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[注意事項]

• 試験時間 60分 (大問 4問)

• ノート持ち込み不可，関数電卓の類も持ち込み不可.

• この問題用紙は回収しない.

[試験のアドバイス]

• 問題文は、くまなく最後まで、しっかり、読む.

• 図は、まめに、丁寧に、書く.

• 解けそうな問題から先に解く.
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問題 1. ばね定数 kのばねに取り付けられた

質量mの質点の運動を考える.

図のようにばねの一端を壁に固定して水平方向に置き,

ばねの伸び縮みの方向に x軸をとる.

ばねを自然長にしたときの位置を原点にとり,

x軸方向だけに質点が動く状況を考える.

時刻 tにおける質点の位置を x(t), 質点の速度 (の x成分)を v(t)と表す.

質点を x = −A (A > 0)の位置まで押し込んで, 時刻 t = 0で静かに放した. このとき以

下の問いに答えよ. 空気抵抗および床とのまさつ力は無視できるものとする.

(1) 質点の運動方程式の x成分を書き下せ.

(2) このとき質点の運動は単振動となる. 単振動の角振動数 ωを求めよ.

(以後, 解答に ωを用いてもよい).

(3) 時刻 tでの質点の位置 x(t)を tの関数として具体的に表せ.

(4) 時刻 tでの質点の速度 v(t)を tの関数として具体的に表せ.

(5) 時刻 tでの質点の加速度 a(t)を tの関数として具体的に表せ.

(6) 質点が最初に x = +Aに到達するときの時刻 T を求めよ.

(7) 質点が原点を通過するときの速さ V を求めよ.

(8) 質点の加速度 a(t)が最小となる位置を求めよ.

(裏面に続く)
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問題 2. 右図のように質量mの 2つの小さい鉄球A, Bが，長さLの

軽くて丈夫な糸で天井からつるされて互いに接した状態で静止している.

この状態から左の鉄球Aを糸がたるまないようにゆっくり引き上げ,

糸が水平となったところで静かに放した. 重力加速度の大きさを gとし，

以下の問いに答えよ. (空気抵抗は無視できるものとする.

また速度は図の水平右向きを正として答えよ.)

(1) 鉄球Aが鉄球Bに衝突する直前の鉄球Aの速度 vを g, Lを用いて書き下せ.

(2) 衝突直後の鉄球A,Bの速度をそれぞれ vA, vBとする. 運動量保存則をm, v, vA, vBを

用いて書き下せ.

(3) 衝突の前後で，鉄球 Aから見た鉄球 Bの相対速度の大きさは一般に小さくなる.

e :=
vB − vA

v
を跳ね返り係数と呼ぶ．衝突直後の鉄球A,Bの速度 vA, vBを e, vを用

いて書き下せ. (e > 0と考えてよい.)

(4) 衝突の前後での運動エネルギーの変化分∆T :=
1

2
mv2A +

1

2
mv2B −

1

2
mv2 を計算し,

e,m, vを用いて書き下せ. また運動エネルギーが保存されるときの eの値を求めよ.

(5) 衝突後，鉄球Bは糸が鉛直方向と角度 60◦の角をなすところまで上がって折り返し

た. このときの eの値を求めよ.
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問題 3. 右図のように地上のある地点Oから質量mの物体

を水平面に対して角度 45度の方向に速さ
√
2v0で投げ出した.

(そのときの時刻を t = 0とする.) 物体が高さ最高点に

達したときの速さ V と水平方向の移動距離Lを求めたい.

重力加速度の大きさを gとする. Oを原点とし,

水平方向に x軸を, 鉛直方向に y軸をとる. 時刻 tにおける

物体の位置を ~r(t) = (x(t), y(t)), 物体の速度を ~v(t) = (vx(t), vy(t))で表す.

(1) まず空気抵抗のない場合を考える.

(a) 運動方程式の x成分および y成分を書き下せ. (b) V, Lを g, v0を用いて表せ.

(2) 次にこの物体に速度に比例する空気抵抗力 (比例定数は γ)が働く場合を考える.

(a) 運動方程式の x成分および y成分を書き下せ.

(b) 運動方程式を積分し, vy(t)を γ,m, g, tのうち必要なものを用いて表せ.

(c) 運動方程式を積分し, x(t)を γ,m, g, tのうち必要なものを用いて表せ.

(d) V, Lを γ,m, g, tのうち必要なものを用いて表せ.

問題 4. ばね定数が k1, k2, k3の 3つのばねを直列に接続する．この合成ばねはフックの法

則を満たす. 合成ばね定数Kとして正しいものを以下から一つ選び その記号を書け.

(ア)
1

k1
+

1

k2
+

1

k3
(イ)

k1k2k3

k1 + k2 + k3
(ウ) k1 + k2 + k3 (エ)

k1k2 + k2k3 + k3k1

k1 + k2 + k3

(オ)
k1 + k2 + k3

k1k2k3
(カ)

k1k2k3

k1k2 + k2k3 + k3k1
(キ) それ以外 (式を記載せよ)

(問題はここまで)
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