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受験上の注意

・机の上に置いてよいものは,筆記用具(鉛筆,消じゴム,鉛筆削りな

ど),時計,特に指示があつたもののみである

日時計は計時機能のみのものを使用し,アラームの使用を禁ずる.

コ電卓,電子手帳,辞書の使用を禁ずる.

・携帯電話等の情報通信機器類は,必ずアラームの設定を解除した上で

電源を切つておくこと.

コ問題冊子は,本表紙を含め7枚ある(2枚目は白紙),問題は,[1](応

用数学),[2](半 導体デバイスエ学),[3](電 磁気学),[4](電 気回

路),[5](電子回路),について各1ページである.問題冊子は回収しな

い `

口答案用紙の枚数は3枚である。[1]～ [5]の計5間 の中から3問選択

し,1枚 に付き1間を解答すること.

・答案用紙の裏面を使用してもよいが,その場合,「裏面記載あり」と答案

用紙おもて面の右下に記載すること

口選択した問題の番号,受験番号の誤記,記入もれがないか,各答案用

紙を十分に確かめること,これらを別紙の選択問題チェック票にも記入

し,提出すること,

日草案紙の枚数は3枚である.草案用紙は回収しない。



[1]応 用数学

1.微 分方程式
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+2ノ=2″2の形に帰着することを示し,微分方程式の一般解を求めよ。

計算過程を明示すること.

2.以 下の問いに答えよ。計算過程を明示すること,
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と展開した,毛 を求めよ`

3.以 下の問いに答えよ.た だし,ど,ブ,たをそれぞれ直交するχ,ノ,z軸 正方向の

単位ベクトルとする.計 算過程を明示すること,

(1)関 数 /(メ,ノ,″)の 勾 配 を Fと す る。 ま た ,曲 線 C上 の 点 を

,0="(r)′十ノ0ブ+″0'と する。曲線 C上 をr‐αからr=あまで動くとき,線

積分jFC)・
″は積分路Cに 依存しないことを示せ。ただし,α≦′≦うとする.

C

12)ベクトル関数Cを C=/,+冴 ブ+(ッ+1)'とする。また,曲 線 Cl上の点を

,(r)=COSr′十Sin′′+r2ォ(0≦r≦2″)とする.曲線Q上 をr=oか ら″=2πまで動

くとき,線 積分!C(r)・か を求めよ・
q



[2]半導体デバイスエ学

必要に応 じて以下の記号ならびに数値を使え

?:電 荷素量,160X10」
9C     施 :ボルツマン定数,138× 1023J/K

力:プランク定数,6.63×10 34J s  c:真 空中の光速,300× 108m/S

的 :真空の誘電率,885× 1012Fれ  れ ,Si結晶の真性キャリア密度,150× 1016m3

ln(10)=230

1 次 の文章を読み,以 下の問に答えよ

(。長さ 10 mm.断 面積 l mm2のリンP密 度 1_50×1024mキの Si結晶がある ぃ 理
Si結晶に300又 1024m・の密度のホウ素 Bを ドープし,H創 1効果により多数キャリアの

移動度を計測 したところ001m2/vsで ぁつた。なお,温 度は298Kで ,Pと Bは Si結

晶中に均一に分布 し,す べてイオン化しているとする。また,団 結晶のバン ドギャップ

亀は 1 12 eVとし,真 性フェル ミ準位 五=ど
ゴ2と する.

(1)下線部(a)のSi結晶 (Si①とする)の 少数キャリアの種類とその密度を有効数字 3桁

で求めよ

(2)Si①および下線部(b)のSi結晶 (Si②とする)の フェルミ準位を,価 電子帯を基準と

して有効数字 3桁 でそれぞれ求めよ

(3)Si②の導電率と,長 さ方向に両端から電流を流した場合の電気抵抗を有効数字 3桁

で求めよ

(4)Si①と酎②を接合 し,熱 平衡状態になつたときのバンド図を,Si①,Si②が分かるよ

うにして模式的に示せ 伝 導帯下端エネルギー丘,価 電子帯上端エネルギーら ,フ
ェル ミ準位 み を図中に示すこと ま た,内 蔵電位 /biを有効数字 3桁 で求め,図 中

に明記せよ

2 次 の文章を読み,以 下の間に答えよ

lcm× lcmの 金属板の片面一面にcllk厚100 mmの絶塗埜を成膜 した そ の上に面積

l mm2,膜 厚 20 nmの金属を成膜し,上 部電極とした.こ の金属/絶 縁体/金 属構造の

容量を計測したところ23 nFであつた

次に,こ の絶縁体 (膜厚 100 nm)を ゲー ト絶縁膜として用い,p型 半導体板上にⅢln
チャネル MISFETを 作製 した チ ャネル長 をは 100 μm,チ ャネル幅 ″は 500‖mで あ

る 伝 達特性を計測したところ, しきい値電圧 Иhは■lVで あり,ゲ ー ト電圧 路 を+5

V印 加 したときの電子のチャネル移動度 μnは 001m2/vsで ぁった

(1)下線部(c)の絶縁体の比誘電率争を有効数字 2桁 で求めよ コ ンデンサのエッジ効果

は無視できるものとする

(2)下線部(d)のMISFETの 飽和領域における伝達コンダクタンス 輪 を有効数字 2桁 で

求めよ な お,ん を+5V印 加 したものとする



[3]

電界,磁 界に関する以下の問いについて,解 答にいたる理由が分かるように答えよ.特 に

断らない限り真空中の誘電率cO,透磁率拘を用いよ.

1.図 1のように導体球と導体球殻が真空中に同心に置かれている.導 体球の半径はα,導

体球殻は内径う,外 径c(c>う >α)で ある。導体および導体球殻の初期電荷はゼロとす

る.

(1)導 体球に動の電荷を与えた。導体球殻の内側と外側に誘導される電荷をそれぞれ

答えよも理由は省略して答えのみでよい。

(2)さ らに導体球殻にらの電荷を与えた。このときの電界の大きさと電位を導体球の

中心からの位置rの関数として求めよ.た だし,電 位は無限遠をゼロとする.

(3)さ らに,導 体球と導体球殻を導線で接続した,こ のとき,電 荷分布がどうなるか

答えよ.

2.図 2のような半径αの導体球に電荷2を与えた。

(1)導 体球面上の電荷の表面密度を求めよ.理 由は省略して答えのみでよい.

(2)導 体球を,そ の中心Oを 通るそ軸のまわりに角速度ので回転させた.図 に示す円輪

冴S上にある電荷の回転運動を電流ガrとみなし,冴rをθの関数として書け.

(3)円 輪冴S上の電流冴肋ミ球の中心0に つくる磁束密度が冴』=″ °2の
sin3 θttθと書け

ることを証明せよ.

(4)回 転する導体球の全表面が中心0に つくる磁束密度βを求めよ.

3 ク ーロンの法則を式で表し,そ の意味を説明せよ。次に,近 接作用の立場からクーロ

ンの法則を説明せよ.

電磁気学
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[4]寄弓

図 1は,複素振幅どで角周波数のの交流電圧源,抵抗値が/および択の抵抗器,

自己インダクタンスニ1および を2のコイルからなる回路である /は 電圧源の内部

抵抗,沢 は負荷抵抗を表す。財は二1とと2の間の相互インダクタンス,■およびあ

は回路を流れる複索電流である 破 線で囲まれた部分は変圧器 (変成器)を なして

いる。変圧器の電源側を1次側,負 荷側を2次側と呼ぶ こ の回路について以下の

設間に答えよ。式や値を答えるとき,指定された文字の他に必要なものがあれば問

題文中に与えられている文字を用いてよい。必要であれば虚数単位にはァを用いよ

1 図 1の回路の五とあが満たす回路方程式 (連立方程式となる)を 示せ

2図 1の回路の変圧器部分を相互誘導のない3つ のコイルのみからなるT形 回路

に置き換えた回路全体の等価回路を示せ (導出過程は説明不要).

3図 1の回路の変圧器の1次側と2次側のコイルの巻数比が″1:″2(″1,″2は正整

数)と表されるとき,それぞれのコイルの両端に現れる電圧の比も″1:″2となる

ために二1,と2,Mの 間で満たされるべき関係式を示せ (関係式のみ示せばよい).

また,こ の関係式は電磁気学的にどのような状態を表すかを答えよ

4図 1の回路の変圧器は,前 問 3の 性質を保ちつつ,さ らに1次側と2次側の電

流比五:r2(電流の方向に注意)が前問3の巻数比の逆比″2:れとみなせるよう

な近似を成り立たせることで理想変圧器を模擬することができる と2の値を任

意に選ぶことにより図 1の回路の変圧器で理想変圧器を模擬しようとするとき,

二2の大きさは択に対してどのような条件を満たせばよいかを答えよ

5図 1の回路の変圧器が前間 3と 4で 求めた関係式と条件を満たし,理 想変圧器

を模擬した性質を持つとする。Rが 可変であるとき,沢で消費される電力の時間

平均値が最大となるRの 値を二1,二2,″を用いて表せ。
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[5]電 子回路

1 図 1は ,nチ ャネル MOS型 電界効果 トランジスタ (NIOSFET)の ドレイン接

地回路の小信号等価回路である。これについて,以 下の問いに答えよ,

(1)出 力電圧路uT,入 力電圧路Nを用いて,

nMOSFETの ゲー トーソース間の電圧7gS

を表せ。

(2)nMOSFETの 相互コンダクタンスをθm,
出力抵抗をR。,負 荷抵抗をRLとする.ド

レインーソース電流θm7gSが,Roと RLか ら

なる並列抵抗に流れ込んだ時に生 じる電

圧路uTを求めよ

(3)前 問(1),(2)で求めた7gSと略uTから,電

圧利得如v(=70uT/LN)を 求めよ。次に,

θmR O R L≫ ( R O十 R L )の 条 件 が 成 立 す る

時,山vの近似値を求めよ.ま た,こ の条

件が成 り立つ図 1の ドレイン接地回路を

特に何と呼ぶか,そ の別称を答えよ.
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図 1 ド レイン接地回路の

小信号等価回路

2 演 算増幅器 Aを 用いた図2の回路について,`を時間,入 力電圧を路N(3),出力

電圧を7。uT(り,抵 抗をR,キ ャパシタの容量をCとして,以 下の問いに答えよ.

(1)演 算増幅器 Aの 利得が∞の時,電位にを求め,この状態を何と呼ぶか答えよ.

(2)電 流rR(3),毛(ど)の方向を図 2の 矢印の方向とする。前問(1)の条件が成立す
る時,抵 抗に流れる電流rR(3)を求めよ さ らに,容 量Cのキャパシタに流れる

電流毛(の (=C"路 uT(`)/統)を rR(け)で表せ

(3)前 問(2)で求めたrc(3)から,略N(3),C,Rを用いて,7。uT(`)を表せ.た だし,
け≧0,yOuT(0)=0とする。また,こ の回路を何と呼ぶか答えよ.

(4)前 問(3)で得られた7。uT(,)の結果で,巧 N(`)=yθブ
ω=(アは時間と周波数に依

存しない定数,ωは角周波数)と し,ωが 10倍になる時,7。uT(3)の振幅は何倍
になるか答えよ。またこの時, 7。uT(↓)の周波数特性の減衰率は,何 dB/deCか

答えよ.

ど   ―
rc(を)

演算増幅器
―は反転入力
+は 非反転入力

図2演 算増幅器 Aに よる回路


