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共同原子力専攻
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1 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 4 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。

科目 問題番号

数学一般（微積分，微分方程式，変分法） 1, 2 

力学 3, 4 

電磁気学 5, 6 

［解答方法］

(1) 6題中 4題選択し解答すること（選択した 4題以外は解答しないこと）。

(2) 解答は別紙の解答用紙の表の面に記入すること。裏面は使用しないこと。

(3) 解答用紙は4枚ある。

(4) 1枚の解答用紙に 2問以上を解答しないこと。

(5) 受験番号・氏名・選択した問題番号をすべての解答用紙に記入すること。
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問題番号［口J
(1)次の積分の値を求めよ。

JLx dxdy, D = { (x,y) I x2 + y2::::; x} 
D 

Calculate the value of the following integral. 

fLx dxdy, D = { (x,y) I炉＋y2~ x} 
D 

(2)次の微分方程式の一般解を求めよ。

y"(x) + 2y'(x) + 3y(x) = sin x 

Find the general solution to the following differential equation. 

y"(x) + 2y'(x) + 3y(x) = sin x 

No. IT]／しい
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問題番号［口□］
(1)曲線 y= sinx (0 ~ x ~ n)を X軸のまわりに回転した曲面の面積を求めよ。

Find the area of the surface obtained by rotating the curve y = sinx (O $ x $ n:) about the x 

axis. 

(2)関数 u(x,y)は，

u(x,y) = f(r), T ＝ふ

と表されるとする。但し， f(r)は r>Oの範囲で C2級の実数値関数である。このとき，以下の問

いに答えよ。

(a)偏導関数 Ux(X,y)を f'(r),r,xで表せ。

(b)ラプラス方程式 Uxx(x,y)+ Uyy(x,y) = 0 を r>O の範囲でみたし， r把門。f(r)= +=である

ような u(x,y)をすべて求めよ。

Suppose that the function u(x,y) is represented as: 

u(x,y) =f(r), r=ぷ亡デ．

Here, f(r) is a real valued function of class C2 in the range of r > 0. Answer the following 

questions. 

(a) Express the partial derivative Ux(x,y) in terms of f'(r), r, x. 

(b) Find all u(x,y) satisfying the Laplace equation Uxx(x,y) +uyy(x,y) = 0 in the range of 

r > 0 and lim_ f(r) = +=. 
r→+0 
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図 1 (as shown in Fig. 1) に示すように，水平な天井 (horizontalceiling) に糸 (thread)ABCD 

の両端A, Dが固定 (fixed) されている。糸の途中の異なる 2点B, Cそれぞれの位置に質量 (mass)

Mとmの質点 (pointmass) を吊るしたところ，つり合った (balanced)。但し， M=Pm（但し， p>O)

の関係がある。糸はその質量を無視してよく (negligible)，伸びないとする (notextensible)。重力

加速度 (gravitational acceleration) gは図 1に示すように天井に対して垂直下方に作用している

(vertically downward)。以下の問いに答えよ。

(1)糸の AB,BC, CDそれぞれにかかる張力 (tension)T1, T2, T3を用いて， B,Cそれぞれにおける力の

つり合いの式 (balanceof forces) を示せ。

(2) T1, T2,四をm,p, gを用いて表せ。

(3) aとBが満たす関係式 (relationalexpression between a and p) を示せ。

▼ g 
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問題番号［］こ］
図 1 (as shown in Fig. 1) のように円板 (disk) の中心軸 (central axis) が，粘性減衰係数

(viscous damping coefficient) cのダンパー (damper)とばね定数 (spring constant) kのばね

(spring) によって壁 (verticalwall) に接続されている (connected)。円板の質量 (mass)はm, 半

径 (radius) はrである。円板は滑らず回転でき (rotates without slipping)，中心軸での摩擦

(friction) は無視できるとする (negligible)。静的平衡状態 (staticequilibrium state)からの円

板中心から水平右向きの変位 (horizontaldisplacement to the right) をxとする。以下の問いに答

えよ。

(1)この振動系 (vibration system) の運動方程式 (equation of motion) を導出し，特性方程式

(characteristic equation)および特性根 (characteristicroot)入を求めよ。

(2) c=Oのときの非減衰固有角振動数 (undampednatural angular-frequency) 処nを求めよ。

(3) C〉0のときの臨界減衰係数 (criticaldamping coefficient) Ccと減衰比 (dampingratio)げを求

めよ。

(4)円板の中心軸にx方向の加振力 (excitingforce) f(t)=A cos wtが作用するとき，変位 xの定常応

答(steady-stateresponse) を求めよ。但し， A及びWは加振力の振幅 (amplitude) および角振動

数 (angularfrequency) である。

図 1(Fig. 1) 
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問題番号［三二l
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以下の設問に答えよ。但し，必要ならば，真空の誘電率 (permitti vi ty of vacuum) をC。,真空の透

磁率 (permeabilityof vacuum) をμ。としなさい。解答 (answers)にはSI単位系の単位 (units of 

the SI system)を付すこと。

(1) 図 1のように (as shown in Fig. 1) 無限に広い (infinitely 

wide) 薄い平板状導体 (thin flat conductor) が，真空中 (in 

vacuum)で接地 (earthed)されている。この導体を，yz平面 (yzplane) 

とするとき， （x, y, z) = (d, 0, 0) の位置 (position) に点電荷

(point charge) Qがある。但し， d> 0とする。

(a) 電荷 Qと導体の間の電界の分布を知るために (toknow the 

electric field distribution)は，どうすればよいか (whatyou 

should do)。
(b) 電荷 0に働く力 (forceacting on Q) fとその向き (direction)

を求めよ。

(c)任意の点 (arbitrarypoint), (x, y, z)での電位 (electric

potential)りを求めよ。但し，（d,0, 0)の位置は無視 (ignore)

する。

(d)導体板上に誘起される電荷の分布 (chargedistribution induced 

on the conductor) a を求めよ。

図 l

(Fig. 1) 

(2) 磁界現象 (magnetic phenomena) に関する電磁気学 (electromagnetics) に現れる物理量

(physical quantities) について次の問に答えよ。

(a)磁界または磁場 (magneticfield) H, 磁束密度 (magneticflux density) B, 透磁率

(permeability) μの 3者の間に成り立つ関係式 (equation)を書け。

(b)断面積 (cross-section）が s,長さ (length)がLで，透磁率がμの磁性体 (magneticsubstance) 

に一様に(uniformly)巻かれた (wound)巻数 (numberof turns) Nのコイル (coil)に電流

(electric current) Iを流した。 この磁気回路 (magneticcircuit)における起磁力

(magnetomotive force)冗磁気抵抗 (reluctance)兌磁束 (magneticflux) <l>を，μ,S, L, 

N, Iで表せ。
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問題番号［［二］
以下の設問に答えよ。但し｝必要ならば，真空の誘電率 (permitti vi ty 

of vacuum) をど。，真空の透磁率 (permeabilityof vacuum) をμ。としな

さい。解答(answers)には SI単位系の単位(units of the SI system)を

付すこと。
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(1) 有効面積 (effective area) がそれぞれ Sの 2枚の電極 (two

electrodes)の平板空気コンデンサ (parallelplate air capacitor) 

について，次の問に答えよ。

(a) 両極板の間隔 (distancebetween the two electrodes)が aの

とき，静電容量 (electrostaticcapacitance) Cを求めよ。

(b) 図 1のように (asshmvn in Fig. 1)，両極板の間隔が平行からわずかに傾き (tilt)，片方の端

(one side)で a-o,他端 (theother side)で a+oとなっている (a〉〉 8)。このときの静

電容量 Cを求めよ。但し，この傾きによる電界 (electricfield)の乱れ (perturbation)は無

視 (ignore)してよい。

s 
図 1
(Fig. 1) 

(2)磁界 (magneticfield) H中に存在している qの電荷 (electriccharge) 

を持った荷電担体 (chargecarrier) について，次の問に答えよ。

(a)透磁率 (permeability)μの物質 (substance) に，磁界Hが印加されて

いる。電荷 qが物質内で，速度 (velocity) vで動いている。 この電荷

に働く力 (force)Fを求めよ。

(b)図 2のように (asshown in Fig. 2)，幅 (width)がw, 厚さ

(thickness)が tの長い (long)導体板 (conductorplate)に， 矢印

(arrow) の方向 (direction) に電流 (electriccurrent) Iが流れて

いる (flowing)。板に垂直(perpendicular1 y)に一様な (uniform)磁

界 Hを加える (apply)とき，板の横方向 (lateraldirection)に生じる

電位差 (potentialdifference) Vを求めよ。尚， Iは物質中に一様な

密度 (uniformdensity) nで存在している電荷 qの荷電担体により生じ

ているとする。また，解答 (answer) にwが含まれてはいけない (w

should not be included)。

‘ ̀--w--.. 
， 

図 2

(Fig. 2) 
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