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【注 意 事項】

問題用紙はこの表紙を除いて１２ページある．解答開始の指示があるまで開いてはいけない
解答開始後,落丁や不鮮明な箇所等があった場合は,手を挙げて監督者にその旨を伝えること．

試験問題は，「数学１」，「数学２｣，「数学Ｓ｣，「数学４｣，「数学Ｓ｣，「電磁理論１」，「電磁理論
２｣，「電気電子回路１」，及び，「電気電子回路２」のｇ題*あり，このⅡ頂番に綴じられている．
このうち，ｓ題を選択し解答すること但し選択すべき試験問題は，受験コース毎に下表の
ように規定されている

■

｜ニロロロロ

２．

３解答開始前に，別紙の「基礎科目試験問題選択票」に記載の注意事項も読んでおくこと

４．問題用紙は持ち帰ってもよい

受験コース名 選択すべき試験問題

システム・制御・電力工学コース

先進電磁エネルギー工学コース

量子電子デバイス工学コース

「数学１」，「数学２｣，「数学Ｓ｣，「数学４｣，「数学５」

のら題からＳ題，及び，「電磁理論１」，「電磁理論２｣，

「電気電子回路１」，「電気電子回路２」の４題から２
題，合計Ｓ題を選択すること

情報通信エ学コース ｇ題（上記*印）からＳ題選択すること







【数学３】解答は，青色(３番)の解答用紙に記入すること．

関数′(x,/)に関する次の偏微分方程式(Partialdilferentialequation)を考える．

〃(x,r）０２'(Ｍ）
Ox2，八x,O)＝6(x）（-｡｡＜ｘ＜･･，ｒｚ０）仇

ただし’６(x)は，デルタ関数(deltafUnction)を表す．以下の(a)~(d)の設問に答えよ．

(1)

(a）関数′(x,ｊ)の変数ｘに関するフーリエ変換(Fouriertransfbrm)Ｆ(〃)を

川か方正::川甘燧価
と定義する．Ｆ(〃)が満たす微分方程式を求めよ．

(b）初期条件′(x,O)＝6(x)をフーリエ変換し，Ｆ("’0)を求めよぷ

(c）Ｆ(〃)が満たす微分方程式を解き，Ｆ(",/)を求めよ．

(｡）（c)で求めたＦ(〃)を逆フーリエ変換(inverseFouliertransfOrm)することにより，式(1)の解′(x,/)を

求めよ．その際，次の積分公式を用いても良い．

roe-･ザcos(by)djE率expl-÷(-基）ｒ 2ａ

ただし，α＞０，６は実数である．

３



【数学４】解答は，黄色(４番)の解答用紙に記入すること．

以下の(a)~(c)の設問に答えよ．その際に式(1)の関係を用いてもよい．

Ⅱ耐)薑ｒ…"Ｍｊｒ(川ＭＣＭ(;)薑而 (1)

(a）Ｖ７のラプラス変換(Laplacetransfbrm)を求めよ．

(b)Fい)一夫のとき次の連続関数川を図[の経路ABCDEFAに沿って積分して求めよ

川臺圭正聲ＦＭⅢ>O）
ｅ＜γである．また，弧ＢＣと弧ＦＡの経路の積分はＲ→｡｡のとぎ０となることを用いてただし,０＜ｅ＜γである

もよい

図１ｓ＝(丁十肋平面上の積分路

(c）次の積分方程式(mtegralequation)の解x(！)を求めよ．ただし，／＞Ｏとする．

ｒ岩山=(HD,

４



【数学ｓ】解答は，水色（５番)の解答用紙に記入すること．

連続な確率変数の列(asequenceofcontinuousrandomvariables)Ｘｈ(、＝0,1,2,…）が独立で同一の

分布に従う（independentandidenticallydistributed）とする．このとき，ＸＭｎ＝0,1,2,…)の分布関数

(distributionfilnction)をＦ(z)＝Ｐｒ(X九二＄）とし，全てのＺ（一○○＜〃＜ＣＯ）に対して１－Ｆ(z)＝

Pr(Ｘｈ＞Ｚ)＞Ｏであると仮定する．ここで確率変数Ⅳを１Ｖ＝ｍin化Ｘｈ＞ＸＯ(ん＝1,2,…)｝と定義す
る．すなわち，任意の自然数(naturalnumber)Ａに対して

Ⅳ＝ん骨Xia二Ｘｏ(、＝1,2,…,Ac-l）かつＸＡ＞ＸＤ

である．以下の(a)～(d)の設問に答えよ．

（a)Ⅳ＝Aであり，かつＸｊｖ≦〃である結合確率(jointprobability)Ｐｒ(Ⅳ＝ん,Ｘｊｖ三ｍ)を求めよ．

（b）〃の期待値(expectation)Ｅ[Ｍを求めよ．

（c）Ｘｊｖの分布関数Ｇ(Ｚ)＝Ｐｒ(XⅣ三ｍ)を求めよ．ただし

］．：0-鱸'一≦等いく鰯くり
を用いてよい

（d）ある正数(positivereal)〃に対して

（
(Ｚ＜o）

(⑩二o）

O

1-exp(-似z）
F(z)＝

であるとする．１Ｖ＞２という条件の下でのＸ,の条件付き期待値(conditionalexpectation）－

E[X,｜Ⅳ三2]を求めよ．

５



【電磁理論1】解答は,桃色(e番)の解答用紙に記入すること．

解答用紙に①～⑯の番号を記し，対応する以下の文中の空欄にあ

入せよ．

対応する以下の文中の空欄にあてはまる数式や語句を解答用紙に記

[I］誘電率a)の空間に電荷量Ｑの点電荷がある．図１に示すように，

この点電荷から距離′離れた点Ａに向かうベクトルをァとすると，点

Aにおける電界Eは,電束に関するに￣ろ~｡の法則から

Ｅ‐｢￣ろ可

で与えられる．点電荷から無限遠の電位を零電位とすると，点Ａにお

Ａ

、

図１

ける電位ﾆｮ庁、
で与えられる．

出口

[11］誘電率ebの空間において，近接した１組の点電荷

対を考える．図２に示すように，電荷量十9(9＞0)およ

び－９の点電荷が直角座標系のｚ軸上で，かつ原点Ｏか

ら等距離の位置にあるものとする．原点Ｏから観測点

Ａ(xJﾉ,z)に向かうベクトルを'（大きさ７)，電荷量－９の

点電荷の位置から+９の点電荷の位置に向かうベクトル

を‘（大きさclr）と定義する．７がαに比べて十分に大

きい場合,この点電荷対は「こ－ｺと見なすこと
ができるこの時［一己－１能率p(大きさp)は

ｐ=[￣ろ可

で与えられる．＋９の点電荷のみが作る電位胚は,ｘ,ｙ，

ｚを用いて

1？

Ｘ

図２

昨[~下司

となる．同じく，－９の点電荷のみが作る電位区は

Ⅸ=[￣己司

となる．したがって，点電荷対が観測点Ａに作る電位Ｆは，テイラー展開の１次の項までを用い，近似

的に′とＺの関数として与えられ，

〃=「~ろ￣可（ただし,,>>の

となる．ｚ軸とベクトル’とがなす角を９とすると

６



，=に￣ろ￣可

ゆえ，電位ｙはｐと'の内積を含む式に変形でき，

Ｐ=に￣五コ

となる．

次に｡この点電荷対十咄'からなるＦろ￣]が作る電界Ｅを求めよう一般に,電位Ｐを与え
られたとき電界のｘ，Ｊ/およびＺ成分を必，凸，且とすると，

ＥＦＦ－万司

巧=Ｆ~あ司

旦=「￣万一可

である．ゆえに，図２において観測点Ａにおける電界のｘ,Ｊﾉ，ｚ成分を瓜A，必A，且Ａとすると，

？
一一

一一
一一

Ａ
Ａ
Ａ

瓜
ｑ
Ｅ
『

となる．

７



【電磁理論2】解答は，緑色(ﾌ番)の解答用紙に記入すること

解答用紙に①～⑬の番号を記し，対応する以下の文中の空欄にあてはまる数式を解答用紙に記入せ
よ．

自由電荷および自由電流を含まない，無限に広がる等方で均質な無損失媒質（誘電率８，透磁率〃）
の中を角周波数ので正弦的に時間変化する平面電磁波が，直角座標系における＋ｚ方向に伝搬している

とする.Ｘ，）ﾉおよびＺ方向の単位ベクトルをそれぞれ，ｊ灘，ｊ，およびizとする．
ｋを定数とし，この平面電磁波の電界Ｅはｘ方向を向いているとして，Ｅを

Ｅ(z,')=ｺﾞｪEbcosb-んz）（１）
と表す．ここで，ＥＯは非零の実定数である．このとき，磁界Ｈを求めよう．ファラデー・マクスウェ

ルの法則を表す式に式(1)を代入して計算すると，班一町似 (2)

を得る．式(2)を時間について積分すると，Ｈは

〃(〃)＝ (3)

となる．また，アンペア・マクスウェルの法則を表す式に式(1)および(3)を代入して計算すると，Ａ，
の，８および〆の間に成り立つ関係式

k２ (4)

が得られる．

次に，この平面電磁波のポインテイング・ベクトルＳを求めよう．Ｓの定義式に式(1)および(3)を代
入し，以上に示した結果を用いると，

Eicos2(の'一Az）sに')＝ (5)

と書ける．また，式(1)および(3)より，媒質の固有インピーダンスＺは

Ｚ＝ (6)

と表される．Ｚを用いて式(5)を書き改めると，

E;cos2b-Az）sに/)＝ (7)

となる．式(7)のＳは正弦的に時間変化しているので，Ｓの正弦的な時間変化の－周期にわたる平均値

(s>を求めると，

<s>＝ (8)

となる．このとき，ｚ方向に対して垂直な面積Ｑの平面を＋ｚ方向に横切る電力の時間平均値Ｐは



Ｐ＝ (9)

となる．

ところで，式(1)および(3)より，

度ｗｅおよびｗｍは，それぞれ

電界および磁界によって蓄えられる単位体積当たりのエネルギー密

(10）ｗｅ

(１１）Ｗ"２

となるよって，これらの時間平均値〈w・)および〈w癒>はそれぞれ

<wと） (12）

(w"） (13）

となる式(8),(12),(13)より，(3)とくＷｇ)および(W噸)との間に成り立つ関係式は

(14）

となる．



専門用語の英訳

電磁理論１

誘電率

電束

電位

電界

点電荷対

直角座標系

テイラー展開

内積

diclectricconstant,permittivity

electricflux

electricpotential

clectricfield

apairofpointchalges

cartesiancoordinates

Taylorexpansion

scalarproduct,dotproduct

電磁理論２

電荷

電流

無損失媒質

誘電率

透磁率

平面電磁波

電界

磁界

electriccharge

eleclricculTent

losslessmedium

permittivityjielectricconstant

magneticpermeability

planeelech･omagneticwave

eleclricfIeld

magneticfield

intrinsicimpedance

enelgydcnsity

固有インピーダンス

エネルギー密度

１０



【電気電子回路1】解答は,灰色(s番)の解答用紙に記入すること

図１に示す回路について，下記の問いに答えよ．ただし，抵抗Ｈ及びキャパシタンスＣｌ，αはすべ

て正の実数である．

(1)図示の電圧'）Ｗ)w・劉北)('〉o)のラプラス変換をPh(3)J8"ん)とするロ路内部の受動素子の初期電

圧,初期電流'をゼロとして,伝達関数諭，Ｇい)=ﾘﾉB鰯`C)/P;ん)を求めよ

(2)前問の結果を用いて&C)=Ｅ(`〉0)に対する出力電圧ルル)(!〉0)を求めよただし〃は正の
実数であり，回路内部の受動素子の初期電圧，初期電流をゼロとする．

(3)入力電圧γ,"いを角周波数譲岫[rad/s]の正弦波として,この回路の定常状態篝4を考える.伝達関数の

絶対値lGCの】が図２に示す周波数特性を持つようにしたいこのとき,Ｈ=1k｡としてＣｌ,Ｃｂを求め

よ．なお，ｑ〈<ｃｈとする．

ZOloglulGOの】
[｡B］

C１

＋＋

γ施し
￣

Ｗ）

1010,の[rad/S］
図１

図２

￣注右記の記号は抵抗を示す．

*１初期電圧，

*２伝達関数：

*３角周波数：

*４定常状態：

初期電流：imtialvoltage,imtialcurrent
transfbrfimction

angularh℃qucncy

steadystate

１１



【電気電子回路2】解答は,糧(だいだい)色(9番)の解答用紙に記入すること．

図１に示すMOSFETについて，以下の問いに答えよ．なお，図中のＧ，Ｓ，Ｄは，それぞれMOSFET

のゲート，ソース，ドレイン゛’を示す．ゲートーソース間の電圧は，その直流成分゛2をPbS，ｙｂＳの値に

比べて非常に小さな振幅値を持つ小信号交流成分.3をvgsとする．同様に，ドレインーソース間の電圧の直
流成分をﾘﾉbs，小信号交流成分をv`2sとし，ドレイン電流の直流成分をID，小信号交流成分を心とする.

(1)飽和領域.4で動作しているMOSFETのドレイン電流が下式で与えられ（但しβ，吟，入は定数),そ

のときの小信号交流等価回路.sが図２で近似できるときの入および相互コンダクタンス*69,,を導出
せよ．

ん=二ルー吟)(１Ｍ,`）
２

６１１，０ﾉｂ

’｡＝万7志.vgu'＋万77;!;.γ伽
(2)図２の小信号交流等価回路が成り立つものとして，図３の回路の小信号交流等価回路を図示せよ.

なお，図３のZD，ＺＬはインピーダンスを示し，ＪﾉかＤには直流電圧が印加されているものとする．

(3)図３の回路において，小信号電圧利得叢74V=１Ｍ'2,,を，９m，こり，ＺＬを用いて表せ.なお，ここでは
ｇｂＰｚＤ，ｚＬを定数として扱ってよい．

(4)図３の回路において,こりを抵抗Ｒ，ＺｈをキヤパシタＣとする．角周波数.８の［rad/s]の正弦波定常状

態*９における小信号電圧利得』仰）および遮断角周波数.12の、ｔを９，，尺，Ｃ，のを用いて表せ．
(5)上記(3)で求めた小信号電圧利得のボード線図.'0（ゲイン線図寧'1のみでよい）を，横軸はlogloの，

縦軸はZ01og101Av(の)|[｡B］として描け．但し，図中には適宜，遮断角周波数，各軸上の主要な値や

数式，漸近線*'3やその傾きを書き入れること．

lIz〃

灘恥Ｍ二畳＝＆".vgRw
＋ＶｄＦ□

Pias＋
￣

図１ 図２ 図３

*１ゲート，ソース，ドレイン：gate,source,｡rain

*２直流成分：ＤＣ(DirectCulTcnt)component

*３小信号交流成分：small-signalAC(AltematingCulTent)component

*４飽和領域：saturationIegion

*５小信号交流等価回路：smaU-signalACequivalentcircuit

*６相互コンダクタンス：mutualconductance

*７小信号電圧利得：small-signalvoltagegam

*８角周波数：angular舵quency

*９正弦波定常状態：smusoidalsteadystate

*１０ボード線図：Bodeplot

*11ゲイン線図：Bodemagnitudeplot

*１２遮断角周波数：angularcut-ofTh℃quency

*１３漸近線：asymptoticline

１２


