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1 問題表紙 I 

◎問題用紙が 8 ページあることを試験開始直後に確認しなさい。

◎解答用紙がー立＿枚綴りがー上一組あることを試験開始直後に確認しなさい。

全8科目中 3科目を選択して，選択した問題番号と科目名を 1科目につき 1枚の解答用紙に明記
して解答せよ。



問題番号［〗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材料科学専攻

科目名： 数

No. w/□□］ 

実3次元数ベクトル空間 (3-dimensionalnumerical real vector space)配の1次独立 Clinearlyindependent) 

な列ベクトル (columnvector•) を u1,U公 U3 とする。ベクトルU1,Uz,U3から

Ul a2 a3 
Q1 =,,=..:.,,, a2 = u2 -(u2 ・ Q1)Q1, Q2 =,,-=;,, a3 = U3 -(u3 ・ q1)q1 -(u3 ・ q砂q29的＝ ー一

||u1 11 ||ad|'||a3II  

を定める。また，ベクトルu1,u2, u3から行列 (matrix)A = (u1匹四），ベクトル q1,q2.q3から行列

Q = (q1 q2知）を定める。ただし， a・bは標準的な内積であり， llall=ヽア五とする。以下の問に答えよ。

l)ベクトルq1,q2,q3は互いに直交 (orthogonal)していることを示せ。

2)行列Qの転置行列 (transposedmatrix)はQの逆行列 (inversematrix)になることを示せ。

3)ベクトルu1,u2，四を

Ul =（［)匹＝（［） U3 = (：） 
とする。以下の小問に答えよ。

[a]ベクトルq1,q2,q3を求めよ。

[b] A= QRとなる行列Rを求めよ。また，行列 B=RQを求めよ。

[c]行列 A,Bの固有値 (eigenvalue)をすべて求めよ。
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大学院基幹理工学研究科修士課程材料科学専攻

科目名： 物理

，．鴫ヽ・~—•-----------

問題番号［口J
問 1xy平面上での質量(mass)mの質点 (pointm邸 s)の運動 (motion)について，水平方向 (horizontal

direction)をx,鉛直下向き (verticallydownward)をーy,重力加速度(gravitationalacceleration) 

の大きさを gとして，以下の問いに答えよ。

1)ぉy平面内に拘束条件をつけず，重力だけを受けて質点が運動す

るとき， x,yを一般化座標 (generalizedcoordinate)として，ラ

グランジアン (Lagrangian)を書き下せ。

2) 1) の場合， x,y それぞれについて，ラグランジュ方程式 (La—

grange's equation)を示せ。

y
 

y = a(x -1)2 

3)次に，図 1に示すように，質点がxy平面上の曲線 (curve)y= 
a(x ~ 1)2の上のみを動くとき， Xだけを独立な一般化座標とし

て，ラグランジアンを書き下せ。

4) 3)の場合について，ラグランジュ方程式から導かれる運動方程

式を書き下せ。

問2図2に示すような一端が固定されたばね定数(springcont ant) k, 自然長 (naturallength) eのばね

のもう一端に質量m.1の物体1が取り付けられているとき，以下の問に答えよ。ただし，ばねが伸

びる方向を xの正方向として，物体1の大きさ，空気抵抗及び摩擦 (friction)の影響は無視する。

。
X 

図 1

l)ばねを自然長から少しだけ伸ばした位置から物体1をはなした後

の物体1の運動について， xを一般化座標としてラグランジアン

を書き下せ。

2) 1)のラグランジアンに対するラグランジュ方程式を示せ。
ワアフ

図2

次に図3に示すように物体1から滑車 (pulley)を介して質量m2の物体2をひもで繋げる。このと

き，以下の問いに答えよ。ただし， 重力の向きは鉛直下向きで，重力加速度の大きさを gとして，

物体 1,2の大きさと空気抵抗，摩擦の影響は無視する。

X 

3)ばねが自然長(naturallength)の状態のときにひもで物体2を

繋げ，物体2を静かに下方に移動させると両物体はつり合っ

て (balanced)静止する。このときのばねの伸びを示せc

4) 3)のつり合い状態からさらに物体2を少し鉛直下方にずらして

はなすと，両物体はひもの長さを一定にしたまま運動を開始す

る。物体1と2とひもを一つの物体と考え、物体1の座標ェをそ

の全体の一般化座標とする。 mの原点はばねが自然長のときの

位置とする。のに共役な (conjugate)一般化運動量{generalized

momentum)を定義し，ハミルトニアン (Hamiltonian)を求

めよ。

5) 4)で求めたハミルトニアンを用いて，ハミルトンの正準方程

式 (Hamilton'scanonical equations)を書き下せ。

l g m2 

図3
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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材料科学専攻

科目名： ヒ芋

No□／ □ 

ある容器内に窒素分子応と酸素分子伍が入っているとする。凡分子の数密度 (numberdensity, m―3) 

P1は切分子の数密度 P2の 4倍である。分子は剛体球 (hardsphere)として扱い，圧力］ atm,温度

300Kの条件下で気体は理想気体として振る舞うと近似する。そこで， 1個の凡分子が他の凡分子

と衝突をする頻度（単位時間当たりの衝突数， collisionfrequency, s-1)は Z1= CJ位 1(Ur1〉である ((J1=

N噌子の衝突断面積 (collisioncross section, mり，（Ur1)＝凡分子同士が衝突するときの平均相対速度

(average relative velocity, m s-］)）。同様に， 1個の切分子が他の伍分子と衝突をする頻度は Z2= 
6泣2(Ur2）である (62＝伍分子の衝突断面積，（Urz)= 02分子同士が衝突するときの平均相対速度）。

1）凡分子と伍分子は分子量 (molarweight) が似ており，全分子が同じ質量を有すると近似する。こ

の近似を用いると，容器内に起きる分子間衝突の各種類 (N2分子同士，伍分子同士，凡分子と 02

分子）における相対速度の平均は同じになり，その値を (Ur〉とする。 1atm,300 Kにおいて (ur)= 
630 misと求まる。凡分子と 02分子の大きさも似ており，衝突断面積はともに 0.4nm2である。 300

K と 1atm (l.OxlがNm-2)における 1個の N2分子が 02分子と衝突をする頻度 Z12を（炉単位で）

求めよ。気体定数 R= 8.0 J 11101-1 K-1, Avogadro数 NA= 6.0x 1023 moJ-1を用いて概算（結果は axlOh

s-1 (1 ~a< 10)であれば 1ob豆の部分だけで充分）すること。

2) 300 K, 1 a血では凡分子， 02分子の平均速度 (averagevelocity) (u〉はともに 450msー］であり， 1個

の凡分子の平均自由行程（衝突と衝突の間に移動する平均距離， meanfree path) -C1と1個の伍分子

の平均自由行程もを (m単位で）求めよ。 (cxlodm(13c<10)であれば 10dmの部分だけで充分。）

問 2

l)常温・常圧 (298K, 1 ahn)下にある容器に最初は A分子しかなかったが，下記の反応(I)が起き， B

分子に代わっていく過程を考える。

A → B (I) 

反応(1)は不可逆素反応 (irreversibleelementary reaction)であり，その速度定数は柘とすると， Aの

モル濃度 (molarconcentration, [A]）の変化速度は

d[A] 
＝一

dt 
柘[A]

と表される。 Aの初期モル濃度 (initialmolar concentration)は [A]。とすると，［A]r= [A]。／eに減少

するまでかかる時間 tfを柘の関数として求めよ (eは自然対数の底， baseof the natural logarithm)。

2)反応(1)とは別に，下記の不可逆素反応(2)も同時に起き，その速度定数は k2とする。つまり ，Bは反

応中間体 (reactionintermediate)であり ，その濃度 [B]が最初は増加するが後に減少していく。

B → C (2) 

[B]の変化速度の式を表記し，［B]が減少に転じる瞬間の [A]と [B]の関係について説明せよ。
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科目 名： 物質の構造

No□/□二］

問 1体心立方構造 (bodycentered cubic structure) について以下の設問に答えよ。

1)体心立方構造の単位胞 (unitcell)内の原子座標 (atomiccoordinates)は000および 1/21/2 1/2 

の2つである。これより，体心立方構造の最近接原子数 (numberof nearest neighbor atoms) と充填

率 (packingfraction) を求めよ。

2)体心立方構造の空間群 (spacegroup) はlm3mである。記号mおよび3の意味を説明せよ。

3) Fe原子のみから成る体心立方構造からの X線回折 (X・raydif仕action)による回折強度 (diffraction

intensity)を検討し，回折強度が消城する条件を求めよ。ただし，結晶構造因子(crystal-structurefactor) 

は，

F(hkl) =〗凡exp (2rri(hxn + kyn + lzn)) 

で表される。ここでfnlまn番目の原子の原子散乱因子 (atomicscattering factor), hklはミラー指数

(Miller indices), Xn Yn Zn!'± n番目の原子座標である。また， Fe原子の原子散乱因子はfFeとするこ

と。

4)次に，体心立方構造の 000位置に Fe原子， 1/21/21/2位置にAl原子が配置された場合について考

える。これは体心立方構造の規則構造 (orderedstructure) と捉えることができ，ここでは FeAl規則

構造とする。 FeAl規則構造の空間群はPm3mであるが， ブラベー格子 (Bravaislattice)が体心立方構

造の場合と異なる理由を説明せよ。

5) FeAl規則構造についても回折強度を検討し，体心立方構造の場合と比較せよ。ただし,Al原子の原

子散乱因子はfAlとすること。

6) FeAl規則構造の Al原子を全て Ti原子に置換した場合， X線回折の回折強度にどのような変化が生

じるか議論せよ。ただし，原子散乱因子は散乱角に依らず原子番号 (atomicnumber)で近似できるも

のとする。 Al原子， Ti原子，およびFe原子の原子番号は，それぞれ 13,22, および26である。

問2結晶構造中の転位 (dislocation)について以下の設問に答えよ。

1)単純立方構造 (simplecubic structure)における刃状転位 (edgedislocation)について， 原子配列

を図に描いて説明せよ。また，バーガース・ベクトル (Burgersvector) とは何か，説明せよ。

2)刃状転位の移動により進行するせん断変形 (sheardeformation)を考えた場合，転位線 (dislocation

line)，バーガース・ ベクトル，およびすべり面 (slipplane)の幾何学的な関係を説明せよ。
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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材料科学専攻

科目名： 材料熱力学

No. LJ□|／［ロ

問 1 図 1は，酸素イオン伝導体 (oxygenion conductor)である固体電解質 (solidelectrolyte)を用いた酸素

濃淡電池 (oxygenconcentration cell)の模式図である。電池の全体反応 (overallreaction)のギブス

エネルギー変化 (Gibbsenergy change)を△GceH, 反応に関与する電子数 (numberof electrons)をnと

したとき， 11Gcell と電池の起電力 (electromotive force) Eとの関係は， ファラデ一定数 (Faraday

constant) Fを用いて，式 (1)で与えられる。

邸 ceu=-nFE …(I) 

このとき，以下の問いに答えよ。

l) 電極 (electrode)①側の酸素分圧 (oxygenpartial pressure)をp尉，電極②側の酸素分圧をp訂とし，

紺＞p訂であるとき，（a)電極①における反応，（b)電極②における反応，（c)全体反応を示せ。

2) 温度Tにおける起電力は， Rをガス定数 (gasconstant)として，式(2)で与えられる。
(1) 

RT Po2 
E=  -lnー

4F (2) 
(2) 

p。2
式(2)を導出せよ。

3) 電極①側を Iatmの空気電極②側を Ni(s)とNiO(s)の混合物とした場合，温度Tにおける電池の

起電力を求めよ。ただし，式(3)の反応の標準 (standard)ギプスエネルギー変化をAG伽iOとせよ。

Ni(s)+ :::;-02(g) → NiO(s) ・・・ (3) 
2 

問2 以下の問いに答えよ

I) 水のP-T状態図の概形を示し，自由度 (degreeof介eedom)f = 0の点を明示せよ。

2) 臨界点(criticalpoint)について説明せよ。

3) 氷の融点(meltingpoint of ice)は圧力を上げるとどのように変化するか，またその理由も述べよ。

4) H虹 NaCl系状態図において， 1atm下での共晶点 (euticticpoint)は [23.3mass¾NaCI, -21.2℃] 

である。寒剤 (freezingmixture)を作るために氷に食塩を加える理由を説明せよ。

(1) 
電極 Po2 > pと22) 電極

① ② 

I： 固体電解賀 l函
•. •. •. •. •. ·• •. •. •. •. •. •. •. •. •. •. •. •, ・. ·• •. ・. •. •. •, •.'•'•’• •, •. •• •. ·• •. ： :：:： ： ： : ： ： : ： ： : :i:： : :: ; ： : ： : ： : :： : : :；： ： :;:: ： :::: ： ： 
’• ’ •'•'·’ •’•’•',•,••’·'・・・’.·.·.·.·.·.·. ·.·.·.·.·.•.·,'.•、•.•. •, •. •. •. •. •. •. •. •. •. •. •, •. •. •. •. •.·.·.·.·.·.:.·,:•:•: 
・: ・ : ・:・ : ・ :・: ·:•:· : ・:・:・: ·:·:·’,•:·:·:· : ・ : ・ :・ : ・.’・ :・:・: ： : ・ •.... ： ．． ：；．：9 :．． ・ザ'-••一呻．．：：．：． 
::::::::::::::::::::::::::'. : :：: ： ： ： ： ：'.： ： ：：：： ：．:．： ・ : ・ : ・ :・ : ・ : ・: ・ : ・ : ・ ：・’．・:・ •... ............... ·、•.•.·.·.·.•.·.·.·.·.•,'.· 
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図 1 酸素濃淡電池の模式図
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大学院基幹理工学研究科修士課程材料科学専攻

科目名： 材料電子論
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問 1 図 1に示すような，幅 (width)がaで，ポテンシャルVがx<-a.,x>Oで V=(X),-a,'.5:.T ~〇

で V= 0となる井戸型ポテンシャル (squarewell potential)中に存在する質量 (mass)mの粒子

(particle)のx方向での一次元運動(one-dimensionalmotion)について，以下の問に答えよ。

＞
 

1) この粒子に対する定常状態 (stationarystate)におけるシュ

レーディンガー方程式 (Sch沿<lingerequation)を，固有関数

(eigenfunction)をゆ(x)，エネルギー固有値 (energyeigen-

value)をEとして示せ。

2) 1)で示したシュレーディンガー方程式を解いて，すべての

エネルギー固有値Eと固有関数心を求めよ。
I~ X 

x=-a X "'0 

図1

問2 酸素原子 (oxygenatom)Oと酸素分子 (oxygenmolecule)02について，以下の問に答えよ。

l)酸素原子の電子配置 (electronconfiguration)を，主 (principal)量子数 (quantumnumber)，方位

(angular)量子数，磁気 (magnetic)量子数，スピン (spin)量子数を指定して示せ。

2)酸素分子の分子軌道(molecularorbital) d>をLCAO近似 (LinearCombination of Atomic Orbitals 

approximation)を用いて表すとき， 2つの酸素原子の 2s軌道どうし，および2p軌道どうしの場合

に分けて， 6 軌道 T軌道，結合軌道 (bondingorbital)と反結合軌道 (antibondingorbital)とい

う言葉を用いて説明せよ。

3)酸素分子の分子軌道のエネルギー準位図 (energydiagram)を示せ。ただし，各軌道の電子の占有

(occupation)を電子のスピン状態も併せて示せ。
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A-B二元系合金の平衡状態図(binary equilibrium phase diagram)が図 1(a)およびその一部拡大図

(b)で表され，ある温度代における組成ー自由エネルギー(free energy) F曲線が図 1(c)で表されるも

のとする。固相線および液相線は直線とみなせるものとし，固液共存状態における平衡分配係数

(equilibrium distribution coefficient)をKとする。

1) 図 1(a)および(c)を解答用紙に模写し，そこに補助線を引き，パに相当する温度を求め，模写した図

1 (a)に広を明記せよ。

2) BをCimass％含む合金について考え，これを合金 1とする。温度四において平衡する全ての相(phase)

の B濃度を図 1(c)から読み取り，それぞれを模写した図 1(c)の横軸に示せ。 a, /3および液相におけ

るB濃度をそれぞれら，らおよび G,iqと表す。

3) 2)の解を利用して，温度 Txにおいて平衡する全ての相の質量分率(massfraction)を示せ。

4) 合金 1の温度公で平衡する全ての相において， Aおよび Bの化学ポテンシャル (chemical

potential) μAおよび邸を作固により求め，模写した図 1(c)に示せ。

5) 合金 1を温度公から刀まで冷却するときの冷却曲線(coolingcurve)を描き，温度 Tb, TCおよび Td

におけるミクロ組織(microstructure)の模式図を図示せよ。

以下では， Bを Cimass％含む合金（合金 2と呼ぶ）を図 1(d)のように一方向凝固 (unidirectional

solidification)させることを考える。凝固時に液相に対流はなく，固相中の拡散は無視できるものとす

る。図 1(e)は，定常状態における液相中の B濃度 aの分布を表すものとする。

6) CiとKを用いて，凝固開始位置における固相中の Bの濃度偽を表せ。

7) 図 1(e)を模写して，そこに固相中の B濃度 aの分布を示せ。

8) CiとKを用いて，固液界面の液相側における B濃度釦を表せ。

9) 図 1(b)を参照し，液相中の B濃度 aと液相線温度冗との関係を GとKを用いて表せ。

10) 固液界面を原点として液相における位置を xとする。液相線温度冗と xとの関係を式で表せ。 G

は，凝固速度(solidificationrate) Vと液相における B元素の拡散係数(diffusioncoefficient) Dを

用いて，（式 1) で表せるものとする。

Q = (Ci/k) {k + (1-k)・ exp(-Vx/D)} （式 1)

11) 液相内での温度分布を示す図 1(f)を模写して，そこに冗の分布を示せ。位置 X1における液相線温

度は，図 1(b)から読み取ること。

12) 図 1(f)の直線Lは，液相内の温度分布を示す。 11)の解を利用して，過冷却(supercooling)が生じ

ている領域を，模写した図 1(f)に示せ。
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No□/□二〕
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材料科学専攻

科目 名： 材料力学

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

問題番号[]□]
問1 図 9-lのように両端が閉じた薄肉円筒(thinwalled-

cylinder)があり，内圧p(internal pressure)とトルク T(torque)が

作用している。薄肉円筒の直径はd,長さはlであって，厚さ

［は他の寸法に比べて十分に小さい。また，ヤング率(Young's

modulus)とポアソン比(Poisson'sratio)はE, Vとする。

1)薄肉円筒の断面 2次極モーメント］入．（polarmoment of area)を

求めなさい。

2)薄肉円筒が静力学的なっり合い状態 (staticallyequilibrium) 

にある。 トルクの大きさは図中に記載されている大きさと

して，円筒の表面に作用している長手方向応力 (jx' 円周方

向応力 <70' せん断応力いをそれぞれ求めなさい。

3)この時の応力状態をモールの応力円(Mohr'sstress circle)にて

図示しなさい。

4)円筒の表面の応力を 3次元的に考察することから，円筒に生じる最大せん断応力 rrnax (maximum 

shearing stress) を求めなさい。また，円筒の長手方向の伸びu(elongation)を求めなさい。

y
 

z
 

z~ 

x
 

図9-1内圧とトルクが作用する

薄肉円筒

問2 図9-2のように片端が壁に固定された長さ l,断面積A, ヤング率E (Young's modulus)，線膨張

係数a (linear expansion coefficient)の真直棒(straightbar)がある。小問］）， 2)では右端の先端は自由端で

あって，同様に壁との隙間o(gap)となっている。以下の設問に答えよ。

1) 棒に一様な温度分布(constanttemperature distribution)となるように加熱したとき，棒が右側の壁に接

触した。壁にちょうど接触したときの温度刀を求めなさい。

2)温度分布を 0点から変化させ距離の 1次関数T(x)= I;〔lー。 ］となるように加熱したとき， l）と同様

に壁にちょうど接触したときの温度Toを求めなさい。

3) 次に，右図のように棒の右端にバネ定数がKのバネを取り付けた。加熱する前の隙間§がある状態

ではバネは自由長である。 2) と同様な温度分布を作用させたとき，棒の伸び入と内部に生じる熱応

カo-r (thermal stress)を求めなさい。

y
 

y
 

゜
X 0 

ー

§ 

図9-2 左端が固定され熱変形を受ける真直棒
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