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大学院創造理工学研究科修士課程

総合機械工学専攻
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I 専門科目表紙（選択科目） l 

◎問題用紙が工ページあることを試験開始直後に確認しなさい。

◎解答用紙が工枚綴りが上組あることを試験開始直後に確認しなさい。

注意事項 (Noticefor Examinees) 

1. 選択方法 (Howto choose the subjects (problems)) 

(1) 専門科目は問題番号2から問題番号8までで構成されている。

(The elective subjects consist of seven problems from Problems No.2 to No.8) 

(2) 問題番号2から 8までの計7題のうち互題を選択して解答すること。

(Examinees must choose two (2) problems from Problems No.2 to No.8) 

(3) 3題以上解答した場合は無効とし，すべてを採点の対象外とする。

(If examinees answer three or more problems, all the answers are not graded) 

2. 解答方法 (Howto answer) 

(1) 解答は解答用紙の表面に記入すること。裏面の記入は採点対象と しない。

(Examinees should write the answers to the front (printed) side of the sheets. 

The answers on the reverse side of the sheets are not graded.) 
(2) 解答用紙は 7枚ある。

(There are seven answering sheets.) 

(3) 関数計算ができる電卓は使用して良い。ただし、プログラム機能のある電卓は使用でき

ない。

(Examinees can use a scientific electronic calculator, but cannot use 

pre-programmable calculator.) 
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科目名： 熱と流れの工学
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問題番号［三□］
25℃，標準大気圧凡（thestandard atmospheric pressure)から吸い込み，圧力比 3.5の空気圧縮機

(Air compressor)がある。空気を定圧比熱 (isobaricspecific heat) 1. 005 kJ/(kg・K)一定の理想

気体 (idealgas)として扱い，入ロ・出口の流速による運動エネルギーは無視できる (kineticenergy 

is ignorable)として以下の問いに答えよ。必要であれば一般気体定数 (universalgas constant) 8. 314 
J/(mol・K)を用いよ。

(1)空気の平均分子量 (molecularweight of air) を28.9 g/molとして，空気の気体定数R (kJ/ (kg• 
k)〕と空気の比熱比氏 (specificheat ratio) をそれぞれ求めよ。

(2)可逆的に断熱圧縮 (reversibleadiabatic compression process) されると仮定した場合の圧縮後

の絶対圧P2(the outlet air pressure) 〔kPa〕および空気温度 (theoutlet air temperature) 〔℃〕
をそれぞれ求めよ。

(3)実際には，圧縮空気温度 (actualoutlet air temperature)は 450Kであった。圧縮機の断熱効

率 (adiabaticefficiency of the compressor)，作動流体 1kgあたりのエントロピー生成Iis 

(entropy generation) (J/ (kg・ K)〕およびエクセルギー損失 (exergydestruction) (kJ/kg)を

それぞれ求めよ。

(4) h-s線図（エンタルピー ーエントロピー線図）には，可逆断熱圧縮の圧縮過程が示されている。図

に(3)の実際の圧縮過程の線 (operationline of the actual compression process) を加えよ。

(5)圧縮機の空気流量 (airmass flow of the compressor)は0.8 kg/sであった。所要動力 (required
power) 〔kW〕を求めよ。

h
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科目名： 熱と流れの工学
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問題番号［］／］
図に示すような風車(Windturbine)を考える

とき，以下の問いに答えよ。ここでは図の

ような風車を囲む流管(Streamtube)をとり， U 

1次元流れを仮定する。また，流体の密度一一≫

と
≫ 

をp し，ここでは密度変化は生じないと ――> 

する。風車から十分上流での流速を u,流＿

管の断面積をA1とし，風車から十分下流で――>， 
の流速を U-v，流管の断面積をA2とする。 __~ 
風車から十分上流および下流での圧力は互 A1 
いに等しいとする。また，風車面での流速

をU-vo,風車の断面積をA,風車面の直ぐ

上流の圧力をp十，直ぐ下流の圧力をpーとす

る。ここで，十分上流から風車の直ぐ上流まで，風車の直ぐ下流から十分下流までの間ではそれぞれベ

ルヌーイの定理(Bernoulli'sprinciple)が成立するとみなす。また， 0< V < U, 0 < Vo < Uとする。なお，重

カの影響は無視できる。
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(1)風車の上流，下流での断面積A1およびA2の間の関係を U, V を使って表せ。

(2)風車の受ける力を U,v, vo, A, pを使って表せ。

(3) p+-pーを u,v, pを使って表せ。

(4) V とVoの間の関係を求めよ。

(5)風車が吸収する動力が最大となるとき，断面積A1およびA2の間の関係を求めよ。
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科目名： 材料の力学

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

問題番号□］二］
図のように長さ lの柱 (column)が地面 (ground)に一定の長さ a

だけ没入し支持 (support) されている状態を考える。断面は直径

(diameter) をdとする円形形状 (circularshape)であり，没入部は

固定されている。柱の点A,Bにねじりモーメント（twisted moment) 

T, 2 Tが作用し，点Aに圧縮荷重 (compressiveload) Pが作用して

いる。ヤング率 (Young'smodulus) を E, 横弾性係数 (modulusof 

rigidity) をG, ポアソン比 (Poisson'sratio)をv,断面二次モーメン

ト(secondmoment of area)をI,断面二次極モーメント (secondpolar 

moment of area) をIxとして以下の問いに答えよ。

-万-d

B
 

(1) 支持部における支点反力 (reactionforce) を求めよ。

(2) 断面二次極モーメント kをdを用いて表せ。

(3) ねじりモーメントの分布図 (diagram) を描け。

(4) 点Aのねじり角 (angleof twist) を求めよ。

心

゜
冒

点 C （柱の側面部）に角度を変えて図の通り付設した 3つのひずみゲージ (straingauge) Et, elf, Emに
より，ひずみを測定して，以下の値を得た。 以下の問いに答えよ。

et = -8.00 X 10-5 

Eu = -1.00 X 10-5 

Em = 0.00 X 10-5 

(5) ひずみ ＆，8Y9rかをモールのひずみ円 (mohr'sstrain circle)を描き求めよ。

(6) ひずみ＆， By,YxYと応力 (stress) CYx, Oj,,'C,yの間の関係式を示せ。

(7) 主応力 (principalstress) びl,CY2をヤング率E=182 [GPa]， ポアソン比 v

= 0.3として，算出せよ。角度は数式で示してよい。

ねじりモーメント T,2Tが作用しない状態 (T=0)で， 圧縮荷重Pのみを考える。 ヤング率E, ポア
ソン比Vなどは記号を用いてよい。以下の問いに答えよ。

c部拡大図

(8) 座屈を生じる荷重 (bucklingload) Pを，計算過程を示し求めよ。
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科目名： 材料の力学

問題番号［口□］
(1)図 1のような一辺 10mrriの正方形断面で，長さ 20cmのロッド(rod)に，軸(axis)方向に沿って引張

荷重(tensionload) P = 30 kNが作用するとする。軸線と 30度の角度をなす仮想断面(virtualsection) 

を考える。

(a) 仮想断面の面積と仮想断面全体に加わる荷重から，この面上の応力(stress)の大きさを求めよ。

(b) 仮想断面における垂直応力(normalstress)の大きさとせん断応力(shearstress)の大きさを求めよ。

有効数字は2桁とすること。

仮想断面

---／ロジ：：：：：こ諷――-
図 1

(2)図2のように，円弧状の中間部分で 90度曲がった曲がりはり(curvedbeam)の先端に，集中荷重P

(concentrated load)を加える。はりの各部の長さ a,bや，円弧の曲率半径R(radius of curvature)は図

に示すものとする。はりの断面(section)を直径d(diameter)の中実の円とし，はりのヤング率(Young's

Modulus)をEとする。

(a) はりの断面二次モーメント I(second moment of area)を， dを用いて表せ。

(b) 区間 AB,BC,CDのそれぞれの区間における曲げモーメント(bendingmoment)を導出し，この曲が

りはり全体に蓄えられるひずみエネルギー(strainenergy)を導出せよ。ただし，ここでは断面二

次モーメントは1として，直径 dは用いないこと。

カスチリアノの定理(Castigliano'stheorem)より，荷重点の垂直方向の変位(displacement)を求めよ。

ここでも，断面二次モーメントは1として，直径dは用いないこと。

Iり-し-•一 ·-----• 一―----―ー、
脅
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一図 2

(3)図のよう に，120度の間隔で 3本のロッド(rod)が連結されている。ロッドの長さ(length)，断面積

(sectional area)，ヤング率は 3本とも同ーで，それぞれL,A,Eとする。 今，中心点に荷重Pを加え

る。0が 20度の時と 90度の時について，中心点の荷重方向の変位を示せ。

蓼 真/,
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科目名： メカトロニクスとコントロール

・•-----9 - -- - - - - - - - - - - - - 9 -

問題番号[]口
(1)以下のセンサ(sensor)とアクチュエータ(actuator)に関する設問に答えよ。＊

(a) フォトリフレクタ（別名：反射型フォトインタラプタ)(photoreflector/photointerrupter)の構造

(structure)および計測原理(sensingmethod)について，図(figure)を用いて説明せよ。また，応用例
(application)を 1つ挙げよ。

(b) プラシレス直流モータ(brushlessDC motor)とプラシ式直流モータ(brushedDC motor)の動作原理

について，図を用いて説明せよ。その際，両者の違い(differences)を明確に示し，それぞれの長

所(advantage)と短所(disadvantage)についてもあわせて説明せよ。

(2)以下の電子回路(electroniccircuit)に関する設問に答えよ。＊

(a) ブラシ式直流モータ(brushedDC motor)の制御に用いられる Hプリッジ回路(H-bridgecircuit)に

ついて，回路図を描いて動作原理(workingprinciple)を説明せよ。

(b) 右図に示すOPアンプ(OPamplifier)を用いた回路に

ついて，出力電圧(outputvoltage) V.。111[V]を，入力電

圧(inputvoltage)几[V]，抵抗(resistor)RA匈および

Rs［匈を用いて表せ。

(c) 下図に示す OPアンプを用いた回路の名称と動作

原理を述べよ。また，下図に示すように Vili[V]と

[』
囮[V]が入力された場合に Vout[V]がどのような波

形を示すか解答用紙に掲載されている図に記入せ

よ。
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時間

＊必要に応じて変数(variables)や定数(constants)等を追加すること。

以上
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科目 名： メカトロニクスとコントロール
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問題番号[/□]

(I)以下の小問に答えよ。

(a) 「倒れない自動一輪車(self-balancingunicycle robot)」の転倒安定制御(balancecontrol)を例にとり，（i)

制御器(controller),(ii)制御対象(controlledobject), (iii)検出部(sensingunit)について説明せよ。その

際，（iv)操作量(manipulatedvariable)と(v)制御量(controlledvariable)との関係性を明示せよ。

(b) 上記のシステム(system)で制御対象をA(s)，制御器をB(s)，検出部のゲイン(gain)をlとするとき，ブロック

線図(blockdiagram)で表せ。また， A(s)とB(s)が以下であるとき，定常偏差(steadystate deviation)が0.05

となるような入力の種類(thetype of input)とその時のKの値を求めよ。

A(s) = (s + ¾s + 2)(s + 4) B(s) = ¾(s + 3) 

(2)次のフィードバックシステム(feedbacksystem)の閉ループ伝達関数(closed-looptransfer function)を求めよ。

(a)..,、， --T9/＿、 (b) U(s)+ 
鼻

(3)右図の電気回路(electriccircuit)に入力電圧vi(t)を印加(inputvoltage applied)した場合において，図に示す

端子間電圧vo(t)(terminalvoltage)の応答(transientresponse)を考える。ただし， t=Oにおいて，コンデンサ

(capacitor)の電荷(electriccharge)はゼロ(zero)とする。以下の問いに答えよ。

(a) Fig.7-1の回路において，時間領域(inthe time domain)で成立

する関係式(equations)を導出せよ。なお， R,は抵抗

(resistor)(i=l,.....,2), Cはコンデンサを表す。

(b) (3-a)で導出した関係式をそれぞれラプラス変換して(Laplace

transfonn), s領域(s-domain)の関係式に変換せよ。なお， S領

域における入力電圧と出力電圧(outputvoltage)はそれぞれ

vi(s)，vo(s)とする。

(c) V;(s)に単位ステップ入力(unitstep input)を加えた際の出力

の応答V。(s)を求めよ。

RI 

c
 

Cい
V。(t)

Fig.7・1 
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科目名： 材料工学の基礎

・・---------------

問題番号[]二］

(1) 金属材料におけ機械的特性 (mechanicalproperties)に関する下記の問いに答えよ。

(a) 靱性と強度の違いを説明せよ。

(b）Model破壊靱性(fracturetoughness) Klcはどのような式で表されるか。

(c)高強度であるが低靱性の材料を採用することが困難な理由を述べよ。

(d)低温あるいは高歪み速度において靱性が低下する金属材料一つと結晶構造を述べよ。

(e) (d)の現象が発生する理由について述べよ。

（り延性破壊破面と脆性破壊破面が各々どのような特徴を有するか図示して説明せよ。

(g)刃状転位(edgedislocation)を図示して示せ。

(2) 金属材料における溶接に関する下記の問いに答えよ。

(a)高温多湿の環境下で鉄鋼材料の溶接を実施した。どのような欠陥が発生する可能性が高いか述べよ。

(b）溶接部で SECが発生する要因を 3つ記せ。

(c)溶接後熱処理は何のために実施するか述べよ。

(3) 鉄鋼材料についての下記の問いに答えよ。

(a)共析鋼の連続冷却変態曲線(CCT)を図示せよ。その際冷却速度が異なるいくつかの冷却曲線を記し冷

却後の金属組織も記せ。

(b)亜共析鋼，共析鋼，過共析鋼の金属組織を図示せよ。

(c) (b)の3つの鋼の硬さの順番を述べよ。また，そうなる理由を記せ。
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