問題 (adjoint problem), 390, 444
水平補剛材 (horizontal stiﬀener), 40, 834
数学的亀裂 (mathematical crack), 724
数学的転位 (mathematical dislocation), 131, 543
数値的研究 (numerical study), 263
スーパーパラメトリック要素 (superparametric element), 262
スカート (skirt), 422
スカラップ (scallop), 837
図心 (centroid), 144
ステュルム・リウヴィル問題 (Sturm-Liouville problem), 218
ストレス（病理学上の） (stress), [‘応力’ も参照せよ], 66
ストレッチ (stretch), 588
ストレッチ テンソル (stretch tensor)
左 (left —), 589
右 (right —), 588
スネルの法則 (Snell’s law), 489
スパンドレル (spandrel), 8
スピン (spin), 110, 598, 599
スプレッドシート (spreadsheet), iv
スペクトル表示 (spectral representation), 71, 588
すべり線理論 (slip line theory), 559
スラブ止め (slab anchor), 838
寸法効果 (scale eﬀect), 558, 581
せ
製鋼 (steel manufacture), 796
整合質量行列 (consistent mass matrix), 240, 449
整合条件 (consistency condition), 92, 508, 518, 526
静止摩擦係数 (coeﬃcient of static friction), 87, 382, 505
静水圧 (hydrostatic pressure), 74, 83, 805
脆性 (brittleness), 502, 803
脆性破壊 (brittle fracture), 502, 803
静定基本系 (statically determinate equivalent system), 163
正定値 (positive-definiteness), 82, 300
静定な (statically determinate), 18
製鉄 (iron manufacture), 796
性能 (performance), 11, 808
正の面 (surface to the positive direction), 30, 66
静力学的許容場 (statically admissible field), 94, 560, 568
梁の (— of beams), 249, 573
跡 (trace), 60
積層板 (layered plate), 117
積分方程式 (integral equation), 132, 730, 731, 782
接触問題 (contact problems), 690
接線係数 (tangent modulus), 555

一般化されたプラントル・ロイスの (— of generalized

Prandtl-Reuss’s plasticity), 528
プラントル・ロイスの (— of Prandtl-Reuss’s plastic-

ity), 520
接線係数理論 (tangent modulus theory), 296
接線剛性 (tangent stiﬀness), 273, 704
接線コンプライアンス (tangent compliance)
一般化されたプラントル・ロイスの (— of generalized

Prandtl-Reuss’s plasticity), 527
プラントル・ロイスの (— of Prandtl-Reuss’s plastic-

ity), 520
節点 (nodal point), 20
節点 (node), 222
節点方程式 (joint equation), 248
摂動 (perturbation), 306, 688, 693
摂動法 (perturbation method), 306, 461
セルフコンシステント法 (self-consistent method), 758
零固有値 (zero eigenvalue), 300
零ベクトル (zero vector), 299
繊維補強コンクリート (fiber-reinforced concrete), 137, 786
繊維補強材 (fiber-reinforced material), 117, 788
繊維補強ポリマー (fiber-reinforced polymer)
ガラス (glass- — (GFRP)), 117
炭素 (carbon- — (CFRP)), 81, 117
繊維補強ポリマー橋梁 (FRP bridge), 764
漸近解析 (asymptotic analysis), 725
線形化された有限変位理論 (linearized finite displacement

theory), 273
線形弾性 (linear elasticity), 75
全塑性モーメント (plastic moment), 510, 571
せん断応力 (shear stress), 65
せん断遅れ (shear lag), 194, 837
せん断強度 (shear strength), 41, 513, 818
せん断降伏応力 (shearing yield stress), 89, 513, 806
せん断帯 (shear band), 555, 618, 648
せん断弾性係数 (shear modulus), 75
せん断中心 (shear center), 193, 335
せん断波 (shear wave), 107
せん断ひずみ (shearing strain), 56
せん断流 (shear flow), 192, 316
せん断力 (shear force), 29, 30
選点法 (collocation method), 212
全ひずみ理論 (deformation theory, total-strain theory), 90,

508, 520, 555
線膨張係数 (linear coeﬃcient of thermal expansion), 85, 124,

606, 739
全ポテンシャルエネルギ (total potential energy), 96, 245
全ポテンシャルエネルギの最小原理 (principle of minimum

total potential energy), 97, 246
全ポテンシャルエネルギの停留原理 (principle of stationary

total potential energy), 97, 245
全補ポテンシャルエネルギ (total complementary potential

energy), 98, 249
そ
走査型電子顕微鏡 (scanning electron microscope), 801
相当応力 (eﬀective stress, equivalent stress), 89, 513, 514, 806
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相当塑性ひずみ (equivalent plastic strain), 513, 514
相反性 (reciprocity), 104
相反定理 (reciprocal theorem)
1 自由度振動の (— of one degree-of-freedom vibration),

391
梁振動の (— of beam vibration), 445
ベッティの (Betti’s —), 101, 177
マクスウェルの (Maxwell’s —), 101, 177
増分型フックの法則 (incremental Hooke’s law), 519
増分つり合い式 (incremental equilibrium equation)
コーシー応力の (— of Cauchy stress), 624
ノミナル応力速度の (— of nominal stress rate), 624
ラグランジュ的 (Lagrangian —), 623
増分理論 (incremental theory), 90, 515
層方程式 (story equation), 248
ゾウリムシ (Paramecium), 316
層流 (laminar flow), 109
総和規約 (summation convention), 484, 718
疎外 (alienation), 10
測定不能 (unmeasurable), 716
速度 (velocity), 597
速度勾配 (velocity gradient), 598
速度ポテンシャル (velocity potential), 112
塑性 (plasticity), 87, 296, 501
塑性仕事増分 (rate of plastic work), 517
塑性体積ひずみ (plastic volumetric strain), 549
塑性断面係数 (plastic section modulus), 572
塑性的平面ひずみ (plastically plane strain), 551, 559, 566,

650
塑性ヒンジ (plastic hinge), 511, 571
塑性変形 (plastic deformation), 87, 501, 801
塑性崩壊 (plastic collapse), 567
塑性ポテンシャル (plastic potential), 90, 526
疎密波 (compressional wave), 107
そり (warping), 324
そり関数 (warping function), 330
そり 2 次モーメント (warping constant), 327
そり変位 (warping displacement), 326
損傷理論 (damage theory), 579
た
タイ (tie), 7
第 1 波 (primary wave), 107
第 1 ピオラ・キルヒホッフ応力 (first Piola-Kirchhoﬀ stress),

67, 612, 614
第 1 変分 (first variation), 96, 244
第 1 種条件 (condition of the first kind), 67, 147, 738
対傾構 (sway bracing), 793
耐候性鋼材 (weathering steel), 797
第 3 種条件 (condition of the third kind), 68, 148, 738
第 3 種の境界条件 (boundary condition of the third kind), 68,

148
大地震 正しくは「だいじしん」とは読まないので, 「おおじ
しん」を見よ!
体心立方晶 (body-centered cubic crystal), 798
対数減衰率 (logarithmic decrement), 380
対数ひずみ (logarithmic strain), 593

対数ひずみ速度 (logarithmic strain rate), 603
体積弾性係数 (bulk modulus), 75
体積波 (compressional wave), 107
体積ひずみ (volumetric strain), 60, 805
体積力 ((specific) body force), 66
タイドアーチ (tied arch), 8, 790
大統一理論 (Grand Unification Theory), 11
第 2 種条件 (condition of the second kind), 67, 147, 738
第 2 波 (secondary wave), 107
第 2 ピオラ・キルヒホッフ応力 (second Piola-Kirchhoﬀ

stress), 612, 615, 684
第 2 変分 (second variation), 246
大変位理論 (large displacement theory), 266
大変形理論 (large deformation theory), 266, 583
ダイレタンシー (dilatancy), 91, 516, 549, 564
ダイレタンシー角 (dilatancy angle), 553
楕円積分 (elliptic integral), 307
択一定理 (alternative theorem), 243, 782
ダグデル・バーレンブラットモデル (Dugdale-Barenblatt

model), 728
タグボート (tugboat), 868
多結晶金属モデル (polycrystalline metal model), 648
多重スケール法 (method of multiple scales), 476
多重連結 (multiply connected), 338
たたみ込み積分 (convolution [integral]), 398, 734
ダッフィング振動子 (Duﬃng oscillator), 473
縦桁 (stringer), 5, 20, 793
縦振動 (longitudinal vibration), 197
縦波 (longitudinal wave), 107, 485
ダブルデッキ構造 (double-deck structure), 785
玉葱の臭い (wild-onion smell, smelly onion), 926
ダランベールの解 (d’Alembert solution), 480
たわみ (deflection), 141
たわみ角 (slope), 141
たわみ角法 (slope-deflection method), 248
たわみ理論（吊橋） (deflection theory of suspension bridge),

846
単位荷重法 (unit load method), 170, 174, 200, 250
弾性体の (— of elastic media), 105
トラスの (— of truss structures), 200
単位衝撃応答 (unit impulse response), 388
単位衝撃外力 (unit impulsive force), 387
単位そり関数 (unit-warping function), 330, 335
単位テンソル (identity tensor, unit tensor), 586
弾・完全塑性体 (elastic perfectly-plastic body), 295, 507
単結晶モデル (single crystal model), 645
男子トイレ (men’s room), 876
単純梁 (simple beam), 32
弾性 (elasticity), 75
弾性荷重法 (elastic load method), 254
弾性係数 (elastic modulus), 76
弾性限界 (elastic limit), 800
弾性コンプライアンス (elastic compliance), 78
弾性テンソル (elastic tensor), 76
弾性ひずみ (elastic strain), 85, 87
弾性ポテンシャル (elastic potential), 79
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弾性床 (elastic foundation), 196
弾性理論（吊橋） (elastic theory of suspension bridge), 845
炭素繊維補強ポリマー (carbon-fiber-reinforced polymer), 81,

117
炭素当量 (carbon equivalent), 796
断面 1 次関数 (first sectional moment function), 188
断面 1 次モーメント (first sectional moment), 143
断面係数 (section modulus), 4, 9, 39, 144, 293, 819
断面形不変の仮定 (assumption of no cross-sectional deforma-

tion), 140
断面積 (cross-sectional area), 143
断面相乗モーメント (centrifugal moment), 342
断面 2 次モーメント (sectional moment of inertia), 4, 143
断面の主軸 (principal axis of cross sections), 342
単連結 (singly connected), 338

つ
ツィーグラーのモデル (Ziegler’s model), 546
追随力 (follower force), 287
ツィンマーマン効果 (Zimmermann eﬀect), 447
つり合い式 (equilibrium equation)
板の面内の (— of in-plane forces of plates), 354
板曲げの (— of bending of plates), 355
弦の (— of strings), 309
コーシー応力の (— of Cauchy stress), 610
ゴムの (— of rubber), 690
サン-ブナンのねじりの (— of Saint-Venant’s torsion),

313
軸力の (— of axial forces in beams), 145
第 2 ピオラ・キルヒホッフ応力の (— of second Piola-

Kirchhoﬀ stress stress), 613
弾性床上のティモシェンコ梁-柱の (— of Timoshenko

ち
遅延時間 (retardation time), 735
力の境界条件 (boundary condition of forces), 67, 147
置換 (permutation)
奇 (odd —), 69
偶 (even —), 69
置換テンソル (permutation tensor), 719
遅度 (slowness), 480
茶碗蒸し (Chawan-mushi, Japanese steamed egg custard with

assorted ingredients), 784
ちゃんぽん (vidro), 277
中央差分 (central diﬀerence), 391, 419
鋳鉄 (cast iron), 796
中立 (neutral), 275
中立載荷 (neutral loading), 518, 526
中立軸 (neutral axis), 144
中立面 (neutral plane), 144
超音波探傷検査 (ultrasonic testing), 731, 839
跳開橋 (bascule bridge), 785
超関数 (distribution), 167
超関数的等号 (distributional equality), 483
超幾何関数 (hypergeometic function), 290
調質鋼 (heat treated steel), 798
超収束 (super-convergence), 222
超弾性 (hyperelasticity), 628, 634, 642
重複波 (standing wave), 487
直応力 (normal stress), 65
直接剛性法 (direct stiﬀness method), 227
直交異方性 (orthotropy), 80
直交関数 (orthogonal function), 247, 361
直交性 (orthogonality)
弦の振動モードの (— of vibration mode of strings), 424
固有関数の (— of eigenfunction), 770
固有振動モードの (— of natural vibration mode), 411
固有ベクトルの (— of eigenvector), 766
梁の振動モードの (— of vibration mode of beams), 437
ベッセル関数の (— of Bessel functions), 780
膜の振動モードの (— of vibration mode of membranes),

429
直交モード (orthogonal mode), 411

beam-columns on elastic foundation), 304
弾性床上の梁の (— of beams on elastic foundation), 196
弾性床上の梁-柱の (— of beam-columns on elastic

foundation), 302
力の (— of forces), 67
ティモシェンコ梁の (— of Timoshenko beams), 677
ノミナル応力の (— of nominal stress), 611
梁-柱の (— of beam-columns), 280, 694
膜の (— of membranes), 368
曲げねじりの (— of flexural torsion), 328
曲げの (— of bending of beams), 145
モーメントの (— of moments), 67
吊構造 (suspension structure), 790
吊橋 (suspension bridge), i, 2, 310, 732
つるまきバネ (helical spring), 693
て
TMCP 鋼 (Thermo-Mechanical Control Process steel), 728,
799
低温変態溶接材料 (low-temperature transformation weld material), 838
定式化 (formulation)
オイラー的 (Eulerian —), 108, 590
更新ラグランジュ的 (updated Lagrangian —), 615, 621
ラグランジュ的 (Lagrangian —), 108, 586
定ひずみ三角形要素 (constant strain triangle element), 257
ティモシェンコ梁 (Timoshenko beam), 194, 675
ディラックのデルタ関数 (Dirac’s delta function), 100, 168,
387, 752
定理 (theorem)
ガウスの (Gauss’s —), 68, 477
カスティリアノの第 2 (Castigliano’s second —), 250
極分解の (polar decomposition —), 588, 703
ケルビン・テイトの (— of Kelvin and Tait), 597
交代 (alternative —), 243, 782
コーシーの (Cauchy’s —), 65
コーシーの積分 (Cauchy integral —), 443
三連モーメントの (three-moment —), 248
上下界 (upper-lower bound —), 569
相反 (reciprocal —), 177, 445
択一 (alternative —), 243, 782
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発散 (divergence —), 68, 477
ピタゴラスの (Pythagorean —), 59, 305
フロケの (Floquet —), 472
ヘルムホルツ分解 (Helmholtz decomposition —), 106
ヘンキーの (Hencky’s —), 561
ミューラ・ブレスローの (Müller-Breslau’s —), 180
モールの (Mohr’s —), 254
ディリクレ条件 (Dirichlet condition), 67, 147, 738
適合条件 (compatibility condition)
ひずみの (strain —), 62, 365
適合ひずみ (compatible strain), 62
デュアメル積分 (Duhamel’s integral), 389, 441
デルタ関数 (delta function), 100, 168, 387, 752
転位 (dislocation), 90, 514
数学的 (mathematical —), 131, 543
刃状 (edge —), 502, 800
らせん (screw —), 502, 753
転位線 (dislocation line), 502, 543, 800
電子顕微鏡 (electron microscope)
走査型 (scanning —), 801
透過型 (transmission —), 800
添接板 (splice plate), 40, 834
テンソル (tensor), 56
テンソル積 (tensor product), 72
天端 「てんたん」ではなく「てんば」 (level crown), 31
と
土圧 (earth pressure), 196
統一理論 (unification theory), [‘大統一理論’ も参照せよ], 11
等価介在物法 (equivalent inclusion method), 754
透過型電子顕微鏡 (transmission electron microscope), 800
等角写像 (conformal transformation), 113
等価節点外力 (equivalent nodal force)
柱の (— of columns), 223
梁の (— of beams), 224
等速円運動 (circular motion with constant speed), 377
等体積波 (equivoluminal wave), 485
等体積変形速度 (rate of equivolumetric deformation), 603
動的増幅率 (dynamic magnification factor), 384
動的不安定 (dynamic instability), 289, 410
撓度理論（吊橋） (deflection theory of suspension bridge),

846
豆腐 (tofu), 682
等方硬化 (isotropic hardening), 544, 807
等方性 (isotropy), 75
等方弾性 (isotropic elasticity), 75
等方テンソル (isotropic tensor), 78
動摩擦係数 (coeﬃcient of kinematic friction), 381
トゥルーズデル応力速度 (Truesdell stress rate), 622
ト音記号 (G clef, treble clef), 1011
特異行列 (singular matrix), 242
特異摂動法 (singular perturbation method), 463, 464
特性長さ (characteristic length), 558, 581, 728
ドットプロダクト (dot product), 247
飛び移り (snap-through), 277
トラス (truss), 6, 19, 198
トラス橋 (truss bridge), 7, 350, 478, 746

ドラッカーの公準 (Drucker’s postulate), 523
ドラッカー・プラーガーのモデル (Drucker-Prager’s model),

549, 552
トレスカの降伏条件 (Tresca’s yield condition), 89, 522
どんお (Erutarepmet), 739
な
内積 (inner product)
重みつき (weighted —), 247, 411, 424, 437
極座標の (— in polar coordinate system), 429
内挿関数 (interpolation function), 223
内部摩擦角 (angle of internal friction), 553, 563
内力 (internal force), 18, 63
中桁 (inside girder, interior girder), 830
ナガサキアゲハ (Papilio memnon), 860
流れ関数 (stream function), 112
流れ則 (flow rule), 90, 507, 515, 524, 526
流れ理論 (flow theory), 90, 515
なし (pear), 1026
名無しの権兵衛 (Doe, John), 876
ナヴィエ・ストークスの式 (Navier-Stokes equation), 108
ナヴィエの解法 (Navier’s solution), 361
軟化 (softening), 523, 529, 555
軟鋼 (mild steel), 796
に
2 次応力 (secondary stress), 789
2 次形式 (quadratic form), 245
2 重フーリエ級数 (double Fourier series), 361
入射波 (incident wave), 482
ニュートンの冷却法則 (Newton’s law of cooling), 738
ぬ
布目 (texture), 80, 640
ね
ねじり定数 (torsional constant)
円管の (— of circular tubes), 314
円柱の (— of circular columns), 312
薄肉円管の (— of thin-walled circular tubes), 314
薄肉開断面の (— of thin-walled open sections), 323
薄肉多室閉断面の (— of thin-walled closed multicell

sections), 319
薄肉長方形断面の (— of thin-walled rectangular sec-

tions), 323
薄肉閉断面の (— of thin-walled closed sections), 317
ねじり定数比 (torsional constants ratio), 332
ねじり率 (rate of change of twist), 312
ねじれ座屈 (torsional buckling), 348
熱影響部 (heat aﬀected zone, HAZ), 838
熱拡散率 (heat diﬀusivity), 738
熱伝導率 (heat conductivity), 737
熱容量 (heat capacity), 737
粘性 (viscosity), 93, 501, 733
粘性減衰係数 (viscous damping coeﬃcient), 378
粘弾性 (viscoelasticity), 198, 733
粘着力 (cohesion), 553, 563
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の
ノイマン条件 (Neumann condition), 67, 147, 738
のど厚 (throat), 190, 838
伸び (extension), 55, 142, 799
伸び§ (elongation), 587
伸び剛性 (extensional stiﬀness), 144
伸びひずみ (extensional strain), 55, 593
ノミナル応力 (nominal stress), 609, 614
ノミナル応力速度 (nominal stress rate), 623
ノルム (norm), 247, 806
ノンコンパクト断面 (noncompact section), 578
は
場 (field), 63
バーガース ベクトル (Burgers vector), 131, 543
ハーゲン・ポアゾィユ流れ (Hagen-Poiseuille flow), 109
パーソナルコンピュータ (personal computer), 37, 230
バーレンブラットモデル (Barenblatt model), 「ダグデル・
バーレンブラットモデル」を見よ
排水装置 (drain), 36, 794
配置 (configuration)
基準 (reference —), 585
現 (current —), 584
初期 (initial —), 584
π 平面 (π-plane), 522, 806
バウシンガー効果 (Bauschinger eﬀect), 504, 544, 807
破壊進行領域 (fracture process zone), 728
破壊靭性 (fracture toughness), 133, 726, 727, 803
破壊力学 (fracture mechanics), 724, 804
白色雑音 (white noise), 398
薄膜類似 (membrane analogy), 338
刃状転位 (edge dislocation), [‘転位’ も参照せよ], 502
柱 (column), 34, 139, 149
八面体応力 (octahedral stress), 89
罰金 (penalty), 98
発散定理 (divergence theorem, Gauss’s theorem), 68, 477
パッシブダンパー (passive damper), 408
発展則 (evolution rule), 90, 515
波動方程式 (wave equation), 107, 197, 309, 368, 420
幅厚比 (depth-thickness ratio), 367, 821
バフェティング (buﬀeting), 824
パプコヴィッチ・ノイバーのポテンシャル (Papkovich-

Neuber potentials), 133
ハミルトンの原理 (Hamilton’s principle), 245
はやぶさ (ED73 1005), 4
バラスト (ballast), 5
パラペット (parapet wall), 793
パラメトリック励振 (parametric oscillation), 472
梁 (beam), 30, 34, 139, 149
梁の曲げ振動 (bending vibration of beams), 198, 432
梁-柱 (beam-column), 279
梁-柱理論 (beam-column theory), 813
パワースペクトル密度関数 (power spectrum density func-

tion), 398
§
¶

汎関数 (functional), 96, 244
鈑桁 (plate girder), 5, 788
ハンケル関数 (Hankel functions), 728
反射波 (reflected wave), 482
板書体 (blackboard font), 57, 1011
反対称成分 (antisymmetric part), 599
バンド行列 (band matrix), 409
反変基底ベクトル (contravariant base vector), 718
反変成分 (contravariant component), 683, 717
反力 (reaction force), 17
反力モーメント (reaction moment), 29
ひ
非圧縮性 (incompressibility), 83, 108, 518, 599
ピーク強度 (peak strength), 578
ビーチマーク (beach mark), 503, 804
ビードロ¶ (vidro), 277
P 波 (P-wave), 107
ビオ応力 (Biot stress), 614, 615
ビオのひずみ (Biot’s strain), 593
ピオラ・キルヒホッフ応力 (Piola-Kirchhoﬀ stress)
第 1 (first —), 67, 612, 614
第 2 (second —), 612, 615, 684
非回転波 (irrotational wave), 485
非回転変形速度 (rate of irrotational deformation), 603
非回転流 (irrotational flow), 110
非関連流れ則 (nonassociated flow rule), 528, 549, 643
非共軸性 (noncoaxiality), 554
非局所理論 (non-local theory), 53, 558
非均質体 (inhomogeneity), 85
微小回転 (infinitesimal rotation), 58
微小変位理論 (infinitesimal displacement theory), 266
ひずみ (strain), 56
アルマンシの (Almansi —), 590
グリーンの (Green —), 586, 683
工学 (engineering —), 80, 513
対数 (logarithmic —), 593
伸び (extensional —), 593
ビオの (Biot’s —), 593
ひずみエネルギ (strain energy), 80, 96, 245
ひずみエネルギ関数 (strain energy function), 79
ひずみエネルギ密度関数 (strain energy density function), 628
ひずみ勾配 (strain gradient), 558
ひずみの三角形分布 (linear distribution of bending strain),

142
ひずみの主方向 (principal direction of strain), 58, 73
ひずみの適合条件 (strain compatibility condition), 62, 365
非線形弾性 (nonlinear elasticity), 295
ピタゴラスの定理 (Pythagorean theorem), 59, 305
左極限 (left limit), 1009
左コーシー・グリーン変形テンソル (left Cauchy-Green deformation tensor), 589
左ストレッチ テンソル (left stretch tensor), 589

‘elongation’ という単語も「伸び」と訳されるが，異なる定義である上にひずみの尺度ではないので注意すること。
‘vidro’ は元々ポルトガル語でガラスを指すが，「ビードロを吹く娘」と題した浮世絵の娘がこの玩具を吹いているのでこの名称がよく
ほうじょうや

用いられる。地方によってその呼び方は異なるが，福岡の筥崎宮の 放 生 会の際には「ちゃんぽん」という名称で売られている。もち
ろん長崎の代表的な麺とは無関係で，飛び移りで生じる音を擬した名称だ。
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非弾性 (inelasticity), 87, 501
非弾性座屈 (inelastic buckling), 296
非弾性ひずみ (inelastic strain), 85, 87
ビッカースの硬さ試験 (Vickers hardness test), 801
筆記体 (cursive letters), 741, 1011
ビッグバン (Big Bang), 716
引張強度 (tensile strength), 27, 298, 801, 811, 833
引張降伏応力 (tensile yield stress), 89, 513, 806
引張接合 (tensile-type bolted connection), 841
非適合ひずみ (incompatible strain), 512
非適合要素 (nonconforming element), 362
ビニルエステル樹脂 (vinyl-ester synthetic resin), 81
非破壊評価 (non-destructive evaluation), 731, 839
ひび割れ (crack), 189, 802
非保存力 (nonconservative force), 287
標構 (configuration), [‘配置’ も参照せよ], 584
表面外力 (surface force), 67
表面波 (surface wave), 492
表面力 (traction), 64
平田靱負 (Hirata Yukie), 784
比例限界 (proportional limit), 800
比例減衰 (proportional damping), 417
疲労 (fatigue), 804
疲労破壊 (fatigue fracture), 503, 804
ふ
ファン デル ポール振動子 (van der Pol oscillator), 466
フィーレンデール橋 (Vierendeel bridge), 10
フーリエ級数 (Fourier series), 247
2 重 (double —), 361
複素 (complex —), 397
フーリエスペクトル (Fourier spectrum), 398
フーリエの法則 (Fourier’s law), 737
フーリエ変換 (Fourier transform), 397
フォークト定数 (Voigt constants), 76, 80
フォークト モデル (Voigt model), 579, 748
フォン カルマンの板理論 (von Kármán’s plate theory), 363,

820
フォン ミーゼスの降伏条件 (von Mises’ yield condition), 89,
513, 522, 807
複合構造 (hybrid structures), 786
複合材料 (composite material), 83
複素応力関数 (complex stress function), 728
複素速度ポテンシャル (complex velocity potential), 113
複素フーリエ級数 (complex Fourier series), 397
腹板 (web), 6
複葉機 (biplane), 866, 867
部材 (member), 17
ブシネスク問題 (Boussinesq problem), 128, 135
不静定構造 (statically indeterminate structure), 50
不静定次数 (degree of statical indeterminacy), 47
不静定反力 (statically indeterminate force), 163
フックの法則 (Hooke’s law), 75, 805
1 次元の (— in one dimension), 115
一般化された (generalized —), 79, 87
増分型 (incremental —), 519
平面応力の (— in plane stress), 115, 353
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平面ひずみの (— in plane strain), 114, 256
物質点 (material point), 54, 585
物質導関数 (material [time] derivative), 108, 600
物質微分 (material diﬀerentiation), 600
物体力 ((specific) body force), [‘体積力’ も参照せよ], 66
太さパラメータ (thickness parameter), 693
負の面 (surface to the negative direction), 30, 66
不変量 (invariant), 72
応力の (— of stress), 72
応力の第 1 (first — of stress), 74
ひずみの第 1 (first — of strain), 73
偏差応力の第 2 (second — of deviatoric stress), 77, 512
偏差応力の第 3 (third — of deviatoric stress), 512
偏差ひずみの第 2 (second — of deviatoric strain), 77
プラーガーのモデル (Prager’s model), 545
フラッター (flutter), 824
フラマンの解 (Flamant solution), 128
ブランコ (swing), 472
フランジ (flange), 6
プラントル・ロイスの式 (Prandtl-Reuss’s equation), 90, 516,

521, 525
浮力 (buoyancy), 112
ふるい特性 (sifting property), 168
ブレーストリブ (braced-rib), 8
プレートガーダ (plate girder), 5, 788
フレドホルムの定理 (Fredholm alternative), 782
プログラム (program), 233, 237, 259
フロケの定理 (Floquet theorem), 472
分岐荷重 (bifurcation load), 268
分岐現象 (bifurcation phenomenon), 275
分岐座屈 (bifurcation buckling), 276
分岐条件 (bifurcation condition), 270
分岐点 (bifurcation point), 268, 276
分散的 (dispersive), 496
へ
平均応力 (average stress), 74, 805
平衡方程式 (equilibrium equation), [‘つり合い式’ も参照せ
よ], 67
閉断面 (closed section), 315, 788
平方根 (square root), 1011
平面応力 (plane stress), 115
平面ひずみ (plane strain), 114
塑性的 (plastically —), 551, 559, 566, 650
ページ（ウェブ） (Web Page), iv
ヘ音記号 (F clef, bass clef), 1011
べき乗則 (power law), 555
ベッセル関数 (Bessel functions), 289, 428
ベッティの相反定理 (Betti’s reciprocal theorem), 101, 177
ペナルティ法 (penalty method), 690
ヘビサイド関数 (Heaviside function), 388, 483
ヘリコプター (helicopter), 861, 868, 894
ヘルツの解 (Hertz solution), 128
ベルヌーイ・オイラーの仮定 (Bernoulli-Euler assumption),

140
ベルヌーイの式 (Bernoulli equation), 111
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ヘルムホルツ分解定理 (Helmholtz decomposition theorem),

106
変位 (displacement), 54, 585
変位関数 (displacement function), 223
変位勾配 (displacement gradient), 58, 587
変位の境界条件 (boundary condition of displacements), 67,
147
変位法 (displacement method), 236
偏角の原理 (principle of the argument), 494
ヘンキーの定理 (Hencky’s theorem), 561
変形 (deformation), 54
変形勾配 (deformation gradient), 585
変形速度 (deformation rate, rate of deformation), 598
変形テンソル (deformation tensor)
左コーシー・グリーン (left Cauchy-Green —), 589
右コーシー・グリーン (right Cauchy-Green —), 586
偏差応力 (deviatoric stress), 74, 805
偏差応力の第 2 不変量 (second invariant of deviatoric stress),
77, 512
偏差応力の第 3 不変量 (third invariant of deviatoric stress),
512
偏差ひずみ (deviatoric strain), 60, 805
偏差ひずみの第 2 不変量 (second invariant of deviatoric
strain), 77
変態 (transformation), 797
辺長比 (aspect ratio), 367, 821
変調振り子 (modulated pendulum), 468
変分原理 (variational principle), 244
変分問題 (variational problem), 244
ほ
ポアゾィユ流れ (Poiseuille flow), 「ハーゲン・ポアゾィユ流
れ」を見よ
ポアソン比 (Poisson’s ratio), 75
一般化された (generalized —), 81
ポアンカレの周波数シフト (Poincaré frequency shift), 465
棒 (bar), 139, 149
崩壊 (collapse), 567
法線則 (normality rule), 524
棒の縦振動 (longitudinal vibration in bars), 197
包絡線 (envelope), 807
ホームレス (homeless person), iv
補仮想仕事の原理 (principle of complementary virtual work),

95, 98, 249
補剛材 (stiﬀener)
垂直 (vertical —), 36, 40, 834
水平 (horizontal —), 40, 834
舗装 (pavement), 5
細長比 (slenderness ratio), 252, 283, 813
ティモシェンコ梁の (— of Timoshenko beams), 677
曲げねじりの (— for flexural torsion), 332
細長比パラメータ (slenderness parameter), 295, 814
横倒れ座屈の (— for lateral buckling), 349, 817
保存則 (law of conservation)
運動量 (— of momentum), 387
♢

エネルギ (— of energy), 376
質量 (— of mass), 587
保存的 (conservative), 79
保存力 (conservative force), 287
ポテンシャルエネルギ (potential energy), 「全ポテンシャル
エネルギ」を見よ
歩道橋 (pedestrian bridge), 372
骨組 (frame), 34, 149, 198, 790
補ひずみエネルギ (complementary strain energy), 249, 251
補ポテンシャルエネルギ (complementary potential energy),
「全補ポテンシャルエネルギ」を見よ
保有水平耐力 (ultimate lateral strength), 566
ホワイトノイズ (white noise), 「白色雑音」を見よ
ホワイトボード (whiteboard), 990
本質的境界条件 (essential boundary condition), 67, 147, 218
ボン ミーゼス? おいおい! ある発表会で実際に社会人が使っ
たので驚いた! 日本の大学教育はどうなってしま
うのか?, 「フォン ミーゼスの降伏条件」を見よ!
ま
マーフィーの法則 (Murphy’s law), 12, 210
マイクロメカニックス♢ (Micromechanics), 1020
曲がり梁 (curved beam), 139
膜 (membrane), 368
マクスウェルの相反定理 (Maxwell’s reciprocal theorem),

101, 177
マクスウェル モデル (Maxwell model), 736
枕木 (sleeper, crosstie), 5
曲げ圧縮強度 (flexural compressive strength), 41, 179, 349,

817, 835
曲げ剛性 (flexural rigidity)
板の (— of plates), 354
梁の (— of beams), 9, 144
曲げ振動 (bending vibration), 198, 432
曲げねじり剛性 (flexural-torsional stiﬀness), 327
曲げねじりモーメント (flexural-torsional moment), 327
曲げ引張強度 (flexural tensile strength), 41, 180, 349, 817,

835
曲げモーメント (bending moment), 4, 29, 30, 143
曲げモーメント図 (moment diagram), 30
摩擦接合 (friction grip connection), 841
マシュー方程式 (Mathieu equation), 468
マトリックス構造解析 (matrix analysis of structures), 229,

681
み
ミーゼスの降伏条件 (Mises’ yield condition), 「フォン ミー
ゼスの降伏条件」を見よ
ミウラ折り (Miura-ori, Miura folding), 859
右 (right), 323
右極限 (right limit), 1009
右コーシー・グリーン変形テンソル (right Cauchy-Green de-

formation tensor), 586
右ストレッチ テンソル (right stretch tensor), 588
溝形鋼 (channel), 796
溝形断面 (channel section), 194, 333

表記ではオリジナルの文献 [70] を尊重したが，通常「ッ」は付けない。
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密度 (mass density), 587
皆 (every man), 322
耳桁 (outside girder, exterior girder), 830
ミューラ・ブレスローの定理 (Müller-Breslau’s theorem),

180
ミラー指数 (Miller index), 514
ミンドリン・ライスナー板 (Mindlin-Reissner plate), 352
む
無意味な解 (trivial solution), 283, 285, 299, 812
ムーニー・リブリン モデル (Mooney-Rivlin model), 632
矛盾 (contradiction), 144, 321, 353
むしろ (straw mat), 80, 640
め
冥王星 (Pluto), 1022
めじろ (Zosterops japonica), 998
面 (surface)
正の (— to the positive direction), 30, 66
負の (— to the negative direction), 30, 66
面外波 (antiplane wave), 486
免震支承 (base-isolator), 793
面心立方晶 (face-centered cubic crystal), 514, 798
面積座標 (area coordinate), 261
面内波 (in-plane wave), 486
も
毛利元就 (Mouri, Motonari), 5
モード (mode)
固有振動 (natural vibration —), 404
座屈 (buckling —), 283, 286, 813, 816
振動 (vibration —), 404, 410, 423, 427, 434
直交 (orthogonal —), 411
モード解析法 (modal analysis)
多自由度系の (— of multi-degree-of-freedom system),

413
梁の (— of beam), 436
モード変換 (mode conversion), 489
モーメント分配法 (moment distribution method), 248
モール・クーロンの破壊規準 (Mohr-Coulomb’s failure crite-

ドラッカー・プラーガーの (Drucker-Prager’s —), 549,

552
フォークト (Voigt —), 579, 748
プラーガーの (Prager’s —), 545
マクスウェル (Maxwell —), 736
ムーニー・リブリン (Mooney-Rivlin —), 632
ロイス (Reuss —), 580, 748
ものさし (measure, rule), 247
や
ヤウマン応力速度 (Jaumann stress rate), 620
ヤウマン速度 (Jaumann rate)
キルヒホッフ応力の (— of Kirchhoﬀ stress), 620
コーシー応力の (— of Cauchy stress), 620
焼入れ (quench hardening), 798
焼なまし (annealing), 798
焼きならし (normalizing), 798
焼戻し (tempering), 798
八木山第 1 公園 (Yagiyama first park), 472
ヤコビアン (Jacobian), 587
山形鋼 (angle), 796
ヤング率 (Young’s modulus), 75, 800
一般化された (generalized —), 81
ゆ
ユークリッド幾何学 (Euclidean geometry), 351
有限帯板法 (finite strip method), 220
有限回転 (finite rotation), 588
有限変位理論 (finite displacement theory), 266
線形化された (linearized —), 273
有限変形 (finite deformation), 583
有限要素 (finite element), 222
拡散の (— for diﬀusion), 262
浸透流の (— for seepage flow), 262
有限要素法 (finite element method, FEM), 222
アダプティブ (adaptive —), 261
拡張 (X- —), 261
有効座屈長 (eﬀective length of buckling), 286, 816
有効座屈長係数 (coeﬃcient of eﬀective length), 286, 816
有効幅 (eﬀective width), 194, 837
歪み (distortion), 57

rion), 552, 563
モールの応力円 (Mohr’s stress circle), 560
モールの定理 (Mohr’s theorem), 254
モールのひずみ円 (Mohr’s strain circle), 116
木橋 (timber bridge), 784
木琴 (xylophone), 198
モデル (model)
ガーソン (Gurson damage —), 580
ケルビン (Kelvin —), 734
ケルビン・フォークト (Kelvin-Voigt —), 378
現象論的 (phenomenological —), 558
シャンレイ (Shanley —), 297
震源 (seismic source —), 169
ダグデル・バーレンブラット (Dugdale-Barenblatt —),

728
ツィーグラーの (Ziegler’s —), 546

よ
余因子行列 (cofactor matrix), 50, 587, 751
陽解法 (explicit integration method), 392
溶接 (welding), 190, 297
要素剛性方程式 (element stiﬀness equation)
弾性床上の梁の (— of beams on elastic foundation), 239
ティモシェンコ梁の (— of Timoshenko beams), 681
ねじりの (— of torsion), 339
柱の (— of columns), 223
梁の (— of beams), 224
梁の動的 (— of beams in motion), 240
梁-柱の (— of beam-columns), 298, 695
平面トラスの (— of planar trusses), 232
平面ひずみ問題の (— for plane strain problems), 258
平面骨組の (— of planar frames), 235
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有限変位ティモシェンコ梁の (— of Timoshenko beams

in finite displacements), 703
有限変位平面骨組の (— of planar frames in finite displacements), 703
立体骨組の (— of space frames), 343
ヨウマン応力速度［第 1 著者はこう発音してきたが?］ (Jaumann stress rate), [‘ヤウマン応力速度’ も参照せ
よ], 620
ヨーヨー風船 (yo-yo balloon), 386
横荷重 (lateral force), 30
横桁 (cross beam), 5, 20, 36, 793
横倒れ座屈 (lateral-torsional buckling, lateral buckling), 348,
817
横等方 (transversely isotropic), 81
横波 (transverse wave), 107, 485
横ねじれ座屈 (lateral-torsional buckling, lateral buckling),
348, 817
ら
ラーフル (rafel), 784
ラーメン (Rahmen), 34, 149, 198
ラーメン構造 (frame), 790
ラグランジュ関数 (Lagrange function), 245
ラグランジュ的定式化 (Lagrangian formulation), 108, 586
ラグランジュの未定乗数 (Lagrange multiplier), 98, 215, 307,

309, 689
ラグランジュ方程式 (Lagrange equation), 245
らせん転位 (screw dislocation), [‘転位’ も参照せよ], 502
落橋防止装置 (aseismatic connector, structure for falling pre-

vention of bridge), 36, 794
ラブ波 (Love wave), 495
ラメ定数 (Lamé constants), 75
ラメラテア (lamella tear), 839
欄干? 正しい土木技術者は用いないので, 「高欄」を見よ!
ランダウの記号 (Landau’s symbol), 292
ランプ (ramp), 35
り
リーマン幾何学 (Riemannian geometry), 351
力学的境界条件 (static boundary condition), 67, 147
理想的へき開強度 (ideal fracture (tensile) strength), 723
リッツ法 (Ritz method), 245
立方晶 (cubic crystal), 80
体心 (body-centered —), 798
面心 (face-centered —), 514, 798
リブ (rib), 8
リミットサイクル (limit cycle), 466
留数 (residue), 443
流跡線 (trajectory), 590
流線 (streamline), 111, 112
リューダース帯 (Lüders band), 618, 648, 669
履歴依存性 (history-dependency), 519, 535
理論 (theory)
ガーソン (Gurson’s —), 580
換算係数 (reduced modulus —), 296
J2 流れ (J2 flow —), 528
初等梁 (elementary beam —), 140

すべり線 (slip line —), 559
接線係数 (tangent modulus —), 296
線形化された有限変位 (linearized finite displacement —

), 273
全ひずみ (deformation —, total-strain —), 90, 508, 520,

555
増分 (incremental —), 90, 515
損傷 (damage —), 579
大統一 (Grand Unification —), 11
大変位 (large displacement —), 266
流れ (flow —), 90, 515
梁-柱 (beam-column —), 813
非局所 (non-local —), 53, 558
微小変位 (infinitesimal displacement —), 266
フォン カルマンの板 (von Kármán’s plate —), 363, 820
有限変位 (finite displacement —), 266
大変形 (large deformation —), 266, 583
臨界減衰 (critical damping), 379
る
累積塑性ひずみ (accumulated plastic strain), 513
ルジャンドル多項式 (Legendre polynomials), 431
れ
零式艦上戦闘機 (Zero Fighter), 10
0.2% オフセット耐力 (0.2% oﬀset yield strength), 801
レイノルズ数 (Reynolds number), 109
レイリー減衰 (Rayleigh damping), 417
レイリー波 (Rayleigh wave), 492
レイリー・リッツ法 (Rayleigh-Ritz method), 245
レール (rail), 5
煉瓦 (brick), 788
連鎖律 (chain rule), 600
連続体 (continuum), 53
連続の式 (equation of continuity), 108, 599
連続梁 (continuous beam), 49, 160, 165
錬鉄 (wrought iron), 796
ろ
ロイス モデル (Reuss model), 580, 748
ロード角 (Lode angle), 523
ロゼットゲージ (rosette gauge, strain-gauge rosette), 115
六方晶 (hexagonal crystal), 80
ロハ (free of charge), iv
ロピタルの定理 (l’Hôpital’s rule), 1004
ロビン条件 (Robin condition), 68, 148, 738
わ
矮惑星 (dwarf planet), 1022
湧き出し (source), 109
藁 (straw), 788
ゐ
ゐや (courtesy), 990
ゑ
ゑ (picture), 968
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を
遠方 (far field), 197
ん
んだもしたん! (%й&$ ф# !), 265
橋梁の写真
Esplanade Riel Bridge (エスプラナード・リエル橋), 372
Machinac Bridge (マキノー橋, マキナック橋), 500, 732
Michigan Avenue Bridge (ミシガン通り橋), 785
Wabash Avenue Bridge (ウォバッシュ通り橋), 52, 372
赤石橋 (Akaishi Bashi), 789, 863
明石海峡大橋 (Akashi Kaikyo·u Oh·hashi), 790
東橋 (Azuma Bashi), 350
岩黒島橋 (Iwagurojima Bashi), 14, 792
牛越橋 (Ushigoe Bashi), 3, 5, 31, 36, 794, 864
大橋 (Oh Hashi), 8
大鳴門橋 (Oh Naruto Kyo·u), 2
小川橋 (Ogawa Bashi), 787
御霊屋橋 (Otamaya Bashi), 8
かずら橋 (Kazura Bashi), 13, 787
北備讃瀬戸大橋 (Kita Bisan Seto Oh·hashi), i
錦帯橋 (Kintai Kyo·u), 784
来島海峡大橋 (Kurushima Kaikyo·u Oh·hashi), 310, 791
気仙沼大島大橋 (Kesen·numa Ohshima Oh·hashi), 674
高麗橋 (Kourai Bashi), 674
児島-坂出ルート (Kojima-Sakaide Route), 500
酒田みらい橋 (Sakata Mirai Kyo·u), 137
山王川橋梁 (San·noh·gawa Kyo·u·ryo·u), 582
下津井瀬戸大橋 (Shimotsui Seto Oh·hashi), 792
松齢橋 (Shourei Bashi), 478, 746
多々羅大橋 (Tatara Oh·hashi), 12
伊達橋 (Date Bashi), 7, 789
天保山大橋 (Tenpouzan Oh·hashi), 138
十綱橋 (Totsuna Bashi), 8
仲の瀬橋 (Nakanose Bashi), 788
西田橋 (Nishida Bashi), 682, 787
伯方大島大橋 (Hakata Ohshima Oh·hashi), 792
櫃石島橋 (Hitsuishijima Bashi), 14, 792
ひより台大橋 (Hiyoridai Oh·hashi), 797
広島空港大橋 (Hiroshima Airport Oh·hashi), 789
琵琶湖疎水アーチ橋 (Biwako Sosui Arch), 498
南備讃瀬戸大橋 (Minami Bisan Seto Oh·hashi), i, 9, 791
最上橋 (Mogami Bashi), 716
ものつくり大 FRP 橋 (Monotsukuri Univ. FRP bridge), 764
ラーメン（頬杖）橋 (Rahmen bridge), 790
情報処理関連
assembler (アセンブラ), 903
assembly language (アセンブリ言語), 902
binary notation (2 進法), 901
bisection method (2 分法), 957
cancellation error (桁落ち), 914
Central Processing Unit (中央処理装置), 902
compiler (コンパイラ), 903
CPU, Central Processing Unit (中央処理装置), 902
debug (デバッグ), 897, 905, 946

directory (ディレクトリ), 873
entropy (情報量), 910
extension (拡張子), 872
file (ファイル), 871
folder (フォルダ), 873
hardware (ハードウェア), 873
hexadecimal notation (16 進法), 901
high-level programming language (高級言語, 高レベルプログ
ラム言語), 902
home position (ホームポジション), 928
interpreter (インタープリタ), 903
kernel (カーネル), 871
kerning (カーニング), 884
keyboard (キーボード), 928
ligature (合字), 884
logic circuit (論理回路), 901
machine language (機械語), 902
mnemonic (ニーモニック), 902
Newton-Raphson method (ニュートン・ラプソン法), 958,
959
Operating System (オーエス), 871
pipe (パイプ), 878
prompt (プロンプト), 874
redirection (リダイレクション), 877, 879, 921
register (レジスタ), 902
shareware (シェァウェア), 925
significant digits, significant figures (有効数字), 914
software (ハードウェア), 871
source (ソース), 871
URL, Uniform Resource Locator (ユーアールエル), 898
アセンブラ (assembler), 903
アセンブリ言語 (assembly language), 902
インタープリタ (interpreter), 903
オーエス (Operating System), 871
カーニング (kerning), 884
カーネル (kernel), 871
拡張子 (extension), 872
キーボード (keyboard), 928
機械語 (machine language), 902
桁落ち (cancellation error), 914
高級言語 (high-level programming language), 902
合字 (ligature), 884
高レベルプログラム言語 (high-level programming language),
902
コンパイラ (compiler), 903
シーピーユー (CPU, Central Processing Unit), 902
シェァウェア (shareware), 925
16 進法 (hexadecimal notation), 901
情報量 (entropy), 910
ソース (source), 871
ソフトウェア (software), 871
中央処理装置 (CPU, Central Processing Unit), 902
ディレクトリ (directory), 873
デバッグ (debug), 897, 905, 946
ニーモニック (mnemonic), 902
2 進法 (binary notation), 901
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2 分法 (bisection method), 957
ニュートン・ラプソン法 (Newton-Raphson method), 958,
959
ハードウェア (hardware), 873
パイプ (pipe), 878
ファイル (file), 871
フォルダ (folder), 873
プロンプト (prompt), 874

Fancy English
Beats me! (私を殴れ!), 14
Biscuit (クッキー，ん!?), 369
Bullshit (牛の糞), 732
Caesar (7 月), 310
Caucasian (カフカス人), 783
Chances are (勝ち目は?), 764
Chicken (かしわ), 732
Close but no cigar! (閉めたら葉巻はや
るな!), 390
Closed (接続された), 722
Cohesive tape (粘着テープ), 867
Couple of (カップルの), 868
Dark or white? (黒か白か?), 1011
Dry town (埃っぽい街), 137
Edward (日本人名は発音し難い?), 582
Excuse me? (すみませんか?), 264

ホームポジション (home position), 928
虫取り (debug), 897, 905, 946
ユーアールエル (URL, Uniform Resource Locator), 898
有効数字 (significant digits, significant figures), 914
リダイレクション (redirection), 877, 879, 921
レジスタ (register), 902
論理回路 (logic circuit), 901

Four-letter word (ん!?), 370
French fries (仏製フライパン), 866
Gesundheit! (健康!?), 682
Goof oﬀ (へまをする), 477
Grand (傲慢な), 868
Guess what! (何かを推測せよ!), 764
Headquarters (本社), 722
I mean (私は意地悪だ), 996
Lazybones (ゆるい骨), 477
Maine (メーン州?), 746
Niner? (9 以上?), 52
No oﬀense (専守防衛), 743
On the house (屋根に上げろ!), 137
Pancake (ホットケーキ), 369
PhD, MS & BS (学位), 732
Pissed oﬀ (小便をもらす), 477
Push or pull? (ドアは押す・引く?), 310

Say when! (一体いつになるんだ!), 926
See no evil (猿を見るな!), 14
See you tomorrow! (明日間に合わな
い!), 210
Sure! (自信を持て!), 264
Syllabus yearbook (卒業アルバム), 497
Take care! (面倒を見ろ!), 715
Take it easy! (気楽にしろ!), 715
Talented waitress (賢い給仕), 478
Tell you what (何を話そうか?), 764
Vanilla? (バナナ?), 51
Whatchamacallit (！◎б△＃д☆？ ), 137
What’s up? (何が上に?), 996
What time do you have? (どんな時を過
ごしてるんだ?), 370
You bet! (君が賭けろ!), 264
You know! (君は知るぞ!), 996

あとがき
一般的な教科書にあとがきは無いですが，さほど重要ではない備忘録程度の情報を少しだけ書いておきます。まず現在の
ところこの文書の大半を第 1 著者が書いてきておりますので，文責はほぼ 100% 岩熊にあると考えてください。
さてこの文書作成のきっかけは西野文雄先生の還暦で，異なる大学で教育を担当していた教員で一つの教科書案を分担
執筆しようとしたことでした。ただ岩熊が東北大学では担当していない講義に関する内容が書けなかったこと等が原因で実
現できませんでした。しかし，力学教育に関する委員会報告（東京大学の堀井先生設立のものに加えて，つくば大学の西岡
隆先生設立の委員会のものも含めて）からも感じられるように，大学毎に教える内容にかなりの差異があることから，誰を
ターゲットにした教科書にするかという点でまとめ難かったという印象も岩熊個人は持っております。したがって，執筆分
担者すら教科書として使えない本になるかもしれず，刊行後に売れない可能性がありました。呵呵。そういった状況が，大
学毎に別々の教科書を執筆・使用しておられていて標準教科書のようなものが存在しない理由だと想像できます。現にこの
文書も少なくない方々から難し過ぎる† というコメントをいただいています。また東北大学工学部の他学科の様子を眺めてみ
ても，変形できる物体の力学教育の重要性・新規性が下がっているようにも感じていて，既存の教科書で学部教育は十分カ
バーできるような状況にあるとも思われました。
このような経緯の 2 年後くらいから，岩熊が部分的な内容をつぎはぎしたものをインターネット上で公開しておりまし
た。3 年生のときに初めて有限要素法の講義を受けたときや，そのあとの米国における応用数学や弾性論・連続体力学・破
壊力学等の講義で，仮想仕事の原理という道具がいろんな箇所で重要だということを感じておりました。西野先生からいた
だいた卒業研究でも仮想仕事の原理が必要不可欠でした。そのあと京都大学の田村武先生の教科書 [152] のサブタイトルを
見て期待したのですが，残念ながら田村先生の教科書はやや物足りなく感じました。ボリュームから推測して，田村先生が
書きたかったことが十分には含められなかったのだろうと思います。さらに，1985 年頃存在した力学勉強の若手の会（東京
大学の堀井先生設立の MOM）で知り合った大学や機関・会社の応用力学や地盤工学等の研究者から，より正確な力学を教
えてもらったのも大いに刺激になりました。というわけでこの文書は，いろんな方々から教えてもらった内容のうち岩熊が
理解できたことをほぼそのまま流用して，まえがきにも書いたように仮想仕事の原理を背骨にした文書に仕上げようと奮闘
したものです。
したがってその内容は，現役の技術者にはほとんど役に立ちません。また就職試験や公務員試験・大学院入試を受けよう
とする 4 年生にもあまり役立ちません。どうにか役立ちそうなのは修士課程の学生で，既存の理屈がどのような考え方と道
具で作られているかを学ぶ（復習する）ことができるのではないかと期待しています。修士研究の初期の段階で少しだけ役
立つのではないか，研究の本質的かつ本格的な挑戦へのドアを押し開くのにちょっとだけ力を貸すことができるのではない
か，というのがこの文書の内容とレベルだと考えられます。現場で新しい問題に対処しようとしている若手技術者や初めて
触れる課題に挑もうとしている若手研究者の役にちょっとでも立てれば幸いです。
さてこの文書では標準的な LATEX では用意されていない表現を多数使っていますが，それもいろんな人達が準備してくれ
たパッケージを利用・流用させてもらって実現しています。なお写真は図表と同じようなフロートとして新しく追加定義し
ました。あまり多くの人が使ってはいないと思われるスタイルファイルについて簡単に説明しておきます。

alltt.sty: LATEX コマンドのいくつかを verbatim 環境に似た環境の中で使うことができます。例えば付録
M のコマンドラインの例示に改行マーク  (\CR) を使う等ができます。
bc128.sty: 奥付にあるようなバーコード

を生成できます。

boondox-cal.sty: \cal を小文字にも拡張定義し，Boondox のフォントを使って表示できます。なにしろ数
学記号はかなり限定されて不足気味ですので，この小文字が使えるのはとても便利です。
boondox-frak.sty: ドイツ語の花文字のような数学記号の Boondox のフォントを表示できます。索引見出
しに使ってみました。
boxedminipage.sty: minipage 環境を枠付きの箱に入れることができます。例えば付録 M の LATEX ソース
表示等に使ってあります。
ふ

c-ruby.sty: ルビを振ります。これは NTT-JLATEX 専用ですが，別途 pLATEX 用には nruby.sty があります。
eclclass.sty: 横向きのツリー構造を描くことができます。例えば表 5.6 等です。
†

この文書の基本的な参考書の一つの西野先生と長谷川先生による教科書案 [171, 172] にも同様のコメントをもらったことがあります。
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epic.sty, eepic.sty, eepicsup.sty: TEX とは直接は関係無い tpic と呼ばれる描画システムのコマンドを
用いて図を描くために必要です。幸い dvipdfmx 等は tpic をサポートしています。この文書のほとん
どの図で使っている図化 Ngraph 出力を変換する Gra2eepic 出力と描画 Qfig 出力とで必要です。
fancybox.sty: 文字列や画像を楕円形等の枠に入れます。例えば第 K.1.1 節で使ったアイコン表示等です。
hhline.sty: \hline を拡張することができます。2 重線の交差箇所のオプション付加等です。例えば表 1.1
等ですが，この文書のほとんどすべての表で用いています。
juline.sty: 通常の \underline による下線は 2 行にはわたりませんが，これで複数行になる下線を引くこ
とができます。ただし NTT-JLATEX 専用です。
mbboard.sty: ギリシャ文字も含めた板書体を使うことができます。
multicol.sty: 索引のように，改ページしないままページのどこでも自由に多段組みにすることができます。
ovudbrac.sty: 式の上下に横向きのブレースとコメントを書くことができます。例えば式 (3.228) 等です。
subcaption.sty: これ自体は使ってないですが，ほぼ同じ機能を単純なマクロで自作して，複数の図表写真
で構成されたフロートのキャプション番号に副記号 (a) (b) を付けられるようにしました。例えば図 2.14
等です。本マクロは土木学会の論文集用スタイルファイルから定義を盗むことができます。
ulem.sty: 下線を拡張して:::::::
下波線等を遣う使うことができます。
wrapfig.sty: 例えば写真 1.2 のように，段落始めの図表・写真に文章をまわりこませることができます。
xbmkanji.sty: X-Bitmap 形式で定義した図を外字として使うことができます。外字作成の Xbmgaiji 出力
の利用で必要になります。例えば「靭」の正字「 」や奥付の赤い著者印鑑を参照してください。
さらに 2 行以上の脚注とキャプションは記号・番号の幅のハンギングインデントが付いています。またフォントについて

Architect: 手書きのフリーフォントの一つです。建築系デザインなのかもしれません。[A, B, C, a, b, c] 。
BoondoxCalligraphic: 数学記号の \cal の改訂版です。小文字も定義されています。[A, B, C, a, b, c] 。
BoondoxFraktur: ドイツ語の花文字に似た数学記号です。[A, B, C, a, b, c] 。
Fleurons: 花模様のフリーフォントです。A B C a b c ⇐ ‘A B C a b c’ に対応しています。
LeftyCasual: 左手を主に使う人の手書きの特徴を持ったフリーフォントです。[A,

B, C, a, b, c] 。

Lumparsky: 元はわかりませんが，面白い特徴のある手書きのフリーフォントの一つです。A, B, C, a, b, c 。
mbb: 板書体のフォントです。boondox-ds.sty を用いた Boondox フォントとは異なりギリシャ文字も定義さ
れています。スタイルファイル mbboard.sty の利用も便利です。[A, B, C, a, b, c, ą, ć, č] 。ただ
し pdf ファイル埋め込みには http://emath.a.la9.jp/sonota.htm のフォントデータが必要です。
のようなものを使っています。そして数式環境を三つ追加しました。

manyeqns: eqnarray 環境と同様の複数行の式の式番号に副記号 a, b 等を付けます。\nonumber は使えます。
例えば式 (3.36) 等です。
shorteqns: 1 行に複数の式を並べた複数行の式の式番号に副記号 a, b 等を付けます。 1 行に 1 式しかなけれ
ば manyeqns 環境と同じ結果になりますが，こちらは \nonumber が使えません。例えば式 (3.16) 等で
す。これと次の twoeqns 環境は北海道大学の泉典洋先生の要望に触発されて定義したものです。
twoeqns: 複数の式を並べた 1 行の式の式番号に副記号 a, b 等を付けます。例えば式 (2.1) 等です。
この数式環境は土木学会の論文集用スタイルファイルにも含めてありますので，そこに添付されているスタイルファイルや
クラスファイルからマクロの定義を盗むことができます。使い方も土木学会論文集のパッケージに含めたマニュアルに書い
てあります。このようなスタイルファイルやフォント・ソフトウェアのほとんどはまえがきに書いた URL からダウンロード
できますが，その Web Page は 2017 年春以降は更新しておりませんので，見つからないものや最新版はインターネットで検
索してください。この文書の学問的目的以外でも何かの役に立てれば幸いです。

某年某月吉日
あとがきの文責: 岩熊 哲夫

構造と連続体の力学基礎
岩熊 哲夫

熊でもわかる変形できる物体の力学
I’ve Got a Bad Headache in Learning Mechanics of Structures and Continua!

IWAKUMA, Tetsuo
Stardate
[-38]0526
[-34]0756
[-34]4406
[-33]3691
[-33]3931
[-33]7806
[-31]3026
[-27]5633

[-36]2860
[-32]6320
[-32]9976
[-31]5455
[-31]7286
[-31]9111
[-28]1026

セクター 001 地球日本国福岡県久留米市に生れる
同国鹿児島で教育を受け，東京で Academy 卒業
同 Academy で修士取得
Deep Road 980 機関部配属; Lieut. Jr. Grade
地球米国 Illinois 州の Academy で PhD 取得

Lieutenant
Lieutenant Commander
引退し，Starbase 890 で隠遁
小山 茂
KOYAMA, Shigeru
セクター 001 地球日本国宮城県仙台市に生れる
同国宮城で教育を受け Academy 卒業
同 Academy で修士取得
Deep Road 980 機関部配属; Ensign
同 Academy で博士（工学）取得
Starbase 380 機関部配属; Ensign
Lieutenant

著者へのメイル連絡は

うちゅうれき

初 版
第 2 版
第 3 版
第 4 版
第 5 版
第 6 版
第 7 版
第 8 版
第 9 版
第 10 版
第 11 版
第 12 版
第 13 版
第 14 版
第 15 版
第 16 版
第 17 版
第 18 版
第 19 版
第 20 版
第 21 版
第 22 版
第 23 版
第 24 版
第 25 版
第 26 版
第 27 版

1998 年 1 月 13 日 (宇 宙 暦 [-30]0546.6)
1998 年 3 月 21 日
([-30]0882.1)
1998 年 8 月 23 日
([-30]1656.9)
1999 年 1 月 10 日
([-30]2356.1)
1999 年 11 月 28 日
([-30]3965.2)
2000 年 7 月 2 日
([-30]5050.5)
2001 年 2 月 4 日
([-30]6136.4)
2001 年 8 月 18 日
([-30]7110.1)
2002 年 6 月 29 日
([-30]8685.2)
2002 年 11 月 9 日
([-30]9351.1)
2004 年 1 月 11 日
([-29]1491.4)
2005 年 5 月 8 日
([-29]3906.4)
2006 年 2 月 12 日
([-29]5306.2)
2007 年 5 月 3 日
([-29]7531.7)
2008 年 3 月 21 日
([-29]9145.8)
2009 年 1 月 4 日
([-28]0591.7)
2010 年 1 月 11 日
([-28]2451.6)
2010 年 8 月 21 日
([-28]3561.3)
2011 年 1 月 8 日
([-28]4261.7)
2012 年 1 月 7 日
([-28]6080.0)
2013 年 1 月 2 日
([-28]7886.3)
2014 年 1 月 2 日
([-28]9710.6)
2015 年 1 月 2 日
([-27]1535.9)
2016 年 1 月 31 日
([-27]3506.2)
2017 年 3 月 21 日
([-27]5580.6)
2018 年 1 月 21 日
([-27]7110.6)
2019 年 8 月 29 日
([-26]0036.2)
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