
物理実験学試験問題II(21/July/11:竹下）
以下の8問の中から(I),(II)とそれ以外の2問の合計4問に答えること。解答は、図や式を使って丁

寧に他人にわかるように説明しこれを自分の言葉で書くこと。持ち込み自由(ケータイとPCを除
く)であるが、参考にした本はその部分を明記し出典を記す事、また本の丸写しは答案とは認め
ない。数値は有効数字や単位も含めてしっかり記述すること。(I),(II)が正解でも単位には不足、
(III)以降の問題も解くこと。他人とのコミュニケーションは禁ず。一人で解答せよ。

(I) 必答： x=5.27±0.87, y=7.21±1.13 とのき、 とその精度を計算せよ。

(II)  必答：固定点からぶら下げたバネの長さを、おもり（一個8.00g)の個数を変えながら測定
して 次のような測定結果を得た。このとき、おもりの質量の精度は十分良く、長さの測定精
度を ±0.5 cm として、バネ定数とその測定精度  および� χ2を計算せよ。

バネの長さ(cm) 17.6 30.5  40.2 48.1 
おもりの個数  1  3  4  5   
   
-------------------------------------------------------------------------------------------
(III) ある量の測定結果が、実数で1.4, 2.7,3.0 , 2.1 ,5.2,2.8 ,0.9 ,1.6 であるとき、平均値
をMaximal Likelihood法で議論せよ。�

(IV)東海地震の発生確率は30年以内に87％と言われている。これを統計学的に説明せよ。
�������������������������������������������������������������
(V) 放射性元素の寿命が2.5年のとき、手元にある元素1個が1年以内に崩壊しない確率はいくら
か？
 �　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(VI)�ある物体の長さを測定して、346.5±1.8 cm�を得た。もう一回測定して350.0cmを得る
確率はいくらか？。���

(VII)　測定器の検出効率は、（事象の検出数)/(事象の数)で与えられる。69の事象中�63事象
検出したとき、検出効率をいくらと精度をつけて答えるべきか。
��������������������������������������
(VIII)　�ある測定の1分毎の値が 4、1、2、2、3、1、であったとき、次の1分に8を観測した、これ
をどうとらえるか議論せよ



物理実験学試験問題II(28/July/11:竹下）
以下の8問の中から(I),(II)とそれ以外の2問の合計4問に答えること。解答は、図や式を使って丁

寧に他人にわかるように説明しこれを自分の言葉で書くこと。持ち込み自由(ケータイとPCを除
く)であるが、参考にした文献はその部分を明記し出典を記す事、また本の丸写しは答案とは認
めない。数値は有効数字や単位も含めてしっかり記述すること。(I),(II)が正解でも単位には不
足、(III)以降の問題も解くこと。他人とのコミュニケーションは禁ず。一人で解答せよ。

(I) 必答： x=3.475±0.861, y=3.019±0.923 とのき、 logx/logy とその精度を計算せよ。
logの底は10.

(II)  必答：ガリレオは物体を滑らかな斜面を滑らせて物体の位置と時
刻の測定を行ったとされる。これを模して次のような測定結
果を得た。このとき、物体の位置を測定する柱の間隔は1m
でその測定精度は十分良く、時刻の測定精度を ±0.3  s 
として、加速度とその測定精度  および� χ2を計算せよ。

柱の番号�         1      3          5          7           9 
通過時刻  2.05   3.11 3.71   4.33  4.71    
   
-------------------------------------------------------------------------------------------
(III) ガウス分布する変数xi �の二乗の和の分布はどんな分布関数か？

(IV)銀行の窓口での待ち時間は平均値1分／人の指数分布と仮定する。�あなたの前に5人並ん
でいるとき、あなたの待ち時間が10分を超える確率を計算せよ。
�������������������������������������������������������������
(V)ある放射性元素の固まりから1分間に放出される粒子の数は平均して7.1 個である．1分間に
0，1，2，3，4，5，6個の粒子が放出される確率を求めよ．1分間に少なくとも1個の粒子が放出さ
れる確率はいくらか． それぞれ2つ以上の方法で答えよ。

�　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(VI)�放射性物質の崩壊数を1分毎に60回測定する場合と、1時間の測定を1回行った結果につい
て議論せよ。

(VII)　粒子の検出効率94�± 2％の検出器を5台並べて測定器を作る。そのうち3台以上が検出
したとき粒子を測定できるとする、測定効率はいくらか、精度をつけて答えよ。
��������������������������������������
(VIII) ��ガウス分布するN個のデータ�xi (i=1,,,N) の標準偏差を�をMaximal Likelihood法で推

定せよ。�
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物理実験学試験問題I(22/July/10:竹下）
以下の10問の中から(I),(II)とそれ以外の2問の合計4問に答えること。解答は、図や式を使って

丁寧に他人にわかるように説明しこれを自分の言葉で書くこと。持ち込み自由(ケータイとPCを
除く)であるが、参考にした本はその部分を明記し出典を記す事、また本の丸写しは答案とは認
めない。数値は有効数字や単位も含めてしっかり記述すること。(I),(II)が正解でも単位には不
足、(III)以降の問題も解くこと。他人とのコミュニケーションは禁ず。一人で解答せよ。

(I)　必答： x=8.72±0.73, y=7.15±0.81 とのき、

€ 

log x 2 + y 2

x + y
⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ とその精度を計算せ

よ。logの底はeである。

(II)  必答：摩擦のある斜面をおおよそ一定加速度で転がる質量mの物体の位置と時刻を測定
して 次のような測定結果を得た。このとき、位置の精度は十分良く、時刻の測定精度を ± 0.2 秒 
として、物体の加速度とその測定精度  および� χ2を計算せよ。
位置(cm)         00　  30        90       120     150 

時刻（秒）  3.4  5.8  8.9       9.7         11.0         
-------------------------------------------------------------------------------------------
(III) ある量の測定結果が、整数で2, 3,4, 1,5,2,0,3 であるとき、平均値をMaximal 
Likelihood法で議論せよ。�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(IV) ガウス分布のFWHM以外の面積 はいくらか。
�������������������������������������������������������������
(V) あるゲームで敵陣に3個のミサイルを命中させたら勝ちとする。命中確率が0.017の時, 勝つ
（自分で定義せよ）ためには何個のミサイルを発射する必要があるか？
 �　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(VI)�あるクラスの成績分布がガウス分布に従うとして、5段階評価（評価点＝1，2，3，4，5）をおこな
う。各評価点の人数を同じにしようとするとき、評価点4点の学生は成績はいくらからいくらの範囲
にあるか？平均値と標準偏差を仮定して答えよ。

(VII)　測定器の検出効率は、（事象の検出数)/(事象の数)で与えられる。89の事象中�75事象
検出したとき、検出効率をいくらと精度をつけて答えるべきか。
��������������������������������������
(VIII)　�複数のグループの同じ物理量を測定する実験結果�が� 80.44+-3.67, 
82.38+-2.15, 84.87+-3.06, 81.72+-2.64 となった。どのようにまとめるか。

(IX) 13個の測定結果を最小二乗法をつかって2つのパラメータを決定しχ二乗�を計算した。有
意水準5％でχ二乗の値はどの領域となるべきか？ 

(X) �各グループのデータ�の組が（31.4,16.4）（39.1,17.2）（37.6,12.7）（43.3,13.4）
（41.3,11.7）（35.2,13.1）（34.7,11.6）（42.5,12.1）（36.7,9.9）�となった。これを議論
せよ.



物理実験学試験問題II(29/July/10:竹下）
以下の10問の中から(I),(II)とそれ以外の2問の合計4問に答えること。解答は、図や式を使って

丁寧に他人にわかるように説明しこれを自分の言葉で書くこと。持ち込み自由(ケータイとPCを
除く)であるが、参考にした本はその部分を明記し出典を記す事、また本の丸写しは答案とは認
めない。数値は有効数字や単位も含めてしっかり記述すること。(I),(II)が正解でも単位には不
足、(III)以降の問題も解くこと。他人とのコミュニケーションは禁ず。一人で解答せよ。

(I)　必答： x=4.36±0.67, y=8.79±0.85 とのき、

€ 

x 2 + y
x 3 + y 2 とその精度を計算せよ。

(II)  必答：電車が一定速度で走行する区間の電柱の位置と通過時刻を測定して 次のような測
定結果を得た。このとき、電柱位置の精度は十分良く、時刻の測定精度を ± 0.1 秒 として、電車
の速度とその測定精度  および� χ2を計算せよ。
位置(m)         00　  50        100       150     200 

時刻（秒）  2.8  5.1  8.3       9.8         12.8         
-------------------------------------------------------------------------------------------
(III) ある量の測定結果が、整数で1, 4,3, 2,5,2,0,1 であるとき、標準偏差をMaximal 
Likelihood法で議論せよ。�

(IV) 確率密度関数�

€ 

P(x) = 0.166e
−
(x−3.8)2

11.52
の平均値と標準偏差はいくらか。

�������������������������������������������������������������
(V) 放射性元素の寿命が3年のとき、手元にある元素1個が1年以内に崩壊しない確率はいくら
か？
 �　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(VI)�43人からなるクラスの成績分布が平均値6.2のポアソン分布に従うとして、5段階評価（評
価点＝1，2，3，4，5）をおこなう。各評価点の人数比を1：2：3：2：1に近づけようとするとき、評価点4
点の学生は成績は何点から何点の範囲か？

(VII)　測定器の検出効率は、（事象の検出数)/(事象の数)で与えられる。79の事象中�71事象
検出したとき、検出効率をいくらと精度をつけて答えるべきか。
��������������������������������������
(VIII)　�4個の抵抗を測定する実験結果�が� 8.74+-1.87, 9.89+-1.94, 7.23+-1.17,  
6.29+-1.13 オーム となった。4つを直列につなぐと、いくらの抵抗になるか。

(IX) 11個の測定結果を最小二乗法をつかって2つのパラメータを決定しχ二乗�を計算した。有
意水準5％でχ二乗の値はどの領域となるべきか？ 

(X) �各グループのデータ�の組が（29.3,17.4）（36.1,17.2）（37.6,14.7）（45.3,14.4）
（41.3,12.7）（32.2,11.1）（35.7,13.6）（41.5,11.3）（37.7,9.4）�となった。これを議論
せよ。



物理実験学試験問題I(23/July/09:竹下）

以下の9問の中から(I),(II)とそれ以外の2問の合計4問に答えること。解答は、図や式を使って丁

寧に他人にわかるように説明しこれを自分の言葉で書くこと。持ち込み自由(ケータイとPCを除
く)であるが、参考にした本はその部分を明記し出典を記す事、また本の丸写しは答案とは認め
ない。数値は有効数字も含めてしっかり記述すること。(I),(II)が正解でも単位には不足、(III)以降
の問題も解くこと。他人とのコミュニケーションは禁ず。一人で解答せよ。

(I)　必答： x=8.52±1.23, y=9.18±1.61 とのき、

€ 

xy
x 2 + y 2 とその精度を

計算せよ。

(II)  必答：天井からぶら下げたバネの長さを、おもり（一個12g)の個数を変えながら測定して 
次のような測定結果を得た。このとき、おもりの質量の精度は十分良く、長さの測定精度を ±0.3 
cm として、バネ定数とその測定精度  および� χ2を計算せよ。

バネの長さ(cm) 20.1 32.5  39.8 47.2 
おもりの個数  1  3  4  5   
-------------------------------------------------------------------------------------------

(III) ある量の測定結果が、整数で7, 3,4, 3,2,2 であるとき、Maxmal Likelihood法で結果を
議論せよ。�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

(IV) 定員300人に対して受験者が2000人あった試験を行って， 100点満点の試験に対して
平均が55点，標準偏差が13点であった．得点が正規分布をしているとして，得点の上位から順に
ちょうど定員に達するまでを合格者とするとき，�合格者の最低点は約何点になると予想されるか． ����������������������������������������������������������������

(V) あるゲームで敵陣に2個のミサイルを命中させたら勝ちとする。命中確率が0.02の時, 勝
つためには最低何個のミサイルを発射する必要があるか？ �　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(VI)�ガウス分布する2つの測定量の和はどういう分布をするか？�その標準偏差はどうなるか？　
(VII)　測定器の検出効率は、（事象の検出数)/(事象の数)で与えられる。64の事象中�62
事象検出したとき、検出効率をいくらと精度をつけて答えるべきか。��������������������������������������

(VIII)　�あるグループのデータ�が（33.2,12.4）（35.1,19.2）（34.4,9.7）（44.9,11.2）
（42.4,14.8）（39.2,15.1）（37.7,9.6）（40.9,11.4）（39.6,8.1）�となった。これを議論せよ。
(IX) ある測定の1分間毎の値が2、3、2、1、4、3、であったとき、次に9を観測した、これをどう

とらえるか議論せよ。



物理実験学試験問題II(30/July/09:竹下）

以下の10問の中から(I),(II)とそれ以外の2問の合計4問に答えること。解答は、図や式を使って

丁寧に他人にわかるように説明しこれを自分の言葉で書くこと。持ち込み自由(ケータイとPCを
除く)であるが、参考にした本はその部分を明記し出典を記す事、また本の丸写しは答案とは認
めない。数値は有効数字や単位も含めてしっかり記述すること。(I),(II)が正解でも単位には不
足、(III)以降の問題も解くこと。他人とのコミュニケーションは禁ず。一人で解答せよ。

(I)　必答： x=4.39±1.17, y=6.02±1.72 とのき、

€ 

e
−

xy
2+x 2 +y

⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ 

とその精度

を計算せよ。

(II)  必答：摩擦のある斜面をおおよそ定速度で滑る質量mの物体の位置と時刻を測定して 次
のような測定結果を得た。このとき、位置の精度は十分良く、時刻の測定精度を ± 0.2 秒 とし
て、物体の速さとその測定精度  および� χ2を計算せよ。

位置(cm)         20　 40        60       80     100 

時刻（秒）  0.0  0.5  1.1       1.4         2.1         
-------------------------------------------------------------------------------------------

(III) ある量の測定結果が、整数で3, 1,4, 3,2,5 であるとき、平均値をMaximal Likelihood
法で議論せよ。�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

(IV) ガウス分布のFWHM以内の面積を計算せよ。�������������������������������������������������������������
(V) ある病気による死亡者が日本国内で 1 年間に 1 万人であるとする。日本の人口を 1億人
人として，�ある都市の人口を 20 万人としたとき，その都市でその病気による死亡が一件もないと
いう日が起こる確率を求めよ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(VI)�ガウス分布する2つの測定量の和はどういう分布をするか？�その標準偏差はどうなるか？　
(VII)　測定器の検出効率は、（事象の検出数)/(事象の数)で与えられる。77の事象中�73
事象検出したとき、検出効率をいくらと精度をつけて答えるべきか。��������������������������������������

(VIII)　�複数の実験の結果�が� 80.44+-0.17, 80.34+-0.15, 80.27+-0.16, 
80.42+-0.14 となった。まとめていくらと答えるか。

(IX) ある選手の打率が3割5分であるとき、10打席中5本以上7本以下ヒットを打つ確率を複数
の方法で求めよ
(X) 12個の測定結果を 3つのパラメータ（変数）でfitting して�χ二乗�を計算した。有意水準

5％でχ二乗の値はどの領域となるべきか？



物理実験学試験問題I(17/July/08:竹下）

以下の8問の中から(I),(II)とそれ以外の3問の合計5問に答えること。解答は、図や式を使って丁

寧に他人にわかるように説明しこれを自分の言葉で書くこと。持ち込み自由(ケータイとPCを除
く)であるが、参考にした本はその部分を明記し出典を記す事、また本の丸写しは答案とは認め
ない。数値は有効数字も含めてしっかり記述すること。(I),(II)が正解でも単位には不足、(III)以降
の問題も解くこと。他人とのコミュニケーションは禁ず。一人で解答せよ。

(I)　必答： x=9.69±1.38, y=7.53±0.94 とのき、log(x2+y2)とその精度を計
算せよ。

(II)　必答：天井からぶら下げたバネの長さを、おもりの個数（一個当たり9g)を変えながら測
定して 次のような測定結果を得た。このとき、おもりの質量の精度は十分良く、長さの測定精度
を ±0.2 cm として、バネ定数とその測定精度  および� χ2を計算せよ。
バネの長さ(cm) 23.7 29.2  44.4 50.1 
おもりの個数  1  2  4  5   
-------------------------------------------------------------------------------------------
(III) ある量の測定結果が、65.43, 68.72, 63.97, 64.47, 64.02 であるとき、Maxmal 

Likelihood法で結果を議論せよ。�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(IV) ある人の発達指数�IQ�はこの人のテストの結果�x, と多くの人のテスト結果の平均値mと

その標準偏差�sを使って、 IQ= [(x-m)/s]*15+100と表す場合がある。IQ>125 の人
数は全体の何�% といえるか？。����������������������������������������������������������������

(V)  あるゲームで敵陣に３個のミサイルを命中させたら勝ちとする。命中確率が0.03
の時最低何個のミサイルを発射する必要があるか？ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(VI) �放射性同位元素の崩壊現象を測定して次のデータを得た。�4,2,3,1,5,3,1,2,2,
0,2,1,4,3,4,6,5,4,3,7,3,5,4,3,7,4,3 �これらは全て1分当たりの崩壊数である。これを
議論せよ。また1時間当たりの測定はどのような結果をもたらすか議論せよ　

(VII)　測定器の検出効率は、（事象の検出数)/(事象の起こった数)で与えられる。87の事
象中78事象検出したとき、検出効率をいくらと精度をつけて答えるべきか。��������������������������������������
(VIII) �あるグループのデータの組（34.2,10.5）（39.7,9.1）（30.4,8.2）（45.5,12.7）

（43.1,12.2）（38.3,10.5）（32.7,7.6）（41.9,10.4）（36.6,9.9）（33.5,8.4）に対
して議論せよ。



物理実験学試験問題II(24/July/08:竹下）

以下の8問の中から(I),(II)とそれ以外の3問の合計5問に答えること。解答は、図や式を使って丁

寧に他人にわかるように説明しこれを自分の言葉で書くこと。持ち込み自由(ケータイとPCを除
く)であるが、参考にした本はその部分を明記し出典を記す事、また本の丸写しは答案とは認め
ない。数値は有効数字も含めてしっかり記述すること。(I),(II)が正解でも単位には不足、(III)以降
の問題も解くこと。他人とのコミュニケーションは禁ず。一人で解答せよ。

(I)　必答： x=8.72±1.05, y=6.34±0.79 とのき、,(x2+y3)0.5とその精度を計
算せよ。

(II)　必答：電車の速さを測定するために、60mおきに等間隔にある電柱を通過する時刻を測
定して 次のような結果を得た。このとき、距離の測定精度は十分良く、時刻の測定精度を ±0.3 
s として、電車の速さとその測定精度  および� χ2を計算せよ。

通過時刻(s)   3.7  7.2   10.1 13.8 16.4 
電柱の番号  1  2  3  4  5   
-------------------------------------------------------------------------------------------
(III) 確率pの二項分布に従うm個のデータがあるとき、Maxmal Likelihood法でpを議論せ

よ。�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

(IV) ある物体の体積を測定して、346.5±1.1 cm3を得た。もう一回測定して350.0cm3を
得る確率はいくらか？。����������������������������������������������������������������

(V)  まれに起きる現象が平均3.2回／分で起きている。次の１分間に４回以上起きる確
立を計算せよ？ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(VI) �放射性同位元素の崩壊現象を1時間測定して次のデータを得た。��4時2分、4時13分、4
時15分、4時19分、4時24分、4時25分、4時27分、4時31分、4時38分、4時45分、4時4
6分、4時49分、4時55分、4時57分。これを議論せよ。

(VII)　長さ1.83±0.01mの振り子の周期が2.63±0.4 秒と測定された時、重力
加速度�をいくらと精度をつけて答えるべきか。��������������������������������������

(VIII) �あるデータが9.48±1.15、8.53±1.02、9.41±1.27、8.81±1.21、
9.07±1.23のとき測定値を議論せよ。


