
2021年9月・ 2022年4月入学試験

大学院基幹理工学研究科修士課程

機械科学・航空宇宙専攻

2021.8.23_o_e 

I 問題表紙 I 
◎問題用紙が―Qページあることを試験開始直後に確認しなさい。

◎解答用紙が一生一枚綴りが—L組あることを試験開始直後に確認しなさい。

注意事項

1.選択方法

(1)問題 1，問題 2は共通科目である。これら 2題はすべて回答すること。

(2)問題 3, 問題 4, 問題 5, 問題 6は選択科目問題である。これら 4題の中から合計 2題を選択

して解答すること。選択科目問題を 2題よりも多く解答した場合には，すべての解答を無効と

する。

区分
問題

科目名 解答方法
番号

共通 1 数学
左記 2題をすべて解答すること。

科目 2 力学

3 熱力学

選択 4 流体力学 左記4題の中から合計2題を選択して解答するこ

科目 5 材料力学 と。

6 制御工学

2.解答方法

(1) 解答は別紙の解答用紙のおもて面に記入すること（裏面への記入は採点対象としない）。

(2) 問題 1, 問題 2の解答は対応する番号があらかじめ記載された解答用紙に記入すること。

(3)選択科目問題の解答用紙は 2枚ある。解答用紙 1枚ごとに 1科目ずつ解答し，選択した問題番

号と科目名を解答用紙上部の当該欄に必ず明記すること。

3.試験時間は，共通科目と選択科目あわせて 180分である。



No.［し］／|三ロ
2021年 9月・ 2022年 4月入学試験問題

大学院基幹理工学研究科修士課程機械科学・航空宇宙専攻

科目名： 数学

問題番号［口□l
(1)次の複素関数について，以下の問いに答えなさい。但し， zECとする。

f(z) ＝ 
1 

z2 +a2 
(aE恥 a>0) 

(i)複素関数f(z)の特異点を求めなさい。

(ii) （i)で求めた各特異点周りでのローラン展開を求めなさい。

(iii) (ii)より，各特異点における留数を求めなさい。

(iv)特異点周りに正の向きに 1周する積分路を Cとして，次の周回積分を求めなさい。

I= t土 dz

但し，反時計回りの積分を正の向きとして，各特異点ごとの周回積分と，全ての特異点を内

部に含む閉曲線に関する周回積分に分けて計算しなさい。

(2)以下の問いに答えなさい。 tE股を独立変数とする， X= (X1,X2f E配に関する連立線形

微分方程式

羞X=AX， 但し， A=[=: :] (1) 

を考えよう。以下の問いに答えなさい。

(i)微分方程式 (1)の平衡点を求めなさい。

(il)行列Aの固有値入1，ふ及びそれぞれに対応した固有ペクトルW1 = U + iV, W 2 = U -iV 

を求めなさい。但し， U= (U1，島）互V= (Vぃ％）TE配である。

(ill) 2 X 2の行列P:=[U,V]によって，座標変換X=PYを定義し，微分方程式 (1)を新座標

Y=  （YぃY2汀を用いて表しなさい。

(iv) (iii)で導出した新座標Y= (Y1, Y2戸に関する微分方程式において，平衡点近傍での解の流

れの概略を図示しなさい。また，微分方程式の一般解Y(t)= (Y1(t), Y;(t))Tを求めなさい。

(v)初期条件X(O)=（ふ(0)，ふ(O))T= (1, Q汀とした時の微分方程式(1)の解X(t)= (X1(t)，ふ(t)）T

を求めなさい。

（注意）計算において．定数や変数などの数学記号が必要であれば，適当に定めた上で用いて

も良い。



No.［こ］／□□
2 0 2 1年9月・ 2022年4月入学試験問題

大学院基幹理工学研究科修士課程機械科学・航空宇宙専攻

科 目 名 ： 力学

-------------

問題番号［三二l
直線形 3原子分子の力学模型として，図 1のような，自然長l,バネ定数Kの質星のないバネで，質量Mの

質点の両側に質量mの 2質点が接続された， 3質点系の運動を考える。3質点をつなぐ直線方向にX軸を

導入し，各質点の位置を， X1,X2, X3, として， X軸方向の直線上の運動のみ考えることとする。摩擦

や外力は働かないものとする。

I□凰:
-l X1 0 X2 

図 1

l X3 X 

(1) 3質点の位置 Xぃ Xz,ふに関する運動方程式を求めなさい。答えのみ示せばよい。

(2) 自然長lを基準とした相対的な位置を示す変数として，巧＝X1+ l，x2 =Xか裕＝ X3-l, を導入す

るとき， X1,Xz, X3, に関する運動方程式を求め，行列を用いて示しなさい。

(3)設問(2)で求めた運動方程式の解として，巧＝ A1exp(iwt -¢), x2 = A2 exp(iwt -¢), 

硲＝ A迂xp(iwt-<P)，を考える。これらを運動方程式に代入し整理したものを， 行列を用いて示しなさ

い。 iは虚数単位とし， A1,A2, A3, w, ¢は定数とする。

(4)設問(3)で示した式が， X1,Xz, X3, に関して非自明解をもっための条件を示しなさい。

(5) この系の固有角振動数を全て求めなさい。更に，各々の固有角振動数に対応するモードについて，

振幅 A1,Az, A3) が満たす条件を示しなさい。

(6)各モー ドの運動について，図を描き説明しなさい。

(7)初期条件として，時間 t=Oにおいて， X2= L, 巧＝硲＝ 0, 均＝え2=裕＝ 0, と与えた場合の

運動について， X1,Xz, X3,の時間発展を表す式を示しなさい。但し，均，え2,裕，はそれぞれ， X1,Xか

X3,の時間微分とする。更に， X1,X2, X3, の時間発展を表すグラフの概形を，横軸をt, 縦軸をXとし

た共通の座標軸に対して描きなさい。



No.W/□□ 
2 0 2 1年9月・ 2022年4月入学試験問題

大学院基幹理工学研究科修士課程機械科学・航空宇宙専攻

科目名： 熱力学

―̀ -- -- ---- ― ”--・・

問題番号[]口
図 1に理想サイクルのひとつであるオットーサイクル (1→ 2→ 3→4→ 1) と，オットーサイクルを

元にして，膨張行程を圧縮行程よりも長くとったアトキンソンサイクル (1→ 2→ 3→4'→ 1)のP-V

線図を示す。以下の問いに答えよ。ただし，気体は比熱比 k ー定の理想気体とし，圧力は P, 体積は

V, 温度は Tとする。

(1) オットーサイクルの熱効率T/thを圧縮比E (= V1;V2)の関数として記せ。（導出する必要はない。）

(2) アトキンソンサイクルにおいて， T此T4• の関係を圧縮比e，膨張比E' （＝ V4'/ ）の関数で記せ。
V2 

(3) アトキンソンサイクルの熱効率 T/'thを，圧縮比E, 膨張比e'の関数で記せ。ただし、導出の途中式

を書くこと。

(4) アトキンソンサイクルにおいて，圧縮比 Eと比熱比氏を固定し，入熱過程（燃焼行程）での圧

カ上昇度 (P3/P2)が変化した場合，熱効率は変化するか，しないかを数式を用いて答えよ。

(5) 図 1のオットーサイクルとアトキンソンサイクルのT-s線図（温度ーエントロヒ゜線図）を描け。（一

つのグラフの中に描くこと。）また，その図を用いてアトキンソンサイクルがオットーサイクル

より熱効率が高いことを説明せよ。
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図 1:オットーサイクル(1→ 2→ 3→4→ 1)とアトキンソンサイクル (1→ 2→ 3→4'→ 1)。

状態 1と状態4' は圧力 Pが同じで，体積 Vは異なる。



No.[］]／［ロ
2 0 2 1年9月・ 2022年4月入学試験問題

大学院基幹理工学研究科修士課程機械科学・航空宇宙専攻

科目名： 流体力学

----------

問題番号［］ロ
図に示すように，水位一定の貯水池からポンプを用いて離れた位置にある密閉タンクに水（密度

p = 1000 [kg/m3]) を輸送する。密閉タンク内の空気の圧力は乃＝400[kPa]に保たれている。ポンプ

吐出流量はQ= 4.0 [m3/s］一定であり，図中のH1= 4 [m], H2 = 8 [m]である。管路内径はD=l[m]-

定，ポンプ吸込側および吐出側の管路長さは，それぞれ4= 10 [m], L2 = 50 [m]であり， どちらの管

路の管摩擦係数も ;i,= 0.03 （一定）であるとする。

このとき，管摩擦以外の損失は全て無視できるとして，以下の設問に答えよ。ただし，大気圧を

Patm = 101 [kPa]，重力加速度をg= 9.8 [m/s2]とする。 解答には必ず単位を明記すること。

(1) ポンプ入口部Aおよび出口部 Bでの圧力を求めよ。

(2) ポンプが単位質量当りの流体に与えたエネルギーを求めよ。

(3) 単位質量当りの流体が管摩擦によって失ったエネルギーを求めよ。

(4) ポンプの効率が 85[％］であるとして，ポンプを駆動するために必要な動力を求めよ。

(5) 仮に管摩擦が無視できるとすると，密閉タンク内の水位は何メートル上昇するか。

密閉タンク

PT 

貯水池

（水位一定）

Patm 

さ -~1
H2 

D
L
2
 



No．圧口／圧□|
2021年9月・ 2022年4月入学試験問題

大学院基幹理工学研究科修士課程機械科学・航空宇宙専攻

科目名： 材料力学

--------------- ------ -------- - -- -------- ------- - - -------- ------------ ---- ----- -- ----------- - --------------------

問題番号［：二］
図1に示す断面形状を有する長さ 2lの真直はりがある。図 2のように， y 

左端 (0点）で固定支持され，一様な分布荷重f。が作用している。

右端にて断面積A,長さbの剛体棒が壁と真直はりにヒ゜ン結合にてy軸

方向に沿って取り付けられている。ここで，真直はりのヤング率はE=-

定である。以下の設問に解答せよ。

(I) 図1に示すように真直はりの断面形状は，薄肉四辺形となっている。

一片の長さ aの正方形であって，板厚tは他の寸法に比べて十分に小さい。

この断面の断面二次モーメントLを求めなさい。

z
 ゜

a
 

図 1 はりの断面

以降，真直はりの曲げ剛性をEIとして解答

せよ。

(2)図2における剛体棒に生じる軸力凡を求め

なさい。

(3)壁からの反力R。，反モーメント M。をそれ

ぞれ求めなさい。

(4)次に，剛体棒を同じ寸法でヤング率がEの

弾性棒に交換した。この時の弾性棒に生じる

軸力忍を求めなさい。

(5)はりの端点 (B点）のたわみVBを求めなさい。

さらに，図 3のようにはりの形状を変更して，

端点 (B点）のたわみを減少させることを考えて

段付きはりとした。 OA間の曲げ剛性を2EI,AB 

間のそれをE1とした。

(6)この時の弾性棒に生じる軸力化を求めなさ

vヽ。

(7)はりの端点 (B点）のたわみVBを求めなさい。

y
 

x
 

図2 右端に剛体棒が取り付けられている

片持ちはり

y
 

X 

図3 右端に弾性棒が取り付けられている

片持ち段付きはり



No.~□］／圧□
2021年9月・ 2022年4月入学試験問題

大学院基幹理工学研究科修士課程機械科学・航空宇宙専攻

科目名： 制御工学

問題番号［口□］
(1)以下の設問に答えよ。

(i) 図Aの水位制御系で，流入流量q。(t)を入力，タンクの

液位Iii(t)を出力とする伝達関数F(s)を求めよ。ただし，

叫t)= hJt)/Ri (i = 1, 2), (Riは定数）が成立し，

L[f(t)] = F(s)とする。

(ii) 前問で， q。（t)=u(t)/R1のとき， Iii(t)を求めよ。

(iii) 前問で，応答Iii(t)の特徴を 4つ以上挙げよ。

(iV) 図Aの水位制御系で，流入流量qi(t)を入力，タンクの液位h2(t)を出力とする伝達関数G(s)
を求めよ。

(X) 図Aの水位制御系で，流入流量q,(t)を入力，タンクの液位lii(t),h2(t)を状態変数とする状

態方程式を求めよ。

凡
暴

(2) E(s)＝外／（s2+2乞 s+(J)；)について，以下の設問に答えよ。

(i) E(s) =(J)~/(s2 +2知＋匹）のボード線図について，以下の表に相当する概略値を入れよ。た

だし， V=の厄とする。

；イニJ I □□部分：ま；答の必□□ 1 V□゚2 : l:V 
(ii) 伝達関数がE(s)のとき， Sはどのような値にするのが良いかを簡潔に記せ。

(3)以下の設問に答えよ。

(i) 図Bでふ＝0のとき，系の安定判別を行え。

(ii) ふ＞0のとき，系が安定なる条件を求めよ。

Y(s) 

図B
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