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サッカーの攻防に潜む連成振動
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This study considered the movements of the defense lines and the ball during a football game as a three-cou-
pled oscillation. Each defense line of two opposing teams oscillated with in-phase synchronization, and the length 
between each defense line and the ball oscillated with anti-phase synchronization. We introduced a three-coupled 
oscillation model to understand these synchronizations. First, we considered the case in which three masses, m, and 
four spring constants, k, were equal in a three-coupled oscillation. We calculated the eigenvectors and eigenvalues 
based on the equation of motion, and we obtained three modes of oscillation as three angular frequencies in the 
equation. We obtained key parameters when we defined the initial state of the system, which allowed us to solve the 
equation of motion for three-coupled oscillation. Next, we considered cases in which three masses and four spring 
constants differed. To confirm the validity of the three-coupled oscillation model, we calculated the distribution of 
the relative phase between two outer masses, m1 and m3, as defense lines and the length between two outer masses 
and the middle mass, m2, as each defense line and the ball. The three-coupled oscillations showed similar distribu-
tions of the relative phase. However, the periodogram showed distinct periodicity. Thus, a more sophisticated model 
is needed to understand the behavior of the defense lines and the ball during football games.

1 　序

我々はこれまで、ホッケーの試合における連携ダイナ
ミクス（横山・山本、 2011）、サッカーのパスネットワー
クに潜むベキ則（Yamamoto & Yokoyama, 2011）や、ボー
ルやチーム間の境界線の動きに潜む自己アフィンフラ
クタル性（Kijima et al., 2014）などを明らかにしてきた。
ここでは、サッカーの試合における攻防を、２チームの
ディフェンスライン（以下、DFラインと略）とボールの
ふるまいから表現し、そのふるまいを連成振動として理
解できるか否かを問うものである。

Dietrich et al.（2010）は、剣道における二者間の攻防、
特に協応相（coordination phase）と呼ばれる二者が詰め
引きの攻防を繰り返している場面について、線形の質量
―バネモデルでモデル化を試みている。しかしながら、
実際の攻防との対応関係については十分な検討がなさ

れていない。そこで、本稿では、相対位相分布（distribu-

tion of relative phase）（Coey et al., 2011; Kijima et al., 2012; 

Okumura et al., 2012; Richardson et al., 2005; Schmidt & 

O’Brien, 1997）を用いて評価することを試みる。

2 　ゲームでのDFラインとボールのふるまい

2．1　対象
2008年のクラブワールドカップの準々決勝の１試合

のうち、後半45分間のデータを用いた。DFラインは、
GKを除く選手のうち、最後尾に位置する選手とゴー
ル方向の距離で４m以内にいる選手と定義した。図１
には、シュート場面での各チームの選手の位置及び DF

ラインを示してある。６番の選手がボールを保持し、
シュートを打つところである。
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2．2　チームのDFライン間と各チームのDFラインと
ボールとの距離の相対位相

２チームの DFラインの時系列を示したものが、図２
左上で、ボールの動きは図２左中である。またこれらを
一緒に描いたのが図２左下である。これらの図の縦軸は
ゴール方向の位置であり、０mと105mのところに二つ
のゴールがある。図２左上で、実線が図中の下に攻める
チームの DFラインで、一点鎖線が上に攻めるチームの
DFラインの時間変化である。
この２チームの DFライン間の位相差を求めたものが
図２右上で、各チームとボールとの距離の間の位相差を
求めたのが図２右中である。そして、それぞれの位相差
を20度ずつに区切った時の相対位相分布が図２右下で

ある。
この図から、２チームの DFラインはほぼ同相同期で
振動し、各チームの DFラインとボールとの距離の間の
位相はほぼ逆相同期で振動していることがわかる。この
ことは、お互いの DFラインは、ボールの動きに合わせ
て、２つのゴール方向のどちらか同じ方向へ同時に移動
していることを表している。また、各チームの DFライ
ンとボールとの距離は、片方のチームの DFラインの近
くにボールがあるときには、他方のチームの DFライン
からボールは遠くにあり、ちょうど、DFラインの間を
ボールが行き来している状態であると思われる（図２左
下）。
図３は、分析対象とした45分間のすべてのデータにつ
いて相対位相を求めたものである。これより、上記傾向
は堅固なものであると思われる。そこで、この２チーム
の DFラインとボールとのゴール方向のふるまいを、連
成振動として考える。

3　連成振動

連成振動（coupled oscillation）とは、バネで連結され
た２つの振り子や二重振り子のように、２つ以上の振動
系が互いに作用を及ぼし合いながら行う複雑な振動の
ことである（前野、 2013）。

図 1：シュート場面での選手の位置とDFライン

図 2：DFライン、ボールの時系列と2チームのDFライン間、各チームのDFラインとボールとの距離の位相差と、相対位相分布
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3．1　バネ、質量が同一の三体連成振動
ここでは、まず図４上のように、３つの質量が同一の
物体が、４本のバネ定数が同じバネでつながっている三
体連成振動のふるまいを考える。
このバネ全部が自然長になっているときの３つの質
点（物体）の位置を、それぞれ x1＝0、x2＝0、x3＝0とな
るように３つの物体の位置座標を設定する（図４上）。
この３つの質点が x1、x2、x3ずつ移動すると、４本の
バネは、それぞれ x1、x2－x1、x3－x2、－x3だけ伸びるこ
とになる（図４下）。

3．1．1　運動方程式
図４に示す連成振動をラグランジアン（Lagrangian）
で表したものが次式である。

L＝　m（x·1）2＋　m（x·2）2＋　m（x·3）2

－　k（x1）2－　k（x2－x1）2－　k（x3－x2）2－　k（x3）2 （1）

ここで Tは運動エネルギー、Uは位置エネルギーを表
す。これを整理すると

L ＝ 　m（x·1）2＋ 　m（x·2）2＋ 　m（x·3）2

  －　k（2x1
2－2x1x2＋2x2

2－2x2x3＋2x3
2）　（2）

これを行列で表現すると
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L＝　m（x·1 x·2 x·3） 　  －　k 　　　　　　  　   （3）

まず

 　　　　　　  　  ＝λ 　    （4）

となる固有値λ と固有ベクトル 　  を見つける。

ちなみに、これをニュートンの運動方程式で表すと

m　　＝－kx1＋k（x2－x1）＝－2kx1＋kx2

m　　＝－k（x2－x1）＋k（x3－x2）＝kx1－2kx2＋kx3
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図 3：2チームのDFライン間，各チームのDFラインとボールとの距離の相対位相分布

図 ４：  ３つの質点が４つのバネでつながれた連成振動（上）
と３つの質点がそれぞれ移動した時の状態（下）
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m　　＝－k（x3－x2）－kx3＝ kx2－2kx3  （5）

となり、行列で表すと、

　　＝－ 　MX  （6）

ここで、

X＝ 　  ，　M＝ 　　　　　　   （7）

となり、式（4）と同じように行列Mの固有値と固有ベ
クトルを求める問題になる。
式（4）の右辺を移項して

 　　　　　　　　   　  ＝0  （8）

という行列の固有値方程式を解くための条件式を考え
ると、以下のようになり、

det 　　　　　　　　  ＝　　　　　　　　 

  ＝（2－λ）（λ2－4λ＋2）  （9）

この行列式（determinant）が０にならなくてはいけな
い。これから、固有値は2、 2±　2 と決まる。
λ＝2、 ±　2 を、式（8）に代入して、

長さ１に規格化すると、 　　　 と、 　　　 という

固有ベクトルが得られる。
固有値の大きい順に並べると、

T＝ 　　　　　　　　   （10）

となる。
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 　  ＝ T  　  を新しい変数としてラグランジアン

で書き直すと

L＝ 　（X
·
1X

·
2X

·
3） 　  

  － 　（X1X2X3） 　　　　　　　　   　  　（11）

これは、（X1X2X3）の３つの調和振動子の和であるこ
と、すなわち、３つのモードを持つことを示している。

3．1．2　３つのモードと質点の運動

３つのモードそれぞれの角振動数はω＝ 　　　　

あることから、X1はω1＝ 　　　　 、X2はω2＝ 　　、

X3はω3＝ 　　　　となる。したがって、３つの質点の

運動はこの３つのモードの組み合わせられた動きとし
て以下のようになる。

x1＝　X1＋　　 X2＋ 　X3

x2＝　　 X1－　　 X3  （12）

x3＝　X1－　　 X2＋　X3

ここで、３つのモードを改めて書くと

X1＝ A1 sin  　　　　　 t＋α1  

X2＝ A2 sin  　　 t＋α2    （13）

X3＝ A3 sin  　　　　　 t＋α3  

となり、図５の上３つに相当する。X１が最も遅いモード
で、３つが同相同期、X2が左右対称で、中央の質点が動
かない。X3が最も早いモードで、２つが同相同期でもう
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一つが逆相同期である。

3 ．1 ．3 　パラメータの決定
ここで、A1、A2、A3、α1、 α2、α3は運動方程式だけでは
決まらず、初期状態を決めて決定しなければいけない。
上の３つの質点の運動を、一般的な振動で表すと、

x1＝　A1 cos（ω1 t＋α 1́）＋　　 A2 cos（ω2 t＋α 2́）

　　　＋ 　 A3 cos（ω3 t＋α 3́）

x2＝　　 A1 cos（ω1 t＋α 1́）
  （14）
　　　－　　 A3 cos（ω3 t＋α 3́）

x3＝ 　A1 cos（ω1t＋α 1́）－　　 A2 cos（ω2 t＋α 2́）

　　　＋ 　A3 cos（ω3 t＋α 3́）

こ こ で、α 1́、α 2́、 α 3́ を 消 去 す る た め に、 
A1 cos（ω1 t＋α 1́）＝ A cos（ω1 t）＋ B sin（ω1 t）とあらわせる
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ので、上を書き直すと

x1＝ 　（A cos（ω1t）＋B sin（ω1t））

　　　＋　　 （C cos（ω2 t）＋D sin（ω2 t））

　　　＋ 　（E cos（ω3 t）＋F sin（ω3 t））

x2＝ 　　 （A cos（ω1t）＋ B sin（ω1t））
  （15）
　　　－　　 （E cos（ω3 t）＋F sin（ω3 t））

x3 ＝ 　 （A cos（ω1t）＋B sin（ω1t））

　　　－　　 （C cos（ω2 t）＋D sin（ω2 t））

　　　＋ 　（E cos（ω3 t）＋F sin（ω3 t））

そして、初期状態 t＝0とすると、式（15）の中の cos

項は１に、sin項は０になる。
結果として、
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図 ５：  初期位置（x1＝2; x2＝0; x3＝1）、初速度（vx1＝ vx2＝ vx3＝0）、質点の質量（m1＝ m2＝ m3＝60）、バネ定数（k1＝ k2＝ k3＝ k4＝300）
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x1 ＝ 　A ＋　　 C＋ 　E

x2 ＝　　 A－　　 E

x3 ＝ 　 A－　　 C ＋ 　 E

を得る。
ここで、初期位置 x1（0）＝2、x2（0）＝0、x3（0）＝1とす
ると。

2＝ 　A＋　　 C＋ 　 E

0＝　　 A－　　 E （17）

1＝ 　 A－　　 C ＋ 　 E

の連立方程式を解けば、A＝1.5、C＝0.71、E＝1.5が
求まる。
また、式（15）を微分すると、x＝A cos（ω1 t）は、x·＝

－ω1A sin（ω1 t）、x＝A sin（ω1 t）は、x·＝ω1 A cos（ω1 t）よ
り、

x·1＝－　 ω1 A sin（ω1 t）＋ 　ω1 B cos（ω1 t）

  ＋　　 ω2 C sin（ω2 t）＋　　 ω2 D cos （ω2 t）

  － 　ω3E sin（ω3 t）＋ 　 ω3F cos（ω3 t）

x·2＝－　　 ω1A sin（ω1 t）＋　　 ω1B cos（ω1 t）

  － 　　  ω3E sin（ω3 t）＋ 　　 ω3F cos（ω3 t）
 

（18）

x·3＝ 　ω1A sin（ω1t）＋ 　 ω1B cos（ω1 t）

  ＋　　 ω2C  sin（ω2 t）－　　 ω2D cos（ω2 t）

  － 　ω3E sin（ω3 t）＋ 　ω3F cos（ω3 t）

ここで、初期状態 t＝0、初期速度 x·1＝x·2＝x·3＝0とする
と、cos項は１に、sin項は０になり、

　ω1B＋　　 ω2D＋ 　 ω3F＝0

　　　　 　ω1B－　　 ω3F＝0 （19）
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　ω1B－　　 ω2 D ＋ 　ω3F＝0

式（19）を解くと、B＝0、D＝0、F＝0が求まる。こ
れらを式（15）に代入することによって、各質点の動き
を求めることができる（図５最下段、Appendix 1参照）。

3．2　バネ、質量が異なる三体連成振動
ここでは、バネ、質点の質量が異なる場合の三体連成
振動のふるまいを考える（図６）。
運動方程式は以下のようになる。

m1　　＝－k1x1＋k2（x2－x1）

  　　＝－　　x1＋　　（x2－x1）

    ＝－　　　　 x1＋　　x2

m2　　＝－k2（x2－x1）＋k3（x3－x2）

  　　＝－　　（x2－x1）＋　　（x3－x2）  （20）

    ＝　　x1－　　　　 x2＋　　x3 

m3　　＝－k3（x3－x2）－k4x3

  　　＝－　　（x3－x2）－　　x3 

    ＝　　x2－　　　　 x3

これを行列で表すと

　　＝－MX  （21）
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図 6：３つの質量が異なり、ばね定数も異なる場合



― 7 ―

サッカーの攻防に潜む連成振動

ここで、

X＝ 　  、　M＝ 　　　　　　　　　　　  （22）

この行列Mの固有値と固有ベクトルを求めればよい。

3．2．1　バネ定数と質点の関係
式（22）は、式（４）と異なり、質点の質量 m1、m2、

m3、バネ定数 k1、k2、k3、k4に依存するため、具体的に
これらの関係を考えて、この三体連成振動がどういった
ふるまいをするかを考える必要がある。そこで、ここで
は質点の質量に関しては、m1＝m3＞ m2、m1＝m2＝m3、
m1＝m3＜m2の３つの場合を想定する。これは、ディフェ
ンス（DF）ラインがボールの質量よりも重い場合、DF

ラインとボールの質量が同じ場合、DFラインがボール
の質量よりも軽い場合に相当する。バネ定数に関して
は、k1＝ k4＞ k2＝ k3、k1＝ k2＝ k3＝ k4、k1＝k4＜k2＝k3の
３つの場合を想定する。これは、DFラインとゴールと
の関係が DFラインとボールの関係よりも強い場合、DF

ラインとゴールの関係と DFラインとボールのと関係が
等しい場合、DFラインとゴールとの関係が DFラインと
ボールとの関係よりも弱い場合に相当する。
ここでは、初期値を x1（0）＝2、x2（0）＝0、x3（0）＝1、 

x·1（0）＝x·2（0）＝x·3（0）＝0とした。また質点の質量は、60kg

か30kg、バネ定数は300N/mか150N/mとした。これらの
場合のモードと連成振動のふるまいを示したのが図７
から図９で、各条件と対応する図については表１に示し
た（Appendix 2参照）。
これらを見てみると、質点の質量の条件にかかわら
ず、バネ定数の条件が、k1＝k2＝k3＝k4、k1＝k4＜k2＝k3、
k1＝k4＞k2＝k3の順に周期が長くなっていた。また、バネ
定数の条件にかかわらず、質点の質量の条件が、m1＝
m2＝m3、m1＝m3＜m2の場合には X1のモードは３つが同
相同期で、X3が２つのは同相同期で、一つが逆相同期で
あったが、m1＝m3＞m2の場合だけ、この X1と X3のモー
ドのふるまいが入れ替わっていた。三体連成振動のふ
るまいとしては、バネ定数の条件にかかわらず、質点の
質量の条件がm1＝m3＜m2の場合（図７から図９の右側）
には、比較的単純な振動になることが観察された。

x1
x2
x3

－　　 0

－　　 －　　

0 －　　

k1＋ k2
m1

k2
m1

k2
m2

k2＋ k3
m2

k3
m2

k3
m3

k3＋ k4
m3

3．2．2　x1、x3を DFライン、x2をボールとした場合の
相対位相

そこで、各条件について両端の質点 x1、x3を DFライ
ン、中央の質点 x2をボールとした場合の相対位相を求め
たものが図10から図12である。それぞれの1行目が、DF

ライン間の位相差の時系列、２行目が各 DFラインと
ボールとの距離の位相差の時系列、３行目がこれらの位
相差を20度ずつに区切った時の相対位相分布である。
いずれの条件においても、DFラインの間の位相差は

同相同期の傾向が認められたが、完全に同相（φ ＜π/9）
の場合はそれほど多くは観察できず、π/9＜φ＜π/8での
同期が最も多かった。また、バネ定数の条件にかかわら
ず、質点の質量が m1＝m3＞m2の場合だけ各 DFライン
とボールとの距離の位相差が逆相同期の傾向にあった。

4　考察

第２節で述べたように、実際のサッカーの試合におけ
る DFラインとボールのふるまいを表す相対位相は図３
のとおりであった。つまり、２チームの DFラインはお
互いに同相同期で、各チームの DFラインとボールとの
距離に関しては逆相同期の傾向が見られた。そこで、こ
の２チームの DFラインとボールのふるまいを、三体連
成振動として記述することを試みた。
本稿では、まず３つの質点の質量と４つのバネ定数が
等しい場合の三体連成振動のふるまいを理解した上で、
質点の質量とバネ定数が異なる場合について検討した。
そして相対位相分布を検討した結果、平均相対位相は、
実際の試合の場合には DFライン間で、0.52 rad、DFラ
インとボールとの距離間で2.42  radであった。バネ定数
と質点質量の条件を変えた三体連成振動では、DFライ
ン間で、min＝0.51 rad、max＝1.02 rad、Mean＝0.76 rad、
Mdn＝0.74  rad、DFラインとボールとの距離間で、min

＝1.95 rad、max＝2.61 rad、Mean＝2.23 rad、Mdn＝2.31 
radであった。これらの計算結果の値自体を見ると、実
際のゲーム場面での動きと似ているようにも見える。
そこで、ボールの時系列の周期性を見るために、FFT

によってペリオドグラム（periodogram）を書いたものが
図13である。これを見ると、三体連成振動における中央
の質点のふるまいには明らかな周期性がみられる。つま
り、Kijima et al.（2014）に報告されたような自己アフィ
ンフラクタルは見られず、実際のゲーム場面でのボール

表 1：対応する図

k1＝k4＞k2＝k3 k1＝k2＝k3＝k4 k1＝k4＜k2＝k3
m1＝m3＞m2 図7左 図8左 図9左
m1＝m2＝m3 図7中 図8中 図9中
m1＝m3＜m2 図7右 図8右 図9右
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図 8：k1＝ k2＝ k3＝ k4＝300 N/m

図 7：k1＝ k4＝300 N/m、k2＝ k3＝150 N/m
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図 9：k1＝ k4＝150 N/m、k2＝ k3＝300 N/m

図10：k1＝ k4＝300 N/m、k2＝ k3＝150 N/m
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図11：k1＝ k2＝ k3＝ k4＝300 N/m

図12：k1＝ k4＝150 N/m、k2＝ k3＝300 N/m
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の動きにはなっていない。
今後の検討事項としては、二つの方向性がある。ま

ず一つは、粘性抵抗を考慮し、質量－バネ－ダンパ系
の三体連成振動を考える方向である。さらに、別の方向
としては、ボールの動き自体にフラクタル性を持たせて
（Shima et al., 2004）、DFラインがどのような振る舞いを
するかを見るという方向がある。

文　献

Coey, C., Varlet, M., Schmidt, R. C., & Richardson, M. J. (2011). 
Effects of movement stability and congruency on the 
emergence of spontaneous interpersonal coordination. Experi-
mental Brain Research, 211, 483-493.

Dietrich, G., Bredin, J., & Kerlirzin, Y. (2010). Interpersonal 
distance modeling during fighting activities. Motor Control, 
14, 509-527.

Kijima, A., Kadota, K., Yokoyama, K., Okumura, M., Suzuki, H., 
Schmidt, R. C., & Yamamoto, Y. (2012). Switching dynamics 
in an interpersonal competition brings about ‘Deadlock’ 
synchronization of players. PLoS ONE, 7, e47911.

Kijima, A., Yokoyama, K., Shima, H., & Yamamoto, Y. (2014). 
Emergence of the self-similarity in football dynamics. EPJ-B, 
87, 41.

前野昌弘（2013）．『よくわかる解析力学』．東京：東京図書．
Okumura, M., Kijima, A., Kadota, K., Yokoyama, K., Suzuki, H., & 

Yamamoto, Y. (2012). A critical interpersonal distance switches 
between two coordination modes in kendo matches. PLoS 
ONE, 7, e51877.

Richardson, M. J., Marsh, K. L., & Schmidt, R. C. (2005). Effects 
of visual and verbal interaction on unintentional interpersonal 
coordination. Journal of Experimental Psychology: Human 
Perception and Performance, 31, 62-79.

Schmidt, R. C. & O’Brien, B. (1997). Evaluating the dynamics of 
unintended interpersonal coordination. Ecological Psychology, 
9, 189-206.

Shima, H., Nomura, T., & Nakayama, T. (2004). Localization-
delocalization transition in one-dimensional electron systems 
with long-range correlated disorder. Physical Review B, 70, 
075116.

Yamamoto, Y. & Yokoyama, K. (2011). Common and unique 
network dynamics in football games. PLoSONE, 6, e29638.

横山慶子・山本裕二（2011）．ボールゲームにおけるチーム内
連携のダイナミクス．『認知科学』, 18, 284-298.
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Appendix1：質点およびバネ定数が等しい場合の三体連成振動
三体連成振動において、３つの質点の質量、４つのバネ定数が等しい場合の３つの振動モードと実際に起こる振動を求

めるプログラム。

■ cc3_equal.m

%   three coupled oscillation
%   cc3_equal.m
%   m1=m2=m3, k1=k2=k3=k4
%   161208
clear;
% position
  pos=2.5;
% Mass (kg)
  m=[60, 60, 60];
% Spring constant (N/m)
  k=[300, 300, 300, 300];
% 初期位置
  y0=[2;0;1];
% initial phase
  alpha=[0, 0, 0];    
% time series
  t=0:0.1:100;
% equation of motion 式 (4)
  M=[ 2, -1, 0; 

-1, 2, -1; 
0, -1, 2];

% eigen vector (V) and eigen value (D)
  [V,D]=eig(M);
% angular frequency 式 (11)
  omega=sqrt(diag(D));
% parameter calculation
% 式 (10)
  A=[ 1/2, sqrt(2)/2, 1/2; 

sqrt(2)/2, 0, -sqrt(2)/2; 
1/2, -sqrt(2)/2, 1/2];

% 連立方程式　式 (17);
  AA=A\y0;
% 表示
  figure(1);
  clf;

for i=1:3
    subplot(4,1,i);
    Y1=V(1,i)*AA(i)*sin(omega(i).*t+alpha(i))+pos;
    Y2=V(2,i)*AA(i)*sin(omega(i).*t+alpha(i));
    Y3=V(3,i)*AA(i)*sin(omega(i).*t+alpha(i))-pos;
    plot(Y1,'k');
    hold on;
    plot(Y2,'k:');
    plot(Y3,'k--');
    legend('x_1','x_2','x_3');
    title(['Mode X_',num2str(i)]);
end

subplot 414;
%   式 (14)
x1=A(1,1)*AA(1)*cos(omega(1).*t+alpha(1))+A(1,2)*AA(2)*cos(omega(2).*t+alpha(2))
　　+A(1,3)*AA(3)*cos(omega(3).*t+alpha(3));
x2=A(2,1)*AA(1)*cos(omega(1).*t+alpha(1))+A(2,3)*AA(3)*cos(omega(3).*t+alpha(3));
x3=A(3,1)*AA(1)*cos(omega(1).*t+alpha(1))+A(3,2)*AA(2)*cos(omega(2).*t+alpha(2))
　　+A(3,3)*AA(3)*cos(omega(3).*t+alpha(3));

plot(x1+pos,'b');



― 13 ―

サッカーの攻防に潜む連成振動

hold on;
plot(x2,'r');
plot(x3-pos,'g');
legend('x_1','x_2','x_3');
title('Coupled Oscillation');

Appendix2：質点およびバネ定数が異なる場合
三体連成振動において、3つの質点の質量、4つのバネ定数が異なる場合の3つの振動モードと実際に起こる振動を求め

るプログラム。
■ cc3_diff3.m

% three coupled oscillation
% cc3_diff3.m
% m1,m2,m3, k1,k2,k3,k4
% 161211
clear;
% position
 pos=2.5;
% Mass (kg)
 m=[60, 30, 60;
  60, 60, 60;
  30, 60, 30];
% Spring constant (N/m)
 k=[300, 150, 150, 300;
  300, 300, 300, 300;
  150, 300, 300, 150];
% 初期位置　式 (14);
 y0=[2;0;1];
% initial phase
 alpha=[0, 0, 0];
% time series
 t=0:0.1:30;

for k_cond=1:3    %    バネ定数の組み合わせ 3種類
    figure(k_cond);clf;
    for m_cond=1:3    %    質量の組み合わせ 3種類
%   equation of motion 式 (22)
M=[(k(k_cond,1)+k(k_cond,2))/m(m_cond,1), -k(k_cond,2)/m(m_cond,1), 0;
        -k(k_cond,2)/m(m_cond,2), (k(k_cond,2)+k(k_cond,3))/m(m_cond,2),...
          -k(k_cond,3)/m(m_cond,2);
        0, -k(k_cond,3)/m(m_cond,3), (k(k_cond,3)+k(k_cond,4))/m(m_cond,3)];
    cond_k=['k1=',num2str(k(k_cond,1)),', k2=',num2str(k(k_cond,2)),...
        ', k3=',num2str(k(k_cond,3)),', k4=',num2str(k(k_cond,4))];
    cond_m=['m1=',num2str(m(m_cond,1)),', m2=',num2str(m(m_cond,2)),...
        ', m3=',num2str(m(m_cond,3))];
%   eigen vector (V) and eigen value (D)
[V,D]=eig(M);
%   angular frequency 式 (11)
omega=sqrt(diag(D));
%   連立方程式を解く 式 (17)
AA=V\y0;
%   個々の振動　式 (14)
x1=V(1,1)*AA(1)*cos(omega(1).*t+alpha(1))...
 +V(1,2)*AA(2)*cos(omega(2).*t+alpha(2))...
 +V(1,3)*AA(3)*cos(omega(3).*t+alpha(3));
x2=V(2,1)*AA(1)*cos(omega(1).*t+alpha(1))+V(2,3)*AA(3)*cos(omega(3).*t+alpha(3));
x3=V(3,1)*AA(1)*cos(omega(1).*t+alpha(1))...
 +V(3,2)*AA(2)*cos(omega(2).*t+alpha(2))...
 +V(3,3)*AA(3)*cos(omega(3).*t+alpha(3));
% figure 
        for i=1:3
            subplot(4,3,(i-1)*3+m_cond);
            Y1=V(1,i)*AA(i)*sin(omega(i).*t+alpha(i))+pos;
            Y2=V(2,i)*AA(i)*sin(omega(i).*t+alpha(i));
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            Y3=V(3,i)*AA(i)*sin(omega(i).*t+alpha(i))-pos;
            plot(Y1,'k');
            hold on;
            plot(Y2,'k:');
            plot(Y3,'k-.');
            xlim([0 300]);
            if i==1
                title({cond_k;cond_m;['Mode X_',num2str(i)]});
            else
                title(['Mode X_',num2str(i)]);
            end
        end
        subplot(4,3,(4-1)*3+m_cond);
        plot(x1+pos,'k');
        hold on;
        plot(x2,'k:');
        plot(x3-pos,'k-.');
        xlim([0 300]);
        title('Coupled Oscillation');
    end
end


