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I 問題表紙 I 

◎問題用紙が 6 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 6 枚綴りが 1 組あることを試験開始直後に確認しなさい。
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問題番号［〗□］

問 1 図 lに示すような，半径 (radius)aの円柱 (cylinder)の側面 (lateral)上に拘束された質量 (mass)

mの質点 (pointmass)の運動を考える。重力加速度 (gravitationalacceleration)の大きさを gとし，重

力はーz方向に働くものとする。空気抵抗(airresitance)や円柱側面とのまさつ (friction)は無視できる

ものとして，以下の問いに答えよ。

z
 (I) 図 1に示すように，時刻tにおける質点と円柱の上円の中

心を結ぶ線と xz面とのなす角 (angle)を0(t)とするとき，円

柱の側面上を運動する質点の z(t)以外の座標 (x(t),y(t)）を，

a, 0(t)を用いて表せ。 ' 

(2) この質点の運動に対するラグランジアン (Lagrangian)を

0(t), z(t)を用いて表せ。

(3) (2)で得られたラグランジアンのラグランジュ方程式

(Lagrange's equations)から， 0(t)とz(t)に関する運動方程式

(equations of motion)をそれぞれ書き下せ。
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図1

問2 図 2に示すような支点 (supportpoint)の位置がY= Yoである振り子 (pendulum)の運動につい

て，以下の問いに答えよ。ただし，重力の向きはx方向，重力加速度の大きさを g,振り子のおもりの

質量を m, ひもの長さを eとして，ひもの質量，空気抵抗及び支点でのまさつは無視する。また，ひも

は伸縮せず，たわむことはないものとする。

(1) 支点の位置がY= Yoの位置に固定されているとき， 0

を一般化座標 (generalizedcoordinate)として，質点の

一般化運動量 (generalizedmomentum)を求め，ハミル

トニアン (Hamiltonian)を書き下せ。

(2) (1)の場合の質点のハミルトン正準方程式 (Hamil-

ton's canonical equation)を示せ。

(3) 次に支点YOがy軸上を速度u(t)で動くとき，質点の

一般化運動量とハミルトニアンを書き下せ。

(4) (3)の場合の質点のハミルトン正準方程式を示せ。

(5) (3)の場合で u(t)= sin（叫）のとき，質点の運動方程

式 (equationof motion)の一般解を 0が小さいものと近

似して求めよ。
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問3 波動関数(wavefunction)心(x)がエルミート演算子 (Hermitianoperator)庁の固有関数 (eigen-

functions)叫 x)'四（x),叫 x)の一次結合 (linearcombination)で次のように与えられているとする。

釣 (x)＝臼（叫，入1= -3f'入2= f,ふ＝ 6f
1 -i 

如）＝—叫x)+G四(x) -—四(x)
2¢ ¢ 

00 

fは実定数(realconstant)である。また，記号（直住ゅ2)＝ I 軒(x)Fゆ土）dxを用いることとする。
-OO 

ゆ(x)，叫x)，匹(x)，四(x)は規格化されて (normalized)いる，すなわち（ゆ，ゆ） ＝ （％叫、＝ 1 (i = 
1,2,3)。

(1) 内積 (innerproduct) (u釦ゆ）の値を答えよ。

(2) IC乎を求めよ。

(3) 期待値(expectationvalue) (F〉=（ゆ，F心）と標準偏差(standarddeviation) △F= ✓〈 Fりー〈 F)2
を計算せよ。

(4) 上の如）島の状態にある粒子に対して，庁に対応する物理量(observable)の測定(measurement)

を行うとき， どのような結果が得られるか述べよ。

問 4 右図のように x= 0, x = a (a > 0)において高さ無限大と

なる井戸型ポテンシャル (infinitesquare well potential)下にある質

量 mの質点 (pointparticle)の運動 (motion)を考える。その運動を
V 

記述する定常 1次元 Schrodinger方程式 (stationaryone-dimensional 

Schrodinger equation)は

｛ーニ`十V(x)｝如）＝ E如）

V(x) ＝ {° (O <X < a) 
oo (x < 0 or a < x) 

である。以下の問に答えよ。

E-9--•--
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(1) 一般解 (generalsolution)は¢(x)= A sin(kx) + B cos（知） （0 < x < a) (A, B :定数 (con-

stants)), ¢(x) = 0 (x < 0, aく x)で与えられる。エネルギー固有値(energyeigenvalue) E を

実定数 kを用いて表せ。

(2) ェ＝ O,aにおいて ¢(x)に接続条件 (continuityconditions)を課し， 許される全て独立な E と

固有関数 cp(x)を，導出過程を説明 しながら求めよ。

(3) (2)で求めた¢(x)を規格化せよ。
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問題番号［ロロ
問 1

図 1に示すように，点 mと点 r2の電荷(charge)-q, +q 

を考える。 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(vacuum)の誘

電率(permitti vi ty)を E。とする。

(1)位置 r=(x,y, z)での電場(electricfield)を求めよ。

田が dよりも小さい領域（原点付近など）も対象とする。

(2) Ir I ≫ dであるとした場合の電場の近似式を求めよ。
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図 1

問2

ベクトル場

V=（□五戸'”;二万’記五戸）かある。

(1)ベクトル場Vの発散(divergence)を求めよ。

(2)上記の（1)で得られたスカラー値の勾配(gradient)を求めよ。
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問3 以下の問に答えよ。

(1) 長さ L,断面積 s,導電率 (conductivity) aの導体

(conductor)の両端間の抵抗 (resistance)Rを求めよ。この導

体に電流密度 (currentdensity) Jが流れている場合の両端に印

加されている電圧(voltage)<Pをオームの法則(Ohm'slaw)を用

いて求めよ。その際，諸量の単位(units)についてMKSA単位系

(unit system) （長さm,電流 A,電圧 V) を用いて示せ。

(2) 図2に示す長さL,断面積 s,透磁率 (permeability)μ の鉄環

(iron ring)の磁気抵抗 (magneticresistance)恥を求めよ。

この鉄環に巻かれた総巻数 (turn)Nの電線 (conductivewire) 

に電流 (current) Iを流した場合の鉄環内の磁束(magnetic

flux)をアンペールの周回積分の法則 (Ampere'scirculating 

integral law)を用いて求めよ。その際，諸量の単位についてMKSA

単位系を用いて示せ。

(3)図2のソレノイド (solenoid)の自己インダクタンス (selfinductance)を求めよ。

(4)電流IがI=Iocos wtで表される角周波数(angularfrequency)(.t)の交流(alternatecurrent)であ

るとする。この鉄環に発生する誘導起電力(inductionvoltage)を求めよ。

s
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図2
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問4 電磁波 (electromagneticwave)に関して以下の問に答えよ。

(1) 4つのマクスウェル方程式 (Maxwell'sequations) をベクトル (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，媒質の諸量(mediumparameters)について，

誘電率 (permittivity)E, 透磁率 (permeability) μ,,導電率 (conductivity) 〇，電荷

(electric charge) pとせよ。さらに，媒質の諸量の単位(units)をマクスウェル方程式から MKSA

単位系（長さ m，電流A, 電圧V,時間 s，電荷C) を用いて導出して示せ。

(2) z方向に伝搬する角周波数 (angularfrequency) w,伝搬定数 (propagationconstant) /3の

x偏波(polarization)の平面波 (planewave) に対して，マクスウェル方程式を直角座標表示

(Cartesian coordinate)で表せ。但し， CJ=O, p=Oとせよ。さらに， X 偏波の電界に対する波

動方程式(waveequation)を導出せよ。

(3)電磁波のエネルギー (energy)であるポインティングベクトル (Poyntingvector)の式を電磁界

の成分の関係をベクトル表記と図で示せ。またその単位を導出せよ。さらにその大きさを (2)

の電磁波の成分を用いて表せ。
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問題番号〔〗□］
問 1交流電圧源 (ACvoltage power supply) E,内部 (internal)インピーダンス (impedance)

Z。＝品＋JXo，可変である負荷 (load)インピーダンスZi=R+JXから成り立つ回路（図 1-1)がある。

ここで，品と R は抵抗 (resistance)で品＞0,R>O, XoとX はリアクタンス (reactance)で，正，

0, 負いずれもとり得る。なお，品と Xoは固定， R とXは可変である。

(1)図 1-1の電圧 (voltage)V，電流 (current)iにて，負荷で

消費される有効電力 (effectivepower)がRe(Ji*i)で表され

ることを負荷インピーダンス B+JXを用いて説明せよ。ただ

し， Reは（）内の実数部 (realpart) を表す。

(2)負荷ZLに供給される電力 PをR,X,砒 XoおよびE(=IE』)E 
で表せ。

(3)電力 Pが最大となる RとXを品と Xoにより表せ。導出過程

を示すこと。

(4)最大 (maximum)電力をE(=IE。|）と品を用いて求めよ。

Z。= R。サ渇 ． 

—~ I 鼻

．
 v
_
 

図 1・1

図 1-2の回路は，角周波数0 の交流電流源 (ACcurrent power 

supply) j,内部固定(fixed)抵抗r， 内部固定容量(capacitance)

C,可変 (variable)抵抗R,可変インダクタンス (inductance)

Lから成り立つ。負荷（端子 1-1'間より右側，可変抵抗Rと可変

インダクタンス）の電圧をV，端子 1-1'問を矢印の方向に流れる

電流をiとする。ただし， r,C,R,Lおよびo はすべて正の実 ・
数とする。 J 
(5)端子 1-1'の左側を，交流電流源Jと内部アドミタンス

(admittance)からなる交流電源回路とする。この交流電源

回路は，等価 (equivalent)な，交流電圧源E。と直列の内部イ

ンピーダンス2。から構成される別の交流電源回路（図 1-1の

左側）に変換できる。この場合の2。およびE。を r, Cおよび

幻で表せ。

(6) (3)と(5)の結果を利用して， R とLがともに変化する場合の，（5）の有効電力の最大値をあたえる R
とLを求めよ。導出過程を示すこと。

(7)また，最大電力をJ(＝|J|）と rを用いて求めよ。 導出過程を示すこと。
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図 1-2
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問題番号［□□
問2 図2(a)は，インダクタンス (inductance)Li,抵抗(resistance)R1とR2,キャパシタンス (capacitance)

G 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ii(t),h(t)とし， 1-1'および2-2'の電圧 (voltage)をそれぞれvi(t),v2(t)とする。ま

た， Vi,朽をそれぞれ， V1(t)，巧(t)のフェーザ表示 (phasor) とし， 11,Iiも同様に， i1(t), i2(t)のフ

ェーザ表示とする。ただし， Lt,Rt, R2, C1を正の実数とする。

(1)図2(a)の回路を， 1-1'を1次側 (inputport), 2 -2'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のアドミタンスパラ

メータ (admittanceparameter) で表すとき， Yu, Y12, Y21, 知をそれぞれ， L1,Rt, R2, C)，および，

角周波数 (angularfrequency) coを用いて示せ。

[[：l = ［兵： 心：l［立l・・・・・①， [『:]= [: ~］［闊・・・・・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， L1,R1, R2, C1, および coを用いて示せ。

(3) 図2(a)の回路の 1-1'に交流電流源(ACcurrent source)を接続し， 2-2'に負荷抵抗Cloadresistance) 
I2 

凡を接続した。定常状態における電流伝達関数 (currenttransfer function)ーを，式①の Y11, Y12, 
11 

Y21, Y22, および，凡を用いて示せ。

(4) 図2(a)の回路の 2-2'を開放したまま (open,h=0)，図 2(b}に示す v1(t)を l-l'に印加(input)

した。 Vl=Eとしたまま定常状態 (t→oo) になったときの h(OO）を求めよ。

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

(transient state) t > 0における i1(t)を求めよ。ただし， t<Oにおいて回路は静止状態 (restingstate) に

あったものとする。

(6) (5)において， t>Oにおける ii(t)が常に一定 (constant)であったとする。 Li,R1, R2, C1の

間にはどのような関係式が成立しているか？
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