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問題 1. (ベクトルの内積・外積) ~a, ~bを 3次元空間のベクトルとし，それらのなす角を� (0 � � < �)とする. ベクトルの内積~a �~bおよびベクトルの外積の大きさ j~a�~bj の表式
として正しいものを以下から選べ: (i) j~ajj~bj os � (ii) j~ajj~bj sin � (iii) j~ajj~bj tan �

重心

例題 1. (質点系の重心：例題だけど提出問題１→しばらくしたら黒板で解説)3次元空間 R3
内を運動する 2質点のシステムを考える. 2質点の質量をそれぞれm1; m2, 位置ベクトルをそれぞれ ~r1; ~r2とする. この 2質点のシステムには外から力

が働かないとする. このとき以下の問いに答えよ. 重力加速度の大きさを gとする.(1) 2質点の全質量M をm1; m2を用いて表せ.(2) 2質点の重心座標 ~Xをm1; m2; ~r1; ~r2を用いて表せ.(3) 質点の位置ベクトルを ~r, 質点に加わる力を ~F とするとき, 力のモーメント ~N
の定義を~r; ~F で表せ. また 2つのベクトル~r; ~F の始点 (しっぽ)を同じ点にくっ
つけて図示し, そこに ~N を書き入れよ. (直交関係がある場合は明示せよ.)(4) 水平方向に x軸をとり, x = x1, x = x2 (x1 < x2) の位置にそれぞれ質量m1,m2の質点を置く. 2つの質点を細くて軽いアクリル棒でつなぎ,アクリル棒を
支点で支えて水平を保ちたい. 支点まわりの力のモーメントのつりあい式をた
てて, 支点の x座標Xをm1; m2; x1; x2を用いて表せ.(5) 前問の設定でm1 = m2 = mとする. このとき重心 (支点)は x = x1と x = x2
の中点となる．この状況のまま支点を固定し, x = x2 の質点をはずして糸をつ
なぎ水平と角度 �をなす方向に張力 T で引っ張って水平を保った. このとき,m; g; T; �の間に成り立つ関係式を求めよ. 特に T = 2mgのとき �はいくらか.

問題 2. (剛体の重心：提出問題２) 3次元空間 R3
において, xy平面上の曲線 x = y2と直

線 x = 1で囲まれた図形を x軸周りに回転して得られる立体を V とする. 立体 V の密度
を �とする.(1) V の全質量M を表す式として正しいものを以下から 1つ選び丸をつけよ.(ア) Z 10 ��xdx (イ) Z 10 ��ydx (ウ) Z 10 ��x2dx (エ) Z 10 ��y3dx(2) 前問の積分を実行し, V の全質量M を �を用いて表せ.(3) V の重心の x座標Xを表す式として正しいものを以下から 1つ選び丸をつけよ.(ア) Z 10 ��xdx (イ) 1M Z 10 ��ydx (ウ) 1M Z 10 ��x2dx (エ) 1M Z 10 ��y3dx(4) 前問の積分を実行し, V の重心の x座標Xを求めよ.
問題 3. (テキスト演習問題V-B 1.)
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問題 4. (壁に立てかけた棒：提出問題３)
O

y

x

W

R

R

T

Q

P

Q

P

P

θ

3次元空間 R3
において, 右図のように長さ 2L, 重さW の棒が

角度 �で壁に立てかけられて静止している. (棒と床の接点を P ,
棒と壁の接点をQとする.) 床と棒の間には静止まさつ力があり，
壁と棒の間には静止まさつ力がないとする.
このとき，床から受ける垂直抗力の大きさRP と静止まさつ力の
大きさ TP , および壁から受ける垂直抗力の大きさRQを求めたい.x軸を水平方向, y軸を鉛直方向にとり, 原点を棒の重心 (中点)に
とる.(1) 位置ベクトル ~rの点に力 ~F が働いているとき, この力 ~F の

力のモーメント
~N の定義を ~r; ~F を用いて表せ.(2) x方向の力のつりあいの式を, RQ; TP などで表せ.(3) y方向の力のつりあいの式より, 床から受ける垂直抗力の大きさRP をWなどで表せ.(4) 垂直抗力RP の原点 (＝棒の重心)まわりの力のモーメントの大きさを表す式として

正しいものを以下から 1つ選び丸をつけよ.(ア) LRP os � (イ) LRP sin � (ウ) LRP tan � (エ) 0(5) 垂直抗力RQの原点 (＝棒の重心)まわりの力のモーメントの大きさを表す式として
正しいものを以下から 1つ選び丸をつけよ.(ア) LRQ os � (イ) LRQ sin � (ウ) LRQ tan � (エ) 0(6) 静止まさつ力 TP の原点 (＝棒の重心)まわりの力のモーメントの大きさを表す式と
して正しいものを以下から 1つ選び丸をつけよ.(ア) LTP os � (イ) LTP sin � (ウ) LTP tan � (エ) 0(7) 棒に働く重力W の原点 (＝棒の重心)まわりの力のモーメントの大きさを表す式と
して正しいものを以下から 1つ選び丸をつけよ.(ア) LW os � (イ) LW sin � (ウ) LW tan � (エ) 0(8) 原点 (＝棒の中心)まわりの力のモーメントの総和 (正負に注意)がゼロであるとい
うつりあいの式をたてて, RQ; TP を L;W; �などの与えられた量で求めよ.(9) 床と棒の間の静止まさつ係数を�とする．棒が動き出さないためには, 静止まさつ
係数�はいくら以上であればよいか？(ただし最大静止まさつ力の大きさは質点のと
きと同様, ��(垂直抗力の大きさ)である.)

問題 5. (テキスト演習問題V-A 6.：提出問題４)
問題 6. (テキスト演習問題V-C 2.：提出問題５)
問題 7. (補講課題：提出期限は 1月 10日（木）授業開始時です)4ページ目の 2016年度期末試験を解け.
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問題 8. (レポート 1：提出期限は 1月 10日（木）授業開始時です)
質量M , 高さ h, 底面の半径 aの一様な直円錐を考える.(1) 円錐の密度 �をM; a; hで表せ．(2) 円錐の頂点を原点とし, そこから円錐の中心軸方向に x軸をとる. 円錐の重心

の x座標を積分計算により求めよ.(3) 円錐の表面積を求めよ.
問題 9. (レポート 2：提出期限は 1月 10日（木）授業開始時です) 滑らかな鉛直
壁の前方 6l のところから, 長さ 10l, 質量M の一様なはしごが壁に立てかけられ
ている. 床とはしごの間の静止まさつ係数は 1=2であり, 重力加速度を g とする.

A

B

(1) はしごが水平面となす角を �とする. sin �; os �の値はいくらか.(2) 上端Aが壁から受ける垂直抗力の大きさと
下端Bが床から受ける垂直抗力の大きさを g;M で表せ.(3) もしも, 床とはしごの間の静止まさつ係数がある値より
小さければ, はしごは滑ってしまう. その値を求めよ.(4) 今このはしごを質量 5M の人がゆっくり登り始めた.
この人は下端Bからはしごに沿っていくらの距離のところまで登れるか？

問題 10. (X'mathプレゼント：質量とエネルギーの等価性) MM
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以下の問いにしたがって，質量とエネルギーの等価性を

証明しよう. 両端にそれぞれ質量M の発光体 (右)と
吸収体 (左)のついた筒を考える. 長さは 2Lで筒自体の
質量は 0とする．時刻 0に右から放出された光子(エネルギー ", 運動量 p, 速度 )が, 筒の中を飛んで
時刻 tに左で吸収されたとする (右図参照). ここで
「光子」とは光を粒子とみなしたときの名称である.(1) 運動量保存則によれば，筒は発光と同時にその反動で右に動き，吸収によって再び

静止する．その間の筒の速度を v，移動距離を l(= vt)としたとき，その間の筒と光
子が移動した距離の関係式から，v=を l; Lで表せ．(2) この 2物体と筒よりなるシステムには外力が働いておらず，また最初は静止してい
たのであるから，重心は不動のはずである．したがって，光子の移動に伴って，右

から左に質量が移動したと考えなければならない．すなわち，右での光子の発生 (エ
ネルギー�E = "の発生)の際には，�M = m だけ発光体の質量が減少し，左での
光子の吸収 (エネルギー�E = "の消滅)の際には，�M = m だけ吸収体の質量が
増加したと考えなければならない．その途中は全体として質量mが消滅し，それが
光子のエネルギーとなっていると考えられる．システムの運動量保存則をM;m; v; p
の言葉で書き表せ.(3) システムの重心不動の条件を, M;m;L; lの言葉で書き表し，これを (1)の結果に代
入することで，v=をm;M で表せ．(4) (3)の結果を (2)の結果に代入し，" = m2を導け. (p = " が成り立つことは既知と
してよい.)
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問題 1. 図のように水平に対して角度 �だけ
傾いた斜面の上に，質量がmの物体Pがある.
重力加速度の大きさを g, 斜面と物体の間の
静止まさつ係数を �, 動まさつ係数を �0

として

以下の問いに答えよ. (解答は m; g; �; ��; �; �0
のうち必要なものを用いてよい.)(1) はじめは角度 �は小さく物体 Pは静止したままであった. Pに働く垂直抗力の大き

さをN , 静止まさつ力の大きさをT として力のつりあいの式をたて，N; T を求めよ.(2) 角度 �を徐々に大きくすると, � = ��のときに物体Pが斜面に沿ってすべり始めた.� = ��直前のときの力のつり合い式から静止まさつ係数�を求めよ.(3) � > ��のとき，物体 Pは斜面に沿って下向きに等加速度運動を行う. この加速度の
大きさを aとして, 斜面に平行な方向の運動方程式を立てよ.(4) � > ��のとき, 物体 Pが初速度 0で動き始めてから斜面に沿って距離 Lだけすべり
落ちるまでの時間 T を求めよ. またそのときの物体の速さ V はいくらか？(5) 以下のうち保存力であるものをすべて選べ：(ア) 重力, (イ) 動まさつ力

問題 2. 重力のない場所で, 質量mの物体を時刻 t = 0で原点から x軸の正の方向へ打ち
出す. 初速は v0 (正の定数)であり, 運動中の物体には比例定数がm� (� > 0)の速度の 2
乗に比例する空気抵抗が働くものとする.

図 1: 問題 3(2),(4)の図
(2) (4)
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3L(1) �の次元はいくらか？(単位で答えてもかまわない)(2) 物体の速度を v := dxdt とし, 運動方程式を立てよ.(3) 運動方程式を解き, 速度 vを時間 tの関数として表せ.
問題 3. 以下, (1),(2),(3),(4)は独立した問題である. 重力加速度の大きさを gとする.(1) 天井から鉛直に吊るされたばね (ばね定数k)の先に質量2mの質点がつけられている.(a) 質点が静止しているとき, ばねの自然長からの伸び x0をm; g; kで表せ．(b) (a)の質点の位置を原点とし鉛直下向きにx軸をとる. ばねを x = A (> 0)まで

引っ張って時刻 t = 0で静かに放した. 時刻 tでの質点の位置を x(t)として運
動方程式を書き下し, 解け. 再び x = Aに戻ったときの時刻 T をm; kで表せ．(2) 長さ 3L, 質量Mの一様な棒の一端に棒に垂直な水平固定軸 (回転軸)をつけ, 棒を水

平にして静かに放した. (右上図 1参照)(a) 棒の回転軸まわりの慣性モーメントが 3ML2
であることを示せ.(b) 棒が鉛直となる瞬間の棒の先端の速さを求めよ. ( (a)の結果は既知としてよい)(3) 3次元空間 R3

において, xy平面上の曲線 y = 1� x2と x軸で囲まれた図形をy軸周りに回転して得られる立体を V とする. V の重心の y座標 Y を求めよ.(4) 半径 a，質量Mの 3本の円柱A, B, Cを 右上図 1のように水平な床の上に積み上げ
る. 円柱と円柱の間，および円柱と床の間の静止まさつ係数はともに �であるとす
る. 図の状態で 3本の円柱が滑ることなく静止するための � に対する条件を求めよ.
ただし，円柱BとCは接触してるだけで，互いに力を及ぼし合ってないとする.
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