
早稲田大学大学院基幹理工学研究科
修士課程入試問題の訂正内容

<2019年9月・2020年4月入学基幹理工学研究科・電子物理システム学専攻＞

［専門科目】

・問題冊子4ページ問題番号 2 ：電磁気学（その2）問4ー（7）問題文

（誤）

（正）

電磁波の電気的エネルギー密度（electric energy density）は

EEx/2 ，磁気的エネルギー密度（magneticenergy density）は

μHy/2 で与えられる。

電磁波の電気的エネルギー密度（electric energy density）は

正二il ，磁気的エネルギー・密度（magnetic energy density）は

凶主主Z で与えられる。

以上
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I 問題表紙 ｜ 

。問題用紙が一里一ページあることを試験開始直後に確認しなさい。

。解答用紙が.J？.一枚綴りが＿J＿一組あることを試験開始直後に確認しなさい。

( 1 ）使用する解答用紙6枚にはすべて霊盤重量， E金を必ず記入しなさい。

( 2 ）力学．電磁気学、回路理論の 3科目すべてについて，科目名が記載されている解答用紙に解

答しなさい。

( 3）各科目には問題番号1. 2があり，問題番号1. 2が記載された解答用紙に，それぞれ解答

を記入しなさい。所定以外の用紙へ解答を記入した場合は無効となるので，注意しなさい。
( 4）合計6枚の解答用紙をすべてを提出しなさい。

( 5) 竜卓3 コンビュータなどの使用は不可である。
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2019年9月・ 2020年4月入学試験問題

大学院基幹理工学研究科修士課程電子物理システム学専攻

科 目 名 ： 力学（その 1)

問題番号巴

間1 図 1に示すような xy平面上に原点Oを中心とする半径αの円環（circle ring）があり，その内側

(inner side）を質量（m錨 s)mの質点（pointmass）が運動（motion）する場合について，以下の問に答え

よ。ただし，摩擦（friction）および空気抵抗（air resistance）の影響は無視し，円環の厚さは無視できる

ものとする。重力（gravity）の向きは ＋x方向で，重力加速度（gravitationalacceleration）を gで表す。

質点の位置と原点を結んだ線分と z軸とのなす角を Oとする。

(1）質点が円環から離れることなく円環の内側に接して運動すると

き，ラグランジアン（Lagrangian)Lを一般化座標（generalized

coordinate) eを用いて表せ。

(2) eに共役な一般化運動量（generalizedmomentum）を示し，ハ

ミルトニアン（Ha凶 ltonian）を求めよ。

(3）質点の運動に対するハミ ルト ンの正準方程式 （Hamilton’s
canonical equation）を示せ。

問2 図2に示すようなz軸正方向に一定一様な磁束密度（stationary

and homogeneous magnetic flux density)B （大きさ （magnitude)

をBと表す）中を，時刻t=Oに（α，0,0）を速度の大きさがりoで，

yz平面に平行かつ勾平面と角度Fをなす方向に負電荷（negative

charge)-q(q > 0）， 質量mの粒子（particle）が通過する運動を考え

る。重力の影響は無視できるものとしたとき，この運動のラグラン

ジアンは直交座標系（rectangularcoordinate system）で

L = ~(x2 +y2 ＋ぷ）一例B 、、，a
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図2と与えられている として，以下の問に答えよ。

(1）直交座標の 3成分について，ラグランジ、ユ方程式を具体的に書き下せ。

(2）この粒子が再びxz面を通過するまでにかかる時間を求めよ。

(3) x,y,zに共役な一般化運動量Px,Py,Pzを求めよ。

(4) (3）の結果を用いて，ハミルトニアンHを求めよ。

(5）次の 3つのポアソンの括弧式（Poisson'sbracket equations）を計算せよ。解答はPx,Py,Pzを用い

て答えよ。

{y,H}, {px,H}, {YPx,H} 

ただい

同＝会［話芸一言宗］ (xi, X2, x3) = (x, Y, z), (P1,P2,p3) = (Px,Py,Pz) 
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大学院基幹理工学研究科修士課程電子物理システム学専攻

科目名： 力学（その 2)

問題番号日

間3 右図のように，幅 2α の無限に深い 1次元井戸型ポテンシヤノレ

( one-dimensional infinite square well potential）中の粒子（particle）に

対する定常Scおり<linger方程式（stationarySchrodinger equation）は

次式で与えられる。以下の聞に答えよ。

（云五十円x）｝。（x)= Eef>(x) 

I U I－α＜xく α｝
V(x) = { -＇.ノ

｜∞ （ぉ＜ -a orα くお）

一α

V 

。α X 

(1）一般解（generalsolution）はゆ（x)= Aeikx + Be-ikx (-a < xく α） (A,B：定数（constants)), 

ゆ（x)= 0 (x ＜ーα，x＞α）で与えられる。正の量（positivequantity) kをEを用いて表せ。

(2) X ＝土αにおけるゆ（x）の接続条件から，許される全てのエネルギー固有値（energy eigenvalues) E 

と規格化された固有関数（normalized eigenfunc七ion）ゆ（x）を求めよ。

問4 波動関数（wave function）ψ（x, t）が時間依存（time-dependent)Schrodinger方程式

inま山） =H山 ）

を満たし，初期時刻（initialtime) t = 0で以下のように定常Sehrる<linger方程式の2個の固有関数の一次

結合で与えられているとするc 固有関数u1(x),u2(x）は規格化されているとして，以下の聞に答えよ。

ψ（x, 0）士 C1u1(x)+ C2u2(x) (C1, C2：複素定数（complex constants)) 

H叫 （x)= Eiui(x) 

(1）ψ（x, 0）が規格化されているという条件から， Ciに対する条件式を導け。

(2）与えられた記号を用いてψ（x,t）を書き下せロ

(3）ψ（x, t）の状臨の系でエネノレギー（対応する演算子（operator）はH）を測定する（me田町e）とどのよ

うな結果が得られるか，記号α，Ei (i = 1, 2）を用いて述べよ。

( 4）ψ（x, t）の状態に対して， H2の期待値（expectation value）を記号q, Ei( i = 1, 2）を用いて表せ。

(5）新たな物理量を表す演算子Gを考える。 Gが叫（x）に作用した結果は以下の通りとする。

Gu1(x) = ui(x) -iu2(x), Gu2（ぉ）= -u2(x) + iu1 (x) 

波動関数がゆ（x,t）のとき， Gとa2の期待値を求めよ。この小間ではC1,C2は実数（real）として

最終結果を示せ。
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大学院基幹理工学研究科修士課程電子物理システム専攻

科目名： 電磁気学（その 1)

問題番号［ヨ

問1
図 1に示すような，点目にある電荷（charge)Q1と点r2にある電

荷 Q2がつくる電場（electricfield）を考える。但し， 2つの電荷の

距離（distance）は dであり， r1=(0, 0, +d/2), r2= (0, 0, -d/2）とする。

真空中の誘電率（permitti vi ty of vacuum）を EOとする。

( 1 ）位置r=(x, y, z）における電場を求めよ。但し， lrl≫ dで

あるとする。

( 2) Q1=q2=qとした場合の電位（electricpotential）を求めよ。

( 3) Q1=+q, Q2＝ーらのときの電場を求め，図示せよ。

問2

z 

q, 

y 

図1

半径rの球内（sphere）に一様分布（uniformlydistributed）する電荷（charge）がつくる電場（electric

field）を求めよ。球内の電荷総量（totalamount of charge）はQであるとする。
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大学院基幹理工学研究科修士課程電子物理システム学専攻

科目名： 電磁気学（その2)

一日
問3

右図のように， z軸を中心軸とした xy面内に電

流（current）！が流れる半径（radius)aの円形回路

(circular circuit）を考える。以下の問いに答え

よ。

(1）電流素片（currente 1 ement）ベクトノレ Idl に

よって作られる任意の位置の磁界（magnetic

field）却を与えるピオ・サパール

(Biot-Savart Law）の法則のベクトノレ表記

(vector presentation）の式をz 図を用いて示

せ。この際，電流素片から観測点の距離

(distance）ベクトノレを rとせよ。

(2）回路上の座標（coordinate) ( a, 0, 0 ）にて

図の矢印の方向に流れる電流素片 Idlによっ

て作られる磁界について， z軸上 z= dで交わる x軸に平行なピ軸上のピでの磁界の x成分

(component) Hx, y成分Hy, z成分止の式を示し，そしてそれらのピ軸上の分布（distribution)

の概念図を描け。

(3）電流素片 Idlが回路に沿って流れたとき，すなわち回路に電流 Iが流れているときの z軸上 z=d

のP点での磁界の大きさと向きを示せ。

(4) p点で y軸の向きに流れる電流素片 lydlを配置したとする。この電流素片の回路を流れる電流 I

Ju －－
 崎

L

• X’ 

z 

一一叫令 X

から受ける振る舞いについて式と図を用いて説明せよ。

問4

(1) 4つのマクスウエ／レ方程式（Maxwell'sequations）をベクトノレ（vector）表記で記述し，それぞ

れの式の呼称及び意味することを記述せよ。但し，誘電率（permittivity) E ，透磁率

(permeability) μ，導電率（conductivity）σ，電荷（electriccharge）ρとせよ。

(2) 4つのマクスウェノレ方程式を直角座標（Cartesiancoordinate）で表記せよ。

(3) z方向に伝搬する電磁波（electromagneticwave）の平面波（planewave）について， x偏波

(polarization) (E）に関する波動方程式（waveequation）を導出せよ。但し， (J:::: 0，ρ＝ 0 とせ

よ。

(4）以下 x偏波について，電磁波の角周波数（angularfrequency）を w'z方向の伝搬定数

(propagation constant）を日としてJ (3）で求めた波動方程式の解Exを示せ。

(5) ( 4）で導出した Exよりマクスウェノレ方程式を用いて平面波の磁界成分Hyを導出せよ。

(6) Hyに対する Exの比を示せ。そのパラメータは何と呼ばれるか示せ。

(7）電磁波の電気的エネルギー密度（electricenergy density）は EE/2，磁気的エネルギー密度

(magnetic energy density）はμH/2で与えられる。両エネノレギー密度が等しいことを示せ。
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大学院基幹理工学研究科修士課程電子物理システム学専攻

科 目 名 ： 回路理論（その 1)

問題番号日J
問1 図 1(a）は直流電圧源（DCvoltage source) Eと内部抵抗（internalresistance) rおよび負荷抵抗 (load

resistance) RLよりなる回路（circuit）で，負荷の端子電圧（portvoltage）を v，負荷を流れる電流

(current）を iとする。また，図 1(b）は直流電流源（DCcun-ent source) Jと内部コンダクタンス

(internal conductance) g，および，負荷抵抗Riよりなる回路である。図 1(a）と同様に，負荷の端子

電圧を v，負荷を流れる電流を iとする。さらに，図 1(c）は直流電圧源E1，直流電流源Ji，および，
複数の抵抗Rで構成される回路である。

( 1 ）図 1(a）の回路について， vとiの関係をEとrで表せ。

( 2）図 1(b）の回路について， vとiの関係をJとgで表せ。

( 3 ）図 1(a）の点線枠内（加sideof a dotted企ame）の内部抵抗を含む電圧源と，図1(b）の点線枠内の内

部コンダクタンスを含む電流源が，任意の負荷抵抗Riを接続しても等価であるとする。このとき， rと

gの聞に成り立つ関係式，および， E, J, rの聞に成り立つ関係式を示せ。ただし，（ 1）および（2) 
の結果を比較（comparison）するとよい。

( 4）図 1(c）の回路について，電流 i1をE1, Ji, Rで表せ。ただし，（3 ）の結果を利用するとよい。

( 5 ）図 1(c）の端子3・3＇からみた回路は，電圧源 Erと内部抵抗R；からなる回路（図 1(d）の端子4-4’か

らみた回路）と等価となる。このときのR；をRで表せ。また， ErをE1, 11, Rで表せ。ただし， （3)

の結果を利用するとよい。

ー→
－7i 

l’a 

I －ーーーーーーーーーーー＿.，

(a) 

」ム今

3 

R 

ゐ（わさ R 可 R
E1 

3’ 

(c) 

図1

ー↓
－

守

，Lr

g 

2': 
ーーーーーーーーーーーーーー－・

、‘，，
ノ

’h
U
 

〆，．‘、

::[4 
Er L-o4’ 



No.仁配／rn
2 0 1 9年 9月・ 2020年4月入学試験問題

大学院基幹理工学研究科修士課程電子物理システム学専攻

科目名： 回路理論（その2)

問題番号巴コ
問2図2(a）は，インダクタンス（inductance)L 1，抵抗（resistance)R1，および，キャパシタンス（capacitance)

C1からなる回路（electriccircuit）である。端子（terminal) 1および2から流れ込む電流（current)

をそれぞれれ（t), h(t）とし， 1-l＇および 2-2’の電圧（voltage）をそれぞれv1(t), v2(t）とする。

( 1 ）図2（吋の回路を， 1－γ を1次側（inputport) , 2-2ラを2次側（outputport）とする 2端子対回路

(two-port network）と見なす。定常状態（steadystate）にあるこの回路を，下の式①のインピーダンスパ

ラメータ (impedanceparameter）で表すとき， Zn,Z12, Z21, Z22をそれぞれ， Lr,R1, Cr，および，角

周波数（angularfrequency) roを用いて示せ。ただし， Vi,Viをそれぞれ，V1(t),v2(t）のフェーザ、表示（ph剖 or)

とし， 11,Iiも同様に， ii(t), i2(t）のフェーザ表示とする。

[~~] = ［~~~ ;::] ［~~］①， ［~ト［1 ~] [!;J .②  

(2) (1）と同様にして，定常状態にある図2(a）の回路を上の式②の4端子定数（transmissionparameter) 

で表すとき， A,B, C, Dをそれぞれ， Lt,R1, C1，および、 ωを用いて示せ。

( 3）図2(a）の回路の 1-l＇を短絡（ short，れ＝ 0）した状態で， 2-2’に交流電圧（ACvoltage）れを

- J唱
印加した。回路は定常状態になっているものとする。伝達関数ーを，この回路の4端子定数のうち D

Vz 
を除く 3つの定数A,B, Cを用いて表せ。

(4）図2(a）の回路の2-2’を開放したまま（open,i2 = 0），図 2(b）に示すV1(t）を 1-1＇に印加 (input)

した。 ν1=Eとしたまま，定常状態 （t→∞）になったときの回路を，なるべく簡単な等価回路図で示

せ。

(5) (4）において， Vt=Eとしたまま，定常状態 （t→∞）になったときの i1(00）を求めよ。

( 6）図2(a）の回路の 2-2’を開放したまま，図2(b）に示す v1(t）を 1-l＇に印加した。過渡状態
1 3 

( transient state) t三Oにおける v2(t）を求めよ。ただし， E 竺 1[V], L1 = -[I司， R1＝ー［Q],
3 

1 
C1ニ 3[F］とし， t<Oにおいて回路は静止状態（r田 tingstate）にあったものとする。

一i一1（一t歩） 千ら二一(t) 
1 2 ν1 (t) 

L1 

ν1 (t) C1 R1 vit) 
7f 

1守 2’ 
(a) (b) 

図2




